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ごあいさつ
このたび、二宮町社会福祉協議会が推進する地域福祉の長期的な指針として、平成
29 年度を初年度とする６か年の「二宮町社会福祉協議会第２次地域福祉活動計画」
を策定いたしました。
少子高齢化や家族形態の多様化といった社会構造の変化、地域のつながりの希薄化、
経済的格差の拡大、福祉関連法制度の相次ぐ新設・改正、さらには、地域包括ケア
システムの早期構築に向けた対応など、これまで以上に「福祉」や「地域」とは何か
が問われる時代を迎えています。
こうした中、本計画の策定にあたっては、町が目指す福祉・介護施策の方向性を見
据え、町社協が果たす役割をより明確にするため、「二宮町地域福祉計画」との整合
を図りながら、策定を進めてまいりました。
本計画では、「ささえあい、誰もがいきいきと豊かに暮らせる町をめざして」を
基本理念として、「人」、「仕組み」、「環境」、「体制」に焦点をあて、誰もが
住み慣れた地域で安心して暮らしていける地域づくりのための方策を示しています。
具体的な取り組みには、総合相談やボランティアの育成支援をはじめとする、町社
協の基幹的な事業のほか、「地域の通いの場」の整備や、地域包括ケアシステムの構
築に向けた「生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置）」の受託な
ど、介護保険法の改正に伴う新規事業も加えています。
また、これらの事業を推進していくうえで、地域の「一体感」をより高めるため、
地域における地区社協のあり方についても、あらためて検証してまいります。
いずれの取り組みも、地域ごとに課題も異なり、難しさもありますが、町社協では、
「地域福祉」の原点に立ち返り、皆様とともに本計画の推進を図ってまいります。
最後に、本計画の策定にご参画いただきました地域の皆様をはじめ、慎重にご議論
賜りました策定委員の皆様、関係機関の皆様に、心から御礼申し上げます。

平成 29 年３月

社会福祉法人二宮町社会福祉協議会
会 長

秋 澤

靖 久
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はじめに
地域福祉とは、誰もが住み慣れた地域で、安心して自立した生活が送れるような社会を実
現するための取り組みのことです。
従来、
「福祉」というと、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉など、対象者ごとに分かれ
た「行政によるサービスの提供」や「一部の困っている人に対する支援」を思い浮かべるこ
とが一般的でした。しかしながら、福祉サービスのような支援を必要とするのは分野で分け
られた特定の人だけではありません。地域に暮らす誰もが、日ごろの生活の中で何らかの問
題を抱え、簡単な手助けを必要とする時があります。
近年、少子高齢化の進行や家族形態の変化、地域社会の変容などにより、私たちを取り巻
く環境は大きく変化し、福祉に対するニーズが多様化・複雑化し、また地域でのつながりの
希薄化を背景に、地域で互いに助け合い、支え合うことが必要となっています。

◇地域福祉の取り組みイメージ
地域の皆さんが福祉の受け手
であると同時に、担い手として
担い手
も活躍！
行政や
行政 や 民間事業
者 などによるサ
ービス

行

政

社会福祉
社会福祉協議会
協議会

町民による支
による支え合い

民間
事業者
見守りやちょっ
とした助けが必
要な人たち

社会福祉
施設

二宮町社会福祉協議会（以下、
「町社協」という。
）では、町民や地域で活動する関係団体、
事業者等と連携しながら、地域福祉の推進に向けた具体的な取り組みを考え、実行していま
す。社会情勢等の変化を踏まえ、平成 24 年 11 月には「二宮町社会福祉協議会地域福祉活
動計画」
（以下、
「第１次計画」という。
）を策定し、町民と一体となって地域福祉の推進に努
めてきました。
「二宮町社会福祉協議会地域福祉活動計画」では、町社協として地域福祉の推
進に向けた基本理念と方向性を示し、その実現に向けた取り組みをまとめています。
地域福祉の推進にあたっては、各主体との一層の連携が重要となることから、本計画に
沿って取り組みを進め、二宮町に住む誰もが、住み慣れた地域で、安心して自立した生活が
送れるような社会の実現を町民とともに目指していきます。
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Ⅰ 計画の策定にあたって
第１節

地域福祉を推進する社会福祉協議会の役割

（１）社会福祉協議会について
社会福祉協議会とは、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としな
い民間組織で、昭和26年に制定された「社会福祉事業法」に基づき、全国、都道府県、市町
村単位に一つずつ設置されています。
また、平成12年６月に「社会福祉事業法」は、「社会福祉法」に改正され、市町村社協は、
同法109条に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と定められました。活動原則
に基づき、地域の特性を活かした活動を展開しています。

◇社会福祉協議会の活動原則（新社会福祉協議会基本要項より抜粋）
①住民ニーズ基本の原則
地域住民の要望、福祉課題の把握に努め、住民ニーズに基づく活動を進める。
②住民活動主体の原則
住民の地域福祉への関心を高め、自主的な取り組みを基礎とした活動を進める。
③民間性の原則
民間組織らしく、開拓性、即応性、柔軟性を活かした活動を進める。
④公私協働の原則
行政機関や民間団体等の連携を図り、行政と住民組織との協働による活動を進める。
⑤専門性の原則
住民の福祉活動の組織化、ニーズ把握調査、地域福祉活動の計画づくり等、福祉の専門性を
活かした活動を進める。

（２）二宮町社会福祉協議会について
①組織の概要
町社協は、地域住民、福祉団体・施設・企業等を会員とする組織で、その代表者により構
成される「理事会・評議員会」を意思決定機関とし、知識や技能等において福祉分野に精通
した職員を配置して各種事業の運営を行っています。
事業については、各種相談をはじめ、生活支援・就労支援、権利擁護事業、ボランティア
などの人材育成、地域福祉活動支援、地域ネットワークづくり、福祉コミュニティづくり（福
祉理解・障がい理解の促進）などに幅広く取り組み、住民が安心して暮らせる福祉コミュニ
ティづくりと地域福祉の推進を目的とした事業を推進しています。
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②これまでの地域福祉活動
昭和 58 年度の事業計画の方針に基づいて、町社協が町内を 11 地区に分け、各地区に地
区社協の設置を呼びかけたことをきっかけに、やがて 11 地区すべてに地区社協が設置され
ました。現在では、ふれあい事業、地域ミニ・デイサービス事業、サロン活動、研修会、健
康づくり活動等、地区社協ごとに子どもから高齢者までを巻き込んで活動を展開しています。

第２節

地域福祉活動計画について

（１）計画策定の背景
町社協では、平成 24 年 11 月に「二宮町社会福祉協議会地域福祉活動計画」を策定し、
「ささえあう みんなのまち」を基本理念として、地域福祉活動の推進に取り組んできまし
た。
この間、二宮町においても 65 歳以上の老年人口の割合が増加しており、ひとり親世帯や
一人暮らし高齢者や要介護認定者、障がい者など、支援を必要とする人は増加してきていま
す。また、隣近所の付き合いが希薄化していることや、地域活動の担い手が少ないことなど、
「第１次計画」の中では課題が残されているほか、災害時における避難行動要支援者への対
応等、新たな課題も浮かび上がってきています。
さらに、町では平成 29 年度を計画初年度とする「二宮町地域福祉計画」を策定すること
から、町と一体的に施策を推進し、地域福祉のさらなる推進と課題への対応を図っていくた
めに、地域福祉を取り巻く現状と課題や、町民意識アンケート、地区懇談会の結果などを踏
まえて、新たに「第 2 次二宮町社会福祉協議会地域福祉活動計画（以下、
「本計画」という。
）
」
を策定することとしました。

（２）計画の位置付け
①地域福祉活動計画策定指針に定める地域福祉活動計画の定義
「地域福祉活動計画」は、
「地域福祉活動計画策定指針 -地域福祉計画策定推進と地域福祉
活動計画-」
（全国社会福祉協議会、平成15年11月）によって、次のとおり定義されていま
す。
◇地域福祉活動計画の定義（地域福祉活動計画策定指針より抜粋）
地域福祉活動計画とは、
「社会福祉協議会が呼びかけて、住民、地域において社会福祉
に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営する者が相互
協力して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画」である。
（以下、省略）
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②町の計画との関連性
町社協が策定する「地域福祉活動計画」は、二宮町が策定する「地域福祉計画」と連携協
働の関係にあり、地域住民及び福祉・保健等の関係団体や事業者が、地域福祉推進に関わる
ための具体的な活動の計画です。本計画の策定にあたっては、町の関連計画との整合を図る
とともに、国が介護保険制度の中で推進している「地域包括ケアシステム」の構築に向けた
体制づくりについても見据えていきます。
◇「二宮町社会福祉協議会第２次地域福祉活動計画」の位置付け

【二宮町社会福祉協議会】

【二宮町】

第 5 次二宮町総合計画

二宮町地域福祉計画
その他関連計画

二宮町社会福祉協議会
第２次地域福祉活動計画

二宮町の【行政計画】
・仕組みの構築
・町の取り組み
・町民や地域の取り組みの方向性

二宮町社会福祉協議会の
【民間計画】
二宮町子ども・子育て支援事業計画
連携
・町社協の取り組み
・町民や地域と取り組む具体的な
内容

二宮町障がい者福祉計画

二宮町健康増進計画・食育推進計画

二宮町高齢者保健福祉計画及び第 6 期介護保険事業計画

地域包括ケアシステムの推進

地域包括ケア
地域包括ケアシステムの
ケアシステムの姿
システムの姿
医療
在宅医療・介護の連携
介護

在宅医療連携
通院・入院

通所・入所

かかりつけ医
訪問

住まい
生きがい、社会参加
・地域包括支援センター
・在宅介護支援センター
・ケアマネジャー
相談業務やサービスの
コーディネートを行いま
す。

地域包括ケアシス
自治会、ボランティア、 テムは、おおむね 30
NPO など
分以内に必要なサ
ービスが提供される
日常生活圏域を単
位として想定

生活支援・介護予防
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（３）計画の期間
本計画の期間は、二宮町における地域福祉の一体的な推進の観点から、二宮町地域福祉計
画と同様に平成 29 年度から平成 34 年度までの６か年とします。なお、社会情勢の変化等
により、計画期間の途中であっても見直しを行う場合があります。
◇計画の期間
平成
25 年度

