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第４章 施策の展開 
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 誰もが地域で安心して暮らすことができ、また、様々な人が地域で活躍できるようにする

ためには、差別や偏見のない社会を築くことが必要です。地域福祉を推進するための基本と

して、一人ひとりがそれぞれの立場を理解し、認め合い、思いやることができるよう、すべ

ての市民を対象に福祉教育を推進します。 

 

   地域福祉活動に取り組む人づくり 
 

（１）福祉の理解・啓発活動の推進（心のバリアフリー） 

 

 

 

 

 

 

 

①地域・家庭・職場による福祉教育の推進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

01 ＰＴＡなど地域組織への福祉教育の実施 

 

 人権や地域福祉に対する理解の促進を図るため、家庭、地域、学校が連携

しながら、保護者等を対象とした福祉教育を推進します。また、学校や地域

で福祉教育を進めるための、地域住民が主体となった人材を養成・確保しま

す。 

生涯学習課 

福祉政策課 

社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・家庭教育学級における講座の開催（生涯学習課） 

 ・ＰＴＡを対象とした福祉に関する研修会や講演会の開催のための支援（生涯学習課） 

 ・活動事例を掲載したパンフレット等の作成（福祉政策課） 

 ・福祉教育サポーターの養成（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域組織やＰＴＡなどにおいて、人権や福祉に関する研修や講演会等を企画・実施する。 

02 市内事業所の社会貢献活動の促進 

 

 市内事業所の社会貢献活動を促すために、活動事例の紹介等を通じて啓発

を行います。 

福祉政策課 

社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・広報への定期的な活動事例の掲載（福祉政策課） 

 ・県社協「企業のパートナーシップ窓口」と連携した啓発（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・事業所において、地域の社会貢献活動に取り組む。 

 ・事業所は、ボランティア休暇等の制度導入により、積極的に従業員の社会貢献活動を支援する。 

１１

 

「第４章 施策の展開」の掲載事項 

 「第４章 施策の展開」において、前ページのような体系に沿って、具体的な施策・事業の内容を

掲載しています。 
 第４章の表し方は次のようになっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針です。 

施策の方向性です。 

「施策の方向性」ごとに、関連す

る市の現状等と、それらを踏まえ

た方向性を掲載しています。 

「具体的な事業の例」には、平成 26 年度現在

実施している事業または実施を想定している

事業を掲載しています。（計画期間中の進捗確

認によって、新たな事業の実施や、既存の事業

の廃止等も考えられます。） 

「第３期計画における取り組み」とし

て、具体的な取り組みの内容と、その

担当課となる所管（社会福祉協議会を

含む）を掲載しています。 

「地域でともに進める取り組みの例」には、市民や地域組織、活

動団体、事業者などに期待する役割を掲載しています。これに限

らず、地域の特性に応じて活発な活動を期待するものです。 
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 誰もが地域で安心して暮らすことができ、また、様々な人が地域で活躍できるようにする

ためには、差別や偏見のない社会を築くことが必要です。地域福祉を推進するための基本と

して、一人ひとりがそれぞれの立場を理解し、認め合い、思いやることができるよう、すべ

ての市民を対象に福祉教育を推進します。 

 

   地域福祉活動に取り組む人づくり 
 

（１）福祉の理解・啓発活動の推進（心のバリアフリー） 

 
 
 
 
 
 
 

①地域・家庭・職場による福祉教育の推進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

01 ＰＴＡなど地域組織への福祉教育の実施 

 

 人権や地域福祉に対する理解の促進を図るため、家庭、地域、学校が連携

しながら、保護者等を対象とした福祉教育を推進します。また、学校や地域

で福祉教育を進めるための、地域住民が主体となった人材を養成・確保しま

す。 

生涯学習課 
福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・家庭教育学級における講座の開催（生涯学習課） 

 ・ＰＴＡを対象とした福祉に関する研修会や講演会の開催のための支援（生涯学習課） 

 ・活動事例を掲載したパンフレット等の作成（福祉政策課） 

 ・福祉教育サポーターの養成（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域組織やＰＴＡなどにおいて、人権や福祉に関する研修や講演会等を企画・実施する。 

02 市内事業所の社会貢献活動の促進 

 

 市内事業所の社会貢献活動を促すために、活動事例の紹介等を通じて啓発

を行います。 
福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・広報への定期的な活動事例の掲載（福祉政策課） 

 ・県社協「企業のパートナーシップ窓口」と連携した啓発（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・事業所において、地域の社会貢献活動に取り組む。 

 ・事業所は、ボランティア休暇等の制度導入により、積極的に従業員の社会貢献活動を支援する。 

１１
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

03 市内事業所における福祉学習会、ボランティア講座の開催支援 

 

 講師の紹介や、協働による講座の開催等により、事業所における福祉やボ

ランティアに関する学習を支援します。 
福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・福祉学習、ボランティア講座を行う際の講師の紹介（福祉政策課） 

 ・事業所を対象とした福祉教育研修会の実施（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・事業所において、従業員の福祉教育等に取り組む。 

04 人権施策の体系的な推進 【新規】 

 

 「関市人権教育・啓発基本計画」に基づき、人権教育・啓発や人権相談、

人材育成等を進めます。 
福祉政策課 
関係各課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・人権問題に対する学習機会の提供や講演会等の実施（福祉政策課） 

 ・人権に関する各種相談の実施（関係各課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・お互いの人権を尊重し、信頼し合える地域をつくる。 

 ・いじめや暴力、虐待などを許さない気運をつくり、人権侵害を早期発見できる地域をつくる。 

②学校での福祉教育の充実 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

05 「福祉教育推進校」の指定と福祉教育実践の充実 

 

 市内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校において、各教科や総合

的な学習の時間等を通じて福祉教育を推進します。また、市内すべての小学

校、中学校、高等学校、特別支援学校を福祉教育推進校に指定し、地域住民

と連携した福祉教育を展開します。 

学校教育課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・学校における福祉教育の推進（学校教育課） 

 ・福祉教育推進校の指定と事業費の助成（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・各学校が行う福祉教育に、地域住民が参加・協力する。 

06 「福祉教育連絡会」の開催 

 

 福祉教育推進校で実施した福祉教育の内容について報告する「福祉教育連

絡会」を開催し、活動事例や情報の共有を行います。 
学校教育課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・「福祉教育連絡会」の開催（学校教育課、社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・「福祉教育連絡会」の実践事例を地域の福祉活動に取り入れる。 
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

07 福祉教育推進事業の充実 

 

 学校や団体、企業で地域と協働実施する福祉教育活動を支援します。 学校教育課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・特別支援学校における居住地交流活動の実施（学校教育課） 

 ・小中学校における福祉施設訪問、独居高齢者宅訪問の実施（学校教育課） 

 ・福祉教育研修会の開催支援（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・各学校が行う福祉教育に、地域住民が参加・協力する。 

③地域の障がい者・高齢者・児童等のふれあいによる理解の促進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

08 障がい者・高齢者・児童等との交流の促進 

 

