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第１章 計画の策定にあたって

第１節 計画策定の趣旨
■計画策定の背景
近年の日本では、少子高齢化が急速にすすんでおり、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの
世帯が増えるなど、家族規模が縮小し、家族で支え合う機能が弱くなっています。また、一
人ひとりの生活のあり方が多様になり、地域での人と人とのつながりが希薄になっています。
地域や家庭での支え合い、助け合う力が弱まりつつあり、地域社会のあり方も大きく変化し
てきています。さらに、市民の福祉ニーズが多様化し、これまでの公的な福祉サービスだけ
で十分な対応をすることが難しくなってきています。
小城市においても、このような地域社会の変化や、福祉ニーズの多様化の動きは、身近な
できごととして認識されるようになりました。
■「地域福祉」とは
「地域福祉」とは、地域でともに暮らす人々が、性別や年齢、障がいの有無、経済的な格
差などに関係なく、お互いに支え合い、助け合いながら、住み慣れた地域で安心して暮らし
ていけるような地域社会を、みんなで築いていく取り組みのことです。人と人とのつながり
を基本として、支援を必要とする人たちの社会参加を促す「ともに支え合う地域社会づくり」
のために、
「地域福祉の推進」が求められています。
そのためには、市民一人ひとりや地域活動・地域福祉活動を行う人たち、地域の事業所な
どが行政機関と協働し、それぞれの役割や特性を活かしながら、よりよい方策を見つけ出し
ていくことが必要です。このことが「地域福祉の推進」の基本的な考え方です。
■「地域福祉計画」とは
「地域福祉計画」とは、地域福祉を推進するための「理念」と「仕組み」についての行動
指針となるものです。社会福祉法第 107 条の規定に基づき、
「地域での支え合い、助け合い
による福祉（地域福祉）
」を推進していくことを目的として策定しています。
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社会福祉法（抜粋）
第 1 条（目的）
この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、
社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び
地域における社会福祉（以下「地域福祉」という。
）の推進を図るとともに、社会福祉
事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図
り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。
「地域福祉」という言葉が法令条文のなかではじめて登場し、さらに、
「地域福祉の推進」
が社会福祉の増進のための方法のひとつとして明記されました。

第 4 条（地域福祉の推進）
地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行
う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一
員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機
会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
地域住民と社会福祉に関する活動を行う者（地域ボランティアなど）が、公的機関や社
会福祉法人などと連携を図りながら、地域福祉を推進する重要な担い手として期待され
ることが明記されました。

第 107 条（市町村地域福祉計画）
市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計
画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あ
らかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活
動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その
内容を公表するよう努めるものとする。
１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
市町村において、住民などの参画による地域福祉計画の策定が明記され、計画に盛り込
むべき事項が示されました。
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■「自助」
「互助」
「共助」
「公助」による役割分担
人々が生活を営んでいる地域社会が、そこに住むすべての人たちにとって住みやすいとこ
ろとなるためには、公的な制度による福祉サービスが整備される（公助）だけでなく、同居
家族を含めた自らの行動（自助）や、隣近所同士などの身近な人間関係のなかでの自発的に
支え合い、助け合うこと（互助）も大切になります。
同時に、市民や地域活動・地域福祉活動を行う人たちや福祉サービス事業者などが地域に
おいて組織をつくり、それぞれが役割を担った活動（共助）は、家族機能の弱体化や近隣同
士の関係性の希薄化などが指摘されるなか、その重要性がますます高まっています。

＜地域福祉の向上に向けた４つの助け＞

じじょ

自助

個人や家族による支え合い・助け合い
（個人や最も身近な家族が解決にあたる）
ごじょ

互助
身近な人間関係のなかでの自発的な制度化されていない支え合い・助け合い
（近隣の友人や知人、別居する家族が、互いに支え合い、助け合う）
きょうじょ

共助

こうじょ

公助

市民や地域福祉活動を行う人、地域の事業所などによる組織的な支え合い・助け合い
（「地域ぐるみ」で福祉活動に参画し、地域社会全体で支え合い、助け合う）

行政機関による公的な福祉サービスの提供や地域福祉活動の支援による支え
（行政でなければできないことは、行政がしっかりとする）
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＜「自助・互助・共助・公助」による対応のイメージ＞

自助のみによる対応例

①地域に高齢の夫婦ふたり暮

自助・互助・共助・公助による対応例

自助・互助

近所づきあいのなかで、家族の状況
を伝え【自助】
、互いに声をかけ合い、
困りごとを相談し合う【互助】
。

共 助

こうした世帯があることを地域で把
握し、情報を共有しながら見守り活
動をすすめる。

自助・互助

近所づきあいのなかで、夫は困りご
との助けを求め【自助】
、隣近所は夫
の日常的な生活の手助け（ごみ出し
の手伝いや夕飯のおすそ分けなど）
をする【互助】
。

共 助

地域の見守り活動のなかで、妻の介
護や家事などについての困りごとや
悩みごとの相談にのる。

互 助

近所づきあいのなかで、何か困った
ことはないか、お手伝いできること
はないか、互いに声をかけ合う。

共助・公助

市担当者と協力【公助】し合いなが
ら、民生委員・児童委員などが家庭
訪問し、福祉サービスなどについて
の情報提供を行う【共助】
。

公 助

介護保険制度による訪問介護や通所
介護、市の高齢者福祉サービスであ
る紙おむつクーポン券の給付などに
より、支援を行っていく。

共助・公助

行政からの支援【公助】を受けなが
ら、地域の人たちが役割分担をしな
がら協力し合って、地域ぐるみで見
守りや手助けを行っていく【共助】
。

らし世帯がある。

②ある日、妻が転倒して足を骨
折し入院、生活が一変する。
夫は妻の看護や家事などに
精一杯努力【自助】するが、
疲れは隠せ
ない。

③しばらくして、妻が退院す
るが、歩行に不自由が残っ
てしまう。
夫は入院していた頃以上
に、妻の介護や家事などに
努力【自助】するが、日を
追うごとに疲れ果ててい
き、妻にきつくあたってし
まうこともみられるように
なる。
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第２節 計画の位置づけ
「第 3 次小城市地域福祉計画」は、第２次小城市総合計画を上位計画とし、これまでに策
定された各分野の福祉計画を横断的につなぐとともに、関連する計画のなかでも大きな目標
として掲げられている「地域での支え合いや助け合い」を共有しながら、整合性と連携を確
保して策定します。
また、
「第 3 次小城市地域福祉計画」は、既存の各分野別の福祉計画のように対象者が限
定されるものではなく、すべての市民を対象に、地域における福祉活動を推進するための計
画となります。

＜小城市地域福祉計画の位置づけ＞

第 ２ 次 小 城 市 総 合 計 画

次 小城市地域福祉計 画
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第

連携・補完

第３次小城市地域福祉活動計画
（小城市社会福祉協議会）

・地域 におけ る福祉サー ビ スの適切な利用 の推進 に関す る事項
・地域 におけ る社会福祉を目的 とす る事業 の健全な発達 に関す る事項
・地域福祉 に関す る活動 への住 民 の参加 の促進 に関す る事項

小城市高齢者福祉計 画／
佐賀中部広域連合介護保険事業計 画

小城市子ども ・子育 て支援事業計 画

小城市障が い者計 画 ・障が い福祉計 画

小城市健康プ ラン

小城市男女共同参 画プ ラン

他 の関連計 画 （
教育 ・都市整備 ・防災など）

整合性と連携を確保して策定
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第３節 計画の期間
「第３次小城市地域福祉計画」の期間は、平成 29 年度から平成 33 年度までの 5 年間と
します。
また、社会状況の変化や関連計画との整合性を図るため、必要に応じて見直しを行います。
＜計画の期間＞
平成
19 年度

～

平成
23 年度

平成
24 年度

～

平成
28 年度

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

第１次地域福祉計画
第２次地域福祉計画

第３次小城市地域福祉計画
第３次小城市地域福祉計画
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第４節 計画の策定体制と方法
既存資料調査
既存の統計資料や関連する計画などを整理し、計画策定作業における基礎資料とします。

住民意識調査

基礎 調査

市民に対し、地域福祉に
関する意識やニーズなど
について、選択肢式の調
査票の配布・回収による
調査を行いました。
20 歳以上の市民 2,000 名
を無作為抽出し調査票を
配布、761 名から回答（回
収率 38.1％）がありまし
た。

地域団体ヒアリング

地域団体ヒアリング

グループインタビュー

分野別課題調査

区長連絡協議会、民生委員児童委
員連絡協議会、老人クラブ連合会、
PTA 連絡協議会のメンバー、なら
びに障がいのある人やその家族の
計５団体に対し、地域での福祉課
題や地域福祉推進に向けて必要な
ことなどについて、グループイン
タビューを行いました。
区長連絡協議会については、記述
式調査票の配布回収による調査
としました。

高齢者福祉・介護や児童福祉・子育て
支援、障がい福祉、生活困窮者支援な
どの分野の専門職や市職員に対し、要
支援者の様子をみて感じている福祉
課題やその改善のために必要なこと
などについて、記述式の調査票の配
布・回収による調査を行いました。
高齢者福祉・介護分野：87 名
児童福祉・子育て支援分野：147 名
障がい福祉分野：49 名
生活困窮者支援分野：7 名

課題整 理 ・
取り組 み内容 の検討

現状・課題の抽出・整理

事務局会議
●具体的な調査方法の検討、調査結果の検討・整理
●地域福祉推進のための取り組みと役割分担の検討

計 画内容 の協議

●地域福祉計画有識者会議に提案する計画素案などの検討
計画内容の提案

パブリックコメントの実施
（平成 29 年１月 20 日～２月３日）
地域福祉計画有識者懇話会

計 画完成

●計画内容の協議・承認
●市民の参加の視点から、小城市の地域福祉推進に向けた提言

周知
啓発

小城市地域福祉計画の策定・公表
概要版やホームページなどをとおした周知、啓発など
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第１節 人口・世帯の状況
１

年齢人口構成の推移
平成 2 年（1990 年）の年齢人口構成を
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ら 1949 年の第１次ベビーブームの時期に
生まれた、いわゆる「団塊の世代」と呼ば
れる人たちです。また、18 歳くらいまでの
子どもの年齢層にも大きな山がみられます
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女性人口

男性人口

100

0
100歳
95歳
90歳
85歳
80歳
75歳
70歳
65歳
60歳
55歳
50歳
45歳
40歳
35歳
30歳
25歳
20歳
15歳
10歳
5歳
0歳
0
0

100

200

300

400

500

定住している様子がうかがえます。そのた
め、高齢化率（総人口に占める 65 歳以上
の割合）が一段と高まり、高齢化が急速に
進行することになります。
また、40 歳を中心に大きな山がみられま
す。
「団塊の世代」の子どもたちにあたる年
代になりますが、平成 2 年当時の子どもの
年齢層よりも小さいことから、転入よりも
転出した人たちが多い状況がうかがえます。
また、この年齢層は子育て世代にあたるた

100

200

300

400

500

人

人

資料：国勢調査
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２

年齢３区分別人口構成の推移

小城市の総人口は、平成 2 年の 40,283 人から、15 年後の平成 17 年には 45,852 人
となり、5,569 人増加しましたが、その 10 年後の平成 27 年には 44,259 人となり、平
成 17 年の総人口から、1,593 人減少しました。
年少人口（0～14 歳）は、総人口に占める割合でみると、平成 2 年に 20.9％であったも
のが、平成 27 年には 14.8％に減少し、生産年齢人口（15～64 歳）についても平成 2 年
の 63.5％から平成 27 年には 59.2％に減少しました。逆に、老年人口（65 歳以上）の総
人口に占める割合、いわゆる高齢化率は、平成 2 年には 15.6％であったものが、平成 27
年には 25.7％に増加しました。
小城市では、高齢化が急速にすすんでいる様子がうかがえます。同時に、高齢化に比べる
と緩やかながら、生産年齢人口の減少にともなって、少子化も着実に進行している様子もう
かがえます。
＜年齢 3 区分別人口構成の推移＞
70%

50,000人
45,000人

60%

40,000人
35,000人

50%

30,000人

40%

25,000人
20,000人

30%

15,000人

20%

10,000人

10%

5,000人

0%

0人
平成2年

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

年少人口（０～14歳）

生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）

年少人口の割合

生産年齢人口の割合

老年人口の割合

単位：人
平成２年

平成７年

平成12 年

平成17 年

平成22 年

平成27 年

40,283 43,491
100%
100%
年少人口
8,413
8,663
（ 0 歳～14 歳）
20.9%
19.9%
生産年齢人口
25,565 27,158
（15 歳～64 歳）
63.5%
62.4%
老年人口
6,288
7,670
（65 歳以上）
15.6%
17.6%
※合計値は年齢不詳を含む

45,375
100%
8,356
18.4%
28,304
62.4%
8,715
19.2%

45,852
100%
7,663
16.7%
28,494
62.1%
9,605
20.9%

45,133
100%
7,128
15.8%
27,813
61.6%
10,169
22.5%

44,259
100%
6,553
14.8%
26,194
59.2%
11,387
25.7%

総人口

資料：国勢調査

11

第３次小城市地域福祉計画
第２章 小城市の現状

３

世帯構成の推移

小城市の一般世帯総数は、一貫して増加傾向にあり、平成 2 年に 10,581 世帯であったも
のが、25 年後の平成 27 年には 14,731 世帯となり、4,150 世帯増加しました。
核家族世帯（夫婦のみ、夫婦とその未婚の子、父親または母親とその未婚の子のいずれか
からなる世帯）
の一般世帯総数に占める割合は、
平成 2 年の 54.2％が平成 27 年には 61.4％
となりました。その他の親族世帯の割合については、平成 2 年の 35.7%から平成 27 年に
は 20.0%に減少しました。その他の親族世帯についての多くは、親・子・孫の 3 世代から
なる世帯となります。
＜世帯構成の推移＞
10,000人

70%

9,000人

60%

8,000人
7,000人

50%

6,000人

40%

5,000人
4,000人

30%

3,000人

20%

2,000人

10%

1,000人
0人

0%
平成２年

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

核家族世帯

その他の親族世帯

単独世帯

核家族世帯の割合

その他の親族世帯の割合

単独世帯の割合

60%

4,000世帯
3,500世帯

50%

3,000世帯
40%

2,500世帯

30%

2,000世帯
1,500世帯

20%

1,000世帯
10%

500世帯
0世帯

0%
平成２年

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

夫婦のみ世帯

高齢者夫婦のみ世帯

単独世帯

高齢者ひとり暮らし

高齢者夫婦のみ世帯の割合

高齢者ひとり暮らしの割合
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単位：世帯

13,834
100%

11,853
85.7%

14,276
100%

11,979
83.9%

14,731
100%

11,992
81.4%

116
1.1%

587
5.5%

3,779
35.7%

うち、高齢者 ひとり暮ら し

11,398
86.4%

3,564
33.7%

単独世帯

13,186
100%

568
5.4%
38.7%
815
6.9%
44.2%
1,015
7.7%
46.9%
1,216
8.8%
49.7%
1,365
9.6%
51.6%
1,626
11.0%
55.7%

非親族世帯

そ の他 の親族世帯

平成
27 年

10,575
88.9%

1,469
13.9%
100%
1,845
15.5%
100%
2,164
16.4%
100%
2,446
17.7%
100%
2,645
18.5%
100%
2,921
19.8%
100%

