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■ 前期基本計画の構成 

 

本計画は、基本構想で定めた６つのまちづくりの基本方針を実現するための 36の施策区

分で構成しており、各施策区分では「現況と課題」「施策の展開方針」「施策の内容」「市民・

ＮＰＯ※・事業者等へのメッセージ」を示しています。 

特に「施策の内容」においては、基本事業と具体的な事業メニューを明らかにし、施策

の進捗状況や成果を測るための主な指標と目標値を設定しています。 

 

現況と課題 

施策を取り巻く現在の状況と目標達成のための課題について記載しています。 

施策の展開方針 

施策の目的や目標を明確にするため、施策の目標像を記載しています。 

施策の内容 

施策の展開方針を実現するための基本事業と事業メニューについて、計画期間や役割

分担のほか、主な指標とその目標値を記載しています。 

（「主な指標と目標値」における数値の「現状(2017 年(平成 29 年))」欄は、当該年において把握できる直近の数

値(原則として平成 28年度実績)を記載しています。） 

市民・ＮＰＯ※・事業者等へのメッセージ（役割） 

施策の実現に向けて、市民・ＮＰＯ※・事業者等に取り組んでほしいことをメッセージ

として記載しています。 

■前期基本計画の構成図■ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＮＰＯ：「Nonprofit Organization（民間非営利組織＜団体＞）」の略。教育・社会福祉・環境保全・国際交流など、

多様な分野において利潤をあげることを目的としない活動を行う組織・団体。協同組合・自治会・社会福祉法人・ボ

ランティア団体・市民活動団体・特定非営利活動法人等が該当 
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第第４４章章 

健健ややかかでで笑笑顔顔ああふふれれるる、、ぬぬくくももりりののああるるままちちづづくくりり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策区分】 

①保健・医療の充実 

②地域福祉の充実 

③高齢者福祉の充実 

④障がい者福祉の充実 

⑤子育て支援の充実 
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４－１ 保健・医療の充実 

 

【現況と課題】 

○健康づくりの充実 

本市では、生涯にわたる健康づくり推進体制を整備し、

各種ボランティア団体の育成や市民との協働※による事業

を展開しています。これまでの治療重視の医療から疾病予

防を重視した保健医療体系への転換を図っており、一次予

防から三次予防対策事業を展開し、がん検診による早期発

見や生活習慣病予防を中心に、健康づくりを総合的に推進

しています。特に、特定健診については、夜間・休日の集

団検診やＰＲ活動を行っており、受診率は全国平均より高 

い状況にあります。また、母子保健対策については、妊産婦健康診査、乳幼児健診、家庭訪問、

予防接種、母子相談等により、健やかな子を産み、育てるための支援を実施し、妊娠期から子育

て期にわたる切れ目のない支援に取り組んでいます。 

今後、少子高齢化の進行や生活習慣病の増加等に伴い、社会環境が目まぐるしく変化するなか、

市民の健康づくりに向けて、引き続き、健康診査や特定健診の受診率向上に取り組んでいくほか、

各世代のライフステージ※における多様なニーズに柔軟に対応していくことが一層求められます。 

○地域医療連携 

市民がいつまでも自分らしく住み慣れた地域で安心して

暮らしていくことができるよう、市内２か所に高齢者の総

合相談窓口として地域包括支援センターを設置し、介護・

福祉・保健・医療等の様々な相談に対応しています。 

また、黒部市民病院では、電子カルテによる新川地域「扇

状地ネット※」によって、かかりつけ医や調剤薬局等の医療

機関と情報を共有し、切れ目のない正確な診療情報に基づ

いた安全安心な医療の提供を実現しています。 

今後は、在宅医療と介護サービスを一体的に提供できるよう医療・介護関係者間の協働※体制の

強化を図るほか、「扇状地ネット※」利用者（患者）増加に向けた啓発と病院間の相互連携による

運営地域の拡大を図ることが求められます。 

 

※ライフステージ：人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期等のそれぞれの段階のこと。家族については

