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第１章 計画の基本的な考え方 

 

１．地域福祉とは 

 

 「地域福祉」とは、地域にある様々な問題や課題を、個人〔自助〕、地域〔共助〕、や行政〔公助〕

が、それぞれの役割を理解し、地域社会として、ともに考え、ともに行動し、支え合いながら解決

し、「誰もが暮らしやすい地域」にするための仕組みをつくることです。 

 

２．計画策定の背景と目的 

 

（１）計画策定の背景 

 わが国では、尐子・高齢化や核家族化の進行などの社会状況の変化は、家族機能の崩壊や地

域における連帯感の希薄化に拍車をかけてきました。 

 本市においても家庭や地域における相互扶助機能は弱まりつつあり、地域社会の見直しや新

たな福祉ニーズの増大など地域福祉の推進が重要な課題となっています。 

 また、今般、全国各地でいわゆる高齢者の所在不明問題が発生し、地域社会のつながりの希

薄化が改めて明らかになり、尐子高齢者社会における高齢者などの孤立が憂慮されるところと

なっています。 

 国においては、「社会福祉事業法」が平成 12年に「社会福祉法」に改正され、社会福祉の目

的として、「地域福祉の推進」を明記するとともに、地域福祉推進の主体を地域住民、社会福

祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行う者と明記しています。さらに、

平成 15 年 4 月 1 日に総合的な地域福祉を推進するために、市町村に地域福祉計画の策定が規

定されています。 

 このような国の動きに合わせて、本市では平成 18 年 3 月に、地域福祉をより一層推進させ

るため、従来の行政計画と地域福祉推進の主体である地域住民や民間団体などが参画する共同

計画として、「三好町地域福祉計画（あったかプラン みよし）」（以下、「第１期地域福祉計画」）

を策定し、基本目標を「地域住民が互いに思いやり、支え合い、誰もが安心していきいきと暮

らせる福祉のまちづくり」として、地域福祉の推進を図ってきました。 

 第２期の策定にあたっては、平成 21 年度に市内在住の 15 歳以上（1,200 人を無作為抽出）

を対象として、地域福祉に関するアンケート調査を実施し、市民の地域福祉に関する評価を把

握し、分析しました。平成 22 年度には第１期地域福祉計画の評価を行い、市民の誰もが安心

していきいきと暮らせるように、地域福祉のあり方の方向づけを明確化していくため、平成 23

年度から始まる「第２期みよし市地域福祉計画」を策定しました。 
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（２）計画の目的 

 地域には、様々な社会的支援を必要としている人がいます。そのような方々を支援し、問題

解決をしていくために、個人や地域、行政がそれぞれ何をしなければならないのかを考え、行

動する必要があります。地域福祉とは、高齢者、障がい者、子どもだけでなく、支援を必要と

する人を地域社会全体で支え、ともに考え、ともに行動し、問題の解決を図っていこうとする

ものです。 

従って、地域福祉計画とは、行政が策定した計画ですが、単に行政が行う施策を示すだけで

なく、地域住民が暮らしていくためには「何が必要とされているのか」「どのような課題があ

るのか」「誰がどのような行動をすればよいのか」「連携をどのように図っていくのか」といっ

た「地域でそれぞれの立場で何をしていくか」をとりまとめていくことを目的としています。 

 

３．計画の位置付け 

  

地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条において、市町村地域福祉計画の策定が規定されていま

す。 

「みよし市地域福祉計画」は、「みよし市総合計画」を上位計画とし、福祉・保健などの「地域

福祉」の施策や方向性を示した『理念計画』と位置づけられます。分野別計画が『具体的な事業方

針』を示すのに対し、地域福祉計画は、高齢者、障がい者、子どもなどの個々の福祉計画では対応

しきれない福祉施策や分野別計画に共通する事項、男女共同参画、地域防災、生涯学習やＮＰＯ活

動などの福祉・保健以外の分野にも横断的に及ぶ広い範囲の計画になります。 

本計画は、審議会をはじめ、市民アンケート調査、関係団体ヒアリング調査などを通じて、多く

の市民の協力を得て策定しています。 
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４．計画の期間 

 計画期間は、平成 23（2011）年度を初年度とし、平成 27（2015）年度を目標年度とする５か年

計画とします。 

 本計画は社会経済情勢の変化や関係諸計画との整合性を図りつつ、進捗状況評価を毎年実施し、

必要に応じて見直しを図ります。 
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第２章 本市を取り巻く状況と課題 

１．地域の現状 

１－１ 人口・世帯の動向 

（１）人口の推移 

 本市の人口は、平成２年（1990年）に 30,334人から順調に増加し続け、平成 22年（2010

年）には 57,824 人に達しています。今後も増加傾向が続き、平成 25年（2013 年）には６万

人を超え、平成 35年（2023 年）には７万人になると推計されます。 

 年齢３区分別人口比率の推移をみると、平成 22年には 15歳未満の年尐人口は 19.6％とな

り、今後も減尐傾向が続き、平成 32年には 17.4％まで低下します。一方で 65歳以上の老年

人口は平成 22 年には 12.9％であり、平成 32 年には 15.8％となります。年尐人口が老年人

口を上回る状況は続きますが、本市においても尐子高齢化傾向がみられます。 

図 人口の推移（推計） 
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資料：住民記録、外国人登録、推計人口は住民記録より推計（各年４月１日） 

図 年齢３区分別人口構成 
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資料：住民記録、外国人登録、推計人口は住民記録より推計（各年４月１日） 

Ｈ22３区分人口

は推計値 
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（２）世帯の状況 

 本市の世帯数は、平成２年（1990年）に 9,091世帯から増加し続け、平成 22年（2010年）

には 21,412 世帯に達しています。世帯数については今後も増加傾向が続き、平成 27年（2015

年）には 23,600世帯、平成 32年（2020年）には 26,200世帯になると推計されます。 

 一方で、１世帯あたりの平均世帯人員は、平成 2 年（1999 年）には 3.34 でしたが、減尐

傾向が続き、平成 22年（2010年）には 2.70となっています。今後も減尐傾向は続き、平成

32年（2020年）には 2.58になると推計されます。 

 

図 世帯数の推移と平均世帯人員 
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資料：住民記録、外国人登録、推計人口は住民記録より推計（各年４月１日） 

 

表 一般世帯の状況 

 一般世帯 単独  夫婦のみ  夫婦と子 ひとり親

と子 

その他 

 65歳以上  高齢夫婦 

平成17年 
18,985 4,621 459 3,341 937 7,857 1,099 2,067 

100.0% 24.3%  2.4%  17.6%  4.9%  41.4%  5.8%  10.9%  

平成25年 
22,700 5,400 800 4,000 1,500 9,100 1,400 2,800 

100.0% 23.8%  3.5%  17.6%  6.6%  40.1%  6.2%  12.3%  

平成30年 
25,200 5,900 900 4,400 1,700 10,100 1,600 3,200 

100.0% 23.4%  3.6%  17.5%  6.7%  40.1%  6.3%  12.7%  

平成35年 
27,400 6,500 1,000 4,800 1,800 10,700 1,800 3,600 

100.0% 23.7%  3.6%  17.5%  6.6%  39.1%  6.6%  13.1%  

資料：国勢調査、推計データは総合計画より 

※高齢夫婦世帯とは、夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦のこと 
※その他とは、その他親族世帯と非親族世帯との合計値 

(人) 
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（３）地区別人口 

 
 図 地区別年齢人口 
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資料：住民記録 

 地区別人口をみると、きたよし地

区が本市の人口のほぼ半分を占め

ている状況にあります。 

 きたよし地区は住宅地の開発に

伴い、人口が急激に多くなり、平成

22年には29,899人となっています。

今後も増加傾向は続き、平成 27 年

には 31,700 人、平成 32 年には

33,500人と推計されます。 

 

 

 

 

 なかよし地区も、人口の増加傾向

が続いており、平成22年には21,840

人となっています。今後も増加傾向

は続き、平成 27年には 24,400人、

平成 32年には 26,600人と推計され

ます。 

 

 

 

 

 

 みなよし地区は他の地区に比べ

て人口規模が小さい状況です。平成

22 年には 6,125人であり、今後も増

加傾向が続き、平成 27 年には 6,400

人、平成 32 年には 7,600 人と推計

されます。 
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１－２ 障がい者や高齢者、児童等の現状 

（１）障がい者の状況 

 障害者手帳保持者数の推移をみると、10年間でいずれの障害者手帳保持者も増加しています。 

身体障害者手帳保持者は、他の障害者手帳保持者に比べても多く、平成 22 年には 1,238 人

となっています。10年前と比較すると約 1.5倍に増加しています。 

 知的障害者手帳保持者は、平成 22年には 267 人で、10 年前と比較すると約 1.6 倍になって

います。 

 精神障害者手帳保持者は、平成 18 年には 100 人を超え、平成 22 年には 132 人となり、10

年前に比べると３倍に増加しています。 

表 手帳所持者数 

 平成 

13 年 

平成 

14年 

平成 

15年 

平成 

16年 

平成 

17年 

平成 

18 年 

平成 

19年 

平成 

20年 

平成 

21 年 

平成 

22年 

身体障

がい者 
850 892 941 1023 1028 1060 1095 1141 1213 1238 

知的障

がい者 
166 184 195 190 220 231 236 255 257 267 

精神障

がい者 
44 55 64 70 64 100 110 119 123 132 

資料：福祉課（各年４月１日） 

 

（２）高齢者の状況 

平成 13 年から平成 22 年までの 10 年間の要介護認定者の推移をみると、10 年間一貫して増加

傾向が続いており、平成 22年には 856人であり、10 年前と比較すると、約 2.4 倍になってい

ます。特に軽度の「要支援１、２」、中程度の「要介護３」の人数が多くなっています。 

表 要介護認定者の状況 

 平成 

13年 

平成 

14年 

平成 

15年 

平成 

16年 

平成 

17年 

平成 

18年 

平成 

19 年 

平成 

20 年 

平成 

21年 

平成 

22年 

総数 363 424 508 563 609 659 713 757 816 856 

要支援１ 

35 27 60 73 92 102 
95 90 93 114 

要支援２ 74 105 115 122 

要介護１ 107 128 147 179 176 211 133 128 152 162 

要介護２ 79 75 99 93 95 95 122 125 137 145 

要介護３ 33 54 60 72 84 89 104 121 140 134 

要介護４ 65 71 81 89 96 93 107 109 103 100 

要介護５ 44 69 61 57 66 69 78 79 76 79 

※平成 13年～17年は「要支援」、平成 18 年以降制度改正により「要支援１」「要支援２」となっている。 
資料：高齢福祉課（各年４月１日） 
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（３）児童の状況 

平成 13 年から 10 年間の子どもの人口推移をみると、本市の子ども人口は増加傾向が続いて

います。しかし、年齢別を見ると１～５歳人口は平成 16 年の 4,902 人をピークに横ばいから

減尐傾向へと転じており、今後子ども人口は減尐へと転じることが予測されます。 

図 児童人口の推移 
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資料：住民記録（各年４月１日） 

 