母親 とそ の未婚 の子

平成
22 年

11,894
100%

5,736
54.2%

父親 とそ の未婚 の子

平成
17 年

9,515
89.9%

夫婦とそ の未婚 の子

平成
12 年

10,581
100%

うち、高齢者夫婦 のみ

平成
7年

核家族世帯

夫婦 のみ

一般世帯総数

平成
2年

親族世帯

6
0.1%

1,060
490
10.0%
4.6%
100% 46.2%
6,748
4,080
130
693 3,827
15 1,304
619
56.7%
34.3%
1.1%
5.8% 32.2%
0.1% 11.0%
5.2%
100% 47.5%
7,715
4,515
151
885 3,683
30 1,758
846
58.5%
34.2%
1.1%
6.7% 27.9%
0.2% 13.3%
6.4%
100% 48.1%
8,313
4,633
196 1,038 3,540
46 1,935
944
60.1%
33.5%
1.4%
7.5% 25.6%
0.3% 14.0%
6.8%
100% 48.8%
8,757
4,709
222 1,181 3,222
88 2,209 1,061
61.3%
33.0%
1.6%
8.3% 22.6%
0.6% 15.5%
7.4%
100% 48.0%
9,049
4,628
226 1,274 2,943
115 2,597 1,258
61.4%
31.4%
1.5%
8.6% 20.0%
0.8% 17.6%
8.5%
100% 48.4%
資料：国勢調査
※平成 22 年と平成 27 年の一般世帯総数は、世帯の家族類型「不詳」を含む

夫婦のみの世帯の割合は、
平成 2 年の 13.9%から平成 27 年には 19.8％に増加しました。
また、夫婦のみの世帯に占める高齢者夫婦のみの世帯（夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦
のみの世帯）の割合に注目すると、平成 2 年に 38.7％であったものが、平成 27 年には
55.7％となりました。
単独世帯（ひとり暮らしの世帯）の割合は、平成 2 年の 10.0%から平成 27 年には 17.6%
に増加しました。また、単独世帯のうち、高齢者のひとり暮らしが占める割合は、平成 2 年
に 46.2%であったものが、平成 27 年には 48.4%となりました。
核家族世帯や単独世帯の推移から、親と子もしくは親と子と孫からなる世帯の割合が減少、
夫婦のみもしくは単独世帯の割合が増加し、世帯の小規模化が進行している様子がうかがえ
ます。さらに、世帯の小規模化は、高齢者世帯がより顕著であるといえます。
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また、父子家庭もしくは母子家庭（核家族世帯のうち未婚、死別または離別の母親または
父親とその未婚の 20 歳未満の子どものみからなる一般世帯）であるひとり親世帯について
は、母子世帯が増加傾向にあり、平成 7 年に 131 世帯であったものが、平成 27 年には 270
世帯となり、20 年間で倍増となりました。
＜ひとり親世帯の推移＞
300世帯

270

254
232

250世帯
200世帯

171
131

150世帯
100世帯
50世帯

30

25

31

31

25

0世帯
平成7年

平成12年
平成17年
父子世帯
母子世帯

平成22年

平成27年

資料：国勢調査
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第２節 支援が必要な人たちの状況
本節では、地域社会から孤立しがちな地域福祉の対象となる人たちの状況について整理し
ます。

１

要介護・要支援認定者の状況

小城市の要介護認定者数は、平成 24 年度から平成 28 年度までの間、増加しました。
要支援１、２および要介護１を軽度者とすると、平成 24 年度の軽度者数は 1,009 人で、
要介護認定者に占める軽度者の割合は 48.8%でしたが、
平成 28 年度には、
軽度者数が 1,327
人で、要介護認定者に占める割合が 57.1%となり、軽度者の割合が大きくなりました。
＜要介護・要支援認定者数の推移＞
2,500人

2,000人

1,500人

1,000人

500人

0人
平成24年度
要支援１

項 目
総 数
要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

平成25年度

要支援２

要介護１

平成26年度
要介護２

平成27年度

要介護３

平成28年度

要介護４

要介護５

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

2,065 人
298 人
14.4%
283 人
13.7%
428 人
20.7%
287 人
13.9%
302 人
14.6%
260 人
12.6%
207 人
10.0%

2,179 人
379 人
17.4%
324 人
14.9%
475 人
21.8%
290 人
13.3%
274 人
12.6%
244 人
11.2%
193 人
8.9%

2,216 人
389 人
17.6%
338 人
15.3%
494 人
22.3%
276 人
12.5%
290 人
13.1%
228 人
10.3%
201 人
9.1%

2,280 人
396 人
17.4%
375 人
16.4%
524 人
23.0%
291 人
12.8%
267 人
11.7%
228 人
10.0%
199 人
8.7%

2,328 人
386 人
16.6%
374 人
16.1%
567 人
24.4%
299 人
12.8%
287 人
12.3%
215 人
9.2%
200 人
8.6%

資料：介護保険事業報告（各年度 10 月の値）
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２

障害者手帳所持者の状況

【身体障がいのある人の状況】
身体障害者手帳の所持者数は、平成 24 年度の 2,206 人と平成 28 年度の 2,423 人を比
較すると 217 人増加しました。
＜身体障害者手帳所持者数の推移＞
単位：人

年 代別
障が い程度別
障が い種 別

区 分

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

合 計

2,206

2,258

2,298

2,366

2,423

18 歳未満

44

42

36

36

37

18 歳以上

2,162

2,216

2,262

2,330

2,386

1級

573

590

592

597

621

2級

367

358

339

339

344

3級

341

344

359

366

358

4級

481

510

533

572

598

5級

263

266

283

290

301

6級

181

190

192

202

201

視覚障がい

145

145

138

138

140

聴覚･平衡機能障がい

240

238

241

245

240

23

20

18

18

18

肢体不自由

1,262

1,294

1,329

1,369

1,393

内部障がい

536

561

572

596

632

音声･言語・そしゃく機能障がい

資料：高齢障がい支援課（各年度 10 月 1 日現在）

＜障がい程度別の割合（平成 28 年度）＞

＜障がい種別の割合（平成 28 年度）＞
視覚障がい, 5.8%
聴覚･平衡機能
障がい, 9.9%

6級. 8.3%

5級. 12.4%

内部障がい,
26.1%

1級. 25.6%

2級. 14.2%

4級. 24.7%

肢体不自由,
57.5%

3級. 14.8%
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年代別でみてみると、身体障害者手帳所持者のほとんどが 18 歳以上で、平成 28 年度で
は、18 歳以上の身体障害者手帳所持者が 2,386 人で、全体の 98.5％を占めました。障が
い程度別でみてみると、最重度である身体障害者手帳 1 級が最も多く、次いで 4 級が続きま
した。平成 28 年度では、身体障害者手帳 1 級の所持者と 2 級の所持者を合わせると 965
人で、全体の 39.8％を占め、重度の身体障害者手帳所持者が約４割となりました。障がい種
別でみてみると、
肢体不自由のある人が最も多く、
平成 28 年では 1,393 人で、
全体の 57.5%
を占めました。

【知的障がいのある人の状況】
療育手帳の所持者数は、平成 24 年度の 372 人と平成 28 年度の 447 人を比較すると
75 人増え、この間一貫して増加しました。
＜療育手帳所持者数の推移＞
単位：人

区 分

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

合 計

372

374

399

421

447

18 歳未満

87

77

88

92

97

18 歳以上

285

297

311

329

350

Ａ（重度）

155

155

164

168

171

Ｂ（中・軽度）

217

219

235

253

276

年代別

障害程度別
資料：高齢障がい支援課（各年度 10 月 1 日現在）

＜障がい程度別の割合（平成 28 年）＞

Ａ（重度）, 38.3%
Ｂ（中・軽度）,
61.7%

年代別でみてみると、18 歳未満の療育手帳所持者のほうが、18 歳以上よりも少なく、平
成 28 年度では、18 歳未満の療育手帳所持者が 97 人で、全体の 21.7%を占めました。障
がい程度別でみてみると、重度である療育手帳 A の所持者のほうが、中・軽度の B よりも少
なく、平成 28 年度では、療育手帳 A の所持者が 171 人で、全体の 38.3%を占めました。
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【精神障がいのある人の状況】
精神障害者保健福祉手帳の所持者は、平成 24 度年の 194 人と平成 28 年度の 295 人を
比較すると 101 人増え、この間一貫して増加しました。
＜精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移＞
単位：人

区 分

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

合 計

194

223

247

269

295

18 歳未満

15

23

25

24

25

18～64 歳

153

171

190

196

225

65 歳以上

26

29

32

49

45

1級

26

22

20

19

23

2級

117

134

155

167

173

3級

51

67

72

83

99

年代別

障害程度別

資料：高齢障がい支援課（各年度 10 月 1 日現在）

年代別でみてみると、精神障害者保健福祉手帳所持者の大半が 18～64 歳で、平成 28 年
では、18～64 歳の精神障害者保健福祉手帳所持者が 225 人で、全体の 76.3％を占めまし
た。障がい程度別でみてみると、精神障害者保健福祉手帳所持者の大半が２級で、平成 28
年度では、
精神障害者保健福祉手帳２級の所持者が 173 人で、
全体の 58.6%を占めました。
＜障がい程度別の割合（平成 28 年）＞
1級,
7.8%

3級, 33.6%

2級, 58.6%

また、自立支援医療（精神通院医療）の受給者は、平成 24 年度の 510 人と平成 28 年度
の 611 人を比較すると 101 人増え、この間一貫して増加しました。
＜自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移＞
単位：人

区 分
自立支援医療（精神通院医療）受給者数

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

510

537

559

593

611

資料：高齢障がい支援課（各年度 10 月 1 日現在）
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３

生活保護世帯・児童扶養手当受給者の状況

生活保護の受給世帯数と受給者数は増加傾向にあり、平成 28 年度には 181 世帯、224
人まで増加しました。
＜生活保護受給世帯数・受給者数の推移＞
240世帯

240人
224

220世帯

211

209

220人

195

200世帯

200人
181

172

180世帯

180人
166
156

160世帯

160人

149

140世帯

140人

128

120世帯

120人

100世帯

100人
平成24年度

平成25年度

平成26年度

受給世帯数

平成27年度

平成28年度

受給者数

資料：社会福祉課（各年度 4 月 1 日現在）

また、父母が離婚するなどして父親または母親の一方からしか養育を受けられないひとり
親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される児童扶養手当の受給者数については、
平成 24 年度の 476 人から、平成 28 年度には 436 人となり、40 人減少しました。
＜児童扶養手当受給者数の推移＞
単位：世帯、人

区 分
受給者数

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

476

449

458

456

436

資料：社会福祉課（各年度 10 月 1 日現在）
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第３節 社会資源の状況
本節では、地域福祉を推進していくために重要となる福祉サービスなどに関わる施設・事
業所や人的な資源について整理します。

１

福祉サービスなどに関わる施設・事業所の状況

小城市内に所在する高齢者福祉・介護分野、児童福祉・子育て支援分野、障がい福祉分野
の福祉サービスに関わる施設・事業所の状況は、以下のとおりです。

＜高齢者福祉・介護分野＞
平成 28 年 10 月 1 日現在

施設・事業所

箇所数

養護老人ホーム

1

軽費老人ホーム（ケアハウス）

2

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

4

介護老人保健施設（老人保健施設）

2

訪問介護（ホームヘルプ）事業所

3

訪問看護事業所

4

通所介護（デイサービス）事業所

24

短期入所生活介護・療養介護（ショートステイ）事業所

5

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）事業所

10

小規模多機能型居宅介護

2

認知症対応型通所介護事業所

2

居宅介護支援事業所

9

地域共生ステーション

9

地域包括支援センター

2
資料：

社会福祉課
高齢障がい支援課
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＜児童福祉・子育て支援分野＞
平成 28 年 10 月 1 日現在

施設・事業所

箇所数

児童センター

1

認可保育所（園）

4

幼稚園

3

認定こども園

3

小規模保育施設

1

認証保育施設

1

小学校

8

中学校

4

放課後児童クラブ

16

子ども支援センター

1

放課後等デイサービス事業所

6
資料：

社会福祉課
高齢障がい支援課
教育総務課
保育幼稚園課

＜障がい福祉分野＞
平成 28 年 10 月 1 日現在

施設・事業所

箇所数

共同生活援助（グループホーム）事業所

4

居宅介護事業所

2

重度訪問介護事業所

2

生活介護事業所

2

就労継続支援（Ａ型）事業所

2

就労継続支援（Ｂ型）事業所

6

相談支援事業所

4
資料：
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２

福祉活動に関する人的資源の状況

【民生委員・児童委員】
民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき、市民のなかから選ばれ、市の推薦会および
県知事の推薦を受けて厚生労働大臣が委嘱します。任期は３年で、児童福祉法の規定により、
児童委員を兼務しています。民生委員・児童委員のなかには、児童福祉問題を専門に担当す
る主任児童委員がいます。
主な職務は、以下の通りです。
・市民の生活状態を把握し、要援護者の自立への相談・助言・援助を行うこと
・要援護者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報提供、その他援助を行うこと
・社会福祉事業者または社会福祉活動者と密接に連携し、その事業または活動を支援する
こと
・福祉事務所やその他の関係行政機関の業務に協力すること
小城市では 91 人（定数）の民生委員・児童委員（うち主任児童委員が８人（定数）
）が活
動しています。
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第１節 基本理念
私たちのまち「小城市」には、子どもから高齢者まで、また、男性・女性、障がいのある
人・ない人、さらには、外国籍の人など、さまざまな人が生活しています。
これらのすべての市民が、住み慣れた我が家、住み慣れた地域で、家族や地域の人ととも
に、安心して暮らし続けられるまちをつくっていくことが求められています。
これらの願いは、普遍的なものです。
本市では、すべての市民が安心して自分らしく生活できる、誰にでもやさしい支えあいの
あるまちをめざして、市民や地域の関係団体などと行政とが協働して取り組むこととし、計
画の基本理念を引き続き、

みんなでつくろう！
誰にでもやさしい支えあいのまち 小城
とします。
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第２節 基本目標
基本理念の実現に向けた本計画の基本目標として、以下の３つの柱を設定します。

支援につながる仕組みづくり
誰もが必要なときに適切な福祉に関する支援を利用できる地域をめざします。そのため
に、福祉に関する支援についての情報提供や相談支援体制を充実させ、福祉に関する支援
につながる仕組みづくりをすすめます。

安心して暮らせる基盤づくり
誰もが安心して安全に暮らせる地域をめざします。そのために、地域での助け合いや支
え合いの仕組みと体制を整えるとともに、福祉サービスの提供体制の充実を図ることで、
地域において安心して暮らせる基盤づくりをすすめます。

気軽に参加できる環境づくり
誰もが地域福祉活動に参加できる地域をめざします。そのために、学びの機会を提供し、
交流の場を充実させ、参加しやすい地域活動やボランティア活動の推進を図ることで、社
会参加の機会の充実を図る環境づくりをすすめます。
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第３節 取り組みの体系
基本目標１ 支援につながる仕組みづくり
取り組みの柱

１ わかりやすい情報提供と
身近な相談支援の充実

取り組み

（１）支援の情報をわかりやすく伝える
（２）身近で気軽な相談支援をすすめる
（１）相談支援の専門性や利便性を向上させる

２ 相談支援機能の充実
（２）連携しながら相談支援をすすめる

基本目標２ 安心して暮らせる基盤づくり
取り組みの柱

取り組み

（１）隣近所などでの身近な助け合いをすすめる
１ 安心して暮らせる支援
の充実

（２）小地域での組織的な支援をすすめる
（３）福祉サービスの量や質の充実を図る
（１）虐待防止のための支援を強化する

２ いのちを守る支援の充実
（２）災害時の避難に備える

基本目標３ 気軽に参加できる環境づくり
取り組みの柱

取り組み

（１）人権や福祉のことについて学ぶ
１ 学ぶ機会の充実
（２）福祉の制度や支援の方法について学ぶ
（１）気軽に参加できる交流の場を広めていく
２ 地域での参加機会
の推進

（２）地域の活動や行事を参加しやすくする
（３）ボランティア活動を参加しやすくする
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第１節 支援につながる仕組みづくり
１

わかりやすい情報提供と身近な相談支援の充実

（１）支援の情報をわかりやすく伝える
■現状と課題
○福祉に関する支援の情報を必要としている人たちへ伝えていくための工夫が大切だ
住民意識調査では、地域における支え合いや助け合いの活動を活発にしていくために重要な
ことについてたずねたところ、「地域における福祉活動に関する情報を得やすくする」が
29.3％で、最も高くなりました。
＜地域における支え合いや助け合いの活動を活発にしていくために重要なことについて＞
<複数回答>
N=761

