
町民が主体的に健康づくりに取り組む意識を高めます 

● 後期高齢者医療保険加入者の一人あたりの医療費が県平均を上回っている。 

● がん検診受診率は県平均に比べて高い。 

● 平均寿命は男女ともに約80歳に達し、日常生活に支援や介護が必要となる人が増加している。 

   

がん検診の受診率を向上させ 早期発見・早期治療を推進します 

こころの健康 自殺予防の取組を推進します 

● 健康づくりや生きがいづくり、心身の健康増進の啓発 

● 生涯を通じた早期からの健康意識・食生活改善意識の醸成 

● 生涯を通じた高齢期までの口腔ケアの啓発 

● 健康を長く保ち続けるためのフレイル予防 

● 健（検）診受診の啓発や受診率向上対策と体制整備 

● 自ら健康づくりに取り組む意識の醸成 

助け合い健やかに暮らせるまち 

える 支 

 現状と課題  

「健康で生きがいのある暮らしの実現」 に向けた施策の方針  

用語解説  

課 

題 

第６節  政策 「支える」 を推進するための施策 
第３章  

基本計画 

86 第２次筑前町総合計画 ［ 基本計画 ］ 政策  支える 

【1】  健康で生きがいのある 
      暮らしの実現 

※フレイル … 加齢に伴い身体の予備能力が低下し、健康障害を起こしやすくなった状態のこと。 

現 

状 



成果指標  

10年後 

目指す姿 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

こころの健康や自殺予防の普及・啓発、相談体
制が充実している。 

町内における自殺による死亡者数（年間） 

・こころの健康に関する相談体制の強化 

・自殺予防に関する普及・啓発 

現状値  5年後（2024年）目標値 

3人 2人 

健康づくりの意識が醸成され、さまざまな取組
によって健康を維持している人が多くいる。 

ラジオ体操・ウォーキング事業参加者数（年間） 

・健康や疾病予防に関する啓発 

・予防接種の実施 

・地元農産物を積極的に取り入れたバランス 
 の良い食生活の推進 
・乳幼児期からの健康を意識した食生活の 
 推進 
・健康講座や運動教室の実施 

・ウォーキング・ラジオ体操の推進 

現状値  5年後（2024年）目標値 

911人 1,000人 

積極的に健（検）診を受診し、早期発見・早期治療を
心がける町民が増え、生活の質（Quality Of Life: 
QOL）が維持され、医療費抑制にもつながっている。 

大腸がん検診受診率（国保加入者） 

・ライフステージに応じた特定健診・がん 
 検診の受診勧奨 

・関係機関との連携や保健指導による重症 
 化予防の実施 

・口腔ケアの啓発 

・生涯を通じたフレイル予防対策 現状値  5年後（2024年）目標値 

44.8％ 50.0％ 

 施策と成果指標  

施策の内容  10年後目指す姿と成果指標  主な取組  

① 健康づくりの 

  普及・啓発 

  

② ライフステージ 

  に応じた疾病予防 

  ・重症化予防対策 

  

③ こころの健康対策 

  

●（個人）特定健診・がん検診を受診して、自らの健康状態の把握に努めます。 

●（個人）生涯を通じて食事や運動などの生活習慣に配慮し、健康づくりに努め 

     ます。 

◆ 健康づくりに関する情報提供や啓発を行います。 

◆ 健康教育、健康相談、訪問相談（指導）などの充実に努めます。 

◆ 受診しやすい健（検）診体制を整備します。 

◆ がん検診要精密者を医療機関受診につなげます。 

 目標の実現に向けて  

行政が  
努めること 

（役場・関係機関） 

わたしたち  
にできること 

（個人・家庭・地域） 
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健全な食生活を推進し 健康で豊かな人間性を育てます 

● 核家族化やライフスタイルの多様化により、子どもがひとりで食事をする「孤食」や家族がバ 

  ラバラにそれぞれ違うメニューの食事をとる 「個食」 が増え、家族のコミュニケーションの 

     場でもある食卓を家族揃って囲む機会が少なくなっている。 

● 朝食の欠食傾向が低年齢化し、食習慣が乱れ、生活リズムに影響を及ぼしている。 

● メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）予備群が国や県と比較して多い傾向にある。 

おいしくて楽しい学校給食を提供します 

食育をとおして地産地消や家族の絆を考える機会を提供します 

● 各ライフステージの特徴や課題に応じた食育の推進 

● 健全な食習慣の普及啓発 

● 食文化の伝承 

● 生活習慣病対策としての食育の推進 

● 地産地消の推進 

 

