
部　 方　 針　 書 1

宇部市国民健康保険第
２期データヘルス計画
兼　特定健康診査等実

H30～R5
基本目標４
健康で自分

らしく
97

第四次宇部市健康づくり
計画

R4～R8
基本目標４
健康で自分

らしく
8

R元～R5
基本目標４
健康で自分

らしく
R２～R6

基本目標４
健康で自分

らしく
5

第８期宇部市高齢者福
祉計画

R3～R5
基本目標４
健康で自分

らしく
6 宇部市自殺対策計画4

宇部市バリアフリー化マ
スタープラン

計画期間
前期実行
計画分類

№ 計画名 計画期間 № 計画名

基本目標４
健康で自分

らしく
2

宇部市成年後見制度利
用促進基本計画

R3～R7
基本目標４
健康で自分

らしく

年度 部名 部長名

R4 健康福祉部 佐々木里佳

1　部の経営方針　部全体を俯瞰したマネジメントの目標

前期実行
計画分類

第二次地域ふくしプラン
（地域福祉計画・地域福
祉活動計画）

R3～R7 H30～R5
基本目標４
健康で自分

らしく

計画期間

1

2　部が所管する主な個別計画　　前期実行計画に掲げる施策に関連する特定分野における計画

№ 計画名
前期実行
計画分類

3
第四次宇部市障害者福
祉計画

Ｎｏ

1

2

3

6

項目（業務、組織、人材等に関するマネジメント目標ごとに記載）

部のミッション・課のミッションを全職員に繰り返し伝えることで業務遂行の基盤となる考えを共有し、「誰ひとり取り残さない地域福祉」を推進する。

部内の柔軟な連携体制を整え、協働して実施する事業の推進力を高めると共に、効率的・効果的な事業を展開する。

事業進捗を定期的にモニタリングするにあたり、市民や関係者の声をしっかりと受け止めた上で軌道修正と手法の練り直しを重ね、目標達成を図る。

タイミングをとらえた情報発信に努め、市民が必要な情報を得ることができる環境づくりを進めると共に、情報発信による職員の事業達成感を高める。

4
新庁舎での新たな窓口体制を整えるにあたり、基本に戻って正しい知識を身に付けると共に、関係課が相互の業務の理解を深めることで市民一人ひとりに丁寧に関わり、対応できる
職員を育成する。

5 日常的に事務事業の見直しを進めて思い切った業務改善を検討し、働き方改革を推進することで、職員が仕事以外の時間を楽しめる環境を作る。

7

1



課　方　針　書 2

課の果たすべき責務、存在理由

3  共創･連携に向けたステークホルダー

市民、地域包括支援センター、保健・福祉支援チーム、庁内関係課、社会福祉協議会、警察、福祉サービス事業所、ハローワーク等

9.9%
災害時において、

市民の方が安心・安全に避難することができる。

3
関係機関との連携により

成年後見制度の利用につながった件数
（累計）

第五次総合計
画

R8 50件 ― 10件
判断能力が不十分になっても、

安心して自分らしい日常生活を送れる。

2
災害時要援護者に対する
個別避難計画の作成割合

第五次総合計
画

R8 100% 2.2%

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

1 福祉的課題を抱える世帯の課題改善率
第五次総合計
画

R8 65% 41% 45%
多種多様な困りごとを解決していくことで、
分野を越えた多機関との連携が深まる。

目標
Ｎｏ 目標・成果指標 計画種別

目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

1　課の使命

SDGs

高齢者や障害者など全ての市民が、日常だけでなく、災害時における非日常の事態であっても、心豊かで安心・安全な暮らしができるよう、地域を基盤として、
住民や団体、保健福祉の関係者など多様な主体が分野や属性の壁を越えて共創し、「地域のみんなで支え合う心かよう元気な福祉のまちづくり」の実現を目指す。
また、市民が必要とする保育や介護などの社会福祉サービスが円滑かつ安定的に提供されるよう、社会福祉法人の運営や事業に対して、必要かつ的確な助言、
指導監査を行う。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

年度 課名 課長名

R4 地域福祉課 杉山　孝博
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課　方　針　書 3

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

1

1月 2月 3月

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ひきこもりや社会との関係性の希薄化による複雑化・複合化した問題について、包括的に相談を受け付けるために、現在の体制の整
理と再構築を行う。また、課題解決に向けた支援体制を構築するため、庁内関係課と連携会議を行い、1つの課だけでは解決できない
課題を重層的支援会議やセーフティネット支援会議を活用し整理するとともに、生活困窮者のための地域づくりを新規に取り組むな
ど、課題解決のための仕組みづくりを行う。

162,374 福祉的課題を抱え
る世帯の課題改善

率
45％うち一財 47,413

重層的支援体制整備事業

令和2年度に、福祉なんでも相談窓口で対応した8050問題やダブルケアなどの複合的課題を抱えた世帯は、前年度と比べ約1.7倍に
増えている。また、同年度に実施した地域福祉に関する市民意識調査によると、悩み事があっても「誰にも相談しない」「どこに相談し
たらよいかわからない」という人の割合が23.8％に達するなど、4人に1人が適切な相談場所が分からず悩み事を抱えている。
そこで、既存の枠組にとらわれない、複雑化・複合化した問題に対応する仕組みづくりが必要。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

連携会議を通じ

庁内職員へ事業の周知

■庁内連携

分野別会議との連携による課題の整理と解決策

の協議（ブロック会議・支え合い会議等からの課

題の抽出整理）

政策化に向けた

協議・情報共有

【新規】
■生活困窮者支援等のための地域と関わりが持てる場づくり

■重層的支援会議、セーフティネットうべ支援会議の開催

方針協議 委託先と協議 地域課題に対応した事業の構築と実施 評価・検証

事例検討を通じた課題の集約、分析、解決策の検討

次年度以降の取組につなげる

アウトリーチ支援員など

による参加支援
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課　方　針　書 4

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

700 災害時要援護者に
対する個別避難計

画の作成割合
9.9％

うち一財 700

2

災害時個別避難計画作成事業
災害時の避難行動に支援が必要な高齢者や障害者に対し、情報提供や移動支援を行う「災害時要援護者避難支援制度」の利用促進
に取り組んでいるが、避難所生活への不安から避難行動を躊躇する傾向もあり、登録者は369人に留まっている。
そのため、災害時に安心して避難できるよう、地域における移動支援体制を整えておく必要がある。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

民生委員や自主防災会等の関係者と連携して、災害時要援護者支援制度の周知と利用者の働きかけを行うとともに、ケアマネジャー
や障害者支援専門員等と連携して個別避難計画の作成を進め、必要に応じて適切な福祉避難所とのマッチングを行う。