0%

10%

20%

地域における福祉活動の意義と
重要性をもっとＰＲする

28.0

地域における福祉活動の活動費や
運営費などの資金的な援助を行う

17.0

地域における福祉活動の担い手づくりを
すすめる

18.5

福祉活動の相談・指導を担当する専門職員の
充実を図る

27.3

困っている人と支援できる人をつなぐ人材を
育成する

28.4

地域における福祉活動に関する情報を
得やすくする

29.3

地域における福祉活動に住民の参加を促す
取り組みをすすめる

19.7

学校教育や社会教育での福祉教育を充実する

19.7

特にない
不明・無回答

40%

27.1

地域でボランティアなどの活動拠点となる
場所を整備する

その他

30%

2.0
3.8
8.5

分野別課題調査では、高齢者福祉・介護分野から、
「福祉や介護のサービスについて、高齢
者やその家族にきちんと伝わっていない」や「福祉や介護のサービスのことを丁寧に知らせて
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いくことが大事で、知ることで適切にサービスが利用できれば、介護などの負担を軽減できる
ところもある」などの意見がありました。また、障がい福祉分野からは、「障がいのある人へ
の支援制度や障がい福祉サービスなどの情報が十分に行き届いていない。サービス利用を必要
とする人たちに情報が届いていない」との意見がありました。
福祉に関する支援の情報について、必要としている人たちへきちんと伝えていくために工夫
していくことが求められています。

○市役所が発信する福祉に関する支援情報は、市民の重要な情報源となっている
住民意識調査では、福祉サービスに関する情報源についてたずねたところ、
「広報「さくら」
（小城市報）
」が 55.7％で、最も高くなりました。
＜福祉サービスに関する情報源について＞
<複数回答>
N=761

0%

20%

市役所
3.0

民生委員・児童委員

2.4
0.1

ケアマネジャーやホームヘルパー

5.8

家族や親戚

10.5

近所の人

5.5

友人・知人

13.1

職場などの同僚

6.6

行政区（自治会）の回覧板

11.2

広報「さくら」（小城市報）

55.7

社協だより

10.4

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ

18.7

インターネット
まちなか市民交流プラザ
地域包括支援センター（おたっしゃ本舗）
保健福祉センター

10.9
0.3
3.8
2.4

児童センター「ゆうゆう」

0.1

地域活動支援センター・相談支援事業所

0.9

公民館

0.7

病院や施設
保育所（園）、幼稚園、認定こども園
小中学校
情報を得る方法がわからない

5.1
2.8
4.5
6.3

情報を得る必要がない

3.2

その他

2.8

不明・無回答

60%

21.7

社会福祉協議会

主任児童委員

40%

5.4

29
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分野別課題調査では、児童福祉・子育て支援分野から、
「行政サービスの内容をもっとアピー
ルすることが大切。情報提供の充実が求められている」との意見がありました。
市役所が発信する福祉に関する支援についての情報は、市民にとっての重要な情報源と
なっています。よりわかりやすく福祉に関する支援情報を伝えていくために、市役所からの
発信情報のさらなる工夫が求められています。

取り組みの方針
◇ 福祉に関する支援を必要とする人が必要な情報をいつでも得られるような仕組みづくり
をすすめます。また、情報の入手が困難な人へのきめ細かい配慮など、わかりやすい情報
を提供するための工夫と充実を図ります。
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役割分担
●広報紙や回覧板などをよく読み、福祉に関する支援についての知識
を積極的に身につけます。
自分や家族が
取り組むこと

●必要な福祉に関する支援の情報を周囲に求めます。
●福祉に関する支援についての講演会や研修会などに参加するよう
心がけます。
●福祉に関する支援について、どのような情報が必要なのかというこ
とを関係機関の窓口に伝えるなど、積極的に発信します。
●回覧板を活用し、福祉に関する支援の情報を伝達します。
●福祉に関する支援について、情報交換や意見交換ができる場を設け
ます。

地域の組織・団体が
取り組むこと

●福祉に関する支援についての講演会や研修会などを地域で開催し
ます。
●民生委員・児童委員ならびに行政区（自治会）や老人クラブなどに
よる見守り活動のなかで、福祉に関する支援の情報を提供します。
●民生委員・児童委員など、地域において相談支援に携わる人は、自
らの役割について周知します。
●福祉サービス事業所では、必要な福祉に関する支援などについての

事業所などが
取り組むこと

情報を利用者やその家族に対し、十分に説明します。
●福祉サービス事業所では、地域の人たちにサービス内容を理解して
もらうため、施設見学などを積極的に開催します。
●社会福祉協議会の役割や活動内容について周知します。
●社協だより「絆」
、ホームページ、パンフレットなどを見やすく読
みやすくなるよう工夫し、分かりやすい情報提供に努めます。
●地域でのサロン活動などに参加し、福祉に関する支援や地域での福

社会福祉協議会が
取り組むこと

祉活動についての情報提供を行います。
●福祉に関する支援についての情報を提供する各支所窓口では、情報
提供のみに留まることなく、必要な支援の利用につながるよう十分
に配慮します。
●福祉に関する支援についての情報の入手や理解が困難と思われる
世帯には、訪問相談の支援を行うなど、きめ細かい情報の提供に努
めます。
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●小城市広報「さくら」で、福祉に関する支援についての情報の提供
の充実を図ります。
●高齢者向けに文字を大きくしたり、障がいのある人向けに音訳する
など、情報の受け手の特性に合わせた福祉に関する支援についての
情報提供を工夫します。
●ホームページやパンフレットなどについては、見やすく読みやすく
なるよう工夫をして、福祉に関する支援についての情報を提供する
よう努めます。
●福祉に関する支援の内容や利用の手続きなどの情報を分かりやす
くまとめたチラシや冊子などを作成し、対象となる人に配布できる
よう努めます。
●地域の組織や団体、保育園や幼稚園、認定こども園、小中学校など
の場を活用しながら、福祉に関する支援制度の浸透に努めます。
●情報の受け手の対象を絞り、確実かつ効率よく福祉に関する支援に
ついての情報を提供するため、支援の提供や調整役となる福祉専門
行政が
取り組むこと

職や、個別福祉分野の協議会やネットワークを活用します。
●地域包括支援センターなど、福祉に関する支援についての情報提供
や専門的な相談に応じる窓口の周知を図ります。
●民生委員・児童委員や福祉サービス事業所など、地域において相談
支援に携わる人や事業所について周知します。
●福祉に関する支援についての情報提供を行う相談窓口では、手話や
筆談などによるコミュニケーション支援が行える体制を整えます。
●福祉に関する支援についての説明会を地域において開催するとと
もに、その会場では、情報保障の観点から求められる配慮に努めま
す。
●福祉に関する支援についての情報を提供する窓口では、情報提供の
みに留まることなく、必要なサービス利用につながるよう十分に配
慮します。
●情報の入手が困難と判断される高齢者や障がいのある人には、その
家族に対してもていねいに説明するなど、情報が行き届くよう努め
ます。
●福祉サービスに関する情報の入手や理解が困難と思わるところに
は、訪問相談の支援を行うなど、きめ細かい情報の提供に努めます。
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（２）身近で気軽な相談支援をすすめる
■現状と課題
○困りごとや悩みごとについて、身近で気軽に相談できる場や機会が求められている
住民意識調査では、住み慣れた地域で、安心して暮らしていくための大切な福祉のあり方に
ついてたずねたところ、
「身近なところでの相談窓口の充実」が 35.0％で、最も高くなりま
した。
＜住み慣れた地域で、安心して暮らしていくための大切な福祉のあり方について＞
<複数回答>
N=761

0%

10%

20%

ホームヘルパーやデイサービスなどの
在宅福祉サービスの充実
特別養護老人ホームなどの施設サービスの
充実

30%

34.2
21.8

身近なところでの相談窓口の充実

35.0

専門性の高い相談支援の充実

15.2

福祉や介護のサービスに関する情報提供の
充実
手当など、個人や家族に対する金銭的な
援助の充実
施設や交通機関などにおけるバリアフリーの
推進

25.6
21.9
5.0

個人の自立を支援するサービスの充実

10.6

地域活動や地域福祉活動への公的な援助の
充実

11.8

地域活動や地域福祉活動を担う人材の育成

8.3

気軽に集まれる場の充実

17.5

健康づくりや生きがいづくりの推進

15.0

住民がともに支え合い、
助け合える地域づくりの推進

17.2

福祉教育の充実

5.5

その他

1.2

特にない

1.6

不明・無回答
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分野別課題調査では、高齢者福祉・介護分野から、
「近くに我が子がいなかったり、親しく
している近隣者もいないため、何かあった時に相談したり、頼ったりすることができないで
いる」との意見とともに、
「福祉や介護のサービスの利用について、よくわからないことも多
いので、気軽に相談できるような取り組みが大事だ」や「行政のほうでも地域に出向き、家
庭訪問などをすすめながら、支援していくことが大事だ」などと指摘する意見がありました。
児童福祉・子育て支援分野からは、
「行政サービスの情報や支援が、それを必要とする人たち
のところに届いていない。地域を巻き込みながら、丁寧なかかわりをすすめていくことも大
事だ」との意見とともに、
「子育てのことでわからないことや悩んでしまった時、相談したり、
助言してくれる人が身近にいない。インターネット頼りの育児になっていることもあって、
不安感が高い」や「地域で孤立し、子育てに孤軍奮闘している家族が、気軽に相談できるよ
うな場や機会を充実させていくことが大事だ」など、多くの意見がありました。また、ひと
り親家庭においては、
「悩みごとやわからないこと、何か決めたりしないといけない時、家庭
のなかで身近に相談できる人がいないため、ひとりで抱え込んでしまうことなって、気苦労
が大きいようだ」と指摘する意見がありました。生活困窮者支援分野からは、
「どこに相談に
いったらわからない生活困窮者が多い。行政、社会福祉協議会、その他の機関において、積
極的に自ら訪問し、悩みごとを聞き、支援することが大事である」などの意見がありました。
市民にとって距離的にも、気持ちのうえでも、身近なところで、困りごとや悩みごとを気
軽に相談できる場や機会が求められています。

取り組みの方針
◇ 民生委員・児童委員など、地域において相談支援に携わる人たちが、市民の身近で気軽な
相談相手になるように、また、市役所の相談窓口、相談支援を行っている福祉サービス事
業所など、地域の相談支援機関が、市民にとってより身近なものとなるように努めながら、
相談支援の充実を図ります。
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役割分担
自分や家族が
取り組むこと

●困っているときには悩みをひとりで抱えこまず、地域において相談
支援に携わる人たちや地域の相談支援機関などに気軽に相談しま
す。
●近所づきあいを大切にし、お互いに気軽に相談し合える関係を築き

隣近所が協力して
取り組むこと

ます。
●隣近所の人が困りごとで悩んでいたら、地域において相談支援に携
わる人たちや地域の相談支援機関に、気軽に話してみるよう声をか
け合います。
●相談活動に携わる人たちは、日頃から自分のことやその役割につい
て、市民に知らせるよう心がけます。

地域の組織や団体が
取り組むこと

●相談活動に携わる人たちは、日頃から地域において信頼関係を築
き、相談しやすい雰囲気づくりを心がけるなど、市民にとって気軽
に相談できる存在となるよう努めます。
●相談活動に携わる人たち同士の情報交換や意見交換の場を設ける
など、連携を強化する仕組みづくりをすすめます。

事業所などが
取り組むこと

●福祉サービス事業所が利用者やその家族にとって、より身近で気軽
な相談の場となるよう、相談機能の向上に努めます。
●誰もが気軽に立ち寄れる環境と相談しやすい雰囲気を整えます。

社会福祉協議会が
取り組むこと

●積極的に地域へ出向き、相談に応じながら、福祉サービスの利用に
つないでいくアウトリーチ型の支援を行います。
●地域において相談支援に携わる人たちに対し、研修を行い、スキル
アップを図ります。
●誰もが必要なときに気軽に相談できるよう、地域において相談支援
に携わる人たちや地域の相談支援機関の周知を図ります。

行政が
取り組むこと

●市職員による相談支援が、市民にとってより身近なものとなるよ
う、積極的に地域へ出向き、相談に応じながら、福祉に関する支援
の利用につないでいくアウトリーチ型の支援をすすめます。
●地域において相談支援に携わる人たちに対し、研修を行い、スキル
アップを図ります。
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２

相談支援機能の充実

（１）相談支援の専門性や利便性を向上させる
■現状と課題
○市役所などの行政機関は、福祉に関する支援の相談のための期待度が高い
住民意識調査では、生活上の困りごとを抱えたときの家族以外の相談場所や相談相手につい
てたずねたところ、
「市役所などの行政機関」が 53.5％で、最も高くなりました。
＜生活上の困りごとを抱えたときの家族以外の相談場所や相談相手について＞
<複数回答>
N=761

0%

20%

40%

60%
53.5

市役所などの行政機関
10.2

社会福祉協議会

7.2

民生委員・児童委員
主任児童委員

0.0
5.7

行政区（自治会）の役員

10.4

ケアマネジャーやホームヘルパー
病院や施設
保育所（園）、幼稚園、
認定こども園、小中学校
福祉活動を行っている民間団体

20.0
2.4
4.1

近所の人

8.4

友人・知人

46.9
17.6

職場などの同僚
相談するところがない
相談はしない
その他
不明・無回答

5.4
4.1
2.8
5.8

市役所などの行政機関については、福祉に関する支援についての相談のために、多くの市
民が期待をしており、また、専門的な相談についてもきちんと対応していくことが求められ
ています。
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○必要な支援につないでいくための相談支援を工夫していくことが大事だ
分野別課題調査では、高齢者福祉・介護分野から、
「介護が必要な家族に対する関心やかか
わりが薄くなってしまっているところがあって、家庭内での適切な介護や支援が行われていな
いことがある」との意見とともに、
「介護が必要な高齢者がいる家庭のなかには、介護のこと
などの問題が生じたとしても、家族のなかで抱え込んでしまっていることがある」や「独立別
居している子どもたちに頼って迷惑をかけたくないけど、自分たちだけではうまく対応できず
悩み、また、そのような状況を子どもが理解してくれないこともある」などの意見がありまし
た。また、障がい福祉分野からは、
「障がいのある人の家族のなかで、本人の障がいに対する
理解が十分でなかったり、無関心であったり、支援している人たち任せになっていることがあ
る」との意見とともに、「障がいのある人たちを支援する制度やサービスについて知らないこ
とが多く、気軽に、また、継続的な相談が難しいこともある。丁寧な相談支援の充実を図って
いくことが大事だ」や「家族が障がいのことを受け入れられないでいるところがある。そのこ
ともあって、適切な支援につながっていないこともある」などの意見がありました。さらに、
「家族や支援する側の考えが優先され、障がいのある人本人の意思が十分に反映された支援に
なっていないことがある」と指摘する意見もありました。
グループインタビューでは、障がいのある人やその家族を取り巻く課題として、
「生活での
困りごとなど、相談を受けたことがなく、家庭内で抱え込んでしまっているようだ」や「老人
施設では家族ではなく職員がいろいろと動いて手助けをしてくれるが、障がい者施設では家族
の方がいろいろと動き回っており、障がいのある人を手助けする公的な職員はいないのだろう
かと思う」などの意見がありました。
支援を必要としている人たちに対し、必要な支援につないでいくための相談支援について、
工夫しながらきちんと取り組んでいくことが求められている。

取り組みの方針
◇ 困りごとを抱える人のさまざまなニーズに適切に対応することができるよう相談支援の
専門性を向上させるとともに、ていねいできめ細かな相談窓口での対応をすすめていくこ
とで、相談者の利便性の向上を図ります。
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役割分担
●自分や家族だけで解決していくことが困難な悩みは抱えこまず、積
極的に専門的な関係機関の相談窓口を利用するよう心がけます。
自分や家族が
取り組むこと

