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分野別計画 

（１．健康・福祉） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす将来像に向けて、基本構想で掲げた「まち

づくりの基本政策」を分野別に整理し、市の部・課

による効果的な進行管理の下で、(仮称)再生計画を

推進します。 

なお、(仮称)再生計画に位置づける施策について

は、法律などに基づいて決められたとおりに実行す

るものは除き、推進・進行管理すべきものを掲載し

ます。 
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１．健康・福祉分野 

1-1 

健康寿命が長く、安心な医療が受けられるまちづくり 
 

１．市民一人ひとりが健康で健やかに暮らせる環境づくり 

現状と課題  

市民の健康に対する関心は、二極化の傾向にあり、健康に関心のない市民に意識付け

をすることと、高齢化社会が全国に比べ急速に進行するなかで、市民が「自分の健康は

自分でつくる」という意識を持つことが重要です。 

高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ生活習慣病の予防及び社会生活を過ごすた

めに必要な心身機能を維持及び向上させることで健康寿命（健康上の問題で日常生活が

制限されることなく生活できる期間）の延伸をめざします。 

健康づくりは、日常の生活習慣を正しく理解し、身につけ、そのために何をすべきか、

本人のみならず地域や職域で考え、それを実践する必要があります。 

「自分の健康は自分でつくる」一次予防を推進するため、さまざまな世代に応じた健

康教室や健康相談を実施し、健康に関する情報提供を行う必要があります。 

◆主要死因別年齢調整死亡率  

 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

悪性新生物 124.79 116.98   

心疾患 58.51 52.63   

脳血管疾患 30.82 23.35   

資料：三重県衛生統計年報 
※年齢構成の異なる地域間では一般に高齢者が多いほど死亡率は高くなり、年齢構造の違いを考慮せずに死

亡率による死亡状況の比較は単純にはできないため、年齢構成を調整した死亡率（人口 10 万対）。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 高齢化社会が進展するなかで、健康寿命延伸と地域、個人の健康感格差の縮小のため、

出前講座の内容・手法を見直し、さらに住民自治協議会など地域団体等と連携を強化

し、参加者数の増加を目指します。 

 

施策の方向と主な事業（健康推進課）  

健康寿命を延ばすためには、市民一人ひとりが「自分の健康は自分でつくり守る」とい

う意識付けが必要であり、地域や各種団体等で健康教室・健康相談を開催することで市民

の健康意識を高めます。 
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【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

健康づくり推進事業 生活習慣病の予防、その他健康に関す

ることについて、正しい知識の普及を

図るため、団体やサークルなどを対象

に出前講座（健康教室）を行います。

また、心身の健康に関する個別の相談

に応じ必要な指導及び助言を行い、家

庭における健康管理に資するために

健康相談を実施するほか、療養上の保

健指導が必要と認められる人及びそ

の家族に対し保健師等が訪問して、健

康に関する問題を総合的に把握し、心

身機能の低下の防止と健康の保持増

進を図るため必要な訪問指導を実施

します。 

健康教育事業（補助金分） 

健康相談事業（補助金分） 

訪問指導事業（補助金分） 
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２．疾病の早期発見・早期治療につなげる体制づくり 

現状と課題  

生活習慣病を予防するため、定期的に健（検）診を受け、常に自分の健康状態を知る必要

があります。 

二次予防の推進のため、かかりつけ医を持つことを推奨していきます。また、県内でも受

診率の低いがん検診や健康診査の受診率の向上をめざすことで疾病を早期に発見し、早期に

治療を行うことで日常の生活の質 QOL（Quality of Life ）を高める必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 がん検診、各種健（検）診を受診する認識を高め、定期的に受診することが疾病の早期

発見、早期治療につながることやその目的、効果、必要性を出前講座、健康相談、広報、

ケーブルテレビでの放映等さまざまな手法でうったえることによる受診勧奨を積極的

に行います。 

 

施策の方向と主な事業（健康推進課）  

日頃から、かかりつけ医をもち定期的な健（検）診を受けることが重要であり、健（検）

診のその目的、効果、必要性を市民に周知・啓発を行っていくとともに受診機会の

拡大を図ります。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

健康診査（二次予防）事業 市民が、がん検診などの各種検診、特

定健康診査を受診することで、疾病の

早期発見・早期治療から健康の維持・

増進を図ることができます。このた

め、健（検）診費用の一部または全額

を公費負担で実施します。また、必要

な人に対して医療機関への受診を勧

奨することにより、壮年期からの健康

についての認識と自覚の高揚を図り

ます。 

健康診査事業（補助金分）

保健事業（市単分） 
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３．歯の健康づくりを推進するための体制づくり 