平成
26 年度

平成
27 年度

平成
28 年度

平成
29 年度

平成
31 年度

平成
32 年度

平成
33 年度

平成
34 年度

二宮町地域福祉計画

二宮町

二宮町
社会福祉協議会

平成
30 年度

二宮町社会福祉協議会
地域福祉活動計画

二宮町社会福祉協議会
第２次地域福祉活動計画

（４）町民意識の把握
二宮町地域福祉計画及び本計画の策定にあたっては、広く町民の意見を聞き、計画に反映
するため、町が主体となって、二宮町在住者 1,000 人を対象とした「町民意識アンケート」
を実施したほか、地域ごとの課題や問題の発掘と、その解決策を町民とともに見出していく
ことを目的に、
「地区懇談会」を開催しました。結果は、次頁以降にまとめています。
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Ⅱ 二宮町の地域福祉を取り巻く現状と課題
第１節 統計、町民意識アンケート、地区懇談会からみる現状
※二宮町地域福祉計画より抜粋、要約しています。

＜統計からみる現状＞
少子高齢化、
少子高齢化、世帯の
世帯の少人数化が
少人数化が進行。
進行。一方、
一方、支援が
支援が必要な
必要な方は増加傾向にあります
増加傾向にあります。
にあります。
●平成 23 年以降、総人口は減少しています。内訳としては、年少人口と生産年齢人口は減少し
ている一方、老年人口は増加しており、今後も同様の傾向での推移が見込まれます。
●世帯数は平成 24 年以降、概ね増加傾向となっていましたが、平成 28 年には減少しています。
また、一世帯あたり人員は、平成 24 年以降一貫して減少していましたが、平成 28 年に

は増加しています。
●支援が必要な人については、高齢者のみ世帯数、要介護・要支援認定者数、障がい者数がいず
れも増加しており、ひとり親家庭数は平成 27 年には母子世帯がやや減少したものの、父子世
帯が増加しています。

＜町民意識アンケート結果からみる現状＞
福祉への
福祉への関心
への関心は
関心は高く、身近な
身近な地域が
地域が地域の
地域の範囲として
範囲として捉
として捉えられているものの、
えられているものの、世代間
や隣近所との
隣近所との交流不足
との交流不足が
交流不足が課題です
課題です。
です。
●８割弱が福祉に関心があると回答しています。
●地域の範囲については、
「自治会・町内会」が３割半ばと最も多く、「隣近所」と合わせると、
５割以上が身近な範囲を地域と捉えていることがうかがえます。
●居住地域の問題点・不足している点として、世代間の交流の不足、隣近所との交流の不足、困
ったときの相談先がわからないことが高くなっています。
●近所付き合いについて、若い世代で希薄になっているほか、50 代以上についても、近所での
密接な付き合いは行われていないことがわかります。

隣近所同士の
隣近所同士の安否確認や
安否確認や緊急時の
緊急時の手助け
手助け等の支え合い・助け合い活動への
活動への意欲
への意欲が
意欲が高く
なっています。
なっています。
●暮らしの中で助けが必要なときに頼みたい相手について、
「家族・親戚」が８割以上となってい
る一方、
「知人・友人」
、
「近所の人」
、
「医療機関の医師」
、
「町役場の窓口や職員」
、
「社会福祉協
議会・地域包括支援センター」もそれぞれ３割強～２割弱となっています。
●毎日の暮らしの中で悩みや不安を感じることとして、
「自分や家族の健康に関すること」が５割
を超えて最も高く、次いで「生活費など経済的問題」となっています。
●災害時に避難行動要支援者の手助けができるとの回答は約４割となっている一方、日ごろから
の地域の防災訓練への参加や地域の自主防災組織への加入に取り組んでいる人は３割前後とな
っています。
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●隣近所で困っている人にできる手助けについては、「安否確認の声かけ」が６割強で最も多く、
次いで「緊急時の手助け」
、
「家の前などの掃除」となっています。
一方、隣近所の人に手助けしてもらいたいことについては、
「緊急時の手助け」が最も多く、次
いで「特にない」
、
「安否確認の声かけ」となっています。

福祉サービスの
福祉サービスの種類
サービスの種類や
種類や相談先、
相談先、地域包括ケアシステムの
地域包括ケアシステムの内容
ケアシステムの内容に
内容に関する周知
する周知が
周知が必要です
必要です。
です。
●福祉サービスに対する不都合や不満として、サービスの種類や内容がわからないこと、相談先
がわからないこと、利用すべき適切なサービスがわからないことが高くなっています。
●生活困窮者を支援する制度について、自分や自分の身近な人が生活困窮の問題に直面している
場面は少ないものの、制度への関心を示す割合が７割弱となっています。生活困窮者に必要な
支援については、生活を営むうえで欠かせない就労及び生活の支援が重要視されています。
●地域包括ケアシステムの内容までを知らない人が８割を超えています。地域包括ケアシステム
の役割のうち知っているものは、総合相談・支援事業、介護予防ケアマネジメント事業が２割
台後半で高くなっています。
●地域福祉の推進にあたっては、町と町社協に連携とリーダーシップの発揮が求められています。

＜地区懇談会結果からみる現状＞
地域での
地域での交流不足
での交流不足、
交流不足、支援が
支援が必要な
必要な人の把握、
把握、行政からの
行政からの情報共有
からの情報共有・
情報共有・発信などが
発信などが課題
などが課題に
課題に
挙がっています。
がっています。
●地域活動については、参加者に偏りがみられることや、コミュニティが希薄であるとの意見が
ありました。
●生活環境については、商店、スーパー、医療施設へのアクセスの不便さ、子どもが遊べる場の
不足、高齢者の交通手段の不足、ゴミの投げ捨て等に対する意見がありました。
●一人暮らし、支援が必要な人への対応については、個人情報管理と支援が必要な人の把握方法
が重要との意見がありました。
●地域の交流については、あいさつの不足、世代を超えた交流不足があるとの声や、高齢者の居
場所づくりが課題との意見がありました。
●行政への要望については、地区ごとの実情に応じた福祉サービス提供体制の構築、行政からの
情報共有・発信、町の指針や考え方の提示が必要との意見がありました。

7

第２節

第１次計画の検証結果

町社協では、平成 25 年度～平成 28 年度を計画期間とする「地域福祉活動計画」を平成
24 年 11 月に策定し、
『ささえあう みんなのまち』を基本理念に掲げ、３つの重点と１つ
の準重点を設定して、地域福祉活動の推進に取り組んできました。
計画の推進にあたっては、毎年度シート形式で評価を取りまとめていることから、これま
での進捗状況や評価結果を第１次計画の検証結果として総括し、第２次計画に向けた課題を
抽出しました。

重点１
重点１ 高齢者福祉の
高齢者福祉の充実
1 生活支援ネットワーク事業の充実
◇重点事業：全地区社協へのコーディネーターの配置／地区サポーターの拡大／自立支援内容の充実／コー
ディネーター会議およびサポーター会議の定例化と研修の充実／高齢者へのサービス一覧表の
作成

コーディネーター、サポーターともに、目標数には達していないものの、全地区で対応可
能な体制を整えています。今後は、高齢者へのサービス（社会資源）を整理し、情報提供し
ていくとともに、他団体等が実施する類似の支援制度との棲み分けと連携を図りつつ、地域
包括ケアシステムにおける生活支援ネットワークのあり方を再検証する必要があります。

２ 高齢者サロン等見守り事業の推進
◇重点事業：全地区社協へのサロン立ち上げ／地域に根ざしたサロンづくりの推進／世代間交流、生活支援
の組み合わせ、意見交流の機会づくり／安心電話等による見守り推進

サロン活動に類似したクラブ活動を含めると、ほぼ全地区社協にサロン等の居場所が設置
されています。サロン等の居場所は、世代間交流、生活支援、意見・情報交流の機会だけで
なく、地域包括ケアシステムにおいては、健康づくりに資する重要な場所であると考えられ
ることから、地域住民や町と連携したサロン等の有効活用が必要です。

３ アクティブ高齢者づくり事業の推進
◇重点事業：シニア層のボランティア活動や地域福祉活動への参加支援／シニア向け健康講座や趣味活動等
に関する情報の共有化／活動の場の確保／シニア層向けの意識改革やボランティア活動、地域
福祉活動参加のための講座開設

シニア層のボランティア活動参加への支援、活動の場の確保は進めていますが、これら活
動情報のマップ化による情報共有や、活動参加への意義が充分浸透されておらず、さらなる
進展が求められます。
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４ 緊急時対応体制の整備
◇重点事業：緊急通報システムの推進／地区防災での地区社協の役割整備／緊急時対応

緊急通報システムの PR については、引き続き取り組みを充実していくことが必要です。
地区防災における地区社協の役割については、地域の実情により定められるものであり、
評価対象から除外しましたが、町社協として、災害時行動マニュアルの整備が必要です。

５ 地域福祉自主事業の支援
◇重点事業：地域福祉自主事業支援制度の創設／各地域における横断的組織立ち上げの検討・推進

平成 27 年度に支援制度を整備し、１地区において支援を開始しています。
今後は、地域包括ケアシステム構築に向け、町と連携し、地域福祉活動に資する組織の横
断的連携の機運を高めていくことが必要です。

重点２
重点２ 福祉等ボランティア
福祉等ボランティア活動
ボランティア活動の
活動の充実
1 ボランティア活動の普及・啓発
◇重点事業：町ボランティア大学の充実／啓発活動の推進／ユース向け活動の推進

ボランティア大学をはじめ各種講座を充実させるとともに、ボランティア団体の冊子作成
やホームページを通した情報発信を行いました。また、中学校と連携して中学生への福祉啓
発活動を進めています。今後は、発信する情報の内容について、工夫が求められます。

２ ボランティア団体等の支援
◇重点事業：ボランティア連絡会の再結成／登録ボランティア団体の育成と支援の充実／活動紹介・広報活
動の充実／当事者団体の支援体制整備／当事者団体と登録ボランティア団体の連携

当事者団体や登録ボランティア団体の支援を進めてきましたが、団体の高齢化などもあり、
ボランティア連絡会の再結成をはじめ、自主的な組織・事業運営の機運は十分に高まってい
ません。今後も継続的な育成支援による各団体の活性化と、町民のボランティア活動への誘
導が求められます。

３ ボランティアセンターの充実
◇重点事業：ボランティアコーディネートの充実と情報発信力の強化／ボランティアコーディネーター育成
及び配置／ボランティアセンターの有効活用

ボランティアセンターの存在については、一定の浸透が見られ、有効活用が進んでいます。
今後は、コーディネーター業務のマニュアル化を進め、能動的なコーディネートが求められ
ます。
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４ 災害ボランティアの育成・組織化
◇重点事業：災害ボランティアコーディネーター講座の実施と育成／災害ボランティアリーダーの育成支援

災害ボランティアコーディネーター講座を定例的に開催しており、定着してきています。
また、災害ボランティアリーダーについても、団体育成により人材確保が進んでいますが、
今後は町と連携し、災害ボランティアセンター立ち上げのシミュレーションを進める必要が
あります。

