第８章
１

健康で福祉が充実したまち
施策の内容

健康づくりの推進

現状と課題
❖生涯にわたって健康であることは、だれもが
望むことです。病気の予防や早期発見、病気
の進行防止は、町民一人ひとりの主体的な取
り組みが重要であり、そのための情報提供や
健（検）診機会の提供などの環境整備は行政
の大切な役割といえます。
❖町 民の健康づくりは、「病気の早期発見、早
期治療」から、「病気のきざしを見逃さず、
生活習慣を改善することで病気を予防する」
ことに主眼が置かれるようになりました。本
町では、がん検診及び、高血圧症や糖尿病と
いった生活習慣病（※注１）の予防のため、
「特定健診・保健指導」を実施し、生活習慣
病に関する健（検）診とその健（検）診結果に
基づく保健指導に努めています。
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❖平 成 21（2009）年に世界的な大流行となった
新型インフルエンザは、日頃の危機管理のあ
り方の大切さを教えてくれました。本町では
町民の生命を守るため、新型インフルエンザ
等対策特別措置法に基づき新宮町新型インフ
ルエンザ等対策行動計画を策定しました。今
後も行動計画をもとに、予防接種体制の強化
等が必要です。

④食育の推進

（１）健（検）診や生活改善の効果の理解を深
めてもらうため、広報やホームページ、
リーフレットなどを活用し、広く周知を
実施します。
（２）ウォーキングやニコニコ健康体操の推進
など、町民が気軽に健康づくりに取り組
める環境を整備し、情報の発信を推進し
ます。

⑤感染症の予防

②健（検）診・保健指導の充実
（１）病気の予防、早期発見・治療を促すため、
健（検）診内容・体制を整備し、健（検）
診の受診率向上に努めます。		
（２）高血圧症や糖尿病といった生活習慣病の
発症予防、重症化予防のため、特定健診
（※注２）の受診率を向上させ、適切な保
健指導に努めます。
（３）町民の疾病の状況、健診の結果等を把握・
分析し、効果的な保健指導を実施するこ
とで医療費の適正化に努めます。

（１）幼児期からの食育を推進するとともに、
食育に関する情報の提供に努めます。
（２）町民の健康づくりの取り組みである食生
活改善推進会（※注３）の活動を支援し、
ライフステージにあわせた食生活に関す
る情報の発信を実施します。

（１）予防接種の接種率向上に努めます。
（２）新型インフルエンザなどの新型感染症が
発生したときに備え、日頃から関係機関
との連携や情報交換を行い、発生時には
迅速かつ適切な対応ができるように努め
ます。
（３）食中毒予防などの食品衛生に関する知識
の普及や啓発に努めます。

③こころの健康づくり
（１）うつ病などのこころの病気を持つ人を支
えている家族や周りの人々の不安やスト
レスに関する相談を実施し、こころの病
気について啓発を行うなど理解の促進に
努めます。
（２）こころの健康についての相談を充実する
とともに、必要時は早期の受診をすすめ
るなど、関係機関と連携した支援を実施
します。

健康で福祉が充実したまち

❖家族関係や就労状態が多様化する現代社会で
は、多くの町民がさまざまなストレスの中で
生活を送っています。過度なストレスは、精
神面や身体面でも大きな病気の要因のひとつ
と言われています。そのため、ストレスに早
く気づき、対処する方法や、個人を支える周
囲の人たちの理解や社会環境を整えていく必
要があります。

❖家 族のありようが変化し社会問題化する中
で、朝食を食べない子どもや若い世代が増
え、インスタント食品の過剰摂取、野菜の摂
取不足などの食生活の乱れにより、将来的に
生活習慣病の増加が懸念されています。その
ため、平成 17（2005）年、国は食育基本法を
制定し、食育を国民的課題として総合的に進
めることとしています。

①健康づくりの啓発

第８章

❖今 後は、町民自らが「運動、食事、休養」に
関心を持ち、日頃から健康づくりに努めると
ともに、主体的かつ定期的に健（検）診を受
診するよう、さらなる健康づくり情報の提供
や健（検）診のＰＲ、未受診者対策、受診し
やすい健（検）診環境の整備に努める必要が
あります。