現状と課題  

歯と口腔の健康は、生涯を通じて自分の歯でしっかりと噛んで食べることを可能にする

だけでなく、バランスのとれた食生活を送ることを可能にし、肥満や糖尿病などの生活習

慣病予防につながるなど、全身の健康を保持増進するための重要な要素となっています。  

元気な高齢者等を増やし、健康寿命の延伸に寄与することから、全身の健康につながる

「歯と口腔の健康づくり」について、幼児期から高齢期まで全ての世代を通じ継続的に取

り組むことが必要です。 

◆12 歳児ＤＮＦ指数 

 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

ＤＮＦ指数（１人平均のう歯数） 2.66 1.72 1.66  

資料：三重県の歯科保健 

※う歯になったことがあるかについての指数。治療していないう歯、う歯で抜いてしまった歯、う歯を治した歯

の略。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 定期的に歯周疾患検診などを受診することを積極的に市民に推奨し、全身の健康につな

がる「歯と口腔の健康づくり」について、幼児期から高齢期までのライフステージを通

じ継続的に取り組むため、関係団体と連携し推進します。 

 

施策の方向と主な事業（健康推進課） 

歯の健康について、幼児期から高齢期までのライフステージを通じ継続的に取り組むた

め、関係団体と連携し、歯の健康づくりを推進します。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

歯周疾患検診・成人歯科健

診事業 

自らの歯の健康状態を認識してもら

い、歯周疾患検診などの定期的な検診

を推奨することで健康の維持・増進を

図るため、検（健）診費用の一部また

は全額を公費負担で実施します。ま

た、歯の健康について、すべての世代

を通して、継続的な取り組みを行う必

要があることから、関係団体と連携

し、歯の健康づくりを推進します。 

健康診査事業（補助金分）

保健事業（市単分） 

在宅要介護者歯科保健推進

事業 

訪問による歯科健康診査を実施し、歯

科診療につなげることにより、通院困

難な在宅の要介護者の口腔衛生の改

善向上を図るため、全額公費負担で実

施します。 

在宅要介護者歯科保健推

進事業 

 

http://www.weblio.jp/content/%E8%99%AB%E6%AD%AF
http://www.weblio.jp/content/%E6%8C%87%E6%95%B0
http://www.weblio.jp/content/%E6%B2%BB%E7%99%82
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84
http://www.weblio.jp/content/%E8%99%AB%E6%AD%AF
http://www.weblio.jp/content/%E8%99%AB%E6%AD%AF
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４．市民主体の健康づくり活動を支援する体制づくり 

現状と課題  

個人の健康は、家庭、学校、地域、職場の社会環境の影響を受けることから、社会全体と

して、個人の健康を支え、守る環境づくりが重要です。 

このため行政機関のみならず、広く市民の健康づくりを支援するため医療関係者、民間団

体、企業等の積極的な参加協力を得ることで、市民や地域が主体的に行う健康づくりの取り

組みを総合的に支援するネットワークの整備が必要です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 限られた地域の保健・医療資源を有効的に活用できるよう、行政が主体となり健康づく

りに関する取り組みに対して医師会、歯科医師会、民間団体、企業等に積極的な参加・

協力を要請し、市民や地域が主体的に行う健康づくりの取り組みを総合的に支援する体

制を構築します。 

 

施策の方向と主な事業（健康推進課）  

医師会、歯科医師会、民間団体、企業等に積極的な参加・協力を要請し、市民や地域が

主体的に行う健康づくりの取り組みを総合的に支援する体制を構築します。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

自助・共助・公助協働によ

る健康づくり推進事業 

関係団体等に積極的な参加・協力を要

請し、市民や地域が主体的に行う健康

づくりの取り組みを総合的に支援し

ます。 

健康教育事業（補助金分）

健康 21 推進事業 

健康づくり推進事業 
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５．感染症に関する情報提供と体制づくり 

現状と課題  

新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ７Ｎ９）や特に病原性の高い鳥インフルエンザ（Ａ／Ｈ５Ｎ