「食育の推進」 に向けた施策の方針 

現 

状 

課 

題 

現状と課題  

88 第２次筑前町総合計画 ［ 基本計画 ］ 政策  支える 

【2】  食育の推進 

助け合い健やかに暮らせるまち 

える 支 



成果指標  

10年後 

目指す姿 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

家族揃って食卓を囲むことも食育の一環である
という意識や、朝食習慣の大切さの意識が浸透
している。 

小中学生における毎日朝食をとる子どもの割合 

・ 家庭保育・教育における家族揃っての食 
  事の推進 

・「早寝・早起き・朝ごはん」の啓発 
   

現状値  5年後（2024年）目標値 

世代に応じた食育の大切さの意識が浸透し、さ
まざまな取組によって健全な食生活が保たれて
いる。 

乳幼児健診（1歳6か月児健診）における肥満率 

・乳幼児健診や保育所・幼稚園における幼 
 少期からの食育推進 

・妊婦向け食育指導の充実 

・成人向けの食育の啓発と推進 

・高齢者向けの食育の啓発と推進 
現状値  5年後（2024年）目標値 

16.9％ 17.0％ 

学校給食をとおしてふるさとの恵みについて考
え、食事が健康につながることへの理解が深
まっている。 

学校給食における「和食の日」「食育の日」実
施回数 

・学校内の食育コーナー設置の推進 

・「和食の日」 「食育の日」 の充実 

・学校給食における食物アレルギーへの対 
 応 

・学校給食をとおした地産地消の推進 

現状値  5年後（2024年）目標値 

毎月2回 毎月2回 

 施策と成果指標  

施策の内容  10年後目指す姿と成果指標  主な取組  

① 世代に応じた 

  食育の推進 

  

② 学校給食の充実 

  

③ 家庭における 

  食育の推進 

  

④ 地産地消の推進 

  

成果指標  

10年後 

目指す姿 

町の農産物のＰＲや農産物を取り入れたメ
ニューの紹介を効果的に行っている。 

広報ちくぜんにおける地産地消メニューの紹介
回数（年間） 

・筑前町産の農産物のＰＲ 

・筑前町産の農産物などを積極的に取り入 
 れたバランスの良い食生活の推進 

・伝統的な食文化の継承 

現状値  5年後（2024年）目標値 

小6 93.8％ 

中3 90.5％ 

小6 95.0％ 

中3 92.0％ 

●（個人・家庭）バランスの良い食生活を心がけ、毎日楽しく食事をします。 

●（家庭）毎日できるだけ家族揃って食卓を囲み、楽しく食事をします。 

◆ 乳幼児健診や妊婦向け教室において楽しくて分かりやすい食育指導を行います。 

◆ 充実した学校給食を提供します。 

◆ 筑前町産の農産物を広くＰＲし、その良さをより多くの人に知ってもらえるよう 

  努めます。 

◆ 家族揃って食卓を囲むことの大切さを伝えます。 

 目標の実現に向けて  

行政が  
努めること 

（役場・関係機関） 

わたしたち  
にできること 

（個人・家庭・地域） 

89 第２次筑前町総合計画 ［ 基本計画 ］ 政策  支える 

－ 4回 



妊娠・出産・子育てに関する支援体制の充実を図ります 

● 核家族化など、個人や家庭を取り巻く環境の変化により、不安を抱えたまま妊娠期を過ごした 

  り、周囲から孤立した状態で子育てを行うケースが増えている。 

● 親の就労のために保育所や学童保育の需要が高まっているが、それに対応する人材の確保や、 

  施設整備が追いついておらず、待機児童が増えている。 

● 核家族化などにより、親が身近な人から子育てを学んだり、助け合う機会が減っている。 

● 健診や保育所、学童保育所などで発達障がい児や気になる子に関する相談が増えているが、支 

  援体制が整っていない。 

● 親となる者が親としての自覚を持ち成長するための 「親育ち」 に対する支援や環境づくりが求 

  められている。 

● 虐待に関する通報や相談が増加傾向にある。 

仕事と子育てが両立できる環境を整備します 

地域全体で子育てを支援する体制づくりに努めます 

● 切れ目のない子育て支援体制の充実 

● 母子保健事業の充実 

● 子育てしながら働くことができる環境の整備や多様な働き方の推進 

● 保育所・学童保育所の施設整備と保育士・支援員の人材確保 

● 発達障がい児や気になる子の支援体制の整備 

● 次代の親となる中学生や、まもなく親になる人を対象とした 「親になるための教育」 の推進 

● 地域による子どもの見守り活動や虐待防止の啓発と、関係機関との連携強化による子どもの安 

   全確保 

 

