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第５章 地域福祉を推進する上での基本課題 
 

地域福祉計画を検討していく前提として、アンケート調査の結果などからみえる課題

を中心に、地域の姿と地域福祉推進上の課題を整理すると、次の諸点が挙げられます。 

１ 世帯規模の縮小や核家族世帯の増加に伴う地域の変容 

少子高齢化や核家族化の傾向が進行する中、一世帯あたりの構成員が減少し、世帯

規模の縮小化が進んでいます。このことは、共働き世帯の増加ともあいまって、従来、

「家庭」が持ち合わせていた扶養機能の低下につながり、子育て力や介護力などへの

地域の支援が求められています。 

また、プライバシーの保護に過敏となっている今日、個人情報の適正な取扱いの意

識が高まっている反面、真に支援を必要とする市民の存在が見えにくくなってきたこ

とが指摘され、このことは、町内会活動や民生委員・児童委員活動などにおいても支

障となってきています。要援護者情報についてみても、上記の理由などから共有化が

十分されておらず、日頃から要援護者の情報を適切に把握するためにも、民生委員・

児童委員など関係機関等との情報の共有化が急務となっています。 

市民相互の「顔」が見えにくくなってきている状況（隣近所での助け合いの有無：「ない」

が８割弱－アンケート調査）から生じる問題をいかに打破し、市民相互の協力関係を築いて

いくかが問われています。 

２ 子どもの安全性の確保と健全な育成 

少子化（年少人口：Ｈ７の１７．４％→Ｈ２２の１４．９％に減少）が進む中で、子育て支援に対する

市民意識も徐々に高まっていますが、高齢者などの介護問題に比べると、地域をあげ

た子育て支援への意識や取り組みが不十分である点も指摘されるところです。アンケ

ート調査でも、子育て世代が回答した今後の福祉のまちづくりについては、「子どもが

身体も心も共に健やかに育つまち」が第１位となっています。 

地域福祉計画策定の中で、この問題をどのように地域化していくかが問われてい

ます。 

３ 高齢化の進行に伴う要介護・要援護高齢者の増加への対応 

高齢化（高齢化率：Ｈ７の１４．３％→Ｈ２２の２０．９％に上昇）が一段と進行し、高齢者夫婦世帯

や高齢者の一人暮らし世帯の増加（Ｈ１２の４，６５３世帯→Ｈ２２の６，６０９世帯に増加）が顕著とな

ってきており、今後を見据えたとき、地域の中にはコミュニティ機能の低下を懸念さ

れる声も聞かれます。 

特に、今後は「2015年問題」と称されるように、人口規模の最も大きな団塊の世

代が高齢期を迎える時期と重なり、要介護高齢者や生活上の何らかの支援が必要とな
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る要援護高齢者の問題が深刻化することが見込まれています。アンケート調査におい

ても今後の福祉のまちづくりについては、「要介護になっても安心して暮らせるまち」

が全体の６割を占めています。 

こうした状況に対して、地域としてどのように取り組んでいくか、市民一人ひとり

の意識を高めていくとともに、そのための具体的な行動やしくみについて議論を深め

ていくことが必要です。 

４ 新たな高齢者像の構築による豊かで活気ある高齢社会づくり 

高齢化の「影」の部分が強調されることが多く、「高齢者」イコール「社会的弱者」

との図式が固定観念化している状況もあります。 

すでに、団塊の世代が退職期を迎え、地域社会で活躍する新しい「担い手」が増え

ていくという考え方に立ち、地域社会の貴重な人材としてこうした人たちをどのよう

に活用していくかが地域、そして市全体としての課題となってきます。 

５ 障害者の自立生活を実現できる地域づくり 

障害者施策をめぐっては、「障害者の権利に関する条約」の批准を見据えて、平成

21年からの当面５年間を制度改革の集中期間とし、障害施策全般にわたる制度改革

に向けた協議が精力的に進められています。 

平成 23年８月には、障害者の定義を見直し、社会的な障壁を取り除くための配慮

を行政などに求めた「障害者基本法の一部を改正する法律（「改正障害者基本法」）」

が公布されています。 

真に障害者が地域の中で自立した生活を安心して送ることができるよう、また、働

く意欲に応じて就労の機会を得ることができるよう、地域全体で支えていく地域ケア

や地域福祉の推進などの環境づくりを進めていくことが求められています。 



 26

第６章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

西尾市は、平成 23 年４月１日に旧西尾市、旧一色町、旧吉良町、旧幡豆町の１市

３町が合併し、新しい市政を展開しようとしています。旧市町はこれまでそれぞれの

地域特性や住民のニーズにもとづいて様々な福祉施策を展開してきていますが、合併

を機に「地域の福祉力を結集し、連帯と共助による新しい福祉のまちづくりを強力に

推進することが求められています。」 

 

こうした考え方に立ち、市民との協働のもとにその実現にまい進することが必要で

あり、そのための共通目標（テーマ）を次のとおり掲げます。 
 

 

 

 

地域の支え合いが創る新しい福祉のまち“西尾” 

 

 

２ 計画の基本目標 

『地域の支え合いが創る新しい福祉のまち“西尾”』の実現を目指した計画の基本目

標と施策の方向を次のように設定します。 

 

