
部　局 健康医療部 補　職 部長 氏　名 健康医療部長

１．部局の使命

２．使命を遂行するための取り組み方針と、それに基づく取組みの総括 方針取組みの総括

方針 取組みの総括

(2019年度) 部局マネジメントシート 2019年度

全ての市民が、公衆衛生・心身の健康づくり・疾病の早期発見と重症化予防の知識を持ち自ら取り組むことができるよう、環境づくりを行うとともに
、必要な時には何時でも、良質で適正な医療を住み慣れた地域において受けることができるよう、地域医療体制を構築することで、市民の健康寿命を
延伸し、『安全安心・健康先進都市　とよなか』を着実に推進します。

〇　『地域包括ケアシステム推進基本方針』に掲げる将来像の実現に向
けて、医療と福祉の連携に取り組みます。
〇　保健所を持つ基礎自治体ならではの強みを生かし、市民ニーズの把
握と部局間協働により、きめこまやかな情報発信や施策展開を行うとと
もに、大阪府保健所や国等との連携により広域的課題にも的確に対応し
ます。
〇　健康課題・社会情勢の変化に注意を払うとともに、必要なデータを
収集し分析するなどエビデンス（科学的根拠）に基づいて、PDCAとスク
ラップアンドビルドを行い、必要なサービスを市民に届けるとともに、
新たな健康課題にも取り組みます。
〇　市民、事業者等と理解を深め連携・協働し合える関係を築き、地域
の総合力を生かした施策推進と健康危機管理の体制をつくります。
〇　「豊中市人材育成基本方針」「豊中市保健師人材育成プラン」「豊
中市保健所薬剤師人材育成プラン」に基づき、計画的に保健師、保健所
薬剤師をはじめとする多職種職員の人材育成に取り組むとともに、雇用
形態、職種、職階などを超えた組織内連携の向上に取り組みます。

〇「豊中市健康医療戦略方針」の策定や新型コロナウイルス対応に係る取り
組みなど、部内7課が連携しチームプレイで業務に臨み、効果的・効率的な
施策の推進を図りました。

〇市保健所ツイッターなどのSNSも活用し、保健医療に関する情報の周知啓
発等に取り組みました。

〇新たに「豊中市健康医療戦略方針」を策定するとともに、各種計画等の進
捗管理も図りながら各種施策の推進に取り組みました。

〇健康づくり推進員、三師会及び委託事業者などと連携し、地域住民が集う
薬局におけるデジタルサイネージ(電子掲示板)で健康に関する情報発信を行
いました。ソーシャル・インパクト・ボンドを活用した禁煙支援事業では、
喫煙者だけではなく出資者を巻き込むなど受動喫煙防止のための機運づくり
の醸成やいつでもどこでも支援できるスマートフォンアプリによる禁煙支援
などそれぞれの長所を活かした取組みの促進を図りました。

〇多職種・専門職による視点を活かし、科学的根拠に基づく支援、保健医療
体制の強化に計画的に取り組みました。



３．当年度目標と目標設定に対する振り返り等 

No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

1

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

保健所をもつ基礎自治体の強みを生かした総合的健康医療施策の展開（
１）

〇「豊中市健康医療戦略方針」
同方針を策定し、平均寿命と健康寿
命の差を縮小することを目標設定す
るとともに、3つの強みと3つの取組
方針を示す「いきいき血管プロジェ
クト」を重点プロジェクトに位置付
けました。

〇「血管プロジェクト」の推進
＊市内飲食店全店へ減塩協力意向調
査を実施し、協力店紹介ウェブサイ
トを開設しました。
＊SIBにより「とよなか卒煙プロジ
ェクト」を開始しました（3月末登
録者数180人）
＊「とよなか卒煙プロジェクト」を
開始しました。
＊敷地内全面禁煙となる「市管理施
設受動喫煙防止ガイドライン」を策
定し、たばこ対策の条例化に向けて
、市民意見募集しました。
＊受動喫煙防止の規制について、飲
食店へ周知するとともに、喫煙可能
室設置施設届出を開始しました。

〇「豊中市健康医療戦略方針」
令和22年度（2040年度）において、
平成28年（2016年）時点より平均寿
命と健康寿命の差を縮小するために
、本方針に則って各種施策を進めま
す。

〇「血管プロジェクト」の推進
＊減塩メニュー提供店の紹介ウェブ
サイトの周知啓発促進のため、クー
ポン券の発行など工夫を図ります。
＊引き続き「とよなか卒煙プロジェ
クト」を実施するとともに、たばこ
対策の条例化を進めます。