重点３
重点３ 社会福祉協議会組織の
社会福祉協議会組織の強化
1 地域福祉活動の普及・啓発
◇重点事業：
（仮称）地域福祉大学講座の企画と開催／研修会の実施

地域福祉大学として、地域住民を広く受け入れる講座の開催には至っていませんが、地域
福祉の牽引役ともいえる当会役員及び評議員、地区社協部会長向けに、県社協主催研修会へ
の参加や、当会主催の研修会を実施しています。今後は、地域包括ケアシステムの構築に向
け、町と連携し、地域福祉に関する住民意識の啓発を図る必要があります。

２ 町社協事務局組織の活性化・拡充
◇重点事業：事業・活動の見直し／人的確保の工夫／職員研修計画／勤務等環境の整備

PDCA サイクルの導入により、各事業の問題点の把握、抽出と解決に向けた目標設定や事
業見直しを図る体制が整いました。また、第２次地域福祉活動計画策定の過程において、町
の地域福祉の方針に沿った既存事業の見直しも予定しています。今後は、職員の研修計画の策
定、給与規定等の整備を進める必要があります。

３ 地区社協の機能強化
◇重点事業：地区社協の役割及び機能の明確化／自治会（町内会）
、老人クラブ等の活動の洗い出しと役割の
調整と見直し

地域福祉活動計画の趣旨に沿って、各地区社協の事業計画が策定され、活動内容も地域福
祉の根幹である見守りへと重点がシフトしています。今後は、地域包括ケアシステムの構築
に向けて、町との連携による地域資源マップの早期整備と、地域における地区社協の役割の
明確化が求められます。
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第３節

二宮町の地域福祉をめぐる主な課題

統計や町民意識アンケート、地区懇談会、第１次計画の検証結果などを踏まえ、本町の地
域福祉をめぐる主な課題を整理すると、以下のようにまとめられます。

１ 地域を
地域を支える人
える人づくり
全国的に少子高齢化が進行する中、本町では、平成 37 年には平成 12 年と比べて老年人
口が約 1.7 倍に増加することが見込まれ、全国平均を上回る速さで高齢化が進んでいます。
町民意識アンケートによると、８割弱が福祉への関心を持っており、関心の高さがうかが
えます。しかしながら、地域活動等への取り組みについては、現在参加している人は１割台
となっていることから、福祉への関心が高いものの、地域の活動に参加し、地域を支える担
い手は十分に育っていない現状があります。
第１次計画期間中は、当事者団体や登録ボランティア団体の支援を進めてきましたが、団
体の高齢化などもあり、ボランティア連絡会の再結成をはじめ、自主的な組織・事業運営の
機運は十分に高まっていません。今後も継続的な育成支援による各団体の活性化と、町民の
ボランティア活動への誘導が求められます。
地域福祉を推進するためには、町民の参加・協力が不可欠です。そのため、人材の育成や
活用に工夫して取り組んでいく必要があります。

２ 誰もがつながり合
もがつながり合う仕組みづくり
仕組みづくり
町民意識アンケートによると、地域の範囲については、
「自治会・町内会」が最も高いこと
から、自治会・町内会を単位とした地域の結びつきが強い町であることがうかがえます。し
かし、近所付き合いについて、若い世代で希薄になっているほか、50 代以上についても、
近所での密接な付き合いは行われていない状況です。さらに、高齢者のみ世帯については平
成 12 年から 27 年までに約 1.9 倍となっており、高齢者の孤立が懸念されます。
地区社協活動においては、第１次計画期間中に、ほぼ全地区社協にサロン等の居場所が設
置されています。サロン等の居場所は、世代間交流、生活支援、意見・情報交流の機会にも
なり得ることから、さらなる有効活用が求められます。
また、平成 23 年に発生した東日本大震災を起因として、災害時のスムーズな支援に向け
た平常時からの連携、情報の把握の必要性がうたわれています。
町民意識アンケートによると、災害時の避難行動要支援者の避難等の手助けの意向が高い
など、地域における助け合いへの意欲がみられるものの、地域の防災訓練への参加や、地域
の自主防災組織への加入については半数以上が取り組んでおらず、日ごろからの防災の取り
組みが不十分な現状があります。
地区懇談会においても、避難行動要支援者の把握を平常時から行うことの必要性について
の要望が挙がっており、地域におけるつながりづくりが求められています。
そのため、防災や防犯を含めた幅広い視点から地域コミュニティの育成を進めていく必要
があります。
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３ 誰もが安心
もが安心して
安心して暮
して暮らせる環境
らせる環境づくり
環境づくり
本町では、要介護・要支援認定者数は平成 23 年度から平成 27 年度までの５年間で約 1.2
倍に増加するとともに、障がい者については身体・知的・精神のいずれも増加傾向、ひとり
親家庭はやや減少しているものの、依然として支援を必要とする人が多い状況です。
また、地区懇談会では、一人暮らしやひきこもりの人、認知症の人への対応の必要性につ
いての意見が多く挙がるとともに、高齢者の交通手段の不足や医療施設へのアクセスの不便
さなど、生活環境の整備が課題に挙がりました。
町民意識アンケートでは、生活困窮者を支援する制度について、自分や自分の身近な人が
生活困窮の問題に直面している場面は少ないものの、制度への関心を示す割合が高くなって
おり、その内容としては就労支援が最も高くなっています。
第１次計画期間中には、シニア向け健康講座や趣味活動等に関する情報の共有化を進めて
きたほか、資金貸付をはじめ、生活困窮者支援対策にも取り組んできました。今後は、高齢
者のみならず、誰もが安心していきいきと暮らしていくことができるよう、生活環境の整備
や生きがいづくり、生活困窮者へのさらなる支援を進めることが必要です。

４ 地域福祉を
地域福祉を推進する
推進する連携
する連携の
連携の体制づくり
体制づくり
本町では少子高齢化が進行し、福祉や保健に対する需要が今後、拡大、多様化することが
見込まれることから、細かなニーズを適切な支援に結びつけるための相談支援の充実が求め
られます。さらに、行政によるサービスのみできめ細やかに対応することが難しくなってく
るため、公的なサービスのみならず、地域住民同士での制度に基づかないインフォーマルサ
ービスの充実が重要となります。
町民意識アンケートにおいても、町と町社協に対して連携とリーダーシップの発揮、町内
などの地域団体が中心となって、町民の力を集めていく形での地域福祉の推進が求められて
おり、行政サービスの充実とともにインフォーマルサービスを拡充していくことが必要です。
また、地域包括ケアシステムの構築を見据え、地域における多様な主体のネットワークの構
築が重要となっています。
町社協では、第１次計画期間に、高齢者に対する生活支援体制の整備を進めました。今後
は、地域包括ケアシステムにおける当制度のあり方を再検証するとともに、町と協働で、地
域内の社会資源を整理し、地域で活動する主体同士が互いの役割を果たし、連携していくた
めの地域福祉ネットワークの構築を進める必要があります。
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Ⅲ 計画の基本的な考え方
第１節

計画の理念

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるようにするためには、町民の理解と協力
による地域ぐるみでの課題解決に向けた取り組みが重要となっています。そのためには、町
民、関係機関・団体、町等と相互のつながりを深め、連携・協力し合える関係性を構築し、
地域の中で支援を必要としている人に的確な支援が届くよう地域福祉を推進していく必要が
あります。
また、地域福祉をより一層推進していくためには、町社協は地域福祉の「理念」をつくる
町と連携し、町民や各団体、事業者と協力していくことが重要となります。
そのため、本計画の理念は、町の地域福祉計画の目指す理念を踏襲し、以下のものとしま
す。この理念に基づき、地域包括ケアシステムの構築を見据え、誰もが必要なサービスを享
受でき、いきいきと暮らせる地域福祉のまちづくりを進めます。

二宮町地域福祉計画基本理念

人と暮らし、誰もがいきいきと豊かに暮らせる
人と暮らし、誰もがいきいきと豊かに暮らせる町
誰もがいきいきと豊かに暮らせる町 にのみや

二宮町社会福祉協議会第２次地域福祉活動計画基本理念

ささえあい、
ささえあい、誰もがいきいきと豊かに暮らせる町
誰もがいきいきと豊かに暮らせる町をめざして
をめざして
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第２節

計画の体系

本計画では、町の現状・課題を踏まえ、町の地域福祉計画の設定する 4 つの基本目標を踏
襲し、施策を推進します。

■二宮町社会福祉協議会第２次地域福祉活動 計画体系図

基本
理念

ささえあい、誰もがいきいきと豊かに暮らせる町をめざして

基本
施策

取り組み

目標

３．誰もが安心
１．地域を支え ２．誰もがつながり
４．地域福祉を推進する連携の
して暮らせる環
る人づくり
合う仕組みづくり
体制づくり
境づくり

１-(１)-１．福祉の輪を広げるための場づくり

（１）福祉意識の醸成
１-(１)-２．明るい社会づくりへの支援

（２）人材の育成と活用

１-(２)-１．福祉人材の育成

（３）ボランティア活動の活性化

１-(３)-１．ボランティア団体の活動支援
２-(１)-１．地区社協をはじめとする地域の活動支援

（１）地域コミュニティの形成
２-(１)-２．当事者団体の活動支援

（２）交流の場や機会の充実

２-(２)-１．地域における居場所づくり
２-(３)-１．災害時に向けたボランティア及び支援体制の

（３）防災・防犯体制の充実

構築
２-(３)-２．緊急時の支援体制の整備

（１）生活環境の整備

３-(１)-１．移動支援制度の整備

（２）健康づくり・生きがいづくり

３-(２)-１．健康づくりのための場づくり

の推進
（３）生活困窮者の支援

３-(２)-２．困難を抱える方の社会参加のきっかけづくり

３-(３)-１．生活困窮者の自立に向けた取り組みの実施
４-(１)-１．身近な相談場所の整備

（１）相談体制の充実
４-(１)-２．障がい者に対する相談の実施

（２）情報提供の充実

４-(２)-１．幅広くきめ細やかな情報提供の実施
４-(３)-１．高齢者や障がい者等に対する介護・自立の支援

（３）福祉サービスの充実

４-(３)-２．障がい者に対する就労支援の実施
４-(３)-３．地域での子育て支援の実施
４-(４)-１．地域における連絡体制の構築

（４）地域福祉ネットワークの構築

４-(４)-２．生活支援ネットワークの整備
４-(４)-３．地域包括支援センター事業の受託
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Ⅳ 具体的な取り組みの展開
基本目標１．地域を支える人づくり
（１）福祉意識の醸成
現状と課題
●地域福祉の基本は、基本的人権の尊重と、互いを思いやり、助け合い・支え合おうと
する意識にあります。しかしながら、核家族化の進行などにより、地域のつながりは
希薄化する傾向にあり、地域における助け合い・支え合いの関係の構築に向けた意識
の醸成はより一層重要となっています。
●町民意識アンケートからは、８割弱が福祉への関心を持っており、関心の高さがうか
がえるものの、特に関心のある福祉の分野をみると、
「地域福祉」は他の分野に比べ低
くなっています。
●また、平成 28 年４月に障害者差別解消法が施行され、障がい者への理解の促進が求
められています。
●地域福祉を学ぶ機会の提供や、福祉に関する活動の支援を進めることで、地域で活動
する人や団体を起点に、福祉への理解の輪を広げ、すべての人が人権に配慮し、互い
を尊重し合えることが求められます。