第５次新宮町総合計画（後期基本計画）

（※注１）生活習慣病とは、食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣がその発症・進行に関与する疾患群。
（※注２）特定健診とは、生活習慣病予防と医療費抑制をめざし、国の医療制度改革に盛り込まれたもので、各医療保険者に
対して 40 歳から 74 歳までの被保険者の健診を義務付けている。
（※注３）食生活改善推進会とは、食生活を中心に自らの生活経験や学習体験などを活かしながら、健康づくりのための活動
を推進していくボランティア組織。
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第８章
２

健康で福祉が充実したまち
施策の内容

地域福祉の充実

現状と課題
❖近年、町民の福祉ニーズが多様化・細分化し
ています。これに対応し解決するため、地域
や町民との協働体制を整えた地域福祉の仕組
みづくりが求められています。そのために、
今後の地域福祉を総合的に推進する上で大き
な柱となる地域福祉計画を策定しています。
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❖ボ ランティアセンターを中心に福祉ボラン
ティア活動の推進や情報を発信し、活動の場
や機会の確保につなげるなど、ボランティア
活動の全般を支援していくことが重要となっ
てきます。

③福祉ボランティア活動の推進

（１）だれもが安心して心豊かに暮らせる地域
づくりのため、高齢者保健福祉計画など
の各福祉計画の基本理念となる地域福祉
計画の改訂を実施し、地域包括ケアシス
テムの構築を推進します。
（２）民生委員・児童委員や行政区福祉会など
それぞれの特性に応じた福祉活動を支援
します。
（３）高齢者などが地域で孤立しないように、
行政区福祉会が実施する地域サロンなど
の地域福祉活動を支援します。
（４）ふれあいフェスタなどの支援に努め、福
祉意識の高揚を支援します。
（５）相島介護予防・児童福祉事業の拠点とし
て、相島ふれあい館の活用に努めます。

④戦没者遺族等への援護

（１）新規ボランティア団体の立ち上げを支援
します。また、福祉ボランティア団体を
つなぐボランティア連絡会を支援しま
す。
（２）ボランティアセンターが福祉や公益活動
の情報拠点となるよう努めます。

（１）恒久平和の啓発のため、英霊の顕彰と戦
没者遺族の福祉の増進に努めます。

②見守りネットワークの充実
（１）民生委員・児童委員や福祉委員と連携を
図り、地域での高齢者などの見守りネッ
トワークの活動を支援します。
（２）地域との協働により、災害時要援護者支
援台帳を整備し、緊急時の対応や日頃の
見守り活動に努めます。		
（３）老人クラブが実施する「愛の一声運動」
（※注１）を支援します。		
（４）自殺予防の対策として、相談員やゲート
キーパー（※注２）などを育成し、相談
体制の充実に努めます。

健康で福祉が充実したまち

❖一方、新宮町社会福祉協議会は、地域福祉で
行う具体的な計画である「第３次地域福祉活
動計画」
（平成 26（2014）年から 30（2018）年
まで）を策定しました。社会福祉協議会が持
つ高齢者や障がいのある人への専門機関とし
ての特性を活かしつつ、町が策定した地域福
祉計画と連携を図り、また、住民やその他の
関係機関と協働し、地域福祉を推進していく
ことが期待されています。

❖その中でも、新宮町社会福祉協議会の取り組
みを有効なものとするため、地域福祉の担い
手となるボランティアを育成するなど、新た
な人材の育成が課題となっています。

①地域福祉活動の充実

第８章

❖この計画は、支援を必要としている方が、住
み慣れた地域で自立した暮らしができるよう
地域全体で支えることを目標としています。
そこで行政区福祉会を中心とした、小地域単
位での福祉活動の基盤づくりを、民生委員・
児童委員、福祉委員、老人クラブ、育成会、
ＮＰＯ、ボランティア団体などが相互に連携
しながら、行っていく必要があります。また、
災害時に支援が必要な高齢者などのため、自
主防災組織の構築など福祉問題の解決に向け
て、地域の特性に応じた福祉活動を推進する
ことも必要です。

第５次新宮町総合計画（後期基本計画）

（※注１）愛の一声運動とは、一人暮らし等の高齢者の自宅を訪問し、話し相手や相談相手となり、孤独感の緩和や生活状況
の把握、安否確認を行う事業のこと。
（※注２）ゲートキーパーとは、自殺の危機を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞い
て、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、いわば「命の門番」と位置づけられる人のこと。
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第８章
３