 イベント等を通じ、障がいのある人や高齢者、児童やその保護者など、様々

な人の交流を促進します。また、イベント等の開催にあたっては、障がいの

有無に関わりなく、誰もが参加しやすいような工夫を行います。 

福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・市民健康福祉大会や市民健康福祉フェスティバルなど、交流イベントの開催（福祉政策課） 

 ・障がい者のつどい事業の実施（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・様々な人が交流できるイベントに、積極的に参加する。 

09 交流事業の先駆的取り組みの紹介と普及 

 

 地域で展開している先駆的、先進的な地域福祉活動を全市で共有できるよ

う、様々な団体同士で情報交換や交流の機会を設けます。 
福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・支部社協と民生委員児童委員協議会との交流事業の開催（福祉政策課） 

 ・合同研修会の開催（福祉政策課） 

 ・支部社協連絡会や社協だよりを通じた活動の事例紹介（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域で行われている地域福祉活動の優良事例を、多くの人に知らせる。 

 ・先駆的、先進的な地域福祉活動の情報を積極的に取得し、地域で実践する。 

10 特別支援学校と小・中・高等学校との交流機会の確保 

 

 市内の特別支援学校と小学校、中学校、高等学校の児童生徒同士の交流を

行い、相互理解を図ります。 
学校教育課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・特別支援学校の児童生徒による居住地域の小中学校訪問（学校教育課） 

 ・関市小中連合音楽祭の開催（学校教育課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・各学校が行う福祉教育に、地域住民が参加・協力する。 
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 高齢化が進む中、市民一人ひとりの心身の健康づくりは非常に重要になります。誰もが健

康で、生きがいを持って地域で暮らし続けられるよう、様々な生涯学習の機会づくりや、健

康づくり・介護予防等の活動を活性化します。 

（２）生きがい・健康づくりの推進 

 
 
 
 
 
 
①生きがい・健康づくりの推進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

11 生涯学習の推進 

 

 生涯学習都市宣言の理念を踏まえ、市民がいつまでも生きがいをもって生

活できるよう、各種文化、スポーツ、レクリエーション等の生涯学習活動を

推進します。 
生涯学習課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・各種公民館講座の開催（生涯学習課） 

 ・家庭教育講座の開催（生涯学習課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・周囲の人を誘い合って、積極的に生涯学習の機会に参加する。 

12 健康学習の推進 

 

 講座や講演会の開催を通じ、健康づくりに関する情報の積極的な発信を行

います。また、地域組織との協働によるウォーキング大会や健康フォーラム

の開催、ニーズに応じたスポーツ講座など、地域での健康づくり活動を促進

します。 

生涯学習課 
保健センター 

 

【具体的な事業の例】 

 ・健康をテーマとした公民館講座、家庭教育講座などの開催（生涯学習課） 

 ・市民健康講座、心の健康づくり講演会等の開催（保健センター） 

 ・地域に合わせた健康づくりに関する出前講座の実施（保健センター） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域主体で、健康学習の機会や健康づくり活動を進める。 
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

13 生きがいづくりへの支援 

 

 誰もが生きがいを持って毎日を過ごすことができるよう、家に閉じこもり

がちな人が通うことができる場づくりや、高齢者が経験や知識を活かして活

躍できる機会づくりを促進します。 

生涯学習課 
高齢福祉課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・まちづくりリーダーの養成・活躍の場の創出（生涯学習課） 

 ・老人クラブ連合会への活動支援（高齢福祉課） 

 ・生きがい活動支援通所事業の実施（高齢福祉課） 

 ・高齢者の就労・雇用促進（高齢福祉課） 

 ・ふれあい・いきいきサロンの開催支援（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・高齢者は、地域の老人クラブに参加する。 

14 地域を中心とした介護予防・健康づくりの推進 【新規】 

 

 介護予防に関するボランティア等の人材養成のための研修や、介護予防に

役立つ地域活動組織の育成・支援のための事業等を実施し、地域を中心とし

た介護予防・健康づくり活動を活発にします。 
高齢福祉課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・地域介護予防活動支援事業の実施（高齢福祉課） 

 ・認知症サポーター養成講座の実施（高齢福祉課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・身近な地域で介護予防活動が展開されるよう、組織づくりを進める。 

 ・認知症サポーターや、その他介護予防に関するボランティアとして活動する。 
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 本市では、平成24年３月に「関市協働のまちづくり指針」を策定し、市民が地域づくりの

担い手となり、行政と対等な立場で様々な地域課題の解決を図るための仕組みづくりを進め

ています。また、「ひとり１学習・１スポーツ・１ボランティア」を合言葉に、市民が様々な

分野で主体的に活動する気運を高めています。 

 このような市全体の方針も踏まえ、市民が主体的に行うボランティア・市民活動をより一

層促進し、活性化を図ります。 

 

（３）ボランティア・市民活動団体への支援と人材養成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
①ボランティア・市民活動団体への支援 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

15 活動資金の助成 

 

 まちづくりや地域福祉を推進するための先駆的な活動に対し、資金の助成

を行います。また、制度をより活用しやすくなるよう、随時、内容の改善を

行います。 

市民協働課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・関市ときめき・きらめき・いきいき市民活動助成金制度の実施（市民協働課） 

 ・ボランティア・市民活動助成事業の実施（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・助成金を活用し、地域福祉推進のための活動を行う。 

16 ＮＰＯ法人格の取得支援と連携の強化 

 

 ＮＰＯ法人格の取得をめざす組織・団体等からの相談、情報提供等の支援

を行います。また、ＮＰＯ法人と連携した福祉活動を推進します。 
市民協働課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・ＮＰＯ法人をめざす組織・団体への相談支援等の実施（市民協働課） 

 ・ＮＰＯ法人に対する税制面での優遇措置の実施（市民協働課） 

 ・ＮＰＯ法人と連携した事業展開の実施（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域において、必要に応じてＮＰＯ法人と連携した活動を行う。 
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

17 人材の派遣・機材の貸出 

 

 ボランティア・市民活動団体の活動を支援するため、ボランティアセンタ

ーの登録団体に対し、講師派遣や事業内容相談、機材の貸出などの支援を行

います。 

市民協働課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・講師派遣や事業内容相談、機材貸出等の実施（市民協働課、社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・ボランティア・市民活動に取り組む団体はボランティアセンターに登録し支援を活用する。 

 
②ボランティア人材等の養成 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

18 養成講座の開催 

 

 ボランティア活動のすそ野の拡大と市民ボランティア意識の向上のため、

養成講座を開催し活動者の拡大を図ります。 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・各種ボランティア講座等の開催（社会福祉協議会） 

 ・ボランティア・市民活動連絡協議会における定期講演会の開催（社会福祉協議会）  

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・開催されるボランティア講座に積極的に参加する。  

19 ボランティア活動に関するリーダーの養成 

 

 リーダーの養成につながる講座を開催します。また、必要に応じて小地域

での開催を進めます。 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・福祉教育サポーターや災害ボランティアの養成等を通じたリーダーづくり（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・ボランティア講座で学んだ知識や技術を活かして地域活動を行う。 

20 専門研修・講座の開催 

 

