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はじめに 

 

 いわゆる団塊の世代が 75歳以上となる 7年後の 2025年には、単身世帯や高齢者夫

婦世帯、さらには認知症高齢者が増加し、一方で生産年齢人口は減少していくという

厳しい時代に入っていきます。そのためには、高齢になっても障がいがあっても住み

なれた地域で安心して生活できるよう、一人一人の状況に応じて、保健・医療・介護・

福祉サービスなどが緊密に連携し、切れ目なく提供できる体制づくりを進めていく必

要があります。 

本市では、これから生じるであろう様々な地域や家族の抱える課題に対応するため、

保健、医療、福祉の各種サービスの基礎となる各部門計画について一体化した総合的

な計画として、「杵築市保健医療福祉総合計画」を策定しました。 

 本計画においては、保健・医療・福祉の共通の方向性として①「住民の自主活動の

推進と協働のまちづくり」、②「包括的な相談支援体制の整備と自立に向けた支援」、

③「生涯にわたる健康づくりの推進と医療提供体制の整備」、④「安心・安全に暮ら

せるまちづくりの推進」の４つの柱を定めています。そして、高齢者だけでなく、子

育て世代や障がいのある方などの支援もより充実させるため、「全世代を対象とした

地域包括ケアシステムの構築」を進めることで、誰もが住み慣れた地域で安心・安全

に暮らせる地域づくりに取り組みます。 

 子育て世代、高齢者、障がい者、生活困窮者など、支援が必要な人それぞれのライ

フステージにあわせて縦割りではない、包括的で継続的な支援体制を整備します。具

体的には、ライフステージごとに生じるさまざまなリスクを多職種の専門職チームで

早期に把握し支援するシステムの構築や、旧小学校区単位で組織する住民自治協議会

の活動の強化など、地域の課題を早期に発見し、早い段階からの問題解決を図る体制

づくりに努めます。こうした保健・医療・福祉ならびに関係部署が連携して取り組む

ことで、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら暮らすことのできる地域

共生社会が実現できると考えます。 

本計画を推進していくためには、行政だけでなく、本人をはじめ家族や地域、事業

者、社会福祉法人、NPO 法人等の関係機関が一体となって取り組む必要があります。

市民や関係機関の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 最後に、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました策定委員会及び作業

部会の委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました関係者の皆様に心から厚くお礼申

しあげます。 

                           平成３０年３月 

                            杵築市長 永松 悟 
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（１）必須事業                      ・・・・・・・・・ ２３１ 

（２）任意事業                      ・・・・・・・・・ ２３４ 

（３）その他の事業                    ・・・・・・・・・ ２３５ 

 

第５節 成果目標（令和５年度）とその施策 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行          ・・・・・・・・・ ２３６ 

２ 精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・・・・・・・・・ ２３７ 

３ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実         ・・・・・・・・・ ２３８ 

４ 福祉施設から一般就労への移行等            ・・・・・・・・・ ２３８ 

５ 障がい児支援の地域支援体制の整備等          ・・・・・・・・・ ２４０ 

６ 相談支援体制の充実強化等               ・・・・・・・・・ ２４１ 

７ 障がい福祉サービス等の向上を図るための取組に係る体制の構築 ・・・・・ ２４２ 

第５章 成年後見制度利用促進基本計画        ・・・・・・・・・ ２４３ 

第１節 計画の策定にあたって   

１ 計画策定の背景と趣旨                 ・・・・・・・・・ ２４５ 

２ 計画の性格と位置づけ                 ・・・・・・・・・ ２４５ 

３ 計画の期間                      ・・・・・・・・・ ２４６ 

４ 計画の進行管理及び点検                ・・・・・・・・・ ２４６   

 