基本目標１ 地域見守り支援体制の整備・充実 

【施策の方向】 

（１）情報を届けるしくみの充実 

（２）個人情報の保護と情報の共有化 

（３）要支援者の把握と支援体制の整備 

（４）出会いのしくみづくり 

（５）ボランティア活動・市民活動の推進 

（６）各種団体等の活動支援 

（７）交流活動の推進 

めざす地域福祉推進の基本テーマ（目標） 
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基本目標２ 福祉サービスの提供体制の充実 

【施策の方向】 

（１）相談体制の充実 

（２）福祉サービス等の基盤整備と質の向上 

（３）福祉サービス利用者の権利擁護 

（４）ケアマネジメントの充実 

 

基本目標３ 福祉教育の充実と人材の育成 

【施策の方向】 

（１）福祉に対する意識の改革 

（２）福祉学習の推進 

 

基本目標４ 福祉都市基盤の充実 

【施策の方向】 

（１）ユニバーサルデザインによるまちづくり 

（２）公共施設の有効活用・充実 

（３）災害時や緊急時の支援体制の充実 

（４）防犯活動の推進 
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３ 地域福祉推進のための圏域設定の考え方 

支援を必要とする市民へのサービスの提供や市民を主体とする地域福祉の推進を具

体化していくためには、施設配置や人的な資源などの社会資源をいかにネットワーク

化し、実効性のあるサービス提供や市民活動に生かしていくかが問われてきます。 

このことは市民からの意見としても提起されているところです。 

このため、市域の広がりの現状をふまえ、施設整備面において、市民の誰もが住み

なれた地域の中で安心して暮らし続けられること、また、地域福祉の担い手である市

民が利用しやすい、参加しやすい面的な整備の考え方が必要となってきます。 

そこで、「日常生活圏域」の設定を行い、次のような階層ごとの圏域設定を行い、そ

れぞれの圏域レベルの特性等を踏まえた地域の活動を支援する環境づくりを図ります。 

 

 

図表６－１ 地域福祉推進の圏域設定の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜一次生活圏域＞ 

 

 

＜市 域＞ 

（二次生活圏域） 

(自治会の単位) 