1月 2月 3月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

個別避難計画の作成 ⇒ 実効性の確認・見直し

【新規】
〇個別避難計画の作成（専門職）

■災害時要援護者支援制度

専門職を対象とした専門職を対象とした

民生委員による計画書の作成・更新及び個別避難計画への移行

■避難施設の確保

：意識の醸成、方向性と役割の確認

個別避難計画の作成 ⇒ 実効性の確認・見直し

庁内連携会議

・地域の各団体へのアプローチ

福祉避難所運営マニュアルの作成

福祉避難所を運営する事業所への協力意向調査

・ケアマネ協議会等

専門職団体へのアプローチ

制度の周知

〇個別避難計画の作成（民生委員）

福祉避難所数の拡大

居宅介護支

援事業所へ

の周知
障害福祉事業所への周知 【防災月間】市民への周知

民生委員へ

の周知

マッチング

4 



課　方　針　書 5

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月

3

成年後見制度利用促進体制整備推進事業
令和元年度の市民意識調査（対象者1,000人）によると、約6割が制度や手続きが複雑で分かりにくいため制度の利用を躊躇している。
そのため、身近な場所で相談ができる環境や手続きに関する支援、後見人活動を支える仕組みが必要である。
また、判断能力が不十分な状態になっても安心して日常生活を送ることができるようにするため、成年後見制度の利用促進を図る。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

引き続き、成年後見制度の周知活動を行うとともに、専門職（弁護士と社会福祉士）が相談対応する「宇部市成年後見センター」の運
営により、支援を必要としている市民への適切な支援を行う。また、成年後見制度の一次相談窓口として位置付けている福祉なんでも
相談員や地域包括支援センターの職員等を対象とした研修会を実施し、相談対応のスキルアップに取り組むとともに、令和３年度に策
定した「成年後見制度利用促進計画」の進捗確認・評価を行い、必要に応じて計画を見直す。

3,864

6月 7月 8月 9月

関係機関との連携
により成年後見制度
の利用につながった

件数
（累計）10件うち一財 2,826

事業スケジュール

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

制度やセンターの周知活動（市民や支援者、金融機関などの関係機関への出前講座など）

専門職（弁護士・社会福祉士）による相談支援

■宇部市成年後見センターの運営

■一次相談窓口のスキルアップ研修（福祉なんでも相談員、地域包括支援センター職員、生活支援コーディネーター等）

企画・調整

■成年後見制度利用促進基本計画

進捗確認 評価・検証 必要に応じて取組へ反映

協議会の開催

研修会の開催 研修会の開催 研修会の開催 市民講座

センター運営開始３年目の

評価・検証

⇒次年度以降に向け

センターのあり方を協議

協議会の開催

課題の抽出

5 



課　方　針　書 6

課の果たすべき責務、存在理由

36人
健康管理対象者自身が自発的な健康管理を実施し、健康
や生活を向上させることで、就労開始や、医療扶助の削減
が見込まれる。

3
被保護者の健康・生活面等に着目した支援
（健康管理支援により健康行動に改善が見
られた生活保護受給者数）

第五次総合計
画

R8 50人 27人

1
就労支援プログラムを中心に展開する生活
保護受給者への自立支援（生活保護扶助費
の削減効果額・自立世帯数）

R4
22,906千円

40世帯
18,325千円

32世帯
22,906千円

40世帯
被保護者が就労を開始することによる扶助費の削減や、
自立した生活を営むことが見込まれる。

2
貧困の連鎖解消に向けた育児・教育・家庭
環境全般にかかる就学生活支援(生活保護
受給世帯の高校進学率）

第五次総合計
画

R8 100% 83.3% 100%
子どもたちが貧困の連鎖から抜け出し、自立した生活を営
む選択肢が広がる。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

年度 課名 課長名

R4 生活支援課 小林　圭一郎

1　課の使命

SDGs

市民が最低限度の生活を営むことができるよう、生活困窮者及び中国残留邦人に対し、困窮の程度に応じて必要な保護と自立に向けた適切な支援を行う。
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課　方　針　書 7
3  共創･連携に向けたステークホルダー

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

2

生活保護自立支援事業(就学支援）
生活保護世帯の子どもが高校に進学することで、自立した生活を営む選択肢が広がることになると考えるが、R3年度では83.3％であり、
数名が高校進学を果たせていない。引き続き高校進学率100％を目指し支援していく。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

うち一財 1,647 100%

事業スケジュール

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

貧困の連鎖解消に向け、育児・教育・家庭環境全般にかかる就学生活支援を行う。
3,293

生活保護受給世帯
の高校進学率

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

2,829
生活保護扶助費の

削減効果額
自立世帯数

うち一財 708
22,906千円

40世帯1

生活保護自立支援事業(就労支援）
R3年度では、116名に就労支援を行い、72名が就労開始し、32世帯が保護廃止となった。宇部管内の求人倍率は、県内で高水準を保っ
ており、就労開始による保護廃止40世帯を目指す。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

就労支援プログラムを中心に生活保護受給者への自立支援を行う。

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

就労支援で連携する公共職業安定所、健康診査や重複受診指導で連携する医師会、医療機関等

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

●個別サポート対象者選定、支援開始 ●進捗確認・課題検証

9月末時点で20世帯の自立を目指す。
●進捗確認・課題検証

3月末で40世帯の自立を目指す。

●職安との連絡会議 ●職安との連絡会議

●進路希望調査 ●進路希望調査

●学習会参加促進

●子どもたちの学習・進路相談および保護者への家庭生活支援

●進学・就労準備支援

7 



課　方　針　書 8

※　令和4年度当初予算の概要〔別冊〕に掲載した事業は必ず本表を作成すること。またスケジュール欄で、事業の公表（報道発表、広報掲載、公募等）について整理すること。

5  主な事務事業の見直し

※　事務事業の見直しについては、原則として各課1つ以上の見直しを考えること。

1 預貯金照会業務のオンライン化
手法見直
し

生活保護開始申請の際は、資産調査の一環として預貯金の有無を金融機関に照会するが、現
状では紙媒体を郵送することで行っている。最近オンラインによる照会システムを利用する金
融機関も増加しており、このようなシステムを導入することを検討する。

職員の作業時間や、郵便料
の削減等

№ 項目 分類 課題、見直しの方向性 効果

1月 2月 3月

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

健康管理支援により
健康行動に改善が
見られた生活保護

受給者数

うち一財 1,833 36人

3

生活保護自立支援事業(健康管理支援）
生活保護受給者の生活習慣病受診率は、国民健康保険加入者の約2倍となっている。生活習慣病は、放置すると重篤化を招き、高額な
医療費を要する結果となるため、健診による早期発見と適正な受診が必要である。R3年度の実績では、73人の健診受診にとどまったた
め、R4年度は健診受診目標を100人とし、健康行動改善者数36人以上を目指す。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

被保護者の健康・生活面等に着目した支援の充実と、健康診査を活用した疾病の早期発見と早期受診指導を行う。
7,329

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

●健康増進課と連携した健康診査の実施（6月～9月）【受診目標100人】

●新規申請時に必要に応じた面談の実施

●日常生活の問題により健康を害している支援対象者への個別支援の実施【支援目標80人】

●健康診査申込み数の確認（7月）及び申込み勧奨

●健康診査の結果を活用した健康・受診指導の実施

●健康診査受診者数の確認（8月）及び受診勧奨

8 



課　方　針　書 9

課の果たすべき責務、存在理由

年度 課名 課長名

R4 障害福祉課 西條　元康

1　課の使命

SDGs

障害者が地域で安心して暮らせるよう、相談支援体制の充実と適切なサービスの提供、さらに、障害に対する理解を地域社会に浸透させることで、障害を理由とする差別
の解消と合理的配慮の提供の取組を促進するとともに、就労支援をはじめとした障害者の自立と社会参加を促進し、障害のあるなしにかかわらず、互いの個性を認め合
い、いきいきと安心して暮らせる地域共生のまちづくりを推進する。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