（４）外国人の状況 

本市に外国人登録をしている人は、平成 22 年（2010 年）には 1,662 人で、総人口に占める

外国人の比率は 2.87％となっています。 

今後も外国人登録人口は、増加傾向が続き、平成 27 年（2015 年）には 3,100 人、平成 32

年（2020年）には 4,200 人に達する見込みです。総人口に占める比率も高くなり、平成 35 年

には 7.0％となると推計されます。 

本市の外国人を国籍別にみると、ブラジルが最も多く、中国、フィリピン、韓国と続いてい

ます。これまで増加傾向が続いていた外国人登録ですが、最も多いブラジルは近年大きく変動

しており、外国人の本市の滞在が経済動向に大きく左右されていることがわかります。 
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図 外国人登録人口 
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資料：外国人登録、推計人口は住民記録より推計（各年４月１日） 

図 国籍別外国人登録人口（上位５か国）の推移 
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資料：外国人登録（各年４月１日） 

図 国籍別外国人登録人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：外国人登録（平成 22 年４月１日） 
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ブラジル,
739
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１－３ その他 

 犯罪件数は、平成 12 年から平成 17 年にかけては増加傾向にあり、1,880 件まで増加しまし

たが、平成 18年以降は急激に減尐し、1,100件台で推移しています。 

 交通事故発生件数は、平成 14 年の 300 件から平成 16 年の 400 件へと急激に増えましたが、

平成 18 年以降は、350件前後の横ばいで推移しています。 

 火災発生件数は、平成 16年、17年には 50件を超えましたが、その後減尐傾向が続き、平成

21 年には 25件とかなり尐なくなっています。 

表 犯罪件数 

 平成 
12年 

平成 
13年 

平成 
14年 

平成 
15年 

平成 
16年 

平成 
17年 

平成 
18 年 

平成 
19 年 

平成 
20年 

平成 
21年 

総数 1193 1330 1409 1436 1418 1880 1196 1182 1125 1129 

凶悪犯 2 1 - 3 1 5 5 1 1 - 

粗暴犯 15 13 9 22 15 27 35 16 15 10 

侵入盗 129 162 284 223 186 174 129 185 141 167 

乗物盗 290 300 318 329 384 418 222 210 228 272 

非侵入
盗 

741 827 746 647 627 802 557 556 563 488 

その他 16 27 52 212 205 454 248 214 177 192 

資料：豊田警察署（各年４月１日） 

表 交通事故発生件数 

 平成 
12年 

平成 
13年 

平成 
14年 

平成 
15年 

平成 
16年 

平成 
17年 

平成 
18 年 

平成 
19 年 

平成 
20年 

平成 
21年 

人身事
故件数 

312 310 300 360 400 383 354 350 352 345 

総数           

 死者 2 2 7 1 2 3 2 1 2 - 

 傷者 416 398 387 464 480 496 450 428 424 422 

歩行者           

 死者 1 1 1 - 1 - - 1 1 - 

 傷者 18 11 20 37 27 32 21 18 27 10 

自転車           

 死者 - - 1 - - 1 - - - - 

 傷者 33 37 28 43 52 54 36 48 64 45 

車等 
その他 

          

 死者 1 1 5 1 1 2 2 - 1 - 

 傷者 365 350 339 384 401 410 393 362 333 367 

資料：豊田警察署（各年４月１日） 
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表 火災発生件数（年集計〔１～１２月〕） 

平成 
12年 

平成 
13年 

平成 
14 年 

平成 
15年 

平成 
16年 

平成 
17年 

平成 
18 年 

平成 
19年 

平成 
20 年 

平成 
21 年 

42 45 49 34 53 56 42 31 24 25 

資料：尾三消防本部 
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２．地区ごとの特徴 

 

（１）きたよし地区 

きたよし地区は、本市の中で最も自然が残されている一方、三好ヶ丘の住宅地開発や大学の

立地、インターチェンジの設置など、従来本市にはなかったさまざまな機能が新たに導入され

てきました。 

新しく転入してきた単身者や核家族世帯、外国人が多く、人口が急増している地区であるこ

とから、地域活動への参加の働きかけによるコミュニティの形成が必要となっています。 

総合計画の地区別構想で、「緑と暮らしを大切にするまち きたよし」を将来像として掲げ、

学術研究機能の導入や物流拠点の形成、スポーツ文化施設の整備、また既存の里山を活かした

整備などを行い、次のような施策を推進しています。 

（１）自然環境と調和した居住機能の充実 

（２）周辺環境に配慮した居住環境の整備 

（３）里山を活かした芸術・文化・教育機能の導入 

（４）国土交通軸のエントランスを活かした工業機能の充実 

 

（２）なかよし地区 

なかよし地区は、市役所などの公共施設が集まった本市の行政の中心地として発展してきた

地区ですが、中心地区としての役割を担うためには、主に都市基盤の整備充実が課題です。 

市民どうしのふれあいによる良好なコミュニティの維持・向上が必要となっています。 

地区別構想では「未来に築くにぎわいのまち なかよし」を将来像として掲げ、中心地区に

ふさわしい本市の顔づくり、すなわち人々のにぎわいと交流を創り出す公共公益施設の整備と

充実、商業施設の充実など、広域的に魅力ある拠点形成をめざし、次のような施策を推進して

います。 

（１）「みよしの顔」となる交流・交歓拠点の形成 

（２）居住機能の充実 

（３）ゆたかな水と緑をいかしたネットワークと核の形成 

（４）幹線道路沿道の工業機能の充実 

 

（３）みなよし地区 

みなよし地区は、農業地帯にいくつかの大規模な工場が立地している地区であり、土地利用

の大半は、農地として利用され、市街化調整区域の指定がされているため、工場や既存集落以

外の新規機能の立地は尐ない状況にあります。 

現状のまま推移するとすれば、高齢者が増加し、子どもが尐なくなるため、学校・保育園な

どの施設利用の非効率化やコミュニティそのものがぜい弱になっていく恐れがあります。 
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地区別構想では「ふるさと交流で元気なまち みなよし」を将来像として掲げ、新規の田園

型住宅地の開発や新たな生産機能・商業機能の導入、また、農業系レクリエーションの充実な

どの計画的な開発を推進するとともに、伝統ある農業を活かして、次のような施策を推進して

います。 

（１）田園型居住機能の充実 

（２）農業を活かしたレクリエーション・交流機能の充実 

（３）世界に向けた地場産業機能の充実強化 

（４）優良農地・果樹園の保全 

 

 

３．生活課題と地域の活動 

 

（１）生活課題 

①緩やかな尐子・高齢化 

 本市の人口は今後も増加し、平成 32 年には 67,700 人と推計されます。また、年齢３区分

別人口をみると、15歳未満の年尐人口の比率は 17.4％まで減尐し、代わりに 65歳以上の高齢

者人口は 15.8％まで上昇すると推計されます。わが国全体では、すでに人口減尐が始まり、平

成 32年には高齢化率が 29.2％まで上昇すると推計されている中で、本市は人口増加が見込め、

年尐人口比率が高く、高齢化率が低いという特徴を持つ自治体となっています。 

 このような本市の特徴を活かし、若い世代から高齢の世代まで幅広い年齢層の人が暮らし

やすく、魅力や活力あるまちづくりを進めていくことが必要です。 

 

②来るべき高齢社会への対応準備 

 本市の人口構成は、年尐人口比率が高齢者人口比率に比べて高い状況にありますが、本市

においても尐子・高齢化は緩やかに進行しています。このため、尐子・高齢化が先行している

他の地域の動向を見ながら、来るべき高齢社会において、市民の暮らしをどのように支えてい

くのか、対応する準備が必要です。 

 高齢化率の上昇は緩やかですが、中でも高齢単身世帯、高齢夫婦世帯は、増加傾向が顕著

であり、今後も高齢者のみの世帯は増えていくと推計されます。 

 

③支援が必要な人の増加 

 高齢者の増加、高齢者のみの世帯の増加とともに、介護が必要な高齢者は一貫して増加を

続け、今後もこの傾向は続くと予測されています。 

 また、本市の障がいのある方の人数も年々増加しています。しかしながら、市内には障が

い者福祉施設は尐なく、定員も飽和状態にあります。また、重度の障がい者や精神障がい者の

ための福祉施設はありません。 
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 これまでに介護保険制度や障害者自立支援法の施行により、公的サービスの充実が図られ

ています。高齢者や障がいのある方が住み慣れた地域で自立して生活するために、このような

公的サービスの充実だけでなく、地域全体で支援していくことが必要です。 

 

④行政区、コミュニティ活動の活発化 

本市には、25 の行政区、６つの地区コミュニティ推進協議会があり、地域自治やイベントの

開催等を通じて行政区間の市民相互交流が行われています。 

平成 21 年度に実施した「地域福祉計画策定のためのアンケート調査」によると、行政区を

今後「活発にする」が７割を超えており、そのために必要なこととして「顔見知りの関係を広

げる」「助け合える関係をつくる」ことが求められています。 

しかし、各行政区、地区コミュニティは人口、面積、住宅環境、公的施設整備等の地域間格

差があり、地域の現状に合わせた対応が求められています。また、コミュニティ推進協議会の

活動は、地域のつながりや連帯感を高めるために十分な機能を果たしているとは言えない状況

です。 

市民の公益活動への参加意向は高く、関心はさまざまな分野に広がっていることから、この

ように地域活動への関心の高い市民が、実際の活動に参加できるような環境整備を進めること

が重要です。 

 

⑤安全・安心な社会の形成 

本市の犯罪件数や交通事故発生件数、火災発生件数は、愛・地球博が開催された平成 17 年

（2005年）頃をピークに、近年では減尐傾向が続き、10年前の平成 12年と同等あるいはさら

に減尐しています。 

行政区やボランティア等により、地域のパトロールや子どもの登下校の見守りなど、交通安

全や防災、防犯に関する活動も活発に行われています。 

今後もより多くの市民の参加や協力を得て、安全・安心なまちづくりを進めていくことが重

要です。 

 

⑥災害時の対応 

東海・東南海地震など大規模地震の発生が予測されています。また、近年は、「ゲリラ豪雨」

と呼ばれるような短時間に局所的に降る大雨による河川の氾濫や浸水被害も日本全国で頻発

しています。このような地震や風水害などの自然災害から市民の生命、財産を守る防災対策を

進めています。 

しかし、大規模な自然災害の発生時には、行政だけの対応には限界があり、地域住民の助け

合いが欠かせません。そのためには、日ごろから住民同士の交流や防災活動が必要です。 

また、災害時に特に援助を必要とする高齢者や障がい者をどのように支援していくのか地域

全体で取り組んでいく必要があります。 
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⑦経済情勢の悪化と市民活動の活発化 

第１期の地域福祉計画策定時に比べても経済情勢はさらに悪化し、さまざまな社会問題も発

生しています。市民のニーズも多様化し、その全てに行政だけで応えることは困難な状況です。 

地域でさまざまな人が関わり合い、暮らしやすくするためには、地域の助け合いの力を高め、

行政と協力・協働しながら進めていくことが重要です。すでに本市では、自治基本条例を制定

し、市民と行政の協働による市政の推進を進めています。今後もより多くの市民や関係団体が

関わりながら、暮らしやすいまちづくりを進めていくことが重要です。 

 

