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◆がん検診事業 4,589万円（うち人件費 109万円） 

指標子宮がん検診受診率 ○計 20％ ○実 29％ 保健福祉部 健康推進グループ 

 

【事業概要】 

健康増進法に基づく、胃がん検診・子宮がん検診・乳がん検診・肺がん検診・大腸がん検診を実

施するとともに、市独自の制度として前立腺がん検診を実施しました。さらに受診率を向上させる

ための様々な取組を行い、がんの早期発見や早期治療と知識の普及啓発に努めました。 

 

【事業成果】 

 〇節目年齢対象者への検診手帳、一部負担金無料クーポン券の送付（子宮頸がん、乳がん、大腸がん） 

〇がん検診アンケートの実施 

〇がん予防ハンドブックの配布 

〇子宮がん検診の受診医療機関を堺市医師会、富田林医師会に拡大 

〇小学生を対象とした禁煙ポスターコンクールの実施 

〇「大阪狭山市全面禁煙のお店」の登録への呼びかけと看板、ステッカーの貸与 

 

【事業の実績状況等】           （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検 診 名 
受診者数 

平成 23 年度 平成 22 年度 

胃がん検診 894 828 

子宮がん検診 2,002 1,521 

乳がん検診（エコー含む） 1,692 1,498 

肺がん検診（ＣＴ含む） 2,156 1,891 

大腸がん検診 2,616 1,910 

前立腺がん検診 838 614 

計 10,198 8,262 

保健センターでの子宮がん・乳がん集団検診 

 

 

禁煙ポスターコンクールの最優秀作品 

 

重点 

子宮がん検診一部負担金無料クーポン券 

 

全面禁煙のお店の登録を呼びかけ 
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◆妊婦健康診査事業 2,289 万円（うち人件費 9 万円） 

  保健福祉部 健康推進グループ 

【事業概要】 

母体と胎児の健康管理を定期的に行うことで、安心して出産ができるよう妊婦健康診査にかかる費用

の一部助成を最大 14回分行いました。平成 23年度からは、助成総額を最大 58,710円に増額（平成

22 年度は最大 49,700円）し、妊婦の経済的負担軽減やハイリスク出産の確率の高い飛び込み出産の

防止に努めました。 

また、府外に里帰り出産をしたこと等により妊婦健康診査の受診券が使用できなかった方に対して、

健診費用の一部を助成（償還払い）しました。 

※ 平成 24年度からは上記の助成総額を最大 116,840 円に増額し、標準的な健診にかかる費用の

全額助成を行っています。 

                              

【事業成果】 

 妊婦健康診査受診者   

年  度 延べ受診人数(人) 実 施 場 所 経  費(円) 

平成 23年度 4,808 府内指定医療機関 22,358,150 

平成 22年度 5,431 府内指定医療機関 20,971,190 

 

府外受診助成件数   

年  度 延べ受診人数(人) 実 施 場 所 経  費(円) 

平成 23年度 152 府外医療機関 600,912 

平成 22年度 208 府外医療機関 710,110 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊婦・乳児一般健康診査受診券 

母子健康手帳 

重点 

マタニティーマークの取組を推進 
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  ◆子宮頸がん等ワクチン助成事業 7,264万円（うち人件費 57万円） 

指標３ワクチンの接種者数 ○計 9,135 人 ○実 6,208 人 保健福祉部 健康推進グループ 

 

【事業概要】 

 国による子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金を活用して、任意の予防接種である

子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンについて、接種者負担のない助

成制度により実施することで、子宮頸がんと小児の細菌性髄膜炎等の予防に努めました。 

  

各ワクチンの接種対象年齢 

   子宮頸がん予防ワクチン 

  中学 1年生～高校 1年生相当の女子 3回接種 

  ※平成 23年 3月 31日までに 1回目の接種をした高校 2年生相当の女子も対象 

 

ヒブワクチン   

2か月～7か月未満の子ども   4回接種 

7か月～1歳未満の子ども    3回接種 

1歳～5歳未満の子ども      1回接種 

 