（小学校区単位） 

それぞれの階層（圏域）で行われる地域

福祉活動を総合的に支援、新たな課題に

全体的に対応する機能 

一次生活圏域を超え、専門力やネットワ

ク、あるいは社会福祉協議会のネットワ

ーク等を調整・活用する機能 

おおむね中学校区を基礎とし、相談拠点

や福祉関連施設をはじめ地域の人的、物

的資源を有機的につなぐ機能活用 

（町内会の単位）
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第７章 地域福祉の展開 

１ 地域見守り支援体制の整備・充実 

（１）情報を届けるしくみの充実 

合併して間もないことから、高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援等それぞれにお

ける様々な福祉施策の市民向け情報発信がおこなわれていますが、さらに市民にわか

りやすい各分野別の福祉情報の手引き等の作成を推進しながら、誰もがライフステー

ジのいずれかの段階で福祉サービスを必要とすることの認識を深めていくことが必要

です。 

また、情報を一方的に“流す”だけでは、確実に市民に届いているとは言えません。

高齢者や視力・聴力に障害のある人のことを考えた場合、音声、点字、手話などに 

よる多様な手法を用いた情報の伝達に加え、民生委員・児童委員や地域住民等による

きめ細かな情報提供の体制を確立していくことが必要となっています。 

さらに、情報の内容については、子どもから高齢者、障害のある人まで、情報を利

用する側の視点での工夫が求められています。 

これらを踏まえ、『情報を届けるしくみの充実』のために、次のような取り組みを実

施していきます。 

① 多様な広報活動の充実 

福祉のまちづくりや福祉施策に関する情報を市民と行政が共有し、相互の理解を

深めていくため、情報内容の充実や情報提供の迅速化、双方向化、情報バリアフリ

ー（視聴覚に障害のある人など情報弱者への配慮）を図りながら、行政からのお知

らせ・広報やホームページなどの多様な媒体と手法を活用し、市民参画による広報

活動を充実します。 

（担当課：情報課、福祉課、社会福祉協議会） 

② 利用者の立場に立った効果的な情報提供の充実 

特に視覚障害者や聴覚障害者などに配慮し、福祉情報などを必要とする誰もが適

切にその情報を得られるよう、障害者自身が情報提供の現場に参画するなど、効果

的な情報提供の体制充実に努めます。 

（担当課：福祉課、長寿課） 

③ 市民と行政の相互理解の推進 

市民と行政の相互理解や信頼感を深めるため、職員が地域に出向く出前講座を開

催し、市の施策や事業についての説明や市民との対話に努めます。 

（担当課：生涯学習課） 

【関連事業】 

● 声の広報、点字版広報                              （社会福祉協議会） 

● ユニバーサル書体の導入                            （情報課） 



 30

● 障害者福祉制度のＰＲ（福祉ガイドマップの充実）    （福祉課） 

（２）個人情報の保護と情報の共有化 

個人情報保護法の施行から個人情報への関心が高まり、個人情報の保護が市民に理

解されてきていることは、個人のプライバシー等を守る上で重要なことですが、一方

で地域では様々な人や団体、機関等が互いに連携を図りながら、地域福祉を推進して

いくためには、一定の人や団体がお互いに情報を共有する必要もあり、情報を共有す

ることにより、効率的で効果的な福祉サービスの提供が可能となる側面もあります。 

地域の福祉関係者に対して、個人情報の取扱いについて、研修会を実施するととも

に、地域の福祉関係者による情報の取扱いについて、当事者を含めて一定のルールを

決めていきます。 

① 個人情報保護法、個人情報保護条例の正しい理解の推進 

個人情報保護法や個人情報保護条例についての正しい理解やその運用について学

ぶため、様々な場面で研修等の機会を充実していきます。 

（担当課：福祉課、長寿課） 

② 個人情報の共有についてのルールの検討 

福祉の現場や高齢者等の見守り等の場面で、どのような個人情報の取扱いを進め

ていくべきかについて議論を深め、必要なルール等の検討を行っていきます。 

（担当課：福祉課、長寿課） 

（３）要支援者の把握と支援体制の整備 

高齢化や核家族化の進行により、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯は増加傾向

にあります。さらには、子ども世帯と同居していたとしても日中をひとりで過ごして

いる“日中ひとり暮らし高齢者”、母子・父子家庭、介護を必要とする人や障害のある

人、子育てや家族の介護で悩んでいる人など、地域には何らかの支援を必要とする人

が大勢います。 

誰もが、住み慣れた地域でいつまでもともに暮らしていくためには、このような人

たちを的確に把握し、地域をあげて支えていくことが必要となっています。 

これまで、町内会、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター、

当事者組織、ボランティアなど、たくさんの組織や団体が地域で支え合い活動に取り

組んでいますが、今後は、一歩進めた連携体制を整備し、増加する要支援者への支援

を充実していきます。 

① 地域での見守りネットワークづくり 

何らかの支援を必要とする人にとって最も身近な地域住民による見守り活動や援

助活動のほか、民生委員・児童委員、地域包括支援センターやサービス提供事業者

などによる見守り活動、保健師による訪問活動など、プライバシーに配慮しつつ推

進します。 

（担当課：健康課、長寿課、社会福祉協議会） 
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② 虐待防止ネットワークの推進 

高齢者や障害のある人、子どもなどへの虐待を未然に防止するため、虐待防止ネ

ットワークを確立し虐待の早期発見・予防に取り組むとともに、虐待が発生した場

合の権利擁護を含めた問題解決のため、情報の一元管理や関係機関との緊密な連携

を推進します。 

保護者や介護者などの身体的・精神的ストレスによる虐待を予防するため、相談

体制の充実や負担軽減のための事業の充実を進めていきます。 

（担当課：福祉課、長寿課、家庭児童支援課） 

③ 制度の挟間にいる人に対する分野横断的な支援 

高齢者や障害のある人の閉じこもりの発見や防止に努め、地域との交流の機会を

提供します。 

地域における子育てグループの活動を積極的に支援するとともに、育児で閉じこ

もりがちな親子の社会参加を促すために、児童委員と連携し地域子育て支援センタ

ーなど親子の居場所づくりの充実に努めます。 

発達障害児など新たな支援が必要な分野において、その支援体制づくりに努め

ます。 

（担当課：福祉課、長寿課、子育て支援課、家庭児童支援課、学校教育課） 

【関連事業】 

● 訪問指導事業                                         （健康課） 

● 養育支援家庭訪問事業                                 （家庭児童支援課） 

● 友愛訪問事業                                         （社会福祉協議会） 

● 民生委員によるシルバーカード調査事業                 （長寿課） 

● 高齢者見守り事業                                     （長寿課） 

● 高齢者住宅安全確保事業（シルバーハウジング）         （長寿課） 

● いじめ・不登校等対策事業                             （学校教育課） 

● 地域子育て支援拠点事業                               （家庭児童支援課） 

● 発達障害研究推進事業                                 （学校教育課） 

● 児童健全育成事業                   （子育て支援課） 

（４）出会いのしくみづくり 

相互に助け合いが行われる地域づくりのためには、地域の人を知り、地域に関心を

持つこと、そして仲間をつくり、地域に愛着を持つことが大切ですが、意識調査の結

果においても、隣近所での助け合いの有無については、「ない」が約８割を占め、一方、「あ

る」は約２割となっており、近所づきあいは薄くなっている傾向にあります。 

しかし、地域活動への参加や地域での仲間づくりを行う“きっかけ”が与えられれ

ば、地域での様々な人との出会いを通じて、自分や家族の住む地域に関心をもち徐々

にボランティア活動やイベントへの支援等の行動に結びついていくことが十分に考え

られます。意識調査でもボランティア活動への興味や参加意向については、「興味はある

が、参加する機会がない」が約3割で最も多くなっています。 

地域で様々な福祉活動等を実践している側の人々も、地域の人々もそれら活動への

参加の“きっかけ”を求めていることを十分心にとめ、こころやさしい声がけを行う

など出会いのしくみづくりを進めます。 
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① 団塊の世代等への働きかけ 