 ボランティア講座等の開催を通じ、手話、点字、要約筆記、音訳等の専門

技術を持つボランティアの養成を進めます。講座修了者のボランティアグル

ープへの参加を促進します。 

福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・手話奉仕員養成研修事業の実施（福祉政策課、社会福祉協議会） 

 ・点訳講座、音訳講座・傾聴講座の開催（福祉政策課、社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・開催される手話や点訳等のボランティア講座に積極的に参加する。 
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

21 組織・団体への研修支援 

 

 ボランティア組織・団体の活性化を図るために、各団体の活動充実及び運

営強化のための研修について支援・協力をします。 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・研修会・講座や助成金などの情報提供（社会福祉協議会） 

 ・ボランティア・市民活動連絡協議会における定期講演会の開催（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域組織・団体において、意識・技術向上のために研修会を開催する。 
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 これまで本市では、「市民活動センター」の設置や、社会福祉協議会のボランティアセンタ

ーでの活動支援など、市民が主体的にボランティア・市民活動に参加するための体制を整備

してきました。ボランティア・市民活動をより活発に、また、活動の基盤をより強固にして

いくために、継続して活動支援のための体制を強化します。 

   

（４）ボランティア・市民活動を活性化するための基盤整備 

 
 
 
 
 
 
 
①ボランティア・市民活動コーディネート機能の強化 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

22 「市民活動センター」の充実 

 

 「市民活動センター」を、市民活動のプラットホームとして位置づけ、中

間支援機関としての機能を充実します。また、市民活動団体の設立や運営に

あたっての支援を行います。 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・市民活動活性化のための情報発信や相談（市民協働課） 

 ・活動に興味のある人、市民活動団体同士の交流やネットワーク化、活動のマッチング等（市民協働課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・市民活動に興味のある人や活動団体等は「市民活動センター」を積極的に活用する。 

23 ボランティア・市民活動におけるコーディネート機能の強化 

 

 「市民活動センター」「生涯学習センター」「ボランティアセンター」「ふれ

あいセンター」において、それぞれの役割や機能に応じた活動支援を行うと

ともに、センター間での連携を強化します。 

市民協働課 
生涯学習課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・各センター間の連携強化（市民協働課、生涯学習課、社会福祉協議会） 

 ・各センターが整備する登録団体等の情報共有（市民協働課、生涯学習課、社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・各センターの支援施策を利用し、組織・団体の活動を活発にする。 

24 職員の支援技術や資質の向上 

 

 研修等への参加を通じ、「市民活動センター」「生涯学習センター」「ふれあ

いセンター」「ボランティアセンター」の各センターでボランティア・市民活

動の支援にあたる職員の支援技術向上を図ります。 

市民協働課 
生涯学習課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・研修会や情報連絡会への職員の参加（社会福祉協議会、市民協働課、生涯学習課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・各センターの支援施策を利用し、組織・団体の活動を活発にする。 
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

25 ボランティア登録がしやすい環境の整備 

 

 ボランティアセンターにおいて、登録制度の見直し、インターネットによ

る登録環境などの整備を行い、ボランティア登録がしやすい体制を整備しま

す。 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・インターネットによる登録環境の整備（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・より使いやすいボランティア登録制度になるよう、利用者としての意見を提案する。 

 
②ボランティア・市民活動情報の充実 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

26 各種集会・研修会、会議等での情報提供の実施 

 

 市民のボランティア意識を高め、ボランティア活動への参加を促すため、

地域の集会や会議等を活用して啓発を進めます。また、ホームページでのボ

ランティア依頼掲示やメールでの情報発信、ボランティアセンターパンフレ

ットの作成などにより、広く市民に対して活動の啓発を進めます。 

社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・各会議等でのボランティア活動の紹介・啓発（社会福祉協議会） 

 ・ホームページやパンフレットによるボランティア活動の啓発（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・ボランティア情報を積極的に取得する。 

27 情報誌の発行 

 

 ボランティア及び市民活動センターの情報誌を継続して発行するととも

に、配布先の増加に努めます。また、メール配信など多様な情報媒体を活用

します。 

社会福祉協議会 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・ボランティア情報誌及び市民活動センター便りの発行（社会福祉協議会、市民協働課） 

 ・ボランティア及び市民活動団体に関する情報のメール配信（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・ボランティア及び市民活動団体に関する情報誌などを活用し、積極的にボランティア情報を取得する。 
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

28 活動紹介 

 

 広報紙、ホームページなどでボランティア団体、グループの活動紹介を行

い、団体への加入促進を図ります。 
社会福祉協議会 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・社協だよりや市民活動センター便り、ホームページを通じた活動の事例紹介（社会福祉協議会、市民協

働課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・活動者は自身の活動状況等を周囲に知らせることなどで団体への加入を促す。 

③学校教育によるボランティア学習の推進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

29 福祉教育と連動したボランティア学習の実施 

 

 児童生徒がボランティアに親しみ、ボランティア活動の大切さを理解する

ことができるよう、地域と関わりながらボランティア学習を推進します。 
学校教育課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・各学校におけるボランティア活動の推進（学校教育課） 

 ・親子ボランティア体験の実施（社会福祉協議会） 

 ・ボランティアサマースクールの開催（社会福祉協議会） 

 ・学校やＰＴＡ等と連携した福祉に関する研修会等の実施（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・各学校が行う福祉教育に、地域住民が参加・協力する。 

30 ボランティア体験発表の場の確保 

 

 授業やイベント時などを活用し、児童生徒の福祉教育やボランティア活動

の成果を発表する場を充実させます。 
学校教育課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・「総合的な学習の時間」における活動発表（学校教育課） 

 ・健康福祉大会における意見発表会の開催（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・児童生徒の活動発表の機会に参加する。 



36 
 

 地域の特徴や資源、福祉課題は多様性に富んでいます。地域に応じたかたちで福祉課題の

解決を図っていくためには、まずは地域に住む人々がどのようなことに困っているのか、そ

してどのような活動が地域で展開されているのかを知ることが重要です。様々な手法により

福祉ニーズの把握を進め、地域ごとの福祉課題を明らかにします。 

  

   地域の交流・支え合いの活性化 
  

（１）地域の福祉ニーズの把握 

 
 
 
 
 
 
 
①地域ふくし懇談会の開催によるニーズ把握 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

31 地域ふくし懇談会への参加促進 

 

 支部社会福祉協議会が実施する地域ふくし懇談会への市民の参加を促進し

ます。また、地域ケア会議などの他の協議体と連携を強化し、課題の集約を

行います。 

高齢福祉課 
保健センター 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・地域ふくし懇談会の開催（社会福祉協議会） 

 ・地域ふくし懇談会のＰＲ（社会福祉協議会） 

 ・地域ケア会議等との連携（高齢福祉課、保健センター、社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・住んでいる地域の地域ふくし懇談会に参加する。 

32 地区懇談会の階層別開催 

 

 よりきめ細かな地域ごとのニーズの把握を行うため、自治会単位でのミニ

集会の開催を支援します。 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・自治会単位でのミニ集会の開催（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・自治会単位で地域主体のミニ集会を開催し、地域の福祉課題の共有を行う。 