１）が新型インフルエンザ化し、また未知なる感染症が発生しても迅速な対応ができるよう

に国が 2011（平成 23）年に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を制定しました。 

本市においてもこの法律に基づき策定した「伊賀市新型インフルエンザ等対策行動計画」

をもとに、感染拡大を最小限に止めるための体制の整備が必要です。 

食の安全を確保するため、食中毒の多発期では、食中毒警報等発令時の情報や、普段から

食中毒の予防や対処方法について、普及啓発が必要です。 

◆実態件数 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 

伊賀保健所管内（８箇所

定点観測による） 
1,888 2,310    

資料：三重県感染症情報センター 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 市民の危機管理意識の向上のため、平常時から新型インフルエンザ等感染症の予防や対

処方法、非常事態宣言が発令されたときの市民がとるべき行動等について周知啓発を行

います。 

 行動計画をもとに伊賀保健所、医師会等関係機関と連携し体制の整備に努めます。 

 食中毒警報等発表時には、伊賀保健所等関係機関と連携し、市民に対し注意喚起を促し、

的確な情報を提供します。 

 食中毒の予防や対処方法については、あらゆる機会を通じて知識の普及啓発を行います。 

 

施策の方向と主な事業（健康推進課） 

社会的に影響を及ぼす感染症に対して、関係機関と連携し、感染症の特性や予防等の周

知を図りながら、情報や必要なサービスがスムーズに提供できる体制を整えます。また、

平常時から感染症の予防や対応方法についての啓発を行い、市民の危機管理意識の向上に

努めます。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

感染症予防事業 インフルエンザの大流行に備え必要

な薬品を備蓄します。また、感染拡大

の恐れがある疾病の発生及びまん延

の予防、個人の疾病の予防や重症化防

止、個人の健康の保持増進を図るた

め、予防接種費用の一部また全額を公

費負担で実施します。 

 

感染症予防業務経費 

予防接種業務経費 
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新型インフルエンザ等対策

事業 

伊賀市新型インフルエンザ対策行動

計画に基づき、関係機関との調整・予

防対策のための備蓄すべき物資等の

調達を行います。 

新型インフルエンザ等対

策事業 
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６．地域医療の充実 

現状と課題 

市民生活の「安全・安心」を確保する上で、現在、私たちのまちが抱える最も大きな課題

が「医療」です。市民意識調査によると、すべての年代の市民が「医療」の課題を最重要視

しており、率先して取り組むべきだと考えている人が約 80％にも上ります。 

大きな課題が「医師不足」です。地方病院の医師確保が容易でなくなってきている状況の

なか、「近くの総合病院にかかれなくなるのではないか」という市民の不安があります。 

◆夜間・休日における二次救急実施病院受入率  

 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

受入率の推移（％） 96 91   91   95 

資料：伊賀市消防本部調査 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 常勤医を確保します。 

 救急医療（一次・二次）については、医療機関相互の連携を深め各病院の医療資源を活

かし、医療の専門性を高めることで効率的な医療提供体制の確保と充実を図ります。 

 医師の確保に全力をあげ、病病連携、病診連携や在宅医療の充実を図ります。 

 

施策の方向と主な事業（地域医療対策課、庶務課、経営企画課）  

夜間・休日における比較的軽症の方を対象とした応急診療所の運営を、医師会の協力の

もとで行うとともに、二次救急医療体制の確保に努めます。 

上野総合市民病院については、安心かつ質の高い医療の提供を目指し、引き続き、医師や看

護師など、医療職の確保を進め、二次救急医療体制を含む診療体制を充実させます。 

さらに、伊賀地域において入院を必要とするがん患者のうち、５割以上の方が地域外の病院

に入院している状況を踏まえ、可能な限り医療が完結できるよう、がんセンターを設置し、化

学療法、栄養サポートを行うとともに、在宅医療を進め、がん総合診療を充実させます。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