団塊の世代が高齢期をむかえ、会社から地域へ活動の場を移す機会等を捉え、地

域の様々な活動やボランティア団体の活動等を身近に知ってもらう機会を設けてい

きます。 

（担当課：市民協働課） 

【関連事業】 

● 団塊の世代等への働きかけ                                （市民協働課） 

（５）ボランティア活動・市民活動の推進 

ボランティアなどの市民団体が活発に社会活動に貢献する時代となっています。市

民のニーズが多様化している中で、さまざまな福祉サービスの提供について、これま

でのように行政がすべてを担う時代から、地域住民・事業者・行政がそれぞれの立場

で、それぞれの役割を分担して地域社会を支えていくことが強く求められています。 

市民のボランティアへの参加意識は、市民意識調査から潜在的に高いと伺えること

から、市民の地域活動への意欲が実のあるものへと結び付けられるよう、市民が参加

し活動しやすい環境づくりが必要です。 

また、これまでボランティア活動は福祉分野が中心でしたが、今後は、まちづくり

や地域づくりという観点から幅広い分野のボランティアを育成していくことも重要と

なっています。 

これらを踏まえ、『ボランティア活動・市民活動の推進』のために、次のような取り

組みを実施していきます。 

① ボランティア活動の啓発 

行政のお知らせである広報やホームページなどを活用し、市民にボランティア活

動を啓発するとともに、企業などに対し社会貢献への理解を働きかけます。 

地域においても、ボランティア活動・市民活動への参加を呼びかけます。 

（担当課：市民協働課、長寿課） 

② ボランティア活動・市民活動の拠点整備 

「にしお市民活動センター」の機能充実に努め、ボランティア活動や市民活動に

意欲のある市民、団体などの登録を促進するとともに、社会福祉協議会ボランティ

アセンターと連携し、活動のコーディネート機能を充実します。 

（担当課：市民協働課、社会福祉協議会） 

③ ボランティア活動支援の充実 

ボランティアのニーズを把握し、ボランティア研修の充実を図り、資質向上を支

援します。また、ボランティア活動へのきっかけづくりとして、ボランティア講座

や体験事業を充実します。さらに、活動の核となるリーダーの育成を図るとともに、

ボランティア活動を支援するボランティアコーディネーターを育成します。 

（担当課：市民協働課、社会福祉協議会） 
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【関連事業】 

● ボランティア活動の啓発                                （市民協働課） 

● 介護予防サポーター養成講座                            （長寿課） 

● 認知症サポーター養成講座                              （長寿課） 

● ボランティア活動・市民活動の拠点整備                  （市民協働課） 

● 社協ボランティアセンターの機能充実                    （社会福祉協議会） 

● ボランティア活動支援の充実                            （市民協働課） 

● ボランティア養成講座の開催                            （社会福祉協議会） 

（６）各種団体等の活動支援 

地域では、町内会、民生委員・児童委員、当事者組織、ボランティアなど、さまざ

まな人や団体が活動しています。 

しかし、個人情報の保護により、活動に必要な情報が行政から入手が困難になった

り、新たに会員になる人が減少しているなど、団体によっては充分な活動ができてい

ない状況もみられます。 

これら、地域福祉を推進していく上で重要な役割を担う各種団体等については、今

後も活発な活動の展開が期待されるため、関係機関が協力して活動への支援を充実し

ていくことが求められています。 

これらを踏まえ、『地域や各種団体等の活動支援』のために、次のような取り組みを

実施していきます。 

① 各種団体の支援と連携強化 

高齢者、障害のある人、児童、子育て中の親などの抱える地域課題が解決できる

組織体制の構築をめざし、サービス提供を行う事業者や地域の各種団体、民生委員・

児童委員等との連携を深める機会を提供し、地域の人材との協力体制を充実します。 

（担当課：福祉課、長寿課、家庭児童支援課、生涯学習課） 

② 社会福祉協議会との連携強化 

市民へのきめ細かい福祉サービスを提供するため、社会福祉協議会を地域福祉推

進上の中心的な組織として位置づけ、事業運営などに対する支援を実施し、地域の

福祉活動を推進していくための連携を図っていきます。 

（担当課：福祉課） 

【関連事業】 

● 老人クラブ補助事業                                   （長寿課） 

● 高齢者能力活用推進事業                               （長寿課） 

● ＰＴＣＡ等との連携推進                               （生涯学習課） 

● 障害者団体への助成                  （福祉課） 

● 母子団体への助成                                     （家庭児童支援課） 

● 社会福祉協議会への助成                               （福祉課） 

 



 34

（７）交流活動の推進 

地域には子どもから高齢者、障害のある人などさまざまな人が暮らしています。温

かな人間関係や、共に生き、共に支え合う心豊かな地域社会を築いていくためには、

地域の様々な人のふれあいの機会づくりが求められています。 

また、市民の力を結集したまちづくりの観点からも、市民相互の交流を活発化し、

市民の一体感を醸成していくことが重要となっています。 

これらを踏まえ、『交流活動の推進』のために、次のような取り組みを実施していき

ます。 

① 世代間交流の促進 

高齢者や障害のある人にとっては生きがいづくりの場として、また、子どもにと

っては社会性や協調性を養う機会として、地域のあらゆる交流事業の活性化を進め

ます。 

高齢者の知恵や技能を生かした交流や地域の伝統文化・歴史にふれる活動など世

代間交流を促進します。 

（担当課：長寿課） 

② 地域行事を通じた住民交流の促進 

地域において昔からの行事、地域での市民相互の交流やふれあいの機会づくりに

努めます。 

（担当課：福祉課、商工観光課、社会福祉協議会） 

【関連事業】 

● 宅老所運営事業                               （長寿課） 

● まつり・観光イベント事業                  （商工観光課） 

● 福祉まつり等事業                             （福祉課、社会福祉協議会） 
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２ 福祉サービスの提供体制の充実 