新婚期・育児期・教育期・子独立期・老夫婦期等に分けられる。 

※扇状地ネット：下新川郡医師会と黒部市民病院が構築した「新川地域医療情報連携ネットワーク)の呼称。黒部市民病院での

診療情報を患者さんの同意のもと、インターネット回線を利用して他の医療施設で参照することができ、情報を共有し自施設

の診療に反映させることで、安全で高品質な医療を提供し、地域医療の質の向上を目指すシステム。 



 

100 

第２次黒部市総合振興計画 

 

○市民病院の機能充実 

黒部市民病院は、救急医療、高度医療、小児・周産期医

療、へき地医療を提供するほか、災害拠点病院※およびがん

診療連携拠点病院※として位置づけられており、地域の基幹

病院としての役割を担っています。 

今後は、少子高齢化や人口減少に伴う新川医療圏での医

療機能の見直しなど、医療を取り巻く情勢は厳しい状況に

ありますが、黒部市民病院は、医師・看護師等のマンパワ

ーの確保に努め、安定した医療の提供が求められます。 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
健康づくりと医療・福祉ネットワークが充実したまち 

・市民が生涯を通じて健康を保持し、増進できるような支援体制を確立します。 

・地域で安心して子どもを産み育てられる環境の整備を推進します。 

・心の健康づくりのための普及啓発と相談支援体制の充実を図ります。 

・地域医療および在宅医療・介護連携を推進します。 

・市民に信頼され安全安心な医療を提供できる病院であり続けます。 

 

 
※災害拠点病院：県内や近県で災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する適切な医療を確保することが困難な状況とな

った場合に、富山県知事の要請により傷病者の受け入れや医療救護班の派遣等を行う病院 

※がん診療連携拠点病院：専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の構築、がん患者に対する相談支援及び情

報提供等を行う病院 

・不妊治療費助成事業の拡充          ・妊婦健診費（14回）の全額公費助成 

・市民病院の増改築                               等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①保健活動・健康づくり推進事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◆健康づくり基盤の充実 
  健康増進計画の策定、食生活改善推進事業 等 

○ ○ 市 

・健康づくり推進協議会 

・食生活改善推進協議会 

・母子保健推進員連絡協議会 

◇健康診査等の充実 
  健康診査および訪問指導 

○ ○ 市 ・検診機関 

◇がん検診の充実 
  がん検診事業 

○ ○ 市 
・医療機関 

・検診機関 

◇健康教育・健康相談等の充実 
  教育・相談・機能訓練事業 

○ ○ 市  

◇母子保健対策の充実 
  乳幼児健康診査、新生児訪問事業、予防接種事業 等 

○ ○ 市 

・医師会、歯科医師会 

・在宅助産師 

・指定医療機関 等 

◇精神保健対策の充実 
  心の健康づくり・自殺対策事業 

○ ○ 市  

◇国民健康保険事業の充実 
  特定健康診査、特定保健指導の実施 

○ ○ 市 ・医師会 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

母子健康相談数延べ件数 件/年 676 700 750  

国民健康保険の特定健康診査受診率 ％ 43.9 50.0 60.0 受診者／対象者 

 

②地域医療推進事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇在宅医療の充実 
  在宅当番医運営事業、在宅医療・介護連携推進事業 

○ ○ 市・その他 
・医師会 

・介護保険サービス事業所 

◇地域医療連携体制の充実 
  電子カルテによる医療連携ネットワークの拡充 等 

○ ○ 市 ・医療機関 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

訪問看護の実利用者数 人/年 270 320 380  

 

③市民病院整備事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇病院施設・設備の整備推進 
  高度医療器械の更新、総合医療情報システムの更新 

○ ○ 市  

◆救急、急性期および高度医療体制の充実 
  ７対１看護体制の維持、病床機能の検討 

○ ○ 市  

◇医療スタッフの確保・充実 
  初期研修医・専攻医、看護師の確保 

○ ○ 市  

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

看護師数 人/年 332 345 345  
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【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・健康づくりに努め、自立して、元気に暮らせる生活をおくりましょう。 

・がん検診や人間ドックなど、年１回は健康診断を受け、健康状態をチェックし

ましょう。 

・国民健康保険は医療を受ける大事な仕組みです。保険税は納期までに納めまし

ょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・効果的で質の高いケアを行えるよう、人材の確保と育成に努めましょう。 

