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健康くさつ２１（第２次）中間評価について 

 

 

健康福祉部健康増進課 

 

１．計画の概要 

○ 国の健康日本２１や県の健康いきいき２１の動向も踏まえ、市の他の計画

とも相互に関連づけ、整合性を図りながら、健康づくりに関する施策を総合

的かつ効果的に推進するもの 

 

２．法的根拠 

○ 健康増進法（平成 14年法律第 103号）第８条第２項 

  ※市町村健康増進計画として作成 

 

３．計画期間 

 ○ 平成 25～34年度 

（第１次 平成 17～24年度） 

 

４．中間評価と計画の見直しの方向性（諮問内容） 

○ 平成 25～34年度の計画であり、平成 29年度に中間評価を行い、必要に

応じて計画の見直しを行う。 

○ 中間評価は、以下の柱について、それぞれ設定した目標の進捗状況およ

び取組状況について評価を実施する。 

１）生活習慣の改善について 

・食生活や身体活動、喫煙など生活習慣に関する課題 

２）生活習慣病の発症予防と重症化予防について 

・がんや糖尿病など生活習慣病の発症予防や重症化予防に関する課題 

３）社会生活を営むための心身機能の維持・向上について 

・こころの健康や次世代の健康などに関連する課題 

４）健康を支え守るための地域の絆による社会づくりについて 

・市民が健康づくりに取り組むための地域づくり等に関する課題 

〇 また、中間評価の結果を踏まえるとともに、国の健康日本２１や県の健

康いきいき２１の動向および草津市健幸都市基本計画をはじめとする市の

他の計画の健康づくりに関する内容も踏まえて検討を行い、必要に応じて

計画の見直しを行う。 

 

【審１－３】 
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参照条文 

 

○ 健康増進法（平成 14年法律第 103号）抄 

（基本方針）  

第七条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基

本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。  

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向  

二 国民の健康の増進の目標に関する事項  

三 次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進

計画の策定に関する基本的な事項  

四 第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査

及び研究に関する基本的な事項  

五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項  

六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣

に関する正しい知識の普及に関する事項  

七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項  

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。  

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表するものとする。  

（都道府県健康増進計画等）  

第八条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増

進の推進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県健康増進

計画」という。）を定めるものとする。  

２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村

の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健

康増進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。  

３ 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の

健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範

囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。 
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草津市糖尿病対策ガイドライン（第３期計画）の策定について 

 

 

健康福祉部健康増進課 

 

１．計画の概要 

○ 滋賀県国民健康保険団体連合会の「保険医療・介護等総合診断事業」にて

「医療費適正化対策として、特に脳卒中予防と糖尿病重症化予防対策を重点

的に取り組む必要がある」と提言を受けたことによる医療費適正化対策の重

点施策として、また、当市の健康増進計画である「健康くさつ２１」におけ

る生活習慣病対策として、脳卒中予防にもつながる糖尿病の発症予防から重

症化予防までと、全ライフサイクルを通じた対策を、全庁横断的に連携して

効果的に推進するために、市独自で策定するもの  

  

２．法的根拠 

○ なし 

 

３．計画期間 

 ○ 平成 30～32年度 

（第１期 平成 24～26年度、第２期 平成 27～29年度） 

 

４．策定の方向性（諮問内容） 

○ 健康くさつ２１（第２次）中間評価の結果やデータヘルス計画改訂など

の動向をふまえ、発症予防から重症化予防までの対策について、以下を柱

として必要に応じた見直しを行う。 

１）健康増進・発症予防について 

・啓発活動や地域での糖尿病予防活動の課題 

２）早期発見について 

・健診の課題 

３）早期対応について 

・健診事後指導等の課題 

４）適正治療・重症化予防について 

・保健医療福祉介護の連携による適正治療と療養指導等についての課

題 



4 

 

  



5 

 

 

第３次草津市食育推進計画の策定について 

 

 

健康福祉部健康増進課 

 

１．計画の概要 

○ 食育基本法や国の食育推進基本計画、県の食育推進計画の動向を踏まえ、

市の健康くさつ２１をはじめとした他の計画とも食の視点を通して相互に

関連づけ、整合性を図りながら、食育に関する施策を総合的かつ効果的に推

進するもの  

 