第２節 杵築市における現状と課題 

１ 高齢者の現状                     ・・・・・・・・・ ２４７ 

（１）認知症高齢者の将来推計               ・・・・・・・・・ ２４７ 

（２）成年後見制度利用支援事業の実施について       ・・・・・・・・・ ２４８ 

２ 障がい者の現状                    ・・・・・・・・・ ２４９ 

（１）年齢階層別障がい者数の推移             ・・・・・・・・・ ２４９ 

（２）成年後見制度利用支援事業の実施について       ・・・・・・・・・ ２４９ 

３ 県内の成年後見制度に関する取組の現状         ・・・・・・・・・ ２５０ 

（１）県内の成年後見制度利用者数の推移          ・・・・・・・・・ ２５０ 

（２）成年後見制度の推進に取り組むべき理由        ・・・・・・・・・ ２５０ 

４ 成年後見制度の利用ニーズの現状            ・・・・・・・・・ ２５１ 

（１）実態調査（ニーズ調査）の結果            ・・・・・・・・・ ２５１ 

（２）杵築市における成年後見制度利用に関する状況     ・・・・・・・・・ ２５２ 

５ 課題分析                       ・・・・・・・・・ ２５３ 

（１）高齢者の課題                    ・・・・・・・・・ ２５３ 

（２）障がい者の課題                   ・・・・・・・・・ ２５３ 

（３）成年後見制度に関する取組の現状           ・・・・・・・・・ ２５３ 

（４）市町村申立における課題               ・・・・・・・・・ ２５４ 

 



第３節 基本的な考え方  

１ 基本的な考え方                    ・・・・・・・・・ ２５４ 

２ 基本理念                       ・・・・・・・・・ ２５５ 

３ 施策体系                       ・・・・・・・・・ ２５６ 

 

第４節 具体的な施策・事業      

１ 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり及び中核機関の整備 ・・・・・ ２５７ 

（１）地域連携ネットワークの段階的な整備         ・・・・・・・・・ ２５７ 

（２）中核的な機関の設置                 ・・・・・・・・・ ２５７ 

２ 地域における広報・啓発活動の推進           ・・・・・・・・・ ２５８ 

（１）地域連携ネットワーク内の制度認識の共有と市民等への周知啓発 ・・・・ ２５８ 

（２）不正防止の徹底と制度利用に関する周知の取組      ・・・・・・・・・ ２５８ 

    

第５節 成年後見制度利用促進基本計画の評価指標   

 １ 広域型権利擁護センターの設置促進           ・・・・・・・・・ ２５９ 

 

参考資料（成年後見制度の概要）             ・・・・・・・・・ ２６０ 

用語説明                        ・・・・・・・・・ ２６４ 

 

 

第６章 第２次健康づくり計画（後期） 

（健康増進計画・食育推進計画）    ・・・・・・・・・ ２６７ 

第１節 計画の策定にあたって                

１ 計画策定の背景と趣旨                  ・・・・・・・・・ ２６９ 

２ 計画の性格と位置づけ                  ・・・・・・・・・ ２７０ 

（１）健康増進法及び食育基本法における位置づけ       ・・・・・・・・・ ２７０ 

（２）関連計画との関係                   ・・・・・・・・・ ２７２ 

３ 計画の期間                      ・・・・・・・・・ ２７３ 

 

第２節 現状と課題                      

１  平均寿命・お達者年齢（市町村別健康寿命)         ・・・・・・・・・ ２７４ 

２ 死亡の状況                      ・・・・・・・・・ ２７６ 

３ 早世の状況                      ・・・・・・・・・ ２７９ 

４ がん検診受診率及びがん検診精密者の状況        ・・・・・・・・・ ２８０ 

５ 乳幼児健診及び歯科保健の状況             ・・・・・・・・・ ２８２ 

６  杵築市国民健康保険における特定健診及び医療費分析の状況 ・・・・・・・ ２８７ 

（１）特定健診受診率及び特定保健指導実施率        ・・・・・・・・・ ２８７ 

（２）特定健診結果の状況                 ・・・・・・・・・ ２８９ 



（３）医療費分析の状況                  ・・・・・・・・・ ２９３ 

 