●家族が困難な問題で悩んでいたら、専門的な関係機関の相談窓口を
利用するよう、声をかけます。
●必要に応じて、広報やホームページなどを利用して、専門的な関係
機関の相談窓口に関する情報を収集します。

隣近所が協力して
取り組むこと

●隣近所の人が子育てや福祉、介護などのことで悩んでいたり、困り
ごとを抱え込んでいたら、専門的な関係機関の相談窓口を利用する
よう声をかけ合います。
●福祉に関する支援についての専門的な関係機関の相談窓口のこと

地域の組織や団体が
取り組むこと

を知らせていきます。
●生活上での困りごとについて、専門的な支援の必要性が確認できた
場合には、行政機関などの専門の相談窓口へつなぎます。
●福祉に関する支援についての相談に応じる福祉サービス事業所で

事業所などが
取り組むこと

は、相談員の専門性の向上に努めるとともに、相談者の利便性の向
上につながるよう、相談支援体制の充実を図ります。
●利用者本人の利益を最優先に考え、本人の自己選択・自己決定を促
すていねいな意思決定支援を実践します。
●福祉相談などを担う相談員の専門性の向上に努めるとともに、法律

社会福祉協議会が
取り組むこと

相談を含め、相談者の利便性の向上につながるよう、相談支援体制
の充実を図ります。
●相談窓口に訪れることが難しい人に対しては、訪問相談の支援を行
うなど、相談支援の利便性の向上に努めます。
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●相談窓口の担当職員の知識向上のため、研修の機会を充実します。
●専門性の高い相談支援に対応するため、専門職の配置や専門的な福
祉サービス事業所への業務委託などにより、相談支援体制の強化に
努めます。
●専門性の高い相談支援に対応するため、専門の関係機関や団体との
情報交換や連携を強化します。
●相談者の利益を最優先に考え、必要と思われる福祉サービスを積極
的に紹介し、相談者の自己選択・自己決定を促すていねいな意思決

行政が
取り組むこと

定支援を実践します。
●どのようなことが、どこに行けば相談できるのかを分かりやすくす
るため、多岐にわたる各種相談窓口をコンパクトに整理しながら、
周知を図ります。
●担当する相談窓口が複数箇所にまたがるときには、相談者に対して
いねいな案内を心がけるとともに、必要に応じ、同行しながら支援
します。
●相談窓口に訪れることが難しい人に対しては、訪問相談の支援を行
うなど、相談支援の利便性の向上に努めます。

（２）連携しながら相談支援をすすめる
■現状と課題
○複雑かつ多問題化した福祉課題を抱えている実態をきちんと把握することが大切だ
グループインタビューからは、
「ひとり親家庭については、個人情報保護の徹底で、情報が
聞こえてこないので、わかりにくい。表面上は何でもないようにみえるが、なかに入れば、
問題があるのかもしれない。
6 人に 1 人の子どもが貧困といわれるが、
区長にはわからない」
との意見がありました。
分野別課題調査では、高齢者福祉・介護分野から、
「低額な年金のみの生活となっていると
ころもあり、必要な介護や医療などのサービスを制限せざるを得ないと人たちもいる」や「親
の介護のために離職し、親の年金が生活の糧となっているところがみられる。将来的な生活
不安を抱えてしまっている」などの意見がありました。また、児童福祉・子育て支援分野で
は、
「保育や教育に必要な費用を十分に負担することができない」や「食事がきちんと摂れて
いなかったり、服装や身体が清潔に保たれていないなど、基本的な生活が成り立っているか
が気になることがある」、
「生活が困窮しているため、進学をあきらめざるを得なかったり、
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親が教育に対する関心が薄いなど、教育の機会が失われてしまうことがある」などを指摘す
る意見がありました。障がい福祉分野からは、
「生活に困窮しているため、必要な利用したい
サービスを利用できないでいる」や「障がい福祉サービスなどをうまく活用できない状況も
あって、家族介護者が十分に仕事することができないでいることがある」などの意見があり
ました。生活困窮者支援分野からは、
「本人がしっかりと仕事をすることが大事であるが、複
合的な課題を抱えている人が多いと思われる」と指摘する意見がありました。
生活に困窮している人や世帯では、複雑かつ多問題化した福祉の課題を抱えている様子がう
かがえます。そのような実態について、きちんと把握していくことが、必要な支援につないで
いくために大切になります。

○市役所内や関係機関で連携を深めながら相談支援をすすめていくことが大事だ
分野別課題調査では、高齢者福祉・介護分野から、
「生活が困窮している高齢者世帯のなか
には、相談相手がいなかったり、適切な相談支援につながっていることもあるようだ。専門機
関による声かけ訪問なども大事だ」との意見がありました。障がい福祉分野からは、
「複雑で
多問題化している福祉課題を抱えていることが多い障がいのある人の世帯への支援のために
は、関係部署が連携して対応していくことが大事だ」と指摘する意見がありました。生活困窮
者支援分野からも、
「複合して問題がより深刻になっている場合が多いと思われる。地域にお
いて生活の変化を察知できるような見守りの取り組みと、関わる人と行政組織との情報を共有
できる仕組みなどを可及的に構築していく必要があると考える」との意見がありました。
生活に困窮している人や世帯について、相談支援につながりにくい実態を踏まえ、市役所内
や関係機関で情報を共有し、連携を深めながら、相談支援をすすめていくことが大事です。

取り組みの方針
◇ 複雑かつ多問題化した福祉の課題を抱える人や世帯などにすみやかに対応し、適切な福祉
に関する支援につながるように、市役所内や、地域の相談支援機関や関係機関の間で情報
共有や連携を強化しながら、包括的な相談支援をすすめます。
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役割分担
自分や家族が
取り組むこと
隣近所が協力して
取り組むこと

●複雑な多くの福祉の課題が重なり合っているときには、抱え込むこ
となくすみやかに、専門的な関係機関の相談窓口を利用するよう心
がけます。
●隣近所の人が複雑な多くの福祉の課題を抱え込んでいたら、専門的
な関係機関の相談窓口を利用するよう声をかけ合います。
●複雑かつ多問題化した福祉の課題についての専門的な関係機関の

地域の組織や団体が
取り組むこと

相談窓口のことを知らせていきます。
●生活上での困りごとについて、複雑な多くの福祉の課題を抱え込ん
でいることが確認できた場合には、行政機関などの専門の相談窓口
へつなぎます。

事業所などが
取り組むこと

●福祉サービス事業所で、利用者が複雑かつ多問題化した福祉の課題
を抱えているときには、関係する機関や事業所などと情報を共有
し、連携を図りながら、相談支援をすすめます。
●生活福祉資金の貸付事業に関する問い合わせがあった時点から、必
要に応じて、関係機関と情報を共有し、連携を図りながら、包括的

社会福祉協議会が
取り組むこと

な相談支援をすすめます。
●生活困窮者などを支援している地域の組織や団体、事業所などと協
力関係を構築しながら、複雑かつ多問題化した福祉の課題を抱える
人や世帯の包括的な相談支援に応じていく体制づくりをすすめま
す。
●生活の困窮にかかわる情報を市役所内で共有することで、すみやか
に相談支援につながるよう努めます。

行政が
取り組むこと

●地域で活動している相談支援窓口のネットワークを構築し、情報交
換や情報の共有を図りながら、複雑かつ多問題化した福祉の課題を
抱える人や世帯の包括的な相談支援に応じていく体制づくりをす
すめます。
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第２節 安心して暮らせる基盤づくり
１

安心して暮らせる支援の充実

（１）隣近所などでの身近な助け合いをすすめる
■現状と課題
○隣近所のかかわりが希薄化するなか、近所づきあいは大切との思いが強いようだ
住民意識調査では、普段の近所づきあいの程度についてたずねたところ、
「たまに立ち話を
する程度」が 36.3％で、最も高くなりました。また、つきあいがほとんどない理由について
は、
「かかわる機会や時間がないから」が 45.6％で、最も高くなりました。一方、地域での
人と人とのかかわりに関する考えについてたずねたところ、
「隣近所の人とのつきあいは大切
にしたい」が 62.9％で、最も高くなりました。
＜普段の近所づきあいの程度について＞
<単数回答>

全体(N=761)

0%

20%

24.7

40%

60%

36.3

80%

27.1

親しくおつきあいしているお宅がある
たまに立ち話をする程度
会えばあいさつはするが、それ以上の話はしない
つきあいがほとんどない
不明・無回答

42

100%

5.8 6.2

第３次小城市地域福祉計画
第４章 取り組みと役割分担

＜つきあいがほとんどない理由について＞
<単数回答>
N=250

0%

20%

あまり知らないから

40%

60%

14.0

かかわる機会や時間がないから

45.6

家族にまかせているから

10.4

特に必要を感じないから

10.4

わずらわしいから
時間を割くのが惜しいから

3.6
0.4

人とのつきあいが苦手だから
つきあいをしたいがどうしたらよいか
わからない

9.6
1.6

その他
不明・無回答

4.0
0.4

＜地域での人と人とのかかわりに関する考えについて＞
<単数回答>

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.8
全体(N=761)

20.1

62.9

2.5 1.4
7.2

5.0

地域をよくする活動をみんなで協力し合って行いたい
隣近所の人とのつきあいは大切にしたい
地域の人や隣近所の人とはかかわりを持ちたくない
他人の協力は期待していない（自分のことは自分でする）
興味関心がない
その他
不明・無回答

グループインタビューでは、
「地域のつながりが希薄化し、個人主義になることで、さらに
地域とのつきあいがしにくくなり、どんどん悪循環になってきていると思う」や「認知症になっ
た方の家族から地域の方に、歩き回っているところを見かけたら声かけを頼めるような雰囲気
は、以前はあったが、今はなかなか言いづらくなっているようで、家族からの相談はほとんど
ない」などの意見がありました。
分野別課題調査では、高齢者福祉・介護分野から、
「近隣や地域でのかかわりが少なくなっ
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て、孤立しがちになってしまう」や「ひとり暮らし高齢者が増加していて、そのような人たち
のなかには、地域とのかかわりが希薄になっていることもある。緊急時の対応が心配だ」など
の意見がありました。児童福祉・子育て支援分野からは、
「子育て家族の地域や近隣とのかか
わりの希薄化がすすんでいる」や「隣近所とのかかわりが薄く、地域から孤立しながらの子育
てとなっていることがある」と指摘する意見がありました。
近所づきあいの希薄化がうかがえる一方で、地域での人と人とのかかわりについては、近
所づきあいを大切にしたいという思いが、とても強い様子もうかがえます。

○隣近所でのかかわりを深めながら、お互いに支え合い、助け合っていくことが大事だ
住民意識調査では、認知症と思われる人がまちのなかで戸惑っている様子を見かけたときの
対応についてたずねたところ、
「できるだけ声かけしたい」が 53.4％で、最も高くなりました。
また、できれば避けない、もしくは、何もしない理由については、
「対応の方法がわからない
から」が 78.9％で、約８割を占めていました。
＜認知症と思われる人がまちのなかで戸惑っている様子を見かけたときの対応について＞
<単数回答>

0%

20%

40%

60%

80%

100%
2.4 1.4

全体(N=761)

18.3

53.4

積極的に声かけしたい
声かけしたいができれば避けたい
その他

17.6

7.0

できるだけ声かけしたい
かかわりたくないので何もしない
不明・無回答

＜できれば避けない、もしくは、何もしない理由について＞
<単数回答>
N=152

0%

20%

対応の方法がわからないから
10.5

時間を割くのが惜しいから

2.0

他人の問題で自分には関係ないから

2.6

その他
不明・無回答

60%

80%
78.9

人とのかかわりが苦手だから

興味関心がないから

40%

0.7
3.9
1.3
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分野別課題調査では、
「ひとり暮らしのため、家のなかなどで突発的なことがあった時に気
がついてもらえない。そのような状況になってしまうことを心配し、不安に感じている」と
の意見や、
「近所づきあいのなかで子育ての悩みや孤立を解消できるヒントが見つかるかもし
れない」と指摘する意見がありました。
認知症の人たちやひとり暮らしの人たち、子育てに孤軍奮闘している人たちなどにとって、
私たちの身近な生活の場である隣近所でのかかわりを深めながら、お互いのことを知り、お
互いに支え合い、助け合っていくことが大事になっているようです。

取り組みの方針
◇ 隣近所の人たちや地域の人たち同士のかかわりを深め、お互いに支え合い、助け合うこと
で、同じ地域で生活する誰もが、地域において孤立することなく、安心した暮らしとなる
ことをめざします。

役割分担
●自分ひとりでできないことは、隣近所の人たちに支援や手助けをお
願いします。
●積極的にあいさつや声かけをするなど、普段から近所づきあいや地
自分や家族が
取り組むこと

域でのコミュニケーションを大切にします。
●地域の活動や行事などに積極的に参加するよう心がけます。
●認知症の家族に関する情報について、不慮の事故などを防ぐため、
人権を尊重しながら、必要な範囲で隣近所、地域活動や福祉活動を
行う人や団体、行政機関に提供します。
●隣近所に気にかかる人がいたら、隣近所でお互いに協力し合いなが
ら、見守りを心がけます。
●困りごとが生じた場合には、隣近所のなかで、お互いに声をかけ合
いながら、支え合い、助け合います。

隣近所が協力して
取り組むこと

●ごみ出しや、買い物や通院などの外出など、日常生活のちょっとし
たことでも十分にできず、困難を抱えている人や家族に対し、隣近
所で声をかけ合いながら、できる範囲で協力するなど、身近なとこ
ろで支え合い、助け合います。
●隣近所に暮らす認知症を抱える人のことを隣近所の人たちの間で
理解し合い、お互いに協力し合いながら支え合い、助け合います。
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●地域でのサロン活動などに参加し、隣近所の人たちや地域の人たち

社会福祉協議会が

同士のかかわりを深め、お互いに支え合い、助け合うことの大切さ

取り組むこと

を啓発します。

行政が

●隣近所の人たちや地域の人たち同士のかかわりを深め、お互いに支

取り組むこと

え合い、助け合うことの大切さを啓発します。

（２）小地域での組織的な支援をすすめる
■現状と課題
○この地域に愛着を感じ、地域で支え合っていく福祉のあり方を求めている
住民意識調査では、これからも現在住んでいるところに住み続けたいかたずねたところ、
「住
み続けたい」が 67.9％で、最も高くになりました。また、これからの「福祉」のあり方につ
いてたずねたところ、
「福祉は、行政と住民が協力しながら、地域で支え合うべき」が 65.8％
で、最も高くなり、さらに、私たち一人ひとりが安心して地域のなかで暮らしていくために、
市民のひとりとしてできることについてたずねたところ、
「できるだけ地域での出来事に関心
を持つ」が 51.8％で、最も高くなりました。
この地域に愛着を感じている市民の割合が高く、地域のことに関心を持ちながら、行政と住
民が協力しながら、地域で支え合っていく福祉のあり方を求めている様子がうかがえます。
＜現在住んでいるところに住み続けたいかについて＞
<単数回答>

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4.3
全体(N=761)

67.9

住み続けたい

24.8

住み続けたくない
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＜これからの「福祉」のあり方について＞
<単数回答>

0%

20%

40%

60%

80%

全体(N=761)

100%
3.3

4.2
18.5

65.8

8.1

福祉を必要とする人は、家族や親戚が面倒をみるべき
福祉は、国や市町村といった行政の責任で行うべき
福祉は、行政と住民が協力しながら、地域で支え合うべき
その他
不明・無回答

＜安心して地域のなかで暮らしていくために、市民のひとりとしてできることについて＞
<単数回答>

0%

20%

40%

60%

80%

100%
1.4 4.9

全体(N=761)

11.0

51.8

12.5

12.4

6.0

地域活動や地域福祉活動に積極的に参加する
できるだけ地域での出来事に関心を持つ
学校での行事など、家族に関係ある範囲内の活動には参加する
まずは家庭内の問題（コミュニケーション不足など）を解決する
その他
特にない
不明・無回答