（１）相談体制の充実 

今後の福祉のあり方について、市民意識調査の助け合えるまちについての結果でも、

「どんな問題でも相談できるところがある」（約５割）が最も多く挙げられたように、

一人ひとりの複雑多岐な悩みに対応するためには、保健・医療・福祉の連携のもとに、

高齢者、障害のある人、子どもを持つ保護者など誰もが身近な地域で気軽に相談がで

きる窓口体制の整備と雰囲気づくりが求められています。 

また、専門化する相談内容に対応するためには、専門的な知識豊かな人材の配置と

ともに、関係機関との連携体制を構築する必要があります。 

これらを踏まえ、各福祉分野における相談体制の充実に努めていきます。 

① 相談窓口の充実と関係部署の連携強化 

市民の多様な相談内容に迅速かつ的確に対応できるよう、相談支援の専門性を高

めるとともに、関係部署の連携強化を図ります。 

（担当課：福祉課、長寿課、健康課、家庭児童支援課） 

② 専門機関における相談支援の充実 

高齢者を対象に、介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護

事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業などを行う地域包括支援センター

の相談体制を一層充実します。 

障害についての相談は、年齢や障害を問わず、発達障害者や難病患者を含め、ケ

アマネジメント、権利擁護、ピアカウンセリング等を中心とした総合的な相談体制

の充実を図ります。 

乳幼児の子育てに関する相談については、保育園、保健センターや地域子育て支

援センターの相談体制の充実を図ります。 

健康増進計画による生活習慣病予防や母子（親子）の健康支援をはじめとする市

民の健康支援をします。 

（担当課：福祉課、長寿課、健康課、子ども課、家庭児童支援課） 

③ 女性に対する人権侵害に関する相談の充実 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）などの人権侵害に関して気軽に相談でき

る窓口と関係機関と連携しながら相談体制の充実を図ります。また、ＤＶ被害者の

安全を確保するため、一時的な保護や自立支援などに努めます。 

（担当課：子ども課、家庭児童支援課） 

④ 民間機関・施設等の相談体制の充実 

市民にとって身近な相談の場となる、社会福祉協議会をはじめ、社会福祉法人・

事業者等の相談体制の充実を促進します。 

（担当課：福祉課、長寿課） 
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⑤ 各種相談員による相談活動の充実と相互連携の強化 