小児用肺炎球菌ワクチン   

2か月～7か月未満の子ども   4回接種 

7か月～1歳未満の子ども    3回接種 

1歳の子ども           2回接種 

2歳～5歳未満の子ども      1回接種 

 

 

【事業成果】                              （単位：人） 

区     分 H23年度接種者数（延べ） H22年度接種者数（延べ） 

子宮頸がん予防ワクチン 2,153 285 

ヒブワクチン 1,881 439 

小児用肺炎球菌ワクチン 2,174 552 

       計 6,208 1,276 

※上記の H22 年度接種者数は平成 23 年２月及び 3 月分のみです。（本事業は平成 23 年 2 月から実施しました） 

 

 

 

重点 
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  ◆福祉センター高圧受電設備改修工事       382万円 

指標工事に係る進捗率 ○計 100％ ○実 10０％            保健福祉部 福祉グループ 

 

【事業概要】 

 福祉センター（さやま荘、さつき荘本館・別館、さつき第二作業所）全館に係る高圧受電設備（キ

ュービクル等）の全面的な改修工事を実施することで、電気系統の事故を未然に防ぎ、各施設の安

全・快適な利用環境を確保しました。 

 

【事業成果】 

 工期    平成 23年 11月 1日～平成 24年 1月 31日 

 工事完了日 平成 24年 1月 16日 

 工事内容  ① キュービクル式屋外高圧受電設備 

       ② 高圧気中開閉器 

       ③ 高圧ケーブル（①～②間） 

       ④ 本工事に付随する工事一式 

 

      

改修前                     改修後 

 

      

新キュービクル前面内部南側完了後       新キュービクル背面内部北側完了後 

 

 

 

重点 
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  ◆地域包括支援センター事業 4,784万円 

  保健福祉部 高齢介護グループ 

 

【事業概要】 

地域包括支援センターは、高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、

保健、医療、福祉、介護などのサービスを提供できる地域包括ケアシステムの構築を重点的に進め

ています。 

市の社会福祉協議会に運営を委託し、介護予防ケアマネジメント支援業務（要支援の人のケアプ

ラン作成）や包括的・継続的ケアマネジメント支援（関係機関、医療機関、地域との連携体制づく

りや介護支援専門員に対する個別支援）並びに権利擁護（認知症等で金銭的な管理等が困難な高齢

者に対する成年後見制度などの利用支援、虐待の防止）などを実施するとともに、市内 2 カ所の

24時間体制の在宅介護支援センターと連携し、総合的な相談支援を行っています。 

また、普及・啓発活動として、広報誌、ホームページ、社会福祉協議会だよりを活用し、周知を

はじめ、自治会・地区福祉委員・民生委員・介護関係施設等へ出前講座を行い、地域包括支援セン

ターや介護保険等に関する啓発を行いました。地区福祉委員会による「認知症徘徊模擬訓練」は平

成 22年度より毎年実施され、「ハートケアフェスタ」も 5回目を迎えました。 

さらに、認知症サポーター養成講座の講師役となるキャラバンメイトと連携し、認知症サポータ

ーを養成し、認知症高齢者の理解を深めました。 

【事業成果】 

事 業 内 容 平成 23 年度 平成 22 年度 

総合相談 613 件 643 件 

包括的・継続的ケアマネジメント支援 2,236 件 2,034 件 

権利擁護 665 件 433 件 

介護予防ケアマネジメント支援 3,780 件 3,682 件 

普及・啓発活動 
（地域や団体への説明会など） 

74 回 78 回 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

重点 

認知症徘徊模擬訓練の様子 ハートケアフェスタの様子 

ハートケアフェスタは、介護・福祉に関わる

全ての人に、より身近に高齢者福祉を知って

もらうことや、地域で共に生きることについ

て理解を深めていただくことを目的に開催

し、悪天候にも関わらず 2 日間で約 1,０00

人の方々が来場されました。 

 

キャラバン・メイト養成研修の様子 
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  ◆認知症サポーター養成事業 ３万円 

指標認知症サポーター新規養成数 ○計 700 人 ○実 804 人 保健福祉部 高齢介護グループ 

 