○困りごとを抱える人たちからの助けの求めに、前向きな対応を考えている人が多い
住民意識調査では、日々の暮らしのなかで困りごとを抱える人から助けを求められたときの
対応についてたずねたところ、
「できるだけ対応したい」が 63.6％で、最も高くなりました。
さらに、対応することを避けたいとする理由についてみても、
「時間を割くのが惜しいから」
や「他人の問題で自分には関係ないから」
、
「興味関心がないから」は低く、
「対応したいが忙
しいから」と「対応の方法がわからず不安だから」がともに 28.5％で、高くなりました。
困りごとを抱える人たちからの求められる助けについて、前向きに対応していきたいと考え
る人たちが多い様子がうかがえます。
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＜日々の暮らしのなかで困りごとを抱える人から助けを求められたときの対応について＞

<単数回答>

0%

20%

40%

60%

80%

100%
1.8 1.1

全体(N=761)

9.1

63.6

16.2

積極的に対応したい
対応したいができれば避けたい
その他

8.3

できるだけ対応したい
かかわりたくないので何もしない
不明・無回答

＜対応することを避けたいとする理由について＞
<単数回答>
N=137

0%

10%

20%

30%
28.5

対応したいが忙しいから
対応したいが家族が反対するから

0.7

対応の方法がわからず不安だから

28.5
20.4

人とのかかわりが苦手だから
時間を割くのが惜しいから

2.2

他人の問題で自分には関係ないから
興味関心がないから

8.0
0.7

その他
不明・無回答

6.6
4.4
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○市民の理解と協力による組織的な見守り活動などの充実を図っていくこと大事だ
住民意識調査では、地域の人たちに求める支援と、地域の人たちに対してできる支援につい
てたずねたところ、
「安否確認の声かけや見守り」や「災害時の手助け」については、両者と
もに高くなりました。地域での支え合いや助け合いが期待できる取り組みといえます。一方、
「急病になった時の看病」や「介護を必要とする人の短時間の預かり」については、求める支
援に比べると、支援できることとしては低くなりました。これらについては、市民同士では難
しい取り組みといえます。
＜助けが必要になったとき、地域の人たちに求める支援について＞
<複数回答>
N=761

0%

20%

40%

安否確認の声かけや見守り

54.9

心配ごとなどの相談相手

22.2

子どもの短時間の預かり

13.5

買い物の手伝い

16.7

通院の手伝い

14.8

家事（炊事、洗濯など）の手伝い

10.8

外出の手伝い

7.8

家具の移動などの力仕事

11.2

草取りなどの庭・畑仕事

16.3

電球の交換や電化製品の簡単な修理

9.9

ごみ出しの手伝い

9.5

急病になった時の家族や親戚への連絡

27.2

急病になった時の看病

11.2

介護を必要とする人の短時間の預かり

15.6

災害時の手助け

50.6

日常的な話し相手

15.5

生活費の援助

7.1

食材や食事の提供
その他

60%

9.6
0.9

特にない

9.1

不明・無回答

6.3
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＜困っている人がいたとき、地域の人たちに対してできる支援について＞
<複数回答>
N=761

0%

20%

40%

安否確認の声かけや見守り
29.3

子どもの短時間の預かり

13.4

買い物の手伝い

27.7

通院の手伝い

12.6

家事（炊事、洗濯など）の手伝い

7.8

外出の手伝い

10.4

家具の移動などの力仕事

9.6

草取りなどの庭・畑仕事

10.1

電球の交換や電化製品の簡単な修理

11.2

ごみ出しの手伝い

20.8

急病になった時の家族や親戚への連絡

28.6

急病になった時の看病

3.7

介護を必要とする人の短時間の預かり

3.0

災害時の手助け

36.1

日常的な話し相手

食材や食事の提供

80%
69.0

心配ごとなどの相談相手

生活費の援助

60%

20.0
0.1
5.8

その他

2.4

特にない

3.5

不明・無回答

8.3

グループインタビューでは、
「現在、認知症の地区民はいない。将来的に様子が気になった
ら、地区役員で声かけなどが大切になると思う」や「高齢社会がすすむにつれ、今後は隣近
所の人、地域の人たちの助け合いが必要になる。ボランティアで『便利屋さん』的な活動を
してくれる組織を高齢者が生活する身近な地区のなかで立ち上げていきたいものだ」などの
意見がありました。また、
「先方から相談をいただいたら堂々と行けるが、自分からはなかな
か出向いていけない。でも、今の民生委員は全然訪問しないというような苦情は入ってこな
いので、それくらいでいいのかとも思う。周囲から見守ることができていればいいと思う」
との意見もありました。
分野別課題調査では、
「家族が同居していても、日中は高齢者がひとりで過ごしていること
が多く、また、同居家族とのかかわりが薄いようなところもあるようだ」や「高齢者だけの
世帯が増えている。独立別居している子どもたちとも、距離が離れてしまっていくこともあっ
て、かかわりが薄くなっているところもある」
、「外出する機会が減ってしまったこともあっ
て、ひきこもりがちとなり、近隣や地域とのかかわりが希薄になっている」との意見ととも
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に、
「ひとり暮らしで、自分だけではできない家のなかのちょっとしたことを頼める人がいな
いため困っている」と指摘する意見がありました。また、
「地域での高齢化がすすみ、日中は
若い人たちも少ない。地域での支え合いや助け合いが以前のようにできなくって、つながり
も薄れてきている」や「高齢者がいる世帯に対する地域からの支援がまだまだ不足している
ように思う。近所や地域とのかかわりがあまりないなかで、孤立してしまっている高齢者が
いる」
、
「とりわけひとり暮らしの場合は、通院や買い物などの外出のための交通手段や、付
き添いなどの支援を確保することが難しい」などの意見もありました。さらに、
「個人情報の
保護に配慮しながら認知症がある人の居住などを把握し、地域の人たちで見守っていくため
のネットワーク、体制づくりをすすめていくことが大事だ」と指摘する意見がありました。
安否確認の声かけなど、市民の理解と協力を得ながら、組織的にすすめていく地域での見
守り活動などについて、より一層充実を図っていくことが期待されています。

取り組みの方針
◇ 地域社会での孤立の防止や生活上の困難を改善するための地域での組織的な地域福祉活
動をすすめることで、安心して暮らせる支援の充実をめざします。
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役割分担
●民生委員・児童委員ならびに行政区（自治会）や老人クラブなどに
自分や家族が

よる見守り活動について理解を示し、可能な限り協力するととも

取り組むこと

に、活動する人たちに対し否定的な姿勢でのぞむことなく、労いの
気持ちと言葉かけを大切にします。

隣近所が協力して
取り組むこと

●隣近所に気にかかる人がいたら、身近なつながりのなかで支援して
いくために、民生委員・児童委員ならびに行政区（自治会）や老人
クラブなどによる見守り活動と協力し合います。
●民生委員・児童委員ならびに行政区（自治会）や老人クラブなどに
よるひとり暮らし高齢者や高齢者がいる世帯、子育て家族、障がい
のある人など、支援が必要な人や世帯の見守り活動をすすめます。
●行政区（自治会）などで、小地域における福祉課題やその解決に向
けた話し合いの場や機会を充実させていきます。
●高齢者世帯や認知症高齢者、障がいのある人など、支援が必要な人

地域の組織や団体が

たちに対する見守り活動を充実させるため、市民と行政区（自治

取り組むこと

会）
、民生委員・児童委員などの間でコミュニケーションを図り、
信頼関係を深めながら、情報の共有をすすめます。
●認知症と思われる人がまちなかで戸惑っている様子を発見したと
きの声かけや情報伝達など、実際の場面を想定した模擬訓練の実施
をすすめます。
●民生委員・児童委員などの限られた人たちに過度な負担が強いられ
ない福祉活動のあり方について検討をすすめます。
●福祉サービス事業所は、地域に開かれた事業活動をめざし、地域に
おける福祉活動に対して、積極的に協力します。
●買い物支援について、商工会や販売店の事業者などの関係者間で検

事業所などが
取り組むこと

討をすすめ、協力関係を築きながら充実を図ります。
●事業者は、その事業活動を行いながら、配達時の声かけや異常を感
じた時の通報など、見守り活動に寄与するよう努めます。
●事業者は、その事業活動で、買い物支援などのサービスを工夫する
よう努めます。
●民生委員・児童委員ならびに行政区（自治会）や老人クラブなどに
よるひとり暮らし高齢者や高齢者がいる世帯、子育て家族、障がい

社会福祉協議会が
取り組むこと

のある人など、支援が必要な人や世帯の見守り活動を支援します。
●公的制度の対象にならない人に対して、自立した生活が送れるよ
う、独自サービスの検討、実施に努めるとともに、市民が抱える福
祉課題に的確に対応していくため、新しいサービスを積極的に開拓
していきます。
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●地域福祉活動をすすめる際の課題となっている個人情報の取り扱
いについてのルールづくりをすすめます。
●民生委員・児童委員ならびに行政区（自治会）や老人クラブなどに
よるひとり暮らし高齢者や高齢者がいる世帯、子育て家族、障がい
のある人など、支援が必要な人や世帯の見守り活動を支援します。
行政が
取り組むこと

●事業者が、その事業活動を行いながら実施する見守り活動につい
て、組織的な取り組みとなるよう関係者間での検討し、調整を図っ
ていきます。
●事業者やその団体がすすめる買い物支援に対する支援を行い、その
充実を図っていきます。
●認知症と思われる人がまちなかで戸惑っている様子を発見したと
きの声かけや情報伝達など、実際の場面を想定した模擬訓練につい
て、地域と協力しながら実施します。

（３）福祉サービスの量や質の充実を図る
■現状と課題
○家族介護者の負担軽減などのため、サービスの充実を図っていくことが大事だ
分野別課題調査では、
「介護が必要になった場合、老老介護の状態になってしまうので、肉
体的にも精神的にも大きな負担となっている。ともに体調を崩してしまうこともある」や「介
護が必要な同居家族を置いての外出が制限されるなど、精神的に大きなストレスを抱えてい
る家族介護者が多い。じょうずに福祉や介護のサービスを利用していくことが大事だ」、
「同
居家族が、介護な必要な高齢者を家に残し、心配しながら仕事などに出ることが多い。その
ようなこともあって、就労を制限せざるを得ないこともある」などの意見がありました。ま
た、
「在宅での介護がとても大変で、肉体的にも精神的にも疲弊してしまっているところがあ
る。家族介護者の休息の場や機会も大事だ」と指摘する意見がありました。さらに、
「外出の
ための交通手段や、歩行機能の悪化もあって、日々の買い物や通院などに困難を抱えている
人たちが多い」や「夫が自動車の運転ができなくなってしまった場合、妻が運転できないと、
買い物や通院などの外出のための交通手段の確保が、費用負担も含め、難しくなる」など、
交通手段確保の大切さについての意見もありました。障がい福祉分野からも、
「介護や支援が
必要な障がいのある人が中心となった生活のため、家族が自分の時間を持つことが難しく、
年齢のこともあって、心身ともに疲れてしまっている」や「家族介護者が一時的に休息でき
る場や機会を充実させていくことが大事だ」との意見がありました。
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老老介護の状態や働きながらの介護など、家族介護者の心身の負担を軽減していくため、
高齢者福祉サービスや介護保険サービス、障がい福祉サービス、さらに、家族介護者の休息
につながる支援や交通手段の確保などについて、より一層充実を図っていくことが求められ
ています。

○子育て支援についての多様なサービスの充実を図っていくことが求められている
グループインタビューでは、
「発熱した時に預けられる病中病後対応の施設がないので、共
働きの世帯は不便だと思う」と指摘する意見がありました。
分野別課題調査では、「共働きで、日々仕事に追われ、いっぱいいっぱいのなかで子育てを
やっている親が多い」や「共働きであれば、仕事で忙しくて、子どもとゆっくりと過ごせる時
間を持つことが難しく、また、子どもだけでの留守番を強いることもあって心配な思いをして
いる」
、
「祖父母など、子育てを応援してくれる親族が身近におらず、預けるところもないと、
両親だけで、休む暇もなく、かなりしんどい思いをしながら育児をやっている」などの意見と
ともに、子どもが病気した時や急用が生じた時、仕事を休んだり、子どもを預けるところがな
く、大変な思いをしている」や「待機児童問題の改善や、病児保育や学童保育をより充実させ
ていくことが求められている」などの意見がありました。また、
「ひとり親家庭では、共働き
の家庭以上に、仕事と子育ての両立が大変だと思う」との意見もありました。
子育て支援についての多様なサービスの充実を図っていくことが求められています。

○自分らしい自立した生活を支援していくためのサービスの充実が期待されている
グループインタビューでは、障がいのある人やその家族を取り巻く課題として、
「もしもの
ときに、すぐに預けられる施設をどうにかして探さなければいけないという状況だが、近くに
なかなか施設がない。高齢者の施設は、夜間でも泊まりの利用があるが、車いすで障がいのあ
る人となると定員もあるので難しい」や「突然何かがあったときにはすべてここに電話をすれ
ばどうにかしてくれるというところが最終的にはほしい。夜でも、急でも電話をすれば連携を
取ってくれるようなサービスがみんなほしいと思う」などの意見がありました。
分野別課題調査では、障がい福祉分野から、
「障がいのある人を支援する家族の高齢化とと
もに、本人の高齢化もすすんでいる。そのようななかでの支援のあり方を考えていくことが大
事だ」や「親亡き後の生活がどうなってしまうのか心配し、多くの家族が不安を抱えている」
、
「きょうだいが保護者になっている場合、自分の家族への影響や、きょうだいのことで家族に
迷惑をかけたくないという思いがあるようだ」などの意見とともに、
「障がい福祉サービスや
療育などの場や機会がまだまだ限られている。移動や送迎の支援、ショートステイ、日中活動
の場の充実が求められている」
、
「家族介護者に何があった時、預かってもらえるところが限ら
れている。土日休日にサービスを利用することが難しい」
、
「学校や施設・事業所を利用するた
めの送迎支援の充実を図っていくことが求められている」などの意見がありました。また、
「障
がいのある人たちを支援する事業所や学校などが情報を共有し、連携していくことが大事だ」
と指摘する意見もありました。
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障がいのある人の自分らしい自立した生活を支援していくため、福祉サービスの充実を図っ
ていくことが期待されています。

取り組みの方針
◇ 法や制度に定める福祉サービスについて、それを必要とする市民に対し、適切に福祉サー
ビスを提供できる体制づくりをすすめることで、安心して暮らせる支援の充実を図ります。

役割分担
●福祉サービスを利用する際、わからないことは問い合わせ、納得が
いくまで説明を求めます。
自分や家族が
取り組むこと

●福祉サービスに関する苦情がある場合には、苦情相談窓口などを活
用します。
●福祉サービスの適切な利用のため、成年後見制度や日常生活自立支
援事業を必要に応じて活用するよう心がけます。

地域の組織や団体が ●福祉サービス事業所での行事などに積極的に参加し、交流を深めな
取り組むこと

がら、地域と同事業所との信頼関係を築きます。
●福祉サービス事業所では、利用者の利益を最優先に考えたサービス

事業所などが
取り組むこと

を提供し、その質の向上に努めます。
●福祉サービス事業所での行事などに地域からの参加を求め、交流を
深めながら、同事業所と地域との信頼関係を築きます。
●利用者本人が住みなれた地域で生活を継続できるように、安心と信
頼のできる質の高い在宅福祉サービスを提供します。
●日常生活自立支援事業や周知を図るとともに、生活支援員の人員の

