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【表紙の説明】 

 

東京 2020 パラリンピック採火式 

 ８月 12 日、東京 2020 パラリンピックに先立ち、勤労者福祉センターで採火式が開かれまし

た。飯田市出身の電動車椅子サッカー元日本代表選手の飯島洸
こう

洋
よう

さんと南信州広域連合長の佐藤市

長が、飯田下伊那の障がいがある皆さんが手作りした竹灯ろうから採火し、ランタンを灯しました。 

 ランタンは８月 16 日に長野市で開催された集火式に運ばれ、県内 10 圏域から採火された聖火

が集まりました。 

 写真は、ランタンへ点火する飯島さんと佐藤市長です。 
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１ 健康福祉部
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１－１ 健康福祉部機構図

（令和３年４月１日現在）

重層的支援係

健康福祉部 福祉課 地域福祉係

障害福祉係

生活福祉係

今宮福祉企業センター

上久堅福祉企業センター

鼎福祉企業センター

上郷福祉企業センター

上村福祉企業センター

南信濃福祉企業センター

保育係

子育て支援課 子育て支援係

こども家庭応援センター“ゆいきっず”

こども発達センターひまわり

家庭係

丸山保育園 三穂保育園

座光寺保育園 山本保育園

松尾東保育園 中村保育園

長寿支援課 長寿支援係

下久堅保育園 殿岡保育園

上久堅保育園 鼎みつば保育園

龍江保育園 上郷西保育園

川路保育園 和田保育園

機能回復担当

竜丘保育園 上村保育園

施設管理係

保健給食担当

基幹包括支援センター係

介護保険係

介護認定支援係

介護人材確保担当

＜参考＞

保健課 健康推進係

予防接種担当

特定健診・指導担当

一体的実施担当

保健指導係

遠山地域事業課

食育担当

がん検診担当

国保係

医療給付係

上村診療所

コロナワクチン接種推進係

社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 総務課

地域福祉課

在宅サービス課

施設サービス課
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１－２ 健康福祉部の事務分掌

課 係 分掌事務

福

祉

課

地域福祉係

１ 保健福祉施策の企画及び調整に関すること。

２ 地域福祉に関すること。

３ 引揚者、戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

４ 保護司会及び社会を明るくする運動に関すること。

５ 社会福祉協議会に関すること。

６ 民生委員、児童委員及び福祉委員に関すること。

７ 部内の庶務に関すること。

８ 授産施設（福祉企業センター）に関すること。

９ 福祉課の所管に属する事項に係る事業を行う社会福祉法人に対

し、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）の規定に基づき市長が行

うべき事項に関すること。（社会福祉法人の許認可及び指導監査等）

10 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。

障害福祉係

１ 身体障がい者の福祉に関すること。

２ 知的障がい者の福祉に関すること。

３ 精神障がい者の福祉に関すること。

４ 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）の規定に基づき市長が行うべき事項に関

すること。

生活福祉係

１ 生活保護及び要保護に関すること。

２ 生活困窮者の自立支援に関すること。

３ 浮浪者の保護及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

重層的支援係
１ 包括的な相談支援、相談支援機関との連携等による重層的支援に

関すること。

子

育

て

支

援

課

子育て支援係

こども家庭応援

センター

(ゆいきっず)