〇『地域包括ケアシステム推進基本方針』に掲げる将来像の実現に向け
て、健康医療に関する各種計画等の内容を踏まえながら、人生100年時代
に適した「（仮称）豊中市健康医療戦略方針」を策定するとともに、同
方針に基づき中長期的な観点から健康医療施策に取り組みます。
・（仮称）豊中市健康医療戦略方針」作成　（7月）骨子案作成　（3月
）同方針の策定

〇「血管プロジェクト」の推進
　＊減塩メニューを提供する市内飲食店の紹介ウェブサイトの開設
　＊包括的たばこ健康施策として、民間資金を活用した成果連動型禁煙
支援事業（ソーシャル・インパクト・ボンド）による禁煙支援事業者の
選定、事業開始
　＊「市有施設受動喫煙防止ガイドライン」見直し
　＊たばこ対策の条例化に向けて検討
・減塩協力店ガイド（6月～7月）減塩協力意向調査　10月～ウェブサイ
ト公開
・包括的たばこ健康施策　（4月～6月）プロポーザルによる禁煙支援事
業者の決定　7月～　禁煙支援事業の開始



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

2

総合計画
1-1-① 産前・産後の切れめない支援を進めます。

基本政策

0

保健所をもつ基礎自治体の強みを生かした総合的健康医療施策の展開（
２）

〇切れめのない支援体制の構築
妊産婦健診と連動し産後うつ予防等
、産科・精神科医療機関との連携を
図りメンタルヘルス支援の強化を行
いました。産後ケア事業の受託機関
を拡充し、支援を要する対象者に、
速やかに導入しました。

〇児童虐待発生予防の啓発
子育て支援のための科学的根拠に基
づく児童虐待発生予防啓発資材の開
発にむけ、大学と連携し、支援者向
け研修資材作成協力、研修会参加、
市民向け資材に関する情報収集と資
料の精査に取り組みました。

〇切れめのない支援体制の構築
＊支援の必要な対象者がタイムリー
に産後ケア事業を活用できるよう利
便性を高めるため妊娠期からの事前
申請受付を開始します。
＊作成したアセスメントシートを職
員間で使用の上、検証します。引き
続き虐待対応部局や関係機関との連
携を強化し、虐待予防に努めます。

〇児童虐待発生予防の啓発
引き続き大学と連携し、児童虐待発
生予防啓発資材の開発と発信に取り
組みます。次年度は支援者向け研修
会を企画運営します。

〇妊娠・出産・子育ての切れめのない支援体制の構築
　＊産後ケア事業の受託医療機関の拡充
　＊３保健センター内の子育て世代包括的支援センターにおけるこども
未来部との連携強化
・（通年）児童虐待発生予防啓発資材の大学との共同開発

〇子育て支援のための科学的根拠に基づく児童虐待発生予防の啓発
　＊大学と連携した、新たな啓発資材の共同開発



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

3

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

保健所をもつ基礎自治体の強みを生かした総合的健康医療施策の展開（
３）

〇特定健診・がん検診の充実及び生
活習慣病重症化予防事業の強化
＊個別化に向けて、肺がん検診運営
会議を設置しました。各種がん検診
未受診者対策として通知勧奨や成人
式では啓発カードを配布しました。
＊豊能医療圏がん医療ネットワーク
協議会主催「がん医療公開講座」を
実施しました。
＊特定健診の未受診者には通知によ
る勧奨を行い、治療中者に通院リス
トを配布しました。
＊糖尿病性腎症重症化予防は主治医
等と連携し、保健指導を実施しまし
た。
＊健診異常値放置者には、受診勧奨
をしました。
＊大阪府が「健康マイレージ」を本
格実施しました（3月末豊中市民登
録者数3041人、うち国保加入者770
人）

〇特定健診・がん検診の充実及び生
活習慣病重症化予防事業の強化
＊けんしんの個別化・無料化に向け
て、関係団体と調整等を行います。

〇特定健診・がん検診の充実及び生活習慣病重症化予防事業の強化
　＊がん検診個別化に向けた検討
　＊健康マイレージ事業の実施
　＊がんサバイバーによる講演会の実施
　＊薬剤師会・医師会との連携による健診異常値放置者の受診率向上
　＊糖尿病性腎症重症化予防事業の対象者の拡大
　＊特定健診と連動した特定保健指導の取り扱い実施機関増加に向けた
働きかけ
・がん検診精度管理（10、11月）胃、乳がん検診運営会議
・健康マイレージ　（10月～） 特定健診受診者へ周知



