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資料２

《いきいき健康長寿戦略（仮称）骨子案》

重点戦略５

～いきいき健康長寿（仮称）～

１ 現状と課題

◇生活習慣病予防・がん対策

本県の健康寿命は、男性70.71年（全国39位）、女性75.43年（全国3位）（厚生労

働科学研究班資料 平成25年）という状況にあり、平均寿命が男性78.22歳（全国46

位）、女性85.93歳（全国39位)（厚生労働省 平成22年都道府県別生命表)と全国と

比較して短いことと併せ、健康問題は深刻な状況にあります。

特に、がんや脳血管疾患は全国ワーストで、生活習慣病による死亡率の減少が喫

緊の課題となっています。本県における死因の第１位となっているがんについては、

大きな発生要因であるたばこ対策や、早期発見・早期受診に結び付く検診・精検受

診率の向上など、関係機関等と連携を図りながら、総合的ながん対策を更に強化す

る必要があります。また、脳卒中は、寝たきりになる原因の第一位であり、脳卒中

の危険因子である高血圧、脂質異常症、高血糖などを複数合併している肥満者の割

合が中高年男性を中心に高く、無関心層への動機付けが鍵となります。このため、

データに基づく地域ごとの課題を、医療保険者、事業者、市町村等の役割を明確に

しながら、連携して対策を進めていく必要があります。

これらの健康指標を改善するためには、県民一人ひとりの生活習慣の改善に向け

た意識改革と行動変容の促進による一次予防や、疾患の早期発見と、適切な治療管

理による重症化予防の推進など、生涯にわたる健康対策を進めるとともに、ライフ

ステージごとの特性に応じた対策に取り組む必要があります。また、地域格差の改

善など、きめ細かな対応が必要となります。

喫煙率については、男性が全国5位（平成25年国民生活基礎調査）と高い状況に

あり、食塩摂取量は、10年前と比べて減少傾向にあるものの、成人1人1日当たり

10.6g（平成28年県民健康・栄養調査）と、目標の8.0ｇ未満を達成しておらず、20

歳以上の歩数の平均も、5,713歩／日と全国平均より少ない状況です。

特定健診・特定保健指導は、受診率・実施率が増加傾向にありますが、特定健診

受診率は、44.0％（平成26年度)と全国平均の48.6％と比べ、約5％低い状態となっ

ています。がん検診受診率も、目標の50％に対し、一番高い大腸がんでも27.2％（平

成27年度）と伸び悩んでおり、死亡者の多い胃がんや大腸がん、肺がんのがん検診

における精検受診率も胃80.4％、大腸71.0％、肺76.7％（平成26年度）と、目標の

90％に対し、低い状態になっています。
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歯科保健については、フッ化物洗口の普及等により、12歳児の永久歯の一人当た

