
  
                   

第Ⅱ部 西尾市地域福祉計画  
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基本目標１  

これからの時代の福祉人材の 
育成支援と福祉教育の充実   

（１）福祉専門職の確保育成とボランティアの支援  
現状と課題 

地域福祉に関しての課題がより複雑になり、処遇困難なケースが増えてきていること

から、地域福祉に関する専門職やコーディネーター的な役割を持つ人材及び責任のある立

場の確保が課題です。また、市民と行政との協働によるまちづくりの要として、中間支援

組織としての機能強化をより一層図る必要があります。   
目指す方向性 

▶地域福祉活動において地域の人々を牽引していく人材を発掘・養成します。 
▶市民活動・ボランティア団体等の情報発信の充実、市民参加の機会を支援します。 
▶市内ボランティア関連団体の連携を強化し、活動のコーディネート機能を充実させると

ともに研修の充実を図り、資質の向上を支援します。   
重点施策 

①地域における福祉リーダーの養成 
●地域の人々を牽引していく人材の発掘や養成をします。研修等を実施し、中長期の視点

に立って資質の向上を図ります。  
②ボランティア活動の啓発 
●市民に対して、市広報やホームページ等の活用に加え、地域においてもボランティア活

動への参加を呼びかけます。 
●顔の見える関係を築いたうえで、定期的な意見交換を行い、情報を共有することで互い

の強みを生かした協働事業の可能性を探求していきます。  
③ボランティア活動の充実と拠点整備 
●市内のボランティア活動の拠点であるにしお市民活動センターと社会福祉協議会ボラ

ンティアセンターの機能充実に努めるとともに、互いの連携を支援します。 
●ボランティア団体のニーズにあった研修の充実を図り資質向上を支援します。また、活

動の核となるリーダー及びボランティアコーディネーターを育成します。 
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④健康・福祉専門職の確保と育成 
●福祉人材を中長期にわたって安定的に確保し定着させるための取り組みを検討します。

また、人材の育成を図るための研修等を実施します。   
行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①地域における福祉リー

ダーの養成 社会福祉協議会ボランティアセンターへの助成 地域支援協働課 
②ボランティア活動の啓

発 にしお市民活動センター情報サイトの開設 地域支援協働課 
介護予防サポーター・認知症サポーター養成講

座の開催 長寿課 
③ボランティア活動の充

実と拠点整備 にしお市民活動センターの管理運営 地域支援協働課 
社会福祉協議会ボランティアセンターとの連携 地域支援協働課 

④健康・福祉専門職の

確保と育成 福祉事業所を対象に研修会を開催 福祉課   
地域全体での取り組み 

ボランティア活動の第一歩を互いに踏み出せるための環境づくりや、人材の活用によ

る地域の福祉力の向上が必要です。    
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（２）福祉学習・研修の推進 

現状と課題 
市内の小中学校では、福祉教育及び福祉活動を課外活動や総合的な学習の時間に行っ

ています。知識や技術を学ぶだけでなく、福祉意識をいかに醸成するかが課題ですが、高

齢者や障害者の思いを理解するための施設への訪問や擬似体験、保育施設との交流等を行

う学校も増えています。 
また地域住民に対しても、福祉に関する学習機会の提供等を行っており、広報・相談

活動を通じ参加を呼びかけています。   
目指す方向性 

▶多くの市民が福祉に関心を持ち、自らが積極的に行動することができるよう、学校教育

及び生涯学習で地域福祉を学ぶ機会を増やし、一人ひとりの意識の向上を図りま

す。   
重点施策 

①学校教育における福祉教育の推進 
●学校教育において、課外活動の時間や総合的な学習の時間、教科の学習等を活用し、地

域と連携しながら、体験型の福祉教育を推進します。  
②家庭や地域での福祉に関する学習機会の提供 
●一人でも多くの市民が福祉に関心を持ち、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。また、親を対象とした地域福祉に関する