社会福祉協議会が
取り組むこと

確保と質の向上に努めながら、本事業の円滑な実施をすすめます。
●福祉サービスの利用について、市民から苦情相談があった場合に
は、苦情相談窓口や第三者委員などの苦情解決制度を説明するとと
もに、必要に応じて、佐賀県福祉サービス運営適正化委員会につな
ぐなど、その解決に向けて適切に対応します。
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●各福祉・介護分野でのそれぞれの行政計画をすすめることにより、
サービスの質や量の充実を図ります。
●市民からの求めに的確に対応していくため、近隣市町との連携を深
めながら、福祉サービス提供の充実に努めます。
●福祉サービス事業者に対し、福祉サービスの質の向上の必要性や取
り組みについて啓発します。
●福祉サービス事業者や医療機関などの関係者が、利用者支援にあた
り連携を強化できるような仕組みづくりをすすめます。
●福祉サービスを必要とする高齢者やその家族へのきめ細かい対応
のため、地域ケア会議などのさらなる機能充実を図ります。
●支援を必要とする子どもやその家族へのきめ細かい対応のため、要
保護児童対策地域協議会などのさらなる機能充実を図ります。
●福祉サービスを必要とする障がいのある人やその家族へのきめ細か
い対応のため、総合支援協議会などのさらなる機能充実を図ります。
●子育て家族の保護者や家族介護者などの用事や休息などに対応し
行政が
取り組むこと

ていくための支援の充実を図ります。
●低所得者などの生活困窮者に対しては、就労をはじめとする関係機
関と連携を図りながら、複雑かつ多問題化している福祉課題の改善
に向けた適切な支援をすすめていきます。
●各福祉分野の協議会やネットワークの横断的な連携を図り、情報交
換や情報の共有を図ることで、複雑かつ多様化している福祉課題の
解決に努めます。
●市内巡回バス・タクシーや廃止路線代替バス（あいのりタクシー）
などの公共交通の運用にあたっては、利用者の利便性を高めるた
め、市民の声を反映しながら、改善に努めます。
●福祉サービス事業者の選択には、第三者評価制度による評価内容を
活用するよう市民へ啓発します。
●福祉サービスの利用にあたっての苦情解決のため、苦情相談窓口や
第三者委員などの苦情解決制度について周知します。
●福祉サービスの利用について、市民から苦情相談があった場合に
は、その解決に向けて適切に対応します。
●成年後見制度や日常生活自立支援事業について、分かりやすく周
知・啓発するとともに、その利用促進を図ります。
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２

いのちを守る支援の充実

（１）虐待防止のための支援を強化する
■現状と課題
○気になるようなことがあれば、速やかに専門機関に連絡することが大事だ
住民意識調査では、虐待が発生していると思われたときの最初の対応についてたずねたとこ
ろ、
「警察へ連絡する」が 23.3％で、最も高くなりました。
＜虐待が発生していると思われたときの最初の対応について＞
<単数回答>
N=761

0%

10%

近隣の人に連絡する
4.1

民生委員・児童委員に連絡する

13.0
0.1

市役所へ連絡する

17.1

警察へ連絡する

23.3

学校へ連絡する
社会福祉協議会へ連絡する

2.8
1.6

虐待の防止や対策に関する専門機関へ
連絡する
直接自分で様子をみるため訪問する

30%

11.2

行政区（自治会）役員に連絡する

主任児童委員に連絡する

20%

17.6
0.7

かかわりたくないので何もしない

2.2

その他

2.5

不明・無回答

3.9

分野別課題調査では、「地域社会においても、おかしいなと思うことを早めに知らせられる
ような取り組みが大切だと思う」や「虐待を発見したり、虐待が疑られるような場面がみられ
たら、速やかに関係機関に相談したり、連絡すること、また、そのようなことを周知していく
ことが大事だ」との意見とともに、
「保育や教育の場で、子どもたちの様子をきちんと観察し、
必要に応じて、適切な対応を速やかに行うことが大事だ」と指摘する意見がありました。また、
「日常的な近所づきあいを深め、関心を持って見守っていくことで、虐待の防止につなげてい
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くことができると思う」や「地域でのかかわりのなかで、子どもたちの様子を気にかけながら
声かけし、見守っていくことが大切だ」などの意見がありました。
虐待を防止していくためには、日頃からの地域でのかかわりが大切で、そのなかで気にな
るようなことがあれば、速やかに専門機関に連絡することが大事です。

○虐待のことをきちんと学んでいく場や機会を増やしていくことが大切だ
分野別課題調査では、
「虐待のことについて、学ぶ場や機会を充実させていくことが大切だ」
や「障がいの理解や障がいのある人や障がいのある子どもへの虐待問題についての学ぶ場や
機会の充実を図っていくことが大切だ」との意見がありました。さらに、
「施設や事業所での
虐待発生を防止していくために、地域との交流を図りながら、地域に開かれた取り組みをす
すめていくことや、しっかりと研修を行っていくことが大事だ」と指摘する意見もありまし
た。
虐待を防止していくためには、虐待のことをきちんと学んでいく場や機会を増やしていく
ことが大切です。

○連携した支援の強化とともに、子育て中の保護者や家族介護者のケアも重要だ
分野別課題調査では、
「児童虐待にかかわる関係者や関係機関などがきちんと連携を図りな
がら対応していくことが大事だ」との意見とともに、
「家族介護者に対する精神的なケアが大
切。福祉や介護のサービス利用のことも含め、気軽に相談でき、話を聴いてもらえるような
場や機会があると助かると思う」や「介護の苦労や悩みなどを語り合う場や、介護や福祉サー
ビスの利用による一時的な休息など、家族介護者がリフレッシュできるような機会の充実が
大事だ」、「子育てが孤立したものにならないような環境づくりが大切だ」、
「保護者が気軽に
相談できる窓口を充実させていくことが大事だ」、
「虐待被害者へのケアと同時に、虐待者や
虐待者になり得る家族介護者への支援も大事だと思う。家族が心おきなく相談できる場や機
会の充実を図っていくことが大切だ」などを指摘する意見がありました。
虐待のことに対応していくためには、かかわりのある人たちの連携を強化するとともに、
子育て中の保護者や家族介護者のケアについても重要になります。

取り組みの方針
◇ 高齢者や子ども、障がいのある人に対する虐待の早期発見や防止などをすすめることで、
いのちを守る支援の充実を図ります。
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役割分担
●子どもや高齢者、障がいのある人に対する虐待問題についての理解
を深めます。
自分や家族が
取り組むこと

●積極的にあいさつや声かけをするなど、普段から近所づきあいや地
域でのコミュニケーションを大切にします。
●子どもや高齢者、障がいのある人に対する虐待、もしくは虐待と思
われる様子に気がついたときには、警察や児童相談所、市の担当課
へ、すみやかに連絡します。

隣近所が協力して
取り組むこと

●隣近所に気にかかる人がいたら、隣近所で互いに協力しながら、見
守りを心がけます。
●地域での集まりや地域活動、行事のなかで、高齢者や子ども、障が

地域の組織や団体が
取り組むこと

いのある人に対する虐待問題について学ぶ機会をつくります。
●高齢者や子ども、障がいのある人に対する虐待を防止するため、気
にかかる家庭については、地域において相談活動に携わる人たちと
近隣者が協力しながら、声かけや見守りをすすめます。

社会福祉協議会が

●虐待問題について学ぶ機会の充実を図ります。

取り組むこと
●高齢者や子ども、障がいのある人に対する虐待問題について学ぶ機
会の充実を図ります。
●虐待問題に対応する相談や連絡の窓口の周知と機能充実を図りま
す。
●地域からの虐待に関する連絡に対し、すみやかに対応できる体制づ
くりとともに、きめ細かいケアや支援のさらなる充実を図ります。
●高齢者虐待の早期発見ときめ細かい対応のため、地域ケア会議など
のさらなる機能充実を図ります。
行政が
取り組むこと

●児童虐待の早期発見ときめ細かい対応のため、要保護児童対策地域
協議会などのさらなる機能充実を図ります。
●障がいのある人に対する虐待の早期発見ときめ細かい対応のため、
総合支援協議会などのさらなる機能充実を図ります。
●虐待の被害にあった高齢者や障がいのある人を一時的に保護する
施設について、いつでも対応できるよう確保に努めます。
●虐待の被害にあった子どもや高齢者、障がいのある人を保護した
後、関係機関と連携しながら、安心安全な生活に向けた支援の充実
を図ります。
●虐待の加害者に対し、心理的なケアを含めた支援について、関係機
関と連携しながら、取り組んでいきます。
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（２）災害時の避難に備える
■現状と課題
○災害時に必要となるさまざまな対応を想定しながら備えを整えておくことが大切だ
住民意識調査では、災害時の備えとして重要なことについてたずねたところ、
「自分や同居
する家族の避難方法の確認」が 70.6％で、最も高くなりました。
＜災害時の備えとして重要なことについて＞
<複数回答>
N=761

0%

20%

40%

60%

自分や同居する家族の避難方法の確認

70.6

災害時の緊急の連絡方法を家族や
知り合い同士で話しておくこと
日ごろからの隣近所とのあいさつ、
声かけやつきあい

44.3
36.3

災害対策の学習会の開催

7.9

地域での避難訓練の実施

14.7

危険箇所の把握
地域における支援団体の組織づくり

80%

39.0
6.0

避難の際に手助けが必要な人の把握

15.1

避難の際に手助けが必要な人に対する
情報伝達の体制づくり
避難の際に手助けが必要な人を
支援する人たちの把握

16.2
10.9

その他

1.4

特にない

1.3

不明・無回答

2.5

グループインタビューでは、
「災害時の要支援者の把握はしているが、その時、どのような
対応をするのか、また、誰がするのかなど、日頃から検討しておくことが必要だ」との意見
がありました。
分野別課題調査では、
「災害時の避難行動を助け合っていくためには、日常的に近所でのか
かわりを深めておくことが大事だ」や「避難場所や福祉避難所などを明示し、周知しておく
ことが大事だ。本人にとって、避難経路などがわかりやすいものとなるような工夫も大切だ」
などの意見とともに、
「個人情報の保護に配慮しながら、高齢者の居住状況を地域で把握して
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おくことが大事だ」や「災害時の対応について、マニュアル化しておくことが大事だ」、
「地
域全体で、行政も交えながら、災害に備えた体制づくりをすすめていくことが大切だ」など
の意見がありました。また、
「地域での避難訓練を実施していくことが大事だ」や「防災や減
災についての市民の関心を高めていくため、地域での学ぶ場や機会を充実させていくことが
大事だ」などを指摘する意見がありました。さらに、
「福祉避難所をあらかじめ確保しておく
ことが大事だ」との意見がありました。

防災や減災について学ぶ場や機会の充実を図るとともに、災害時に必要となるさま
ざまな対応を想定しながら、定期的な訓練や避難行動の支援を必要とする人や支援の
方法の確認、福祉避難所の確保などをすすめておくことが大切です。

取り組みの方針
◇ 災害時の円滑な避難行動に備える活動をすすめることで、いのちを守る支援の充実を図り
ます。
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役割分担
●災害時にすぐに避難できるよう、防災情報に注意を払い、防災用品、
避難経路、避難場所などを確認しておきます。
自分や家族が
取り組むこと

●市が実施する避難行動要支援者名簿の作成や活用などに関わる取
り組みについて理解し、可能な限り協力します。
●地域での防災や減災に関する取り組みに積極的に参加します。

隣近所が協力して
取り組むこと

●災害時には、隣近所の助け合いが重要になるため、日頃からご近所
同士で声をかけ合える関係づくりに努めます。
●防災や減災のための学習会を開催し、地域での防災意識を高めま
す。
●自主防災組織活動を活性化し、災害時に支援し合える体制を整えま

地域の組織や団体が
取り組むこと

す。
●災害時、避難行動に支援を必要とする人の情報について、個人情報
保護に配慮しながら、地域で可能な範囲で共有し、地域全体で対応
できる体制を築きます。
●災害時、避難行動に支援が必要な人を交え、必要となるさまざまな
対応を想定して、防災訓練を実施します。
●災害時に活躍できる災害ボランティアの育成をすすめます。

社会福祉協議会が
取り組むこと

●災害ボランティアセンターの運営について、ガイドラインを準備
し、同センターの設置に向けた研修を行い、災害が発生したときス
ムーズな運営ができる体制づくりに努めます。
●避難場所や避難方法などについて周知します。
●自主防災組織活動の活性化を図るため、自主防災訓練などへの支援
を行います。
●市民の防災意識を高めるよう、広報紙や講座などを通じて防災や減
災についての情報提供や啓発の充実を図ります。

行政が
取り組むこと

●避難行動要支援者名簿の作成や活用などに関わる取り組みについ
ての理解と協力を求める取り組むをすすめます。
●災害時に必要となるさまざまな対応を想定して、避難準備情報など
の伝達訓練や防災訓練を行います。
●災害時に一般避難所での生活が困難な高齢者や障がいのある人な
どの受け入れ先として、民間福祉施設が活用できるように、施設側
との協議をすすめます。
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第３節 気軽に参加できる環境づくり
１

学ぶ機会の充実

（１）人権や福祉について学ぶ
■現状と課題
○市民は福祉に対し、高い関心を持っている
住民意識調査では、
「福祉」への関心度ついてたずねたところ、
「とても関心がある」と「や
や関心がある」をあわせた『関心がある』人が 83.4％を占めていました。
市民は福祉に対し、高い関心を持っている様子がうかがえます。
＜「福祉」への関心度について＞
<単数回答>

全体(N=761)

0%

20%

40%

33.2

とても関心がある
まったく関心がない

60%

80%

50.2

やや関心がある
不明・無回答

100%
1.6
12.5

2.5

あまり関心がない

○人権や福祉に関する学びの場や機会の充実を図っていくことが大切だ
住民意識調査では、市民が福祉に関する理解を深めるために必要な機会についてたずねたと
ころ、
「福祉の制度、サービス、理念や考え方などについて学ぶこと」が 61.8％、最も高くな
りました。
分野別課題調査では、「認知症のある人に理解がなかったり、施設を利用することなどにい
まだに偏見がみられる」や「認知症がある人のことに関心を持ち、地域で見守っていくこと
が大事。そのためにも、家族が閉鎖的にならないよう雰囲気づくりが大切だ」との意見があ
りました。児童福祉・子育て支援分野からは、
「共働きが増えているにもかかわらず、子育て
は母親の役割とする考え方がまだまだ根強い」と指摘する意見がありました。障がい福祉分野
では、
「障がいや障がいのある人に対する理解を深めていくための取り組みをすすめていくこ
とが大切だ」と指摘する意見とともに、
「地域の人たちの障がいや障がいのある人に対する理
解や受け入れが、まだまだ十分にできていないように思う。社会の側が大きな『障害』の壁を
作っているようだ」や「障がいのある子どもの行動を親のしつけの問題と捉えるなど、周囲の
人たちの障がいに対する偏見や理解の無い言動に家族が苦しんでいる」
、
「近隣や地域とのかか
わりが閉鎖的で、家族には孤立感があると思う。周囲の理解がないとして、家族で抱えこんで
しまい、不安や疲労が強くなっている」などの意見がありました。
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市民の福祉に対する関心について、さらに高めていくためにも、認知症や障がいのある人た
ちの理解をはじめ、人権や福祉に関する学びの場や機会の充実を図っていくことが大切です。
＜市民が福祉に関する理解を深めるために必要な機会についてについて＞
<複数回答>
N=761

0%

20%

40%

60%

福祉の制度、サービス、理念や考え方
などについて学ぶこと

80%
61.8

住民が地域の福祉についての課題を
話し合える場をつくること

36.7

子どもへの虐待など、近年クローズアップ
されている福祉問題について学ぶこと

22.6

母子保健や子育ての方法などについて
学ぶこと

17.0

介護体験や介護を必要とする人の疑似体験
など、体験学習をすること

23.8

介護を必要とする人やその家族などの話を
聞いたり、交流したりすること

43.4

手話や点字、介護方法などの技術を
習得すること

7.4

その他

3.7

特に必要なことはない

2.5

不明・無回答

2.0

取り組みの方針
◇ 性別や年齢、障がいの有無、経済的な格差などに関係なく、誰もが同じ地域社会の一員と
して尊重される社会の実現をめざし、人権や福祉に関する学びの場や機会の充実を図りま
す。
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役割分担
自分や家族が