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

4

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

33

保健所をもつ基礎自治体の強みを生かした総合的健康医療施策の展開（
４）

〇精神疾患・依存症予防や自殺減少
に向けた取り組み
＊「精神障害者にかかる地域包括ケ
ア体制づくり」専門部会においてネ
ットワーク構築に向けて取り組みま
した。
＊専門職チームによる訪問支事業を
実施し、必要な医療や福祉サービス
等の導入を図り、本人家族等が安全
・安心して生活できる地域共生社会
の実現に取り組みました。

〇難病支援の充実
＊新規患者の全数面接を実施し、医
療・介護・福祉・就労の関係機関等
と相互に連携した患者のニーズに合
った個別支援を行いました。新規患
者等に対し、人工呼吸器使用者の災
害時個別支援計画として「防災プラ
ン」を作成しました。
＊難病を患いながら活躍されている
プロ野球選手をお招きして難病理解
促進啓発イベントを開催しました。

〇精神疾患・依存症予防や自殺減少
に向けた取り組み
＊メンタルヘルス対策推進調整会議
で進行管理や評価を行い後期実施計
画を作成します。また、各専門部会
を中心に、多機関多職種の協働で必
要な取り組みを実施します。
＊市職員自身のメンタルヘルス向上
と対応力向上を目的として、引き続
き保健所職員が講師となり研修に取
り組みます。
＊基本的なメンタルヘルスリテラシ
ー向上について、保健所が中心とな
り多様な媒体を活用し、情報提供に
取り組みます。いのちの授業につい
ては、授業実施につながるよう各学
校へアプローチを行います。
＊専門職チームによる訪問支援事業
や退院後支援事業等の利用を促進し
、協議の場を通じて地域包括ケアシ
ステムの構築を推進します。

〇難病支援の充実
＊指定難病以外の人工呼吸器使用者
と面接等で関係を構築し「防災プラ
ン」を作成するとともに、適宜見直
しを行い、実働訓練を行うことも視
野に入れます。
＊難病に関する情報提供と理解促進
のため、引き続き関係機関研修会の
開催やツイッターなどで積極的に情
報提供を行います。

〇精神疾患・依存症予防や自殺減少に向けた取り組み
　＊精神保健分野における地域包括ケアシステムの構築に向けた支援体
制の整備に向け、措置診察立会い事務の開始、専門職チームによる訪問
支援事業、医師を含む関係者の連携と重層的な支援体制構築に向けた協
議の場設置
・アウトリーチ支援事業（5月）公募型プロポーザル方式による受託者の
選定（7月）訪問開始

〇難病支援の充実
　＊新規患者の全数面接により、難病患者の多様なニーズにあった多職
種による連携した個別支援実施と理解促進への取り組み
　＊災害に備えるため、平常時に患者自ら行う備えについて情報提供
　＊人工呼吸器使用者の「防災プラン」を作成し、関係機関と共有
・人工呼吸器使用者の災害対応（4月～7月）「防災プラン」の作成

医療・介護・福祉のネットワーク向上～セーフティネットの強化～（在宅医療と介護の連携推進、難
病支援の充実、障害者支援施策の充実など）



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

5

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

保健所をもつ基礎自治体の強みを生かした総合的健康医療施策の展開（
５）

〇健康医療情報の発信
＊薬局へのデジタルサイネージを設
置し、健康・医療・福祉等の情報を
発信しました。
＊健康サポート薬局・豊中モデルの
事業検証のため、豊中市薬剤師会・
大阪大学と産学官連携にかかる協定
を締結しました。
＊病院向け医療監視説明会で「患者
の声相談窓口」の相談事例を紹介し
、病院内の医療相談窓口について説
明しました。
＊市内全19病院対象に、災害の基礎
知識及び大阪府救急・災害医療情報
システム入力研修を実施しました。

〇健康医療情報の発信
＊令和2年度（2020年度）に本事業
の検証を行うとともに、健康・医療
・福祉等の情報を引き続き発信しま
す。
＊医療安全等の質の向上に資するよ
う医療従事者向けの講習会等につい
て、引き続き実施します。