り平均むし歯（う歯）等数が0.80本（平成28年度学校保健統計調査）と全国平均の

0.84本を下回っていますが、乳幼児（１歳6か月児・3歳児）のむし歯罹患率や、成

人・高齢者の喪失歯数などは、全国平均より高い状況にあります。

高齢者の介護予防については、ロコモティブシンドロームやフレイルに対する県

民の知識と理解や、食生活・運動習慣の促進を図っていく必要があります。

◇自殺予防対策

平成28年の自殺者数は240人で、45年前と同程度の水準となり、過去最高だった

519人から半減し、人口10万人当たりの自殺率は23.8と、第２期ふるさと秋田元気

創造プランの平成29年の目標値である25.0を下回りました。

また、自殺者数、自殺率は、平成22年以降７年連続で減少しており、これは、長

年にわたり民・学・官が連携し、自殺予防に取り組んだ県民運動の着実な成果と考

えられます。

しかし、近年自殺率の減少幅は鈍化しており、依然として全国平均（平成28年：

16.8）とは乖離があり、本県にとっては非常に厳しい状況が続いています。

自殺は、複数の原因が重なって追い込まれ、誰にでも起こりうる危機と言われて

おり、自殺の原因別では、健康問題が全体の四割を占めるなど最も多く、次いで経

済・生活問題、家庭問題と続いています。また、年齢別では 高齢者は健康を害し

たことをきっかけとした悩み、働き盛りでは経済・家庭・勤務問題、若年層では学

校問題が特徴として現れています。

このため、更に自殺者を減らすためには、年齢別、原因別などの詳細な要因分析

を行い、今後、県及び市町村が策定する自殺対策計画に基づき、民・学・官が一丸

となって、効果的で実践的な自殺予防対策を強化していく必要があります。

◇医療提供体制

全国一の高齢化先進県である本県においては、高齢者に特有の疾患に関する研究

や専門医の養成が重要であり、秋田大学等との連携により、高齢化の進展や疾病構

造の変化に対応した医療提供体制を強化していく必要があります。

また、地域救命救急センターの未整備地域や、国が指定するがん拠点病院等の空

白二次医療圏の解消を図り、県内全域において医療提供体制を充実・強化していく

必要があります。

本県の医療施設従事医師数は2,243人、人口10万人当たり医療施設従事医師数は、

216.3人（医師・歯科医師・薬剤師調査（隔年調査 平成26年12月31日現在））で、

全国平均の233.6人を下回っております。また、これを二次医療圏ごとに見ると、

秋田周辺が306.0人であるのに対して、北秋田が102.3人、湯沢・雄勝が121.3人と

なっており、依然として医師の絶対数の不足と地域偏在が改善していない状況にあ

ります。
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今後は、平成28年度に策定した「秋田県地域医療構想」及び平成29年度に策定す

る次期医療計画（H30～H35年度）に基づき、急性期から在宅医療等まで切れ目のな

い医療提供体制を構築するため、「病床機能の分化・連携の推進」、「在宅医療等の

充実」、「医療従事者の確保・養成」等に取り組む必要があります。

◇高齢者福祉・障害者福祉等

本県の高齢化率は34.7％（平成28年度）と全国一となっており、平成42年に

は40％を超える見込みとなっています。また、障害者数は、平成29年3月末現在

で、90,007人であり、増加傾向にはないものの、障害の複雑化・重度化、障害者の

高齢化が進み、ニーズも多様化しています。このような中で、高齢者や障害者等が

地域で安全・安心に暮らせるよう、地域包括ケアシステムの構築などの環境整備を

進めていくとともに、地域共生社会の実現に向けて、全ての住民が役割を持ち、支

え合いながら、暮らすことのできる地域づくりが必要となります。

深刻な人手不足が懸念される介護・福祉人材の育成・確保については、多様な人

材の新規参入の促進、研修の充実による資質の向上、就労環境の改善等による定着

促進など、総合的に取り組んでいく必要があります。

増加が見込まれる認知症患者については、「認知症疾患医療センター」を中心と

した早期診断・早期対応の体制強化と併せ、認知症患者やその家族を地域で支える

体制の充実を図る必要があります。

本県のひきこもり状態にある人(15～39歳）の推計人数（平成28年9月の内閣府調

査に基づく推計）は、3,292人とされ、相談機能と社会参加に向けた支援を充実し

ていく必要があります。

◇子どもの育成

本県における児童虐待相談対応件数は、この5年間で約2倍に増加しており、全て

の子どもが健全に育成されるよう、児童虐待の発生予防から自立支援までの一連の

対策の強化を図る必要があります。

また、社会的養護が必要な子どもについて、家庭における養育環境と同様の環境

で育てることができるよう、里親委託等を進めておりますが、現状では里親委託率

が全国平均を大きく下回っており、里親制度の普及と、里親と子どものマッチング

の強化を図る必要があります。

子どもの貧困対策については、ひとり親世帯等のほぼ半数が貧困世帯となってい

ます。県では、貧困の連鎖を断ち切るため、平成27年度に「秋田県子どもの貧

困対策推進計画」を策定し、生活困窮世帯の子どもへの支援の充実を図ってお

りますが、貧困の状態にある子どもや世帯が早期に発見され、適切な支援につな

がる環境整備と民間団体による取組をより一層促進していく必要があります。
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２ 戦略の目標 ※戦略が目指す将来の姿