「切れ目のない子育て支援」 に向けた施策の方針 

課 

題 

現状と課題  

用語解説  

90 第２次筑前町総合計画 ［ 基本計画 ］ 政策  支える 

【3】  切れ目のない 
       子育て支援 

※のびのび発達相談 … 子どもの発達に関して心配なことや困っていることなどを相談する窓口。 
臨床心理士が子どもの日常の様子を聞いたり、観察したりして、発達を支援するためのアドバイスや対
応についての検討などを行う。 

※パパママ教室 … 妊婦とその家族向けに町が開催する教室で、妊娠中と出産後の心と身体についての講話や赤ちゃんのお
世話の仕方、まわりでサポートする人の心構え、妊娠中と出産後の栄養についての講義などを行う。 

助け合い健やかに暮らせるまち 

える 支 

現 

状 



●（個人）子どもを育てる責任の重さや命の大切さについて考えます。 

●（地域）地域の子どもに関心を持ち、安全で健やかな成長を見守ります。 

●（個人・家庭・地域）子どもの人権を尊重し、虐待をしない、見逃さない意識を持 

           ちます。 

◆ 妊娠や出産、子育てに関わる人の不安感や負担感が軽減され、親となる自覚と責 

  任を持ちながら楽しく子育てができる環境づくりに努めます。 

◆ 仕事と子育てが両立できる環境の整備を推進します。 

◆ 個人・家庭・地域・行政が一体となって子どもの安全確保に努めます。 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

10年後 

目指す姿 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

10年後 

目指す姿 

成果指標  

成果指標  

10年後 

目指す姿 

妊娠や子育てに関する体験・講座などが充実
し、早い段階から子どもを育てることや親にな
ることについて考える機会がある。 

パパママ教室参加者数（年間） 

・性に関する保健教育の実施 

・中学生の保育体験 

・妊婦やその家族を対象とした講座の開催 

・子育てに関する講座の充実 

現状値  5年後（2024年）目標値 

70人 100人 

成果指標  

関係機関と連携し、虐待・いじめの早期発見と
情報共有、見守りの体制が整っており、子ども
を守るために必要な支援につながっている。 

  個別ケース検討会議開催件数（年間） 

・地域における見守り体制の充実 
・児童虐待防止の啓発や関係機関との連携 
 強化 

・虐待・いじめの被害にあった子どもの保 
    護と支援 

現状値  5年後（2024年）目標値 

41件 50件 

小規模保育事業や企業主導型保育事業など、待
機児童解消に向けた取組により、待機児童問題
で悩む人が減っている。 

町内保育所・学童保育所における待機児童数
（年度当初） 

・小規模保育事業や企業主導型保育事業の 
   推進などによる待機児童対策の強化 

・学童支援員の確保や施設整備などによる 
 学童保育所の待機児童対策の推進 

・アクティブシニア による保育所などでの業 
 務補助の推進 

現状値  5年後（2024年）目標値 

47人 25人 

乳幼児健診などでの早期発見や専門機関との連
携体制が整っており、発達障がい児や気になる
子とその家族の支援体制が充実している。 

のびのび発達相談件数（年間） 

・乳幼児健診での早期発見と専門機関との 
 連携 

・気になる子とその保護者の支援体制の充 
 実 

・関係機関との連携強化 

・発達相談センター設立の検討 現状値  5年後（2024年）目標値 

54件 59件 

「妊娠・出産・子育て相談センタ―」や「子育
て支援センター」、「こども未来センター」の
相談・連携体制が充実し、子育てに悩む人の問
題解決や支援に役立てられている。 