 

 

 

■生活習慣病の標準化死亡比（2015年（平成27年）■ 

（標準化死亡比(ＳＭＲ)は全国を100とする） 

区分 

黒部市 富山県 

死亡者数(人) 標準化 

死亡比 

(ＳＭＲ) 

死亡者数(人) 標準化 

死亡比 

(ＳＭＲ) 
2015年 

(平成27年) 

５年間 

平均 

2015年 

(平成27年) 

５年間 

平均 

胃がん 
男 14 11.4  87.3 344 341.2 101.5 

女  9  8.6 119.3 200 201.2 109.2 

肺がん 
男 20 20.2 100.8 494 468.6  90.8 

女 13  9.0 110.0 186 180.8  86.1 

大腸がん 
男  6  7.6  80.9 242 233.2  96.4 

女  7  7.0  95.5 228 231.2 104.2 

子宮がん  2  1.6  71.2  47  49.8  85.7 

乳がん  3  4.8 104.1 104 109.2  91.3 

心臓病 
男 35 32.2  59.9 785 761.0  57.4 

女 56 47.2  97.5 951 974.4  80.1 

脳卒中 
男 21 21.4  84.4 590 626.8  97.1 

女 28 22.6  75.6 639 671.6  89.0 

                                            出典：黒部市 

①標準化死亡比とは、人口構成の違いを除去して死亡率を比較するための指標。標準化死亡比が100より大きい場合は全国 

平均よりも死亡率が高く、100より小さい場合は全国平均よりも死亡率が低いことを意味する。 

②５年間平均は、2011年(平成23年)から2015年(平成27)までの５年間の平均値をいう。  
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４－２ 地域福祉の充実 

 

【現況と課題】 

○地域福祉意識の啓発 

本市では、市民の相互扶助意識や地域福祉活動への参加

意識の向上を図るため、広報誌による周知や各福祉大会の

開催支援等を行っています。また、地域福祉活動を継続す

るには、人材の確保・育成が必要であり、地域福祉の中核

を担う民生委員や各種福祉団体への支援、研修会の開催等

に取り組んできました。 

今後も引き続き、互いに支え合いながら安心して暮らせ

る地域づくりのため、民生委員の存在やその活動について、一層の理解促進を図るほか、市民の

意識啓発に取り組んでいくことが求められます。 

○地域福祉活動の推進 

本市では、自治振興会、社会福祉協議会、民生委員児童

委員協議会、ボランティア団体、ＮＰＯ※法人等の各種福祉

団体と行政機関の連携により地域福祉を実践しており、こ

れらの団体に対して活動支援や情報提供を行っています。

また、地域生活に不安を抱える方に対して、地域住民がチ

ームを組んで見守りや生活支援を行う「くろべネット」を

実施しています。 

今後も、地域福祉活動を担う人材の確保や各種福祉活動の育成、地域の担い手による組織づく

りを推進するとともに、ボランティア情報の提供や地域福祉活動団体への支援により、地域にお

ける支え合い体制を一層強化していく必要があります。 

○地域福祉拠点の形成 

地域福祉推進の中核組織である社会福祉協議会は、福祉センターを拠点として活動しています

が、施設の老朽化が進行しています。 

今後、各種福祉団体や市民が利用しやすい新たな地域福祉推進の拠点として福祉センターの整

備が求められています。 

 

・くろべネットの推進           ・地域福祉意識の啓発  等 

これまでの主な取組 
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【施策の展開方針】 
自立と支え合いの精神による地域福祉の充実したまち 

・誰もが家庭や地域のなかで、人として尊厳を持ち、自らの選択により自立した生活を営むこ

とができる地域づくりを推進します。 

・地域住民が互いに思いやりを持って支え合う環境をつくり、くろべネット等による地域での

支え合い体制を強化します。 

・地域福祉をリードする人材の確保・育成に努めます。 

・市民ニーズに合った地域福祉の新たな拠点づくりを推進します。 

 

【施策の内容】 

①地域福祉体制整備事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇地域福祉環境の充実 
  地域福祉の啓発事業、地域福祉を担う人材の育成・確保 