県民一人ひとりの健康寿命を延伸し、全ての県民が生きがいを持って安心して暮ら

せる健康長寿社会を実現します。

また、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合う地域共生社会を実

現します。

３ 施策の概要

(1) 施策１ 健康寿命日本一への挑戦

○目的

「１０年で健康寿命日本一」の共通目標を掲げ、県民一人ひとりが健康意識を高め

て主体的に健康づくりに取り組むことにより、健康寿命の延伸を図ります。

○方向性① 健康づくり県民運動の推進

［視点］

経済団体、保健医療団体、民間活動団体、市町村、報道機関等の関係者が一致団

結して健康づくり県民運動を推進することにより、県民が健康づくりに取り組みや

すい環境をつくります。

［主な取組］

・「あきた健康長寿政策会議」を通じたＰＤＣＡサイクルに基づく事業の検証と推

進

・「秋田県健康づくり県民運動推進協議会」による県民運動の推進

・イベントやメディアを通じた県民の意識改革と行動変容に向けた普及啓発の

推進

・市町村による地域での健康づくりを実践する「健康長寿推進員」の育成支援

・学校との連携によるがんをはじめとした生活習慣病予防の普及啓発

・市町村及び各種団体等が実施する健康づくり事業(イベント）に関するＳＮＳ等

を用いた情報発信

・健康経営に取り組む事業の増加に向けた普及啓発及び健康づくりに取り組む企業

や団体の顕彰

・市町村等による健康ポイント制度の導入支援

・健康づくり県民大会の開催

○方向性② 食生活改善による健康づくりの推進

［視点］

市町村や学校、栄養士会、食生活改善推進員等の地域の人材、スーパーや飲食店
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等と連携しながら、減塩や野菜摂取量の増加、過食の防止など、バランスのとれた

食生活を、乳幼児期から高齢期までの各ライフステージに合わせて普及啓発するこ

とにより、適正な食生活の定着を図ります。

［主な取組］

・食生活指針に基づく普及啓発

妊娠期、乳幼児期、学童期：健やかな発育・生活習慣の形成

思春期：次世代の健康

成人期：生活習慣病予防

高齢期：フレイル、介護予防

・健康づくりのための食育の推進と各主体での取組の支援

家庭：バランスのとれた食事の提供、共食等

幼稚園・保育所等：豊富な食体験の提供を通じ、偏食、小食の予防等

学校：望ましい栄養や食事の摂り方を自ら管理する能力の育成

食育関係団体等：料理教室等を通した調理方法や栄養バランス等の地域への

普及

市町村：食生活指針の普及、健康教室等での食生活指導等

・食生活改善推進協議会等の活動支援

○方向性③ 運動による健康づくりの推進

［視点］

市町村や運動・レクリエーションに関する関係団体と連携しながら、様々な運動

の機会や情報を提供し、運動習慣の定着を図ります。

［主な取組］

・中高齢者等を対象とした運動教室の開催

・ユフォーレ、スポーツクラブ等の健康運動指導士による各年代に応じた疾病予防

（ロコモティブシンドローム、フレイル）や体力づくりのための運動指導・出前

講座

・ウォーキングイベントの実施

・市町村や各種団体等が実施する運動イベントに関する情報発信

○方向性④ 喫煙・受動喫煙・アルコール対策の強化

［視点］

がんや循環器疾患の大きな発生要因となる、たばこによる健康被害から県民を守

るため、喫煙率の低下及び受動喫煙を防止する取組の強化を図ります。

また、生活習慣病のリスクを高める飲酒量について、理解の促進を図るほか、未

成年者や妊婦の飲酒をなくす取組を推進します。

［主な取組］
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・たばこの害についての正しい知識の普及啓発

