
 

作成者 健康福祉部長 櫻井 聡 作成日 令和５年４月１７日 

■ 将来都市像 ■  

『このまちで良かった』 みんな輝く 未来共創のまち とだ 

■ 部 の 役 割 ■  

健康福祉部は、福祉総務課、生活支援課、障害福祉課、健康長寿課、保険年金課、福祉保健センター及び新型

コロナウイルスワクチン接種対策室で構成され、戸田市第５次総合振興計画における『共に生き、支え合い安心

して暮らせるまち』の実現を目指して、福祉サービスの更なる充実に努めます。また、健康づくり体制などの充

実を進めることで、市民が健康で元気に暮らせるまちを目指すとともに、地域における多様な主体の連携と市民

相互の支え合いを基本としながら、総合的、計画的な地域保健・地域福祉の向上を図ります。 

■ 部をとりまく環境と問題点 ■  

 

【外部環境】 

・社会情勢の変化などの影響による生活困窮や地域課題が複雑かつ多様化しているなかで、ケアラー、孤独・孤立問

題など新たな課題が顕在化しています。 

・心と情報のバリアフリーを推進し、障がい者（児）が自立し、安心して地域での生活が送れるよう、共生社会の実

現が求められています。 

・市民の健康増進や介護予防を推進していくなかで、医療費や介護費等の社会保障費が増大しています。 

・医療の高度化や被保険者の高齢化が進むなか、国民健康保険制度の安定化を図る一環として、国民健康保険広域化

の推進、業務システムや事務処理の標準化が求められています。 

・希望する市民に対し、円滑に新型コロナウイルスワクチン接種を行うことが求められています。 

 

【内部環境】 

・複合的な課題を抱える相談や障がい者（児）・高齢者の生活を支えるため、庁内連携による相談体制や施設等の充実

が求められています。 

・市民が利用する施設について、適切な施設環境や管理運営体制を維持することが求められています。 

・健康事業の展開や国民健康保険特定健診、後期高齢者医療健康診査の受診率向上など参加しやすい健康・保健事業

の推進が求められています。 

・令和５年４月に設置した『戸田市こども家庭センター』へ、福祉保健センター親子保健部門の業務を移管し、乳幼

児期から子ども期までの切れ目のない相談支援体制を構築する必要があります。 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業を円滑に進めるために、全庁的な取り組みが求められています。 

 

【問題点】 

・地域が抱える様々な課題を解決するため、庁内の連携に加え、福祉施設や社会福祉協議会等の関係機関及び地域住

民が連携し、取り組んでいくための仕組みが求められています。 

・財源の効率的・効果的な運用を図り、公平な負担と持続的かつ安定的な福祉サービスの提供が求められています。 

・高齢者が住み慣れた生活の場で暮らし続けるための、地域包括ケアシステム構築の深化・推進を行う必要があります。 

・健康に無関心な市民に対して、意識醸成を図る必要があります。 

・福祉保健センター親子保健部門を『戸田市こども家庭センター』へ移管後も、保健行政が適切に実施・運営される

ように取り組んでいく必要があります。 

・新型コロナウイルスワクチン接種については、使用するワクチンの種類や対象者、供給量など不確定要素が多いな

かで、接種体制を整備する必要があります。 

令和５年度 健康福祉部 方針書 
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■ 令和５年度 部の経営方針（人員・予算の方向性） ■  

 

・複雑かつ多様化する各種相談に対し、庁内及び関係機関と協力・連携を図り、それぞれの実情に応じた支援を実施

します。 

・「第５期戸田市地域福祉計画・第５期戸田市社会福祉協議会地域福祉活動計画」に基づき、戸田市社会福祉協議会と

連携し、地域における支え合い、助け合いの仕組みづくりを進めます。 

・「戸田市障がい者総合計画」に基づき、障害福祉サ－ビス、地域生活支援事業、基幹相談支援センターを活用した相

談支援の充実を図ります。また、「戸田市手話言語条例」に基づき、手話の普及・啓発を進めます。 

・「戸田市地域包括ケア計画」に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業の推進や医療と介護の連携強化、認知症対

策に取り組みます。 

・国民健康保険財政の健全化を図るため歳入確保に努めるとともに、保健事業等や医療費適正化の取組を進め、国民

健康保険制度の安定化を図ります。 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を進めるため、医療専門職の体制整備を含め、効果的な事業の実施に