健康で福祉が充実したまち
施策の内容

高齢者福祉の充実

①高齢者の社会参加

現状と課題
❖わが国は、世界に類を見ないスピードで高齢
化が進んでいます。本町の高齢化率は平成
27（2015）年 10 月末現在 16.31％で、今後さら
に高齢化が進行すると考えられます。豊かで
生きがいのある人生を送るには、健康で自立
した生活をだれもが望むことはもちろんです
が、不幸にも病気や介護が必要になったとき
には、家族や地域の人たちの支えや行政など
の公的な支援が必要となります。

❖今後は、高齢者の社会参加を促進し、健康で
生きがいを持ちつつ生涯現役をめざしてもら
える取り組みや地域での居場所づくりが求め
られていることから、地域サロン（※注１）
事業への協力、ボランティアの育成支援、高
齢者などの見守りネットワークの構築などが
重要な課題となります。また、認知症対策に
ついても、正しい知識の普及を行い、住みな
れた地域で安心して暮らせるようお互いに見
守り、介護者の負担を減らしていくことがで
きるよう、今後の取り組みについて検討する
必要があります。
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②高齢者の健康づくり
（１）高齢者が自身の健康づくりや介護予防活
動を行えるようセルフサポート活動を推
進します。
（２）脳卒中や認知症など高齢者に起こりやす
い疾患の知識を普及し、適切な治療へつ
ながるよう支援します。		
（３）健康診査、保健指導により、要介護状態
となる原因や疾患を予防し、健康づくり
の重要性について啓発を実施します。
（４）介護保険地域支援事業（※注２）の包括
的 支 援 事 業（ ※ 注 ３）に お い て、 医 療・
介護連携や認知症施策等の推進に努めま
す。

③日常生活支援の充実
（１）生活に支障が生じたときに、適切なサー
ビス利用が受けられるように、介護保険
制度や福祉サービスの周知を実施しま
す。
（２）町民のニーズに応じた福祉サービスの提
供を行うため、定期的にモニタリングを
行い必要なサービスの充実に努めます。

④相談窓口の充実
（１）介護保険地域支援事業において高齢者の
総合相談窓口として位置付けられてい
る、地域包括支援センター（※注７）の
機能向上に努めます。		
（２）高齢者に関する相談窓口を周知し、障が
いのある人や生活に関することの相談に
も連携して応じることができる総合的な
相談体制に努めます。
（３）虐待、高齢者うつ病への対応や社会保障
制度全般への窓口相談対応能力向上のた
め、専門性を高める研修など人材育成に
努めます。

健康で福祉が充実したまち

（※注１）地域サロンとは、地域を拠点に住民である当事者とボランティアとが協働で企画し内容を決め、共に運営していく
楽しい仲間づくりの活動の場。地域での交流の場を設けることで住民の地域への関心を深め、近隣での助け合いを
育む地域づくりをめざしている。
（※注２）介護保険地域支援事業とは、要支援認定や要介護認定を受けていない、地域の全ての高齢者を対象に、要介護・要
支援状態になることを予防したり、要介護・要支援状態となった場合でも、できる限り地域において自立した日常
生活を営むことができるよう支援する事業のこと。
（※注３）包括的支援事業とは、地域住民の保険医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、地域包括支援センター
で実施する事業のこと。介護予防ケアマネジメント事業や包括的・継続的ケアマネジメント支援事業などがある。
（※注４）サポーターとは、認知症サポーターのことで、認知症サポーター養成講座を受講・修了した者を称する名称のこと。
認知症を正しく理解し、認知症の人や、その人を取り巻く家族のよき理解者となり、地域において認知症の人が穏
やかに生活するための見守りなどを行う。
（※注５）市民後見人とは、認知症や知的障がいなどで判断力が不十分になった人を支援するため、家庭裁判所から選任され
た同じ地域に住む一般市民のこと。本人に代わって財産の管理や介護契約などの法律行為を行う。
（※注６）総合事業とは、予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取り組みをすること。
既存の介護事業所による既存のサービスに加え、ＮＰＯ、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用し
て高齢者を支援する。高齢者は支え手側に回ることもできる。
（※注７）地域包括支援センターとは、介護保険法に基づき、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援助
を行うことにより、保健医療と福祉の向上を包括的に支援するための部署。

（１）高齢者が生涯現役で生活するために、働
く意欲がある人へ適切な就業の提供を行
う町シルバー人材センターへの積極的な
支援と、連携に努めます。
（２）だれもが参加しやすい地域活動や生きが
いづくりの一端を担う、町老人クラブ連
合会活動を支援します。		
（３）社会福祉協議会と連携し、地域での居場
所づくりや見守りへとつながる、行政区
福祉会が行うサロン活動（小地域福祉活
動）を支援します。
（４）高齢者同士が地域で支え合う、地域サ
ポート活動に取り組めるよう支援しま
す。