・喫煙者の禁煙支援の推進

・若い世代を対象とした喫煙防止に向けた環境整備

・受動喫煙から子どもや妊産婦、非喫煙者を守るための条例制定の検討

・「受動喫煙防止対策ガイドライン」に基づく公共の場等における対策の推進

・イベント等を利用した適正飲酒に関する普及啓発

・アルコール健康障害対策の推進

・学校との連携によるたばこやアルコールによる健康被害防止の普及啓発

○方向性⑤ 歯科口腔保健の推進

［視点］

歯科医師会、保健医療団体、市町村等と連携しながら、乳幼児家庭への知識の普

及及び保健指導を充実するとともに、高齢者の口腔機能の維持、誤嚥性肺炎防止等

に向けた取組を促進することにより、８０２０運動を推進します。

［主な取組］

・健康な歯を大切にする表彰制度の実施

・乳幼児家庭への知識の普及及び保健指導の充実

・小・中学生を対象としたフッ化物洗口の普及推進

・医療・介護職への口腔ケアの知識の普及及び歯科専門職との連携促進

○方向性⑥：健（検）診受診率の向上

［視点］

医療保険者、企業・団体等と連携しながら、自身の健康状態の把握や、疾患の早

期発見・早期治療に結び付けるため、健（検）診受診率の向上を図ります。

［主な取組］

・健（検）診・精検受診率向上対策の推進

・効率的な検診体制と県民がより受診しやすい環境の整備

・検診車及び検診機器の計画的な導入と更新等の推進

・より精度の高いがん検診を行う体制の整備

・糖尿病重症化予防プログラムの普及

○方向性⑦：高齢者の健康維持と介護予防の推進

［視点］

加齢に伴う身体機能の衰え、社会性の低下及び精神的低下に対し、適切な介入を

しながら、生活機能の維持・向上を図り、健康寿命を延ばすため、フレイル予防を

推進します。

［主な取組］

・食生活指針に基づく普及啓発（高齢期：フレイル・介護予防）（再掲）

・ユフォーレ、スポーツクラブ等の健康運動指導士による各年代に応じた疾病予

防（ロコモティブシンドローム、フレイル）（再掲）
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・運動教室への参加促進による引きこもり防止と予防活動の推進