（２）地域の活動 

ボランティア活動は、ボランティアセンターに平成 22 年 4 月現在、67 団体の登録が行われ

ており、会員数 4,044人がボランティアとして登録しています。 

また、ボランティア連絡協議会が設置されており、ボランティア団体間の連絡調整・情報交

換の場となっています。 

民生委員・児童委員活動は、社会調査、相談、情報提供、連絡通報、調整、生活支援、意見

具申などの機能を果たすため、市の民生委員推薦会によって推薦され、厚生労働大臣により委

嘱されるものです。本市においても福祉の分野ばかりでなく多方面での活動を行っています。 

地区の活動は、農業就業者の割合は極めて尐なくなっていますが、かつての農村の伝統を残

しており、現在も続けられています。また、地域ごとの子ども会、女性団体、老人クラブ、消

防団などの活動も行われていますが、団体によっては活動内容の縮小やメンバーの減尐も見ら

れ、コミュニティの形成を伝統に委ねるのでなく、市民の地域における目的意識的な活動を促

進する取り組みが求められていると言えます。 
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４．アンケート調査結果からみる地域福祉の課題 

 

１ 居住意向～高い居住意向 

 『住み続けたい』は全体で９割を占めて、高い居住意向があります。特に、「住み続けた

い」は年齢が高くなるにしたがって、高い傾向があります。若年層では「できれば移りたい」

が他の年代に比べてやや高くなっています。 

 

２ 近所づきあいについて 

～顔見知りから助け合いまで関係はいろいろ、求められている近所づきあい 

近所づきあいは「顔が合えば挨拶はする程度」「顔が合えば立ち話はする程度」が高く、近

所に住んでいる人を認識している状況がわかります。「特に用事がなくても行き来し助け合い

ができる関係」は 21％であり、濃密な近所づきあいをしている人が 1/5程度であります。特に

70 歳以上の高齢者では３割を超えており、活発な近所づきあいをしていることが伺えます。 

一方、20 歳代では「隣にどんな人が住んでいるのかわからない」「近所づきあいをしていな

い」と回答している比率は１割ですが、そのほかの年代ではかなり低くなっています。 

小学校区別では、天王、三吉は「特に用事がなくても行き来し助け合いができる関係」、中

部、三好丘、緑丘は「あいさつ程度」が最も高くなっています。 

 【近所づきあいの満足度】 

また、各年代ともに近所づきあいについて『満足』と回答している比率が高くなっています。 

近所づきあいについては、「日常生活に便利なことが多いので必要だと思う」が最も高く、「近

所づきあいは当然」という回答が続いています。一方で、「わずらわしいことが多いのであま

りしたくない」「なくても困らないのでしたくない」は２割程度と尐数派です。 

年齢別に見ても、若い世代でも「必要」「当然」という回答が高くなっています。70 歳以上

の高齢者では「当然」という回答がかなり高い状況です。 

小学校区別では、南部や三吉では「当然」、北部や三好丘では「必要」中部では「したくな

い」が他の地区に比べて高い状況です。 

 【近所づきあいで大切なこと】 

近所づきあいで大切になることは、「人とのふれあい」が最も高く、さまざまな「助け合い」

も高い回答があります。40 歳代以下では子どもに関すること、60 歳以上では健康づくりや介

護に関することといった自分自身の状況に直結している内容の回答が高くなっています。災害

時の助け合いについては、20歳代でもかなり高く、多くの年代で大切だと考えている人の比率

が高くなっています。 

今後の近所づきあいについては「今のままでよい」と考えている人が多い状況です。「深め

たい」と考えている人が２割程度に対して、「したくない」と回答した人は１割に達しません。 
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 【地域の範囲】 

近所づきあいとはいっても「地域」をどのような範囲で捉えているかを見ると、全体では、

「行政区」「となり・近所」が高くなっています。年代別に見ると、70 歳代では「となり・近

所」、50～60歳代は「行政区」、30～40歳代は「小学校区」、20歳代は「市全体」が他の年代に

比べて高くなっており、年齢が高いほど、より身近な場所を「地域」として捉えている傾向が

強くなっていることがわかります。 

 【地域の問題】 

地域で感じている問題は、生活環境をはじめ、住民のまとまりや介護、子育てなど様々です。

30 歳代以下では子どもや生活環境について、40 歳以上では子どもの非行や介護、60 歳代では

地域の活動に関する項目で、他の年代よりも高い傾向があり、ライフステージに応じた内容の

関心が高いことがわかります。 

希望する手助け、できる手助けについては「日々の見守り」「災害時の手助け」では各年代

ともに高い回答となっています。子どもに関する内容は 30歳代、日常生活での支援は 50歳代

以上で高い傾向にあります。 

小学校区別にみると、問題は、南部、天王、三吉では高齢者に関する内容、北部では遊び場、

生活環境と高齢者、中部では地域のまとまりや役員のことが他の地区に比べて高くなっていま

す。また、三好丘、緑丘、黒笹は「特にない」が高い状況です。 

希望する手助け、できる手助けは北部、南部、天王、三吉では日常的な生活支援の項目、緑

丘、黒笹は災害時の支援、三好丘は見守りについて意向が高くなっています。 

手伝わない理由としては「何をすればよいかわからない」が最も多くなっています。 

 

３ 行政区～高い参加率と満足度 

 【行政区の認知度と満足度】 

行事や地域活動への参加経験は、８割弱が参加経験があると回答しています。年代別に見る

と、30 歳代以下では「知らない」が２割弱とやや高くなっています。一方で 40 歳代では９割

以上、50 歳代以上でも８割前後の参加経験がある。地域活動への認知度・参加度はかなり高く

なっています。 

参加の程度についても「よく参加している」は３割弱であるが、65 歳以上では比率が高くな

ります。 

参加している活動は、環境美化、祭り等が高く、特に 40 歳代は様々な活動への参加度が他

の年代に比べても高くなっています。 

一方で、参加しない理由を見ると、「時間的な余裕がない」、「知らない人ばかりで参加しに

くい」が多くなっています。 

小学校区別にみても、認知度には地域による大きな差はなく、参加経験は南部、天王、三吉

が高い状況です 
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行政区の満足度は、「ある程度満足」が最も高く、８割が『満足』と回答している。各年代

とも８割前後が『満足』と回答している。特に 40 歳代、70歳以上の満足度が高い状況です。 

 また行政区の今後については７割が「活発にする」と回答しており、若い世代から高齢者

までが活発にすることを期待しています。一方で、40 歳代、50 歳代といった活動の中心とな

っているであろう世代は「活発にしなくてもよい」が他の年代に比べて高くなっています。 

 【行政区を活発にするために】 

行政区を活発にするために大切なことは、「顔見知りの関係になる」「助け合える関係をつく

る」が半数を超えて高くなっています。60 歳代以上では関係の強化や高齢者の活動の活発化、

30 歳代、40歳代は小学校とのつながりの強化が他の年代に比べて高い状況です。 

 【公益活動への参加】 

ボランティアや住民活動などの公益活動について、現在参加している人は約４割です。今後

参加したい人は約６割です。参加したい人が活動に参加できるようにするためには、活動に関

する情報提供や相談などを充実する必要があります。 

参加しやすくなる条件は、「自分にあった時間や内容の活動があればよい」が最も高くなっ

ています。特に 30 歳代～64 歳までは高くなっている。一方で「どんなに条件が整っても参加

しない」とする人は 5.6％とわずかであり、条件が整えば参加率が高まることが予想されます。 

 【公益活動活発化のための市の役割】 

公益活動を活発にするための市の役割は、「活動に関する情報提供」が高くなっています。 

 

４ 福祉に関する考え ～福祉は行政と住民と協力して取り組むべきという考え方 

「福祉」と聞いて連想するものは「高齢者」「障がい者」が高くなっています。 

福祉への関心は、65 歳以上で強い関心があり、30 歳代以下では「あまり関心がない」が他

の年代に比べてかなり高くなっています。 

福祉の考え方は、「行政と住民が協力しあってとりにくむべき」が半数を超えて最も高い状

況です。 

 

５ 相談～不安内容はライフステージに応じたもの 

毎日の暮らしで不安に感じることは、「自分の健康」「介護」「収入や家計」「災害」が高くな

っています。特に、健康や介護については、50 歳代以降で急激に増加しています。20 歳代～

40 歳代にかけては「仕事」「収入」「子ども」に関することの比率が高くなっています。「災害」

については年齢に関係がなく、すべての年代で３割前後を占めており関心が高いことがわかり

ます。 

相談相手は、家族が最も高くなっています。家族を除くと、友人・知人が高く、行政も１割

程度を占めています。さらに高齢者になると、行政を相談相手とする比率は高くなっています。 
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６ 福祉サービスついて～利用意向の高い福祉サービス 

福祉サービスについては「抵抗なく利用したい」「抵抗があるが利用したい」であり、９割

以上が『利用したい』と回答しています。特に 40 歳代がかなり高い状況です。 

福祉サービスを必要とする人が十分なサービスを受けているかについて尋ねたところ、「あ

る程度満足できるサービスを受けている」が最も高く、「十分な福祉サービスを受けていると

は思わない」という回答も高くなっています。 

家族介護については、『福祉サービスを利用したい』という回答が多い状況です。 

家族介護の不安については、「介護方法がわからない」が最も高く、特に 29歳以下、30歳代

は６割が回答しています。また、「介護サービスを利用する方法がわからない」も高く、介護

に関する意識啓発、情報提供が必要になっていることがわかります。また、若い世代ほど、自

由な時間がなくなる、家計が苦しくなるなどの比率が高くなっています。 

また、サービス供給に必要なものは「福祉サービスを受けるときの費用負担の軽減」が求め

られており、サービスと費用負担については「現状のまま維持すること」が最も高くなってい

ます。 

福祉情報については、必要としたことが「あった」は２割程度を占めています。情報の入手

方法は、市の広報誌、窓口が多く、必要な人によりわかりやすく情報を届けることが必要にな

っています。 

求められる市の取り組みは、情報提供や支援体制、情報公開などが求められています。 

 

７ 要援護者について～協力意識は高いが、何をすればよいのかわからないという意見も 

災害時の要援護者の支援は「条件が整えば協力できる」が最も高くあります。さらに、災害

時の協力について、「手助けできる」が多くあり、地域ごとにより具体的な実施に向けて、取

り組んでいく必要があります。 

要援護者支援に関する考え方は、「できる範囲で支援したい」が最も高くなっていますが、

その一方で、「何をすればよいのかわからない」が若い世代で高くなっています。 

 

８ 民生委員・児童委員～世代による認知度に大きな差 

民生委員・児童委員の認知度は４割弱ですが、30歳代以下では８～９割が「知らない」と回

答しており、若年層への活動、認知度向上が課題といえます。 

活動内容についても、全般に 60 歳代以上では高齢者や日常生活支援の内容は知られていま

すが、50歳代以下では内容に関する理解も低くなっています。 

小学校区別では、北部、南部、天王、三吉では半数前後が「知っている」と回答しています

が、中部、三好丘、緑丘では６～７割が「知らない」と地域差が大きいことがわかります。 
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９ 社会福祉協議会～認知度に大きな差 