１ 次世代育成支援対策の推進に関すること。

２ 家庭児童相談に関すること。

３ 児童虐待防止に関すること。

４ 子どもの発達支援に関すること。

５ 飯田市こども家庭応援センターに関すること。

家庭係

１ 母子、寡婦及び父子家庭の福祉並びに自立支援に関すること。

２ 児童扶養手当に関すること。

３ ＤＶ防止対策に関すること。

４ 児童手当に関すること。

５ 女性相談に関すること。

６ 母子家庭等福祉医療費給付金の認定に関すること。

保育係

保健給食担当

１ 児童の福祉に関すること。

２ 保育所に関すること。

３ 保健・給食に関すること。

４ 認定こども園に関すること。

５ 子育て支援課の所管に属する事項に係る事業を行う社会福祉法人

に対し、社会福祉法の規定に基づき市長が行うべき事項に関するこ

と。（社会福祉法人の許認可及び指導監査等）

施設管理係
１ 保育所の民営化に関すること。

２ 保育所等の施設整備に関すること。

こども発達センター

ひまわり
１ 児童発達支援センターに関すること。
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長

寿

支

援

課

長寿支援係

１ 高齢者の福祉に関すること。

２ 養護老人ホーム入所措置に関すること。

３ 高齢者の生きがい対策に関すること。

４ 敬老事業に関すること。

５ シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

６ 高齢者福祉施設に関すること。

７ 長寿支援課の所管に属する事項に係る事業を行う社会福祉法人に

対し、社会福祉法の規定に基づき市長が行うべき事項に関すること。

（社会福祉法人の許認可及び指導監査等）

８ 成年後見制度に関すること。

基幹包括支援センター係

機能回復担当

１ 地域包括ケアシステムに関すること。

２ 地域包括支援センターに関すること。

３ 在宅医療介護連携に関すること。

４ 高齢者の介護予防に関すること。

５ 認知症施策に関すること。

６ 生活支援体制整備事業に関すること。

７ 介護保険初期相談対応に関すること。

介護保険係

１ 介護保険事業の企画及び運営に関すること。

２ 介護保険被保険者の資格取得及び喪失に関すること。

３ 介護保険の給付に関すること。

４ 介護保険料の賦課に関すること。

５ 地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準並びに地

域密着型サービス事業者の指定、指導及び監督に関すること。

６ 飯田市が事業者として行う指定居宅サービス事業の運営に関する

こと。

介護認定支援係
１ 要介護認定に関すること。

２ 特別養護老人ホーム入所申込みに関すること。

介護人材確保担当 １ 介護人材確保に関すること。

保

健

課

健康推進係

１ 感染症及び防疫に関すること。

２ 予防接種に関すること。

３ 献血に関すること。

保健指導係

１ 市民の健康づくりに関すること。

２ 結核予防に関すること。

３ 母子保健、成人保健及び老人保健に関すること。

４ 難病及び精神保健に関すること。

５ 食生活改善活動に関すること。

６ 歯科保健に関すること。

７ 地域における保健の推進組織に関すること。

国保係

１ 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。

２ 国民健康保険被保険者の資格及び給付に関すること。

３ 国民健康保険税の賦課、調定、調査及び減免に関すること。

４ 国民健康保険事業に係る第三者行為及び不当利得に関すること。

医療給付係

１ 老人保健医療受給者の資格及び給付に関すること。

２ 福祉医療費給付金の支給に関すること。

３ 後期高齢者医療制度に関すること。

４ 母子保健法（昭和 40年法律第 141 号）の規定に基づき市長が行う

べき事項に関すること。

コロナワクチン接種

推進係

１ コロナワクチン接種に関すること。
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１－３ 飯田市予算及び保健福祉等行政の概要

（「令和３年度 飯田市当初予算（案）の概要」より抜粋）

１ 令和３年度飯田市当初予算のポイント

飯田市一般会計の予算総額 474 億 7,000 万円（対前年比 +3.5％）

■歳出予算の特徴

～三つの柱で市民の命と暮らしを守りつつ、新たなチャレンジを～
令和３年度当初予算は、予算編成の基本方針に基づき、以下の三つの「柱」を据え編成しました。

（１）新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、その対応を最優先とし、令和２年度補正予算

から引き続いて、国・県の動向を踏まえつつ適時・適切な対策を講じていきます。

（２）「いいだ未来デザイン2028」(飯田市総合計画)中期４年のスタートにあたり、未来ビジョンに掲げ

る「目指すまちの姿」の実現に向けて、新たな取り組みに積極的にチャレンジしていきます。

（３）飯田市の長期的都市像である「環境文化都市」を念頭に、環境の視点から暮らし・経済を再生し

ていく視点をもって事業展開を図ります。

これらを着実に実行することで市民の命と暮らしを守りつつ、新たな取り組みにチャレンジして

いきます。

２ いいだ未来デザイン 2028 戦略計画の 12 の基本目標における令和３年度予算の特徴

■健康福祉部等の主要な事業

戦略計画 主な事業・取組

基本目標６

結婚・出産・子育ての希望

をかなえる

◆結婚の希望をかなえる

・結婚したいと思う若者の自分磨きを支援するとともに、地域での

マッチングイベントや移住を希望する方を対象とした出会いの機

会を創出し、婚姻件数の増加を目指します。

・出会いの創出から成婚までを支援する結婚相談員のお見合い活動

を支援します。

・近い将来、進学や就職などの大きな選択をする地域の高校生に、

今後の生き方について考えてもらうライフデザインの啓発事業を

実施します。

◆出産の希望をかなえる

・市立病院と連携した地域の産科医や助産院での健診や分娩につい

て、選択ができるよう情報提供を行いつつ、地域での分娩機能を

堅持します。

・治療における精神的・経済的な負担の軽減を図り、不妊や不育症

治療への支援策を継続しつつ不妊検査・人工授精も補助対象とす

るよう拡充します。

・妊娠期から出産・子育て期まで寄り添う切れ目ない支援により、

産後うつの予防・早期発見をし、産後のサポート体制を充実させ

て早期から支援をします。
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◆孤立を防ぎ、子育ての希望をかなえる