(2) 施策２ 心の健康づくりと自殺予防対策

○目的

県民が生きがいを持って安心して暮らせる健康長寿社会の構築に向け、「いのちを支

える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、民学官が一丸となり、「誰も自殺に追い

込まれることのない社会の実現」を目指します。

○方向性① 普及啓発活動と相談体制の充実

［視点］

自殺は、健康問題や経済・生活問題などの様々な原因が重なって「誰にでも起こりう

る危機」であることについて県民の理解を深めるとともに、自殺を考えている人の存在

に気付き、寄り添い、声をかけ、傾聴し、専門家に繋ぎ、見守っていくという自殺対策

の普及啓発を推進します。併せて、問題に対応した相談機関や相談体制の充実を図りま

す。

［主な取組］

・自殺予防の県民運動組織「秋田ふきのとう県民運動実行委員会」による普及

啓発

・相談機関のネットワーク「ふきのとうホットライン」の周知による多様な相

談対応

・電話相談機関「いのちのケアセンター」の周知

・市町村、民間団体等による相談機能への支援

・学校との連携による命の大切さ教育の推進

○方向性② 心の健康対策の充実

［視点］

自殺の原因別では、全体の四割が健康問題であり、特に様々なストレスによる精神疾

患が最も多いため、職場、地域、学校における心の健康を支援する環境を整備するとと

もに、かかりつけ医等の医療従事者や各相談機関の相談員を対象にしたうつ病等への対

応研修を実施します。また、年代別にみると、高齢者では健康を害したことをきっかけ

とした悩み、働き盛り世代では経済・家庭・勤務問題、若年層では学校問題が特徴とし

て現れており、年代別の心の健康づくりを強化します。

［主な取組］

・医療従事者、相談員に対するうつ病等対応研修の実施

・働き盛り世代に対するメンタルヘルスの推進



- 8 -

・児童や生徒を対象としたＳＯＳの出し方教育、教職員向けの自殺予防研修

・がん患者、慢性疾患患者等に対する支援

○方向性③ 地域における取組支援と自殺未遂者支援

［視点］

地域レベルでの自殺予防を強化するため、それぞれの地域において自殺予防に取り組

む市町村や民間団体等の取組を支援します。また、自殺者の何倍も存在すると言われる

自殺未遂者は、再度自殺を企図するリスクが高いため、関係機関が連携して自殺未遂者

の支援を行うほか、身近な人が発する自殺に繋がるサインにいち早く気付き、相談機関

等に繋ぐ役割を担う人材の養成と支援ネットワークの形成を図ります。

［主な取組］

・自殺対策計画に基づく、民・学・官一体となった県民運動の推進

・市町村、大学、民間団体による自殺予防対策の支援強化

・医師、看護師、消防、警察等との連携による自殺未遂者支援の強化

・身近な人が発する自殺の危険なサインに気付き、声かけし、必要な支援に繋

ぐ「心はればれゲートキーパー」の養成

(3) 施策３ 医療ニーズに対応した医療提供体制の整備

○目的

全国一の高齢化先進県にあって、全ての県民が、どこに住んでいても安心して質の高い

医療が受けられるよう、医療提供体制の充実・強化を図ります。

また、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、急性期から在宅医療等に至

るまで切れ目のないサービス提供体制の構築を促進します。

○方向性① 地域医療を支える人材の確保・育成

［視点］

医師については、県と大学等が一体となって、絶対数の確保に向けた県内定着の促進

と地域偏在及び診療科偏在の改善を図ります。また、看護師等養成施設への運営支援や

ナースセンターの活用等を通じて、看護職員の確保に努めます。

［主な取組］

・若手医師の専門性向上と地域医療従事とを両立させる取組の推進

・研修医の確保と定着に向けた初期臨床及び専門研修体制の充実

・医師不足の地域や診療科に従事する医師の支援と確保

・看護職員の確保と資質向上に向けた取組の推進

・在宅医療を担う多職種の人材育成支援
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○方向性② 高齢化に対応した医療体制の整備