応急診療所の運営 年間を通じ、休日及び夜間の急病者に

対し、小児・一般の診療を医師会の協

力のもと行います。 

応急診療所管理運営事業 

二次救急医療体制の確保 伊賀地域の二次救急実施病院との会

議を定期的に開催し、二次救急医療体

制の確保に取り組みます。 

救急医療事業 

医師の確保   大学病院等の協力を得るとともに、魅

力と働き甲斐のある病院づくりに努

め、1 年間に 2 人の医師の増員を目指

します。 
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７．福祉医療費助成制度の充実 

現状と課題 

福祉医療費助成制度は、障がい者（児）や乳幼児（子ども）、一人親家庭等が、必要に応

じ、安心して適切な医療を受けられるように、医療費の負担が大きい方へ医療費の助成を行

うものとして、1973（昭和 48）年以降、県制度として順次制度化されました。また、市独

自医療費助成制度として、療育手帳 B のみ（入院・外来診療分）及び精神障害者保健福祉手

帳 2 級（外来診療分のみ）保持者の方に心身障害者医療費助成を実施しています。 

 近年では、少子高齢化の進行、障がい者手帳の所持者数の増加及び障害者自立支援法の施

行等の社会情勢の変化があることから、子ども、障がい者等に対する福祉施策を踏まえた福

祉医療費助成制度のあり方の検討が必要です。 

◆福祉医療費扶助費の推移 （単位：千円） 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

心身障害者医療費 219,585 222,925  223,343  

一人親家庭等医療費 33,930 35,901  37,015  

子ども（乳幼児）医療費 95,304   96,020  116,965  

心身障害者医療費（市単独分） 8,924    9,767    9,984  

資料：保険年金課医療助成係 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 所得に対して医療費の負担が大きい方への助成を行うことにより、経済的な理由によっ

て医療機関への受診が抑制され傷病が重症化したり手遅れを防ぐことを目的として「安

心して医療が受けられるよう」医療費助成を行います。 

 将来にわたって制度を持続していくよう検討します。 

 

施策の方向と主な事業（保険年金課） 

障がい者（児）や乳幼児（子ども）、一人親家庭等が、安心して医療が受けられるよう

制度を充実します。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

医療費助成（単独分） 障がい者において、療育手帳Ｂのみの

保持者の入院、外来受診分、精神障害

者保健福祉手帳 2 級保持者の外来受

診分の一部負担金医療費助成を行い

ます。 

医療費助成経費（単独分） 
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1-1 健康寿命が長く、安心な医療が受けられるまちづくりの主な活動指標 

 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

がん検診受診率     

胃がん     

肺がん     

大腸がん     

子宮がん     

乳がん     

高齢者インフルエンザ予防接種率（％）     

ＭＲワクチン接種率（％）     

夜間・休日における 

二次救急実施病院受入率（％） 
95 96 97 98 

医療費助成（単独）件数 16,601 16,601 16,601 16,601 

   ＊夜間・休日における二次救急実施病院受入率は各年集計値 
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1-2 

子ども・高齢者・障がい者などへの見守りと支えが 

十分なまちづくり 
 

１．児童虐待およびＤＶ被害等による関係機関との支援体制づくり 

現状と課題 

子どもの虐待が増えている背景には、近年の都市化、核家族化に伴い人間関係が希薄にな

りつつあるなかで、子育てを行っている親のストレスの増大や孤立の問題があると思われま

す。 

本市では、家庭児童相談員や女性相談員を設置し、児童の養育についての相談や離婚相

談・ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）相談などを行っていますが、相談件数は、年々増

加の一途をたどり、その内容についても複雑化し、多様な対応が求められています。    

このような状況に対応していくため、伊賀市要保護児童及びＤＶ対策地域協議会を 2009

（平成 21）年度に設置し、関係機関とのネットワーク強化や個別ケースの情報共有等に努

めています。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 児童虐待防止やＤＶの防止等に努めるため、11 月の「児童虐待防止推進月間」におい

て、街頭による啓発活動を行います。 

 伊賀市要保護児童及びＤＶ対策地域協議会の関係機関とのネットワーク強化や情報共

有等を行うとともに、研修や講演会を行い意識の向上を図っていきます。 

 

施策の方向と主な事業（こども家庭課） 

相談者に合った支援を行うため、時には生命にかかわるケースもあることから、必要な

情報と的確な判断力により、各相談員が対応します。また、関係機関との密接な情報共有

ができる体制を構築していきます。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

子育て支援対策事業 児童虐待に対しては、家庭児童相談員

を配置し、不安を抱く養育者の相談に

応じます。 

ＤＶ被害者に対しては、女性相談員を

配置し、女性が抱える家庭問題や配偶

者からの暴力等に係る通報、相談、保

護、自立支援等への体制を整備しま

す。 

子育て支援対策事業 

家庭児童相談事業 

女性相談事業 
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２．乳幼児期から学齢期、青年期まで途切れのない支援を行う体制づくり 