２．法的根拠 

○ 食育基本法（平成 27年法律第 63号）第 18条第１項 

 ※市町村食育基本計画として作成 

 

３．計画期間 

 ○ 平成 30～34年度 

  （第１次 平成 21～25年度、第２次 平成 26～29年度） 

 

４．策定の方向性（諮問内容） 

○ 国の食育推進基本計画や県の食育推進計画の動向も踏まえ、多様な暮ら

し方に応じた食育の推進や、健康な食を選択する力を育んでいくことなど

の実践を通じて、健康寿命の延伸を目指し、以下を柱として第３次計画の

策定を行う。 

なお、策定にあたっては、健幸都市基本計画をはじめ他の計画の内容と

の整合性を図る。 

１）ライフステージや多様な暮らし方に応じた健康づくりのための食育の

推進について 

２）健康を支える食に関する知識を得、より良い選択ができる力を育む食

育の推進について 

３）食文化の継承と安心安全な食環境づくりのための食育の推進について 
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参照条文 

 

○ 食育基本法（平成 27年法律第 63号）抄 

（食育推進基本計画）  

第十六条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。  

２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 食育の推進に関する施策についての基本的な方針  

二 食育の推進の目標に関する事項  

三 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項  

四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項  

３ 食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したとき

は、速やかにこれを農林水産大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知

するとともに、その要旨を公表しなければならない。  

４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。  

（都道府県食育推進計画）  

第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区

域内における食育の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県食

育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。  

２ 都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、

都道府県食育推進会議）は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更し

たときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。  

（市町村食育推進計画）  

第十八条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成され

ているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本とし

て、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画

（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければなら

ない。  

２ 市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村

食育推進会議）は、市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、

速やかに、その要旨を公表しなければならない。 
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第３期特定健康診査等実施計画の策定について 

 

 

健康福祉部保険年金課 

 

１．計画の概要 

○ 生活習慣病のうち、特に糖尿病や高血圧症、脂質異常症等の発症・重症化

予防を目的として、内臓脂肪症候群（メタボリック・シンドローム）に着目

して実施する特定健康診査および特定保健指導（以下「特定健診等」という。）

について、具体的な実施方法や成果に関する具体的な目標等について定める

もの 

 

２．法的根拠 

○ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）第 19条 

 

３．計画期間 

○ 平成 30～35年度 

  （第１期 平成 20～24年度、第２期 平成 25～29年度） 

 

４．策定の方向性（諮問内容） 

○ 国の「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」において議論さ

れた第３期特定健康診査等実施計画の見直しに関する内容を踏まえ、以下

の項目を重点とし、特定健康診査等の効果的な取組等について議論を行

い、平成 29年度中に示される予定である国の「特定健康診査等基本指針」

に基づき計画を策定する。 

１）特定健診項目について 

・基本健診項目、詳細健診項目、質問票の見直し 

２）特定保健指導の実施方法 

・行動計画の実績評価の時期の見直し 

３）特定健診等の実施目標 

・実施率の見直し 
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参照条文 

 

○高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）抄 

※ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改

正する法律の改正後のもの（一部未施行を含む） 

（特定健康診査等基本指針）  

第十八条 厚生労働大臣は、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生

活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。）及び特定保健指導（特定

健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省

令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者

として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。）の

適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（以下「特定健康診査等基

本指針」という。）を定めるものとする。  

２ 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとす

る。  

一 特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）

の実施方法に関する基本的な事項  

二 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項  

三 前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する特定健康診査等実

施計画の作成に関する重要事項  

３ 特定健康診査等基本指針は、健康増進法第九条第一項 に規定する健康診

査等指針と調和が保たれたものでなければならない。  

４ 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しよ

うとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。  

５ 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更した

ときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

（特定健康診査等実施計画）  

第十九条 保険者（国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都

道府県内の市町村とともに行う国民健康保険（以下「国民健康保険」とい

う。）にあつては、市町村。以下この節において同じ。）は、特定健康診

査等基本指針に即して、６年ごとに、６年を一期として、特定健康診査等

の実施に関する計画（以下「特定健康診査等実施計画」という。）を定め

るものとする。  

２ 特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとす

る。  

一 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項  
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二 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標  

三 前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施の

ために必要な事項  

３ 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。  
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第２期国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）の策定について 

 

 

健康福祉部保険年金課 

 

１．計画の概要 

○ 健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な

保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画 

 