取り組んでいきます。 

・「スマートウエルネスシティ推進プラン」策定に伴い部局横断の健康施策を推進します。 

・こども健やか部と連携し、妊産婦、子育て世帯、子どもの相談支援を行う『戸田市こども家庭センター』の機能強

化・充実を図るとともに、保健師等の専門職の適正配置に取り組みます。 

・全庁的な協力のもと、新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種体制を整備します。 

 

 

令和５年度 健康福祉部の施策及び考え方の方針 

施策番号 関連のある SDGs 

施策１ 

       

  

施策９ 

     

    

施策１０ 

  

       

施策１１ 

     

    

施策１２ 

   

      

施策１３ 

    

     

施策１４ 
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施策番号 施策名 目 的 
令和５年度における 

主な取組の方針 
関 係 部 局 

施策１ 
子育て支援

の充実 

心理的、経済的な問題によ

り、子どもを産み育てること

への不安を抱えている状況

を解消し、戸田市で子育てす

る全ての家庭が、安心して楽

しく子育てができることを

実感できる環境を整備しま

す。 

・妊娠届出時から、妊婦や低年齢期

の子育て家庭に寄り添い、必要な支

援につなぐ「伴走型相談支援」の充

実を図るとともに、経済的支援とし

て「出産・子育て応援給付金」を支

給します。 

・福祉保健センター親子保健部門を

こども家庭センターへ移管・統合す

ることを検討し、乳幼児期から切れ

目のない子育て支援体制の構築を

目指します。 

こども健やか部 

施策９ 

  

健康づくり

支援の充実 

 