●人権や福祉について理解を深めます。

取り組むこと

●人権や福祉についての学習会などへ積極的に参加します。

地域の組織や団体が ●地域の資源や人材を活かしながら、人権や福祉についての学習会な
取り組むこと
社会福祉協議会が
取り組むこと

どを開催し、かつ、その継続に努めます。
●人権や福祉をテーマとした学習会や福祉大会などを開催します。
●児童生徒や地域の人たちを対象とした福祉教育の充実を図ります。
●人権や福祉をテーマとした講演会や出前講座などを開催します。

行政が

●各課係などで開催を予定している人権や福祉をテーマとした講演

取り組むこと

会などについて、調整の機会を設け、それぞれを関連付けるなどの
工夫を凝らすことで、より充実した企画となるよう努めます。

（２）福祉の制度や支援の方法について学ぶ
■現状と課題
○支援や介護のことについて地域での学びの場や機会の充実を図っていくことが大切
分野別課題調査では、
「加齢のことや認知症のことなどを学ぶ場や機会が増えれば、高齢者
にもっとじょうずにかかわることができるようになると思う」などと指摘する多くの意見が
ありました。また、
「ひとり暮らしのため、病気や介護が必要になった時のことなど、将来に
対する不安を抱えている」や「どちらかが重い病気などで入院したり、介護が必要な状態に
なった時、きちんと対応できるのか心配で、不安を抱えている」
、
「ひとり暮らしのなか、認
知症になってしまった時のことを心配し、不安を抱えている」のように、将来のことが不安
になっている様子を指摘する意見がありました。さらに、
「運転免許を返納することが望まし
い心身の状態にあるにもかかわらず、それをやらないため、危険な運転になってしまってい
る人たちがいる」と指摘する意見とともに、
「認知症を抱える人たちが増えている。早期の診
断や適切な対応などをすすめるためにも、認知症や認知症の人とのかかわりについて、学ぶ
機会が大切だ」や「認知症や認知症がある人のことについての理解を深めるための取り組み
を地域で進めていくことが大事だ」など、認知症のことをきちんと学んでおく大切さを指摘す
る意見もありました。
高齢者などに対する支援や介護のことについて、家族のなかだけで抱え込んでしまうことが
なく、また、将来への不安の解消をめざすためにも、地域において学びの場や機会の充実を図っ
ていくことが大切です。
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○子育て不安の解消などをめざす学びの場や機会の充実を図っていくことが大切だ
分野別課題調査では、「言葉遣いが悪かったり、すぐにキレたり、がまんできなかったり、
自分の気持ちをじょうずにコントロールできないで、物などにあたってしまうことがみられる」
と指摘する意見とともに、
「睡眠や食事などの基本的な生活習慣や生活リズムが乱れてしまっ
ている」や「日々仕事で忙しいなか、子育てまで十分に手が回らず、子どもの食生活や生活
習慣が乱れてしまったり、親子でゆっくり過ごす時間が持てないでいる」
、
「子どもを主にし
て生活のリズムができているのではなく、大人の生活リズムや食生活などの生活習慣に、子
どもを合わせている」といった多くの意見がありました。また、
「外遊びの機会が減っている
せいか、体力や運動能力の低下が目につくようになってきた」と指摘する意見も多くありま
した。さらに、
「母親、父親のそれぞれにふさわしい役割があると思うが、ひとり親の場合、
両方の役割をひとりで果たしていくことに大変苦労しているようだ」との意見がありました。
子育てについて、家族のなかだけで抱え込んでしまうことがなく、また、育児の知識を深
め、子育て不安の解消をめざすためにも、地域において学びの場や機会の充実を図っていくこ
とが大切です。

取り組みの方針
◇ 家族のなかだけで福祉の課題を抱え込んでしまうことがないよう、福祉や介護の制度や
サービス、子育て不安の解消、介護や支援の方法のなどについて、学ぶ場や機会の充実を
図ります。
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役割分担
自分や家族が
取り組むこと

●福祉の制度や支援の方法などに関する学習会などへ積極的に参加
します。
●地域の資源や人材を活かしながら、福祉や介護の制度やサービス、
育児や子育て不安の解消、介護や支援の方法のなどに関する学習会

地域の組織や団体が
取り組むこと

などを開催し、かつ、その継続に努めます。
●保育園や幼稚園、認定こども園ならびに小中学校では、児童生徒の
みならず、保護者を含め、福祉や介護の制度やサービス、育児や子
育て不安の解消、介護や支援の方法などについての学ぶ機会をつく
ります。

社会福祉協議会が
取り組むこと

●福祉や介護の制度やサービス、育児や子育て不安の解消、介護や支
援の方法などに関する学習会などを開催します。
●認知症サポーター養成講座の開催に協力します。
●福祉や介護の制度やサービス、育児や子育て不安の解消、介護や支
援の方法などに関する学習会や出前講座などを実施し、福祉の制度

行政が
取り組むこと

や支援の方法などについての理解を深める取り組みをすすめます。
●福祉の制度や支援の方法などについての学ぶ機会に多くの参加者
を募るため、その開催などに関する情報伝達を工夫するとともに、
会場で乳幼児などを預けることができるよう努めます。
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２

地域での参加機会の推進

（１）気軽に参加できる交流の場を広めていく
■現状と課題
○地域から孤立しがちな子育て家族が気軽に集える場や機会の充実が求められている
分野別課題調査では、
「親が独り、子育ての悩みを抱え込んでいることがある。親子や親同
士で交流できるような場や機会が増えると助かると思う」や「子育てに孤軍奮闘している家
族が、気軽に集い、語り合えるような場や機会を充実させていくことが大事だ」
、
「地域で子
育てサロンや子育てサークルなどの活動をすすめ、参加を呼びかけていけばいいのではない
だろうか」などの意見がありました。また、
「子育て家族のつながりのために、若い世代のな
かでは、インターネットを活用した方法のほうが馴染みを感じるかもしれない」と指摘する
意見もありました。
地域から孤立しがちな子育て家族が、身近なところで気軽に集うことができる場や機会、さ
らに、そのようなところへの参加をじょうずに促す工夫について、充実を図っていくことが求
められています。

取り組みの方針
◇ 社会参加を促すため、地域において孤立もしくは孤立しがちな人たちが、身近なところで
気軽に参加でき、ふれあいを深めることができる場や機会の充実を図ります。
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役割分担
●可能な範囲で、外出する機会を設けるよう心がけます。
自分や家族が
取り組むこと

●自分や家族が興味関心のある交流の機会について、その情報の収集
に努め、参加するよう心がけます。
●地域で取り組むサロン活動に参加するよう心がけます。
●行政区（自治会）の公民館などを活用した身近なところで、気軽に
集える機会を積極的に設けます。
●地域で取り組むサロン活動への参加を呼びかけるとともに、誰もが
参加しやすいサロンの内容を工夫します。

地域の組織や団体が
取り組むこと

●サロンの運営について工夫を凝らし、理解と協力を求めながら、ボ
ランティアの確保に努めます。
●子育て家族と高齢者など、異年齢・異世代で集い、それぞれの特徴
を活かし、交流を深めることができるような場や機会の充実を図り
ます。
●高齢者をはじめ、参加する人たちが持つ経験や能力、特技や趣味を
活かせるような交流の場や機会をつくり、充実を図ります。
●地域で取り組むサロン活動を支援します。

社会福祉協議会が
取り組むこと

●家族介護者や子育て家族の保護者、もしくは障がいのある人同士な
どが、お互いに悩みを語り合い、交流を深めることができる場や機
会をつくり、充実を図ります。
●地域で取り組む交流の場や機会の活動を支援します。
●家族介護者や子育て家族の保護者、もしくは障がいのある人同士な

行政が
取り組むこと

どが、お互いに悩みを語り合い、交流を深めることができる場や機
会をつくり、充実を図ります。
●公共施設などのバリアフリー化をすすめ、交流の場や機会への参加
の妨げの解消を図ります。
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（２）地域の活動や行事を参加しやすくする
■現状と課題
○誰もが参加しやすい地域での活動や行事の環境づくりをすすめていくことが大切だ
住民意識調査では、行政区（自治会）や子ども会、老人クラブなどの地域活動の経験ついて
たずねたところ、
「活動したことがない」が 38.6％で、最も高くなりました。また、現在活
動していない理由についてたずねたところ、
「勤務などの都合で機会がない」が 29.3％で、
最も高くなりました。
グループインタビューでは、
「うちの校区は小城市のなかでも、一番高齢化率が高い地区で、
地域の活性化への取り組みを支援していくというワークショップが開催されても、若い人が
いないので人が集まらない」との意見とともに、
「代々住んでいる世帯と、10 年以内に住み
始めた世帯、いわゆる若い人たちとの交流は多くない」や「清掃などについては協力的であ
るが、祭りごとについては、なかなか若い年代の参加は、まったくといっていいほど少ない」
などの意見がありました。また、
「新しい方を積極的に受け入れる地区もあれば、全くもって
受け入れない地区もあり極端である。総会に出席したことがあるが、高齢者の方ばかりで自
分にはハードルが高い感じがした」との意見もありました。
分野別課題調査では、
「共働きなどで日々の仕事の忙しさもあってか、地域の行事などに参
加しない子育て中の親子も増えている。子育てが地域で孤立して行われているような気がす
る」や「子どもたちの数も減り、地域で子どもたちとかかわることが少なくなってきた。子
どもたちとの交流を深めることができる地域での行事を活発にしていくことが大事だ」など
の意見がありました。また、障がい福祉分野からは、
「障がいのある人たちが活動できるとこ
ろ、かかわりが持てる人が限定的で、地域で交流できる場や機会が限られている」と指摘す
る意見がありました。
地域での活動や行事について、誰もが参加しやすい環境づくりをすすめていくことが大切
です。

＜行政区（自治会）や子ども会、老人クラブなどの地域活動の経験ついて＞
<単数回答>

全体(N=761)

0%

20%

25.5

40%

27.3

60%

80%

38.6

現在活動している
過去に活動したことがあるが、現在は活動していない
活動したことがない
不明・無回答
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＜現在活動していない理由ついて＞
<単数回答>
N=502

0%

10%

20%

勤務などの都合で機会がない
3.6

活動の方法がわからない

4.2

時間がない

9.2

興味がない

8.6
1.4

体調がすぐれない

5.6

知り合いがいない
いやな思いをしたくない

3.0
1.6

役が回ってこない
家の人が気にする
自信がない
行政区（自治会）に入っていない

11.0
0.6
5.0
3.2

その他
不明・無回答

40%

29.3

引越して間もない

活動内容が大変だから

30%

9.0
5.0

取り組みの方針
◇ 社会参加の機会として、行政区（自治会）や地域の各種団体などが連携を深めながら、地
域活動の活性化を図るとともに、誰もが気軽に参加することができる地域活動の充実をめ
ざします。
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役割分担
●行政区（自治会）や老人クラブ、子ども会などの活動に関心を持ち、
参加するよう心がけます。
自分や家族が
取り組むこと

●地域の行事や地域活動への関心を深め、周囲にも声をかけながら、
積極的に参加するよう心がけます。
●子どもとともに地域の行事に参加するなど、親子で地域にふれあう
機会を大切にします。
●地域や行政区（自治会）で行われている活動や行事、また、子ども
会や老人クラブなどの各種団体の意義について周知し、参加を促し
ます。
●地域の活動や行事については、多様なライフスタイルのあり方を尊
重しながら、年齢や障がいのあるなしに関わらず、多くの人たちが

地域の組織や団体が
取り組むこと

参加できるよう工夫します。
●行政区（自治会）の加入未加入に関わらず、誰もが参加しやすいよう
な地域行事を企画し、地域全体の交流が広がる取り組みを行います。
●転入してきた世帯に対して地域の活動や行事などを説明し、地域へ
の関心を高めます。
●地域活動の拠点となる行政区（自治会）の公民館について、バリア
フリー化に向けた改修などの検討をすすめます。
●地域活動のリーダー役となる人たちに向けた学習会や研修などの

行政が
取り組むこと

充実を図ります。
●地域や行政区（自治会）で行われている活動や行事について広く紹
介します。
●行政区（自治会）や各種団体などが連携した活動を支援します。

72

第３次小城市地域福祉計画
第４章 取り組みと役割分担

（３）ボランティア活動を参加しやすくする
■現状と課題
○多様なライフスタイルを尊重したボランティア活動への参加の促しの工夫が大切だ
住民意識調査では、個人的なボランティア活動への参加経験についてたずねたところ、
「まったく参加したことはないが、今後参加したい」が 31.5％で、最も高くなりました。ま
た、福祉にかかわる地域活動やボランティア活動への参加意向についてたずねたところ、
「参
加したくない」が 30.2％で、最も高くなりました。
「参加したくない」理由についてたずねた
ところ、
「時間に余裕がないから」が 44.8％で、最も高くなりました。
福祉にかかわる地域活動やボランティア活動への参加を考えていない人たちが多く存在し
ている様子がうかがえる一方で、福祉活動に関心がないからではなく、時間に余裕がないこと
が、そのように考える大きな理由になっているようです。多様なライフスタイルを尊重しなが
ら、ボランティア活動への参加を促していくための工夫が大切になります。
＜個人的なボランティア活動への参加経験ついて＞

<単数回答>

0%

20%

40%

60%

80%

100%
5.5

全体(N=761)

7.6

22.6

31.5

27.1

現在参加している
以前に参加したことがあるが、現在参加していない
まったく参加したことはないが、今後参加したい
まったく参加したことはなく、今後も参加したいとは思わない
その他
不明・無回答
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＜福祉にかかわる地域活動やボランティア活動への参加意向について＞
<複数回答>
N=761

0%

10%

児童福祉・子育て支援
（子育て相談や子育てサークル支援 など）

20%

30%

40%

18.9

高齢者福祉（声かけ・見守り活動、
ごみ出しなどの生活支援、施設訪問 など）

26.4

障がい福祉（手話や音読・点字訳、
外出支援、施設訪問 など）

10.4

青少年健全育成（登下校時の子どもの見守り、
子ども会などへの協力 など）

16.0

健康づくり（健康運動教室等の
運営協力 など）

19.1

防災・防犯（地域防災・防犯活動 など）

19.7

その他

2.5

参加したくない

30.2

不明・無回答

6.3

＜「参加したくない」理由について＞
<単数回答>
N=230

0%

20%

福祉活動に関心がないから

活動に関する情報がないから

44.8
2.2
0.9

一緒に参加する仲間がいないから

5.7

参加するきっかけがないから
家族の理解が得られないから

10.0
0.4

活動に活かせるものがないから

5.2

健康上の理由で難しいから

20.0

その他
不明・無回答

60%

5.7

時間的に余裕がないから
気恥ずかしいから

40%

4.8
0.4
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取り組みの方針
◇ 市民の参加で取り組む福祉サービスの担い手を広く求めることのみならず、社会参加の機
会の充実を図るために、市民がボランティア活動に参加しやすい環境づくりをすすめます。

役割分担
●ボランティア活動に参加する気持ちを大切にします。
自分や家族が
取り組むこと

●社会福祉協議会などで開催されているボランティア養成講座に積
極的に参加します。
●趣味や特技、経験を活かして、ボランティア活動に参加します。
●ボランティア団体では、活動の充実を図っていくため、活動内容の
周知に努めるととともに、新規のメンバーを増やすための取り組み

地域の組織や団体が
取り組むこと

をすすめます。
●ボランティア団体は、地域での学習会や交流の場において、ボラン
ティアの派遣要請に対し、積極的に応じ、活躍の場を広げます。
●地域で開催する学習会や交流の場おいて、ボランティア団体の活用
を積極的にすすめます。
●市内で活動しているボランティア団体について周知するとともに、
ボランティアの楽しさを伝える取り組みをすすめます。
●ボランティア情報の収集と発信とともに、ボランティアをしたい人