○ ○ 市 ・社会福祉協議会 

◇地域福祉推進体制の強化 
  地域共生社会の推進、社会福祉協議会の活動支援 等 

○ ○ 市 

・自治振興会 

・民生委員、児童委員 

・社会福祉協議会 

◇ボランティア活動の推進 
  ボランティア活動推進事業 

○ ○ 市 

・社会福祉協議会 

・ボランティア部会協議会 

・ＮＰＯ 

◆地域福祉推進の新たな拠点整備 
  新総合福祉会館建設事業 

○ ○ 市 ・社会福祉協議会 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

見守りに携わる実人数 人/年 1,000 1,200 1,500  

 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・誰もが健康でいきいきと安心した生活をおくれるよう地域住民相互の支え合い

によるまちづくりを推進しましょう。 

・ボランティア意識を高め、福祉活動へ積極的に参加しましょう。 

事業者等の 

皆様へ 
・積極的に福祉活動へ参加し、ボランティア活動を推進しましょう。 
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４－３ 高齢者福祉の充実 

 

【現況と課題】 

○社会参加と生きがいづくりの推進 

少子高齢化・人口減少が進行するなか、高齢者の社会参

加がますます重要になってきており、本市では、高齢者の

就業支援として、シルバー人材センターへの運営費補助を、

また、生きがいづくり対策として、敬老事業、ふれあい福

祉事業、老人クラブへの活動助成等を実施しています。 

これからも高齢者が人生の目標や楽しみをもって、いつ 

までも健康で生き生きと暮らすことができるよう環境づく

りが求められています。 

 今後も高齢者が地域社会の中で自らの経験や知識を活かし自主的・積極的に社会参加ができる

よう支援するとともに、健康で生きがいをもって生活できるよう生きがいづくりを推進していく

必要があります。 

○高齢者にやさしいまちづくりの推進 

本市では、高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らし

続けることができるよう、必要な在宅福祉サービスを提供

しているほか、要介護認定者には、介護保険以外の福祉サ

ービスも提供し、重度化の防止と介護する家族の負担軽減

を図っています。また、自宅で安心して暮らせるよう、手

すりの設置等の住宅改善に要する費用の助成や、民生委員、

社会福祉協議会と連携した見守り体制を構築し、高齢者に

やさしいまちづくりと地域支援体制を推進しています。 

今後も、相談機関に対する情報提供と連携強化により、福祉サービスの提供体制を充実するほ

か、在宅高齢者の増加に伴う住環境整備や地域で支える体制づくりを強化し、高齢者にやさしい

まちづくりを推進していく必要があります。 
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○介護保険事業の充実 

2025年（平成37年）には「団塊の世代※」が全て後期高齢

者となるなど、今後介護を必要とする高齢者の増加、医療・

介護等の社会保障費の増大とともに、そのサービス供給の不

足など、様々な問題が懸念されています。 

そのため、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した

日常生活を営むことができるよう、地域の実情に応じて、在

宅医療と介護の連携、予防、住まいおよび生活支援が包括的

に確保される体制（地域包括ケアシステム※）を深化・推進していく必要があります。 

特に、自助および互助の取組や地域支え合い活動、見守り活動、介護予防運動・体操など、住

民主体の通いの場を中心として実施される介護予防活動の地域展開を目指しており、地域の活動

や話し合いに対する支援を重点的に実施しています。 

さらに、認知症※に対する正しい知識の普及と理解促進を図るため、認知症※サポーターの養成

を行っているほか、認知症※カフェの運営や認知症※初期集中支援チームの設置により、早期に認

知症※の診断が行われ、適切な医療・介護の提供が図られる仕組みを構築するなど、増加する認知

症※高齢者にやさしい地域づくりを推進しています。 

今後は、高齢者だけでなく、障がい者や子ども等の全ての人々が、地域、暮らし、生きがいを

共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を目指し、支え手側と受け手側に分か

れるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地

域コミュニティを育成し、福祉等の公的サービスと協働※して助け合いながら暮らすことのできる

仕組みを構築する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
高齢者が健康で生きがいをもって暮らせるまち 

・元気高齢者の社会参加と生きがいづくりを推進します。 

・要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしが続けられるよう、地域包括ケア

システム※を推進します。 

・高齢者にやさしいまちづくりと地域支援体制を推進します。 

 