２．法的根拠 

○ 国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）第 82条第５項 

○ 国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（平成 16年厚生

労働省告示第 307号） 

 

３．計画期間 

○ 平成 30～35年度 

 （第 1期 平成 27～29年度） 

 

４．策定の方向性（諮問内容） 

○ 本市国民健康保険加入者の医療及び健診情報に加え、他保険加入者の医

療及び健診情報についても、年齢別や疾病別、地域別などの多角的な分析

を行うことにより、健康課題を抽出し、健康課題に対応した重点的な保健

事業の実施について計画を策定する。 

○ 平成 29年度に滋賀県が策定する「滋賀県国民健康保険保健事業実施計画

（県版データヘルス計画）」において、市町国保における共通目標が設定さ

れている内容を踏まえ、以下の項目について、重点的かつ効果的な保健事

業を実施するための計画を策定する。 

１）健康増進・発症予防について 

・糖尿病の予防啓発、医療費適正化対策の見直し 

２）早期発見について 

・特定健診の推進の見直し 

３）早期対応について 

・保健指導の推進の見直し 

４）適正治療・重症化予防について 

・医療費適正化対策、生活習慣病重症化予防対策、糖尿病重症化予

防、糖尿病性腎症重症化予防対策の見直し  
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参照条文 

 

○国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）抄 

第八十二条  保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事

業以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理

及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険

者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならな

い。  

２ 保険者は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関す

る法律第十六条第２項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。  

３ 保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険

者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、

被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な

事業を行うことができる。  

４ 組合は、第１項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でな

い者にこれらの事業を利用させることができる。  

５ 厚生労働大臣は、第１項の規定により保険者が行う被保険者の健康の保

持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るた

め、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。  

６ 前項の指針は、健康増進法（平成 14年法律第 103号）第九条第１項に規

定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。  

 

 

 

 

  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8e%b5%96%40%94%aa%81%5a&REF_NAME=%8d%82%97%ee%8e%d2%82%cc%88%e3%97%c3%82%cc%8a%6d%95%db%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8e%b5%96%40%94%aa%81%5a&REF_NAME=%8d%82%97%ee%8e%d2%82%cc%88%e3%97%c3%82%cc%8a%6d%95%db%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001600000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%8c%92%8d%4e%91%9d%90%69%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%91%e6%8b%e3%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000
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草津あんしんいきいきプラン第７期計画の策定について 

 

 

健康福祉部長寿いきがい課 

 

１．計画の概要 

○ 本計画は、本市の高齢者福祉計画および介護保険事業計画として一体的に

策定するものであり、現行の「草津あんしんいきいきプラン第 6期計画」を

引き継ぐもの 

○ 高齢者福祉計画は、すべての高齢者を対象に、高齢者福祉、高齢者の権利

擁護および自立生活の支援などに関して定める計画 

○ 介護保険事業計画は、介護および介護予防サービスや地域支援事業など、

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関して定める計画 

  

２．法的根拠 

○ 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 20条の８ 

○ 介護保険法（平成９年法律第 123号）第 117条 

 

３．計画期間 

 ○ 平成 30～32年度 

 

４．策定の方向性（諮問内容） 

○ 第６期（平成 27～29年度）以降の介護保険事業計画は、「地域包括ケア

計画」と位置づけられており、2025（平成 37）年までの計画期間を通じて

地域包括ケアシステムを段階的に構築することとされている。 

 ○ こうした中、今後の高齢者（被保険者数）の動向を視野に入れながら、

2025（平成 37）年度の介護需要、サービス種類ごとの量や見込みやそのた

めに必要な保険料水準を推計するとともに、それらを踏まえた中長期的な

視野に立って、第７期から第９期における段階的な充実の方針とその中で

の第７期の位置づけを明らかにし、第７期において、具体的な取組内容や

その目標を計画に位置づけることが必要。 

 ○ また、平成 30年以降、介護保険事業計画と医療計画は、計画作成・見直

しのサイクルが一致することとなるため、第７期ではこれら計画の整合性

がこれまで以上に求められる。 

 ○ さらに、検討に当たっては、国の「介護保険事業に係る保険給付の円滑な

実施を確保するための基本的な指針」の改定方針案において考慮すべき要



14 

 