元気で長生きできる期間

（健康寿命）を伸ばすことに

よって、豊かな人生を送るこ

とができるよう、地域との協

働により、子どもから高齢者

まで市民の健康づくりを支

援します。 

・新型コロナウイルス等の感染症の

感染状況を随時把握し、状況に応じ

た周知啓発、予防対策を進めます。 

・乳幼児健康診査事業に取り組み、

子どもたちの健やかな発育発達支

援に取り組みます。 

・食育の関心を高め、健康的な食習

慣を醸成するため、とだ PR 大使及

び産学官民と連携し話題性のある

「食」の発信を実施します。 

・がん対策やとだウエルネスマイレ

ージ、教室・講座など市民の健康づ

くり事業に取り組み、若年期からの

健康意識の醸成を図るとともに、健

康寿命の延伸を目指します。 

・健康における運動の重要性の知識

と運動習慣を身に付けた「キッズ健

幸アンバサダー」を養成し、地域の

高齢者へ運動の大切さを伝えてい

くことで、健康リテラシーの向上を

図ります。 

・第３次健康増進計画及び第２次食

育推進計画に基づき、「運動」「食生

活」「受動喫煙」に重点を置き事業

を行います。 

 また、これまでの健康施策に加

え、新規事業や各分野で展開されて

いる健康事業を包含した部局を超

えた一体的な健康政策の最上位計

画として「スマートウエルネスシテ

ィ推進プラン」を策定します。 

市民生活部 

環境経済部 

教育委員会事務局 
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・新型コロナワクチンの追加接種に

ついては、蕨戸田市医師会と連携

し、迅速かつきめ細やかな接種体制

を整備することで、希望する市民に

円滑に接種を進めます。 

施策１０ 
地域福祉の

推進 

地域のあらゆる住民が役

割を持ち、支え合いながら、

誰もが住み慣れた地域で安

心して生き生きと暮らして

いける地域づくりを推進し

ます。 

・社会福祉協議会等と連携し、新た

なボランティアの発掘に努め、地域

福祉活動の担い手の育成と活動の

支援を実施します。 

・相談のファーストステップである

福祉総合相談窓口を引き続き周知

し、適切な関係機関等へつなぎを実

施することで、問題の解決を目指し

ます。 

・ケアラーに関する広報・啓発、相

談窓口の周知を進めるとともに、ケ

アラー支援調整連絡会の設置によ

り関係機関の連携を強化します。 

市民生活部 

環境経済部 

こども健やか部 

施策１１ 

高齢者福祉

環 境 の 整

備・充実 

高齢者が住み慣れた地域

で安心して自分らしく暮ら

し続けることができるよう、

高齢者の社会参加の促進や

地域包括ケアシステムの深

化・推進を図るとともに高齢

者のニーズに応じた適正な

高齢者在宅福祉サービスを

提供することで、日常生活へ

の支援体制の充実を図りま

す。 

・「戸田市地域包括ケア計画（第８

期高齢者福祉計画・介護保険事業計

画）」に基づき、５本柱である「介

護予防」「生活支援」｢認知症施策」

｢在宅医療・介護連携」「地域包括支

援センター機能強化」を中心に、地

域包括ケアシステムの深化・推進を

図るとともに、第８期計画の振り返

りを行い､「地域包括ケアシステム」

をさらに推進するための｢第９期高

齢者福祉計画･介護保険事業計画｣

を策定します。 

・高齢者の社会参加を推進するた

め、「戸田市シニア社会参加推進プ

ラン」を策定します。 

・認知症対策を推進するための条例

を制定します。 

 

市民生活部 

市民医療センター 

教育委員会事務局 

施策１２ 

国民健康保

険・後期高

齢者医療・

国民年金の

円滑な運営 

誰もが必要なときに安心

して医療サービスを受けら

れるように、国民健康保険及

び後期高齢者医療保険の制

度安定化に努めます。 

また、将来、適切に年金を

受給できるよう、国民年金に

関する届出・相談の窓口サー

ビスを提供します。 

・国民健康保険制度については、法

定外繰入の段階的な削減に努め、安

定的な財政運営を目指します。 

・後期高齢者医療制度では、地域の

通いの場等を活用して、保健事業と

介護予防を一体的に進めます。 

・国民年金の届出受付や、年金相談

により柔軟に対応できるよう相談

窓口の体制整備に取り組みます。 

企画財政部 
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施策１３ 
生活困窮者

支援の充実 

生活保護制度や生活困窮

者自立支援事業の適正な運

用により、それぞれの実情に

応じた適切な支援を行い、生

活困窮者等の生活安定と自

立を図ることを目指します。 

・生活困窮者の状況は取り巻く環境

により、多様化・複雑化している。

生活困窮者への支援と合わせ、就労

準備支援や家計改善支援を実施し、

個々の実情に応じて、安定した社会

生活を送ることができるように支

援を行います。 

こども健やか部 

施策１４ 

障がい福祉

環境の整

備・充実 

障がい者（児）が、住み慣

れた地域において、自らの選

択と決定に基づき、社会のあ

らゆる活動に主体的に参加

できるよう、社会のバリアフ

リー化を推進するとともに、

必要なサービス等の基盤整

備と支援体制の充実を図り

ます。 

・令和５年度までを期間とする「戸

田市障がい者総合計画」の振り返り

を行い、障がい者施策をさらに推進

するために令和６年度から令和１

１年度までを期間とする「戸田市障

がい者総合計画」を策定します。 

・差別をなくし認め合う共生社会を

推進するための条例を制定します。 

・心と情報のバリアフリーを更に推

進するため、障害について共に考え

る出前講座やオリジナル啓発動画

の配信等を実施します。 

また、相談支援や就労支援に関す

る情報発信の強化充実を図るとと

もに、障害者の雇用機会創出のた

め、事業所同士の交流の場を設置し

ます。 

教育委員会事務局 
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参 考 

令和５年度 健康福祉部が関係する施策 

施策番号 施 策 名 目 的 

施策２９ 

多様な働き方

への支援・充

実 

女性や若者、高齢者、障がい者、外国人などの労働者それぞれの事情に

合わせた就労機会の創出、キャリア形成の実現を図るとともに、各支援機

関と連携し、起業相談などの充実を図り、起業家の育成支援を強化してい

くことで、多様な働き方への支援をしていきます。 

 

令和５年度 主要事務事業の環境配慮指針 

主要事務事業名 環 境 配 慮 指 針 

福祉保健センター管

理運営費 
○ 雨水、太陽光エネルギーの利活用と屋上緑化等による環境に配慮した施設管

理を引き続き行い、温暖化防止に取り組みます。 

地域保健推進事業 

○ 健康づくりの推進は、市民自らの生活習慣を見直し、健康維持・増進の活動

を実践していくものであり、その経過と結果（例：健康のために歩ける距離

は車を使わない等）は、環境配慮・負荷低減を推進します。 

○ 戸田市食育推進計画に基づき、食の供給や選別・循環（どのようなものを選

んで食するか、地産地消、生ごみの減量・リサイクルなど）について市民一

人ひとりが考え、食育の大切さと環境問題への関わりの認識を深めます。 

 

 