 

２２
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②地域の福祉ニーズ把握のための体制とルールづくり 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

33 把握体制の整備 

 

 福祉ニーズの把握を行う民生委員・児童委員や福祉委員等と連携し、地域

の情報共有や支援体制を強化することで地域の見守りネットワークを構築し

ます。 

福祉事務所 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・民生委員・児童委員への情報提供と個人情報への配慮（福祉事務所） 

 ・概ね自治会単位で編成する見守り班での「ニーズキャッチカード」の活用促進（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域で孤立している人や支援が必要な人を、民生委員・児童委員や福祉委員とともに見守り、情報を共

有する。 

34 民生委員・児童委員、福祉委員のニーズ把握活動の支援 

 

 民生委員・児童委員、福祉委員への情報提供や支援などにより、福祉に関

する知識と支援技術の向上を図ります。 
福祉事務所 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・民生委員・児童委員の研修参加への支援（福祉事務所） 

 ・『福祉委員の手引き』『見守り活動の手引き』の配布〔２年ごとに改訂〕（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域で活動する民生委員・児童委員や福祉委員の活動に協力する。 
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 地域活動を進めるにあたっては、様々な組織・団体が拠点にできる場が必要です。地域の

ふれあいセンター、公民センター、地区集会所等の活用を促進し、拠点として有効に利用で

きるよう支援します。 
 全国的に高度経済成長時代に建設した多くの公共施設が更新時期を迎え、老朽化対策や耐

震改修等の必要性が生じています。この状況は本市においても例外ではないことから、人口

や維持管理費用などの見通しを踏まえながら公共施設の再配置に取り組んでいく必要があり

ます。地域コミュニティ施設や福祉施設においても、この方針に沿って施設の改修等を進め

ます。 

 

（２）地域の活動拠点の整備・充実 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①地域の施設整備と活用促進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

35 ふれあいセンターの整備・活用 

 

 地域活動の拠点となる「ふれあいセンター」について、未整備地域での整

備を進めるとともに、センターの活用を促進します。 
総務管財課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・富岡地区、瀬尻地区における「ふれあいセンター」の整備（総務管財課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域活動の拠点として、「ふれあいセンター」や地区集会所等を有効活用する。 

36 施設の有効活用 

 

 公民センターや、学校の再編に伴う空き施設の有効活用を進めます。その

他、今後の地域拠点のあり方については「公共施設再配置計画」に基づき、

中長期的な視点で検討を進めます。 

教育総務課 
企画政策課 
総務管財課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・洞戸中学校、板取中学校及び武儀中学校、上之保中学校の再編に伴う施設利用の検討（教育総務課、企

画政策課） 

 ・「公共施設再配置計画」に基づく施設のあり方についての検討（総務管財課）  

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域活動の拠点として、「公民センター」や地区集会所等を有効活用するとともに管理する。 
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 地域で暮らす人たちがともに支え合い、安心して生活できるよう、自治会や支部社協など

の身近な小地域における福祉活動を活性化します。 

 

（３）小地域活動の推進 

 
 
 
 
 
①地域の見守り・交流活動の促進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

37 高齢者・障がい者・子育て家庭の見守り、安否確認活動の推進 

 

 身近な地域において、民生委員・児童委員によるひとり暮らし高齢者や障

がい者の安否確認、子育て家庭等の見守り活動等を推進するとともに、様々

な組織・団体間の連携による見守りネットワークを強化します。 

福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・民生委員・児童委員による訪問活動への支援（福祉政策課） 

 ・支部社協による見守りネットワーク活動の促進（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域内の見守りネットワークに参加し、周囲の家庭等を気に掛ける。 

38 地域での青少年健全育成活動の推進 

 

 家庭、地域、学校との連携により青少年健全育成を進める地域環境づくり

を支援します。 
学校教育課 
生涯学習課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・家庭・地域・学校が連携したあいさつ運動の展開（学校教育課、生涯学習課） 

 ・ボランティアによる登下校の見守り活動の実施（生涯学習課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・あいさつ運動や見守り活動などに参加し、地域の子どもや青少年を見守る。 

39 「ふれあい・いきいきサロン」「障がい者サロン」の推進 

 

 高齢者が交流を図る「ふれあい・いきいきサロン」の開催を支援し、地域

における集いの場を充実します。また、障がいのある人が集える場として、「障

がい者サロン」を実施します。 

高齢福祉課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・「生きがい活動支援通所事業」の実施と、新たな介護予防・日常生活支援総合事業への対応（高齢福祉課） 

 ・「ふれあい・いきいきサロン」の活動支援や研修の開催（高齢福祉課、社会福祉協議会） 

 ・「障がい者サロン」の実施（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域のサロンへ参加する。また、運営のボランティアとして参加する。 
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

40 認知症施策の強化 【新規】 

 

 市民への知識の普及や人材の育成、地域組織・団体との連携によるネット

ワークの構築などにより、地域全体で認知症の人やその家族を見守り、支援

する環境を整備します。 

高齢福祉課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・認知症見守りネットワークの構築（高齢福祉課） 

 ・認知症サポーターの養成（高齢福祉課） 

 ・認知症ケアパスの作成・普及（高齢福祉課） 

 ・認知症カフェの開催（社会福祉協議会、高齢福祉課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・認知症に関する正しい知識を得る。 

 ・地域でネットワークを構築し、認知症の人を見守り、支援する地域づくりを進める。 

②支部社協の活動支援 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

41 社会福祉協議会との連携による支援体制 

 

 地域福祉活動の推進組織として支部社協活動が活発になるよう、行政と社

会福祉協議会が連携して支援を行います。 
福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・社会福祉協議会職員の人件費等助成の実施（福祉政策課） 

 ・情報提供、研修会の開催などを通じた活動支援（社会福祉協議会） 

 ・「支部社協メニュー事業」実施にあたっての活動資金の助成等（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・支部社協活動に参加し、地域福祉推進に寄与する活動を展開する。 

42 「小地域住民福祉活動計画」の策定支援 

 

 支部社協が中心となって進める「小地域住民福祉活動計画」の策定を支援

し、地域に応じた体系的な福祉活動を促進します。 

福祉政策課 
市民協働課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・「小地域住民福祉活動計画」策定にあたっての情報提供（福祉政策課） 

 ・「小地域住民福祉活動計画」の未策定支部への支援（社会福祉協議会） 

 ・地域委員会と連携した計画策定の促進（市民協働課、社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・支部ごとの計画策定の機会に参加する。 
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③子どもを地域で育む環境づくり 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

43 子育てに関する相談体制の充実 

 

 身近な場所での交流を中心として、子育て中の保護者の孤立を防ぐととも

に子育ての相談ができる場の充実を図ります。 
子ども家庭課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・地域子育て支援拠点事業の実施（子ども家庭課） 

 ・「子育てサロン」（つどいの広場事業）の実施（子ども家庭課、社会福祉協議会） 

 ・子育てコンシェルジュの配置（子ども家庭課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・周囲の子育て家庭に声掛けを行い、相談に応じる。 

44 地域で子育てを支援する仕組みづくり 

 