1
社会連携講座（サポーター養成）の受講者
（人、累計）

R6 500人 - 250人
ひきこもりに関する理解促進、及びひきこもり者を適切な関
係機関につなぐことにより、ひきこもり者及びその家族の孤
立化を防ぐ。

2 障害者理解講座等の受講者数（人、年）
第五次総合計
画

R8 2,100人 1,600人 1,700人
障害の特性や適切な配慮を理解する人が増え、障害のある
人が地域で社会参加しやすい環境を構築する。

80人
在宅の障害者が社会との交流や創作活動等を行うことによ
り、様々な人との交流を増やし、地域での生活における充実
感を向上させる。

3 地域活動支援センターの利用者（人、年） R4 80人 -

9 



課　方　針　書 10
3  共創･連携に向けたステークホルダー

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

◇相談支援

●専門相談支援機関における相談支援の実施

※状況に応じて、地域や他課との連携による支援体制を構築 ●課題整理、次年度の事業実施に向けた協議

●就労移行状況の把握、課題整理

◇社会連携講座

●事業計画の作成 ●事業実施の調整 ●契約締結 ●支援者向け研修会の実施 ●事業評価

●ひきこもり支援の状況や取組の調査・研究

※　令和4年度当初予算の概要〔別冊〕に掲載した事業は必ず本表を作成すること。またスケジュール欄で、事業の公表（報道発表、広報掲載、公募等）について整理すること。

　障害当事者やその家族からなる障害者関係団体をはじめ、保健・医療・福祉・教育・就労など広範な分野にわたる関係団体・機関及び関係行政機関など

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

12,000 連携講座の受講者

うち一財 5,167 250人

1

ひきこもり対策推進事業
　2019年内閣府調査の報告から、宇部市のひきこもり者は1,400人超と推測される。
　ひきこもりの特徴や支援方法を理解することにより、ひきこもり本人及び家族等の福祉の向上を図り、誰一人取り残さない社会の実現
を目指す。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

　ひきこもり者とその家族のための相談支援、就労等の自立に向けた支援を行う。また、社会連携講座（山口大学）により、地域の支援
体制の強化に向けて地域の理解者、支援者を養成する。

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

10 



課　方　針　書 11

◇理解促進

・年20回。学校、事業所や団体においてパラスポーツ体験、手話の勉強会、当事者の講話など ●事業評価・検証

●「障害」をテーマとした講演会・研修会を随時実施

※講演会・研修会の実施時において、アンケートを実施 ※次年度事業に反映

●災害時の障害特性に応じたチェックリストの作成 ●周知・啓発

※障害当事者等からの意見聴取など ・障害特性に応じた理解 ※障害当事者等からの意見やアンケート

●地元プロスポーツチームとのイベントを ●イベントの実施、参加者アンケート ●次年度の実施に向けた

関係部署と連携し企画 調整

◇障害者理解講座

●理解講座の開催地区・ ●理解講座の実施 ●次年度の実施に

実施時期の調整 （各地区に応じた内容の講座等を開催） 向けた調整

●市主催の

理解講座開始

◇差別解消 ●商工会議所だよりに ●啓発活動の計画 ●実施

「合理的配慮の義務化」掲載 （当事者合同）

●差別解消支援地域協議会 ●障害者差別支援地域協議会

（第1回）開催 （第2回）開催

※　令和4年度当初予算の概要〔別冊〕に掲載した事業は必ず本表を作成すること。またスケジュール欄で、事業の公表（報道発表、広報掲載、公募等）について整理すること。

当初予算額(千円) R4年度目標

　障害特性や配慮の必要性について、講演会等を開催し、市民や企業等の正しい理解を促進する。開催時には、障害者理解に関する
アンケートを実施し、障害当事者等からも意見を聴取し、それぞれの結果を分析して次年度事業に反映するとともに、地元プロスポーツ
を通じて障害者の社会参加を啓発する。また、地域での障害者理解を促進するため、地域と連携し5地区で障害者理解講座を開催す
る。さらに、障害当事者や関係機関等と連携し、障害を理由とする差別解消を推進する。

647
障害者理解講座等

の受講者数

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

2

障害者理解促進事業
　2020年に行った障害福祉アンケート調査では、「障害者に対する理解」について、「あまり理解されていない」・「全く理解されていない」
と回答した人が、身体障害者は26.1％、知的障害者は37.1％、精神障害者は58.2％となっている。障害のある人への合理的配慮ができ
るまちづくりに向けて、障害の特性及び障害のある人に対する市民の理解を一層深める必要がある。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載）

うち一財 163 1,700人

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 3月9月 10月 11月 12月 1月 2月

11 



課　方　針　書 12

◇相談支援

●障害者相談支援事業所（神原苑、ふなき）による相談支援の実施

●前年度実績報告 ※地域課題の提案、関係機関の強化、社会資源の開発・改善など合わせて実施

■相談支援と連携

◇地域活動支援センターの設置

●事業内容の精査 ●事業所の選定 ●事業開始

※月1回実施 ●課題整理、次年度の事業実施に向けた協議

（事業内容、対象者の拡大など）

■他相談機関（高齢者総合相談センター、発達障害等相談センター「そらいろ」など）と連携

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

地域活動支援
センターの利用者

うち一財 13,872 80人

3

障害者相談支援事業の実施（重層的支援体
制整備事業）

　地域生活においては、障害者・高齢者・子ども・生活困窮者など複合的な課題を抱えている事例が少なくない。また、障害のある人が
気軽に利用でき、日中の居場所や生きがいづくりとして、仲間や地域と交流する場が求められている。2020年に行った障害福祉アン
ケート調査では、約62％の方が社会活動への参加意向を示している。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

　複雑な問題等を包括的に受け止める場として、障害者相談支援事業所、発達障害等相談センター「そらいろ」や高齢者総合相談セン
ターを開設している。また、障害のある人が社会参加の第一歩を踏み出せるよう、地域支援の促進と福祉の向上を図ることを目的として
地域活動支援センターを設置する。

21,372

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

12 



課　方　針　書 13

課の果たすべき責務、存在理由

3  共創･連携に向けたステークホルダー

年度 課名 課長名

R4 高齢者総合支援課 清水好恵

1　課の使命

SDGs

高齢者が、誰もが支えあう地域共生社会の一員として支えあいの輪に参加し、いきいきと安心して暮らしていけるよう、生きがいづくり・健康づくり・介護予防を推進する
とともに、介護が必要となった場合でも、住み慣れた地域で安心して過ごせる基盤整備と介護保険を適切に運営していく。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