〇啓発ターゲットに的確に届く健康医療情報の発信
　＊７つの日常圏域ごとに1件の薬局への電子掲示板（デジタルサイネー
ジ）の設置支援
　＊大学と連携した上記事業の検証実施（「健康サポート薬局・豊中モ
デル」事業）
　＊市広報誌やホームページ、出前講座に加え、豊中市保健所公式ツイ
ッター、ユーチューブなど新たな啓発ツールの活用
・啓発ターゲットに的確に届く健康医療情報の発信（6月）デジタルサイ
ネージ設置　（7月以降）　情報発信



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

6

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

保健所をもつ基礎自治体の強みを生かした総合的健康医療施策の展開（
６）

〇監視指導計画の策定と効果的な監
視指導
＊監視指導計画を作成し、監視指導
及び検査を実施しました。
＊市内保育園・幼稚園に対し、プー
ル開始に伴う維持管理方法や感染症
等の啓発を行いました。
＊生活衛生関係施設に対し、窓口相
談や立入調査の際に適宜改正健康増
進法(受動喫煙防止)の啓発を行いま
した。

〇狂犬病予防対策・動物愛護事業
＊猫避妊去勢手術助成金交付事業で
は、クラウドファウンディングを実
施しました。
＊災害時の動物の避難について冊子
配布し、周知啓発を行いました。危
機管理課と、避難所ペット受け入れ
体制に関して協議を行いました。
＊犬、猫の飼い方教室を開催し、適
正飼育及び終生飼養の普及に努めま
した。

〇監視指導計画の策定と効果的な監
視指導
＊毎年度、関係機関と調整の上、監
視指導計画を作成し、計画的かつ効
率的に監視指導を実施します。

〇狂犬病予防対策・動物愛護事業
＊猫避妊去勢手術助成金交付事業に
ついて、助成金額や助成対象等具体
的な検討を行います。
＊市民に対し、犬や猫の適正飼育の
啓発を行います。

〇豊中市民をとりまく環境に合った監視指導計画の策定と効果的な監視
指導
　＊基礎自治体に設置された保健所の強みを生かし、健診などの場を使
った食中毒予防啓発実施
　＊市内保育園・幼稚園への啓発や、G20大阪サミット開催に対応するた
めの関連施設への指導の強化
（4月～6月）G20監視指導の強化　
（6月～7月）市内保育園・幼稚園へのプール講習会の実施
（8月）　　 クラウドファウンディング周知
（2月～3月）豊中市食品衛生監視指導計画のパブコメと策定

〇狂犬病予防対策・動物愛護事業
　＊猫避妊去勢手術助成金制度拡充のためのクラウドファウンディング
構築
　＊ペットの適正飼養について、動物病院などの関係施設での掲示やイ
ンターネット等の活用による市民への周知



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

7

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

33

医療と介護が連携した切れ目ない、かつ持続可能な地域医療体制の構築
（１）

〇在宅医療環境の構築
＊「サブアキュートマッチングシス
テム・豊中モデル」の構築のため、
在宅医療に取り組んでいる医療機関
向け説明会を開催しました。地域医
療推進会議では、「虹ねっとcom」を
活用した空床情報提供システム構築
に向け、作業部会を立ち上げまし
た 。
＊「在宅医療・介護連携支援センタ 
ー」事業について、豊中市医師会等
の団体に委託し、事業の振り返りを
行い、各団体がそれぞれの課題に向
けたテーマで、研修会を開催しまし
た。
＊出前講座のほか、ツイッターや広
報誌等を活用した啓発を実施しまし
た。

〇在宅医療環境の構築
＊「サブアキュートマッチングシス
テム・豊中モデル」の構築のため、
地域医療推進会議部会において検討
するとともに、引き続き出前講座等
により啓発を行います。
＊「在宅医療・介護連携支援センタ
ー」事業について、引き続き委託を
行いながら効果的効率的に実施しま
す。

〇団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題を見据えた、在宅医療環境
の構築
　＊「（仮称）サブアキュートマッチングシステム・豊中モデル」の構
築への取り組み
（在宅において訪問診療を受けている患者が急性憎悪した症状となった
場合に備え、必要な医療を提供する病院を予め登録する仕組み）
　＊「在宅医療・介護連携支援センター」にて、医師会・歯科医師・薬
剤師会・訪問看護ステーション連絡会の連携を進めるとともに、共同の
相談窓口設置や人材育成の実施
　＊地域医療体制の充実のため医療従事者向け講習会の実施
・「（仮称）ｻﾌﾞｱｷｭｰﾄﾏｯﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑ・豊中モデル」　（5月）病院アンケー
ト集計等　（6月～10月）　診療所への説明
・（10月～12月）医療従事者向け講習会