［視点］

秋田大学等と連携し、高齢者に特有の疾患に関する研究を推進するとともに、健康寿

命日本一を目指した医療提供体制の強化を図ります。

［主な取組］

・高齢者に特有の疾患等の予防・治療や医療機器開発の研究推進

・呼吸器内科医療を担う人材の育成及び確保

・脳・循環器疾患の包括的な医療提供体制の整備

○方向性③ がん診療体制の充実と患者支援

［視点］

がん診療連携拠点病院等を中心とした標準治療や集学的治療が提供できる体制を強化

するとともに、がん患者が住み慣れた地域で尊厳を持って生活ができる社会の実現を目

指して、がんの治療とともに、がん患者等の就労や社会参画の両立を支援していきま

す。

［主な取組］

・がん診療連携拠点病院等によるがん診療提供体制の強化及び均てん化の推進

・専門性の高い医療従事者の育成支援

・がん患者の医療用補正具の購入支援

・がん患者等に対する就労支援体制の強化

○方向性④ 救急・周産期医療提供体制の強化

［視点］

脳卒中や急性心筋梗塞など、緊急性の高い疾病や重症外傷等に対応できる専門的な医

療を実施する医療機関を県北地域にも整備するとともに、本県における少子化の克服に

向け、県民が等しく周産期医療の提供を受けられ、どこに住んでいても安心して出産で

きるよう、環境の整備を図ります。

［主な取組］

・地域救命救急センターの未整備地域の解消に向けた取組の推進

・周産期医療を担う医師の確保と、女性医師の労働環境の整備

○方向性⑤ 在宅医療提供体制の整備の促進

［視点］

住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、各地域の在宅医療提供体制の確

保・構築に向けた取組を強化します。
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［主な取組］

・地域の医療関係者相互の連携による在宅医療の推進

・在宅医療を担う多職種の人材育成支援（再掲）

・在宅医療を行う医療施設の施設設備整備への支援

○方向性⑥ 医療機能の分化・連携の促進

［視点］

少子高齢化が一層進み、人口構造及び疾病構造が変化していく中で、医療から介護ま

で切れ目のないサービス提供体制の構築を図ります。

［主な取組］

・ＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの拡大

・医療資源を効率的かつ効果的に活用した医療提供を行うための連携体制の構築

・急性期から在宅医療等に至るまでの一連のサービスを地域において総合的に確保する

ための病床機能の分化・連携の推進

(4) 施策４ 高齢者や障害者等が安全・安心に暮らせる福祉の充実

○目的

高齢者等の生きがいづくりと社会参加を促進するほか、人口減少等により今後、介護

・福祉の担い手の確保が懸念される中、高齢者や障害者等が、地域で安全・安心に暮ら

せるよう、医療・介護・福祉が連携してサービスを提供できる体制の整備とともに、高

齢者等を含む全ての住民が共に支え合う社会の構築を目指します。

○方向性① 地域包括ケアシステムの構築を通じた高齢者等を支え合う地域づくり

［視点］

高齢者等が介護や療養が必要になっても、住み慣れた地域で生活を続けることができ

る環境を整備するとともに、多様な主体や地域住民が支え合い活躍できる社会を構築す

るため、医療・介護・福祉等の連携の強化や地域力の向上を図ります。

［主な取組］

・各地域の地域包括ケアシステム構築の「見える化」による、地域特性に応じ

たシステム構築の支援

・医療・介護・福祉をはじめとした多様な関係者の連携や地域共生社会の形成

を目指した取組の促進

○方向性② 介護・福祉の人材の育成・確保

［視点］

担い手の不足が懸念される中で、介護人材確保の基盤を整備するため、県と介護事業
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者が一体となって取り組む「介護サービス事業所認証評価制度」の普及啓発を推進する