【事業概要】 

認知症は老後の最大の不安で

あり、超高齢社会を迎えようと

するうえで、本市でも最重要課

題のひとつとなっています。認

知症は誰にでも起こりうる脳の

病気によるもので、85 歳以上

では4人に1人にその症状があ

るといわれています。 

今後、ますます高齢化が進み、

認知症の人が記憶障害や認知障

害から不安に陥り、その結果周りの人との関係が損なわれることもしばしば見られ、家族が疲れ切

って共倒れしてしまうことも少なくありません。 

そこで、認知症の正しい知識やつきあい方を理解し、認知症の人や家族に対して温かい目で見守

る応援者として認知症サポーターを平成 26 年度までに 3,500 人養成し、認知症になっても地域

で安心して暮らせるまちを、市民の手によって作ることをめざします。 

 

 

 

【事業成果】 

老人クラブ会員、地区

福祉委員及び小学生

804 人を対象に認知

症サポーター養成講

座を実施しました。 

 

 

重点 
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  ◆介護予防フィットネス事業 81万円 

指標年間総参加者数 ○計 40人 ○実 76人 保健福祉部 高齢介護グループ 

 

【事業概要】 

平成 23年度から、市内在住の 65歳以上の高齢者を対象に、介護予防普及啓発事業として、介護予

防フィットネスを開催しています。 

 

 市立総合体育館・武道場において、健

康運動指導士の指導により、ストレッチ、

姿勢・歩行チェックやボールを使う軽運

動などを実施しました。 

また、転倒予防などに効果的な軽運動

を通じて、運動機能の向上を図るととも

に、介護予防に関する知識の普及啓発を

支援しています。 

 

 

 

【事業成果】 

 年間 2クール（第 1クール：8月～11月、第 2クール：11月～平成 24年２月）でのべ 48回

事業を実施し、のべ 690人が参加されました。 

 

のべ参加者数 

第１クール                             

 8月 9月 10月 11月 計 

実施回数（回） 2 8 8 6 24 

火曜日コース（人） 20 49 61 57 187 

金曜日コース（人） 20 71 50 28 169 

合計（人） 40 120 111 85 356 

 

 

第２クール  

 11月 12月 翌年 1月 2月 計 

実施回数（回） 2 8 8 6 24 

火曜日コース（人） 14 58 52 44 168 

金曜日コース（人） 16 61 50 39 166 

合計（人） 30 119 102 83 334 

 

 

重点 
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  ◆障がい福祉計画策定事業 222万円（うち人件費 12万円） 

指標計画策定に係る進捗率 ○計 100％ ○実 10０％ 保健福祉部 福祉グループ 

 

【事業概要】 

 障害者自立支援法に基づく現行の『障がい福祉計画』が平成 23 年度に満了するため、「障がい

福祉サービス」や「地域生活支援事業」についての数値目標やサービス見込量とその確保のための

方策などを定めた『第 3期大阪狭山市障がい福祉計画』を策定しました。 

  

【事業成果】 

◆第 3期大阪狭山市障がい福祉計画策定に向けたアンケート調査の実施 

期間 平成 23年 8月 1日（月）～8月 19日（金） 

 

◆大阪狭山市障がい者施策推進協議会の開催経過 

 第 1回協議会 平成 24年 2月 14日（火） 

 第 2回協議会 平成 24年 3月 8日（木） 

 

◆ 大阪狭山市障がい者計画及び大阪狭山市障がい福祉計画検討委員会の開催経過 

第 1回検討委員会 平成 24年 2月 13日（月） 

第 2回検討委員会 平成 24年 3月 5日（月） 

 

 

 

 

     

       第 3期大阪狭山市障がい福祉計画         概要版     

 

 

 

 

重点 
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◆ さつき荘別館空調機器改修工事 505万円 

指標工事に係る進捗率 ○計 100％ ○実 10０％ 保健福祉部 福祉グループ 

 

【事業概要】 

施設利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、さつき荘別館の空調機器改修工事を行いま

した。 

 