医療・介護・福祉のネットワーク向上～セーフティネットの強化～（在宅医療と介護の連携推進、難
病支援の充実、障害者支援施策の充実など）



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

8

総合計画
2-1-④ セーフティネットとしての社会保障制度の充実を進めます。

基本政策

31 地域包括ケアシステム・豊中モデルの総合推進

医療と介護が連携した切れ目ない、かつ持続可能な地域医療体制の構築
（２）

〇国保広域化への対応と安定的な事
業運営
＊広域化への対応実施計画に基づい
て、保険料率の設定や法定外繰入の
削減を行うとともに、市独自減免の
見直しスケジュールについて整理を
行いました。
＊健康マイレージ事業について、府
の事業に係る広報等の連携及びポイ
ント付与方法等の調整を行いまし
た 。令和2年度（2020年度）からの
市独自ポイントの実施について、国
保被保険者に対する歩数計購入助成
を含め、内容等を決定しました。

〇国保広域化への対応と安定的な事
業運営
＊令和2年度（2020年度）中に行わ
れる大阪府国保運営方針の見直しに
対応して、激変緩和措置期間終了ま
でのロードマップを見直し、広域化
への対応実施計画の次期計画を策定
することが必要です。
＊市独自ポイントの実施にあわせ、
効果的に広報を行い、登録者を増や
す必要があります。また、登録者に
とって使いやすく、多くの市町村が
事業参加できる汎用性を備えたプラ
ットフォームとなるよう機能改善等
について府に要望していきます。

〇国民健康保険　広域化への対応と安定的な事業運営
　＊平成30年度(2018年度)に策定した「広域化に向けた対応実施計画」
に基づく、保険料率の設定および法定外の一般会計繰入の恒常的な解消
に向けた段階的対応
　＊国保被保険者に対し、インセンティブを活用した保健事業の実施な
ど、広域化の機会をとらえた取り組みの実施
・国民健康保険広域化対応等　（6月）市独自軽減を見直す条例改正　（
3月～5月）　口座振替推進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
（1月）　大阪府統一保険料率設定に合わせた保険料率（案）、法定外の
繰入額案を決定。



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

9

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

33

医療と介護が連携した切れ目ない、かつ持続可能な地域医療体制の構築
（３）

〇医療費適正化の推進
＊ジェネリック医薬品差額通知を年
3回実施するとともに、保険証更新
時等にジェネリック希望カードに変
えて希望シールを送付しました。
＊アンケート結果をもとにした医療
機関・薬局に対する協力依頼につい
ては、令和2年度に協会けんぽ大阪
支部と連携して実施することとしま
した。
＊頻回、重複受診、重複服薬対象者
に対し、訪問等の指導を実施しまし
た 。
指導件数：12件

〇市立介護老人保健施設の民間移譲
豊中市立介護老人保健施設かがやき
の移譲先事業者を決定し、引継ぎを
行い、令和2年（2020年）3月末日を
もって市としての事業を廃止しまし
た。

〇医療費適正化の推進
＊ジェネリック医薬品の使用率は向
上していますが、府内平均、前年度
比4ポイント上昇というデータヘル
ス計画の目標値の達成が困難な状況
です。
＊多受診者への訪問指導において、
対象者の抽出や評価方法の検討が必
要です。
＊令和2年度（2020年度）にデータ
ヘルス計画の中間評価を実施し、そ
の評価を踏まえて、効果的・効率的
な取り組みとなるよう見直しを行い
ます。

〇医療費適正化の推進
　＊後発医薬品の安心使用促進、多剤併用・残薬、多受診の問題に対し
て、関係機関による連携した取り組みの実施
・医療費適正化の推進　（5月）後発医薬品利用促進等について医師会・
薬剤師会へ協力依頼

〇市立介護老人保健施設の民間移譲
　＊応募事業者の書類審査、プレゼンテーション審査などの実施により
、移譲先事業者決定
　＊現指定管理者からの事業移譲がスムーズに進められるよう、支援・
調整

・市立介護老人保健施設の民間移譲　（4、5月）選定委員会の開催・事
業者の決定　（6月～3月）事業移譲に係る調整

医療・介護・福祉のネットワーク向上～セーフティネットの強化～（在宅医療と介護の連携推進、難
病支援の充実、障害者支援施策の充実など）



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

10

健康危機管理体制の強化と人材育成（１）

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

33

〇予防接種の実施
＊緊急風しん対策事業の対象者に、
クーポン券を送付しました。予防接
種の理解を深めるため、市民向け講
演会を実施しました。
＊誤接種を減らすため、医師向け研
修会を実施するとともに、高齢者肺
炎球菌を受診券方式に変更し、Ａ類
の予防接種予診票を見直しました。