 

 

※団塊の世代：戦後のベビーブーム時代といわれる昭和 22 年から 24 年ごろに生まれた世代。 

・地域包括支援センターの増設     ・介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

・地域密着型サービス施設の整備・拡充 ・食の自立支援事業の実施 

・認知症※サポーターの養成       ・一人暮らし高齢者向け緊急通報装置（センター

方式）の設置      等  

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①高齢者生きがいづくり事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◆高齢者の社会参加と交流の促進 
  老人クラブ等の活動支援、高齢者の生きがいづくり事業 等 

○ ○ 県・市 

その他 

・老人クラブ 

・シルバー人材センター 

◇生きがいづくり支援施設の充実 
  宇奈月老人福祉センターの施設の充実 

○ ○ 市・その他  

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

ふれあい福祉券の利用割合 ％ 24.0 30.0 35.0 利用枚数／交付枚数 

 

②高齢者生活支援事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇高齢者福祉サービスの充実 
  要援護高齢者在宅福祉サービスの提供、後期高齢者医療の適正な運営 等 

○ ○ 県・市 

その他 

・社会福祉協議会 

・民生委員 

・居宅介護支援事業所 

・養護老人ホーム運営事業者 

◇高齢者の住環境の充実 
  要援護高齢者生活支援事業、在宅高齢者の住宅整備支援  

○ ○ 県・市 

その他 

・社会福祉協議会 

・民生委員 

・居宅介護支援事業所 
 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

要援護高齢者在宅福祉サービスの利用延べ件数 件/年 3,700 3,800 3,900  

 

③介護保険事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇介護保険サービスの充実 
  新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合による介護保険サービスの推進 

○ ○ 市 ・介護保険サービス事業者 

◇介護基盤の整備推進 
  介護施設の整備推進 等 

○ ○ 県・市 

その他 
 

◆総合的な介護予防の推進 
  介護予防サービス事業、地域活動支援事業 等 

○ ○ 市・その他 
・自治振興会 

・介護保険サービス事業者 

◇包括的支援事業の推進 
  高齢者総合相談支援業務、介護予防支援の実施 等 

○ ○ 市・その他 
・介護保険サービス事業者 

・社会福祉協議会 

◆認知症※施策の推進 

  認知症
※
総合支援事業、認知症

※
高齢者等サポート事業 

○ ○ 市・その他 
・介護保険サービス事業者 

・医師会 

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

地域住民主体の通いの場の参加者数 人/年 245 700 1,200  

認知症※サポーター数 人 2,300 4,600 6,100 累計 
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【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・生きがいをもって自立した生活をおくり、元気に暮らせるまちをつくりましょう。 

・介護予防活動に取り組み、健康維持のため検診を受けるなど、自分の力で住み

慣れた地域で暮らせるように努めましょう。 

・地域の住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域社会を

目指しましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・高齢者のもつ経験や能力を活かした就労の場の提供に努めましょう。 

・高齢者が生きがいを持って生活できるよう、交流や環境の整備に努めましょう。 

・介護休暇の取得を促すなど、介護離職ゼロに向けた取組に努めましょう。 

・重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後

までおくることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的

に提供される地域包括ケアシステム※構築の実現に努めましょう。 

 

 

 

 

 

 
※地域包括ケアシステムを推進していく中で、以下のとおり定義しています 

 自助：自分で自らの生活を支えること 

 互助：家族やご近所、地域の組織などお互いが支え合うこと 

 共助：介護保険や医療保険など、社会保険制度を通じて連帯化された支え合いのこと 

 公助：生活保護や、人権擁護・虐待対策など自助・互助・共助でも支えることができないこ

とを公的に対応すること 
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４－４ 障がい者福祉の充実 

 

【現況と課題】 

○障がい者を支える体制・環境づくり 

本市では、障がいの早期発見・療育に向け、関係機関と

の連携、障がい福祉サービスの提供に努めています。また、

特定相談支援事業者による相談支援体制を整備するとと

もに、障がい者の生活支援のため、住宅改修、在宅福祉サ

ービスのほか、福祉金、介護手当等の助成、介護者のリフ

レッシュ機会の充実を図っています。 

今後も、サービス提供基盤を強化するための人材の確保 

に努め、支援・相談体制や障がい者の福祉サービスを充実

するとともに、障がい児支援の強化を図るため、児童発達支援、放課後デイサービス等の障がい

児通所支援を推進していく必要があります。 

 