現状と課題  

子どもの発達や成長に不安や悩みを抱えている保護者や関係機関からの相談に応じた「こ

ども発達支援センター」を 2009（平成 21）年度に設置しました。 

保健師・保育士・教員・社会福祉士が相談を受け、保護者と支援者が子どもの発達につい

て、ともに考え、必要に応じて関係機関等との連携を図りながら、乳幼児期から学齢期、青

年期まで途切れのない支援を継続することが重要です。 

◆相談の状況   

区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

女性相談延件数（件）  385  521 661   

児童相談人数（人）  215  197  243   

保育所（園）・幼稚園・小中学校へ

の訪問回数（回） 
 365  455 481 

  

資料：健康福祉部こども家庭課 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 相談窓口の体制づくりを充実するために、子ども・高齢者・障がい者等が相談により、

必要とする支援が的確にできるよう総合相談支援体制を整えます。 

 

施策の方向と主な事業（こども家庭課）  

保護者と支援者が子どもの発達についてともに考え、必要に応じて関係機関との連携を

図りながら、「気になる」ことの原因を早期に見つけ、その子どもに合った発達を支援し

ます。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

発達支援センター運営事業 子どもの成長や発達に不安や悩みを

もった保護者や関係者が、いつでも気

軽に相談できる窓口を設置し、必要に

応じて乳幼児期から学齢期、青年期ま

での途切れない支援をサポートしま

す。 

発達支援センター運営事

業 
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３．地域における、見守り、支えあう体制づくり 

現状と課題 

隣近所の関係が希薄になりつつあるなかで、改めて、家族、親族、地域の人による「互助・

共助」が重要となってきています。 

地域における住民主体のボランティア活動の存在を重視しながら、地域における見守りや

支え合い体制を構築することが必要となっています。 

再生の視点（何を、どうする） 

 市民の困りごとやニーズ、地域課題の多様化に対応するため、住民自治協議会を中心に

地域課題を把握し、課題解決するための協議の場として、「地域ケアネットワーク会議」

を設置します。 

 

施策の方向と主な事業（介護高齢福祉課）  

住民自治協議会における地域課題解決のため、地域住民が課題把握や情報共有する場と

して、地域ケアネットワーク会議の設置を推進します。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

地域福祉体制づくり事業 住民自治協議会に、地域課題の把握、

共有、課題解決するための協議の場と

して「地域ケアネットワーク会議」を

設置し、見守りや支え合い体制を構築

します。 

地域福祉体制づくり事業 

地域福祉計画推進事業 

伊賀市社会福祉協議会職員

設置等事業 

地域福祉を進めるためには住民参加

による福祉教育を意識した活動が重

要となるため、その地域活動支援を担

う社会福祉協議会への財政支援を行

います。 

社会福祉協議会関係経費 
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４．官民協働による、福祉の総合相談支援を行う体制づくり 

現状と課題 

子ども、高齢者、障がい者等の困りごとは、これまで、それぞれの分野の相談窓口におい

て対応していました。しかし、市民の抱える生活上の課題が複雑化し、既存の制度や現在の

相談支援のしくみのなかでは、解決が困難なケースも発生しているため、新たなしくみづく

りが必要です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 子ども、高齢者、障がい者等に対する生活圏での相談支援体制を充実するため、行政、

社会福祉法人、社会福祉協議会の役割を整理し、市民にとって分かりやすく、身近なと

ころで相談支援ができる体制を新たに整えます。 

 

施策の方向と主な事業（介護高齢福祉課）  

全ての市民にとって、わかりやすく、より適切な支援につながる相談窓口となるよう、

支援者の連携を強化した体制を整え、相談支援機能を充実します。 

 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

包括的・継続的ケアマネジ

メント支援事業 

高齢者等が住み慣れた地域で安心し

て生活するため、支援者である介護支

援専門員が、包括的・継続的にケアマ

ネジメントを実践できるようサポー

トします。 

包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援事業費 

総合相談事業 高齢者等の生活に関するあらゆる相

談に対応し、適切なサービス提供と自

立を支援します。 

総合相談事業費 

地域福祉計画推進経費 
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５．医療・介護サービスが一体的に提供できる体制づくり 