 社会福祉協議会についても同様に、年齢が上がるにしたがって認知度が高い傾向があり、

30 歳代以下ではかなり低い状況です。 

期待される役割についても高齢者へのサービスが高く、子どもや相談窓口の内容が続いてい

ます。 
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第３章 第１期地域福祉計画の評価 

 

１． 第１期地域福祉計画目標指標の評価 

 

 第１期計画の進捗状況については、計画で設定されている目標指標に基づき評価を行いました。 

 評価は、第１期計画において設定されている目標指標を「Ａ＝達成、完了」「Ｂ＝未達成、着手・

推進」「Ｃ＝未達成、一部着手」、「Ｄ＝未達成、未着手」の４分類しました。 

 

目標 基本方針 
目標 

指標数 

評価ランク 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

目標 

 

 

基本方針１ 

みんなで共に支え合う 

地域づくり 

11 10 - - 1 

地域住民が互いに 

思いやり、支え合い、 

誰もが安心して 

いきいきと暮らせる 

福祉のまちづくり 

基本方針２ 

地域でサービスを 

利用しやすい 

体制づくり 

8 6 - - 2 

 基本方針３ 

地域で安全に 

安心して暮らせる 

環境づくり 

13 9 4 - - 

 基本方針４ 

地域福祉の 

推進に向けた 

仕組みづくり 

10 10 - - - 

合    計 42 35 4 - 3 

 

 目標指標 42 項目のうち、35 項目（83.4％）が「Ａ」評価で、目標指標を達成しています。また

４項目（9.5％）が「Ｂ」評価で、目標指標は達成していないものの、事業の実施は図られていま

す。一方で、３項目（7.1％）は「Ｄ」評価で、事業が未着手になっていますが、制度の改正等に

より、その他の施策、事業で対応が行われています。 
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２． 基本方針別の評価 

 

（１）みんなで共に支え合う地域づくり 

 基本方針１に関する指標は、11項目のうち 10項目（90.9％）がＡ評価、１項目（9.1％）

がＤ評価となっています。 

基本方針 
目標 

指標数 

評価ランク 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

（１）地域福祉に対する意識の啓発 5 5 - - - 

（２）学校・家庭・地域における福祉教育の推進 3 3 - - - 

（３）地域住民の交流活動の促進 3 2 - - 1 

（４）地域における支え合い活動の促進 - - - - - 

計 11 10 - - 1 

 

（２）地域でサービスを利用しやすい体制づくり 

 基本方針２に関する指標は、８項目のうち６項目（75.0％）がＡ評価、２項目（25.0％）

がＤ評価となっています。 

基本方針 
目標 

指標数 

評価ランク 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

（１）ニーズの把握及び情報提供の充実 1 1 - - - 

（２）福祉に関する相談体制の整備 3 1 - - 2 

（３）利用しやすいサービスの提供 4 4 - - - 

計 8 6 - - 2 
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（３）地域で安全に安心して暮らせる環境づくり 

 基本方針３に関する指標は、13項目のうち９項目（69.2％）がＡ評価、４項目（30.8％）

がＢ評価となっています。全ての項目の取り組みが行われていますが、目標指標達成には至

っていません。 

基本方針 
目標 

指標数 

評価ランク 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

（１）健康づくり・生きがい活動の推進 5 3 2 - - 

（２）安心して暮らせる日常生活の支援 1 1 - - - 

（３）誰もが働きやすい就業環境の整備 2 1 1 - - 

（４）安全な居住・生活環境の整備 5 4 1 - - 

計 13 9 4 - - 

 

 

（４）地域福祉の推進に向けた仕組みづくり 

 基本方針４に関する指標は、10 項目のうち 10 項目（100.0％）がＡ評価となっています。

全ての項目で目標指標を達成しています。 

基本方針 
目標 

指標数 

評価ランク 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

（１）地域福祉を担う人材の育成 2 2 - - - 

（２）地域における福祉ネットワークの形成 1 1 - - - 

（３）関係団体等との連携強化 1 1 - - - 

（４）ボランティア・ＮＰＯの活動促進 5 5 - - - 

（５）地域における活動場所の提供 1 1 - - - 

計 10 10 - - - 
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第４章 地域福祉推進の方策 

 

１．計画の目標 

 

 市民一人ひとりが個人として尊重され、自立して、豊かで安心して暮らせる地域社会を形成する

ためには、市民、事業者、行政などの「協働」のもとに地域福祉を推進していく必要があります。 

 それには、公的福祉サービスの拡充、良質な福祉サービスの提供、それらの福祉サービスを利用

しやすい体制、地域における見守り・助け合いといった市民が主体となった活動により、共に支え

合い、助け合う社会が実現します。 

 第１期計画で示した計画の目標は、長期的な目標であり、現時点においても目指すべき将来像と

して変わらないことから、第２期計画においても継続した目標として、 

 

地域住民が互いに思いやり、支え合い、 

誰もが安心していきいきと暮らせる福祉のまちづくり 

 

を掲げ、地域福祉の推進を目指します。 
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２．各主体の役割 

 

 本計画では、市民の役割、事業者の役割、行政（社会福祉協議会を含む）の役割など、それぞれ

の役割分担を明確にし、対等な立場で連携を図りながら、協働により、地域福祉の推進を図ります。 

 

市民の主な役割 

●自ら進んで地域福祉活動の実践及び参加 

●日常的な仲間づくり、交流のための場づくり 

●見守り、声かけ、助け合いなどの地域における支え合い活動の実施 

●民生委員・児童委員等への協力 

●社会福祉協議会、行政区、ボランティア団体などの活動への参加 

●ボランティア団体、ＮＰＯなどの運営 

●地域でのニーズの把握 

●地域の身近な問題・課題の発見と解決 

●福祉施策への協力・意見表明 

●自主的な防災・防犯活動の推進 

●地域福祉を担う人材の発掘及び育成 

 

事業者の主な役割 

●サービスの質の向上 

●事業内容やサービス内容の情報公開及び提供 

●相談機能の充実と苦情解決のための仕組みの整備 

●自己評価・第三者評価制度の導入 

●地域での学習会、交流会への講師の派遣 

●活動や交流のための場所の提供 

●地域福祉活動への参加 

●地域のネットワークへの参加 

●地域との交流 

●ボランティアの受け入れ 

●人材の育成、新たな事業の開発、事業への参入 

●誰もが円滑に利用できる施設整備 
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行政（社会福祉協議会を含む）の主な役割 

●サービスなどの情報提供 

●総合相談体制の整備、機能向上 

●苦情解決のための仕組みの整備 

●自己評価・第三者評価制度の普及、啓発 

●地域福祉を担う人材の育成、指導 

●地域福祉活動の拠点の整備、提供 

●日常生活自立支援事業・成年後見制度の推進 

●自主的な福祉活動・防災活動などへの支援 

●地域組織（行政など）、ボランティア団体、ＮＰＯなどの活動支援 

●地域でのネットワークづくりの支援 

●民間事業者などとの連携 

●保健・医療・福祉のネットワークづくりと生活関連分野との連携 

●誰もが円滑に利用できる、人にやさしい安心して住めるまちづくりの推進 
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３．計画の基本方針 

 

本計画の目標である「地域住民が互いに思いやり、支え合い、誰もが安心していきいきと暮らせ

る福祉のまちづくり」を実現するために、４つの基本方針を掲げます。市民をはじめ、事業所、関

係団体、行政等のさまざまな主体が地域福祉計画の内容に基づき、地域で市民が支え合う暮らしを

実現していくための取り組みを進めます。 

 

基本方針１ みんなで共に支え合う地域づくり 
       ～市民の福祉意識の高揚～ 

市民が主体となって地域で活動を行う第一歩として、自らの地域や福祉について考え、市民

同士で課題を共有することが重要です。 

市民が地域や福祉に関心が持てるよう、地域や福祉を知る機会の提供や、地域内交流のきっ

かけづくり、地域での支え合いの仕組みづくりを推進します。 

基本方針２ 地域でサービスを利用しやすい体制づくり 
       ～広報・相談体制の充実～ 

地域内の様々な活動やサービスが地域住民に周知され、活用されるよう、情報提供や相談体

制を充実させることが必要です。 

地域で生活する市民のニーズに対応したサービスを提供できるように、必要な福祉サービス

を総合的に利用できる仕組みづくりと利用者の保護を目指します。 

基本方針３ 地域で安全に安心して暮らせる環境づくり 
       ～サービスの質の向上と拡充～ 

地域で安全に安心して暮らせるようにするためには、生活や福祉に関する良質なサービスを

提供し、充実させることが重要です。 

利用者の多様なニーズに対応したサービスを提供していくために、サービスの質・量の両面

にわたる充実を図り、よりよい事業活動を促進します。 

基本方針４ 地域福祉の推進に向けた仕組みづくり 
       ～協働による福祉体制の整備～ 

地域福祉を推進していくためには、子どもから高齢者まで地域社会を構成する様々な人が参

加し、連携して地域の保健福祉を推進する体制をつくることが必要です。 

市民参加の仕組みづくり、地域を構成する担い手（市民、ボランティア、組織・団体、福祉

事業者、企業など）の連携、福祉基盤の整備・充実などの観点から、地域福祉推進のための体

制づくりを推進します。 
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４．施策の体系 

 

基本 
目標 

基本方針 施策の方向 

地
域
住
民
が
互
い
に
思
い
や
り
、
支
え
合
い
、
誰
も
が
安
心
し
て
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り 

基本方針１ 

みんなで共に支え合う地域づくり 

 ～市民の福祉意識の高揚～ 

（１）地域福祉に対する意識の啓発 

（２）学校・家庭・地域における福祉教育の推進 

（３）地域住民の交流活動の促進 

（４）地域における支え合い活動の促進 

基本方針２ 

地域でサービスを利用しやすい 

体制づくり 

 ～広報・相談体制の充実～ 

（１）ニーズの把握及び情報提供の充実 

（２）福祉に関する相談体制の整備 

（３）利用しやすいサービスの提供 

基本方針３ 

地域で安全に安心して暮らせる 

環境づくり 

 ～サービスの質の向上と拡充～ 

（１）健康づくり・生きがい活動の推進 

（２）安心して暮らせる日常生活の支援 

（３）誰もが働きやすい就業環境の整備 

（４）安全な居住・生活環境の整備 

基本方針４ 

地域福祉の推進に向けた 

仕組みづくり 

 ～協働による福祉体制の整備～ 

（１）地域福祉を担う人材の育成 

（２）地域における福祉ネットワークの形成 

（３）関係団体等との連携強化 

（４）ボランティア・ＮＰＯの活動促進 

（５）地域における活動場所の提供 
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５．基本施策の展開 

 

１．みんなで共に支え合う地域づくり 
   ～市民の福祉意識の高揚～ 

 