1
「通いの場」等へのリハビリテーション専門職
派遣件数

個別計画

R5 50件 12件 30件
高齢者が介護予防に関心を持ち、普段の生活の中で積極
的に取り組むことで、生きがいや役割をもって生活ができ
る。

2 チームオレンジの取組数 R8 100件 6件 20件
認知症の方やその家族と、サポーターや地域の方々がとも
に活動し、社会参加の機会が増える。

53人
介護人材が充足されることで、介護現場の労働環境が改善
され離職者が少なくなり、より安定的な介護サービスが提供
される。個別計画

地域包括支援センター、宇部市医師会など医療・介護従事者、高齢者施策における当事者（老人クラブやサロン等の参加者、認知症の方やその家族など）

3 介護人材の確保人数（累計）

第五次総合計
画

R8 105人 43人

13 



課　方　針　書 14
4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

通いの場等へのリハ
ビリテーション専門
職派遣件数30件うち一財 1,464

事業スケジュール

1

介護予防普及啓発事業
地域リハビリテーション活動支援事業

　介護予防の明確なエビデンスが確立されない中、「サロン参加者の要介護認定率は低い」「通いの場参加はフレイル発症を抑制」等の
研究結果を捉えた先進的な取組等があることから、サロン等通いの場を活用した介護予防を実施。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

　リハビリテーション職や看護職等の専門職のスキルや経験を活用し、地域のサロン等へ専門職を派遣し、介護予防啓発やメニューの
充実によるサロン活動の活性化を図る。まちなか保健室による介護予防継続支援に加え、サロン等への介護予防、認知症予防等助言
や指導を実施。

7,603

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

■まちなか保健室

●YIC学院

●YIC学院

●今村くらしの相談室

■専門職派遣

■高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業【保険年金課】（ポピュレーションアプローチ）

■健康寿命延伸プログラム推進事業【健康増進課】（はつらつ健康ポイント等）

■健康づくり人材登録推進事業【健康増進課】（健康づくりサポーターバンク等）

連

携

●委託先との打合せ ●事業評価・分析 ●Ｒ5実施事業所募集・決定

（看護師、社会福祉士を中心に、健康チェックと相談、健康体操等 複数会場で定時又は随時開催）

(理学療法士、作業療法士を中心に、転倒予防教室、高齢者パソコン教室、高齢者のための美容講座等 複数会場で定時又は随時

開催）

●広報掲載

●支援チーム向け事業説明

●支援チーム向け事業説明

(専門職派遣調整、メニューの開発及び講師の発掘等）

■地域包括支援センター

保険事業と介護予防の一体的実施（正しい知識の普及と実施）・「通いの場」への関与

●専門職範囲の拡大を検討 ●Ｒ5実施事業へ反映

■老人クラブ・ご近所福祉サロン、元気な高齢者

●意見交換・実態把握・分析 ●Ｒ5実施事業へ反映

14 



課　方　針　書 15
目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

2

認知症総合支援事業
家族介護支援事業
地域自立支援事業

認知症施策推進大綱では、「認知症予防に関するエビデンスは未だ不十分」とされている。国の動向や先進地の情報収集に努め、可能
性が期待できる取り組みを複合的に実施し、認知症があってもなくても、安心して暮らせるまちづくりが重要。

うち一財 186

事業スケジュール

4月 11月 12月 1月 2月 3月

認知症
予防月間

5月 6月 7月 8月

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

認知症の人やその家族の視点が重要であることから、チームオレンジでは、当事者の参加や意見を反映し活動を行なう。R4年度に
は、10チームが活動開始予定であり、1チーム2回は取組が行えるよう伴走支援する。

また、元気なシニア層には、地域の担い手の中心となるよう、活躍の場、地域交流の機会の創出、医療・介護の関係機関等と連携し、
社会参画、介護予防、啓発、地域力の強化等を行う。

967
チームオレンジの取
組数20件

9月 10月

■認知症サポーター養成講座

プラチナサポーター2期生ステップアップ研修

■認知症カフェ

■認知症SOS模擬訓練

■見守り愛ネット

企画会議・研修等
● ● ●● ● ● ●

●

● ● ●

■認知症初期集中支援チーム

■のうKNOW

■GPS・見守りｼｰﾙ

■チームオレンジ活動（認知症当事者・家族、プラチナサポーター、認知症地域支援推進員）

連

携

⇒認知症サポーター養成講座・のうKNOW 市民向け実施

⇒石炭記念館ライトアップ、広報うべ掲載

⇒図書館やあんしん事業所、商業施設での啓発活動 ほか

行事等への参加・協力。活動団体の情報交換会を実施。

■地域包括支援センター

早期の相談・家族の支援体制強化（認知症カフェ開設・開催支援等）、地域見守り体制構築の支援、チームオレンジの構築

15 



課　方　針　書 16

当初予算額(千円) R4年度目標

新卒就職者のみならず転職・復職就職者も対象とした介護職等への就職を支援するとともに、次世代に介護職の魅力を届けるために、
中高生を対象に介護職理解促進授業を実施し、福祉・介護職を目指す人材の確保に取り組む。

1,632
介護人材の確保人

数（累計）53人

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

1

介護人材確保対策事業
宇部市における令和8年度の介護人材の不足数は317人と推計される。介護人材の確保は国・県・市がそれぞれ施策を展開しており、
市としては不足数の1/3の確保を目標に取り組むため、105人を目標値として取り組む。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載）

うち一財 0

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

■中高生に向けた介護職理解促進授業・パンフレット配布の実施

■介護職等就職支援助成金

報道発表

申請受付・助成金交付

実施内容検討

授業実施

（上宇部中）
授業実施

（藤山中）

授業実施

（厚東川中）

授業実施

（宇部鴻城）
効果検証（アンケート等）・次年度準備

広報掲載学校・事業所周知 学校・事業所周知

JOBフェアパンフレット配布

福祉合同就職説明会

中高生の介護職への「興味・関心・理解」促進

実施内容検討

16 



課　方　針　書 17

課の果たすべき責務、存在理由

市民ががん検診の受診の必要性を認識し、受診行動を行う
ための効果的な受診勧奨方法を確立し、がんの早期発見・
早期治療につながる。

健康づくり人材登録者数 R8
284人（新規）

1,150人（累計）
111人（新規）
866人（累計）

60人（新規）

身近な人から口伝えで健康情報を伝え共に実践すること
で、これまで健康情報が届かなかった市民（健康無関心層
を含む）が健康づくりに取組むことで実践者のすそ野が広が
る。

運動や食事等の健康行動を実践する人が増え、健康意識
が高まり、生活習慣病の発症及び重症化、フレイル等が予
防される。

はつらつ健幸ポイント登録者数 R5
4,800人（新規）
9,600人（累計）

1,268人（新規）
3,966人（累計）

2,400人（新規）
健康無関心層がウオーキング等の実践や体組成の計測に
より、運動や自身の健康データに関心を持ち、生活習慣の
改善が促される。

目標・成果指標
目標
Ｎｏ

目標
年度

目標値
R4年度末
の目標値

計画種別

49.1% 50.0%

4

個別計画

1

3

第五次総合計
画

がん検診受診勧奨事業実施地区数 R5
20地区（新規）
24地区（累計）

ー 4地区（新規）

第五次総合計
画

2

生活習慣改善（運動・食事等）の取組を実施
している人の割合

R8 54.0%

1　課の使命

年度 課名 課長名

R4 健康増進課 神代　克徳

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

SDGs

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

R3年度末の
実績見込値

市民が生活習慣病の発症・重症化及びフレイル・介護を予防できるよう各種保健事業を実施するとともに、関係機関・団体等との連携・協働・共創により、健康づくりの活
性化、心身の健康づくり、地域の健康づくりに取り組み、市民一人ひとりの健康づくりが生活の中で習慣化し、家庭や地域社会に広がり、次世代に伝えていく「健康文化」
のあるまちづくりを推進する。