現状と課題 

今後、さらなる超高齢社会を迎えるにあたり、認知症高齢者や、高齢者のみ世帯が増加し、

介護や医療に対するニーズの増加が見込まれます。 

これらのことに備え、地域での生活を支える支援サービスの充実を図るとともに、保健・

医療・福祉分野が連携する必要があります。 

◆伊賀市の人口   

区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

人口（人） 100,566 99,726 98,691 97,190 

世帯数（世帯） 39,534 39,636 39,530 38,979 

６５歳以上人口（人） 26,748 26,505 26,728 27,458 

高齢化率（％） 26.60 26.58 27.08 28.25 

資料：伊賀市ＨＰ 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 団塊の世代が 75 歳以上となる 2025（平成 37）年を目途に、住み慣れた地域で、安心

して暮らし続けることができるよう、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供する

ことができるしくみ（地域包括ケアシステム）の構築を目指します。 

 

施策の方向と主な事業（介護高齢福祉課） 

在宅生活を支えるため、必要な生活支援サービスや医療・介護サービスが、地域のなか

で切れ目なく継続的に提供できるネットワークづくりを推進します。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

介護予防普及啓発事業 65 歳以上の全ての高齢者を対象とし

た介護予防教室を開催することで、転

倒及び認知症を予防し、要介護状態に

ならないための啓発を行います。 

介護予防普及啓発事業費 

認知症施策総合推進事業 認知症になっても、安心して暮らし続

けられるよう、認知症の人への支援体

制や、医療・介護のネットワークづく

りを進めます。 

認知症施策総合推進事業 
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６．だれもが自分らしく暮らせるまちづくり 

現状と課題 

2011（平成 23）年８月に障害者基本法の一部が改正され障がい者への差別の禁止、地域

社会における共生等に関する内容が盛り込まれました。さらに、2006（平成 18）年度に施

行された「障害者自立支援法」が 2013（平成 25）年 4 月から「障がい者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」に改正され、これまで以上

に障がいのある人の地域社会での自立した生活を営む権利を保障し、住み慣れた地域のなか

で「自分らしい暮らし」を送れるような支援が必要です。 

◆各障害者手帳所持者数の推移（各年度 3 月 31 日現在） （単位：人） 

区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

身体障害者手帳 4,923 4,838 4,884  

療育手帳 625 662 679  

精神障がい者保健福祉手帳 391 413 438  

計 5,939 5,913 6,001  

資料：伊賀市社会福祉事務所 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 住み慣れた地域のなかで障がいのある人の「自分らしい暮らし」を実現するため、一人

ひとりに応じた生活支援のしくみをつくるとともに、生涯を通じた発達と社会参加支援

のしくみをつくります。 

 ユニバーサルデザインの理念に基づきだれが心地よく安心して暮らせるまちづくりを

推進していきます。 

 

施策の方向と主な事業（障がい福祉課）  

その人に合った支援を行うために必要な情報提供と相談支援に取り組みます。また、障

がいの種別や程度にかかわらず、一生涯を通じて地域で自立して生活していけるよう支援

する体制を構築していきます。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

障がい者相談支援事業 専門の相談員は配置し、障がいのある

人及び家族からの相談に対応します。

また、地域において相談もできるよう

相談員を委嘱します。 

障害者支援センター運営

経費 

障がい者相談員設置事業 

障がい福祉事業 市単独事業として障がいのある人の

社会参加や就労定着のための支援及

び介護用品購入の助成等を行います。

また、障がいについての理解を深める

ための啓発を行います。 

重度障害者タクシー料金

等助成事業 

障害者就労定着支援事業 

介護用品給付事業 

障害者福祉啓発推進事業 

等 
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1-2 子ども・高齢者・障がい者などへの見守りと支えが十分なまちづくりの 

主な活動指標 

 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

女性相談延件数（件） 192  350  350  350 

児童相談人数（人）    83  200  200  200 

保育所（園）・幼稚園・小中学校へ

の訪問回数（回） 
195  520  520  520 

地域ケアネットワーク会議設置数

（自治協） 
5 16 22 28 

地域ケア会議の開催回数（回） 48 48 48 48 

認知症サポーター養成講座受講者

数（人） 
3,500 4,000 4,500 5,000 

保健・医療・福祉分野の連携検討

会開催数（回） 
12 12 12 12 

障がい者相談支援センターへの相

談件数（件） 
7,500 7,500 7,500 7,500 

ジョブサポーターの派遣回数（件） 200 200 250 250 
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1-3 