方向性
●性別や年齢、障がいの有無等にかかわらず、地域住民が互いを尊重し、思いやること
ができるよう、福祉意識を啓発します。
●福祉意識を醸成する活動に取り組む団体を支援します。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見

＜地区懇談会より＞
○障がい者への接し方がわからない。障がい者に対して声かけをし
たり、子どもの頃からの学校での教育をしたりする方がよいのでは
ないか。
○一人ひとりができることが福祉につながるという話し合いの場をつく
ることが必要である。
○は課題を示します。
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具体的な取り組み
１-(１)-１． 福祉の輪を広げるための場づくり

▶▶ Ⅰ-１-(3)-① 福祉のつどい事業

▶▶ Ⅰ-１-(3)-② 顕彰表彰事業

関係団体・ボランティアの協力のもと、福祉の祭典である「福祉のつどい」を開催します。福祉団体に
対して主体的な参画を促し、連携を図る機会とするとともに、町民に対しては福祉をより身近に感じても
らえる企画を実施し、福祉への理解を深めるための啓発に取り組みます。また、福祉分野における功
労者を表彰します。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

実施
福祉のつどいの実施
各団体の積極的な参画と PR

平成 29 年度

平成 30 年度

対象者の積極的な掘り起し
顕彰表彰事業の実施
社会福祉大会で表彰

１-(１)-２． 明るい社会づくりへの支援

▶▶ Ⅰ-１-(4)-① 更⽣保護⼥性会助成事業

▶▶ Ⅰ-１-(4)-② 社会を明るくする運動助成事業

犯罪や非行のない地域づくりに取り組む団体・活動を支援し、明るい社会づくりに取り組みます。
平成 29 年度

更生保護女性会助成
事業の実施

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

活動費助成

平成 29 年度

社会を明るくする運動
助成事業の実施

平成 30 年度

活動費助成

16

（２）人材の育成と活用
現状と課題
●地域において福祉の推進を図るためには、地域福祉の考え方を理解した担い手の存在
が重要となります。
●町社協では、社協登録ボランティア団体と協働でボランティアの育成に取り組んでい
ます。また、平成 23 年より開始した「にのみや社協たすけあいネットワーク」の中
で、生活支援サポーターの派遣による高齢者の生活支援を実施しており、支援「する
人」・「される人」それぞれが地域でいきいきと暮らすことができるよう、引き続き
取り組むことが求められます。

方向性
●福祉について理解し、
支援が必要な人を主体的にサポートする人材の育成を進めます。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見

＜地区懇談会より＞
○高齢化が進むのが速く、ボランティアをしてくれる人が不足してく
る。
○会議（ボランティア活動）に出席している人は毎回同じ人が多い。
★一人ひとりができることが福祉につながるという話し合いの場をつく
る。

○は課題、★は解決アイデアを示します。
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具体的な取り組み
１-(２)-１． 福祉人材の育成

▶▶ Ⅰ-１-(6)-① ボランティア活動連絡調整

▶▶ Ⅰ-１-(7)-② 生活支援ネットワーク事業

社協登録ボランティアと協働でボランティアを育成します。
また、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域資源の１つとして、生活支援ネットワーク（にのみ
や社協たすけあいネットワーク）において、コーディネーター及びサポーターの募集・登録を進めるほか、
スキルアップも図ります。
平成 29 年度

ボランティアの育成

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

ボランティア養成講座の開催と団体加入への誘導

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

コーディネーター・サポーターの募集・登録
生活支援ネットワーク
における人材育成
情報交換会やスキルアップ研修の実施
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平成 32 年度

（３）ボランティア活動の活性化
現状と課題
●地域で起こる様々な課題の解決にあたっては、町民同士の助け合い・支え合いは欠か
すことのできないものです。そこで、ボランティア活動の充実がより一層重要となっ
ています。
●本町においては全国平均を上回る速さで高齢化が進んでおり、今後は元気な高齢者に、
福祉サービスの受け手としてだけでなく、地域活動やボランティア活動の担い手とし
ての役割が期待されます。
●町民意識アンケートでは、地域活動等に「関心はあるが参加したことはない」が４割
台前半となっているものの、「現在参加している」人は１割台半ばとなっており、参
加者の増加に向けた工夫が求められます。今後の地域活動等に取り組むにあたっては、
参加の気軽さ、活動場所の身近さ、活動時間や曜日の自由さが重視されています。
●町社協では、ボランティアの増加に向けた各種講座の充実や情報発信を進めています。
今後は、講座や発信する情報の内容について、工夫が求められます。また、ボランテ
ィア団体の継続的な育成支援による各団体の活性化と、住民のボランティア活動への
誘導が求められます。

方向性
●ボランティア団体の活動を支援することにより、町民のボランティアへの参加につな
げます。
●ボランティアセンターにおいてはコーディネート機能を強化します。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見

＜地区懇談会より＞
○ボランティアへの教育を継続的にしてほしい。
○ボランティアのできる高齢者などシステム的に活用できるようにし
たい。
○若い人を巻き込むため、若い人向けの講座を実施する。
★動ける高齢者のボランティアグループをつくる（防災、見守りな
ど）。
★特技に応じた人材バンクをつくる。
★有償ボランティアにしたらどうか。
○は課題、★は解決アイデアを示します。
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具体的な取り組み
１-(３)-１． ボランティア団体の活動支援

▶▶ Ⅰ-１-(6)-① ボランティア活動連絡調整【再掲】
▶▶ Ⅰ-１-(6)-② ボランティアグループ助成事業
▶▶ Ⅰ-１-(15)-① 善意銀⾏

各種団体と連携し、ボランティアへの町民の参加を広く支援するとともに、特に若年層やシニア層に
向けた活動への参加を促します。また、ボランティア当事者のさらなる活躍の場づくりのため、情報共
有等の面で町とも連携を図り、ボランティアニーズの把握とコーディネート機能の強化に取り組みます。
さらに、善意銀行による財源を基に、ボランティア活動を支援します。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

ボランティアセンターの運営
普及・啓発活動
の推進

各種講座やイベント、広報媒体の活用による周知・啓発

ボランティア資源のマップ化

資源マップの更新・周知

ボランティアニーズの把握とコーディネート
ボランティア活動連絡調整

ボランティアコー
ディネートの強
化

町（町民活動サポートセンター等）
との情報連携の検討
連携による効果的なコーディネート

社協登録ボランティア情報交換会の定期実施

ボランティア養成・育成講座の実施
ボランティアの
育成【再掲】
より良い講座のあり方と内容の検証・反映

ボランティア団体への加入促進

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

ボランティア養成講座の開催と団体加入への誘導
ボランティアグループ
助成事業の実施

助成金の申請受付（善意銀行へ）

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

運営委員会の開催とボランティアグループへの助成
助成結果の PR と善意の寄付の呼びかけ
善意銀行の運営
運営方法の見直し検討
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基本目標２．誰もがつながり合う仕組みづくり
（１）地域コミュニティの形成
現状と課題
●生活様式の変化や核家族化、さらには個人情報保護への配慮などから、隣近所での付
き合いは希薄化し、人と人とのつながりは弱くなってきています。さらに、本町にお
いては高齢者のみ世帯が増加しており、地域から家庭が孤立することが懸念されます。
●本町では、民生委員・児童委員による訪問活動等を通して支援が必要な人に対する見
守り活動が進められていますが、今後見守りが必要な人はさらに増加することが予想
されることから、支援のあり方の検討が必要です。
●町民意識アンケートでは、居住地域の問題点・不足している点として、「世代間の交
流が少ない」、「隣近所との交流が少ない」が上位２つとなっています。また、近所
付き合いについて、若い世代で希薄になっているほか、50 代以上についても、近所
での密接な付き合いは行われていない状況です。
●一方で、地区懇談会では、「子どもがあいさつしてくれる」、「隣近所に高齢者がい
たらいつも気にして声をかけている」といった意見もあることから、個人単位で交流
や見守りを実施している方はいるものの、今後はより助け合い・支え合いの進んだ地
域にしていくため、町民全体にコミュニティの輪を広げていくことが課題です。
●本町には 11 の地区社協があり、それぞれの地区で地域福祉の推進のために活動をし
ています。地区懇談会では、自治会、地区社協、ゆめクラブ等、本町で活動する組織
の連携を求める声がありました。

方向性
●適度な近所付き合いができるよう、地区社協が中心となって地域における福祉活動を
推進します。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見
＜地区懇談会より＞
○近所に知り合いがなく、孤独である。
○高齢者の増加で見守り世帯が多く、ひとりで多くの世帯を見守るの
が大変である。
★地域清掃日などを設け、顔を合わせるチャンスをつくる。
★誰でもあいさつ運動を実施する。

○は課題、★は解決アイデアを示します。
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具体的な取り組み
２-(１)-１． 地区社協をはじめとする地域の活動支援

▶▶ Ⅰ-１-(7)-① 地区社協部会運営事業

地区社協が中心となり、地域福祉や社会参加に関する住民意識の啓発に取り組み、住民の自助活
動を進めることで、顔の見える関係の構築を目指します。また、多くの地域住民が地域の強みや地域
での課題、ニーズを共有し、各地区で住民が自らの意志により地域での問題解決に取り組むことができ
るよう、地域で資源整理、課題抽出等を進めるとともに、関係機関との連絡調整等のサポートを進めま
す。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

活動運営費の助成
地区社協部会連絡会における効果的な地域福祉事業のあり方の検討

地域福祉に関する講座等の実施
地区社協部会活動運
営費の助成の実施
地域の横断連携組織の支援
地域資源の整理や情報共有による、組織連携及び住民参加の機運づくり

地域の横断連携の機運づくり（町と連携）・地区社協のあり方の検証・検討

２-(１)-２． 当事者団体の活動支援

▶▶ Ⅰ-１-(8)-① 年末たすけあい募⾦配分⾦事業

地域で活動する当事者団体に対して、様々な側面から活動を支援し、地域における団体活動の推
進と、地域コミュニティへの貢献につなげます。
平成 29 年度

年末たすけあい募金
配分金事業の実施

平成 30 年度

平成 31 年度

実施
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平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