【事業成果】 

◆さつき荘別館空調機器の改修工事（現行空調機器の撤去・廃棄処分を含む） 

 工期    平成 23年 11月 1日～平成 24年 2月 29日 

 工事完了日 平成 23年 12月 16日 

 工事内容  空冷ヒートポンプエアコン 室外機 6 台 室内機 9 台搬入据付け、基礎、冷媒及

び保温、電気工事、計装工事等 

市立老人福祉センター事務室に既設の集中管理コントローラへの全空調機器から

の配線接続工事 

 

 

        

室内機改修前                  室内機改修後 

 

 

       

      室外機改修前                  室外機改修後 

重点  
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◆さつき荘別館屋根防水塗装工事 158万円 

指標工事に係る進捗率 ○計 100％ ○実 10０％ 保健福祉部 福祉グループ 

 

【事業概要】 

施設利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、さつき荘別館の屋根防水塗装工事を行いま

した。 

 

【事業成果】 

工期    平成 23年 12月 28日～平成 24年 3月 16日 

工事完了日 平成 24年 2月 17日 

工事内容  さつき荘別館の陸屋根以外の寄棟（北棟・南棟）屋根を下地補修のうえ、トーチ工

法により改質アスファルトシートを貼り、防水保護塗料を塗布しました。 

 

 

     

北棟 施行前               北棟 施工後 

 

 

     

南棟 施行前                南棟 施工後 

 

 

重点 
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◆ 社会保障の充実（生活保護）事業 12 億 9,390 万円（うち人件費 5,824 万円） 

指標就労支援員相談年間総件数 ○計８０件 ○実６５件        保健福祉部 生活援護グループ 

指標生活保護面接相談年間総件数 ○計 280 件 ○実 224 件 

 

【事業概要】 

日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困

窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立更生へ向けて

生活保護法による適正な援護を行います。 

【事業成果】 

◆平成 24 年 3 月末現在の生活保護状況(中国残留邦人等は除く) 

    被保護世帯：531世帯 被保護人員：772 人 保護率：13.38‰（
人　　口

被保護人員 ×1,000） 

 

 

 

 

 

 

 

◆平成 23 年度の生活保護の開始・廃止の状況(中国残留邦人等は除く) 

    保護の開始：83世帯  保護の廃止：63 世帯 

 

 

 

 

 

 

◆自立支援の強化（平成 22 年度より実施） 

 相談の件数：65件 

 

 

 

 

 

 

◆生活保護相談体制の強化 

相談の件数：224 件 

 

 

 

 

 

重点 
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  ◆乳幼児医療対策事業 7,765万円 

指標通院医療費助成対象年齢（上限） ○計 6 歳 ○実 6 歳 市民部 保険年金グループ 

 

【事業概要】 

乳幼児の健全な育成に寄与するとともに児童福祉の増進を図ることを目的として、乳幼児（就学

前）の入院・通院医療費の一部及び小学校１年生から中学校 3年生までの児童の入院医療費の一部

を助成する制度です。（平成 24年 4月 1日から通院医療費の助成対象年齢を現在の「満 6歳」か

ら「満 9歳」までに引き上げるとともに、この制度の名称を「子ども医療費助成」に改めるため、

条例の一部改正を行いました。予算措置については、平成 24年 3月議会において措置しました。） 

※ 資格要件・助成内容等については、市ホームページ保険年金グループ「保険・年金・医療」

をご参照ください。 

 

【事業成果】 

乳幼児の医療費の一部を助成し、その健全な育成を図りました。 
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◆予防接種事業 9,223万円（うち人件費 740万円） 

指標日本脳炎の接種者数 ○計 6,000 人 ○実 2,654 人 保健福祉部 健康推進グループ 

 

【事業概要】 

予防接種法に基づく予防接種を実施し、感染症の発生予防に努めました。うち、日本脳炎について

は、これまでは国の指導により積極的な接種勧奨を控えていましたが、健康被害の確率が極めて少な

い乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが承認されたことに伴い、接種控えによる方への接種機会の確保に

努めました。 

 