勉強会を実施し、家庭での実践で福祉教育が可能となる環境づくりに努めます。  
③職員の福祉に関する意識改革の推進 
●市職員を対象に福祉に関する研修を実施し、職員自身の意識改革を図ります。   
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行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①学校教育における福祉教

育の推進 小中学校における体験型福祉教育の実施 学校教育課 
②家庭や地域での福祉に

関する学習機会の提供 地域福祉に関する各種講座の開催 生涯学習課 
③職員の福祉に関する意

識改革の推進 市職員への福祉に関する研修会の開催 福祉課   
地域全体での取り組み 

地域の専門職やリーダーのサポートの下、市民一人ひとりが地域福祉を学び理解する

という意識の向上が必要です。                   
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基本目標２  

「互
ご

近
きん

助
じょ

」でのふれあい、 
支えあいの輪づくり   

（１）各種団体等の活動支援 
現状と課題 

市民の価値観の多様化や社会貢献意識の高まりにより、地域福祉を担う各種市民団体

の活動が活発化しています。各種団体への活動支援や、きめ細かい福祉サービス提供のた

めの連携が求められています。   
目指す方向性 

▶市民活動団体のニーズと補助の効果を検討し、適切な活動支援を行います。 
▶民生委員・児童委員との連携及び支援をこれまで以上に強化します。   

重点施策 
①各種団体の支援と連携強化 
●高齢者、障害者、児童、子育て中の親等、支援が必要な方を対象とした団体の活動を支

援し、地域の人材との協力体制を充実します。 
●サービス提供事業者や各種団体、民生委員・児童委員等との連携を強化し、地域課題解

決に向けた組織体制の構築を目指します。  
②民生委員・児童委員等への支援の充実 
●民生委員・児童委員等が市民の多様な相談内容に的確にアドバイスができるよう、研修

会や情報提供等を行います。   
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行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①各種団体の支援と連携

強化 障害者当事者・保護者の団体活動支援 福祉課 
母子団体への助成 家庭児童支援課 
家庭教育学級事業（おやじの会応援ルー

ム）との連携 生涯学習課 
②民生委員・児童委員等

への支援の充実 民生委員・児童委員協議会との連携 福祉課 
主任児童委員部会の運営支援 家庭児童支援課   
地域全体での取り組み 

地域で活動する各種団体が自主性を持って活動を推進するとともに、その内容が共有

されることにより、地域全体で活動への関心を高めることが必要です。     
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（２）交流活動の推進 

現状と課題 
交流活動としては、世代間交流、高齢者の交流、障害児・者の交流、児童及び母子・

父子の交流等があげられます。それぞれ、活動団体が中心となり、団体メンバーやその家

族の交流の場に加え、地域住民の交流の機会を設ける必要があります。   
目指す方向性 

▶福祉のバトンをつなぐため、世代を越えた交流を促進します。 
▶地域住民の交流を進め、福祉に対する意識を深める取り組みを実施します。   

重点施策 
①世代間交流の拡大 
●高齢者や障害者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、世代間交流は重要です。宅老所等での交流を通じて互いに

学びあう活動などを促進します。  
②地域住民の交流促進と居場所づくり 
●高齢者の交流、障害児・者の交流、児童及び母子・父子の交流だけでなく、地域住民相

互の交流やふれあいの場や居場所づくりを、団体への活動支援を通じて推進します。   
行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①世代間交流の拡大 宅老所での世代間交流の推進 長寿課 
②地域住民の交流促進と居

場所づくり 福祉団体の活動支援 福祉課   
地域全体での取り組み 

交流は地域に集う一人ひとりの心がけが重要です。それぞれの役割で協力をし、活動

を支えていくことが必要です。     
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（３）市民協働の推進 