子育て支援センターにおける相談・支援対応件数（年間） 

・「妊娠・出産・子育て相談センタ―」や 
 「子育て支援センター」、「こども未来セ 
  ンター」による支援体制の充実 

・ 妊娠・出産・子育ての各ステージに応じ 
  た支援情報の提供 

・ 母子保健事業の充実 
現状値  5年後（2024年）目標値 

966件 1,170件 

妊婦健康診査費用や子ども医療費、ひとり親に
関する助成制度などが維持され、子育て支援に
役立てられている。 

町の幼少人口（0～14歳）の割合 

・妊婦健康診査費用助成制度の推進 

・子ども医療費、ひとり親家庭等医療費の 
 助成 

・児童手当・（特別）児童扶養手当制度の 
 周知 

・幼児教育・保育の無償化の対応 

・家庭保育への支援制度（町単独）の検討 

現状値  5年後（2024年）目標値 

13.8％ 14.0％ 

 施策と成果指標  

施策の内容  10年後目指す姿と成果指標  主な取組  

① 子育て支援ネット 

  ワークの充実 

  

② 子育て支援策の 

  推進  

  

③ 子育て世代の 

  就労環境の整備 

  

④ 発達障がい児や 

  気になる子の支援 

  

⑤ 「親になるための 

   教育」 の推進 

  

⑥ 子どもの安全と 

  人権の確保 

  

 目標の実現に向けて  

行政が  
努めること 

（役場・関係機関） 

わたしたち  
にできること 

（個人・家庭・地域） 
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地域包括ケアシステムを推進します 

● 高齢者人口の増加に伴い、高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世帯が増加している。 

● 要介護者の増加やそれに起因する介護給付の増加、介護人材の育成と確保、認知症対策など、   

  さまざまな課題が顕在化している。 

● 高齢者やその家族を取り巻くライフスタイルやニーズが多様化しており、さまざまなケースを 

  想定した高齢者福祉の支援体制の確立が求められている。 

交流と活動の場を広げ 高齢者の生きがいづくりを推進します 

充実した在宅福祉サービスにより 高齢者やその家族の生活を支援します 

● 地域包括ケアシステムの深化・推進 

● 高齢者の生きがいづくりや仲間づくり、地域における高齢者を支え合う体制づくりの支援 

● 高齢者の社会参加、就労機会の創出と拡充 

● 在宅福祉サービスの充実 

 

「高齢者福祉の充実」 に向けた施策の方針 

課 

題 

現状と課題  

用語解説  

92 第２次筑前町総合計画 ［ 基本計画 ］ 政策  支える 

【4】  高齢者福祉の充実 

※地域包括ケアシステム … 介護が必要になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療・介
護・住まい・生活支援が一体的に提供されること。 

※在宅福祉サービス … 見守り・生活支援システム、配食サービス、介護用品給付事業、在宅介護者リフレッシュ事業な
どのこと。 

助け合い健やかに暮らせるまち 

える 支 

現 

状 



成果指標  

10年後 

目指す姿 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

介護を必要とする人やその家族の生活を支援す
るサービスが提供できている。 

在宅福祉サービスの利用者数（累計） 

・見守り・生活支援システムの提供 

・配食サービスの提供 

・介護用品給付事業の実施 

・在宅介護者リフレッシュ事業の実施 

現状値  5年後（2024年）目標値 

269人 330人 

地域住民・医療・介護などの関係機関、民間事業者な
どと連携し、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを可
能な限り人生の最期まで続けることができている。 

要介護（要支援）認定率 

・地域包括支援センターの安定した運営 

・包括的支援事業の推進 

・認知症施策の推進 

・在宅医療・介護連携の推進 

現状値  5年後（2024年）目標値 

15.3% 16.0% 

高齢者が就労や社会活動に積極的に取り組むこ
とができる環境が整っている。 

シルバー人材センターやボランティアなどで活
躍している高齢者の数（累計） 

・高齢者の地域活動や生きがい就労を行う 
 各種団体への支援 

現状値  5年後（2024年）目標値 

415人 490人 

 施策と成果指標  

施策の内容  10年後目指す姿と成果指標  主な取組  

① 地域包括ケアシステ 

   ムの深化・推進 

  

② 高齢者の生きがい 

  づくり 

  

③ 在宅福祉サービス 

  の充実 

  

●（個人）いつまでも地域で楽しく暮らしていけるよう、さまざまな社会活動に積 

     極的に参加します。 

●（個人）自分でできることは自分で行い、地域の中で自分ができることをやって 

     みます。 

●（地域）近所の一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯などを日頃から気にかけ 

     ます。 

◆ 可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが 

  できるよう、地域包括ケアシステムを推進します。 

◆ 生きがい就労やボランティア活動を支援します。 

 目標の実現に向けて  

行政が  
努めること 

（役場・関係機関） 

わたしたち  
にできること 

（個人・家庭・地域） 
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障がい者とその家族の生活を支援します 