〇健康危機管理対策強化と感染症予
防の徹底
＊新型インフルエンザ実動訓練を実
施するとともに、市立豊中病院等と
連携して患者搬送訓練を実施しまし
た。
＊先天性風しん症候群の予防対策に
ついては医療機関委託に変更しまし
た。
＊感染症情報リストを作成し、医療
機関に情報提供を行うとともに、感
新型コロナウイルス発生時にはタイ
ムリーに情報提供しました。

〇予防接種の実施
＊緊急風しん対策事業として、未受
検者にクーポン券を再発行するなど
啓発を行います。
＊ロタウイルスワクチン予防接種実
施に向け、医療機関等と調整すると
ともに、啓発を行います。

〇健康危機管理対策強化と感染症予
防の徹底
＊新型コロナウイルス感染症対策に
ついては、引き続き疫学調査や接触
者の健康観察を実施するとともに患
者発生状況に応じた医療体制を構築
します。
＊「新型インフルエンザ等対策マニ 
ュアル」に基づき所内実動訓練を実
施し、新型コロナウイルス感染症発
生時には、保健所職員全員が迅速に
有事体制をとり対応します。
＊新型コロナウイルス感染症に対し
ては専用コールセンターをいちはや
く設置し、帰国者接触者外来をはじ
めとする医療体制を構築しました。
＊新型コロナウイルス感染症をはじ
め様々な感染症を市民に分かりやす
く啓発するとともに、メーリングリ
スト等を活用し医療機関にも情報発
信します。

〇予防接種率の高水準の維持と安全な予防接種の実施
　＊風疹感染拡大を防ぐため、風疹の集団予防接種を受けていない世代
に対する予防接種料金の無料化の実施
〇健康危機管理対策強化と感染症予防の徹底
　＊新型インフルエンザや2類感染症対応訓練の実施

医療・介護・福祉のネットワーク向上～セーフティネットの強化～（在宅医療と介護の連携推進、難
病支援の充実、障害者支援施策の充実など）



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

11

健康危機管理体制の強化と人材育成（２）

総合計画
5-2-① 公正で効果的・効率的な市政運営を進めます。

基本政策

33

〇人材育成と組織内連携の向上
多職種・専門職による視点を活かし
、科学的根拠に基づく支援、保健医
療体制の強化に計画的に取り組むと
ともに、部局内課長補佐会議におい
ては、通常業務での問題点などを共
有し、解決策を協議しました。

〇人材育成と組織内連携の向上
引き続き計画的人材育成に努めると
ともに、課長補佐会議も適宜開催し
ます。

〇人材育成と組織内連携の向上
　＊多職種職場の強みを生かし、計画的に職員の人材育成と、雇用形態
、職種、職階、部局などを超えた組織内連携の向上のため、（仮称）課
長補佐会議の実施等に取り組むとともに、各種研修に参加しやすい組織
風土づくりの推進　

＊健康危機管理体制の強化
　4月　対象者への風疹予防接種無料化開始(ｸｰﾎﾟﾝ券使用)
　6月　市立豊中病院２類感染症訓練
　1月　新型インフルエンザ保健所訓練・防護服着脱訓練

医療・介護・福祉のネットワーク向上～セーフティネットの強化～（在宅医療と介護の連携推進、難
病支援の充実、障害者支援施策の充実など）



No 取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など スケジュール（工程）

1

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。 2-2-③ 地域医療の充実を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

2

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。 2-2-③ 地域医療の充実を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

４．中期目標（概ね今後4年間）

保健所をもつ基礎自治体の強みを生かした総合的健康医療施策の展開(1) ＊「豊中市健康医療戦略方針」の推進　平成32年度(2020年度)～＊
児童虐待発生予防啓発資材の大学との共同開発　平成32年度(2020
年度)
＊不妊相談支援体制の構築
・不妊専門相談センターの設置検討　平成32年度(2020年度)～

〇「豊中市健康医療戦略方針」に基づき、市民が充実した生活を送ることが
できるよう人生100年時代を見据えた健康医療に関する各種施策に中長期的に
取り組みます。
〇妊娠・出産・子育ての切れめのない支援体制の構築
・保健医療並びに子育ち・子育て支援の総合的な観点から、地域包括ケアシ
ステムと連動し、妊娠・出産・育児のしやすい地域づくりに向けた環境整備
をめざし、切れめのない支援の円滑な実施に取り組みます。