７ 介護保険の状況                    ・・・・・・・・・ ２９５ 

（１）要介護（要支援）認定者の状況            ・・・・・・・・・ ２９５ 

（２）介護度別原因疾患                  ・・・・・・・・・ ２９６ 

 

第３節 基本的な考え方                   

１ 基本理念                       ・・・・・・・・・ ２９８ 

２ 基本方針                       ・・・・・・・・・ ２９９ 

 

第４節 計画の施策体系                  ・・・・・・・・・ ３００ 

１ ライフステージ別に目指す健康づくり          ・・・・・・・・・ ３０１ 

２ 協働による計画の推進                 ・・・・・・・・・ ３０３ 

３ 重点項目                       ・・・・・・・・・ ３０４ 

（１）糖尿病などの生活習慣病予防             ・・・・・・・・・ ３０４ 

（２）歯と口腔の健康づくり                ・・・・・・・・・ ３０４ 

 

第５節 各分野の目指す姿と取組の方向性          

１ 食育の推進（食育推進計画）              ・・・・・・・・・ ３０５ 

（１）栄養・食生活                    ・・・・・・・・・ ３０５ 

（２）豊かなこころの形成と食文化の継承          ・・・・・・・・・ ３０７ 

（３）食の安全と地産地消                 ・・・・・・・・・ ３０９ 

２ 健康づくりの推進（健康増進計画）           ・・・・・・・・・ ３１０ 

（１）身体活動・運動の推進                ・・・・・・・・・ ３１０ 

（２）休養・こころの健康                 ・・・・・・・・・ ３１１ 

（３）たばこ対策                     ・・・・・・・・・ ３１２ 

（４）アルコール対策                   ・・・・・・・・・ ３１３ 

（５）歯と口腔の健康                   ・・・・・・・・・ ３１４ 

（６）保健医療の充実                   ・・・・・・・・・ ３１５ 

 

第６節 各分野の施策・事業・評価指標            

１ 食育の推進（食育推進計画）              ・・・・・・・・・ ３１６ 

（１）栄養・食生活                    ・・・・・・・・・ ３１６ 

（２）豊かなこころの形成と食文化の継承          ・・・・・・・・・ ３１７ 

（３）食の安全と地産地消                 ・・・・・・・・・ ３１７ 

２ 健康づくりの推進（健康増進計画）           ・・・・・・・・・ ３１８ 

（１）身体活動・運動の推進                ・・・・・・・・・ ３１８ 

（２）休養・こころの健康                 ・・・・・・・・・ ３１９ 

（３）たばこ対策                     ・・・・・・・・・ ３２０ 



（４）アルコール対策                   ・・・・・・・・・ ３２１ 

（５）歯と口腔の健康                   ・・・・・・・・・ ３２２ 

（６）保健医療の充実                   ・・・・・・・・・ ３２３ 

  （７）母子保健対策                    ・・・・・・・・・ ３２４ 

  （８）介護予防の推進                   ・・・・・・・・・ ３２４ 

  （９）住民組織の支援                   ・・・・・・・・・ ３２５ 

 

 

第７章 第２期国民健康保険データヘルス計画 

・第３期国民健康保険特定健康診査等実施計画・・・・・ ３２７ 

第１節 計画の策定にあたって               ・・・・・・・・・ ３２９ 

１ 計画策定の背景と趣旨                 ・・・・・・・・・ ３２９ 

２ 計画の位置づけ                    ・・・・・・・・・ ３３０ 

（１）法における位置づけ                 ・・・・・・・・・ ３３０ 

（２）関連計画との関係                  ・・・・・・・・・ ３３１ 

（３）計画の期間                     ・・・・・・・・・ ３３１ 

（４）計画の進行管理及び点検               ・・・・・・・・・ ３３１ 

 