（２）交流の場や機会の充実
現状と課題
●地域のつながりが希薄化する中、
地域における交流の場は一層重要となります。
また、
日ごろから地域住民や地域で活動する関係者が集まって課題解決に向けて話し合う場
とするとともに、交流や仲間づくりの場として社会参加のきっかけとしての活用も見
込まれます。
●町民意識アンケートでは、地域住民が取り組むべき課題や問題として、「高齢者の社
会参加や生きがいづくり」が最も高くなっています。高齢者の社会参加や生きがいづ
くりにつながる交流プログラムの設計や、機会づくりが求められます。
●地区懇談会では、「気軽に立ち寄れるカフェのようなところがない」など、気軽に集
える居場所づくりを求める意見がありました。
●町社協ではサロン活動に取り組んでおり、類似したクラブ活動を含めると、ほぼ全地
区社協にサロン等の居場所が設置されています。今後は、地域住民や町と連携し、サ
ロン等の有効活用に向けた取り組みを進めることが必要です。

方向性
●地域における交流の場づくりと、有効活用に向けた検討を行います。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見

＜アンケート自由回答より＞
○気軽に入れるお店がなく、情報交換、気晴らしする所がない。
○介護する人・される人が集まりそれぞれの現状を聞いたり話したり
することが自由にできる場所や機会があったらと思う。

＜地区懇談会より＞
○サロン等のメニューが古いので、見直してほしい。
○高齢者だけではなく子ども世代の親にも地域への参加をしてもらう
ことが重要。子どもが育ち終わった後の仲間の集まりが必要。
★近くの空き家を利用してのサロンや居場所づくりができないか。

○は課題、★は解決アイデアを示します。
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具体的な取り組み
２-(２)-１． 地域における居場所づくり

▶▶ Ⅰ-１-(7)-① 地区社協部会運営事業【再掲】

地域の交流の場として、各地域に「地域の通いの場」（サロン等）を整備します。また、ミニ・デイサー
ビスをサロン活動へ統合し、高齢者や障がい者、子どもなど、誰もが気軽に立ち寄れる通いの場にする
とともに、町とも連携し、健康づくりや世代間交流、生活支援、情報交流など、交流の場としての機能の
充実を図ります。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

地域の通いの場の運営開始
通いの場における健康づくり活動の実施

各種スキルアップ講座等の実施

地域の通いの場づくり

交流の場の機能充実

地域間の情報共有の場づくりと幅広い世代への参加の呼びかけ

活動運営費の助成

24

平成 34 年度

（３）防災・防犯体制の充実
現状と課題
●近年の地震や大雨等による災害時に、避難できずに地域で孤立する人などがおり、平
常時からの地域でのつながりの重要性が指摘されています。また、高齢化や核家族化
等により、地域で協力して防犯に取り組むことがより一層重要となっています。
●平成 25 年６月の災害対策基本法の一部改正により、新たに、市町村において、避難
行動要支援者名簿を作成することや、消防機関や民生委員、自主防災組織などの避難
支援等関係者へ事前に名簿情報を提供することなどが規定されました。
●本町の避難行動要支援者名簿に登録があり、本人に同意を得たものに限り、地域への
情報提供が行われています。地区懇談会では、個人情報管理と避難行動要支援者の把
握方法が課題であるとの意見があり、引き続き避難行動要支援者名簿への登録の呼び
かけと、住民理解の促進が必要です。
●また、町民意識アンケートで地域住民が取り組むべき課題や問題について、「防犯や
防災など地域の安全を守ること」が３割台後半で上位となっているものの、日ごろか
ら地域の防災訓練に参加していない人、地域の自主防災組織に加入していない人は、
ともに半数以上となっていることから、町民の防災意識の向上が求められます。

方向性
●平常時から地域で協力し、支援が必要な人に対する避難支援体制や緊急時の対応に向
けた体制を整備します。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見

＜アンケート自由回答より＞
○学童の下校時が心配である。元気な高齢者による見守り等、地区
で協力して短時間、道に出てもらう細かい気くばりが必要かと思う。

＜地区懇談会より＞
○災害時の避難所への移動が遠い。
★防災訓練などで独居世帯を実際に訪問するのはどうか。
★防災訓練の後の反省会が必要。

○は課題、★は解決アイデアを示します。
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具体的な取り組み
２-(３)-１． 災害時に向けたボランティア及び支援体制の構築

▶▶ Ⅰ-１-(6)-① ボランティア活動連絡調整【再掲】

▶▶ Ⅰ-１-(1)-③ 事務局運営事業
▶▶ Ⅰ-１-(1)-⑥ 災害⾒舞⾦事業

災害時にボランティアが効率よく活動できるよう、災害ボランティアやボランティアコーディネーターの
育成とともに、災害ボランティアセンター立ち上げのシミュレーションを行います。また、同センターの立
ち上げに加え、福祉サービス利用者の安否確認や災害見舞金の支給など、町社協に求められる役割
に迅速に対応するため、災害時行動マニュアルを整備します。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

災害ボランティア団体の支援

ボランティア活動連絡調整

災害ボランティ
アコーディネー
ターの養成

講座の開催

訓練への参加・団体との意見交換・講座内容の検討、見直し

立ち上げ・運営
マニュアルの作成
災害ボランティ
アセンターの立
ち上げ準備

立ち上げ訓練

マニュアルの
検証・見直し

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

事務局運営事業

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

マニュアル作成
シミュレーション訓練
災害時行動マ
ニュアル整備
マニュアルの見直し

平成 29 年度

災害見舞金事業の実
施

平成 30 年度

平成 31 年度

実施
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２-(３)-２． 緊急時の支援体制の整備
▶▶ Ⅰ-１-(10)-① 緊急通報システム事業

見守りが必要な一人暮らし高齢者や高齢者世帯に対して、緊急時の通報や 24 時間いつでも相談
ができる機器の設置をすることで、見守り体制を整備します。今後は、関係団体と連携してより使いや
すいシステムへの検討を行うとともに、継続的に周知することで、支援を必要とする人が適切にサービ
スを利用できるよう努めます。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

緊急通報システム事業

機器の貸出と設
置

実施

利用に向けた周
知

関係機関との連携や広報媒体を活用した継続的な周知
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平成 33 年度

平成 34 年度

基本目標３．誰もが安心して暮らせる環境づくり
（１）生活環境の整備
現状と課題
●まちが美しく保たれ、誰もが自由に外出や移動ができる安全で快適な生活環境の形成
は、地域福祉の推進や実現のために、重要な要素となっています。
●町民意識アンケートでは、現在住んでいる地域の暮らしやすさについて、『満足』と
感じる割合は＜生活マナー＞では５割弱となっており、他の項目と比べて最も高くな
っています。一方、＜医療施設＞、＜買い物などの便利さ＞、＜道路や交通機関の使
いやすさ＞については『不満』が３割を超え、他の項目と比較すると高くなっていま
す。
●地区懇談会においても、子どもが遊べる場の不足、高齢者の交通手段の不足、商店や
医療施設等へのアクセスの不便さを指摘する声がありました。また、町民意識アンケ
ートの自由回答では、「コミュニティバスの再考を願いたい」、「医療機関受診のた
めの交通手段がなく不便である」といった意見があり、町民の生活の実態に即した移
動支援の充実が求められています。

方向性
●誰もが住みやすく、快適に生活を送ることができるよう、移動支援の充実に取り組み
ます。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見

＜アンケート自由回答より＞
○社協のマイクロバスをもう少し開放できないか。

＜地区懇談会より＞
○野良猫が多くてゴミを荒らす。
○ゴミ出しのトラブルがある。
○幼児・学童の遊ぶ公園がない。
○バリアフリーでない集会所がある。
★ミニデイやサロンの時、車を出してくれれば参加者が増える。
★配達をしている店舗の情報を周知する。
★移動販売車が来てほしい。

○は課題、★は解決アイデアを示します。
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具体的な取り組み
３-(１)-１． 移動⽀援制度の整備

▶▶ Ⅰ-１-(１)-⑤ 福祉バス運⾏事業

▶▶ Ⅰ-１-(７)-② 生活支援ネットワーク事業【再掲】

地域福祉関係団体の活動を支援するため、福祉バスを運行します。また、町や関係機関とも連携し、
新たな移動支援のニーズ調査を実施するほか、身体的な不安により移動が困難となっている人に対
する同行支援を実施します。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

運行
福祉バス運行事業の
実施

あり方検討
新たな移動支援のニーズ調査
と実現可能性検討

平成 29 年度

生活支援ネットワーク
事業における同行支
援の実施

平成 30 年度

平成 31 年度

実施
新たな移動支援のニーズ調査
と実現可能性検討
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（２）健康づくり・生きがいづくりの推進
現状と課題
●社会環境や生活習慣の変化などにより、ストレスを抱える人や生活習慣病にかかる人
が増加しており、健康づくりに注目が集まっています。
●本町では、要介護・要支援認定者数は平成 23 年度から平成 27 年度までの５年間で
約 1.2 倍に増加しているものの、要支援１・２の比較的軽度の認定者の割合が高いこ
とから、重症化の防止に向けて、介護予防に力を入れることが重要となります。
●町民意識アンケートでは、毎日の暮らしの中で悩みや不安を感じることとして、「自
分や家族の健康に関すること」が５割を超えて最も高くなっており、健康づくりに対
する町民の関心が高いことがうかがえます。
●町では、介護予防の実施等により、高齢化に対応して健康増進を図っていますが、困
難を抱える方も含めたすべての町民が、生涯にわたって健康に、地域でいきいきと暮
らすことができるよう、社会参加の場をさらに充実していくことが必要です。

方向性
●すべての町民が元気で健康な暮らしを送ることができるよう、健康づくり、生きがい
づくりや介護予防に力を入れるとともに、保健、医療、福祉の連携を推進します。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見

＜アンケート自由回答より＞
○高齢者の増加に伴って町民が自主的にサポートできる仕組みづく
りを進めるとともに、健康な高齢者がいきいきと活躍できるような
「場」をつくることが必要ではないか。

＜地区懇談会より＞
○公園が子ども専門でなく、お年寄りも行ける場になると良い（具体
例）遊具や椅子が健康器具になるものがある。
★健康活動におけるリーダーを育成する。
★健康な高齢者を増やすため、身体を動かすメニューを考える。

○は課題、★は解決アイデアを示します。
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具体的な取り組み
３-(２)-１． 健康づくりのための場づくり
▶▶ Ⅰ-１-(7)-① 地区社協部会運営事業【再掲】