（３）認知症に対する地域の理解を深め、認知
症になっても安心して生活できるようサ
ポーター（※注４）養成や市民後見人（※
注５）養成の充実に努めます。
（４）地域での見守りや助け合いを促進し、高
齢者などの異常の早期発見を行い、孤独
死が放置されることがないよう、高齢者
などの見守りネットワークの活動を支援
します。
（５）介護保険地域支援事業における総合事業
（※注６）を推進し、介護予防サービスの
充実や住民主体のサービスの充実に努め
ます。

第８章

❖本町では、高齢者が長く自立した生活を送れ
るよう介護予防事業に取り組み、介護保険の
要介護認定率は 15.01% で、県平均の 18.91%
と比較しても低水準で推移しています。介護
保険の保険給付と町独自の福祉サービスを組
み合わせながら、自立への援助に努めていま
すが、急増する困難なケースに対応できる人
材の確保や、生活全般に関わる相談体制の確
立が急務です。

第５次新宮町総合計画（後期基本計画）

⑤高齢者の交流拠点の充実
（１）元気な高齢者が生きがいを持って過ごせ
るよう、町シルバー人材センターの支援
や交流サロンの整備について積極的に検
討します。
（２）社会福祉センターやボランティアセン
ターの高齢者福祉に関するあり方につい
て、検討を進め施設の充実に努めます。
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第８章
４

健康で福祉が充実したまち
施策の内容

障がい者福祉の充実

現状と課題
❖障がいの有無に関わらず、だれもが地域社会
の中でお互いの個性を認め、ともに暮らすこ
とができるインクルージョン（※注１）社会
の実現が求められています。このインクルー
ジョンの理念は、教育現場を中心に推進され
ていますが、教育・就労・地域において、障
がいがある人が実感できるには至っていませ
ん。

❖障がいのある人一人ひとりのライフスタイル
にあわせ、多様化するニーズにあった支援を
行うため、相談支援体制を充実してきまし
た。今後も増加、多様化するニーズに対応す
る谷間のない福祉サービスの提供のため、福
祉サービスの改善や創設、事業所間の連携の
強化を図ることが必要です。

①障がい者の自立と社会参加の支援

③生活環境の充実

（１）障がいのある人たちの自立を促進し、生
きがいを高めるため、サロンやサークル
などの活動の支援に努めます。
（２）障がいのある人の自立と就労促進のため
に、高等学校、就労を支援する事業所と
協力し、就労を希望する人たちの就労支
援に努めます。
（３）障がいのある人に対する理解を深める活
動を充実するとともに、健常者と障がい
のある人の交流を推進します。お互いの
個性を認め区別なく共に生きる社会（イ
ンクルージョン）について理念の普及に
努めます。

④障がいのある子どもたちの療育

（１）利用者の状況やニーズに対応した自立支
援給付（※注２）
、地域生活支援事業（※
注３）などの福祉サービスの充実と適切
な医療費助成制度の利用の支援に努めま
す。

（１）増加傾向にある障がいのある子どもたち
への早期療育に向け、関係機関との連携
のもと療育の要望に応じ、就学前、後を
通じた療育・教育体制の充実に努めます。
（２）子ども発達支援センターにおける療育施
策の充実に努めます。

②相談支援体制の充実
（１）障がいのある人が安心して地域での社会
生活を送ることができるよう、情報の発
信や多様化する相談に対応できる相談先
の確保と充実に努めます。
（２）住民（福祉ボランティア）などの支援者
と民間事業者、行政が連携を図り、福祉
ニーズの対応や社会参加への支援の充
実、地域課題の解決に努めます。

第８章

❖身体・知的・精神に障がいのある人、難病・
発達障がいのある人に同一の福祉サービスが
提供できるようになり、本町でも相談をはじ
めとする支援を行っています。人口の増加・
高齢化にともない障がいのある人は年々増加
し、障がい者福祉サービス利用者も増加して
います。サービス事業者は数・事業内容とも
に充実してきましたが、比較的重度の障がい
がある人が利用できる事業所が少ないなど、
社会資源が不足しています。