● 「筑前町障がい者計画」を2017（平成29）年3月に策定し、身体・知的・精神といった障がい 

  の種別や年齢に関わらず、必要に応じてさまざまな障がい福祉サービスが利用できるようにな 

  り、その利用状況は毎年増加している。 

● 障がい者の増加や重度化、また、介護者の高齢化への対応が課題となっている。 

● 居宅介護・就労支援・児童通所支援・共同生活援助・計画相談などの自立支援給付事業の需要 

  が増加している。 

● 相談支援・意思疎通支援・日常生活給付・移動支援・日中一時支援などの地域生活支援事業の 

  需要が増加している。 

事業者や企業と連携しながら 障がい者の就労を支援します 

障がいの早期発見や発達支援教室の充実など 早期療育に努めます 

● 自立が困難な障がい者が安心して暮らすための支援 

● 障がい者の経済的な自立支援 

● 障がいの特性に応じた就労支援および就労定着支援 

● 障がい福祉サービス事業所の確保 

● 障がいなどにより支援が必要な人と町民の相互理解の促進 

 

「障がい福祉の充実」 に向けた施策の方針 

現状と課題  

課 

題 
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【5】  障がい福祉の充実 

助け合い健やかに暮らせるまち 

える 支 

現 

状 



成果指標  

10年後 

目指す姿 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

障がいの種類に応じた関係機関との連携・支援
により、障がい児の生活などを支えている。 

子ども支援部会への参加回数（年間） 

・児童発達支援センターをはじめとする障 
    がい児支援の連携体制の整備 

・保育所等訪問支援 

・児童発達支援事業所および放課後等デイ 
 サービス事業所の確保 

・医療的ケア児に対する関係機関の協議の 
 場の設置 

現状値  5年後（2024年）目標値 

－ 3回 

障がい者の自立に関する給付や移動の支援など
障がい者とその家族を支援する事業が充実し、
生活を支えている。 

自立支援医療受給者数 

・障がい者自立支援給付・自立支援医療・ 
 補装具の給付 

・相談支援やコミュニケーション支援、日 
   常生活用具の給付、移動支援などの地域 
 生活支援事業の継続と充実 

現状値  5年後（2024年）目標値 

533人 500人 

障がい者やその家族、地域住民との相互理解が
促進され、地域ぐるみで支援をする体制ができ
ている。 

就労支援部会の開催回数（年間） 

・障がいの特性に応じた就労支援及び多様 
    な就労機会の確保 

・一般就労した障がい者のサポート体制の 
 維持 

・障がい者とその家族、地域住民における 
 相互理解の促進 

・災害時における地域での支援体制整備 
現状値  5年後（2024年）目標値 

5回 7回 

 施策と成果指標  

施策の内容  10年後目指す姿と成果指標  主な取組  

① 障がい者福祉サー  

   ビスの充実 

  

② 障がい者の自立支 

   援と地域による 

   支援体制づくり 

  

③ 障がい児支援 

  

●（支援を必要とする人）困っていることは役場や地域の人に相談します。 

●（支援する人）福祉支援を必要とする人への理解を深め、自分にできるサポートを 

         します。 

●（地域）支援を必要とする世帯の見守りや社会活動への参加を促し、障がい者や 

     その家族との交流を深めます。 

 

◆ 福祉支援を必要とする人たちが地域で安心して生活できるように相談体制の充実 

  を図ります。 

◆ 障がい者就労施設などの物品やサービスを率先して利用します。 

◆ 適切な経済的支援やサービス提供を行えるよう、国や県に制度の充実を働きかけ 

  ます。 

 目標の実現に向けて  

行政が  
努めること 

（役場・関係機関） 

わたしたち  
にできること 

（個人・家庭・地域） 
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● 国民健康保険事業を安定運営するための財政健全化 

● 後期高齢者医療制度の円滑な運営 

● 国民年金制度の啓発 

● 介護保険制度の円滑な運営 

● 生活困窮者の自立支援 

社会保障に関する制度の周知に努めます 

● 老年人口、特に75歳以上（後期高齢者）の増加に伴い、後期高齢者医療や介護保険などへの公 

  費負担（繰出金）が今後も増加するとみられる。 

● 2017（平成29）年度の国保特定健診の受診率は36.5％であり、県平均43.2％を下回っている。 

● 2018（平成30）年度末現在の生活保護世帯は200世帯で、2010（平成22）年度末時点の158世 

  帯に比べ増加している。 

国保特定健診の受診率向上と健診後フォロー体制を強化し 重症化を予防します 

生活困窮者の自立に向け 適切な支援に努めます 

 