○障がい者の支援施設の整備 

本市では、障がい者が地域で生活するための入所施設や

グループホーム※等の整備を支援しており、2015年度（平成

27年度）には、あいもと里山工房が新設されました。 

今後も引き続き、障がい者の日常生活を支援し、自立を

促していくため、福祉サービス提供事業所やグループホー

ム※等の整備を支援していくことが求められます。 

 

 

○障がい者の生きがいづくり、社会参加の促進 

本市では、交流やふれあいの場の提供、就労や生産活動

への支援、ハローワークとの連携強化による就労機会の創

出と就労環境の改善に努めています。また、タクシー・ガ

ソリン共通券の給付を拡充し、社会参加を促進しています。 

今後も、障がい者の生きがいづくりや社会的自立を支援

するとともに、事業者を含めた地域住民との相互理解を醸

成し、ノーマライゼーション※の原理に基づく地域社会を実

現していくことが必要です。 

 

※グループホーム：障がいのある人や認知症の高齢者等が支援・相談を受けながら共同生活を営む施設。 

※ノーマライゼーション：障がい者や高齢者がほかの人々と等しく生きる社会・福祉環境の整備，実現を目指す考え方。 



 

110 

第２次黒部市総合振興計画 

 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
相互に人格と個性を尊重し合い、障がい者が地域で安心して暮らせるまち 

・障がいの早期発見・治療療養からリハビリテーションにいたる一貫した体制を推進します。 

・医療費負担の軽減により、障がい者の生活を支援します。 

・相談支援体制を充実し、適切なサービスを提供します。 

・障がい者の自立と社会参加を促進します。 

 

【施策の内容】 

①障がい者自立促進事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◇障がい者在宅サービスの充実 
  訪問系サービス等の提供、重度心身障がい者医療費助成 等 

○ ○ 市 ・サービス事業者 

◇障がい者支援施設の整備支援 
  障がい福祉施設整備支援 

○ ○ 市 ・社会福祉法人 

◆障がい者の社会参加と交流の促進 
  社会参加と交流への支援、理解促進・普及啓発事業 等 

○ ○ 市 

・社会福祉法人 

・ボランティア団体 

・サービス事業者 
 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

地域交流事業の実施回数 回/年 ２ ６ 12  

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・障がいのある人もない人も、お互いに尊重し合いながら安心して暮らせるまち

を目指しましょう。 

・それぞれが持つ心のバリアを無くし、障がいに対する正しい理解を深めましょ

う。 

事業者等の 

皆様へ 

・障がい者と地域住民との交流の場を確保し、積極的な福祉活動の参加に努めま

しょう。 

・障がい者の権利を守りながら、積極的な交流に努めましょう。 

・タクシー・ガソリン共通券給付の拡大   ・障がい者支援施設の整備支援 

・就労継続支援事業所充実への支援                    等 

これまでの主な取組 
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４－５ 子育て支援の充実 

 