・児童虐待や子育ての行き詰まりを予防し、早期発見・早期対応に

努めます。また、発達に偏りのある児童の発達支援など、子育て

の総合的な相談支援体制を充実します。

・地域子育て支援拠点（つどいのひろば）事業を充実します。また、

オンライン型の子育て相談や子育て交流の機会をつくるととも

に、地域の子を地域で育む交流の場としての役割を推進します。

・家族やママ友らとともに子どもの成長をみんなで楽しめる、子育

て情報配信サービスの導入を図ります。

・事業所への産休・育休の促進など、働き方に関する意識啓発を進

めます。

◆飯田の持ち味を活かし、豊かな育ちを支える

・乳児保育、未満児保育、保育標準時間など増加する保育ニーズに応え

るため、新制度など多様な手法を用いて保育施設整備を推進します。

また、保育人材の確保にむけた取組を積極的に推進し、保育資格を持

たない保育補助スタッフを養成するプログラムを開発・試行します。

・豊かな自然や地域資源を活用して心と体・自己肯定感と協調性を育む、

「いいだ型自然保育」の動画情報などを発信し、子育て環境としての

ブランド化を推進します。

・低所得者世帯やひとり親世帯など、困難さを抱える家庭の進学の希望

をかなえる学習支援活動を促進します。

基本目標７

「市民総健康」と「生涯現

役」をめざす

◆新型コロナウイルス感染症対策の推進

・希望する市民に対してワクチン接種を円滑に実施するため、体制を整

備し取り組みます。

・地域外来・検査センターを運営し、かかりつけ医・保健所から依頼さ

れた方に対して迅速に検査を実施し、感染拡大防止に努めます。

・無症状の市民が希望して実施する抗原定量検査の自費検査費用の一部

を助成し、検査を受け易い環境を整えます。

◆市民、地域とともに進める健康づくり（働き盛り世代からの生活

習慣病予防）

・生活習慣を見直し、予防のスタートとなる特定健診の受診率を向上さ

せ、継続受診につながるよう受診勧奨を実施します。また、かかりつ

け医からの健診受診勧奨や検査結果データの提出を依頼していきま

す。

・重症化予防対象者の生活実態を把握するとともに、継続した保健指導

を実施し、特定健診の継続受診につなげます。

・働き盛り世代から生活習慣病予防のため、企業と連携して出前健康講

座を開催します。また、青壮年期である消防団健診の結果から、生活

習慣病予防につながる取組について検討していきます。

・自分の健康や介護予防活動に関心を持ち、主体的に取り組む動機づけ

となるようなポイント制度の在り方について研究します。
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◆後期高齢者を対象とした保健指導（健康づくり）

・KDB システムを活用して、医療レセプト・健診・介護のデータ等

を分析し、健康課題の把握を行い、効果的な事業の実施につなげ

ていきます。

・国保から後期高齢者医療制度に移行した被保険者に対し、健診の

受診を働きかけ、その結果から継続した保健指導を行い、生活習

慣病重症化予防に取り組みます。

・介護予防の通いの場等において、フレイル(虚弱状態）の予防のた

めの、運動・栄養・口腔等の相談・指導を行います。また、健康

課題となる疾患についての保健指導を実施します。

◆介護予防（重度化防止）の推進

・市役所長寿支援課に拡充した基幹包括支援センター機能により、

充実した初期相談対応を行います。地域包括支援センターとの連

携を緊密に行い、軽度者（要支援者・総合事業対象者）の自立に

向けて支援します。

・軽度者（要支援者・総合事業対象者）を対象として、それらの状

態になる前の生活に戻れるよう、リハビリ専門職等がプログラム

提供する短期集中通所型サービスＣ事業を継続実施します。

・モデル地区に配置した生活支援コーディネーターや、地区、社協

と連携を取りつつ、通いの場との再構築や立ち上げへの支援を目

指します。

基本目標８

共に支え合い、自ら行動す

る地域福祉を充実させる

◆地域福祉課題検討会の開催による地域福祉活動の推進

・各地区において福祉課題検討会を開催し、福祉課題を洗い出し、

課題解決のための取組に繋げます。

・地区が抱える福祉課題の解決に向けて、地域福祉コーディネータ

ーと地域住民が連携した取り組みを支援します。

・新たに創出される地域福祉活動を支援し、先進事例の横展開を図

ります。

◆住み慣れた地域に住み続けられる社会の構築

・地域での見守り・支え合い活動を進めるために、当事者と双方向

性のある住民支え合いマップの整備を進め、地域の見守り体制を

強化します。

・地域住民の一人一人が自立した生活ができるよう、地域で支え合

う自立支援の体制づくりを進めます。

・地域での民生児童委員と健康福祉委員の連携を強化し、個人情報

の適切な活用により地域福祉の推進を図ります。

◆複合化・複雑化した課題解決に向けた重層的支援体制の構築

・相談者の属性、世代、相談内容にかかわらず包括的に受け止める「福

祉まるごと相談窓口」を設置し、既存の相談支援機関と連携を強化し、

課題解決に向けた支援をします。

・複合化・複雑化した課題であるため制度に繋がりにくい人や、自ら支

援に繋がることが難しい人に、アウトリーチ等を通じた継続的支援を

届けます。

・人や地域とのつながりが希薄な世帯に対して、ニーズや課題を把握し、

地域の社会資源の活用や、新たな社会資源の開拓を通じて社会とのつ

ながり作りに向けた支援をします。
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◆障がい者の社会参加の推進

・障がいに対しての正しい理解を深めるとともに、障がい者自らも

参加する文化芸術作品展や参加型イベントを開催し、障がいを持

たれた方の社会参加を推進します。

・誰もが暮らしやすい環境を整備していくために、ユニバーサルデ

ザインを推進します。

・障がいのある人もスポーツを楽しめるようパラスポーツの普及に

努めます。