相談内容の多様化、複雑化に対応し、相談者のニーズに応じた的確なアドバイス

ができるよう、民生委員・児童委員をはじめ母子自立支援員など各種相談員の資質

向上を図り、相談（見守りを含む）活動を充実します。 

相互の連携強化を図るしくみづくりに努めます。 

（担当課：福祉課、長寿課、家庭児童支援課） 

⑥ 民生委員・児童委員等への研修会や講習会の充実 

市民が民生委員・児童委員に相談しやすい関係を持てるよう、また、市民の多様

な相談内容に的確にアドバイスが出来るよう、研修会や講習会を充実させ、資質向

上や地域への積極的な関わりを推進します。 

（担当課：福祉課、家庭児童支援課） 

【関連事業】 

● 妊婦相談                                             （健康課） 

● おめでとう相談                                       （健康課） 

● １歳児育児相談                                       （健康課） 

● 育児相談                                       （健康課、家庭児童支援課） 

● 心理相談                                             （健康課） 

● 一般相談                                             （健康課） 

● こころの健康相談                                     （健康課） 

● 精神科医師によるこころの健康相談                     （健康課） 

● 家庭児童相談                     （家庭児童支援課） 

● 母子相談                       （家庭児童支援課） 

● 地域包括支援センターの充実                           （長寿課） 

● 地域活動支援センターの充実                           （福祉課） 

● 障害者相談事業                                       （福祉課） 

● 介護相談員派遣事業                                   （長寿課） 

● 身体障害者相談員等の設置                             （福祉課） 

● 民生委員協議会の開催支援                             （福祉課） 

（２）福祉サービス等の基盤整備と質の向上 

市民が望む生活を創っていくためには、保健・医療・福祉など、安心して暮らすた

めに必要な諸サービスが、生活圏域である地域社会に整備され、しかも総合的に利用

できるよう、それぞれが連携し機能していることが必要です。 

一方、福祉サービスについては、これまで市民側からの要望に行政が応えていくも

のが中心でした。しかし、今日の福祉ニーズは“身近に手軽に”を前提としたものが

多く、この実現のためには、市民・地域・民間企業・行政が一緒になってサービスを

生み育てることが不可欠となっています。 

これらを踏まえ、『福祉サービス等の基盤整備と質の向上』のための取り組みを実施

していきます。 
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① 在宅福祉サービスの充実 

「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」や「障害者計画」などの各施策により、

地域住民が在宅で安心して生活できるよう、在宅福祉サービスの充実を図ります。 

（担当課：福祉課、長寿課） 

② 地域に密着したサービスの充実 

身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスの提供が可能となるよ

う、認知症対応型グループホームなど、地域密着型サービスの充実を図ります。 

（担当課：福祉課、長寿課） 

③ 事業者の情報公開の促進（介護サービス情報公表制度の利用啓発） 

福祉サービスの質的な向上には、行政はもちろん事業者の透明性の高い経営姿勢

が求められており、サービス利用者が自らサービスを選択できるように、インター

ネットを通じて介護サービス情報が公表されています。介護サービスや事業所・施

設等を適切に選ぶことができるよう、この制度の利用啓発に努めます。 

（担当課：長寿課） 

④ 民間サービス事業者の誘導・育成支援 

福祉事業を行う民間の事業者に対する市の情報提供を図り、必要なサービスが利

用できるよう、地域への誘導や事業運営に係る必要な支援に努めます。 

（担当課：福祉課、長寿課） 

【関連事業】 

● 障害者福祉計画                        （福祉課） 

● 高齢者福祉計画・介護保険事業計画                             （長寿課） 

● 地域密着型介護サービス事業                                   （長寿課） 

● 社会福祉法人の助成に関する事業                               （福祉課） 

（３）福祉サービス利用者の権利擁護 

認知症高齢者や障害のある人の中には、判断能力が不十分なために財産の管理や日

常生活で生じる契約などの行為を行う時に、判断が難しく不利益を被る人がいます。 

こうした人たちの権利を守るため、成年後見制度や日常生活自立支援事業があります。 

今後は、認知症高齢者の増加とともに、障害のある人を対象とした福祉サービスが

支援費制度から障害者自立支援法に基づく制度へ移行したことから、契約や利用料の

支払いが身近な問題となり、判断能力が不十分な人から財産管理や日常生活における

援助など、擁護に関する支援や相談の増加が予想されています。 

これらを踏まえ、『福祉サービス利用者の権利擁護』のために、次のような取り組み

を実施していきます。 

① 日常生活自立支援事業の推進 

自らの判断能力が十分でない人などが必要とするサービスを適切に利用したり、

日常的な金銭管理を支援する日常生活自立支援事業（旧称 地域福祉権利擁護事業）
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について、広く市民に対する情報提供を進めるとともに、相談支援体制を充実する

など、わかりやすく、利用しやすい制度の運用と普及を促進します。 

（担当課：社会福祉協議会） 

② 成年後見制度の普及 

判断能力が十分でない人の財産管理や身上監護について、代理権などの権限が与

えられた成年後見人が本人を保護する成年後見制度について、その内容を広く周知

し、利用を支援します。 

司法書士会、社会福祉士会などの団体と連携し、制度の利用支援体制を確立します。 

成年後見人の資質の向上、信頼性の向上など、成年後見制度に永年にわたってす

べてを託することができるよう、制度の拡充・推進を図ります。 

（担当課：福祉課、長寿課） 

【関連事業】 

● 日常生活自立支援事業                                 （社会福祉協議会） 

● 成年後見制度等利用支援事業                           （福祉課、長寿課） 

（４）ケアマネジメントの充実 

市民が福祉サービスを利用する場合、複数のサービスを必要とすることも多く、ま

た、サービスの内容が福祉分野に限られるわけではありません。そのため、保健・医

療・福祉が連携し、サービスが総合的に提供される必要があり、そのための手法とし

てサービスをマネジメントするしくみが重要となります。 

介護保険制度では、要介護や要支援に認定された高齢者について、介護支援専門員

（ケアマネジャー）が保健・医療・福祉の各種サービスを結びつける「ケアマネジメ

ント」を実施しています。 

また、障害者自立支援法におけるサービスの実施をはじめ、さまざまな生活課題を

抱えた人に対しても、介護保険制度と同じようなケアマネジメントの導入が求められ

ています。 

高齢者や障害のある人だけでなく、すべての市民の生活の質を高め、また、地域福

祉を推進していく上でも、ケアマネジメントの充実を図ることが必要です。 

これらを踏まえ、『ケアマネジメントの充実』のために、次のような取り組みを実施

していきます。 

① 地域ケアマネジメント体制の充実 

子どもから高齢者、障害のある人など、福祉全般にわたる多様な課題・ニーズに

対応し、必要なサービスが適切に利用できるよう、庁内関係部署や医師会、専門機

関の連携による総合的な相談体制を確立します。 

高齢者・障害のある人あるいは子育て等各分野にわたる相談支援やサービス調整

の機能を集約する地域ケアマネジメント体制を確立し、支援施策全体の検討や困難

事例など相談に関する技術的な支援、福祉活動の関係者による情報交換の機会等の

充実を図ります。 

（担当課：福祉課、長寿課） 

【関連事業】 

● 地域包括支援センター（包括的・継続的ケアマネジメント）の充実 （長寿課） 

● 地域自立支援協議会の充実                                     （福祉課） 
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３ 福祉教育の充実と人材の育成 