 市民や地域が子どもや子育て家庭を支援することができる仕組みにより、

地域で子育てする気運の醸成と、子育てしやすい環境づくりを進めます。 

子ども家庭課 
生涯学習課 
学校教育課 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・ファミリー・サポート・センター事業の実施（子ども家庭課） 

 ・子育て支援スタッフ派遣事業の実施（子ども家庭課） 

 ・地域協働による放課後子ども教室（学びクラブ、ふれあいクラブ）の実施（生涯学習課） 

 ・地域活力を活かした新たな放課後の居場所づくりの推進（子ども家庭課、生涯学習課、学校教育課、市

民協働課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・ファミリー・サポート・センターの提供会員となり、子育て家庭の支援を行う。 

 ・シルバー人材センターの会員となり、子育て家庭に出向き家事支援や育児支援を行う。 

 ・放課後の子どもの居場所づくりについて地域で話し合い、新たな居場所づくりを進める。 
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 東日本大震災の教訓を踏まえ、国では平成 25 年に「災害対策基本法」が改正され、自治

体には実効性のある避難支援対策を進めることが求められることとなりました。日頃からの

地域での顔の見える関係づくりを基本として、避難行動要支援者を支援する仕組みづくりを

進めます。また、高齢者等を狙った詐欺等の犯罪も増加していることから、地域ぐるみで安

全・安心な環境づくりを進めます。 

 

（４）地域ぐるみでの安全・安心な環境づくり 

 
 
 
 
 
 
 
 
①避難行動要支援者ネットワークの構築 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

45 連絡・安否確認体制の構築 

 

 災害・避難情報の伝達体制を整備します。また、避難行動要支援者名簿を

整備するとともに、関係機関等との連携のもとで有効に活用されるよう検討

を進めます。 

危機管理課 
福祉政策課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・避難所への連絡体制の見直し（危機管理課） 

 ・「避難行動要支援者名簿」の作成・管理・運用（福祉政策課）  

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域内で名簿の作成を進めるとともに、情報の共有等を図る。 

46 避難後のケア体制の確立 

 

 地域防災計画に基づき、避難後に福祉的な配慮や医療的な支援が必要にな

る人への支援体制を整備します。 

危機管理課 
保健センター 
高齢福祉課 
福祉政策課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・高齢者や障がい者に配慮した避難所の環境づくり（危機管理課） 

 ・福祉避難所の設置（危機管理課） 

 ・市内の社会福祉法人、医療法人等との災害協定の締結推進（高齢福祉課、福祉政策課） 

 ・保健・医療等の支援が必要な人に対する三師会（医師会、歯科医師会、薬剤師会）と連携した支援体制

の整備（保健センター） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・避難所において高齢者や障がいのある人に配慮する。 

 ・避難所では、障がいで情報の取得や移動などに困っている人を手助けする。 
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②災害に備えた環境の整備 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

47 自主防災会の強化・充実 

 

 自治会すべてに自主防災会を組織することをめざし、日頃の顔の見える関

係づくりを通じて地域防災力の強化を進めます。また、地域において、要配

慮者を含めた防災訓練の開催を促進します。 
危機管理課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・防災訓練、出前講座の実施（危機管理課） 

 ・防災分野における福祉的配慮の内容の周知・啓発（危機管理課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域の防災訓練に、積極的に高齢者や障がい者の参加を促進する。 

③防犯のための地域環境の整備 

 
№ 第３期計画における取り組み 所管 

48 消費者被害の防止 【新規】 

 

 高齢者や障がい者などが詐欺被害や悪質な消費者被害に遭わないようにす

るため、啓発活動を行うとともに近隣での見守りや声掛かけ等を促進します。 
商工課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・老人クラブ連合会等へのパンフレットの配布（商工課） 

 ・寸劇などによる消費生活のトラブルを未然に防止するための啓発（商工課）  

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・隣近所のひとり暮らしの高齢者等の家を見守り、不審な訪問販売等が来ていたら声をかける。 
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 高齢化などにより福祉サービスを利用する人は増加することが見込まれますが、制度の複

雑化や、認知症などにより契約行為が困難になる人の増加など、様々な課題も見られます。

必要とする人が福祉サービスを容易に利用できるよう、相談、情報、連携、権利擁護などの

体制を整備します。 

  

   福祉サービスの充実 
  

（１）福祉サービスの利用支援体制づくり 

 
 
 
 
 
 
①総合相談体制の構築 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

49 庁内総合相談窓口の設置 

 

 福祉に関連する関係課において相談対応を行うとともに、今後の市民の相

談ニーズを踏まえて庁内総合相談窓口を設置します。 
福祉事務所 

 

【具体的な事業の例】 

 ・福祉に関する横断的な総合相談窓口の設置検討（福祉事務所） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・悩みや困りごとがあったら、積極的に相談窓口を活用する。 

50 身近な地域の相談・情報提供体制の整備 

 

 市民が身近な地域で福祉に関する相談への対応や情報が受けとれる体制の

整備を進めます。 
保健センター 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・電話相談やメールによる健康相談の実施（保健センター） 

 ・福祉センターにおける相談、情報提供の実施（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・悩みや困りごとがあったら、積極的に相談窓口を活用する。 

51 地域包括支援センターの充実・機能強化 

 

 高齢者やその家族への相談支援や介護予防とあわせ、地域包括ケアシステ

ム構築のための中核的存在としてセンターの機能を強化します。 
高齢福祉課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・地域包括支援センターの場所や活動内容等のＰＲ（高齢福祉課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域包括支援センターの役割等について理解を深める。 

 ・地域組織・団体は、地域包括支援センターと連携した活動を行う。  

３３
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

52 地域包括ケアシステムの構築 【新規】 

 

 地域ケア会議などを通じて多様な主体との連携を強化するとともに課題の

共有、対応策の検討等を行い、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けるための

体制を整備します。 

福祉事務所 
保健センター 

 

【具体的な事業の例】 

 ・地域ケア会議の開催（福祉事務所、保健センター） 

 ・保健、医療、福祉、介護間の連携強化（高齢福祉課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域組織・団体は地域ケア会議に参加し、地域で起こっている事例等を把握する。 

②福祉サービス利用者等の権利擁護 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

53 日常生活自立支援事業の利用促進 

 

 認知症高齢者や障がいのある人など判断能力が不十分な人を保護するた

め、日常生活自立支援事業の利用を促進します。 

福祉政策課 
高齢福祉課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・日常生活自立支援事業についての研修の実施及び情報提供（福祉政策課、高齢福祉課、社会福祉協議会） 

 ・日常生活自立支援事業の実施（社会福祉協議会） 

 ・生活支援員の確保（社会福祉協議会） 

 ・生活支援員連絡会の開催と関係機関との連携強化（福祉政策課、高齢福祉課、社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・日常生活自立支援事業への理解を深める。 

54 成年後見制度の利用促進 

 

 認知症高齢者や障がいのある人など判断能力が不十分な人を保護するた

め、成年後見制度の利用を支援します。また、社会福祉法人や社団法人、Ｎ

ＰＯなどの法人が行う法人後見制度について、実施に向けて調査・研究を進

めます。 

福祉政策課 
高齢福祉課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・成年後見制度の周知、情報提供（高齢福祉課、福祉政策課） 