17 



課　方　針　書 18
3  共創･連携に向けたステークホルダー

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

2月4月 5月 6月 3月11月 12月 1月7月 8月 9月 10月

事業スケジュール

うち一財 129

健康づくり人材、地域コミュニティ、地元スポーツ団体、医療関係団体、事業者、教育機関など

目標№

1

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

295

事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

生活習慣改善の取
組を実施している人
の割合　50%

・令和2年度医療費は、循環器疾患（高血圧、心疾患）によるものが最も多い。（国保12.8％、後期高齢19.9％）
・令和元年度死亡率は、塩分の過剰摂取が原因となる疾病（心臓病、脳血管疾患）が、がんに次いで多い。（R1やまぐち健康マップ）
・1日の塩分摂取量基準：男性7.5g未満、女性6.5g未満(厚生労働省)　⇒　山口県：男性10.7g、女性9.1g（H27県民健康栄養調査）
・市民アンケート調査結果（R3年4月実施）
　　塩分の多い料理を控えることを意識する人の割合　（H28）41％　⇒　（R3）36％
　　野菜の摂取を心がけている人の割合　　（H28）67％　⇒　（R3）58％

減塩と野菜の適量摂取のためのレシピや視覚に訴えるチラシを作成し、スーパー、大型商業施設、プロスポーツのイベント等において、
地域団体や企業、食生活改善推進員等と連携し、重点的に啓発を実施する。また、レシピ調理体験談やヘルシーメニューの購入、体験
型のイベントや地域学習会の参加に対して、はつらつ健幸ポイントを付与する。

「へら塩ベジうべ作戦」推進事業
※へら塩ベジうべ作戦：減塩と野菜の適量摂取を
全市的に推進する。

≪年間≫視覚に訴えるチラシを活用した啓発 （店舗・サロン・育児サークル等）

ヘルシーメニューの周知及びはつらつ健幸ポイント付与

【 取組のポイント 】
◆健康づくり人材の活用
≪食生活改善推進員≫

・地域での料理講座
≪母子保健推進員≫

・赤ちゃん訪問での啓発
≪健幸アンバサダー≫

・口コミや地区活動

◆企業等と連携

≪地元プロスポーツチーム≫

・ホームゲームでの啓発

≪生命保険会社≫

・図書館での啓発

≪大型商業施設・スーパー≫

・啓発イベント、店舗啓発

●レシピ集配布・報道発表

レシピ募集（広報等） レシピ調理体験談募集 ●体験談公表

●店舗啓発 ●店舗啓発●店舗啓発●店舗啓発

減塩と野菜摂取のレシピ集

減塩と野菜摂取の体験の場

審査・試作

≪体験型の取組例≫

■小学校でのへら塩ベジうべ授業

■育児サークルでの味覚チェック

■地区での料理教室

■スーパーでの「ベジチェック」

全地区へ波及

取組共有

●健康づくり学習交流会

（住民同士の取組共有の場）

●アンケート ●効果検証

生活習慣アンケート

↓
健康づくり計画指標と比較

●ホームゲーム啓発 ●啓発イベント

レシピ集作成

へら塩ベジうべチラシ 活
用
・
Ｐ
Ｒ

地区担当保健師等による地域への普及支援

活
用
・
Ｐ
Ｒ

●アンケート ●効果検証

生活習慣アンケート

↓
健康づくり計画指標と比較

18 



課　方　針　書 19

【はつらつ健幸ポイント】募集4/28～12/28

【個別運動プログラム】募集5/13～6/20

2

当初予算額(千円)

健康無関心層等を対象にした「はつらつ健幸ポイント」や運動習慣のない方、生活習慣病のある方等を対象にした「個別運動プログラ
ム」を実施。新規参加者の集客を強化するとともに、参加者の運動習慣の定着を図り、健康寿命の延伸につなげる。また、次年度以降
の方向性について早期に検討を開始し、１０月を目途に方向性を決定する。

健康寿命延伸プログラム推進事業
（はつらつ健幸ポイント・個別運動プログラム）

11月

うち一財 12,956

事業スケジュール

8月 9月

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載）

5月 6月 7月 10月4月 12月 1月 2月

健幸ポイント登録者
数　2,400人（新規）

令和1・2年度事業の実績評価から、参加者1人当たりの扶助費（医療費＋介護給付費）の抑制効果、参加者の平均歩数が1日当たり約
1800歩増加、個別運動プログラム参加者の体力年齢が平均5.9歳若返り、約8割の参加者が市の運動事業に初めて参加し、運動に取り
組む人が増えるなどの成果が得られている。

R4年度目標

91,460

3月

目標№ 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）事業名

地元チームによる地区巡回等の集客強化活動

参加説明会（6/7～8/8）計5回

地区だより・地区イベントで周知

●チラシ全戸配布、健康経営認定事業者（45者）・介護事業者（約60者）へ募集案内

●測定拠点1か所増設 ●測定拠点2か所移設

●広報5月号募集

日
本
ト
ッ
プ
リ
ー
グ

地
元
チ
ー
ム
連
携
事
業

●チラシ配布（200か所）

個別運動プログラム実施（７事業者へ委託）

●新規指導者研修 ●フォローアップ研修 ●指導者意見交換会

バーチャルウオーキングラリー バーチャルウオーキングラリーバーチャルウオーキングラリー

●チラシ市内班回覧

●先行参加説明会

次年度以降の方向性検討（事業費抑制対策検討等）

次年度以降の方向性検討（プラットフォーム構築等）

方向性決定

事業設計

予算措置

次年度事業の準備（関係者との調整等）

方向性決定

事業設計

予算措置
次年度事業の準備（関係者との調整等）

19 



課　方　針　書 20

【受診予約システム構築】

がん検診受診勧奨
実施地区数　4地区

（新規）

科学的に有効性が証明されたがん検診を実施。検診で発見されるがんの約6割は治癒の可能性が高い早期がん。行動科学的アプロー
チ（ナッジ理論）に基づくがん検診受診勧奨の実証実験を行い、受診への行動変容を促すための手法を確立。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載）

事業実施のエビデンス

当初予算額(千円) R4年度目標

がん検診受診勧奨強化事業

5,963

うち一財 5,963

事業名

7月 8月 9月 10月 11月 2月5月 6月 12月 1月 3月4月

目標№

3

がんの早期発見・早期治療に向けて、集団及び個別のがん検診を実施。大学との共同研究により、行動科学的アプローチ（ナッジ理論）
に基づくがん検診受診勧奨のモデル実施と簡単な手順で申込み可能な予約システムの構築を行い、がん検診受診率の向上に有効な
手法を確立する。