▶▶ Ⅰ-１-(8)-① 年末たすけあい募⾦配分⾦事業【再掲】

地区社協に対して「地域の通いの場」（サロン等）運営費補助をはじめとする支援を行い、通いの場
の介護予防・健康づくりの場としての有効活用を促します。また、地域における高齢者の活躍の場づくり
を進めるため、年末たすけあい募金を原資とした地区社協の活動支援を行います。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

P24 「２-(２)-１． 地域における居場所づくり」の再掲
地域の通いの場の運営開始
地区社協部会運営事業

通いの場における健康づくり活動の実施

通いの場にお
ける介護予
防・健康づくり
の推進

各種スキルアップ講座等の実施

交流拠点としての機能充実

地域間の情報共有の場づくりと幅広い世代への参加の呼びかけ
活動運営費の助成

平成 29 年度
年末たすけあい募金
配分金事業

地区における
高齢者の活
躍の場づくり

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

地区社協実施事業への補助

３-(２)-２． 困難を抱える人を対象とした社会参加のきっかけづくり

▶▶ Ⅱ-１-(１)-① ともしびショップ運営事業

障がい者の就労及び自立支援のために、ともしびショップを運営します。また、高齢者や生活困窮者
等、地域で日常生活に困難を抱える人の社会参加の場づくりの実施について検討します。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

障がい者の就労・自立支援
障がい者福祉の発信
ともしびショップ運営
事業の実施

日常生活に困難を抱える人の社会参加の場づくり
実施の検討

立ち上げ準備

立ち上げ・周知

関係機関（障がい者就労支援事業所、福祉事務所、町等）との調整・連携
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（３）生活困窮者の支援
現状と課題
●生活困窮者や生活困窮家庭については、複数の要因が複合的に作用することにより生
活困窮状態に陥ることが指摘されています。
●国では、平成 26 年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が、また平成 27
年４月に「生活困窮者自立支援法」が施行され、全国の自治体で生活困窮者自立支援
制度が開始されています。
●町民意識アンケートでは、毎日の暮らしの中で悩みや不安を感じることとして、「生
活費など経済的問題」が上位となっています。また、生活困窮者を支援する制度につ
いて、自分や自分の身近な人が生活困窮の問題に直面している場面は少ないものの、
制度への関心を示す割合が７割弱となっています。支援の内容としては、就労及び生
活の支援が重要視されています。
●本町においても、生活保護の被保護世帯が増加していることから、生活困窮に陥る前
のセーフティーネットの構築や、生活保護からの脱却に向けた支援が重要となります。

方向性
●生活困窮者に対して、経済的支援をはじめ様々な側面から支援します。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見

＜アンケート自由回答より＞
○退職金がわずかなので定職に就いたとしても定年後年金で暮らせ
るかが不安。
○景気が一向に上向かず、税金や物価がどんどん高くなるので、こ
の先どうなるのだろうと不安。

○は課題を示します。
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具体的な取り組み
３-(３)-１． ⽣活困窮者の⾃⽴に向けた取り組みの実施

▶▶ Ⅰ-１-(12)-① ⽣活福祉資⾦貸付事業

▶▶ Ⅰ-１-(13)-① 緊急援護資⾦貸付事業

▶▶ Ⅱ-１-(１)-① ともしびショップ運営事業【再掲】

県社協や町と連携し、生活困窮者の自立に向けて、経済的支援や社会参加の機会づくりなどの支
援を実施します。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

関係機関と連携した総合的な相談の受付
生活福祉資金貸付事
業の実施（県社協受
託事業）

県社協への貸付申請事務
民生委員・児童委員との連携による貸付対象者の生活状況の確認

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

制度見直し
関係機関と連携した総合的な相談の受付
緊急援護資金貸付事
業の実施

貸付の実施
民生委員・児童委員との連携による貸付対象者の生活状況の確認

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

P31 「３-(２)-２．困難を抱える人を対象とした社会参加のきっかけづくり」の再掲

ともしびショップ運営
事業の実施

日常生活に困難を抱える人の社会参加の場づくり
実施の検討

立ち上げ準備

立ち上げ・周知

関係機関（障がい者就労支援事業所、福祉事務所、町等）との調整・連携
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基本目標４．地域福祉を推進する連携の体制づくり
（１）相談体制の充実
現状と課題
●町民の日常生活で不安や困りごとが発生した際に、適切な福祉サービスや関係機関に
つなげていくための入口として、相談体制の整備は重要となっています。
●町民意識アンケートでは、居住地域の問題点・不足している点として、「困ったとき
にどこに相談してよいかわからない」が３番目に高くなっています。
●また、暮らしの中で助けが必要なときに頼みたい相手について、
「医療機関の医師」、
「町役場の窓口や職員」、「社会福祉協議会・地域包括支援センター」はそれぞれ３
割弱～２割弱となっています。
●今後は、相談体制を充実するとともに、町民に相談窓口の周知を進めることが重要と
なっています。

方向性
●町民に相談窓口の周知を進めるとともに、相談体制をより充実します。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見

＜アンケート自由回答より＞
○窓口は相談に行きやすいような雰囲気にしてほしい。

＜地区懇談会より＞
○町役場と町社協どちらに相談したらいいのか。
○助けが必要になった時、連絡する場所・人がわからない。

○は課題を示します。

34

具体的な取り組み
４-(１)-１． 身近な相談場所の整備

▶▶ Ⅰ-１-(5)-① 心配ごと相談所事業

民生委員・児童委員をはじめとした相談員による「心配ごと相談」を実施します。また、多様な専門
家が集まる身近な相談所として、町民に広く周知するとともに、町が実施する無料法律相談とも相互に
連携することで、相談所としての機能強化を図ります。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

実施
心配ごと相談所事業

心配ごと相談の
実施

相互連携による切れ目のない相談の受け入れ
町が実施する無料法律相談等の紹介

相談窓口の周
知

広報媒体の活用及び関係機関との連携による継続的な周知

４-(１)-２． 障がい者に対する相談の実施

▶▶ Ⅰ-３-(2)-① 指定特定相談支援事業

障がい者の抱える課題の解決や適切な公的サービス利用を支援するため、特定相談支援に取り組
みます。
平成 29 年度
指定特定相談支援事
業の実施
（カンナカンナの運営）

平成 30 年度

平成 31 年度

実施
相談支援専門員のスキルアップ
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平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

（２）情報提供の充実
現状と課題
●インターネットが普及し、情報化が進む昨今では、情報媒体が多様化し、必要な情報
を必要な人に届ける効果的な情報提供が求められます。主な情報の入手手段は年代や
家族構成等により異なるため、それらの特性に配慮し、複数の情報提供手段を整備し
ていくことが必要です。
●町民意識アンケートでは、福祉サービスに対する不都合や不満の内容として、福祉サ
ービスの種類、相談先、利用すべき適切なサービス内容等がわからなかったとの回答
が高くなっており、町や町社協の情報が十分に町民に伝わっていない現状がうかがえ
ます。
●今後は、情報提供の方法の見直しを図るとともに、わかりやすい伝え方の向上につい
ての検討が必要です。

方向性
●町社協の活動や、福祉に関する情報が広く町民に行きわたるよう、様々な媒体を活用
して、効果的な情報提供を行います。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見

＜アンケート自由回答より＞
○地区社協が色々やっているのはわかるが、町社協が行っている事
がわからない。

＜地区懇談会より＞
○福祉サービスについての情報が少ない。
○ホームページに頼りすぎない情報提供をしてほしい。
○町の職員による説明を地域で実施してほしい。

○は課題を示します。
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具体的な取り組み
４-(２)-１． 幅広くきめ細やかな情報提供の実施

▶▶ Ⅰ-１-(2)-① 広報紙発⾏事業

▶▶ Ⅰ-１-(2)-② ホームページ事業

効果的な活動の周知及び情報提供を進めるため、わかりやすく、読みやすい広報紙の作成や、閲
覧しやすい・欲しい情報にアクセスしやすいホームページづくりに努めます。また、内容については、より
町社協を身近に感じてもらえる掲載内容を検討します。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

★社協にのみや発行回数を３回に変更
広報紙の発行
社協にのみやの発行

広報紙発行事業

読者ニーズの把握
他組織の広報紙との比較・検討

掲載内容の検
討

理事・広報部会での検討
紙面への
反映
内容の検証

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

ニーズの把握
レイアウト・リンクの見直し

他組織の広報紙との比較・検討
掲載内容の検
討
内容の
反映

ホームページ事業

内容の
検証

イベント・講座等での周知活動の実施
キャンペーン等の検討
町民への周知
キャンペーン等の実施
効果の検証
メールニュースの発行

ニーズの

記載内容に反映

メールニュース 把握
の発行
登録キャンペーンの検討
実施

効果の検証
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（３）福祉サービスの充実
現状と課題
●各種福祉分野の法制度の改定を背景に、福祉サービスが複雑化しており、町民にとっ
ては適切な福祉サービスを選択し、利用することが難しくなっています。
●本町では、高齢化の進行と併せて、要介護・要支援認定者数、障がい者数等が増加し
ており、福祉や保健に対する需要が今後、拡大、多様化することが見込まれ、きめ細
やかな福祉サービスの提供が今後も必要です。
●町民意識アンケートからは、福祉サービスに対する不都合や不満として、サービスの
種類や内容がわからないこと、相談先がわからないこと、利用すべき適切なサービス
がわからないことが高くなっています。サービスの種類や内容についての周知と、サ
ービス利用について町民が相談できる窓口の整備が求められます。

方向性
●支援を必要とする人が適切に福祉サービスを利用できるよう、福祉サービスの提供体
制を強化します。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見

＜アンケート自由回答より＞
○実際サービスを受ける必要があってからどうすればいいのか、どん
なサービスがあるのかなどわからず迷う。また、サービス事業者が
いくつもあり、サービスを受ける前から地域での情報の共有や、周
知に向けた PR が必要。
○画一的な対応でなく一人ひとりの事情に応じた、その人が本当に
必要としているサービスの提供をお願いしたい。
○年々子どもの数が減り小学生が少なくなっているのをひしひしと感
じる。子育てを地域で支える仕組みを考えていくことも必要なのか
と思う。

○は課題を示します。
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具体的な取り組み
４-(３)-１． 高齢者や障がい者等に対する介護・⾃⽴の⽀援

▶▶ Ⅰ-１-(9)-① ⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業

▶▶ Ⅰ-２-(1)-① 居宅介護⽀援事業
▶▶ Ⅰ-２-(2)-① 訪問介護事業

▶▶ Ⅰ-２-(2)-② 訪問介護自主事業

高齢者や障がい者等がいきいきと暮らしていくことができるよう、介護や障がいの程度に応じて、自立
に向けた支援に取り組みます。また、ホームヘルパーの派遣等により、介護予防や介護の重症化予防
に努めます。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