【現状と課題】 

 アンケート調査によると、近所づきあいについては、「顔が合えばあいさつはする程度」「顔が合

えば立ち話はする程度」の回答が多くありました。また、「特に用事がなくても行き来し助け合い

ができる関係」と回答した人も多く、年齢が上がるにつれてその比率は高くなっています。そして、

このような近所付き合いに「満足」と回答している人の割合も高い状況にあります。 

 また、多くの人が環境美化に関する活動や祭りや運動会などの交流・文化活動への参加経験があ

り、活発な地域の活動が明らかになっています。 

しかし、その一方で、地域の活動をするには「時間的な余裕がない」「知らない人ばかりで参加

しにくい」という意見や「交流を持ちたくないという人が増えている」という意見もあり、地域の

活動により多くの市民が参加し、活発化するための方策が求められています。 

行政区やコミュニティも各地区でいろいろな活動がされていますが、地域によって活動の内容や

頻度に格差があります。地域のことを考え、行動できるように、今後も行政と協働しながら、より

良い地域づくり、地域の活動が必要です。 

 さらに、地域にこだわらず様々なテーマで活動するボランティアやＮＰＯも市内において活発に

活動しており、このような活動を促進していくことも重要です。 

 行政においては、市民が地域福祉に関心を持てるように様々な場面で啓発を行っていますが、そ

の成果については十分に把握ができていません。より効果的な啓発活動を実施していくことが重要

です。さらに、地域の人々を結びつけていくような働きかけが求められており、地域の人々のニー

ズを把握しながら、取り組んでいくことが必要です。 

 

【施策の方向】 

（１）地域福祉に対する意識の啓発 

市民が互いに思いやり、支え合うことのできる地域社会を形成するためには、市民の福祉に

関する理解を深め、自らが地域の一員として、地域福祉の担い手であることを自覚してもらう

ことが必要です。 

そこで地域福祉に関する学習の機会を提供するとともに、人権尊重意識の啓発や男女共同参

画社会の実現に向けた取り組みを行い、市民の福祉意識の向上を図ります。 
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【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
地域福祉に関する 

学習機会の提供 

地域福祉に関する研修会、講習会、講座等を開催して、市
民の参加を促進します。 

継続 

② 
人権尊重意識の啓発活
動の推進 

市民一人ひとりが人権を尊び、差別や偏見のない明るい地
域社会を実現させるために、地域イベントや人権週間等にお
ける街頭啓発、小・中学校の人権教育と連携した啓発活動の
一層の推進を図ります。 

継続 

③ 
地域における 
男女共同参画社会の推
進 

みよし男女共同参画プラン「パートナー」の趣旨に沿い、
みよし男女共同参画交流ネットへの登録を促進するととも
に、男女共同参画セミナー等を開催し、男女共同参画社会の
一層の推進を図ります。 

継続 

④ 
ボランティアに対する 
意識啓発 

ボランティアを身近に感じてもらうとともに、ボランティ
ア活動への理解と参加意識を高めるため、広報やホームペー
ジ等で PR を行うとともに、ボランティアスクールや研修会
などの各種講座を開催し、市民の参加を促進します。 

継続 

⑤ 
総合福祉フェスタへの 
参加推進 

総合福祉フェスタへの市民の参加を促進し、本市の福祉に
関する事業紹介や各種イベントを通じて、市民の福祉への理
解と周知を図ります。 

継続 

 

（２）学校・家庭・地域における福祉教育の推進 

地域福祉を推進するためには、子どもの頃から福祉教育を行い、福祉への理解を深め、相手

の立場を尊重し、互いに思いやる心を育んでいくことが必要です。 

そこで、学校での福祉教育を充実させるとともに、学校と家庭・地域とが連携し、体験活動

や立場の異なる人との交流機会を多く取り入れた教育を推進します。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
学校における福祉教育
の充実 

福祉について正しい知識が得られるよう、人権教育、性教
育、道徳教育など様々な視点から、子ども達の実態に合った
福祉教育を行います。実施に当たっては、指導内容や指導方
法を工夫し、体験学習も取り入れ、充実を図っていきます。 

継続 

② 
学校と地域の連携によ
る体験活動の推進 

「学校支援ボランティア制度」を活用し、学校の様々な体
験活動に、地域住民がボランティアとして参加する機会をつ
くることにより、学校と地域の連帯による福祉教育の促進を
図ります。 
 また、近隣の大学にも呼びかけ学生ボランティア事業も行
います。 

継続 

③ 
子どもの自主的なボラ
ンティア活動の促進 

ボランティア活動への参加を通して、互いに助け合う精神
や他人を尊重し、思いやる心を育むために、学校、地域、関
係機関が連携して、子どもがボランティア活動に参加しやす
い環境づくりを進めます。 

継続 

④ 
子どもと高齢者、障が
い者とのふれあい機会
の提供 

世代間のコミュニケーションを向上させ、地域社会の連帯
感を形成するために、保育園児と祖父母や障がいのある人と
の体験交流や、中高生が乳幼児とふれあう体験学習、保育ボ
ランティアの受け入れなど、地域の実態に応じたふれあい機
会の提供を推進します。 

継続 

⑤ 
家庭における 
福祉教育の推進 

家庭において、幼児期から青尐年にかけてそれぞれの時期
に応じた充実した福祉教育がなされるよう、子育てに関する
講座を開き、ネットワークの形成を促進します。また、家庭
教育学級や講演会を開催し、家庭における教育力の向上を図
ります。 

継続 
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⑥ 
子ども会等による 
児童福祉活動の推進 

児童が自主性、社会性を持って健全に育つことができるよ
うに、子育てクラブや子ども会に対して活動費補助等の支援
を行い、組織の発足、拡充を図ります。 

継続 

⑦ 
福祉に関する 
研修会・講演会の充実 

すべての市民の福祉に対する関心を高めるために、福祉に
ついて考える講習会を開催します。また、福祉分野において
市民が実生活に役立つ知識を身に付けるための研修会を行
い、内容の充実を図ります。 

継続 

 

 

（３）地域住民の交流活動の促進 

市民が共に支え合い、助け合う中で、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するために、

市民同士が日頃から交流を深め、良好な信頼関係を築き、協力できる体制をつくっておくこと

が必要です。 

そこで、世代や障がいの有無を超えた交流機会を設けるとともに、同じ目的や立場の人が集

い、話し合うことのできる場と機会を提供することで、地域住民の交流を促進します。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
世代や障がいの有無を
越えた交流機会の充実 

ノーマライゼーションの理念に基づき、高齢者や障がいの
ある人、ボランティアなどが一堂に会して、交流を深めるこ
とを目的としたイベント「ふれあいバード」を開催します。 

継続 

② 
生涯学習活動を通じた
仲間づくりの促進 

生涯学習活動を通して、市民同士が交流し、人の和が育つ
よう、同じ内容を学習している人はもちろん、講座の枠を超
え、学習に参加している人々の交流を促す場づくりに努めま
す。 

継続 

③ 
地域における自主的な
福祉学習の促進 

福祉に関する講習会・研修会等の参加者が、そこで得た知
識や経験を生かして地域で自主的な学習会を開催すること
ができるよう、ボランティアの紹介や学習機会の提供などを
行います。また、市立図書館等に障がい者関連資料・ビデオ
等を提供し、自主的な福祉学習を支援します。 
ボランティアセンターの機能強化を行い、自主的活動が推

進されるよう支援します。 

継続 

④ 
子育てを通じた交流活
動の推進 

市内５か所に子育て支援センターを設置し、子育て中の親
が自由に集まり、交流できる場を提供し、子育てに関係する
機関や関係者が連携して子育ての支援を行います。また、子
育て支援センターを中心として開催している親子教室や育
児講座については、参加しやすいよう事業内容の検討を図り
ます。 

継続 

⑤ 
青尐年や若年層の地域
活動への参加促進 

子ども会やジュニアクラブ、青尐年育成団体等の地域活動
を支援し、子どもや青尐年の社会参加を促進します。 

継続 

⑥ 
各地域におけるふれあ
いサロンの設置 

 市内の高齢者が自立した生活ができるように「なかよしサ
ロン」を開催し、交流や介護予防の事業を行います。 

変更

継続 

⑦ 
既存施設等の活用によ
る交流の場の提供 

市民同士がいつでも気軽に集うことができるように、公民
館や学校の施設等の既存の公共施設を支障のない範囲で市
民に開放し、交流の場として提供します。施設の開放にあた
っては、居住場所に関わらず市民の誰もが利用できるように
します。 

継続 

⑧ 
ふるさとふれあい施設
の指定管理者制度導入 

ふれあい施設を指定管理者制度により、地元行政区に管理
を委託し、市民にとってより使いやすい施設となるよう、充
実を図ります。 

継続 
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（４）地域における支え合い活動の促進 

地域の実情に合ったきめ細やかな福祉のまちづくりを実現するためには、地域の住民がそれ

ぞれの役割を果たし、力を合わせて地域の課題を解決していくことが必要です。 

そこで、各地域における地域組織等の活動がより活発なものとなるよう、支援を行います。

また、市民の地域福祉に関するアイデアを募集し、活用できる仕組みをつくり、地域での支え

合い活動を促進します。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
各地域における活動の
支援 

各地域における地域組織や各種団体が開催する集会・研修
会等に対する支援とともに、行政区やコミュニティの実施す
る行事に対する支援を行い、地域組織の活性化を図ります。 

継続 

② 
助け合いチケット事業
の継続実施 

地域社会を活性化させ、ボランティアが循環し、お互いに
おのずと助け合い、支え合いながら誰もが安心して暮らせる
地域社会とするために、地域通貨としてのみよし市助け合い
チケット事業を継続的に実施していきます。 

継続 

③ 
地域ぐるみでの子育て
支援を支える環境づく
り 

地域ぐるみで子育てを支える環境づくりを進めるため、子
育てに関する知識を提供するセミナーや子育てサークルリ
ーダーを育てる研修会等を開催し、地域の子育て力の向上を
図ります。 

継続 

④ 地域組織の活性化 

地域の生活課題を地域の住民で解決し、より住みやすい地
域としていくため、行政区のあり方を検討し、効果的な活動
を行うことができるよう、地域組織活動のノウハウの提供を
行い、地域組織の活性化を支援します。 

継続 

⑤ 
ひとり暮らし高齢者等
への声かけ、見守り活
動の促進 

ひとりで生活している高齢者や障がいのある人が地域で
孤立しないように、民生委員・児童委員、ボランティアによ
る安否確認や、近隣の住民による定期的な声かけ、見守り活
動を促進します。 

継続 

⑥ 
地域で困っている人の
情報把握及び地域住民
への周知 

民生委員・児童委員による調査活動を通して、ひとり暮ら
しや寝たきりの高齢者など援護を必要とする人の状況等を
常に把握し、本人の同意が得られる情報については周辺の住
民に周知し協力を依頼するなど、地域での助け合い・支え合
いの体制づくりを促進します。 

継続 

⑦ 
助け合いの場や組織に
関する情報提供の充実 

行政区、老人クラブ、子ども会などの地域組織や、障がい
者団体、子育てに関するサークル、ボランティア団体など各
種団体についての情報を広報紙やホームページ等を通して
積極的に提供し、地域における助け合い活動が活発になるよ
う支援します。 
 また、子ども会の連絡会議を設置し情報交換を図るなどの
取り組みを推進します。 