事業スケジュール

がん検診実施（4/1～12/20） 総合集団健診15回（内、女性限定日4回）、地区巡回52回、個別検診（医療機関）随時実施

【受診勧奨モデル地区実施】

結果解析、手法確立

次年度の事業設計

予算措置

●未受診対象者に個別勧奨通知発送

対象者：がん検診受診

次年度の全地区実施に向けた準備

●開発協議 予約システム試行運用 試行運用による課題抽

出・改良・再試行運用

●受診券発送 ●がん検診受診啓発ちらし全戸配布

●無料クーポン券発送

●Ｒ3受診者情報解析

●勧奨方法協議・決定

●モデル地区（4か所）設定・比較対象群設定

予約システム構築

●個別勧奨通知作成

実証実験期間

●市ウェブサイトでの取組周知

集団検診でアンケート実施（予約動機等）

●大学からの報告書受理

●無料クーポン未利用

者へ勧奨はがき発送

次年度のシステム運用向けた準備

20 



課　方　針　書 21

9月 3月12月

健康づくり人材登録
者数　60人（新規）

11月

健幸ポイント事業参加者約2,700人のうち、574人（21.3％）が健幸アンバサダーからの口コミで参加（Ｒ３年9月時点）しており、身近な人
からの声かけが健康づくりのきっかけになっている。地域で気軽に健康づくりに取り組む環境を作るため、地域での健康づくり活動の担
い手となる人材を育成し、活動の広がりとネットワーク化を進めることが必要。

健康づくり人材の増加を目指し、健幸アンバサダー養成講座を実施する。養成講座は、学生でも参加できる日曜日開催やリモートによる
複数会場での開催など、希望者が参加しやすい講座とする。
また、健康づくり人材の取組の活性化を図るため、これまで中心部のみで開催していた健幸アンバサダーの定例会を西部と東部でも開
催するとともに、活動の場を広げるため、地区担当保健師が地区の健康課題に応じて人材のマッチングを実施する。

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月

416

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

4

健康づくり人材登録推進事業

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

1,413

うち一財

10月 1月 2月

●養成者の登録→健幸アンバサダー定例会への参加

●第2回●第1回

●第2回 養成講座（専門学校を含む2会場開催）

【健幸アンバサダー養成講座】

●第1回 養成講座（日曜日開催・リモートによる2会場開催）
●専門学校との協議（対

象者、公開講座検討等）

●ＳＷＣ協議会との協議

受講者募集

●地域での開催方法協議

【健幸アンバサダー定例会（保健センターほか）】

●第3回(西岐波） ●第6回●第4回 ●第5回 ●第7回 ●第8回（厚南） ●第12回●第10回 ●第11回●第9回

人材の育成

人材の活用 （健幸アンバサダー・食生活改善推進員・健康づくりサポーターなど）

住民の主体的な健康づくりを牽引する

リーダー的存在として活動

地区担当保健師等がコーディネート （各地区の健康課題に応じた人材のマッチング）

■健康情報の口コミ（年4回配布のアンバサダー通信を活用）

■地域のサロンなど、通いの場での活動（保健事業と介護予防の一体的実施）

■へら塩ベジうべ活動への参画

■各地区の健康づくり事業への参画

■健康づくりワーキンググループへの参加

≪定例会の主な活動内容≫

■ アンバサダー同士の活動共有 ■がん啓発物の作成 ■「へら塩ベジうべ」推進意見交換会など

活動に生かす
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課　方　針　書 22

課の果たすべき責務、存在理由

1　課の使命

SDGs

市民が休日や夜間の急病に対し、いつでも安心して適切な初期救急医療を受けられるよう休日・夜間救急診療所の安定的な運営に取り組むとともに、宇部・小野田保健
医療圏の関係機関が連携し二次救急医療体制の維持を図る。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

年度 課名 課長名

R4 地域医療対策室 川崎　幸江

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

1 救急搬送における軽症者の割合（暦年）
第五次総合計
画

R8
25.5%
(年）

26.8%
（年）

27.5%
（年）

市民が軽症時の救急医療の適正受診について理解し、適
正利用ができる。

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

3

2

4

5
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課　方　針　書 23
3  共創･連携に向けたステークホルダー

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

●社会連携講座設置 ●WEBコンテンツ作成

●調査・研究

●小児救急部会設置 連携 連携 連携 ●公表・周知 連携 ●成果報告

●事務協議 ●小児救急部会 ●部会 ●部会 ●部会 ●部会 次年度計画

（課題確認・意見交換） （進捗・分析・意見交換） ●次年度予算確保

●方針伺 ●議会報告 ●広域化開始 ●12月補正（歳入・歳出）

●診療所運営協議会 ●診療所運営協議会 ●診療所運営協議会

●小児救急医療広域化検討会へ報告 　　（山陽小野田委員加入）

●広域救急（二次救急）医療対策協議会へ報告 ●

●事務協議（負担金等） ●事務協議（協定書等） ●事務協議 ●救急月間啓発活動　 広域化

（○山陽小野田市条例改正・予算補正） ●周知活動（＃8000）子育てメール ●周知活動（＃8000）子育てメール 負担金収入

医師会、歯科医師会、薬剤師会、山口大学医学部、診療所従事者、二次救急医療機関、山口県、山陽小野田市、美祢市

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

研究テーマ

うち一財 1,470 1

1

小児救急医療対策事業
山口大学医学部における時間外及び日祝日の小児救急受診者のうち、約56％が軽症者という現状から、大学の専門的な知見を活か
し、予防医療や健康づくりによる病児発生の抑制、小児救急患者の受入体制等を研究することで、適正受診の推進、医師の負担軽減及
び小児救急医療の安定運営につなげる。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

山口大学医学部に対し、社会連携講座「小児救急地域医療学講座」による宇部・小野田保健医療圏の小児救急医療に係る現状の調
査・分析及び課題解決等に関する研究を委託する。本委託では、医師会など関係機関との協議の場「小児救急部会」を設け研究成果を
活用し小児救急医療のありかたを検討する。

12,000

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

うち一財 0 2

事業スケジュール

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

日祝日の小児科一次救急について、山陽小野田市の休日急患診療所での診療を休止し、本市の休日・夜間救急診療所での診療に統
合することで広域化を図る。本市小児科医11人及び山口大学医学部小児科医に加え、山陽小野田市の2人も出務可能とすることで、広
域での小児救急の診療体制を構築する。

107,086 両市出務医師確保

5月 6月 7月 8月 9月 10月

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

4月

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月

1

休日・夜間救急医療確保事業
医師の高齢化や若手医師の不足、医師の働き方改革の影響を受け、今後ますます休日診療所の体制維持が困難な本市と山陽小野田
市で、小児初期救急の広域化を行うことにより、小児科医の診療所出務は、現状1人当たり年間14.7回の出務が13.2回に軽減、山口大
学医学部の小児科医も山陽小野田市への日祝日出務（年間24日9時～17時）が負担軽減され、初期救急医療体制維持につながる。
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●実態把握 ●個別ヒアリング等 ●広域救急（二次救急）医療対策協議会 ●広域救急医療対策協議会