現状と課題 
西尾市まちづくり市民会議においては、協働の理念を「地域課題や行政課題を解決し、

まちづくりを進めていくなかで、さまざまな主体が、主体的、自発的に、共通の活動領域

において、相互の立場や特性を認識・尊重しながら、共通の目的を達成するために、対等

の立場で協力しあうこと」と確認しています。地域において誰もが暮らしやすいまちを実

現するために、日常的に協力・協調した支えあい活動が行われることが求められています。   
目指す方向性 

▶本市の協働の理念に基づき、団体活動の連携を促し、重層的な福祉のネットワークづく

りを目指します。   
重点施策 

① スキルのある担い手とのマッチング 
●ＮＰＯ法人やボランティア団体等の活動を支援するための拠点機能を強化し、多様な人

材の参入を促進するとともに、効果的な取り組みを共有し実践するための方策を、にし

お市民活動センターを中心に検討します。   
行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①スキルのある担い手との

マッチング にしお市民活動センターの管理運営 地域支援協働課   
地域全体での取り組み 

必要な支援が迅速かつ効率的に行えるよう、さまざまな主体間でネットワークを作り、

連携しあえる体制が必要です。   
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基本目標３  

包括的な支援体制構築と 
基盤整備   

（１）相談体制の充実 
現状と課題 

一人ひとりの課題に対応するため、福祉・保健・医療それぞれの連携の下に、高齢者、

障害者、子どもを持つ保護者等、誰もが身近な地域で相談できる体制の整備が求められて

います。相談に対応する專門職の確保が難しく、福祉相談を横断的に考えて対応していく

ことが課題です。   
目指す方向性 

▶各福祉分野の専門相談体制の充実を図ります。 
▶多様な相談内容に対応できるよう、連携を進めます。   

重点施策 
①相談体制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

ともに職場内の研修に取り組みます。相談対象者との顔の見える関係を重視しながら利

用しやすい事業展開を実施していきます。また、対応が困難な場合には関係機関につな

げ、より専門性の高い相談が受けられるように配慮していきます。  
②専門機関における相談支援の充実 
●「西尾市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、地域包括支援センターの相談

体制を充実します。民生委員・児童委員や老人クラブ等他機関との連携を密にし、地域

の総合相談窓口として積極的な利用がされるように啓発に努めます。 
●「西尾市障害者福祉計画」に基づき、障害者については年齢や種別を問わず、発達障害

者や難病患者を含め総合的な相談体制の充実を図ります。 
●「西尾市子ども・子育て支援計画」に基づき、地域子育て支援センターにおける相談体

制の連携・充実を図り、保護者の子育てに関する不安や悩みを軽減に努めます。 
●「健康にしお２１計画」に基づき生活習慣病予防や母子（親子）の健康相談支援をはじ

めとする市民の健康増進を支援します。  
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③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、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。県や

各種機関、事業所等と相互の連携強化を図る仕組みづくりに努めます。   
行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①相談体制の充実と関係

部署の連携強化 相談支援事業の充実 福祉課 
各種健康相談の充実 健康課 
家庭児童相談の充実 家庭児童支援課 
相談窓口のため職場内の研修の実施 長寿課 

②専門機関における相談支

援の充実 相談支援事業の充実 福祉課 
地域包括支援センターにおける総合相談

事業 長寿課 
各種健康相談事業 健康課 
子育ての支援 子ども課 

家庭児童支援課 
③各種相談員による相談

活動の充実と相互連携

の強化 地域自立生活支援事業 長寿課 
ひとり親世帯に対する相談支援 家庭児童支援課   
地域全体での取り組み 

一人ひとりの生活課題を地域課題として取りまとめ、専門機関の連携が可能となる福

祉コミュニティに向けた基盤づくりが必要です。   
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（２）福祉サービス等の基盤整備と質の向上 

現状と課題 
福祉サービスは非常に多岐にわたっています。住み慣れた地域で住み続けるために、

安心して的確なサービスが受けられる仕組みづくりが必要です。   
目指す方向性 

▶福祉サービスの質の向上を図ります。   
重点施策 

①在宅福祉サービスの充実 
●地域住民が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、「高齢者福祉計画・介護保険事