保健所をもつ基礎自治体の強みを生かした総合的健康医療施策の展開(2) ＊「血管プロジェクト」の推進
・ソーシャル・インパクト・ボンドを活用した禁煙支援事業　平成
32年度(2020年度)～平成33年度(2021年度)
・減塩協力店ガイドによる取組みの推進　平成32年度(2020年度)～
平成33年度(2021年度)
・「身体的活動」の追加　平成32年度(2020年度)～
＊がん検診個別化の検討
・第3期特定健診等実施計画　平成32年度(2020年度)
・第2期保健事業実施計画の中間見直し　平成32年度(2020年度)
・検診個別化への調整　平成32年度(2020年度)
・検診個別化の実施　平成33年度(2021年度)
＊健康サポート薬局・豊中モデル検証　平成32年度(2020年度)

〇「血管プロジェクト」の推進
・死亡リスクの高い要因である高血圧や喫煙など血管に関する健康施策に取
り組むことにより、介護や医療費の削減につなげることや平均寿命・健康寿
命の延伸を図ります。
〇特定健診・がん検診の充実及び健康寿命の延伸
・受診率向上に向けた施策の展開や受診しやすい環境を整備し、市民の健康
増進を図ります。
・個々の健康課題に応じた生活習慣病の重症化予防事業を実施し、対象者の
健康意識や生活の質の向上を図ります。



No 取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など スケジュール（工程）

3

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。 2-2-③ 地域医療の充実を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

4

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。 2-2-③ 地域医療の充実を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

保健所をもつ基礎自治体の強みを生かした総合的健康医療施策の展開(3) ＊精神保健分野におけるアウトリーチ支援事業　平成32年度(2020
年度)～

＊新規患者の全数面接により、難病患者の多様なニーズにあった多
職種による連携した個別支援実施と理解促進への取り組み

〇精神疾患・依存症予防や自殺減少に向けた取り組み
・メンタルヘルス計画前期実施計画に基づき、市民及び関係者等のメンタル
ヘルスリテラシー向上をめざした取組みを総合的に推進します。
・平成32年度(2020年度)には後期実施計画の策定に向けた評価と取り組みを、
検討します 。

〇難病支援の充実
・多様なニーズをもつ難病患者の病状、生活実態に応じた支援体制を充実す
るため、患者・家族、関係機関への情報発信やネットワークの構築と地域に
おける難病に関する理解促進、「災害時個別支援計画」の策定を行います 。

保健所をもつ基礎自治体の強みを生かした総合的健康医療施策の展開(4) ＊行政検査業務のあり方検討
平成32年度(2020年度)～〇啓発ターゲットに的確に届く健康医療情報の発信

・関係機関の連携と、基礎自治体に設置された保健所の強みを生かし、啓発
ターゲットに適したツールを用いた情報発信を行っていきます。

〇豊中市民をとりまく環境に合った監視指導計画の策定と効果的な監視指導
・監視指導計画に基づく効果的な監視指導と、基礎自治体に設置された保健
所の強みを生かした市民・事業者への啓発と相談対応を行います。
・今後の本市の行政検査業務のあり方について検討します。



No 取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など スケジュール（工程）

5

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。 2-2-③ 地域医療の充実を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

6

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

保健所をもつ基礎自治体の強みを生かした総合的健康医療施策の展開(5) ＊猫避妊去勢手術助成金制度拡充のためのクラウドファウンディン
グ構築
＊動物病院などの関係施設で掲示やインターネット等の活用による
ペットの適正飼養ついて市民へ周知

〇狂犬病予防対策・動物愛護事業
・市民に対し、犬や猫の適正飼養の啓発を行い、終生飼養の普及を図るとと
もに、猫避妊去勢手術を奨励するための助成制度の拡充を図ります。

医療と介護が連携した切れめない、かつ持続可能な地域医療体制の構築(1) ＊「（仮称）サブアキュートマッチングシステム・豊中モデル」 
・構築　　平成32年度(2020年度)
・検証と対象の拡大　平成33年度(2021年度)～平成34年度(2022
年度 )