●県との協議 ●検討会議 ●検討会議

●課題抽出 ●参考事例等調査 ●次年度予算確保 ●次年度体制協議・決定

●救急月間啓発活動　

（かかりつけ医やかかりつけ薬局の周知啓発）

●周知活動（#7119）地産地消フェア ●周知活動（#7119）マグネット世帯配布

　

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

輪番・サポート病院

うち一財 14,618 現状維持

1

二次救急医療体制再構築事業
宇部・小野田保健医療圏域内の二次救急医療として12の救急告示病院が病院群輪番制を実施しているが、各病院の医師不足により輪
番継続が困難となっており、負担軽減のための対応策が急務である。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

各輪番病院及びサポート病院の実情を把握し、課題の抽出、県及び他自治体の参考事例等を調査のうえ、輪番病院の継続に向けた対
応策を協議・検討する。並行して、救急安心センター（＃7119）の活用促進を図る。

59,664

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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課の果たすべき責務、存在理由

3  共創･連携に向けたステークホルダー

1　課の使命

SDGs

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することで、安心・安全に活動できる市民の暮らしを一日も早く取り戻す。このため、県や医療機関等と連携・協力し、速やか
に3回目・4回目接種ができるよう万全の体制を整備し接種を推進する。また、新たなウイルス株の発生により、今後も感染拡大が懸念される中、感染状況を注視しながら、
地域外来・検査センターにおける新型コロナウイルス検査の安全かつ迅速・スムーズな検査体制の充実を図る。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

年度 課名 課長名

R４ 新型コロナウイルス感染症医療対策室 牧 田 晶 生

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

1 新型コロナワクチン接種の推進（接種率） R4
3回目接種率

80%
（12歳以上）

初回接種率
82.2%

（5歳以上）

3回目接種率
80%

（12歳以上）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止、および重症
化を予防することで、市民が安心して暮らせる生活を取り戻
す。

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

感染状況に応じた
検査の継続実施

有症状者で感染が疑われる者へ行政検査として推奨される
PCR検査を迅速・スムーズに実施し、感染の拡大防止を図
る。

3

2
新型コロナウイルス検査の継続実施
　（地域外来・検査センターでの新型コロナウ
イルス検査件数）

R4
感染状況に応じた
検査の継続実施

R3年度：252件

　山口県、宇部市医師会、宇部薬剤師会
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4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

うち一財 0

事業スケジュール

1

新型コロナワクチン接種事業
R3年度は、市民が集団免疫を獲得することを目的に接種対象者の70％を接種目標とし、R3年度末の接種率は87.8％と達成した。追加
接種（3回目）は、副反応・交互接種への不安から3回目接種をためらう人が一定数はいると考え、R4年度は3回目接種対象者の80%を接
種目標とする。

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

ワクチン接種に関する県や医療機関等との調整を行い、市民が安心・安全に接種できるよう万全の体制を整備するとともに、効果的な
周知を実施しながら、接種を推進する。

491,332

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月

－

18歳以上
123,000人

（1・2回目接
種完了者）

85,366人

3回目接種率
　　80%

　（12歳以上）

6月 7月 8月 9月

接種対象者

対象年齢 対象者数
接種完了者
（R4/3月末）

1・2回目 5歳～１１歳 9,700人 6人

4回目 未定 －

3回目

12～17歳
6,000人

（1・2回目接
種完了者）

0人

● 広報5月号

3回目接種（12歳～17歳）

● 広報7月号

4回目接種（高齢者）

● 広報8月号

4回目接種（65歳未満）

◇接種券送付

◇5歳～11歳 （１・２回目）

◇接種体制

◇12歳以上 （3回目）

● 国・県の動きにより接種体制を整える。

● 5月～9月に5歳の誕生日を迎えるお子さん500人には誕生月の前月に発送

● 11月以降の1・2回目接種完了者には接種後6カ月を迎える

前の月に発送

◇5歳～11歳 （１・２回目）

● 個別接種 ： 市内の小児科医療機関（9か所）

◇12歳以上 （3回目）

● 個別接種 ： 市内の医療機関（97か所）

◇4回目接種

●7/31

集団
●4/9

集団

●4/30

集団

●6/12

集団
●5/29

集団

● 予約者数の減少により

集団接種を検討

● 集団接種
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13,466  感染状況に応じた
 検査の継続実施うち一財 0

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2

新型コロナウイルス地域外来・検査センター
事業

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

宇部・山陽小野田医療圏の医師会と連携・協力し、「宇部地域外来・検査センター」で有症状者で感染が疑われる者等への迅速・スムー
ズな検査を実施し、感染の拡大防止を図る。

1月 2月 3月

〇 盆の対応 〇 年末年始の対応

● 大型連休中は休日・夜間救急診療所と連携し、臨時の検査体制を検討する

● 今後の感染拡大に備え、PCR検査を継続実施（週3日月・水・金）
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課の果たすべき責務、存在理由

・重複・頻回受
診指導数10人、
糖尿病未治療
者指導数240人
・通いの場にお
ける市プログラ
ム実施団体6圏
域15団体

後期高齢者が適切な医療を受けることに繋がり、重複頻回
受診者が減少している。
　通いの場のメニューを充実することで、運動習慣や正しい
知識の普及につなげフレイルを予防する。

3
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な
実施

R4

対象　後期高齢
者
・重複・頻回受
診指導数10人、
糖尿病未治療
者指導数240人
・通いの場にお
ける市プログラ
ム実施団体6圏
域15団体

・重複・頻回受
診指導数7人
・通いの場にお
ける市プログラ
ム実施団体4圏
域6団体

1
国民健康保険料（現年度分）の収納率の
向上

個別計画 R4 94.72% 93.29% 94.72%
　国民健康保険被保険者一人ひとりの状況に応じた計画的
な納付を進めることで収納率を高め、国民健康保険制度の
安定的な運営に繋げる。

2
特定健康診査の受診率の向上 及び 特定
保健指導の実施率の向上

第五次総合計
画

R8

・特定健診
　受診率：45.0%
・特定保健指導
　実施率：45.0%

・特定健診
　受診率：32.0%
・特定保健指導
　実施率：24.0%

・特定健診
　受診率：35.0%
・特定保健指導
　実施率：29.0%

　国民健康保険被保険者が特定健康診査を受診し健康状
態の把握に努め特定保健指導を受けることで、生活習慣改
善のための行動変容に繋げ健康な毎日を過ごすことができ
る。

2　課の目標　　前期実行計画及び総合戦略の目標、その他個別計画や課の使命等に基づく目標

目標
Ｎｏ

目標・成果指標 計画種別
目標
年度

目標値
R3年度末の
実績見込値

R4年度末
の目標値

目標達成に伴うアウトカム
（市民サービスやまちづくりへの影響、1年後の状況等）

年度 課名 課長名

R4 保険年金課 玉泉　信寛

1　課の使命

SDGs

・市民が適切な医療の提供を受けられるよう、社会保障制度の中核である国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度を健全かつ安定的に運営する。
・市民が生活習慣病の予防・早期発見やフレイル予防を図ることで、市民の健康寿命が延伸するよう健康関連業務を推進する。
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課　方　針　書 29
3  共創･連携に向けたステークホルダー