継続 

⑧ 
市民の発想を取り入れ
た地域福祉の推進 

市民が主体となって地域福祉活動を進めることができる
よう、ホームページや提言箱等により地域福祉活動に関する
意見を聞き、市民の発想を取り入れた地域福祉の推進に努め
ます。 

継続 
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２．地域でサービスを利用しやすい体制づくり 
   ～広報・相談体制の充実～ 

 

【現状と課題】 

 福祉サービスは、従来の行政による措置制度から、利用者の自己選択による契約制度へと移行し

ています。このため、福祉サービスについて、市民が必要とするときに、必要とする情報を容易に

入手でき、相談できる体制の整備が重要となります。 

また、要介護認定者や障がいのある人をはじめ、福祉サービスを必要とする人が増加傾向にある

中で、一人ひとりのニーズに応じた、誰もが利用しやすいサービスの提供体制を整えていくことが

必要です。 

 アンケート調査によると、不安を抱いていることは、高齢者では介護や健康に関すること、20

歳代から 40 歳代にかけては、仕事や住まい、子どもに関すること、20 歳代から 50歳代は収入や家

計に関することが他の年代に比べて高くなっており、ライフステージによって様々な悩み、不安を

抱えていることがわかります。このような相談は家族や友人にすると多くの人が回答しています。

家族以外の相談相手としては、１割程度の人が行政と回答しています。特に 65 歳以上ではその比

率が高くなっています。また、尐ないながら「どこに相談したらよいのかわからない」という回答

もあり、広報や相談体制の充実が求められています。 

 福祉サービスについては、「利用したい」という回答が多くあります。しかし、家族介護につい

て「介護の方法がわからない」という回答が若い世代ほど高くあります。福祉の情報については、

必要になったときに、広報や市役所窓口、ＨＰで得る人が多く、必要なときに迅速に対応できる情

報提供が必要です。 

 

【施策の方向】 

（１）ニーズの把握及び情報提供の充実 

利用者本位のサービスを実現するためには、利用者のニーズを的確に把握し、適切な情報を

提供することが必要です。 

そこで、市民が自ら調査する機会を設けるなど、行政と市民との協働によりニーズの把握に

努めます。また、広報紙やホームページなど様々な媒体を活用するとともに学習機会を設ける

ことにより、福祉や生活に関する情報を市民にわかりやすく提供します。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
ホームページ等を活用
した市民ニーズの把握 

市民のニーズに合致した適切なサービスを提供できるよ
う、ホームページ、提言箱等を活用して市民ニーズの把握に
努めます。 

継続 

② 
福祉に関する学習機会
の提供 

市民が地域福祉活動を主体的に行うことができるように、
公的福祉サービスの元になる法制度や政策等の学習会の実
施を検討します。 

継続 
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③ 

福祉ボランティアグル
ープなど市民自らニー
ズを調査する機会の創
出 

市民アンケート・ヒアリング等、市民のニーズと公的サー
ビスの隔たりを福祉ボランティアグループなど市民自らが
調査する機会をつくり、調査活動のための費用負担や調査方
法のノウハウの提供などの支援を行います。 

継続 

④ 
広報紙等を活用した情
報提供の充実 

福祉に関する情報やボランティア情報、地域で行われてい
る福祉関連活動報告など、福祉に関する様々な情報を広報
誌、ホームページ等にわかりやすく掲載し、情報提供の充実
を図ります。 

継続 

 

（２）福祉に関する相談体制の整備 

市民の抱える様々な悩みや地域での問題を解決するほか、それぞれのニーズに応じた適切な

サービスを利用できるように、福祉や生活課題に関する相談体制の整備が必要です。 

そこで、専門機関との連携による相談体制の充実を図ります。また、関係各課・関係機関と

の連携による総合相談窓口や子育て相談窓口、苦情受付窓口を設置し、市民の相談や苦情に適

切に対応できる体制を整えます。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
専門機関との連携によ
る相談体制の充実 

市民の悩みごと、心配ごとなどの解消又は軽減を図るた
め、専門家による助言や専門機関への案内等をすることで、
安心で豊かな生活環境の実現に努めます。 

継続 

② 
福祉に関する相談体制
の充実 

行政庁内ランによる福祉システムの端末を活用し、市民の福
祉に関する個々の相談において、関係各課で横断的に対応し
ていき、また、ほかの行政機関や民間関係機関との連携を図
り、相談者本位の相談・支援体制の構築に努めます。 

継続 

③ 子育て相談窓口の充実 
児童虐待に関することや、子どものしつけや発達の問題に

ついて、家庭相談員を配置し、関係機関と連携を図りながら
支援に努めます。 

継続 

④ 
福祉サービスに関する
苦情の受付 

福祉サービス利用者からの苦情を随時受け付け、適切かつ
迅速に対応します。 

継続 

 

（３）利用しやすいサービスの提供 

すべての市民が、希望するサービスや各種制度を適切に選択し、利用できるように、利用者

の立場に立った利用しやすいサービスの提供体制が求められます。また、サービスの利用にあ

たっては、自己決定の原則が重視されるため、判断能力が不十分な利用者の権利を擁護してい

くことも必要です。 

そこで、サービスの利用手続きの簡素化や受付窓口の充実を図るとともに、各種施設の改善

やサービス内容の見直しを行い、サービスを利用しやすい体制づくりを進めます。また、権利

擁護のための事業を推進します。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
サービス利用手続きの
簡素化の検討 

サービス利用者の負担を軽減するため、ホームページにお
ける申請書ダウンロードの実施など、サービスを利用するた
めの手続きの簡素化を進めます。また、あいち電子自治体推
進協議会による電子申請・届出システムの各種手続きの利用
を促進します。 

継続 
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② 
高齢者や障がい者が利
用しやすいような配慮 

高齢者や障がいのある人を含めてすべての市民が、現在実
施しているサービスや各種制度を利用しやすいようにして
いくために、窓口での対応方法やホームページのバリアフリ
ー化を含む情報提供方法及びサービスの内容を、ノーマライ
ゼーションの理念のもとで改善します。また、各種施設のバ
リアフリー化をはじめとする誰もが円滑に利用できる施設
整備を推進します。 

継続 

③ 
福祉サービス提供事業
所の整備の促進 

子どもや高齢者及び障がいのある人の人数や動向を把握
した上で、ニーズに応じた保育・高齢福祉・障がい福祉など
の福祉サービス提供事業所の整備を促進し、誰もが安心して
暮らせる環境づくりに努めます。 

継続 

④ 
権利擁護に関わる事業
の促進 

高齢者などの権利を守るため権利擁護に関わる相談等に
対応します。また、成年後見制度に関する情報提供を行い、
成年後見に取り組む団体等を紹介するなど、制度の利用を促
進します。 

継続 

⑤ 
自己評価・第三者評価
制度の普及・啓発 

サービスの質の向上に向けて、事業者や施設に対して、自
己評価及び第三者評価機関による専門的な評価制度の啓発
を行い、普及を促進します。 
 また、評価結果を公表し、市民が事業所を選定する際の参
考になるように情報提供を行います。 

継続 
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３．地域で安全に安心して暮らせる環境づくり 
   ～サービスの質の向上と拡充～ 

 

【現状と課題】 

 高齢化の進展に伴い、元気で年齢を重ねるためには、健康づくりや疾病予防が課題となっていま

す。また、犯罪・交通事故の発生を抑制するためには、地域住民との協働による取り組みが欠かせ

ません。 

 アンケート調査結果によると、市民は自身の健康や仕事、家計、災害時の対応などについて不安

を抱えていることが明らかになりました。市民と行政が協働して地域の活動を活発にすることも重

要ですが、まずは情報提供や発信を強めて、市民が必要なときに、必要な情報を容易に入手できる

ようにすることが必要です。さらには、市民の地域活動への参加意向も多いことから、高齢者の見

守りや日常生活上の支援など、市民の地域活動に関するニーズに応じて、活動と市民、支援をして

ほしい市民と支援する市民を結びつけるような仕組みが求められています。 

 就業環境やバリアフリー整備は、社会経済状況に大きく左右されます。このため厳しい経済状況

の下では進展が難しくなっているため、より効率的、効果的な取り組みが必要になっています。 

 

【施策の方向】 

（１）健康づくり・生きがい活動の推進 

健康な状態を保ち、生涯にわたって生き生きと暮らし続けるには、市民一人ひとりが、健康

づくり・生きがい活動に積極的に取り組むことが必要です。 

そこで、健康に関する教育や相談を充実させ、市民の健康づくりを促進するとともに、市民

それぞれのライフステージに合わせた生涯学習やスポーツの機会を提供します。 

 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
高齢者や障がい者の 
生涯学習活動への支援 

寿大学、公開講座などを開催し、高齢者の交流や身近な施
設での学習活動を推進します。 
また、より多くの高齢者や障がいのある人が参加でき、世

代を超えて交流することのできる環境整備について検討し
ます。 

継続 

② 
健康に関する教育及び
相談の充実 

対象年齢層に合わせた健康に関する教育や相談事業など
を実施し、健康増進と病気予防のための事業を充実すること
で、健康に関する正しい知識を市民に提供し、自主的な健康
管理の実践を促進します。 

継続 

③ 
高齢者の社会参加の促
進 

シルバー人材センターを中心とした高齢者の能力を生か
す就業機会の提供や老人クラブ活動への支援を行うととも
に、老人憩いの家をより一層利用しやすい施設とすること
で、高齢者の社会参加を促進します。 

継続 

④ 
体力つくり・スポーツ
活動への参加促進 

体育祭やマラソン大会などの体力つくり事業や、各種スポ
ーツ教室を充実させ、体力つくりやスポーツ教室に参加し易
い環境づくりに努めます。また、総合型スポーツクラブの設

継続 
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立、育成に努め、スポーツを通した交流や仲間づくりへの支
援を行い、地域での人々の交流を促進します。 

⑤ 
各年代に限らない生涯
スポーツ活動の推進 

各々の年齢や健康状態などに応じたスポーツ教室を開催
するとともに、誰もが楽しめるレクリエーションスポーツを
導入し、世代や障がいの有無に関わらず、すべての市民がス
ポーツに親しめるよう、他部局とも連携して支援します。 

継続 

⑥ 
学校体育施設の 
利用促進 

身近な施設である小中学校の体育館や中学校の武道場な
どを開放し、気軽にスポーツができる環境づくりを推進しま
す。 

継続 

⑦ 
各年代やニーズに応じ
た生涯学習の内容充実 

子どもから高齢者まで各年代に対応し、市民の学習ニーズ
を反映させた内容の生涯学習講座を開催します。 

継続 

⑧ 
みんなで取り組める健
康づくり活動の企画 

みんなで取り組める健康づくりについて、市民が主体とな
って企画し、実行するための支援を行います。 

継続 

⑨ 
介護予防に関する事業
の推進 

健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導等、
健康やリハビリテーションに関する事業とともに、介護認定
審査会で非該当となった高齢者に対する在宅サービスを市
全域を対象に行うなかよしホームヘルプサービス事業及び
なかよしデイサービス事業を推進し、介護予防や生活支援に
努めます。 