第５次新宮町総合計画（後期基本計画）

健康で福祉が充実したまち

（※注１）インクルージョンとは、社会的包摂という意味を持つ用語。何らかの理由で社会から排除された人々を社会主流に
包み込むという意味。福祉の領域においては、
「障がいがあっても地域で地域の資源を利用し、地域住民が包み込ん
だ共生社会をめざす」ことを理念としている。
（※注２）自立支援給付とは、在宅で訪問によって受けるサービスや施設への通所や入所を利用するサービス、また自立促進
のための就労支援など利用者の状態やニーズに応じて個別に給付されるサービスのこと。この自立支援給付は、一
部を除き利用者に身近な市町村の実施事業とされ、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具に分けられる。
（※注３）地域生活支援事業とは、障がい者及び障がい児が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地
域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により効果的・効率的に実施する事業。内容については、地域の事情
に応じて様々だが、相談支援、日常生活用具の給付、移動支援などの事業を行っている。
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第８章
５

健康で福祉が充実したまち
施策の内容

社会保障の充実

①国民健康保険事業の健全な運営

現状と課題
❖本町の国民健康保険は、町民の約５分の１が
加入しており、他の保険制度と比較して高齢
者の割合が高く、国民健康保険で負担する医
療費は年々増加しています。また、団塊世代
の退職者や、景気の低迷による非自発的退職
者の加入者増加が見込まれる一方、医療技術
の高度化によって、医療費の高額化が進み、
運営がより厳しい状況になっています。
今後は、適正な受診などの啓発による医療費
の抑制が求められています。また、保健、福
祉、保険、医療などの関係機関との連携を図
りながら、医療費の抑制に取り組む必要があ
ります。

❖社会保障は、病気や障がい、介護、失業など
生涯にわたる生活上の不安に対して、幅広く
対応するものとして、安心と安定した日常生
活を送るうえで不可欠なものとなっていま
す。特に近年の世界的な不況の影響もあっ
て、本町の生活保護世帯も増加の一途をた
どっています。
❖本町には、３カ所の町営住宅がありますが、
老朽化が進んでおり、バリアフリーや耐震化
にも十分対応できていない状況です。今後
は、平成 25（2015）年３月に策定した新宮町
公営住宅等長寿命化計画（※注１）に基づき
整備を計画的に進めていきます。

（１）適正な給付や医療費の適正化を図るとと
もに、健全な財政運営に努めます。
（２）国民健康保険税の収納率を向上するた
め、未納者には納税相談を実施し、福祉
の生活相談と連携して適切な納税指導を
実施します。

②国民年金制度の啓発
（１）国民年金制度の理解不足を踏まえ、正し
い知識や情報の発信を実施します。また、
国民年金の加入を促進するため、広報や
ホームページなど啓発活動の強化に努め
ます。

④低所得者福祉の充実
（１）低所得者からの相談に対し、粕屋保健福
祉事務所やその他関係機関と協力・連携
し、適切な支援に努めます。
（２）生活の安定と自立支援を促すため、福岡
県自立支援相談事務所や公共職業安定所
と連携し、適切な就労支援を行うなど、
自立支援の充実に努めます。
（３）町営住宅については、長寿命化計画に基
づいて計画的な整備を推進します。

③地域医療体制の充実
（１）町民だれもが安心して医療サービスが受
けられるよう、医師会や関係機関などと
の連携を密接にし、近隣市町や関係機関
との連携を図り、休日診療や救急医療体
制など地域医療体制の充実に努めます。

第８章

（※注１）長寿命化計画とは、建築物の機能や性能の異常がはっきり目に見えるような段階になって初めて修繕などの処置を
施すより、中長期保全計画を策定し計画的かつ予防保全的な手法に転換し、建築物の耐用年数を延長するなど長寿
命化するための計画のこと。

健康で福祉が充実したまち

❖国民年金制度は、不安のない生活のため不可
欠な制度ですが、近年の年金をめぐるさまざ
まな問題や負担と給付などに対する不信感が
増大する傾向にあり、若者の未納率が上昇す
るなど憂慮すべき状況にあります。今後も国
民年金の必要性や加入などについて、対象者
になお一層の啓発をしていく必要がありま
す。

第５次新宮町総合計画（後期基本計画）

❖急病や事故のとき、町民だれもが安心して医
療を受けられることが必要ですが、今日、医
療の専門化・高度化などにより、医師不足に
よる救急患者の受け入れ拒否が社会問題化さ
れていることから、救急医療体制の充実を図
る必要があります。
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