 ・成年後見制度の利用支援（高齢福祉課、福祉政策課） 

 ・法人後見についての調査、研究（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・成年後見制度への理解を深める。 
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

55 苦情受付・解決体制の推進 

 

 地域の福祉サービスを利用する人の苦情相談体制の充実を図ります。 福祉事務所 

 

【具体的な事業の例】 

 ・福祉サービスに関する苦情相談等の情報収集（福祉事務所） 

 ・サービス利用者に対する聞き取りの実施（福祉事務所） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・福祉サービスを利用したら意見や感想を伝え、サービスの向上に貢献する。 

③ケアマネジメント体制の整備 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

56 医療・介護・福祉連携の強化 【新規】 

 

 地域における医療、介護、福祉の関係機関で連携を強化し、多職種協働に

より在宅医療と介護サービス、福祉サービスが一体的に提供される環境を整

備します。 

保健センター 
福祉事務所 

 

【具体的な事業の例】 

 ・武儀医師会を中心とした連携推進事業検討会議の開催（福祉事務所、保健センター） 

 ・医療・介護資源マップまたはリストの作成（福祉事務所、保健センター） 

 ・在宅医療・介護の連携拠点の設立支援と連携強化（福祉事務所、保健センター） 

 ・在宅医療・介護サービス等の情報の共有体制の構築（福祉事務所、保健センター）  

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・在宅医療や、医療・介護・福祉連携について理解を深める。 

 ・福祉サービス事業者や医療機関等は、多職種連携に向けて体制を整える。 

57 福祉サービス事業者ネットワークの構築 

 

 福祉サービス事業者間の情報交換や交流会を進めます。 福祉事務所 

 

【具体的な事業の例】 

 ・総合支援協議会の開催を通じた障がい福祉サービス事業者間の情報交換（福祉政策課） 

 ・地域ケア会議等の開催を通じた介護サービス事業者間の情報交換（高齢福祉課） 

 ・地域包括支援センターにおける介護支援専門員のネットワークづくり（高齢福祉課） 

 ・せき市保育会開催を通じた民間保育園と公立保育園間の情報交換（子ども家庭課） 

 ・要保護児童対策地域協議会に設置する実務者会議及び個別ケース会議の開催を通じた、保健、福祉、医

療、教育、警察、司法、地域との支援のための情報交換（子ども家庭課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・福祉サービス事業者は、積極的に情報交換の場に参加する。 
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④生活困窮者への支援体制の整備 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

58 生活困窮者に対する相談支援事業の実施 【新規】 

 

 生活困窮者に対し、生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に対応するた

めの相談支援事業を実施します。 
福祉政策課 
関係各課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・自立相談支援事業の実施（福祉政策課） 

 ・関係各課及び各種関係機関と連携した支援調整会議の開催（福祉政策課、関係各課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・生活に困窮している人や地域で孤立している人を見かけたら相談につなぐ。 

59 住まい、就労等の生活支援の充実 【新規】 

 

 生活困窮者に対し、就職活動を支えるため家賃費用を給付します。また、

就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業そ

の他生活困窮者の自立の促進に関する事業の実施を検討します。 

福祉政策課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・住居確保給付金の支給（福祉政策課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・生活に困窮している人や地域で孤立している人を見かけたら相談につなぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 高齢化の進行や核家族化などを背景として、福祉サービスの量的なニーズがさらに高まる

ことが見込まれます。また、一方では医療的なケアや認知症など、専門性の高い対応も求め

られています。これらのことから、量・質、両面からの福祉サービスの充実を進めます。 
 さらに市民ニーズの多様化に対応するとともに、地域の資源や人々の能力を活かし、地域

主体の福祉サービスの活性化を図ります。 

 

（２）福祉サービスの質の確保・向上 

 
 
 
 
 
 
 
 
①福祉サービスの質の向上 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

60 第三者評価制度の導入促進・情報公開 

 

 福祉サービス事業者による第三者評価の受審を促進するとともに、評価に

関する情報公開を進めます。 
福祉政策課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・岐阜県が行う福祉サービス第三者評価への受審促進（福祉政策課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・サービスを利用する際には第三者評価の結果などを参考にする。 

 ・福祉サービス事業者は、積極的に第三者評価を受けるようにする。 

61 障害者相談支援専門員・介護支援専門員の研修の実施 

 

 障害者相談支援専門員・介護支援専門員の資質の向上を図るため、連絡会

や研修会、講習会等を実施します。 
福祉政策課 
高齢福祉課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・地域包括支援センターによる市内介護支援専門員に対する個別支援や研修の開催（高齢福祉課） 

 ・障害者相談支援専門員に対する研修の開催（福祉政策課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・福祉サービス事業者は、職員のスキルアップのための研修参加を促進する。 

62 福祉専門職の研修会・研究会の開催支援 

 

 福祉専門職の専門性の向上や地域に根ざした総合的な福祉実践を図るた

め、各種研修会、研究会等の情報提供や参加促進を行います。 
福祉事務所 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・県等が実施する専門職研修の情報提供（福祉事務所、社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・福祉サービス事業者は、職員のスキルアップのための研修参加を促進する。 
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②新規サービスの開発支援 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

63 住民主体の福祉サービスの活性化 【新規】 

 

 地域の福祉ニーズに応じて、多様で柔軟な福祉サービスが展開されるよう、

ＮＰＯや住民ボランティア等の多様な主体による新たな福祉サービスに対す

る支援を行います。 

福祉政策課 
高齢福祉課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・「介護予防・日常生活支援総合事業」による介護予防サービスの実施（高齢福祉課） 

 ・生活支援コーディネーターの養成（高齢福祉課） 

 ・ニーズとボランティア等のマッチングを行う体制の整備（高齢福祉課、社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・人々のニーズを把握し、地域内で生活支援などのサービスを実施する。 

64 先駆的・先進的取り組みへの助成（「№15 活動資金の助成」の再掲） 

 

 まちづくりや地域福祉を推進するための先駆的な活動に対し、資金の助成

を行います。また、制度をより活用しやすくなるよう、随時、内容の改善を

行います。 

市民協働課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・関市ときめき・きらめき・いきいき市民活動助成金制度の実施（市民協働課） 

 ・ボランティア・市民活動助成事業の実施（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・助成金を活用し、地域福祉推進のための活動を行う。 
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 近年の福祉サービスは、介護、障がい者福祉、子ども福祉など、様々な分野において法律

や制度等の改正が頻回しているとともに、その内容も複雑化しています。市民の誰もが適切

に、地域や福祉に関する必要な情報が得られるよう、多様な手段、媒体による情報提供を行

います。また、市民が情報を得やすくなるよう、評価、情報収集、発信体制を整備します。 

 

（３）地域・福祉情報の提供の充実 

 
 
 
 
 
 
 
①市広報の充実 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

65 情報提供の実施 

 