第２節 杵築市における現状と健康課題            

１ 第１期データヘルス計画及び 

第２期特定健康診査等実施計画に基づく実績・対策等の評価  ・・・・・・ ３３２ 

（１）計画実施に関する実績と評価             ・・・・・・・・・ ３３２ 

 ２ 健康・医療・介護の情報分析              ・・・・・・・・・ ３４１ 

（１）基本情報                      ・・・・・・・・・ ３４１ 

（２）死亡情報                      ・・・・・・・・・ ３４１ 

 （３）健診情報                      ・・・・・・・・・ ３４７ 

 （４）医療情報                      ・・・・・・・・・ ３５３ 

 （５）介護情報                      ・・・・・・・・・ ３５６ 

３ 本市の健康課題                    ・・・・・・・・・ ３５８ 

 

第３節 基本的な考え方                   

１ 基本理念                       ・・・・・・・・・ ３５９ 

 ２ 基本方針                       ・・・・・・・・・ ３５９ 

３ 施策体系                       ・・・・・・・・・ ３６１ 

 

第４節 具体的な施策・事業・評価指標 

１ 特定健康診査・特定保健指導を基盤とする生活習慣病予防の推進 ・・・・・ ３６２ 



（１）特定健診受診率向上対策                ・・・・・・・・・ ３６２ 

（２）特定保健指導実施率・改善率向上対策          ・・・・・・・・・ ３６２ 

（３）若年層からの健診受診の定着と生活改善         ・・・・・・・・・ ３６３ 

２ 生活習慣病の重症化予防の推進              ・・・・・・・・・ ３６３ 

（１）重症化・要医療勧奨域者の受診勧奨対策         ・・・・・・・・・ ３６３ 

（２）糖尿病性腎症重症化予防対策              ・・・・・・・・・ ３６４ 

３ 健康づくりの普及啓発                 ・・・・・・・・・ ３６４ 

（１）糖尿病等の生活習慣病予防の普及啓発         ・・・・・・・・・ ３６４ 

（２）歯科健診(歯周病検診含む)・各種がん検診受診率向上対策 ・・・・・・・ ３６５ 

４ 受診行動適正化の推進                 ・・・・・・・・・ ３６５ 

（１）重複・頻回受診者及び重複服薬者への訪問指導     ・・・・・・・・・ ３６５ 

（２）ジェネリック医薬品の普及啓発            ・・・・・・・・・ ３６６ 

 