業計画」や「障害福祉計画」等で見込まれている各種在宅福祉サービスの質の充実を図

ります。また、ひとり親世帯への支援を行います。  
②地域に密着したサービスの展開 
●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等、地域密着型サービスの充実を図ります。  
③サービス提供者の質の向上に向けた支援 
●介護職員や相談員の育成及び研修、障害福祉サービス事業所の支援などを通じて、サー

ビス提供者の質の向上を図ります。     
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行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①在宅福祉サービスの充実 障害福祉サービスの展開 福祉課 

ひとり親世帯への支援 家庭児童支援課 
②地域に密着したサービス

の展開 地域に密着したサービスの充実 福祉課 
③サービス提供者の質の向

上に向けた支援 介護職員への研修 長寿課 
障害福祉サービス事業所の支援 福祉課   
地域全体での取り組み 

支援が必要な人たちが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域全体で支えて

いくことが必要です。     
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（３）地域包括支援体制の充実 

現状と課題 
平成 27年に厚生労働省は「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現－

新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン－」を公表しました。また、平成 29年４月か

らは新たな介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、訪問介護と通所介護の地域支援

事業が移行します。子どもから高齢者、障害者等、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、分野毎に機能強化を図りつつ、庁内

関係部署や医師会、専門機関の連携による適切な支援を提供する仕組みを構築することが

求められています。   
目指す方向性 

▶複雑化する生活上の課題に対応します。 

▶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等相談に関する

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。   
重点施策 

①地域包括ケアシステムの充実 
●子どもから高齢者、障害者等、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、医師会、福祉団体並びに専門職チー

ム等の連携をこれまで以上に推進します。  
②新しい総合事業への取り組み 
●一般介護予防事業及びいきいきサービス事業を実施します。新たなサービス提供体制の

整備や多様な生活支援サービス等の開発・ネットワーク化について引き続き検討を進め

ます。   
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行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①地域包括ケアシステム

の充実 地域自立支援協議会の充実 福祉課 
地域包括支援センターの機能強化 長寿課 

②新しい総合事業への取

り組み 一般介護予防事業（シルバー元気教室、脳い

きいき教室、宅老所等） 長寿課 
いきいきサービス事業 長寿課   

地域全体での取り組み 
誰もが支え、支えられる共生型の地域社会をつくるためには、地域包括ケアシステム

の構築に取り組む行政と地域住民とが協働する必要があります。     
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（４）支援が必要な人への体制強化 

現状と課題 
何らかの支援を必要とする人にとって、地域による見守り活動や支援が効果的です。

分野が横断する支援については福祉サービスと他のサービスの狭間や行き違いによって

サービスに過不足が生じないように、他機関との連携を密にしながらも、プライバシーに

配慮しつつ支援をすすめる必要があります。また、一般就労に至る準備が必要な生活困窮

者の場合、ひきこもり等、長期間にわたって社会との接点を絶っているため、親族等の協

力が不可欠となっています。必要な人材の確保と、その事業に携わる人材の専門性並びに

資質の向上が課題となっています。   
目指す方向性 

▶主体的・積極的に社会活動に参画し、一人ひとりが共に助け合い、ライフステージに応

じた多様な生活を送れるように支援します。    
重点施策 

①地域での見守りネットワークづくり 
●保健師等による訪問や民生委員・児童委員等による見守りを実施します。関係機関が連

携しながらもプライバシーに配慮しつつ推進します。  
②虐待防止の推進 
●障害者や高齢者、子ども等への虐待等について、関係機関が連携しながら防止対策を推

進します。  
③支援が必要な人に対する横断的な支援 
●障害者や高齢者のひきこもりの発見や防止のため、関係機関と地域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、育児でひきこもりが

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等親子の

居場所づくりの充実に努めます。 
●発達障害児等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。 
●国の「放課後子ども総合プラン」事業の拡大方針及び「西尾市教育振興基本計画」に基