 福祉や保健・医療等の生活に必要な情報について、広報紙、テレビ、ラジ

オ、ケーブルテレビ、ホームページ等各種媒体による情報提供を行います。 

秘書広報課 
福祉事務所 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・広報せき、市ホームページを通じた情報発信（秘書広報課、福祉事務所） 

 ・「えがお満点 せきっこすくすくなび」の作成、配布と電子書籍化（子ども家庭課） 

 ・せき社協だより、社協ホームページを通じた情報発信（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・広報やホームページなどを通じて、積極的に情報を取得する。 

66 福祉のハンドブックの作成 

 

 子どもから高齢者まで、すべての市民を対象とした各福祉分野のハンドブ

ックを作成し、配布します。 
福祉事務所 

 

【具体的な事業の例】 

 ・ハンドブックの作成、配布（福祉事務所） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・サービスの利用などにあたってハンドブックを有効に活用する。 
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②情報の収集・発信体制の構築 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

67 地域組織・各種団体、関係者からの情報収集体制の構築 

 

 各地区の民生委員児童委員協議会や地域福祉懇談会などの様々な組織・団

体、関係者を通じ、地域の福祉ニーズを集約する体制を整備します。 
福祉政策課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・各組織からの福祉ニーズの収集・整理（福祉政策課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域の中で得られた福祉ニーズや課題などを他の組織・団体等と共有する。 

68 「ふれあいセンター」等での情報の収集・発信 

 

 地域の拠点である「ふれあいセンター」などの、市民に身近な場所で情報

を提供します。 
福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・自治会、民生委員・児童委員及び福祉委員との連携による地域への情報提供（福祉政策課、社会福祉協

議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・福祉情報を得るために身近な地域を活用する。また、より利用しやすい情報の取得方法を地域で検討す

る。 

69 子育て情報提供体制の整備 

 

 子育て中の保護者が子育てに関する情報を取得できるよう、情報誌やホー

ムページなど、多様な媒体による情報提供体制を整備します。また、親子が

楽しく集える場所づくりを通じて情報が行き渡るよう支援します。 
子ども家庭課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・ホームページ くらしのガイドを通じた情報発信（子ども家庭課） 

 ・子育て支援ガイドブックの作成、配布（子ども家庭課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・子育て中の保護者は、様々な媒体を活用して情報を取得する。 

 ・子育て家庭が身近にいる人は、関連する情報を伝える。 
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 平成25年６月に「障害者差別解消法」が成立しました。この法律では行政機関等及び事業

者に、障がいを理由とした不当な差別的取扱いの禁止と、障がいのある人から意思の表明が

あった場合に負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行

うことが求められます。このような法律の趣旨も踏まえながら、ハード、ソフトの両面から

誰もが暮らしやすい環境づくりを進めます。 

 

（４）バリアフリーのまちづくり 

 
 
 
 
 
 
 
 
①「障害者差別解消法」への対応 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

70 「合理的配慮」への対応に向けた体制整備 【新規】 

 

 平成28年４月の「障害者差別解消法」の施行に向け、国の基本方針等を踏

まえながら社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮」を行う体制を

整備します。 

福祉政策課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・関市における合理的配慮への対応に向けた指針の策定（福祉政策課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・「障害者差別解消法」の趣旨等について理解を深める。 

②公共施設・空間、住宅のバリアフリーの推進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

71 公共施設等の建設・改修時の利用者への配慮 

 

 施設や道路などの新設や改修時には、誰もが使いやすいものになるようバ

リアフリーやユニバーサルデザインの視点に基づき整備を行います。また、

その際には高齢者や障がい者、子育て中の保護者などの意見を反映する仕組

みづくりを行います。 
 福祉住環境コーディネーターの情報を積極的に収集し、イベント等におい

て改修相談を行います。 

福祉政策課 
総務管財課 
都市計画課 
土木課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・公共施設や道路におけるバリアフリー化（総務管財課、都市計画課、土木課） 

 ・公共施設におけるトイレなどのユニバーサルデザイン化（都市計画課、総務管財課） 

 ・各種団体との懇談の実施（福祉政策課） 

 ・関市民健康福祉フェスティバルにおける相談（福祉政策課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・公共施設がバリアフリー、ユニバーサルデザインの視点から整備されているか確認する。 
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

72 公営住宅のバリアフリー化 

 

 公営住宅の長寿命化に努めるとともに、住宅改修時には高齢者・障がい者

等の入居者の意見を参考にバリアフリー化を行います。 
都市計画課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・公営住宅改修時のバリアフリー化（都市計画課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・公営住宅がバリアフリー、ユニバーサルデザインの視点から整備されているか確認する。 

③交通・移動のバリアフリーの推進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

73 ノンステップバスの導入促進 

 

 コミュニティバスのノンステップ型バスの導入に努めます。また、民間交

通事業者に対してノンステップ型車両の導入等を促し、高齢者、障がい者等

が移動しやすい環境を整備します。 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・公共交通用バス車両の買い替え時におけるノンステップバスの導入（市民協働課） 

 ・民間交通事業者への働きかけ（市民協働課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・公共交通機関がバリアフリー、ユニバーサルデザインの視点から整備されているか確認する。 

74 巡回バス運転手の介助方法の研修の推進 

 

 高齢者、障がい者等の車いす利用者が巡回バスを安心して利用できるよう

に、運転手を対象にした介助方法等の研修を行います。 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・運転手を対象にした車いす利用者の介助方法等の研修の実施（市民協働課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・バスを利用する際に、必要に応じて高齢者や障がい者への手助けを行う。 

75 公共交通機関のバリアフリー化の促進 

 

 公共交通機関が高齢者や障がい者等も含めて誰にとっても利用しやすいも

のになるよう、当事者意見を踏まえて交通事業者等に働きかけを行います。 
福祉政策課 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・障がい者団体等による意見の集約と交通事業者等との調整（福祉政策課、市民協働課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・公共交通機関がバリアフリー、ユニバーサルデザインの視点から整備されているか確認する。 
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№ 第３期計画における取り組み 所管 

76 高齢者・障がい者等の移動手段の確保 

 

 必要に応じて福祉リフトバスによる移送を行うとともに、福祉有償運送を

実施する事業者の確保を図ります。また、市全体の交通政策の中でデマンド

バスの拡大等を行い、高齢者、障がい者、学生などの移動手段が必要な市民

への対応を進めます。 
 障がい者については、同行援護や行動援護、移動支援等のサービス利用を

支援するとともに運転免許取得・自動車改造・介助用自動車購入の助成を行

います。                              

福祉政策課 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・福祉リフトバスによる移送（福祉政策課） 

 ・中濃地域福祉有償運送運営協議会に加盟している団体による移送サービスの推進（福祉政策課） 

 ・利用者の意見を反映したデマンドバスの拡大と運行ダイヤの改善（市民協働課） 

 ・障がい福祉サービスの利用支援と地域生活支援事業の実施（福祉政策課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・バスを積極的に利用し、公共交通機関の維持に協力する。 

④情報提供・入手のバリアフリーの推進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

77 高齢者・障がい者等に配慮した情報提供 

 