4  課の目標・アウトカムの達成に向けた取組とスケジュール

5月 6月 7月 8月 9月 10月

現年度分収納率

うち一財 0 94.72%

1

保険料収納率向上特別対策事業 該当なし（義務的事業）　※国民健康保険法

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・早期の納付勧奨、催告等による新規滞納者の抑制（納付管理）
・コンビニ収納、スマートフォン決済など納付環境の充実
・新型コロナウイルス感染症による保険料減免措置の周知・啓発
・財産調査に基づく滞納処分（差押又は執行停止）の強化
・生活相談サポートセンター等の関係機関との連携による滞納者へのサポート

10,134

11月 12月 1月 2月 3月

事業スケジュール

4月

医師会、社会福祉協議会、地域包括支援センター、各医療専門職（歯科医師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、生活相談サポートセンター等）

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

◆再任用職員による電話勧奨・訪問調査等（現年度分）

●電話勧奨、訪問調査の効果分析・次年度計画

●滞納整理 （文書催告、電話催告等による丁寧できめ細かい対応を実施）

＜滞納発生 ⇒ 短期被保険者証交付 ⇒ （資格証明書交付） ＞ ※状況未把握滞納者には短期被保険者証交付

◆新型コロナウイルス感染症における保険料減免措置（対象期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

●納入通知書送付時に周知チラシを同封（6月）

●滞納整理のための財産調査（金融機関、生命保険会社に照会）の強化 ⇒ 執行停止 または 差押

＜督促状発送 ⇒ 文書催告、電話催告 ⇒ 窓口相談、電話相談 ⇒ 財産調査 ⇒ 執行停止 ＞

●執行停止（8月） ●執行停止（12月） ●執行停止（3月）
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事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2

特定健診・特定保健指導事業 該当なし（義務的事業）　※高齢者の医療の確保に関する法律

35.0%

うち一財 0

目標№ 事業名 施策的事業実施のエビデンス（管理的、義務的事業は記載不要）

・実施率

29.0%

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・個別健診及び総合集団健診による特定健診の実施（受診券の一体化等）
・AIを活用した受診履歴等の分析に基づく受診勧奨通知の送付　（受診券機能の付与）
・SMSによる受診勧奨の開始（携帯電話番号活用）
・脳ドックの実施（要精密検査対象者への受診勧奨）
・医療機関との連携による診療データの活用制度の推進（診療データを健診データに振替）
・民間委託による特定保健指導の実施（未利用者調査 及び 利用勧奨等含む）

147,468
・受診率

1月 2月 3月

【特定健康診査の実施（受診期間（4/1～12/20）、総合集団健診（14回）】
◆特定健康診査の受診啓発（市全体）

●広報うべ掲載（4月、集団健診時）●納入通知書に勧奨チラシ同封（6月） ●広報うべ掲載（10月、再勧奨）

◆各地区での受診啓発（随時）

●「地区だより」への掲載（随時）

● 健康増進課（地区担当）から各地区のサロン・各種団体の会合や行事等で受診啓発を実施

◆特定健康診査関連する事業

●脳ドックの実施（受診期間 5/中～3/31）

●脳ドックで要精密検査対象者への電話勧奨⇒随時

●診療情報提供事業（診療データ活用によるみなし健診）

【特定保健指導の実施（実施期間（6月頃～3/31）※民間委託業者 及び 実施医療機関 】
◆特定保健指導の充実（随時）・・・民間委託業者により効果的に特定保健指導を実施

◆特定保健指導未利用者対策（随時）・・・未利用理由調査 及び 保健指導利用勧奨

◆生活習慣病予防における保健指導（随時）・・・民間委託業者による訪問指導等

【事業評価】 ●中間評価 ● 最終評価

「特定健診」及び「保健指導」における各種実施率

向上の取組を中間評価・分析し、次年度の計画・

予算に反映させる。

●SMSによる受診勧奨（未受診者に対して発信、10月頃）

●AI活用による勧奨通知(受診券機能付与、5月)●AI活用による勧奨通知(受診券機能付与、8月)●AI活用による勧奨通知(受診券機能付与、11月)

（連携会議：2ヵ月に1回）

「特定健診」及び「保健指導」における各種

実施率向上の取組を最終評価・分析し、次

年度の計画に反映させる（計画の調整等）。

●医療機関からの診療データを活用（対象者情報を医療機関に提供）
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重複頻回受診者　 　10名

糖尿病未治療者　　240名

●庁内連携会議
（次年度の方向性
検討（予算に向け
て））

事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
●庁内連携会議
（実施サロン進捗
状況共有・評価）

●庁内連携会議
（各課事業報告）

●庁内連携会議
（実施サロン進捗
共有・評価）

●庁内連携会議
（年度評価）

●庁内外全体
会議（市の課題
共有）

●庁内外全体
会議（評価）

1月 2月 3月

【ポピュレーションアプローチ】

　プログラム新規実施

　6圏域15箇所

うち一財 531
【ハイリスクアプローチ】

3

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実
施事業

該当なし（義務的事業）※医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部改正に基づき実施
　　　　　　　　　　　　　　※後期高齢者医療広域連合からの委託事業

取組内容（共創・連携事業は、共創等のあり方を含め記載） 当初予算額(千円) R4年度目標

・連携体制の構築（広域連合、庁内各課、庁外関係機関（地域包括支援センター、社会福祉協議会、職能団体）
・医療・健診・介護のデータ分析、情報共有、健康課題の解決に向けた方策の検討
・通いの場への医療専門職の積極的関与（ポピュレーションアプローチ）
・重複・頻回受診者、糖尿病未治療者への個別指導（ハイリスクアプローチ）

8,061

●庁内連携会議
（各課課題共有）

●庁内連携会議
（実施サロン打合
せ）

●庁内連携会議
（全体会の意見を
検討）

●庁内連携会議
（方策検討）

●庁内連携会議
（実施サロン進捗
状況共有・評価）

目標№ 事業名 事業実施のエビデンス

【ポピュレーションアプローチ】
◆通いの場（6圏域15箇所）で市プログラムを実施（随時） ※２箇所の通いの場は5月から開始。13箇所の通いの場は時期未定。

実施に向けた打合せ（実施2か月前まで）

⇒市プログラム作成、講師調整（実施１か月前まで）

⇒各通いの場で市プログラムを実施（2ヵ月間、5回）

⇒終了後継続サポート（初回から半年に１回以上） ⇒ 事業評価・分析 ⇒ 次年度サポート計画

【ハイリスクアプローチ】
◆頻回受診者個別指導 ●指導対象者抽出（9月）⇒指導対象者通知⇒訪問指導等（3月末まで）

◆重複受診者個別指導 ●重複選定会議（医師会連携、前年度評価）（10月）

⇒指導対象者抽出（10月）⇒指導対象者通知⇒訪問指導等（3月末まで）

◆糖尿未治療者への個別指導等（随時）（令和3，4年度対象者）

●健診結果から対象者抽出対象者通知⇒電話・訪問指導等⇒事業評価・分析

【事業評価】 ●中間評価 ● 最終評価

「一体的実施事業」における各取組を中間評価・分

析し、次年度の計画・予算に反映させる。

「一体的実施事業」における各取組を最終

評価・分析し、次年度の計画に反映させる

（計画の調整等）。
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