（１）福祉に対する意識の改革 

多くの人々の「福祉」という言葉のイメージの中には、「行政などのサービスを必要

としている高齢者や障害者などの困っているひとたちのもの。自分には関係がない。」

という意識がまだ多いように思われます。 

しかしながら地域福祉の考え方は、「全ての市民が福祉の担い手であり同時に受け手

でもある。」という認識の上に成り立っています。特に、ひとり暮らし高齢者の急激な

増加や非正規雇用者の増加など人口の高齢化や経済状況の悪化などを背景に、いつ誰

が「福祉」の対象になるかわからないなかで、地域に暮らす市民一人ひとりが地域に

目を向けてもらい、地域で何ができるのかを考え、認識することができるように研修

等の機会を増やし行政職員をはじめ市民の福祉に対する意識改革を図ります。 

① 職員の福祉に関する意識改革の推進 

現在、国では「障害者の権利に関する条約」批准に向け、国内法の整備を推進し

ていますが、これらの新たな条約や法律の精神を学び、行政の職員自身の意識改革

を図っていきます。 

（担当課：福祉課） 

② 地域におけるリーダーの養成 

ボランティアグループや地域福祉活動において地域の人々を牽引していくような

人材の発掘や養成に取り組んでいきます。 

（担当課：市民協働課、社会福祉協議会） 

（２）福祉学習の推進 

次代を担う子どもたちが健やかに成長してくためには、「福祉のこころ」を醸成する

ことも大切です。そのためには、幼児教育や学校教育の場で、高齢者との交流などの

体験を通じた福祉学習の取り組みが重要となっています。 

また、生涯学習の充実や子どもから大人まで地域で気軽に福祉を学べる機会を創

出するともに、男女共同参画の推進や人権に係わる啓発・学習活動を進めることによ

り、地域における福祉活動の展開にも寄与することが期待されます。 

これらを踏まえ、『福祉学習の推進』のために、次のような取り組みを実施していき

ます。 

① 家庭や地域での福祉に関する学習機会の提供 

家庭において親から子へと地域福祉教育が行われるために、親を対象とした地域

福祉に関する勉強会の実施に努めます。また、家庭内での実践を通して、親から子

へ、子から孫へと福祉に関する教育が受け継がれるように意識啓発を行います。 

ひとりでも多くの人が福祉に関心を持ち、思いやりや助け合いの精神について理
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解し、自らが積極的に行動することができるよう、地域福祉について学習する機会

を提供します。 

（担当課：生涯学習課、社会福祉協議会） 

② 学校教育における福祉教育の推進 

学校教育の中で課外活動の時間や総合学習の時間などを活用し、福祉保健部門や

社会福祉協議会等と連携しながら、体験型の福祉教育を推進していきます。 

（担当課：学校教育課） 

③ 生涯学習活動による市民意識の向上 

生涯学習活動として、地域福祉活動に関する講座を充実し福祉教育を進めます。 

また、地域においては人権学習や世代間交流事業などを積極的に取り入れるなど、 

地域福祉に関する学習機会の促進に努めます。 

（担当課：生涯学習課） 

④ 男女共同参画の推進 

男女共同参画社会形成に関する啓発や広報活動の充実を図って、市民の理解を深

め、家庭・地域・学校・職場等における慣習・しきたりの見直し等、意識改革を進

めながら、あらゆる分野における男女共同参画や市民リーダーの育成を促進します。 

（担当課：市民協働課） 

⑤ 多文化共生社会形成の推進 

外国人情報窓口の充実、日本語を学習する機会の充実などコミュニケーション支

援、市民への意識啓発などの地域生活支援の取り組みにより、多文化共生の環境づ

くりを推進していきます。 

（担当課：市民協働課） 

【関連事業】 

● 放課後子ども教室の運営支援                           （生涯学習課） 

● 福祉実践教室の実施                                   （社会福祉協議会） 

● 成人教育事業                                         （生涯学習課） 

● 男女共同参画の推進                                   （市民協働課） 

● 多文化共生社会形成の推進                             （市民協働課） 



 41

４ 福祉都市基盤の充実 

（１）ユニバーサルデザインによるまちづくり 

国においては、高齢者、障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができ

る生活環境整備をめざし、移動等円滑化に関して、より一体的・総合的な施策の推進

を図るため、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築に関する法

律（旧ハートビル法）」と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円

滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」を統合・拡充した「高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」が平成18年 12月に

施行されました。 

こうした制度状況を背景に、バリアフリーやユニバーサルデザインといった考えは、

社会的に広く認知されてきていますが、急速に進む高齢化社会への対応や、障害の有

無に関わらず日常生活や社会生活ができるまちづくりをめざすことが今後も引き続き

重要です。 

① 高齢者、障害者の視点に立った生活環境づくりの充実 

今後、新たに設置する施設などについては、最新のバリアフリーやユニバーサル

デザインの技術情報等を積極的に取り入れた施設づくりを推進します。 

（担当課：交通対策課） 

【関連事業】 

● 総合的な交通施策の策定                                   （交通対策課） 

（２）公共施設の有効活用・充実 

市内には、福祉関係施設をはじめ、教育、文化、スポーツ、コミュニティなどさま

ざまな分野の公共施設があります。 

今後は、これら既存の公共施設を地域活動や社会参加の場の拠点として、有効活用

していくことが求められます。 

これらを踏まえ、『公共施設の有効活用・充実』のために、次のような取り組みを実

施していきます。 

① 地域の活動拠点の充実 

地域における活動拠点の確保・充実のため、バリアフリー化などとともに、多様

な既存施設の有効活用を図ります。 

（担当課：建築課、都市計画課、公園緑地課） 

② 既存施設のバリアフリー化の推進 

「高齢者、障害のある人等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー

新法）」等に基づき、重点的に公共施設や道路、公園等のバリアフリー化を計画的に

取り組みます。 
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不特定多数が利用する民間施設について、事業者への理解を深め、施設のバリア