 市からの情報発信の際には、高齢者や障がい者等に配慮した情報提供方法

を心がけます。 

秘書広報課 
高齢福祉課 
福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・ホームページやチラシ等における文字の大きさや表現方法等の配慮（高齢福祉課、福祉政策課、秘書広

報課） 

 ・広報紙の音訳、点訳による情報提供（福祉政策課、社会福祉協議会、秘書広報課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・関市からの情報発信が、誰もがわかりやすいものにデザインされているか確認し、改善意見を提案する。 

78 案内表示・標記の整備 

 

 「せきサイン計画」に基づき、誰もが理解でき、わかりやすいデザインの

案内表示を計画的に整備します。 
都市計画課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・「せきサイン計画」に基づくユニバーサルデザインに配慮した案内表示の整備（都市計画課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・関市の案内表示などがわかりやすいか確認し、改善意見を提案する。 
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 自治会は、最も身近な日頃の助け合いや情報共有などの小地域活動の基盤となります。隣

近所の助け合い、支え合い、見守り活動の中核的な組織となる自治会組織への市民の加入促

進を図るとともに、活動の活性化を支援します。 

  

   団体活動の活性化 
  

（１）自治会組織の基盤強化 

 
 
 
 
 
 

①自治会加入の促進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

79 住民意識調査の実施 

 

 自治会活動や地域福祉に関する住民意識調査を定期的に実施し、地域活動

等の意識や実態把握に努めます。 
福祉政策課 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・定期的なアンケート調査の実施（福祉政策課、市民協働課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域の自治会に加入する。 

 ・地域の自治会未加入世帯に対し、加入の働きかけを行う。 

80 広報・啓発 

 

 自治会加入についてのチラシを作成します。新規転入者等への配布を行い

自治会の加入促進を図ります。 
市民協働課 
市民課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・自治会加入のチラシ作成と新規転入者等への配布（市民協働課、市民課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域の自治会未加入世帯に対し、加入の働きかけを行う。 

 

４４
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②自治会内の参加・交流・親睦活動の推進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

81 自治会活動における相談･支援 

 

 自治会の規約、組織、活動計画等について地域の特性に応じて相談に対応

し、自治会の活動を支援します。 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・自治会活動についての各種相談対応（市民協働課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・相談などを利用しながら地域の特性やニーズに応じて活動しやすい自治会組織に改善する。 

82 声かけ運動の推進 

 

 自治会の班長等が行事、広報配布時に、ひとり暮らし高齢者、障がい者、

子育て世帯等に声をかけるなどの自治会単位のきめ細かい声かけ運動を推進

します。また、各地区内において実施している民生委員・児童委員や福祉委

員による見守り活動との連携を促進します。 

市民協働課 
福祉政策課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・自治会連合会によるあいさつ・声かけ運動の促進（市民協働課） 

 ・民生委員・児童委員及び福祉委員によるひとり暮らし高齢者の安否確認や子育て家庭等の見守り活動の

促進（福祉政策課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域のあいさつ・声かけ運動に参加、協力する。 

83 交流・親睦の促進 

 

 自治会コミュニティ活動奨励金を交付し、各自治会における自主的な問

題・課題の解決や情報交換、親睦を深める取り組みを促進します。 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・自治会コミュニティ活動奨励金の交付（市民協働課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・自治会コミュニティ活動奨励金を活用し、コミュニティの連携強化を図る。 
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 地域組織・各種団体は、それぞれ目的を持ちながら地域での活動を展開しています。一方

で、「地域福祉の推進」という同一の目的を達成するためには、個々で活動している組織・団

体が連携・協働することが効果的な場合もあります。 
 地域組織・各種団体の活動活性化を支援するとともに、組織・団体間の連携や連絡体制を

構築し、地域の課題や情報を共有化することで、地域活動の基盤強化を図ります。 

 

（２）地域組織・各種団体の活動支援と連携の促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

①地域組織・各種団体の活動促進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

84 人材育成・リーダー育成研修の開催 

 

 研修会等の開催を通じ、各団体・組織のリーダー、人材育成に対して支援

を行います。 
福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・社協支部長研修、福祉委員研修、ふれあいサロン研修会等の開催（福祉政策課、社会福祉協議会）  

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・リーダー育成の研修会等に積極的に参加する。 

85 地域組織・団体の活動支援 

 

 地域組織・団体がそれぞれの目的に沿って活発に活動を展開できるよう、

広く市民に対してＰＲを行うとともに、活動への理解を深めるための啓発を

行います。 

市民協働課 
生涯学習課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・市民活動センターにおける情報提供（市民協働課） 

 ・生涯学習情報誌の発行による広報・ＰＲ等の支援（生涯学習課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・団体は、活動のＰＲを行い活動に興味・関心を持つ市民を増やす。 
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②地域組織・各種団体間の連携促進 

№ 第３期計画における取り組み 所管 

86 地域組織・各種団体の話合いの機会・場の設置 

 

 自治連、民生委員児童委員協議会合同研修会への福祉委員の参加促進、民

生委員児童委員協議会、社協支部長交流研修会の開催等を通じ、地域の団体

や組織が参加する場の提供、支援を行います。 

福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・自治連、民生委員児童委員協議会合同研修会の開催（福祉政策課） 

 ・民生委員児童委員協議会、社協支部長交流研修会の開催（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域組織・団体同士が交流できる機会へ積極的に参加する。 

87 地域委員会を中心としたコミュニティづくりの推進 【新規】 

 

 概ね小学校区単位を基本とした「地域委員会」の設置を促進し、地域のこ

とは地域住民の力で解決できる仕組みをつくります。 
市民協働課 

 

【具体的な事業の例】 

 ・地域委員会の設置促進（市民協働課） 

 ・地域委員会への活動資金の交付（市民協働課） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・小学校区単位で地域委員会を設置する。また、地域委員会において地域福祉の推進に寄与する活動を展

開する。 

88 まちづくり組織間の情報ネットワークの構築 

 

 各種のボランティア、市民団体等の活動内容を把握し、連携、情報交換が

できるネットワークを構築します。 

市民協働課 
福祉政策課 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・地域委員会を中心としたネットワーク化の促進（市民協働課、福祉政策課、社会福祉協議会） 

 ・「ボランティア・市民活動連絡協議会」における連携の強化（社会福祉協議会） 

 ・地域福祉のプラットホームとなる場・仕組みの形成（社会福祉協議会） 

 ・地域の困りごとに対し包括的な支援を行う地域支援ワーカー（仮称）のモデル配置（社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域の組織・団体間で定期的に情報交換を行う。 

89 「ふるさと福祉村」の活動支援 

 

 市民やボランティア・市民活動団体等と病院、市社協、福祉施設等の専門

機関、行政との連携を図り「ふるさと福祉村」の活動を支援します。 
福祉事務所 
社会福祉協議会 

 

【具体的な事業の例】 

 ・「ふるさと福祉村」の活動支援（福祉事務所、社会福祉協議会） 

【地域でともに進める取り組みの例】 

 ・地域で活動する「ふるさと福祉村」の活動について情報を得る。また、興味や関心に応じて活動に参加、

協力する。 
 