継続 

 

 

（２）安心して暮らせる日常生活の支援 

すべての市民が安心して快適な生活を送れるようにするためには、地域における日常生活の

支援を進めるとともに、各地域において緊急時や災害時の対策を明確にしておくことが必要で

す。 

そこで、高齢者や障がいのある人に対する相談体制や在宅サービス、外出支援など、様々な

生活支援サービスの充実を図ります。また、災害時に援護が必要な人の把握や、緊急時対策マ

ニュアルの作成など、地域において緊急時に対応できる体制づくりを促進します。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
高齢者に対するサービ
スの充実 

高齢福祉・介護に関する個別計画である「高齢者福祉計画
兼介護保険事業計画」に基づいて施策を推進するとともに、
支援を必要とする高齢者の把握に努め、サービスの必要性を
調査しながら、内容の充実を図ります。 
地域において支援を必要とする高齢者の介護者同士での

助け合いが行われるよう交流会等を実施し負担軽減が図れ
るようにします。ＮＰＯ等との協働による支援サービスの実
施に向け検討を行います。 

継続 

② 
事業者、ボランティア
などとの連携による外
出支援 

高齢者や障がいのある人等、一人での外出が困難な人を支
援するため、事業者・ボランティア・ＮＰＯ等と連携してガ
イドヘルプサービスの内容の充実を図ります。 

継続 

③ 
さんさんバスによる広
域的な交通体系の推進 

市民の日常生活の足として定着している「さんさんバス」
事業を推進するとともに、近隣市町との相互乗り入れを実施
し、広域的な交通システムの充実を図ります。 
 また、市民がより利用しやすい公共交通の充実を図るた
め、路線の再編などを検討します。 

継続 

④ 
障がいに応じた 
支援サービスの充実 

障がいのある人が安心して地域で自立した暮らしができ
るように、「みよし市障がい者計画」を着実に進め、療育体
制や相談体制を充実させるとともに、障がいの種類や障がい
のある人の状況に応じた各種サービスが提供できるよう、地
域での生活支援体制を充実します。 

継続 



38 

⑤ 親子通園事業の充実 
発達に問題があると思われる子どもとその親を対象とす

る親子通園事業を実施し、ふれあい、遊びを通して発達支援
や家族支援を行い療育指導に努めます。 

継続 

⑥ 
緊急通報システムの事
業の実施 

緊急事態の発生が予測されるひとり暮らし高齢者や重度
身体障がい者宅に緊急通報機器を設置し緊急事態に対応で
きるような体制づくりを実施します。 

継続 

⑦ 
災害時等における要援
護者の情報の把握 

「災害時要援護者支援制度」に基づき、自主防災会、民生
児童委員、地域支援者が連携して、災害時に救助が必要な災
害時要援護者等の情報を把握します。 

継続 

⑧ 
緊急・災害時における
対策マニュアルの作成 

緊急・災害時における個々のケースに応じた救助方法の検
討、連絡先の確認などを行い、緊急時対策マニュアルを地域
で作成し、共有しています。さらに、緊急・災害時に適切な
行動がとれるよう対する訓練を行います。 

継続 

⑨ 
地域における自主防災
組織の育成、支援 

各地区の消防団や自主防災組織等に対して定期的な訓練
や指導を実施し、地域の防災体制づくりに対する支援の充実
を図ります。 

継続 

 

 

（３）誰もが働きやすい就業環境の整備 

年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが自らの能力や生活形態等に応じた仕事に就き、やり

がいと楽しみを感じながら働くことができるような就業環境の整備が必要です。 

そこで、関係機関・団体や企業などと連携して、就労意欲のある高齢者や障がいのある人の

雇用を促進します。 

また、男女ともに仕事と子育てを両立できるよう、雇用環境や保育環境の整備を進めます。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
高齢者の就業機会の 
提供 

高齢者が健やかで生き生きとした老後の生活を維持でき

るよう、地域において安全で働きやすい就業の機会を確保す

るため、シルバー人材センターの運営を支援します。 

継続 

② 
障がい者の雇用に対す
る支援 

公共職業安定所や福祉事業所との連携を強化し、企業にお

ける障がいのある人の就労を促進するとともに、障がい者団

体や市民と連携して福祉的就労の場の充実に取り組むなど、

障がい者雇用に関する事業の推進を図ります。 

継続 

③ 
仕事と子育てを両立で
きる環境づくりの普及
啓発 

国や県の関係機関等と連携をとり、企業や市民に向けて産

前産後休業制度、育児休業制度等の普及啓発活動を推進し、

男女がともに仕事と子育てを両立しやすい環境づくりに努

めます。 

継続 

④ 
母親が働きやすい保育
環境の充実 

母親が育児をしながら働くことができるように、多様な就

労形態に合わせた様々な保育サービスの充実に努めるとと

もに、ファミリーサポートセンター事業として、地域におい

て子どもを預けたい人と預かりたい人の登録・組織化を行

い、地域での子育てを支援します。 

継続 

⑤ 
放課後児童クラブの受
け入れ体制の整備 

昼間に保護者のいない小学校低学年児童の放課後の居場

所となる放課後児童クラブについて、現状の施設だけでなく

小学校内敷地に施設を設置するなど、民間施設と一体となっ

て受け入れ体制の充実を図ります。 

継続 

 

（４）安全な居住・生活環境の整備 

誰もが住み慣れた家庭や地域で、安全で快適な暮らしを継続できるように、居住環境や生活
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環境の整備を進めていくことが必要です。 

そこで、自宅での安全を確保するための住宅改修を促進するとともに、公共施設のバリアフ

リー化や交通安全に関する教育を充実させ、外出時の安全確保に努めます。 

また、地域での防犯体制の強化に向けた支援を行います。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
誰もが円滑に利用でき
る道路・施設整備の推
進 

既設及び新設の道路や施設についても誰もが円滑に利用

できるような整備を推進します。また、民間施設や店舗等に

おいても公共施設と同様に誰もが円滑に利用できるような

整備を促進するため、民間事業者に対して建築確認申請時に

おける指導や啓発活動を行うなど積極的に働きかけます。 

継続 

② 
障がい者住宅改修費支
給制度の利用促進 

高齢者や障がい者等が安心して自立した生活を送ること

ができるよう、住宅を改修する際の補助金交付制度である

「障がい者住宅改修費支給制度」の利用を促進し、住宅にお

けるバリアフリー化を推進します。 

継続 

③ 
交通安全施設等の整備
促進 

歩道や道路街路灯、道路反射鏡、ガードレール等交通安全

施設の維持補修と整備を推進することで、交通事故を防止

し、誰もが安全に外出できる環境づくりに努めます。 

継続 

④ 交通安全指導の推進 

交通事故のない安全で安心して暮らせる地域社会の実現

に向けて、年齢に応じた交通安全教室を開催するとともに、

ドライバーに対しては安全運転への啓発を行うことで、市民

の交通安全意識の高揚を図ります。また、交通委員・指導員

等を活用するなど、市民による啓発活動を促進します。 

継続 

⑤ 
防犯意識の高揚に向け
た啓発推進 

自らもしくは地域で防犯に対する行動や活動を積極的に

行うことができるように、犯罪情報を提供するとともに、警

察と合同で防犯研修会や防犯教室を開催するなど、防犯への

啓発を行うことで、地域から犯罪を減らす意識付けを行いま

す。 

継続 

⑥ 
地域における防犯パト
ロール活動の促進 

地域における犯罪を住民の力で防ぐため、自主的に活動す

る防犯パトロール隊の組織化や小学校における保護者等に

よる見守り活動を促進します。また、市から犯罪情報を積極

的に提供するとともに、パトロール隊相互間の情報交換や犯

罪情報の共有化を図るため連絡調整会議を開催し、パトロー

ルや見守り活動への支援を行います。 

継続 

⑦ 
特別養護老人ホーム等
の高齢者施設の充実 

特別養護老人ホームや老人保健施設など既存施設の充実

とともに、特別養護老人ホームの施設内で障がい者デイサー

ビスを利用できるような施設整備を進めるなど、住民のニー

ズを十分に把握した上でそれに対応できるような施設サー

ビスの基盤整備について、県や民間事業者との連携により取

り組みます。 

継続 

⑧ 
地域との連携によるグ
ループホーム等の設置 

高齢者や障がいのある人が住みなれた地域において家庭

的な環境の中で共同生活を営み、自立した生活ができるよう

に、民間事業者等との連携によるグループホームの整備を促

進します。 

継続 
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４．地域福祉の推進に向けた仕組みづくり 
   ～協働による福祉体制の整備～ 

 

【現状と課題】 

 本市では行政だけでなく、地域において従来からの行政区や民生委員・児童委員による活動が着

実に行われ、ボランティアやＮＰＯの活動も広がりつつあります。地域福祉の推進にあたっては、

これらの市民による福祉活動を地域でさらに広げ、実効性のあるものとしていくことが必要です。 

 そのためには、市民、関係団体、ボランティアなどが行政と協働し、実際に地域福祉を推進して

いくための仕組みづくりが重要となります。 

 地域の活動や福祉についての市民の関心は多岐にわたり、地域活動への参加意向も明らかになり

ました。より多くの人が地域福祉活動へ参加することを目指します。そのためには関係機関の調整

やボランティアをしたい人とされたい人の組み合わせを行ったり、地域のニーズを調整するような

組織が必要です。 

 各主体の特徴を活かしながら、地域で着実に活動を継続できるよう、調整を図りながら進めてい

く必要があります。 

 

【施策の方向】 

（１）地域福祉を担う人材の育成 

 地域福祉活動の推進にあたっては、地域住民の参加が必要不可欠であるため、地域福祉活動

を担う人材を育成する中で、活動を継続し、活性化させていくことが必要です。 

 そこで、地域福祉の担い手としての市民の役割を周知するとともに、市民の経験や能力を地

域福祉に活用できる体制づくりを進めます。 

 また、ボランティアを育成するために、ボランティア講座や啓発活動の充実を図ります。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
地域福祉における市民
の役割の周知 

すべての市民が地域の一員としての自覚を持ち、互いに思
いやり、支え合うことのできる社会を形成するために、地域
福祉を推進する上での市民の役割の周知を図ります。 

継続 

② 
地域のおける 
ボランティアの育成 

地域の多様なボランティアの発掘と活用を目的としたボラ
ンティア登録を促進し、ボランティアの経験と能力を活用で
きるよう、ボランティアセンターの機能を強化します。 

継続 

③ 
人材育成に向けた研修
機会の充実 

福祉活動を担う人材を育成するため、市社会福祉協議会、
ＮＰＯ等、関係機関と連携して研修や勉強会の充実を図りま
す。 

継続 

④ 
子育て支援ボランティ
アの育成 

子育て中の親を支援するため、ファミリーサポートセンタ
ー事業を推進し、子育ての経験があり、子育ての援助をした
いという人の活用を図ります。 
さらに、子育て支援を行うサークルの育成、支援、活用を図
ります。 