づき、放課後子ども教室（寺子屋にしお）の実施箇所数を拡大します。    



55  
④認知症対策 
●地域包括支援センターに医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーデ

ィネーターを配置します。 
●介護者同士の交流・情報交換・相談や、団体を対象に認知症について理解を深めるため

の講座を開催します。  
⑤自殺予防対策 
●毎年３月の自殺対策強化月間にあわせ、自殺予防に向けた啓発を行います。  
⑥生活困窮者の自立支援 
●訪問支援を積極的に行い、各種制度を活用し自立を支援することで、困窮状態の悪化、

深刻化を防ぎます。公共職業安定所や社会福祉協議会、民生委員・児童委員等との連携

及び住宅管理会社等民間企業やＮＰＯ法人との協力関係の構築を行います。  
⑦子どもの貧困対策 
●子どもの貧困対策には、大きく分けて教育の支援、生活の支援、保護者に関する就労の

支援、経済的支援の４つがあります。子どもたちの幸せな暮らしを阻害する大きな要因

である貧困対策の一元的な体制整備を図ります。    
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行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①地域での見守りネットワーク

づくり 保健師等による訪問 健康課 
民生委員による高齢者の見守り 長寿課 

②虐待防止の推進 障害者の虐待防止体制の整備 福祉課 
高齢者の虐待防止ネットワーク 長寿課 
家庭児童相談による児童虐待防止 家庭児童支援課 

③支援が必要な人に対する

横断的な支援 障害者の虐待対策 福祉課 
高齢者の虐待対策 長寿課 
放課後子ども総合プランの拡充 生涯学習課 

子育て支援課 
地域子ども子育て支援拠点の整備 家庭児童支援課 

④認知症対策 認知症地域支援推進員の配置 長寿課 
介護予防サービスにおける各種認知

症対策講座 長寿課 
⑤自殺予防対策 自殺防止の相談や周知 健康課 
⑥生活困窮者の自立支援 各種制度の活用による自立の支援 福祉課 
⑦子どもの貧困対策 教育の支援 主に学校教育課 

生活の支援 主に家庭児童支援課 
保護者に関する就労の支援 主に福祉課 
経済的支援 関係各課   
地域全体での取り組み 

地域団体やボランティア団体等と支援が必要な人を地域全体で支える居場所づくりが

必要です。   
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（５）公共施設の活用と管理運営 

現状と課題 
老朽化する公共施設の効率的かつ効果的な活用と管理運営が課題となっています。市

では「西尾市公共施設再配置基本計画」及び「西尾市公共施設再配置実施計画 2014→2018

（再配置プラン）」を策定し、人口減少時代に継続して市の資産として維持できるよう公

共施設の再配置とそれに合った適切な管理運営を実施しています。   
目指す方向性 

▶公共施設の保有総量を段階的に圧縮することで、より効率的・効果的な施設の維持管

理・運営・配置を実現します。 

▶管理している施設の長寿命化、利用者負担の見直し等さまざまな取り組みを全庁的に

展開します。   
重点施策 

①福祉施設の活用と管理運営 
●福祉施設の管理運営について、老朽化した施設及び設備を更新しながら施設の長寿命化

と快適な施設環境づくりに努めます。  
②公共施設の再配置と管理運営体制の検討 
●公共施設の現状と課題を調査・分析して、より効率的・効果的な維持・管理・運営方法

及び施設配置を実現します。   
行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①福祉施設の活用と管理