第５節 特定健康診査等実施計画              

１ 特定健診・特定保健指導の概要             ・・・・・・・・・ ３６７ 

（１）基本的な考え方                   ・・・・・・・・・ ３６７ 

（２）特定健診・特定保健指導とは             ・・・・・・・・・ ３６７ 

（３）後期高齢者支援金の加算・減算の基準について     ・・・・・・・・・ ３６８ 

２ 目標値の設定                     ・・・・・・・・・ ３６８ 

（１）全国目標                      ・・・・・・・・・ ３６８ 

（２）目標値                       ・・・・・・・・・ ３６８ 

３ 対象者数                       ・・・・・・・・・ ３６９ 

（１）対象（実施）者数の見込み              ・・・・・・・・・ ３６９ 

４ 特定健診・特定保健指導の実施             ・・・・・・・・・ ３７１ 

（１）基本的な考え方                   ・・・・・・・・・ ３７１ 

（２）実施場所及び実施時期                ・・・・・・・・・ ３７１ 

（３）実施機関                      ・・・・・・・・・ ３７２ 

（４）実施内容                      ・・・・・・・・・ ３７２ 

５ 個人情報の保護                    ・・・・・・・・・ ３７６ 

（１）個人情報保護対策                  ・・・・・・・・・ ３７６ 

（２）特定健診等の記録の管理・活用・保存期間       ・・・・・・・・・ ３７６ 

６ 実施計画の公表・周知                 ・・・・・・・・・ ３７６ 

（１）実施計画の公表方法                 ・・・・・・・・・ ３７６ 

（２）特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発の方法    ・・・・・・・・・ ３７６ 

７ 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し        ・・・・・・・・・ ３７７ 

（１）評価方法                      ・・・・・・・・・ ３７７ 

（２）評価年度                      ・・・・・・・・・ ３７７ 

（３）第３期計画の実施期間おける見直しの方法       ・・・・・・・・・ ３７７ 

８ その他                        ・・・・・・・・・ ３７７ 



（１）他の健診との連携                  ・・・・・・・・・ ３７７ 

（２）市町村国保における庁内連携による同時実施体制づくり ・・・・・・・・ ３７８ 

（３）市町村が行うがん検診と被用者保険が行う特定健診との 

同時実施体制づくり ・・・・・・ ３７８ 

 

 

第８章 自殺対策計画                 ・・・・・・・・・ ３７９ 

第１節 計画の策定にあたって                

１ 計画策定の背景と趣旨                 ・・・・・・・・・ ３８１ 

２ 自殺対策における基本的な認識             ・・・・・・・・・ ３８２ 

３ 計画の位置づけ                    ・・・・・・・・・ ３８３ 

（１）自殺対策基本法における位置づけ            ・・・・・・・・ ３８３ 

（２）関連計画との関係                  ・・・・・・・・・ ３８４ 

４ 計画の期間                      ・・・・・・・・・ ３８４ 

 

第２節 本市における自殺の現状と課題           

１ 統計からみた現状                   ・・・・・・・・・ ３８５ 

（１）自殺死亡率の推移                  ・・・・・・・・・ ３８５ 

（２）市町村別自殺標準化死亡比の比較           ・・・・・・・・・ ３８６ 

（３）早世の状況                     ・・・・・・・・・ ３８７ 

（４）睡眠の状況                     ・・・・・・・・・ ３８７ 

（５）本市の自殺者の状況                 ・・・・・・・・・ ３８８ 

２ 本市の課題                      ・・・・・・・・・ ３９３ 

 

第３節 基本的な考え方                   

１ 基本理念                       ・・・・・・・・・ ３９４ 

２ 基本方針                       ・・・・・・・・・ ３９５ 

３ 施策体系                       ・・・・・・・・・ ３９７ 

 

第４節 具体的な取組                    

１ 市民一人ひとりの理解の推進              ・・・・・・・・・ ３９８ 

（１）自殺予防週間と自殺対策強化月間の推進        ・・・・・・・・・ ３９８ 

（２）自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及    ・・・・・・・・・ ３９８ 

（３）うつ病等についての普及啓発の推進          ・・・・・・・・・ ３９８ 

２ 自殺対策に関係する人材の確保、養成及び資質向上の推進 ・・・・・・・・ ３９９ 

（１）相談支援者の資質向上の推進             ・・・・・・・・・ ３９９ 

（２）ゲートキーパー養成の推進              ・・・・・・・・・ ３９９ 

３ 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりの推進 ・・・・・・・・・ ４００ 



（１）職場におけるメンタルヘルス対策の推進        ・・・・・・・・・ ４００ 

（２）地域における心の健康づくり推進体制の整備      ・・・・・・・・・ ４００ 

（３）災害における被災者の心のケア、生活再建等の推進  ・・・・・・・・・ ４０１ 

４ 子どもから大人まで適切な精神保健医療福祉サービスの提供の推進 ・・・・ ４０２ 

（１）全世代における相談体制の充実、支援の推進      ・・・・・・・・・ ４０２ 

（２）精神科医療、保健、福祉等の各施策の連携強化     ・・・・・・・・・ ４０３ 

（３）地域におけるうつ病の懸念がある人の早期把握・支援    ・・・・・・・ ４０４ 

（４）うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策の推進  ・・・・・・・ ４０４ 

（５）がん・慢性疾患患者等に対する支援          ・・・・・・・・・ ４０４ 

（６）孤立を防ぐための居場所づくり            ・・・・・・・・・ ４０５ 

 ５ 子ども・若者の自殺対策の推進             ・・・・・・・・・ ４０５ 
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