相談・支援の実施
契約締結審査会の実施
日常生活自立支援事
業の実施
専門員・生活支援員のスキルアップ
関係機関と連携した周知と事業理解の促進

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

居宅介護支援の実施（要介護高齢者）
居宅介護支援事業の
実施

介護支援専門員のスキルアップ
他事業所・他職種との連携による事業所の機能強化

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

訪問介護の実施（要介護・要支援高齢者及び障がい者）
視覚障がい者へのガイドヘルパーの派遣
町民を対象とした介護講座の開催
訪問介護事業の実施
サービス提供責任者及びヘルパーのスキルアップ
他事業所・他職種との連携による事業所の機能強化

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

公的サービスで対応できない訪問介護自主サービスの提供
訪問介護自主事業の
実施

利用しやすい料金の検討
地域ニーズに沿った新規サービスの検討
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４-(３)-２． 障がい者に対する就労支援の実施

▶▶ Ⅰ-３-(1)-① 就労継続支援事業

障がい者を雇用につなげるため、継続的な就労支援に取り組みます。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

支援事業の実施
土曜カンナの実施
就労継続支援事業の
実施
（カンナカンナの運営）

作業内容の拡充及びともしびショップ等と連携した施設外支援の実施
専門員・生活支援員のスキルアップ
関係機関と連携した周知と事業理解の促進

４-(３)-３． 地域での子育て支援の実施

▶▶ Ⅰ-１-(11)-① ファミリーサポートセンター事業

▶▶ Ⅰ-２-(2)-①

訪問介護事業【再掲】

地域の中で、相互援助により子育て中の家庭を支援していくため、町と連携しファミリーサポートセン
タ―を運営するとともに、母子家庭等へのホームヘルパー派遣による子育て支援を実施します。

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

センターの運営
ファミリーサポート
センター事業

支援会員の養成
ファミリーサ
ポートセンタ
ーの運営

子育て支援資源の調査とマップ化
アドバイザー及びサポーターの情報交流及びスキルアップ
広報媒体の活用及び関係機関との連携による継続的な周知

平成 29 年度
訪問介護事業

母子家庭等
へのホーム
ヘルパーの
派遣（町受
託事業）

平成 30 年度

平成 31 年度

実施
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平成 32 年度

（４）地域福祉ネットワークの構築
現状と課題
●地域福祉を効果的に推進していくためには、様々な地域の主体や関係機関が互いの役
割を果たすとともに、協力し、連携するネットワークの構築を進めていくことが重要
です。
●本町では、民生委員・児童委員や地区長が地域の困りごと等に対応していますが、地
区懇談会では、「民生委員・児童委員に業務の負担が偏りすぎている」との意見があ
り、民生委員・児童委員の活動について見直しが求められています。
●また、地域包括ケアシステムの構築にあたって、誰もが住み慣れた地域で安心して暮
らすことができるよう、地域包括支援センターの機能強化が必要です。さらには、地
区懇談会では「自治会・町内会や組長との連携が必要」との意見があり、地域で活動
する様々な主体の役割の整理と効果的な活動方法の検討が求められています。
●町民意識アンケートでは、地域包括ケアシステムの内容までを知らない人は８割を超
えています。また、具体的に認知されている事業として、総合相談・支援事業、介護
予防ケアマネジメント事業がともに２割台となっており、事業の周知が必要です。
●町では、一色小学校区をモデル地区として、平成 28 年度から地域再生事業に取り組
んでおり、地域の人材や資源を有効に活用することで、地域活動の活性化を図ってい
ます。一色小学校区再生協議会地域福祉部会が地域包括ケアシステムの推進方法の検
討も進めており、今後は他地区にその成果を広げていくことが求められます。

方向性
●地域における様々な主体が互いの役割を効果的に果たす地域福祉ネットワークの構築
を進めます。

◇町民意識アンケートや、地区懇談会からのご意見
＜アンケート自由回答より＞
○地域包括ケアシステムが広く町民に浸透していないため、自治
会・町内会や各種の催し物の時などを利用して案内した方がよい
のではないか。

＜地区懇談会より＞
○地域組織の中で民生委員・児童委員や地区委員が浸透していな
い。地域での役割説明の場が必要。
○は課題を示します。
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具体的な取り組み
４-(４)-１． 地域における連絡体制の構築

▶▶ Ⅰ-１-(7)-① 地区社協部会運営事業【再掲】

町内 11 地区社協が共に連携し、情報共有を図ることで、より効果的な地域福祉活動のあり方を検
討します。また、一方では、地域包括ケアシステムの構築に向け、町とも連携し、地域福祉活動の担い
手である自治会・町内会、民生委員・児童委員、老人クラブ及び地区社協など、町内で活動する様々
な主体の横断的な連携の機運づくり、いわゆる「オール地域」づくりを進めるとともに、主体ごとの役割の
調整と見直しを行うことで、地域における地区社協のあり方を検証・検討します。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

地区社協部会連絡会の運営
地区社協部会連絡会の運営

地域の特性に応じた効果的な地域福祉活動の実施
地域福祉活動
の実地

地区社協部会役員を対象とした研修の実施

地区社協部会役員を通じた地域福祉の理解の促進

地域資源とニーズの洗い出し（町・地域包括支援センター連携）
地域包括ケアシ
ステムの構築に
向けた取り組み

地域資源の住民への情報提供（町・地域包括支援センター連携）
地域の横断連携の機運づくり（町と連携）・
地区社協のあり方の検証・検討

４-(４)-２． 生活支援ネットワークの整備

▶▶ Ⅰ-１-(7)-② 生活支援ネットワーク事業【再掲】

高齢者等の生活支援を必要とする人が住み慣れた場所で自分らしく生活していけるよう、家事や簡
単な修繕、見守り等の生活支援をサポーターが行います。今後は、他団体の類似事業との棲み分け
と連携を図ります。さらには、地域包括ケアシステムの中で生活支援ネットワークが果たす役割及び今
後のあり方を検討します。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

サポーターによる支援及び安心電話による見守りの実施
生活支援ネットワーク事業

生活支援サポ
ーターの派遣

各種情報交流会の開催とコーディネーター・サポーターのスキルアップ
事業の周知とサポーターの募集

類似事業調査
生活支援ネット
ワークのあり方
検討

総合事業の検討
町及び類似事業実施団体等との連携による事業内容の
棲み分けと事業のあり方の検討・見直し
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平成 34 年度

４-(４)-３． 地域包括支援センター事業の受託

▶▶ Ⅰ-１-(16)-① 生活支援体制整備事業

▶▶ Ⅱ-２-(1)-①

地域包括支援センター事業

地域包括ケアシステムの中核組織としてネットワークの強化に取り組みます。また、総合相談窓口と
しての機能強化に加えて、町や民生委員・児童委員等と連携して、町民への総合相談の周知や介護
予防等の情報提供を進めます。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

地域の介護・福祉・生活・健康等、総合相談の受付
介護予防支援（要支援高齢者）及び介護予防マネジメント（事業対象者）の実施
地域のケアマネジャー及び介護職のスキルアップ研修の実施
地域包括支援センター事業（町受託事業）

地域の居宅介護支援事業所への後方支援
地域包括支援
センターの運営

地域ケア会議の運営及び地域における介護事業所のネットワーク構築
在宅医療の推進と医療連携及び多職種連携会議の開催
認知症の理解に関する普及活動・出前講座の実施と認知症サポーターの養成
高齢者の権利擁護（成年後見等）及び虐待への対応

町及び関係機関との連携による地域包括支援センターの周知

生活支援体制整備事業の受託（生活支援コーディネーターの配置）
生活支援体制
整備事業の実
施

地域資源とニーズの洗い出し（町・社協連携）
社会資源とニーズのマッチングによる必要なサービスの確保
地域資源の住民への情報提供（町・社協連携）と必要に応じた斡旋

43

平成 34 年度

Ⅴ 計画の推進体制
第１節

計画の推進

（１）計画の普及啓発
本計画の成果と課題を明らかにするため、計画の進捗状況について、毎年度理事会及び評
議員会に報告し、評価と検証を行います。また、各種調査活動等を通じて福祉サービス利用
者の福祉課題の把握を行い、新たなニーズの変化に応じた計画の見直しを行います。

（２）具体的な計画の推進
地域福祉を推進するためには、町民（地域）、関係団体や事業者、町社協、町がそれぞれ
の特徴やできることを活かし、それぞれの役割を果たしながら、互いに連携を図ることが必
要です。
本計画の推進にあたっては、各主体との連携を重視するとともに、広報紙やホームページ、
また町民との協働の場を利用し、計画内容の説明と周知に努めていきます。
また、町が策定する「二宮町地域福祉計画」の進捗状況を踏まえ、地域福祉課題の把握と
計画の推進につなげます。

（３）計画の進行管理
本計画の推進にあたっては、PDCA サイクル［Plan（計画）、Do（実行）、Check（点
検・評価）、Action（見直し・改善）］の理念を活用し、計画の着実な推進を図るとともに、
評価と改善を十分に行い、実効性を高めていきます。
なお、本計画の点検・評価は、毎年度理事会において社会福祉協議会事務の点検及び評価
を実施する際に併せて行い、効率的かつ効果的な計画の推進につなげます。

◇PDCA サイクルに基づく計画の推進

Plan（計画）
Plan（計画）
地域福祉活動計画の策定

Action（見直し・改善）
Action（見直し・改善）

Do（実行）
Do（実行）
地域福祉

施策・事業の見直し

施策の推進

Check（点検・評価）
Check（点検・評価）
計画の推進状況の確認
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個別施策・事業の実施

第２節

町社協の発展・強化

本計画の推進にあたり、その推進を担う町社協の組織、財務等に関する具体的な取り組み
を明確化し、事業戦略や組織運営体制、経営基盤の強化を進めることにより、地域福祉の確
実な推進につなげます。

（１）組織機能の強化
具体的な取り組み
５-(１)-１． 社会福祉法人の運営

▶▶ Ⅰ-１-(1)-① 役員会

▶▶ Ⅰ-１-(1)-② 評議員会

改正社会福祉法に基づいて、地域福祉運営のための中核的な組織として、社会福祉法人の経営
執行機関としての役員会、議決機関である評議員会等の組織運営体制の強化を図ります。

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

★社会福祉法改正に伴う組織再編
理事部会（企画運営・財務・広報）の開催

理事会の開催 ⇒ 適正な組織の意思決定と業務執行
役員会
（理事・監事）

監査の実施と監事の理事会への出席

役員研修による組織強化

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

★社会福祉法改正に伴う組織再編

評議員会の開催 ⇒ 理事会組織の意思決定と業務執行内容の確認・議決
評議員会

監査結果の確認

評議員研修による組織強化
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５-(１)-２． 事務局体制の整備と強化