＊医療安全支援事業の推進
・庁内関係機関との役割調整　平成32年度(2020年度)
・市内病院の医療安全担当者連絡会の検討・調整　平成33年度
(2021年度)
・高齢者の多剤併用対策事業の実施　平成34年度(2022年度)
・市内病院の医療安全担当者連絡会の実施　平成34年度(2022年度)

〇団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題を見据えた在宅医療環境の構築

・「豊中市地域医療推進基本方針」に基づき、市民啓発等に取り組むととも
に、医療関係機関連携のしくみを整備し、市民が適切な医療を受けることが
できるよう地域医療体制を構築します。
・患者と医療従事者とのコミュニケーション不足による相談や他部門の所管
に関わる相談が増えているため、講習会の実施や医療安全相談にかかるネッ
トワークを構築し、市民の医療安全を確保します。



No 取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など スケジュール（工程）

7

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

8

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

32 健康施策の推進（食育の推進、健康マイレージ事業の実施、健診センターの設置など）

医療と介護が連携した切れ目ない、かつ持続可能な地域医療体制の構築(2) ＊次期大阪府国民健康保険運営方針の動向を踏まえた対応
・第2期国民健康保険　広域化への対応実施計画の策定　平成33年
度(2021年度)
・保険料減免の見直し　平成34年度(2022年度)～
・第3期特定健診等実施計画の中間見直し　平成33年度(2021年度)
・第2期保健事業実施計画の中間見直し　平成33年度(2021年度)

〇国民健康保険　広域化への対応と安定的な事業運営
・国保保険料の統一に向け保険料率の段階的な改定に加え、広域化のメリッ
トを活かした事業実施など府の運営方針に沿った「広域化への対応実施計画
」に基づく取り組みを推進します。
・社会保障・税番号制度により資格・賦課について恒常的に適正化を図りま
す。
・納付忘れを減らし保険料収納を円滑に進めるために口座振替による納付を
推進します。
・既存の滞納整理の進行管理により収納率を高める一方、新たな徴収方策の
検討や、支払い困難な低所得者層に対する収納対策を検討します。

医療と介護が連携した切れ目ない、かつ持続可能な地域医療体制の構築(3) ＊多剤併用・残薬、他受診の問題に対して関係機関による連携した
取り組みの実施
＊後発医薬利用促進等について医師会・薬剤師会へ協力依頼

〇医療費適正化の推進
・多剤併用や残薬問題など医薬品の適正使用の課題について、薬局及び病院
薬剤師や関係機関等と連携し、医薬品等に関する普及啓発に取り組み、市民
の健康維持・増進を図ります。
・保健事業実施計画に基づく事業の推進やレセプト点検・療養費点検の充実
等により、医療費の適正化を推進します。



No 取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など スケジュール（工程）

9

健康危機管理体制の強化と人材育成（１）

総合計画
2-2-② 生活衛生の確保を図ります。

基本政策

31 地域包括ケアシステム・豊中モデルの総合推進 33

10

健康危機管理体制の強化と人材育成（２）

総合計画
0-0-0

基本政策

33

＊新型インフルエンザ訓練
・全庁訓練

平成32年度(2020年度)
平成34年度(2022年度)
・所内訓練
平成33年度(2021年度)

＊2類感染症訓練、防護服着脱訓練
　毎年実施

〇予防接種率の高水準の維持と安全な予防接種の実施
・VPD（ワクチンで予防できる病気）から市民を守るため、予防接種の意義を
啓発し接種率を高水準に維持するとともに、医療関係者への研修により安全
性を高めます。

〇健康危機管理対策強化と感染症予防の徹底
・新型インフルエンザや2類感染症等の発生時に対応できるよう平常時から実
動訓練を行い、関係機関との連携を図り、対策を強化します。
・特定感染症予防指針に定められた結核やエイズ等の対策に取り組むととも
に、季節性インフルエンザ・感染性胃腸炎等の感染症発生動向調査に基づい
た予防対策の徹底を図ります。

医療・介護・福祉のネットワーク向上～セーフティネットの強化～（在宅医療と介護の連携推進、難
病支援の充実、障害者支援施策の充実など）

＊計画的な職員の人材育成
＊組織内連携のための課長補佐会議の実施〇人材育成と組織内連携の向上

・多職種職場の強みを生かし、計画的に職員の人材育成と、雇用形態、職種
、職階などを超えた組織内連携の向上、各種研修に参加しやすい組織風土を
作ります。

医療・介護・福祉のネットワーク向上～セーフティネットの強化～（在宅医療と介護の連携推進、難
病支援の充実、障害者支援施策の充実など）
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