継続 

⑤ 
若いボランティアの育
成推進 

ボランティアの高齢化が進むなか、若いボランティアを育

成するため、小学校や中学校、高等学校でのボランティア体
継続 
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験活動を促進します。また、若い世代を対象としたボランテ

ィア育成のための講座の開催や学校支援のボランティアを

募集し、各種イベント時など様々な機会を利用してボランテ

ィア活動のＰＲと啓発を行います。さらに、子どもなどのボ

ランティア活動の様子はボランティア活動をお知らせする

ボランティア通信などに掲載し、ＰＲを充実させます。 

⑥ 
地域リーダー育成プロ
グラムの作成 

地域リーダー育成プログラムを作成し、地域で率先して活

動するリーダーを目指す市民に対して勉強会や学習の場づ

くりをするなど、活動体制づくりを積極的に支援します。 

継続 

 

（２）地域における福祉ネットワークの形成 

 地域住民が協力し、支え合うことで、地域の課題を解決していくことができるよう、地域住

民の参加による福祉のネットワークをつくっていくことが必要です。 

 そこで、高齢者や障がいのある人、子育て中の母親など、対象ごとの福祉ネットワークを構

築し、充実に向けた支援を行います。また、行政区など地域組織の連携の強化に向けた支援を

進めます。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
高齢者を活用したネッ
トワークづくり 

地域で暮らす高齢者が、豊かな経験や知識を地域社会の中
で活用できるよう、愛知県の「まちの達人活動推進事業」の
推進やボランティア登録の推進を図り、高齢者の地域福祉活
動への積極的な参加を促進します。 

継続 

② 
地域における子育てネ
ットワークの充実 

子育てに関する情報交換を行うことができるよう交流会
等を開催します。また、サークル・ボランティア間の連携強
化を図ることで、地域において助け合いながら子育てができ
るネットワークの充実を進めます。 

継続 

③ 
行政とボランティアの
連携によるネットワー
クの充実 

ボランティア活動を活発化させるため、ボランティア連絡
協議会を設置し、行政とボランティア団体等との連携による
取り組みを進めます。また、団体相互の連絡調整・情報交換
のためのボランティア連絡協議会を定期的に行い、ネットワ
ークを充実させます。 

継続 

④ 
障がい者とその家族を
支えるネットワーク体
制の整備 

障がいのある人とその家族が安心して地域で暮らせるよ
うに、障がい者団体やボランティア団体等と連携してネット
ワークを形成し、各種サービスやボランティアによる支援が
受けやすくするための仕組みをつくります。 

継続 

⑤ 
行政区を中心とした地
域組織ネットワークの
強化 

行政区、老人クラブ、子ども会など地域組織が連携し、助

け合い機能が強化されるような、ネットワーク会議等の場の

提供や情報提供を行い、地域で活動しやすいような支援を行

います。 

継続 

 

 

（３）関係団体等との連携の強化 

 市民の様々なニーズに対応するために、福祉の推進を目的に活動している団体などと行政が

連携を強化して、それぞれの機能や活動を補いあっていくことが必要です。 

 そこで、社会福祉協議会の活動を支援するとともに、地域において活動しているボランティ

ア団体や当事者団体などとのパートナーシップ体制を整備します。 

 また、市民と行政が定期的に意見交換できる場を設置して情報の共有を図ります。 
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【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
社会福祉協議会・関係
団体等に関する情報の
提供 

社会福祉協議会や保健所等、福祉に関係する団体に対する

市民の理解を深めるため、広報紙・パンフレットの充実や、

福祉フェスタ等地域でのイベント等で情報コーナーを設置

し、各種団体に関する情報提供の充実を図ります。 

継続 

② 
社会福祉協議会の活動
支援 

地域福祉推進の中核としての役割やボランティア団体を

はじめとする民間福祉活動コーディネーターとしての役割

を担う社会福祉協議会に対して、組織体制の充実、強化に向

けた支援を積極的に行います。 

継続 

③ 
相互理解に基づく各主
体の役割分担の明確化 

市民、行政、事業者、社会福祉法人、ボランティア団体等、

各主体の相互理解に基づき、地域福祉を実践する上でのそれ

ぞれの役割分担を明確化し、互いの連携の中で、それぞれの

主体が中心となって、地域福祉の取り組みを推進します。 

継続 

④ 
関係団体等とのパート
ナーシップ体制の整備 

地域において活動している様々な主体が対等な立場で相

互に連携し、コミュニケーションを深めていくために、障が

い者団体やボランティア団体等と行政が参画した地域福祉

推進に関する組織を設置し、パートナーシップ体制を整備し

ます。 

継続 

⑤ 
障がい者団体等への支
援の充実 

障がい者団体、ボランティア団体等が行う活動に対する支

援の充実を図ります。また団体の活動基盤の拡大に向けて、

団体等のＰＲに努めます。 

継続 

⑥ 
皆さまと語る会等の 
開催 

市民と市長が直接語り合う機会を設け、市民の意見や提言

をお聞きし、市政に活用するとともに、市民との協働による、

まちづくりの推進を図ります。 

継続 

⑦ 
地域福祉に関する計画
の推進・チェック体制
の確立 

市民、ボランティア団体、行政等、計画に関わる様々な主

体の連携により、地域福祉に関する計画の推進・チェック体

制を確立し、計画の理念の実現を目指します。また、一部の

代表者だけでなく、組織に属さない住民にも参加を求め、地

域課題を共有して、協働により地域の実情や特徴に合わせた

計画に推進を図ります。 

継続 

 

 

（４）ボランティア・ＮＰＯの活動促進 

 地域できめ細やかなサービスを受けられるようにするために、既存のボランティア・ＮＰＯ

の活動を促進・支援するとともに、市民が気軽にボランティア活動に参加できる体制づくりが

必要です。 

 そこで、社会福祉協議会と連携して、ボランティア・ＮＰＯの情報発信や利用者とのコーデ

ィネートなどを行い、活動を支援します。また、講習会の開催や相談体制の整備など、ボラン

ティアに参加したい人やボランティアを受けたい人に対する支援を行います。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
ボランティア・ＮＰＯ
活動に関する情報の提
供 

ボランティアやＮＰＯに関する情報を広く市民に知らせ
るため、広報紙やホームページ等の充実を図ります。また、
ボランティアやＮＰＯに関する情報が一目でわかるような
情報コーナーの設置を検討し、ボランティアをしたい人やボ
ランティアによる支援を受けたい人が必要な情報を入手で
きる体制を整えます。 

継続 
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② 
ボランティア団体の相
互連携及び交流の場の
提供 

活動団体相互の連携を図るため、ボランティア連絡協議会
によるネットワークの形成を促進します。また、ボランティ
ア団体同士が自由に集い、交流できる場を提供します。 

継続 

③ 
ボランティア利用希望
者の把握及び活動団体
への紹介 

各種窓口手続きなど様々な機会や場面を活用してボラン
ティアを必要とする人の把握に努め、本人に情報を提供して
いきます。 

継続 

④ 
ボランティア・ＮＰＯ
団体の育成推進 

ボランティア団体やＮＰＯ団体の活動内容の充実に向け
て、ボランティア養成講座の開催やＮＰＯ団体の運営に関す
る情報提供を行うなどの支援を推進します。 

継続 

⑤ 
ボランティア活動に 
関する講習会・研修会
の実施 

学校教育や社会教育を通して、市内の各施設等と連携を図
りながら、ボランティア活動に関する講習会・研修会など学
習機会を提供します。また、継続して学習するためのボラン
ティア体験プログラムの作成や長期休暇機関のボランティ
ア集中講座の開催を検討し、市民が様々な場面でボランティ
アとして力を発揮できるための環境を整備します。 

継続 

⑥ 
ボランティア活動に 
関する相談体制の整備 

市民がボランティア活動に気軽に参加し、援助を必要とす
る人がボランティアのサービスや支援を受けることのでき
る体制づくりを進めるための、ボランティア活動全般に対す
る相談を行うボランティア活動相談室の設置を検討します。 

継続 

 

 

（５）地域における活動場所の提供 

 地域における福祉活動を推進していくためには、地域住民やボランティア団体などの地域福

祉の担い手が集まって活動することのできる場所の提供が必要です。 

 そこで、公共施設や民間施設を有効活用し、活動場所を提供します。また、それらの施設を

市民が気軽に利用できるような仕組みをつくります。 

【具体的な事業】 

No. 事業名 内容 方針 

① 
ボランティア活動の 
ための場の提供 

ボランティア活動を支援するため、市の公共施設内にボラ
ンティアルームを設置するなど、活動のための場の提供を行
います。 

継続 

② 
地域における 
活動拠点の整備充実 

生活圏ごとの活動拠点を確保するため、地区公民館、老人
憩いの家、児童館等の拠点施設について、ニーズや必要に応
じて整備を検討します。 

継続 

③ 
公共の未利用施設等の
有効活用 

市内の公共施設を利用していないときに開放し、地域の
人々の交流や地域活動の拠点として有効活用できるような
仕組みを検討し、活動場所の確保に努めます。 

継続 

④ 
民間施設の連携による
活動の場の確保 

民間事業者の協力を得て、公共施設だけでなく、民間施設
を地域活動の場として開放し、市民が気軽に利用できるよう
な仕組みをつくります。 

継続 

⑤ 
地区コミュニティ広場
の活用促進 

コミュニティ広場を地域交流の場として、幅広い年齢層の
人に利用してもらえるように、広報紙やホームページによる
ＰＲを行ない、利用率の向上に努めます。 

継続 

⑥ 
福祉活動拠点としての
福祉センターの 
機能保全 

利用者の意見や要望に柔軟に対応することで、サービスの
向上を図ります。また、施設を計画的に修繕することにより、
各種福祉団体の活動拠点としての福祉センターの機能保全
を図ります。 

継続 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

１．計画の推進体制 

 

（１）住民・事業者・行政の協働による計画の推進 

より豊かな地域福祉の実現のためには、市民や当事者団体・ボランティア団体等の関係団体

や事業者、行政等の各主体が協働しながら、施策を計画的に進めていくことが重要です。そこ

で、計画の事業実施のあらゆる場面で市民参加の機会を積極的に設け、住民が主体的に取り組

んでいけるよう支援します。 

 

（２）庁内関係部局、関係機関、団体との連携 

地域福祉を推進するためには、福祉、保健以外の分野の取り組みも重要であることから、教

育、環境、まちづくりなど幅広い庁内関係各課と連携を図ります。 

また、庁内関係各課だけでなく、社会福祉協議会、当事者団体、ボランティア団体、ＮＰＯ

などの関係機関・団体との連携を強化し、本計画を効果的に推進します。 

 

（３）地域福祉計画審議会の運営 

本計画の評価、見直しは、地域住民、民生委員・児童委員、ボランティア団体、当事者団体

などの代表者、学識経験者などの参加を得て「みよし市地域福祉計画審議会」を設置し、検討

しています。今後も定期的に審議会を開催し、ＰＤＣＡのサイクルに基づき、みよし市におけ

る地域福祉の推進を図っていきます。 

 

 

 