ほか、「参入促進」、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」の３つを柱に総合的に施

策を推進します。また、若者の参入促進や元気な高齢者が福祉の現場で活躍できる環境

づくりを進め、福祉人材の確保定着を図ります。

［主な取組］

・「介護サービス事業所認証評価制度」の普及促進

・福祉人材センターに配置する「介護人材マネージャー」の活動によるマッチングの

推進・介護の仕事の理解促進と新規就労の支援強化

・介護職のキャリアアップへの支援

・介護ロボットの導入促進

・介護事業所内保育所の運営支援

・中学生やその保護者など、若い世代への情報提供

・多様な主体が介護・福祉分野で活躍できる環境づくり

○方向性③ 介護・福祉の基盤整備

［視点］

高齢者等が住み慣れた地域や家庭で安心して生活を送れるようにするとともに、家族

の介護負担の軽減を図るため、各地域において介護サービスのバランスに配慮した施設

整備等を進めます。

［主な取組］

・地域密着型サービスを提供する施設等の整備及び開設の支援

・療養病床を退院する患者の受け皿確保に向けた環境整備

○方向性④ 高齢者の生きがいづくりの推進

［視点］

高齢者が生きがいをもって社会で活躍できるよう、仲間づくりや自主的な生きがい・

健康づくりを支援するとともに、高齢者が培ってきた豊富な知識や経験、技能を存分に

発揮できる環境づくりを促進します。

［主な取組］

・高齢者による社会参加等を通じた生きがいづくりの推進

・老人クラブ等が行う社会参加活動への支援

・ボランティアなどの社会貢献や健康づくり活動等に関する情報・機会の提供

・ねんりんピック秋田大会を契機とした生きがい・健康づくりへの支援

○方向性⑤ 「認知症」の人や家族を地域で支える体制の強化

［視点］

認知症の早期発見・早期診断・早期対応に向け、認知症医療提供医体制の充実及び認



- 12 -

知症とその家族を地域全体で支える体制づくりなど、医療・介護・福祉の連携強化を図

ることにより、認知症になっても安心・安全に暮らせる地域づくりを更に進めていきま

す。

［主な取組］

・「認知症疾患医療センター」と関係機関との連携体制の強化支援

・認知症サポーターの活動範囲の拡大と上級サポーターの育成

・県民に対する認知症の正しい知識の理解促進

・若年性認知症の人やその家族への支援強化

・認知症予防への取組の推進

○方向性⑥ 障害への理解と障害者の地域生活・社会参加に向けた環境づくり

［視点］

障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実

現するとともに、障害者が社会参加しやすい環境づくりを促進していきます。

［主な取組］

・「こころのバリアフリー」の推進

・ヘルプマーク・ヘルプカードの作成・配付と普及啓発

・手話・点字等の普及

・障害者等用駐車区画の適正利用の促進

○方向性⑦ ひきこもり状態にある人の社会とのつながりの支援

［視点］

原因が多岐にわたる「ひきこもり」について、本人やその家族を支援するため、ひき

こもり相談支援センターと巡回相談の一層の利用促進を図るとともに、ひきこもり状態

にある方の社会参加に向けて支援を強化していきます。

［主な取組］

・ひきこもり支援センターを核とした相談機能の充実

・就労体験の機会提供のための協力事業所（職親）の拡大とマッチングの強化

(5) 施策５ 次代を担う子どもの育成

○目的

次代を担う子どもたちが、健やかに育まれる社会を実現するため、複雑な事情を抱える

子どもへの支援を強化するとともに、全ての子どもたちが生涯を通じて心身ともに健康に

過ごすことができるよう、学校との連携による普及啓発を強化していく必要があります。
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○方向性① 里親委託の推進

［視点］

家庭での虐待や経済的な事情等により、実親による養育が困難となった児童が正しい

理解とあたたかい愛情のある家庭で生活を送り、将来の健全な生活基盤を築くことがで

きるよう里親委託を推進します。

［主な取組］

・里親制度の普及啓発

・登録里親の増加と里親の養育能力の向上

・児童と里親とのマッチングの強化

・里親の開拓から児童の自立支援までの一貫したサポート体制の構築

○方向性② 虐待防止対策の強化

［視点］

児童虐待の早期発見、早期対応に向けて、市町村や警察等の関係機関との連携を深め

ていくとともに、市町村と児童相談所について、それぞれの役割に応じた相談体制の強

化を図ります。

［主な取組］

・児童福祉司や児童福祉に関わる市町村職員等の資質向上に向けた支援

・住民に身近な支援を行う市町村と、専門的な支援を行う児童相談所の役割分

担の明確化

○方向性③ 子どもの貧困対策の強化

［視点］

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困状態

にある子どもが地域において健全に育成される環境を整備するなど、市町村と一体とな

って、子どもの貧困対策を総合的に推進します。

［主な取組］

・生活困窮世帯の子どもに対する学習支援の充実

・ひとり親世帯等に対する家計相談の実施

・地域における“支援のつなぎ”の役割を担う「コーディネーター」の養成

・ＮＰＯ団体等による活動促進に向けた支援の実施

○方向性④ 学校との連携による健康・心の教育の推進

［視点］

生活習慣病予防や、命の大切さなど、子どもの頃からの啓発が重要であることから、

学校との連携により健康教育や、心の教育を推進します。
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［主な取組］

・学校との連携によるがんをはじめとした生活習慣病予防の普及啓発（再掲）

・学校との連携による命の大切さ教育の推進（再掲）

・学校との連携によるたばこやアルコールによる健康被害防止の普及啓発（再掲）