素として示される以下の事項および草津市健幸都市基本計画に定められた

高齢者に関する事項について、特に踏まえる必要がある。 

  １）地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律案関係 

・自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進 

・医療・介護の連携の推進等 

・地域共生社会の実現に向けた取組の推進等 

※ 国会の審議を経て成立した場合、成立した内容を踏まえて、基本 

指針に反映 

２）介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（平成 28 年 12 月

9日）関係 

・地域包括支援センターの機能強化 

・新オレンジプランに基づく認知症の容態に応じたサービスを受けら 

れる仕組みの構築、認知症の人の視点に立った施策の推進等 

・介護人材の確保（生産性向上・業務効率化等） 

・都道府県による研修や医療職派遣に関する調整等 

３）「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」

（平成 28年 12月 26日一部改正）関係 

・医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援 

計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保できるよう、都

道府県や市町村における計画作成において、関係者による協議の場を

設置 

・病床の機能分化･連携の推進に伴う在宅医療等の新たなサービス必要

量における医療計画と介護保険事業（支援）計画の整合性の確保と医

療･介護の提供体制の整備 

４）その他、基本指針の検討にあたって考慮すべき要素 

・介護をしながら仕事を続けることができる、「介護離職ゼロ」の実現

（ニッポン一億総活躍プラン） 

・介護保険事業（支援）計画上での総量規制の取扱いによる介護療養病

床及び医療療養病床からの転換支援の継続（療養病床の在り方等に関

する特別部会「療養病床の在り方等に関する議論の整理」） 
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参照条文 

 

○ 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）抄 

（市町村老人福祉計画） 

第二十条の八 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業

(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市

町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。 

２ 市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老

人福祉事業の量の目標を定めるものとする。 

３ 市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、同項の老人福祉事業

の量の確保のための方策について定めるよう努めるものとする。 

４～６（略） 

７ 市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介

護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。 

８ 市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計

画その他の法律の規定による計画であって老人の福祉に関する事項を定め

るものと調和が保たれたものでなければならない。 

９～10（略） 

 

 

○ 介護保険法（平成９年法律第 123号）抄 

（市町村介護保険事業計画） 

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行

う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介

護保険事業計画」という。)を定めるものとする。 

２ 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条

件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供

するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区

域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ご

との量の見込み 

二 各年度における地域支援事業の量の見込み 

３ 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に

掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 



16 

 

一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種

類ごとの見込量の確保のための方策 

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見

込量の確保のための方策 

三 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅

介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護

給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るた

めの事業に関する事項 

四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業

又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業

その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な

提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項 

五 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関す

る事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に

関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援の

ため必要な事項 

４ 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、

要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を

勘案して作成されなければならない。 

５ 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおけ

る被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握

した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよ

う努めるものとする。 

６ 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市

町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。 

７ 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福

祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福

祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければな

らない。 

８～10（略） 
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認知症施策アクション・プラン第２期計画の策定について 

 

 

健康福祉部長寿いきがい課 

 

１．計画の概要 

○ 草津あんしんいきいきプランの基本目標のひとつである「認知症対策の推

進」を着実に進めるため、認知症施策についてより個別具体的に示した年度

ごとの行動計画を定めるもの 

 

２．法的根拠 

○ なし 

 

３．計画期間 

 ○ 平成 30～32年度 

  （第 1期 平成 26～29年度） 

 

４．策定の方向性（諮問内容） 

○ 国において平成 27年１月に策定された認知症施策推進総合戦略（新オレ

ンジプラン）の７つの柱に準じた基本目標を定め、その中でもすべての柱

の理念となっている「認知症の人や家族の視点の重視」をもとに取組を行

う。 

○ 草津あんしんいきいきプラン第７期計画の基本理念および基本目標のも

と、新オレンジプランの内容を踏まえつつ、現行プランの検証を活かし、本

市の現状に沿ったより具体的な年度ごとの実施計画として策定する。 

 

 ※新オレンジプランの７つの柱 

①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供 

③若年性認知症施策の強化 

④認知症の人の介護者への支援 

⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進 

⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モ

デル等の研究開発及びその成果の普及の推進 

⑦認知症の人やその家族の視点の重視 
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第２期草津市障害者計画の策定について 

 

 

健康福祉部障害福祉課 

 

１．計画の概要 

○ 障害者のための施策全般に関する指針を示す基本計画であり、今後の本市

における障害者施策の基本的な方向性や行動目標を示すもの 

 