子どもを安心して産み、育てられるまちづくり 
 

１．地域における子育て支援事業の充実 

現状と課題 

市内に８か所設置している子育て支援センターは、地域における子育て支援の拠点施設と

して充実させ、さらに 2012（平成２４）年度にハイトピア伊賀４階「子育て包括支援セン

ター」の開設に伴い、同センターを核としたイベントの開催や、乳幼児及びその保護者が相

互の交流を行う広場を提供し、育児相談指導・子育てに関する講演会等の開催や情報提供を

行っています。さらに、地区市民センター単位の少人数の親子を対象に、「出前講座」を開

催し、親子体操・読み聞かせ・手遊びなどを行っています。 

あわせて、保護者が就労等により昼間家にいない小学生に対する放課後児童対策の充実

や、子育て家庭の経済的負担の軽減が今後の重要な課題となっています。 

 保育所（園）については、老朽化が進み、改修・改善が必要な施設が年々増えてきていま

す。 
 

◆出生状況の推移 

区分 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 平成 25 年 

出生数（人） 伊賀市 704 714   

出生率（‰） 

（人口対千人比） 

伊賀市 7.2 7.4   

県 8.4 8.3 8.1  

国 8.5 8.3 8.2  

合計特殊出生率 

伊賀市 1.37 1.43   

県 1.51 1.47 1.47  

国 1.39 1.39 1.41  

資料：三重県医療政策室「人口動態調査」、厚生労働省「人口動態統計」 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 子育て中の保護者が、子育てと就労との両立が図れるよう、子育て支援サービス事業

について啓発し、市民に周知するとともに、地域で子育ての見守りができる体制およ

び個々の利用者のニーズに合った支援体制により、安心して育てられるまちづくりを

推進していきます。 

 子どもや保護者にとって安心安全な環境のなかでの保育を行うため、老朽化の進んだ

保育（園）の大規模な改修、修繕や地域の状況に応じた統廃合を計画的に進めます。 
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施策の方向と主な事業（こども家庭課）  

親の子育て上の負担感や悩みを軽減できるよう、地域の互助活動による子育て支援サー

ビスを充実させるとともに、地域ぐるみで子どもと子育て家庭を見守り、支援し、正しい

情報を提供できる体制・ネットワークづくりを進めます。また、多様な保育ニーズに対応

できるよう、保育サービスのより一層の充実を図ります。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

子育て支援事業 子育て中の保護者が、安心して子育て

と就労との両立が図れるための支援

を行います。 

「子育て包括支援センター」を子育て

支援の拠点施設として、子育てに関す

る情報発信等を行うとともに、地域で

子育ての見守りができる体制づくり

を行います。 

病児保育事業 

放課後児童対策事業 

子育て支援センタ－事業 

子育て包括支援センター

事業 

ファミリー・サポート・

センター運営事業 

保育事業 保育に欠ける状況などに対応して、質

の高い保育及び教育を提供します。ま

た、安心・安全な保育環境の確保を図

るため、必要に応じて施設・設備の整

備、充実に努めます。 

保育所管理運営事業 

施設改修事業 

私立保育所等補助金 

安心こども基金事業 

保育所通園バス運行管理

運営経費 
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２．ひとり親家庭の自立支援の推進 

現状と課題 

 近年、離婚の増加等により、本市においてもひとり親家庭が増加しています。厳しい社

会情勢のなか、自立できない家庭が増えていることから、ひとり親家庭が自立するため

のサポートとして、母子自立支援員を設置し、自立に向けた支援に努めています。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 ひとり親家庭が地域のなかで安心して子育てと就労との両立が図れるよう、母子自立支

援員や関係機関との連携のもと、きめ細やかな支援に努めます。 

 

施策の方向と主な事業（こども家庭課） 

個々の抱えている問題に応じるため、母子自立支援員を配置し、経済的な面、就業の面、

生活全般においての相談事業を実施するともに、各関係機関と連携し、貸付制度の活用促

進や自立に向けての相談指導体制の充実を図ります。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

母子自立支援事業 一人親家庭の自立支援のため、母子自

立支員を設置し、経済面（母子寡婦福

祉資金貸付など）・就労面の相談指導

を行います。 

・自立支援教育訓練給付金事業 

・高等技能訓練促進費事業 

・母子寡婦福祉団体への支援 

母子自立支援事業 
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３．乳幼児期から生育・食育を含めた知識の普及と途切れのない子育て支援の体制 
  づくり 