フリー化を促進します。 

（担当課：土木課、建築課、都市計画課、公園緑地課） 

（３）災害時や緊急時の支援体制の充実 

火災や地震など災害発生時においては、高齢者や障害のある人等の災害時要援護者

はスムーズな対応が難しく、また、生命や身体の危険に直結するため、災害発生時の

救出・救護体制、被災後の支援体制を整える必要があります。 

今後、市全体の防災対策の推進にあたっては、行政における防災施策の推進ととも

に、高齢者や障害のある人が暮らす地域での自主的な防災活動や支援活動との連携が

重要となっています。 

これらを踏まえ、『災害時や緊急時の支援体制の充実』のために、次のような取り組

みを実施していきます。 

① 災害時要援護者ネットワークの構築 

関係機関・団体等と連携し、災害時における緊急連絡体制を整備するなど、防災

ネットワークを構築します。 

プライバシー保護に配慮しながら要援護状態にある高齢者など市民の理解を求め、

災害時に避難誘導などの支援を必要とする人の把握に努めます。 

（担当課：防災課、福祉課、長寿課） 

② 自主防災組織の育成・支援 

地域ぐるみで防災体制の充実を図るために、自主防災組織の設置を推進し、育成

に努めます。 

（担当課：防災課） 

③ 避難場所等の周知 

行政からのお知らせである広報やホームページなどを通じ、災害時における避難

場所や福祉避難所などの周知を図ります。 

（担当課：防災課） 

④ 災害対策拠点となる公共施設の整備充実 

災害対策の拠点施設や避難施設となる公共施設などの耐震化や設備の充実に努め

ます。 

（担当課：防災課） 

【関連事業】 

● 防災訓練事業                               （防災課） 

● 福祉避難所の指定                             （防災課） 

● 災害時要援護者登録の推進                     （防災課、福祉課、長寿課） 

● 自主防災組織支援事業                                         （防災課） 

● 防災マップ等作成                                （防災課） 

● 防災啓発事業                                                 （防災課） 
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● 避難場所整備事業                                             （防災課） 

● 防災倉庫管理事業                                             （防災課） 

● 生活用水管理事業                                             （防災課） 

● 防災無線システム整備事業                                     （防災課） 

● 耐震性貯水槽整備事業                                         （防災課） 

（４）防犯活動の推進 

市民を取り巻く環境の悪化や地域における近隣意識の希薄化など、さまざまな社会

の悪循環を背景に犯罪の多発や凶悪化が全国的な社会問題になっています。 

今後は、行政や警察等の関係機関による取り組みとともに、地域における自主的な

防犯グループの育成や子ども・高齢者等の見守り、声かけ運動の実施など、地域ぐる

み防犯運動を推進していくことが必要となっています。 

これらを踏まえ、『防犯活動の推進』のために、次のような取り組みを実施していき

ます。 

① 地域防犯ネットワークの構築 

防犯に関する講習会などを実施し、市民一人ひとりの防犯意識を高めます。 

高齢者や障害のある人などを狙う悪質商法や子どもを巻き込む事件などを防ぐた

め、啓発や相談活動の充実に努めるとともに、青少年育成団体や地域の防犯活動へ

の支援を行うなど、地域での安全活動の充実を図り、地域や関係団体・関係機関と

の連携による防犯活動を展開します。 

（担当課：交通対策課） 
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第８章 計画の推進体制 

１ コミュニティにおける推進体制 

本計画の推進にあたって、地域住民の積極的な参加を促すとともに、コミュニテ

ィを中心に、ボランティア団体、町内会、民生委員・児童委員などとも連携を強め、

地域一体となって地域福祉活動を推進していくことが必要であり、コミュニティの

中で、その体制づくりを促進するとともに、市としても積極的な支援を行います。 

２ 市民、ボランティア、ＮＰＯ、民間事業者等の役割 

地域福祉の推進にあたって、市民一人ひとりが福祉に対する意識や認識を高め、

地域社会の構成員の一員であることの自覚を持つことが大切です。また、市民一人

ひとりが地域福祉の担い手としてこうした意識を強くもち、同時に自らボランティ

アなどの地域活動に積極的かつ主体的に参加するなど、具体的な活動を実践してい

くことが不可欠です。 

また民間事業者においても福祉サービスの提供者として、利用者の自立支援、サー

ビスの質の確保、利用者保護、事業内容やサービス内容の情報提供や公開、他のサー

ビスとの連携に取り組むことが求められています。 

さらに、地域福祉のニーズに基づく新たなサービスや、市民の福祉への参加支援や

福祉のまちづくりへの参画に努めることが求められています。 

本計画を実効あるものにするためには、こうした市民をはじめボランティアやＮＰ

Ｏ、事業者、民間企業等のさまざまな主体による自主的な取り組みと相互の連携によ

る協働の取り組みが不可欠です。 

３ 行政の役割 

一方、行政には市民の福祉の向上を目指して福祉施策を総合的に推進する責務があ

ります。 

このため、地域福祉を推進する関係機関・団体等の役割を踏まえながら、相互に連

携・協力を図るとともに、行政内部においては、福祉・保健・医療分野をはじめ、雇

用・教育・文化・交通・住宅など関係各課との連携強化を図り、市政のさまざまな分

野において地域福祉の視点から施策を見直し、あるいは横断的な施策が推進されるよ

う取り組みます。 

また、地域福祉への市民参加の機会の拡充に努めるとともに、総合相談体制や地域

福祉活動拠点の整備支援、情報提供の充実などに努めます。 

さらに、本計画の進捗管理及び評価については、関係部課の個別計画における進捗

管理等の状況を踏まえながら、それらの情報を市民と共有していく仕組み等について

検討していきます。 
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４ 社会福祉協議会との連携 

平成 12 年の社会福祉法の改正により、地域福祉の推進が社会福祉の理念として規

定されるとともに、社会福祉協議会が地域福祉の推進を担う中核的な団体として明確

に位置づけられました。社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業の企画及び実

施・普及・助成など、地域に密着しながら、地域福祉を推進するためのさまざまな事

業を行っています。 

本計画の基本理念及び基本目標を達成するために、地域福祉活動への住民参加をは

じめとして、計画の各分野で市社会福祉協議会が大きな役割を担うことが期待されて

います。 

このため、社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」や「事業実施計画」等と相互に

連携しながら、本計画に基づく各施策を推進します。 

５ 県等との共有・連携 

総合的かつ効果的な地域福祉計画の推進を図るため、県や近隣市町との共有・連

携を図ります。 

 