▶▶ Ⅰ-１-(1)-③ 事務局運営事業【再掲】

組織体制の面では、職員の育成及び勤務環境等の整備による体制強化を図ります。
事業運営の面では、PDCA サイクルによる事業の見直しを随時に実施することで、社会変化や地域
ニーズに即した事業運営を図るほか、町社協の役割やサービスの「見える化」により、身近な組織づくり
をします。
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

地域福祉活動計画の推進

年度ごとの計画設定及び PDCA サイクルによる事業内容の見直し

事務局運営事業
【再掲】

研修参加等による職員の計画的なスキルアップ
社協紹介冊子
の作成
配布・周知
職員の身分のあり方
の検証・検討

（２）自主財源の確保
５-(２)-１． 各種基⾦の積⽴

▶▶ Ⅰ-１-(14)-① 社会福祉基⾦積⽴事業

安定した事業資金の確保に向けて、各種基金と財産の適切な運用管理に努めます。
平成 29 年度

社会福祉基金積立事
業の実施

平成 30 年度

平成 31 年度

実施
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平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

資料編
１ 二宮町社会福祉協議会第２次地域福祉活動計画策定委員会
設置要綱
（目的）
第１条 二宮町社会福祉協議会第２次地域福祉活動計画（以下「第２次活動計画」という。
）
を策定するため、二宮町社会福祉協議会第２次地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員
会」という。
）を設置、運営するにあたり、必要な事項を定める。
（所掌事項）
第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
（1）第２次活動計画策定のための調査研究及び計画の策定に関すること。
（2）二宮町地域福祉計画との連携及び整合性に関すること。
（3）前２号に掲げるもののほか、第２次活動計画策定に必要な事項に関すること。
（組織）
第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員 13 名以内をもって組織し、二宮町社会福祉協議
会（以下「町社協」という。
）会長がこれを委嘱する。
（1）二宮町地域福祉計画策定委員（町社協選出を除く） 10 名
（2）理事企画運営部会

１名

（3）地区社協部会連絡会

１名

（4）社協登録ボランティア

１名

（委員長及び副委員長）
第４条 委員会に委員長１名、副委員長１名を置き、二宮町地域福祉計画策定委員会の委員
長及び副委員長がこれを兼ねる。
２ 委員長は、委員会の会務を総理する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
（任期）
第５条 委員の任期は、委嘱の日から第２次活動計画策定を終了する日までとする。
（委員会）
第６条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
３

委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び

意見を聞くことができる。
（秘密の保持）
第７条

委員は、委員会において知り得た個人情報について、他に漏らしてはならない。

また、その職を退いた後も同様とする。
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（会議の公開等）
第８条 委員会の会議及び会議記録の公開については、二宮町が定める二宮町地域福祉計画
策定委員会の会議及び会議記録の公開に関する取扱要領及び二宮町地域福祉計画策定委員
会傍聴要領に準じるものとし、当該要領の定めに従って二宮町地域福祉計画策定委員会の
傍聴等の許可を得た者は、本委員会においても同様の許可を得たものとみなす。
（庶務）
第９条 委員会の庶務は、町社協事務局において処理する。
（委任）
第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意
を得て委員長が定める。

附 則
この要綱は、平成 28 年６月１日から施行する。
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２ 二宮町社会福祉協議会地域福祉計画策定委員会 委員名簿
平成 28 年６月１日現在
（順不同・敬称略）

№

氏名

1

平田 隆彦

二宮町民生委員児童委員協議会

2

堀江 忠一

二宮町地区長連絡協議会

3

須藤

二宮町老人クラブ連合会

4

本間 直美

5

橘川

6

依田 久司

7

津島 志津子

8

宮川 康廣

二宮町健康福祉部

9

三枝 公一

一般公募

湯川

一般公募

10

選出区分

稔

透

勉

備考

副委員長

二宮町民生委員児童委員協議会（主任児童委員）

二宮町身体障害者福祉協会

ＮＰＯ法人 たすけあいワーカーズ大空

平塚保健福祉事務所

委員長

11

伊勢田 博司

12

柏原 昭彦

二宮町地区社協部会連絡会

13

杉本 和子

二宮町社協登録ボランティア

二宮町社会福祉協議会理事企画運営部会
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３ 二宮町社会福祉協議会

理事名簿
（順不同・敬称略）

№

氏名

選出区分

1

秋澤 靖久

学識経験者

2

加藤 隆久

地区長連絡協議会

3

平田 隆彦

民生委員児童委員協議会

備考

会長

副会長
副会長
(平成 28 年 11 月 30 日まで)

副会長
4

野谷 美惠子

民生委員児童委員協議会
(平成 28 年 12 月 1 日から)

5

宮川 康廣

行政機関

6

坂本 陸美

保護司会

7

里山

社会福祉施設

樹

8

伊勢田 博司

学識経験者

9

依田 久司

学識経験者

10

室伏 則子

学識経験者

11

善波 八州治

地区社協部会連絡会
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４ 用語解説
用語

行

あ
インフォーマルサ
行
ービス

内容
法律や制度に則らないサービス。例として、ＮＰО法人やボランティ
アグループの実施するサービスのほか、地域のたすけあい活動なども
含まれる。

か
行

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよ
う、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応
じた支援を利用者とともに相談しながら計画（ケアプラン）を立てる
居宅介護支援事業
事業。ケアプランの作成にあたっては、医師やサービス事業所などの
専門的な意見も留意し、適切なサービスが提供されるよう、事業者や
関係機関との連絡・調整を行う。

さ
行 自主防災組織

自主的な防災活動を実施することを目的とし、自治会などの地域住民
を単位として組織された任意団体のこと。
障害福祉サービス等を申請した障がい者について、相談支援専門員

指定特定相談支援
が、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計
事業
画の見直し（モニタリング）を行う。
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に、生産活動その他
の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要
就労継続支援事業
な訓練を行う事業。雇用契約を結ぶ「A 型」と、雇用契約を結ばない
「B 型」の 2 種類があり、町社協が運営しているのは B 型事業所。
正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。平
成 25 年 6 月制定、平成 28 年 4 月 1 日より施行。全ての国民が、
障害者差別解消法

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊
重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の
解消を推進することを目的として制定された。
「生活保護に至る前の段階」「生活保護受給者」といった「経済的困

生活困窮者

窮」状態にある人。こういった人達は、地域から孤立していたり、複
合的な困難を抱えたりしている人が多いことが指摘されている。

生活支援コーディ

生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活

ネーター
（地域支え 支援の担い手の養成・発掘など、地域資源の開発やそのネットワーク
合い推進員）

化などの役割を担う人。
高齢者や障がい者のいる家族の方に対し、町社協登録の生活支援サポ

生活支援ネットワ
ーターが、買い物や清掃、通院付添いなど、日常の困りごとをお手伝
ーク
（にのみや社協
いするたすけあい運動。ひとり暮らしの高齢者（日中ひとりでいる時
たすけあいネット
間が長い方を含む）
、高齢者世帯、障がい者のいる世帯、その他、一
ワーク）
時的に生活支援が必要と判断される方を対象としている。

51

用語

行
さ
行

内容
認知症や障がい等により判断能力が不十分な人の法律行為（財産管理
や契約の締結、同意なく結んだ不利益な契約の取り消しなど）を、家

成年後見制度
庭裁判所が選任した成年後見人等が代行して行うことで、本人の権利
を守る民法上の制度。

た
行

一定の地域を基盤とした住民組織、人と人とのつながりであり、そこ
に暮らす地域住民が構成員となって、地域づくり活動や地域課題の解
地域コミュニティ

決等、その地域に関わる様々な活動を自主的・主体的に展開している
地縁型団体・組織（集団）をいう。町内会・自治会等もこれに含まれ
る。
高齢者を中心に子どもから大人まで誰もが参加可能で、雑談をした
り、レクリエーションを楽しんだり、軽い体操などの健康づくり活動

地域の通いの場
を行う場。地域の交流の場であり、社会参加・介護予防・見守り・助
け合いの拠点となる場所。
医療、介護、健康づくり・介護予防、住まい、生活支援など地域の多
地域包括ケアシス
様なサービスを有機的に連携させ、高齢者等が住み慣れた地域で暮ら
テム
し続けることができる仕組み。
介護保険法により設置され、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐
地域包括支援セン 待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関。介護予防ケ
ター

アマネジメント、総合相談支援業務、権利擁護業務、ケアマネジメン
ト支援をはじめ、
「地域ケア会議」の開催等を行う。
高齢者や障がい者など、その当事者もしくは家族等で構成される団

当事者団体
体。
障がいのある人が働くことを実感し、仲間や地域の方々とのふれあい
ともしびショップ

を通して、その自立と社会参加を実現していくために、県社協が認定
している売店などのこと。

な
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち、判断能力が不
行 日常生活自立支援
十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約
事業
に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う。

認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を、日常生活の
認知症サポーター

中で温かく見守ることができる人のこと。養成講座の受講を通じて、
サポーター資格を得ることができる。

は
行 バリアフリー

日常生活や社会生活における物理的な障がいや、心理的な障壁などを
取り除くこと。
災害が発生または災害が発生する恐れがある場合に、自ら避難するこ

避難行動要支援者

とが困難で、その迅速かつ円滑な避難の確保を図るにあたって、特に
支援を要する人。
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用語

行

内容

は
子育ての手助けをしてほしい人（おねがい会員）と手助けをしたい人
ファミリー・サポー
行
（まかせて会員）が、お互いに助けたり、助けられたりする地域の相
ト・センター
互援助活動を行う会員組織。
福祉ニーズに対応するための具体的な事業や行為。社会福祉法第３条
の基本理念には、「福祉サービスは、個人の尊厳を旨とし、その内容
は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその
福祉サービス
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援
するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。」と規定
されている
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよ
訪問介護事業

う、訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの身
体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助を行う。
ボランティアに関する事務を行い、ボランティアの活性化を図る中間
支援組織。ボランティアをしたい人・団体と、ボランティアを必要と

ボランティアセン
する人・団体とをつなぐボランティアコーディネート業務や、ボラン
ター
ティアの情報収集と発信を行う。また、ボランティアに関する教育・
研修の拠点、ボランティアの情報交換の拠点でもある。

ま
行

厚生労働大臣から委嘱され、地域で福祉の相談助言活動に従事する人
民生委員・児童委員 のこと。地域での社会福祉に関わる相談対応や、高齢者の相談・見守
り、児童虐待の防止・早期発見等、様々な地域課題に対応する。
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二宮町社会福祉協議会第２次地域福祉活動計画
平成 29 年３月
社会福祉法人二宮町社会福祉協議会

〒259-0124 二宮町山西 5 番地の 1
TEL 0463-73-0294
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