現状と課題 

少子化社会のなかで、共働き世帯・核家族の増加に伴い、親子や家族のふれあいが希薄化

し、乳幼児の疾病予防や発育・発達の支援のみならず、育児の孤立化・育児不安・産後うつ

等の母のこころの問題への対応が求められています。また、育児経験の少なさや、身近に育

児支援者が得られないことが、健全な母性父性育成の阻害要因になっていると考えられるこ

とから、子育て支援のさらなる充実が必要です。 

少子化の原因のひとつとして、高額な不妊治療費の経済的理由があげられます。少子高齢

化が全国よりも著しく進行する本市において、少子化に歯止めを掛ける支援を継続すること

が必要です。 

◆子育てに不安、イライラを感じている人の割合 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

１歳６か月児健診（％） 

３歳児健診（％） 

15.5 

23.4 

17.9％ 

22.4％ 

16.8 

24.2 

 

資料：母子保健法による１歳 6 か月児・３歳児健診問診票集計 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 乳幼児期からの正しい生育・食育などの知識を身につけることは、生涯を健康で健や

かに過ごすために重要なことであり、子育て支援センターやこども発達支援センター

と連携し、子育て支援のための教室の開催・継続した個別訪問などを実施することで

途切れのない子育て支援体制を整備します。 

 妊娠・出産・育児を通じた子育て支援の一環として不妊治療費の一部を助成し、安心

して妊娠できる環境を整備することにより、出生数の増加を促進します。 

 

施策の方向と主な事業（健康推進課）  

子育て支援センターやこども発達支援センターと連携し、子育て支援のための生育・食

育等の教室の開催・継続した個別訪問などを実施することで途切れのない子育て支援を実

施します。また、妊娠・出産・育児を通じた子育て支援の一環として不妊治療費の一部を

助成し、安心して妊娠できる環境を整備します。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

母子健康診査事業 乳幼児の病気の予防と早期発見、およ

び健康の保持・健康の増進目的として

乳幼児健診を実施します。また、妊産

婦及び周産期死亡の低下、流早産の防

止並びに心身障がい害児の発生の予

防を期するため妊婦健康診査を実施

します。 

母子健康診査事業 

母子保健事業 
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乳幼児の育成指導事業 乳児訪問や定期健診の結果、要経過観

察と判断された児や保護者に対して

心理的・物理的負担をかけずに適切な

フォローを行います。 

また、子育て支援センターやこども発

達支援センターと連携し、子育て支援

のための教室の開催・継続した個別訪

問などを実施します。 

乳幼児の育成指導事業 

ブックスタート事業 赤ちゃんと保護者に絵本を開く楽し

い体験と、心ふれ合うひとときを持つ

きっかけを作ります。こんにちは赤ち

ゃん訪問時に親子が絵本を通してふ

れあい、語り合い、親子の絆を深める

ために、絵本の読み聞かせの大切さを

伝えます。 

ブックスタート事業 

不妊治療助成事業 少子化に歯止めを掛けることと、子育

て支援を含め途切れのない支援の基

礎づくりの施策とするため、特定不妊

治療を受けられた夫婦の経済的負担

の軽減を目的に不妊治療に要した費

用の一部を助成します。 

不妊治療助成事業 

 

 

1-3 子どもを安心して産み、育てられるまちづくりの主な活動指標 

 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

病児保育事業〔利用者数〕（人） 75  150  150  150 

放課後児童クラブ設置数（か所）  14  14  14  14 

ケース検討会開催回数（回） 12,192   25   25   25 

子育て支援センターの利用者数

（人） 
6,661 10,000 10,000 10,000 

子育て包括支援センター利用者数

（人） 
75 5,000 5,000 5,000 

ファミリー・サポート・センター

〔相互援助の実施数〕（件） 
 384 1,100 1,100 1,100 

母子自立支援事業〔相談件数〕（件）    36  300  300   300 

「こんにちは赤ちゃん」訪問率

（％） 

    

３歳児健診受診率（％）     

特定不妊治療費助成申請者数（人）     

 