運営 福祉施設の管理運営の委託 福祉課 
②公共施設の再配置と管

理運営体制の検討 公共施設等のありかたの検討と福祉施設

の配置 資産経営戦略課   
地域全体での取り組み 

市民一人ひとりが公共施設再配置に対する理解や関心を持ち、あらゆる角度から議論

を重ねることが必要です。   
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基本目標４  

安心安全な地域生活をおくれる 
共生社会の実現   

（１）情報を届ける仕組みの充実 
現状と課題 

サービスを利用しようとする者が情報を容易に得られるよう必要な措置を講じるよう

努めることが地方公共団体に義務づけられています。（社会福祉法第 75条） 

インターネットの普及やＩＴ技術の急速な進歩により、新たな情報提供の仕組みづく

りが可能となっている一方で、すべての高齢者や障害者がＩＴ機器類を使いこなせるとい

う状況ではないことに配慮する必要もあります。   
目指す方向性 

▶情報格差をなくし、誰もが必要な情報を得られる環境づくりを目指します。   
重点施策 

①多様な広報活動の充実 
●福祉施策に関する最新の情報を市民と行政が共有し理解を深めていくため、「福祉ガイ

ドブック」や「西尾の福祉」を定期的に編集し、最新の福祉情報の一元化に努めます。

広報やホームページ等の多様な媒体と手法を活用します。  
②利用者に配慮した情報提供 
●視覚障害者や聴覚障害者等に配慮し、市広報の音訳等を行い、福祉情報等を必要とする

誰もが適切にその情報を得られるように努めます。高齢者への情報提供としては、民生

委員・児童委員及び地域包括支援センター等を活用します。   
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行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①多様な広報活動の充実 福祉制度改正の周知 福祉課 

福祉ガイドブックの充実 福祉課 
②利用者に配慮した情報提供 市広報の音訳・点訳 福祉課 

高齢者への情報提供 長寿課   
地域全体での取り組み 

市民や団体が求める情報を行政や事業者に伝えることや、利用者自身が情報を作って

発信することで、より役に立つ情報が入手しやすくなる環境づくりが必要です。     
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（２）権利擁護・人権擁護の推進 

現状と課題 
認知症、知的障害その他の精神上の障害により判断能力が不十分なことから、個人情

報や財産の管理や日常生活等に支障がある人たちが不利益を被るケースがあります。また、

性別による固定的な役割分担を前提とする社会制度や慣行に起因する男女間の差別や、言

葉・習慣等の壁がある外国人への差別も未だ解消されていません。これらの人々を擁護し、

社会全体で支えあう必要があります。   
目指す方向性 

▶本人の選択により権利擁護サービスを利用でき、誰もが権利を侵害されず、尊厳を持

って生活できるまちを目指します。 
▶男女共同参画社会形成への意識の醸成とその定着を図ります。 
▶「自助、共助、公助」の仕組みを拡大した、多文化共生社会の環境づくりを推進します。   

重点施策 
①判断の能力が不十分な人への援助 
●成年後見制度及び日常生活自立支援事業の周知を徹底し、市民が円滑に制度を利用でき

るように努めます。また、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、司

法書士会、社会福祉士会等と連携し、その内容を広く周知し、利用を支援します。  
②男女共同参画の推進 
●「西尾市男女共同参画プラン」に基づき、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮

し、多様性を認めあえる男女共同参画社会の実現を目指します。  
③多文化共生社会形成の推進 
●外国人情報窓口や日本語を学習する機会の充実、生活情報誌の発行等の生活支援を行い

ます。また、市民への意識啓発に取り組み、多文化共生社会の環境づくりを推進します。  
④個人情報の保護 
●個人情報の取扱いや管理の方法について細心の注意を図ります。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運用について学ぶ機会を設けます。    
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行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①判断の能力が不十分な

人への援助 成年後見制度利用支援事業の周知及び

円滑な利用 福祉課 
長寿課 

日常生活自立支援事業への補助 福祉課 
②男女共同参画の推進 男女共同参画社会推進・啓発のためのセ

ミナー等の開催 地域支援協働課 
③多文化共生社会形成の

推進 外国籍住民との意見交換の場の提供 地域支援協働課 
④個人情報の保護 個人情報保護法、個人情報保護条例の

正しい理解の推進 福祉課 
長寿課   

地域全体での取り組み 
福祉分野だけでなく生活のあらゆる場面で関わる問題であることから、企業をはじめ

とする地域の多様な主体を巻き込んだ地域全体での支援が必要です。     
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（３）災害時や緊急時の支援体制の充実 