２．法的根拠 

○ 障害者基本法（昭和 45年法律第 84号）第 11条第３項 

 

３．計画期間 

 ○ 平成 30～35年度 

  （第１期 平成 18～29年度） 

 

４．策定の方向性（諮問内容） 

○ 現計画の進捗状況や直近の障害者施策の動向等を踏まえ、国の障害者基

本計画（第３次）・（第４次【今年度策定予定】）に基づき策定する。 

  １）基本的な考え方 

障害者基本法に基づく基本理念や基本原則、各分野に共通する横断的 

視点（障害者の自己決定の尊重および意思決定の支援、当事者本位の総

合的な支援、障害特性等に配慮した支援、アクセシビリティの向上、総

合的かつ計画的な取組の推進等）に基づき見直しを行う。 

  ２）分野別施策の基本的方向 

「生活支援」「保健・医療」「教育、文化芸術活動・スポーツ等」「雇

用・就業、経済的自立の支援」「生活環境」「情報アクセシビリティ」

「安心・安全」「差別の解消および権利擁護の推進」「行政サービス等に

おける配慮」「国際協力」等の各種施策について、課題・目標と具体的

な方策の見直しを行う。  
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参照条文 

 

○ 障害者基本法（昭和 45年法律第 84号）抄 

（障害者基本計画等）  

第十一条  政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計

画（以下「障害者基本計画」という。）を策定しなければならない。  

２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県にお

ける障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策

に関する基本的な計画（以下「都道府県障害者計画」という。）を策定しな

ければならない。  

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするととも

に、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障

害者のための施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」とい

う。）を策定しなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委

員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。  

５ 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、第三十六条

第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。  

６ 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たっては、第三十六条第四

項の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場

合にあっては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。  

７ 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとと

もに、その要旨を公表しなければならない。  

８ 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計

画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府

県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しな

ければならない。 

９ 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び

前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定

は市町村障害者計画の変更について準用する。   
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第５期草津市障害福祉計画（障害児福祉計画を含む）の策定について 

 

 

健康福祉部障害福祉課 

子ども家庭部発達支援センター 

 

１．計画の概要 

○ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供に関する具体的な体制

づくりやサービスを確保するための方策を示す実施計画であり、計画の最終

年度の目標や各年度の障害福祉サービス等の見込量について定めるもの 

 

２．法的根拠 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123号）第 88条第１項 

○ 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 33条の 20第１項 

 

３．計画期間 

 ○ 平成 30～32年度 

 （障害福祉計画の計画期間：第１期 平成 18～20年度、中略、第 4期 平

成 27～29年度） 

 

４．策定の方向性（諮問内容） 

○ 現計画の進捗状況やサービス利用実績等および草津市健幸都市基本計画

を踏まえ、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保

するための基本的な指針」（以下「基本方針」という。）に基づき、1)～4)

を柱として策定する。 

１）障害福祉サービス、相談支援および地域生活支援事業ならびに障害児

通所支援および障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する

事項 

   ・障害福祉計画の実績および地域の実情を踏まえ成果目標を設定する。 

２）各年度における指定障害福祉サービス等および指定通所支援等の種類

ごとの必要な量の見込みおよびその見込量の確保のための方策 

・現在の利用実績等に関する分析、障害者等のサービス利用に関する

意向、心身の状況等を勘案しつつ、地域の実情等を踏まえて設定す

る。 

３）地域生活支援事業の実施に関する事項 
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   ・成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて定める。 

４）関係機関との連携に関する事項 

   ・医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーシ

ョンの措置を実施する機関その他の関係機関と連携について定め

る。 

○ 検討に当たっては、基本方針見直しの主なポイントである以下の事項お

よび草津市健幸都市基本計画に定められた障害福祉に関する事項を踏まえ

る必要がある。 

  ・地域における生活の維持及び継続の推進  

・就労定着に向けた支援  

・地域共生社会の実現に向けた取組 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  

・障害児のサービス提供体制の計画的な構築  

・発達障害者支援の一層の充実 
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参照条文 

 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123号）抄 

（基本指針）  

第八十七条 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村

及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び

地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下「基

本指針」という。）を定めるものとする。  

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項  

二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支

援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項  

三 次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規

定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項  

四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するた

めに必要な事項  

３ 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようと

するときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を

反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  

４ 厚生労働大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変

化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針

を変更するものとする。  

５ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。  

（市町村障害福祉計画）  

第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の

確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町

村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。  

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保

に係る目標に関する事項  

二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計

画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み  

三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項  
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３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲

げる事項について定めるよう努めるものとする。  

一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画

相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策  

二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画

相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医

療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの

措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項  

４ 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数、その

障害の状況その他の事情を勘案して作成されなければならない。  

５ 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置か

れている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案し

て、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。  

６ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村

障害者計画、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の

法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるもの

と調和が保たれたものでなければならない。  

７ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。  

８ 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会（以下この項及び第

八十九条第六項において「協議会」という。）を設置したときは、市町村障

害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協

議会の意見を聴くよう努めなければならない。  

９ 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市

町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当

該機関の意見を聴かなければならない。  

１０ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするとき

は、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴か

なければならない。  

１１ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを都道府県知事に提出しなければならない。  

第八十八条の二 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項（市町

村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、

当該各号に掲げる事項を含む。）について、調査、分析及び評価を行い、必

要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他
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の必要な措置を講ずるものとする。  

（都道府県障害福祉計画）  

第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に

資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提

供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以

下「都道府県障害福祉計画」という。）を定めるものとする。  

２～８ 略 

第八十九条の二 都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項（都

道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあって

は、当該各号に掲げる事項を含む。）について、調査、分析及び評価を行

い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更するこ

とその他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

○ 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）抄 

第三十三条の十九 厚生労働大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び

障害児相談支援（以下この項、次項並びに第三十三条の二十二第１項及び

第２項において「障害児通所支援等」という。）の提供体制を整備し、障害

児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下この条、

次条第１項及び第三十三条の二十二第１項において「基本指針」という。）

を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 

二 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

三 次条第１項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第

１項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項 

四 その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項 

３ 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律第八十七条第１項に規定する基本指針と一体のものとして作成すること

ができる。 

４～６ 略 

第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害

児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の

円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定め

るものとする。 

２ 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
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一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関

する事項 

二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必

要な見込量 
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第３期地域福祉計画の改定について 

 

 

健康福祉部健康福祉政策課 

 

１．計画の概要 

○ 地域福祉計画は、平成 12 年６月の社会福祉事業法等の改正により、社会

福祉法に新たに規定された事項であり、市や住民、各種団体等がそれぞれの

役割を担い、互いに協力して地域福祉を進めるための理念や目標を定めたも

の。第１期策定後、第２期・第３期計画は、国の通知に基づき、要援護者の

支援方策や生活困窮者自立支援方策を踏まえて策定。 

 

２．法的根拠 

○ 社会福祉法（平成 15年４月施行、平成 23年８月一部改正）第 107条 

 

３．計画期間 

 ○ 平成 28～32年度 ※30年４月１日改定予定 

  （第１期 平成 17～22年度、第２期 平成 23～27年度） 

 

４．改正の方向性（諮問内容） 

○ 平成 28～32年度の計画であるが、平成 29年２月に厚生労働省から示さ

れた「『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」に基づき、今

国会に「社会福祉法の一部改正を含む地域包括ケアシステムの強化のため

の介護保険法等の一部を改正する法律案」が提出されており、一部見直し

が必要となる予定。当該法案を踏まえ、以下の事項について見直しを検討

する。 

・地域共生社会の実現に向けた取組の推進のため、福祉の各分野（高齢・

障害等）における共通事項を定め、各計画の上位計画として位置づける

こと 

・「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を実現するための包括的な支援

体制の整備に関すること 
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参照条文 

 

○ 社会福祉法（平昭和 26年法律第 45号）抄 

※ 今国会に提出されている地域包括ケアシステムの強化のための介護保険

法等の一部改正法の内容（平成 30年４月１日施行予定） 

（包括的な支援体制の整備） 

第百六条の三 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通

じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の

協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供さ

れる体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対す

る支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域

住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するた

めに必要な環境の整備に関する事業 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に

応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関

に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する事業 

三 生活困窮者自立支援法第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談支

援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するため

に、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画

的に行う体制の整備に関する事業 

２ 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な

実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を

一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよ

う努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉

に関し、共通して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる

事業に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内
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容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、

分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当

該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 

 