【現況と課題】 

○子育て支援体制の充実 

本市では、子育て世帯を支援するため、市内の子育て支

援施設において、未就園児を含む子育て家庭全般の育児相

談や子どもの一時預かり、子育てに関する情報提供等を行

っているほか、2016年（平成28年）４月には子育て世代包

括支援センターを設置し、妊娠期から子育て期まで継続的

な支援に取り組んでいます。特に、乳幼児家庭に対しては、

親子の心身の状況や養育環境等の把握および助言を行い、 

支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供につなげるとともに、赤ちゃんの駅設置事業等に

より、子育て中の保護者が安心して外出できる環境づくりを推進しています。さらに、就学後の

児童に対しては、放課後児童健全育成事業を実施し、保護者が就労等により昼間養育されない小

学生の放課後の遊びや生活の場を提供しています。 

今後も、安心して子どもを産み育てることができる社会の構築のため、妊娠期から子育て期に

わたる切れ目のない支援により、多様なニーズに柔軟に対応していくことが求められており、行

政による子育て支援策の充実とともに、市民全体で子育てを見守り、支援する機運の醸成、実際

に市民が子育てに参加できる体制づくりを推進していくことが必要です。 

○乳幼児保育の推進 

就学前の乳幼児の保育施設については、2014年（平成26

年）から浦山保育所を民営化し、現在、市立保育所が９か

所（生地こども園、石田こども園を含む。）、私立保育所

が５か所あり、地域に密着した保育・教育活動を展開する

とともに、延長保育や一時預かり保育など、多様な保育事

業に取り組んでいます。 

今後も、女性の社会進出や多様化する保育ニーズに対応

できるよう、延長保育、休日保育、一時預かり保育、障が

い児保育、病児・病後児保育など、施設の充実や保育メニューの充実が求められます。 
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○幼児教育の推進 

市内には、市立幼稚園が３か所（生地こども園、石田こ

ども園を含む。）あり、就学前の幼児に対する教育活動を

展開しています。 

今後も、幼児教育の充実を図り、幼児の心身の発達を助

長することに加えて、未就園児親子交流や、預かり保育の

実施など、子育て支援拠点としての役割を果たすことが求

められます。 

 

○子育ての経済的負担の軽減 

本市では、乳幼児等が適切な医療を受けられるよう、妊

産婦、乳幼児、児童、ひとり親家庭等の医療費助成を行っ

ています。2014年（平成26年）10月からは通院の助成を中

学生まで拡大するなど、子育てに関する経済的負担の軽減

を図っています。 

今後も、中学生までの医療費無料化を継続し、安心して

子育てができる環境づくりの充実に努めていく必要があり

ます。 

 

 

 

 

【施策の展開方針】 
安心して子どもを産み育て、子どもがいきいき育つまち 

・子どもを心身ともに健やかに育むため、社会全体で子育て家庭をサポートできる体制づくり

を推進します。 

・妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を提供し、地域で安心して産み育てることができ

る環境の整備を推進します。 

・子育て支援センターの機能充実        ・病児・病後児保育施設の設置 

・こども医療費助成の拡充           ・赤ちゃんの駅設置      等 

これまでの主な取組 
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【施策の内容】 

①子育て環境整備事業 

事業メニュー（◆は重点事業） 
計画期間 役割分担 

前期 後期 
事業 

主体 
協働体制 

◆子育てに関する支援、相談の充実 
  子育て世代包括支援センター事業、放課後児童健全育成事業 等 

○ ○ 県・市 

・母子保健推進員、児童委員 

・ＮＰＯ※、事業所 

・保育所、こども園 

・社会福祉協議会 

・地区放課後児童クラブ運営委員会 

・主任児童委員 

◇乳幼児の養護と教育の充実 
  市立保育所の運営、特別保育事業の充実 等 

○ ○ 市 

・保育所、こども園 

・医師会 

・市民病院 

◇保育所・幼稚園環境の充実 
  保育所施設・幼稚園施設の整備 等 

○ ○ 市 ・保育所、こども園 

◇乳幼児・児童の医療費助成の推進 
  乳幼児医療費助成・児童医療費助成の実施 

○ ○ 市  

 

主な指標と目標値 単位 
現状 目標値 

備考 2017年 
（平成29年） 

2022年 

（平成34年） 
2027年 

（平成39年） 

子育て支援センターおよび子育て支援室の利

用児童延べ人数 
人/年 13,668 13,800 14,000  

 

 

【市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ】 

市民・NPO等の 

皆様へ 

・地域住民の身近な子育て支援活動に積極的に参加しましょう。 

・子どもたちの明るい声が飛び交う、にぎやかなまちをつくりましょう。 

・地域の宝である子どもを地域の力で見守り、子どもを産み育てることの喜びを

分かち合いましょう。 

事業者等の 

皆様へ 

・家庭・学校・地域・企業が連携し、社会全体で子育てを支援する環境づくりに

努めましょう。 

・仕事と子育てを両立できる支援の取組を推進しましょう。 
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第２次黒部市総合振興計画 

 

■黒部市子育てガイド（一部抜粋）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：黒部市 