現状と課題 
近年、大規模地震や大型台風等の自然災害が多発しており、市民の関心も一層高まっ

てきています。高齢者・障害者等防災施策において特に配慮を要する方（要配慮者）のう

ち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方について避難行動要支援者名簿を作成しま

した。地域ぐるみで防災に向け自主防災組織の育成や緊急時に備えた取り組みも重要とな

っています。   
目指す方向性 

▶要支援者の現状に即した、実践的な地域防災体制づくりを進めます。   
重点施策 

①避難行動要支援者ネットワークの構築 
●「西尾市地域防災計画」の要配慮者支援対策に基づき、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、プライバシーの保護に配慮した避難行動要

支援者ネットワークの構築に向け、制度の啓発、支援の協力を呼びかけます。 
●災害時に福祉避難所が機能できる仕組みづくりの整備を進めます。  
②自主防災組織の育成・支援 
●自主防災組織の育成・支援に努めます。自主防災組織の防災訓練の実施や防災資機材の

整備に係る費用の一部を補助し、地域防災力の向上を図ります。    
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行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①避難行動要支援者ネット

ワークの構築 避難行動要支援者登録制度の周知及び対

策 福祉課 
長寿課 

避難行動要支援者への対策 福祉課 
長寿課 

避難行動要支援者ネットワークの連携共有 危機管理課 
②自主防災組織の育成・支

援 防災資機材等の整備 危機管理課 
自主防災会防災訓練の支援 危機管理課 
防災カレッジの開催 危機管理課   
地域全体での取り組み 

市民一人ひとりが災害に対して関心を持ち、自分の命は自分で守る「自助」をすすめ

るとともに、安否確認や避難支援ができる体制づくりや、平時の訓練の参加等を通じて近

隣住民同士で助けあう「共助」への理解が必要です。     
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（４）ユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくり 

現状と課題 
民間大型商業施設と比べ公共施設のバリアフリーへの対応が低いといった課題があげ

られています。急速に進む高齢化社会への対応や、障害の有無にかかわらず安心して暮ら

すために、バリアフリーのまちづくりを目指すことが求められています。   
目指す方向性 

▶身体能力やさまざまな障害の特性に応じたバリアフリー化に対応し、すべての地域住

民が安心して暮らせるための取り組みを推進します。   
重点施策 

①高齢者・障害者の視点に立った生活環境づくりの充実 
●「西尾市地域公共交通計画」に基づき、高齢者や障害者が暮らしやすい生活環境づくり

を推進します。  
②既存施設のバリアフリー化 
●ユニバーサルデザインに配慮して、計画的に公共施設や道路、公園等のバリアフリー化

に取り組みます。     



65  
行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①高齢者・障害者の視点

に立った生活環境づくり

の充実 地域公共交通計画に基づく協議等の実施 地域支援協働課 
②既存施設のバリアフリー

化 西尾市緑の基本計画にのっとった都市公園

のバリアフリー化の推進 公園緑地課 
西尾市都市計画マスタープランにのっとった

バリアフリー化の推進 都市計画課   
地域全体での取り組み 

施設等の整備による「ハード面でのバリアフリー」に留まらず、高齢者や障害者等の

困難を地域住民自らの問題として認識し、心のバリアを取り除き、その社会参加に積極的

に協力する「心のバリアフリー」の推進も必要です。 
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（５）安心で快適な暮らしの確保 