「社会保障の充実」 に向けた施策の方針 

現状と課題  

用語解説  

課 

題 
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【6】  社会保障の充実 

※国保特定健診 … 生活習慣病（高血圧・糖尿病・高脂血症など）になる前の段階で発見し、メタボリックシンドローム（内
臓脂肪症候群）の予防と改善を目的とした健診で、40歳以上の国民健康保険加入者が対象。 

※特定保健指導 … 特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高いメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）該当
者および予備群に対して、専門スタッフ（保健師・管理栄養士など）が運動や食事などに関するサポート
を行う。 

助け合い健やかに暮らせるまち 

える 支 

現 

状 



●（個人）国保特定健診を毎年受診し、保健指導の対象になったときは保健指導を 

     受け、生活改善に取り組みます。 

●（個人）かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ち、ジェネリック医薬品（後発医薬 

     品）を希望するなど医療費の抑制に努めます。 

●（個人）国民健康保険税など、各種保険税（料）は決められた期日までに納付し 

     ます。 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

成果指標  

10年後 

目指す姿 

10年後 

目指す姿 

成果指標  

成果指標  

10年後 

目指す姿 

生活保護制度や生活困窮者自立支援制度を必要
とする人への適切な案内や、関係機関と連携し
た支援ができている。 

民生委員会での研修会開催回数（年間） 

・ 関係機関や民生委員・児童委員との連携 
  による適切な支援 

・ 生活保護制度、生活困窮者自立支援制度 
  の適切な案内と関係機関との連携 

現状値  5年後（2024年）目標値 

2回 3回 

日本年金機構と連携し、広報・啓発活動を行い
うことで加入・納付が促進され、国民年金制度
が維持されている。 

口座振替加入率（クレジット納付含む） 

・国民年金制度の広報・啓発活動 

・年金相談の充実 

現状値  5年後（2024年）目標値 

44.4% 45.0% 

介護保険広域連合朝倉支部などの関係機関との
連携により、介護保険制度が円滑に運営され、
その制度を利用する人の支援ができている。 

介護保険料の普通徴収収納率（年間） 

・介護保険の適切な利用の啓発 

・介護保険料の効率的な徴収の推進 

・介護保険広域連合との連携による制度の 
 健全運営 

現状値  5年後（2024年）目標値 

89％ 90％ 

福岡県後期高齢者医療広域連合と連携し、制度
の安定した運営ができている。 

一人あたりの医療費（年間） 

・福岡県後期高齢者医療広域連合との連携 
 による制度の健全運営 

現状値  5年後（2024年）目標値 

1,227,833円 1,302,600円 

 施策と成果指標  

施策の内容  10年後目指す姿と成果指標  主な取組  

① 国民健康保険事業 

  の安定運営 

  

② 後期高齢者医療制 

  度の円滑な運営 

  

③ 国民年金制度の 

  啓発 

  

④ 介護保険制度の 

  円滑な運営 

  

⑤ 生活困窮者の 

  自立支援 

  

10年後 

目指す姿 

健康維持や増進のさまざまな取組により、制度
の安定した運営ができている。 

・特定健診受診率の向上と保健指導の強化 

・重複受診の抑制やジェネリック医薬品 
  （後発医薬品）の使用促進 

・レセプト点検の強化 

・国民健康保険税の収納率の向上 

国保特定健診受診率（年間） 
現状値  5年後（2024年）目標値 

36.5％ 60.0％ 

成果指標 

1 

成果指標 

2 

特定保健指導実施率（年間） 

現状値  5年後（2024年）目標値 

82.2％ 82.2% 

◆ 保険制度の安定運営のため、収納率向上に取り組みます。 

◆ レセプト点検を強化し、診療報酬の適正な支払いを徹底します。 

◆ 社会保障制度の広報・周知に努め、関係機関と連携し、適切なサービスが受けら 

  れるよう努めます。 

 目標の実現に向けて  

行政が  
努めること 

（役場・関係機関） 

わたしたち  
にできること 

（個人・家庭・地域） 
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