【事業成果】 

◆集団接種（定期の予防接種）   （単位：人） 

区     分 
接 種 者 数 

平成２３年度 平成２２年度 

Ｂ Ｃ Ｇ 231 363 

ポ リ オ 526 895 

二 種 混 合 0 387 

三 種 混 合 325 631 

麻しん風しん混合ＭＲ 511 481 

計 1,593 2,757 

 

 

 

 

◆水中運動教室事業 59万円 

  保健福祉部 高齢介護グループ 

 

【事業概要】 

市内在住の 65歳以上の高齢者を対象に、介護予防普及啓発事

業として、水中運動教室を開催しています。 

市内にある温水プールを備えた運動施設において、健康増進 

及び介護予防につながる、水中ウォーキング、水中ストレッ 

チ、水中フィットネス等の教室を実施しました。 

水中では、有酸素運動をしながら無理のない全身トレーニン 

グを行うことができます。 

 

【事業成果】 

 市内 3箇所の施設で、年間 2クール（第 1クール： 

5月～7月、第 2クール：9月～12月）でのべ 56回 

事業を実施し、のべ 392人が参加されました。 

 

◆個別接種（定期の予防接種）   （単位：人） 

区     分 
接 種 者 数 

平成 23 年度 平成 22 年度 

Ｂ Ｃ Ｇ 195 105 

ポ リ オ 0 １ 

二 種 混 合 437 221 

三 種 混 合 1,701 1,418 

麻しん風しん混合ＭＲ 1,546 1,573 

日 本 脳 炎 2,654 2,067 

高齢者インフルエンザ 6,202 6,808 

計 12,735 12,193 
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◆脳の健康教室 106万円 

  保健福祉部 高齢介護グループ 

【事業概要】 

 脳の健康教室は、学習サポーターのみなさんと一緒に楽しくコミュニケーションをとりな

がら、週 1 回やさしい読み書きや計算を中心とした学習

を行い、前頭前野を活性化させるものです。                 

  

【事業成果】 

 さやま荘とコミュニティセンターの2会場で開催して

おり、のべ 76 回実施しました。また、この事業は市民

協働で実施しており、20人の市民サポーターに、交代で

教室の実施・運営をしていただいています。 

 

実施年度 のべ実施回数（回） のべ参加人数（人） のべ登録人数（人） 
市民サポーター 
登録人数（人） 

平成 23年度 76 847 61 20 

平成 22年度 56 742 70 20 

 

◆老人医療対策事業 7,248万円 

 市民部 保険年金グループ 

【事業概要】 

65歳以上の老人医療費助成制度の対象者で、一部負担金相当額を支払うことが困難であると認

められる人に、その療養の確保と健康の保持を図ることを目的として、一部負担金相当額の一部を

助成する制度です。 

※ 資格要件・助成内容等については、市ホームページ保険年金グループ「保険・年金・医療」

をご参照ください。 

 

【事業成果】 

 65 歳以上の老人医療費助成制度の対象者で、一部負担金相当額を支払うことが困難であると認

められた方に、一部負担金相当額の一部を助成し、その療養の確保と健康の保持を図りました。 
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◆障害者医療対策事業 7,860 万円 

 市民部 保険年金グループ 

【事業概要】 

身体障がい者及び知的障がい者に対し、本人及びその家族の精神的経済的負担を軽減するととも

に障がい者の健康保持を増進することを目的として、医療費の一部を助成する制度です。 

※ 資格要件・助成内容等については、市ホームページ保険年金グループ「保険・年金・医療」

をご参照ください。 

 

【事業成果】 

身体障がい者及び知的障がい者の医療費の一部を助成し、その健康の保持及び生活の安定と障が

い者の福祉の増進を図りました。 
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◆ひとり親家庭医療対策事業 3,286 万円 

 市民部 保険年金グループ 

【事業概要】 

ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的として、医療費の一部を助成す

る制度です。  

※ 資格要件・助成内容等については、市ホームページ保険年金グループ「保険・年金・医療」

をご参照ください。 

 

【事業成果】 

 ひとり親家庭の医療費の一部を助成し、生活の安定と児童の健全な育成を図りました。 
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