現状と課題 
高齢者や障害者等の社会的弱者に対し、暮らしの利便性確保が求められています。移

動手段の少なさが、買い物や通院に留まらず社会参加の機会を限定することからも公共交

通機関の役割は重要です。 
また、高齢者や障害者は情報弱者であることも多く、消費者被害や犯罪も後を絶ちま

せん。被害拡大を防止するための更なる体制づくりが求められており、知識向上に向けた

取り組みや対処法についての情報提供並びに相談窓口の充実が課題です。   
目指す方向性 

▶高齢者や障害者など交通弱者の外出の機会を保障し、社会参加を促進します。 
▶防犯や消費者被害対策をすすめ、安心・安全に暮らせるまちを目指します。   

重点施策 
①移動手段の確保 
●鉄道、バス、タクシー等地域の交通資源の活用と連携を進めることで、それぞれの活性

化を図るととともに、コミュニティバスの運行形態などを検証します。 
●公共交通機関を利用することが困難な障害者、高齢者に、福祉タクシーチケットを交付

します。  
②防犯活動の推進 
●西尾警察署を中心に行政、防犯協会、地域及びボランティア団体が連携し、啓発活動等

防犯活動の充実に努めます。  
③消費者被害への対策 
●専門知識を有した相談員を配置し、市民からの被害相談に対応します。 
●市民が消費者被害に遭わないよう、消費者トラブルに関する情報を提供します。    
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行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①移動手段の確保 コミュニティバスの整備 地域支援協働課 

移動に関する経済的負担の軽減 
（タクシー助成） 長寿課 

福祉課 
②防犯活動の推進 防犯対策の推進 危機管理課 
③消費者被害への対策 相談体制の充実並びに消費者への啓発 商工観光課   

地域全体での取り組み 
地域住民が意識して日頃から公共交通とマイカー等を使い分けることなど、公共交通

の維持に取り組むことが重要です。また、地域と行政との協働により、犯罪や消費者被害

を減らすための啓発活動への参加も必要です。   
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基本目標５  

行政と社会福祉協議会の連携 
及び体制の強化  

（１）社会福祉協議会との連携強化 
現状と課題 

社会福祉協議会は、社会福祉の向上を目的とした非営利の組織です。福祉に関するア

ンケートでも、具体的な活動内容を知っていると回答した人は、半数弱（48.6％）である

ことからもわかるように、広く市民に知られていないことが課題です。   
目指す方向性 

▶地域福祉の基盤強化に向けて、連携の強化を図ります。 

▶社会福祉協議会の活動の認知向上に努めます。   
重点施策 

①社会福祉協議会との連携 
●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を推進す

るうえで中心的な組織として位置づけ、事業運営などに対し引き続き支援します。地域

の福祉活動を推進に向け連携を強化します。  
②社会福祉大会の運営 
●社会福祉大会の運営を社会福祉協議会とともに継続して行います。   

行政の主な取り組み 
施策名 事業・取り組み 担当課 

①社会福祉協議会との連

携 社会福祉協議会の運営支援 福祉課 
②社会福祉大会の運営 社会福祉大会の運営 福祉課   

地域全体での取り組み 
社会福祉協議会の役割や事業についての理解を深めることが必要です。 
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（２）法人運営機能の強化 

現状と課題 
平成 28年３月の社会福祉法改正による社会福祉法人制度の見直しに対応するとともに、

法人の適正な運営の確保のため、社会福祉法人への法人監査及び社会福祉施設への施設監

査を行っています。   
目指す方向性 

▶社会福祉法人に対する運営指導により、地域における公益活動に必要な環境整備を

確保します。   
重点施策 

①社会福祉法人への監査指導 
●社会福祉法をはじめとする関係法令、関係通知等における遵守状況及び、最低基準等の

実施状況について監査します。また、必要な助言及び指導を行います。   
行政の主な取り組み 

施策名 事業・取り組み 担当課 
①社会福祉法人への監査指

導 社会福祉法人指導監査 福祉課 
長寿課 
子ども課 

 

 

地域全体での取り組み 
適正な社会福祉法人、社会福祉施設等の運営がされているかを確認するため、監査結

果のモニタリングが必要です。 

 



  
         