社会福祉協議会が
取り組むこと

と求める人をつなぐコーディネート機能について、両者のニーズを
的確に把握し、信頼関係を深めながら、さらなる充実を図ります
●ボランティア養成講座を開催し、その周知と参加を呼びかけます。
●ボランティア活動の実践への支援を行います。
●ボランティア団体相互の交流を図り、情報交換を行います。
●ボランティア活動に参加している人の生の声を伝えるなど、ボラン

行政が
取り組むこと

ティア活動に関するさまざまな広報活動の充実を図ります。
●ボランティア育成や活動のための支援を行います。
●NPO 法人を含むボランティア団体との協働による取り組みをすす
めます。
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第４節 重点的な取り組み
本節では、地域福祉の推進にあたって、小城市での現状と課題を踏まえ、特に重要である
と小城市が認識していること、さらに、平成 29 年度から 33 年度までの 5 年間という限ら
れた計画期間のなかで、取り組みの成果をあげるために、重点的に取り組んでいくことを示
します。
重点的な取り組みについては、
「基本目標」の実現に向けて掲げた「取り組み」のなかから、
以下に示すように、基本目標ごとに設定することにします。また、進捗状況をきちんと管理
していくため、地域福祉の推進のためにリーダーシップを発揮していくことが求められてい
る小城市が担っている役割を中心に、その方法を示していくこととします。

基本目標：支援につながる仕組みづくり
重点的な取り組み：身近で気軽な相談支援をすすめる
方法：身近な相談窓口の周知と機能の強化
基本目標：安心して暮らせる基盤づくり
重点的な取り組み：福祉サービスの量や質の充実を図る
方法：地域ケア会議などの協議会の機能強化
基本目標：気軽に参加できる環境づくり
重点的な取り組み：気軽に参加できる交流の場を広めていく
方法：交流の場の充実

１

身近な相談窓口の周知と機能の強化

『身近で気軽な相談支援をすすめる』ための『取り組みの方針』として、
「民生委員・児童
委員など、地域において相談支援に携わる人たちが、市民の身近で気軽な相談相手になるよ
うに、また、市役所の相談窓口、相談支援を行っている福祉サービス事業所など、地域の相
談支援機関が、市民にとってより身近なものとなるように努めながら、相談支援の充実を図
ります」と掲げています。そのための方法として、小城市は、誰もが必要なときに気軽に相
談できるよう、地域において相談支援に携わる人たちの周知やスキルアップを図る役割を
担っています。
地域において相談支援に携わる人たちのなかで、地域福祉活動をすすめていくうえで特に
重要な民生委員・児童委員が、市民にとって身近で気軽な相談相手となるよう、広く周知す
るととに、スキルアップのための研修の機会の充実を図っていきます。
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２

地域ケア会議などの協議会の機能強化

『福祉サービスの量や質の充実を図る』ための『取り組みの方針』として、
「法や制度に定
める福祉サービスについて、それを必要とする市民に対し、適切に福祉サービスを提供でき
る体制づくりをすすめることで、安心して暮らせる支援の充実を図ります」と掲げています。
そのための方法のひとつとして、小城市は、福祉サービスを必要とする高齢者や子ども、障
がいのある人や、その家族へのきめ細かい対応のため、地域ケア会議や要保護児童対策地域
協議会、総合支援協議会などのさらなる機能充実を図っていく役割を担っています。
地域ケア会議や要保護児童対策地域協議会、総合支援協議会などを構成する関係機関や組
織・団体に理解を求めながら、これら協議会の開催回数を増やし、個別事案や地域における
福祉課題についての協議検討を深め、連携を強化していきます。

３

交流の場の充実

『気軽に参加できる交流の場を広めていく』ための『取り組みの方針』として、
「社会参加
を促すため、地域において孤立もしくは孤立しがちな人たちが、身近なところで気軽に参加
でき、ふれあいを深めることができる場や機会の充実を図ります」と掲げています。そのた
めの方法のひとつとして、小城市は、地域で取り組む交流の場や機会の活動を支援する役割
を担っています。
高齢者を中心に気軽に交流できる「ふれあいサロン」や、親子で集い楽しく過ごせる「育
児サークル・子育てサロン」が、地域の公民館や児童センター、保健福祉センターなどを利
用しながら実施されています。定期的に集い、交流することで、身近な地域に仲間が増え、
声かけなども自然にできるようになることから、ひきこもりがちな高齢者や子育て家族が、
地域から孤立してしまうことを予防することができます。さらに、高齢者にとっては介護予
防の機会として、子育て中の保護者にとっては子育てについて相談したり、学ぶことができ
る場としての効果も期待できます。また地域共生ステーションでは、障がいのある人同士や
家族介護者などがお互いに悩みを語り合い、交流を深めることができる場としても活用され
ています。
今後も「ふれあいサロン」や「育児サークル・子育てサロン」の新たな立ち上げと、サロ
ン・サークル活動および地域共生ステーションの充実に向けた取り組みをすすめていきます。
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第１節 協働による計画の推進
地域福祉活動の主役は地域に生活している市民一人ひとりです。住み慣れた地域で支え、
助け合える地域社会を実現させていくためには、行政の取り組みだけでは不十分であり、市
民との協働が不可欠となります。また、地域には多様な福祉ニーズが潜在しており、それら
のニーズに対応していくためには、地域において活動するボランティア、関係機関・団体、
福祉サービス事業者も地域福祉の重要な担い手となります。
計画を推進していくにあたっては、地域福祉を担う主体がお互いに連携をとり、それぞれ
の役割を果たしながら、協働して計画を推進していくことが大切です。

１

市民の役割

一人ひとりが福祉に対する意識や理解を深め、地域社会の構成員の一員であることを自覚
することが大切です。
また、地域における福祉活動の担い手として、ボランティアなどの社会活動に積極的かつ
主体的に参画することが期待されます。
特に、「団塊の世代」をはじめ、高齢者の人たちには、現役時代に培った知識や経験を活
かしながら、地域における福祉活動の大切な担い手として、積極的に参画することが大変期
待されます。

２

地域の組織・団体の役割

行政区（自治会）や民生委員児童委員連絡協議会、老人クラブなどは、これまでの活動実
績からみても、地域における福祉活動を推進していくリーダー的な地域の組織・団体です。
地域における福祉課題に対しては、それそれの地域の組織・団体が個々に活動するだけで
はなく、個々の組織・団体の特徴を活かし、お互いの連携を深めながら、その解決や改善に
向けた活動をすすめていくことが期待されます。

３

ボランティア団体の役割

市民の福祉ニーズに対し、柔軟に対応しながら、その活動をよリ活発化するとともに、市
民への福祉活動にとどまらず、活動内容の市民各層への広報や、行政への施策提言などを行
うことが期待されます。
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４

福祉サービス事業者の役割

福祉サービスの提供者として、その専門性を十分に発揮し、市民の福祉ニーズに応じたサー
ビスの提供、利用者の視点に立った自立支援、サービスの質の確保、専門的知識を活かした
福祉情報の提供などに、積極的に取り組んでいくことが大切です。
また、今後ますます多様化する福祉ニーズに対応するため、すでに実施している事業のさ
らなる充実や新たなサービスの創出、さらに、その人的、物的資源を活かしながら、市民が
福祉活動へ参加するための支援などに取り組んでいくことが期待されます。

５

社会福祉協議会の役割

地域福祉の推進を担う団体として、法令制度に定める福祉サービスの提供にとどまらない
市民の立場に立ったサービスの提供や、地域福祉活動の情報発信、地域における福祉活動の
組織化を推進する役割を担っています。それを果たすために、本計画に基づき、地域におけ
る福祉活動を担う地域に密着した組織・団体との連携のもと、それぞれの地域の特性に応じ
た福祉活動を推進していくことが期待されます。

６

行政の役割

地域福祉の推進にあたリ、行政には市民の福祉向上をめざして、各福祉施策を総合的に推
進していく責務があります。それを果たすために、本計画に基づき、地域福祉を推進する関
係機関、団体などの役割を踏まえながら、相互に連携・協力を図るとともに、市民の福祉ニー
ズの把握と、各地区の特性に配慮した福祉施策の推進に努めます。

第２節 計画の進行管理
本計画に基づく地域福祉の取り組みを効果的かつ継続的に推進していくため、市民や地域
の組織や団体の代表、福祉関係団体の代表などにより構成する小城市地域福祉計画有識者懇
話会において、地域福祉の進捗状況を確認し、必要に応じて、取り組みの見直しを行いなが
ら、本計画の進行管理と推進を図ります。
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資料編

１ 小城市福祉関係計画に関する有識者懇話会設置要綱
平成26年3月28日
告示第24号
改正 平成27年3月31日告示第29号
平成28年3月31日告示第30号
（目的）
第1条 市の福祉行政に関する諸計画の策定にあたり、幅広い視点から意見を求めるため、
小城市福祉関係計画に関する有識者懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
（定義）
第2条 この告示において、小城市福祉関係計画とは、次に掲げる計画をいう。
(1) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条の規定により定める小城市地域福祉計
画（以下「地域福祉計画」という。）
(2) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の8第1項の規定により定める小城市
高齢者福祉計画（以下「高齢者福祉計画」という。）
(3) 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第3項の規定により定める小城市障が
い者計画（以下「障がい者計画」という。）
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第
123号）第88条の規定により定める小城市障がい福祉計画（以下「障がい福祉計画」と
いう。）
（部会）
第3条 懇話会には、次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に定める事項について、意見
を述べるものとする。
(1) 地域福祉計画部会 地域福祉計画に関すること。
(2) 高齢者福祉計画部会
(3) 障がい者福祉計画部会

高齢者福祉計画に関すること。
障がい者計画及び障がい福祉計画に関すること。

（組織）
第4条 各部会は、別表に掲げる委員数以内で組織する。
2 各部会の委員は、別表に掲げる団体に所属する者をあてるものとする。
（任期）
第5条 各部会の委員の任期は、第2条に定める小城市福祉関係計画の策定に必要な期間とす
る。
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（会長及び副会長）
第6条 各部会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、部会を代表し、部会を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（招集）
第7条 部会は、市長が招集する。
（庶務）
第8条 地域福祉計画の懇話会の庶務は福祉部社会福祉課において、高齢者福祉計画、障が
い者計画及び障がい福祉計画の懇話会の庶務は福祉部高齢障がい支援課において処理する。
（その他）
第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め
る。

附 則
（施行期日）
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
（小城市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱等の廃止）
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 小城市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱（平成17年小城市告示第179号）
(2) 小城市高齢者福祉計画に関する有識者懇談会設置要綱（平成17年小城市告示第180号）
(3) 小城市障害者計画策定委員会設置要綱（平成17年小城市告示第231号）
(4) 小城市地域福祉計画策定委員会設置要綱（平成18年小城市告示第76号）
附 則（平成27年3月31日告示第29号）
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則（平成28年3月31日告示第30号）
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
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別表(第4条関係)
部会名
地域福祉計画部会

高齢者福祉計画部会

障がい者福祉計画部会

団体
社会福祉協議会
子育て相互支援センター
小学校校長会
民生委員児童委員連絡協議会
ボランティア連絡協議会
PTA
区長会
公募による市民
老人クラブ連合会
婦人会
保健福祉事務所
保健医療関係団体
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
養護老人ホーム
身体障がい者団体
知的障がい者団体
精神障がい者家族会
障害者相談支援センター
障がい福祉サービス事業所
障がい者就労支援事業所
佐賀障害者職業センター
佐賀県身体障害者更生相談所
教育委員会

委員数
12人以内

11人以内

10人以内

２ 有識者懇話会委員名簿
選出機関名

役職名

氏名

小城市社会福祉協議会

事務局長

原田 繁美

小城市子育て相互支援センター

代

表

船津 由美子

小城市小中学校校長会

会

長

小栁 伸博

小城市民生委員児童委員連絡協議会

代

表

小野 忠久

小城市ボランティア連絡協議会

会

長

島田 美和子

小城市ＰＴＡ連絡協議会

会

長

唐島 由晃

小城市区長連絡協議会

会

長

森永 光俊

公募委員

相浦 守夫

公募委員

真子 秀秋

任 期：平成 28 年６月８日～平成 29 年 3 月 31 日
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備考
会 長

副会長

３ 計画策定の経緯
開催日

会議／調査

平成 28 年 ６月 ８日

第１回有識者懇話会

計画策定の趣旨と方法の説明・協議

平成 28 年 ７月 12 日

地域団体ヒアリング

PTA 連絡協議会

平成 28 年 ８月 １日

地域団体ヒアリング

老人クラブ連合会

平成 28 年 ８月 ３日

地域団体ヒアリング

民生委員児童委員連絡協議会

平成 28 年 ９月 20 日

地域団体ヒアリング

障がいのある人やその家族

平成 28 年 ９月 29 日

第２回有識者懇話会

調査結果の報告、計画骨子案の協議

平成 28 年 10 月

地域団体ヒアリング

区長連絡協議会（記述式調査票による）

平成 28 年 12 月 21 日

第３回有識者懇話会

計画素案の協議

平成 29 年 １月 20 日

パブリックコメント

～ ２月 ３日
平成 29 年 ２月 14 日

内容

第４回有識者懇話会

パブリックコメント結果の報告、
計画案の協議・承認

４ 調査の概要
【住民意識アンケート】
調査地域

：小城市全域

調査対象者

：小城市在住の 20 歳以上 2,000 名を無作為抽出

調査期間

：平成 28 年６月 20 日～７月４日

調査方法

：郵送による配布・回収

配布数（Ａ）

回収票数（Ｂ）

2,000

761
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回収率

（Ｂ）
（Ａ）
38.1%

【地域団体ヒアリング：グループインタビュー】
調査対象

：PTA 連絡協議会、老人クラブ連合会、民生委員児童委員連絡協議会、
障がいのある人やその家族、区長連絡協議会

調査日

：PTA 連絡協議会

平成 28 年 7 月 12 日

老人クラブ連合会

平成 28 年 8 月 １日

民生委員児童委員連絡協議会

平成 28 年 8 月 ３日

障がいのある人やその家族

平成 28 年 9 月 20 日

なお、区長連絡協議会については、平成 28 年 10 月、記述式調査票
の配布回収による調査を実施しました。
【地域団体ヒアリング：分野別課題調査】
調査対象

≪高齢者福祉・介護分野≫
居宅介護支援事業所、通所介護・通所リハビリテーション・認知症対応
型通所介護事業所、短期入所事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、
地域共生ステーション、ぬくもいホーム、地域包括支援センター、市役
所関係課係など
≪児童福祉・子育て支援分野≫
保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育施設、認証保育施設、認
可外保育施設、放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター、児
童センター、子ども支援センター、地域共生ステーション、母子保健
推進員、家庭相談員、母子自立支援員、スクールサポーター、スクー
ルカウンセラー、市役所関係課係など
≪障がい福祉分野≫
生活介護・就労継続支援事業所、児童発達支援事業所、放課後等デイ
サービス事業所、グループホーム、相談支援事業所、市役所関係課係
など
≪生活困窮者支援分野≫
市役所関係課係など

調査期間

：平成 28 年６月～７月

調査方法

：自由記述式調査票の配布・回収
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５ 成果目標と目標値
基本
目標

成果目標と目標値

支援 に つなが る
仕組 みづ くり

●福祉に関する支援についての冊子などの作成および更新
目標値：作成／更新
●民生委員・児童委員などの地域において相談支援に携わる人たちに対する
研修の実施
目標値：年５回
●複雑かつ多問題化した福祉の課題を抱える人や世帯を対象とした包括的
な相談支援を行っていくための関係課、関係機関、関係団体などで構成さ
れる「支援調整会議」の開催
目標値：自立支援計画作成時、随時開催

安心 し て暮ら せる
基盤づ くり

●地域ケア会議の機能強化
目標値：全体会 年２回
部会やケース会議などは必要に応じ、随時開催
●要保護児童対策地域協議会の機能強化
目標値：全体会 年１回
部会やケース会議などは必要に応じ、随時開催
●総合支援協議会の機能強化

気軽 に参加 できる
環境づ くり

目標値：全体会 年２回
部会やケース会議などは必要に応じ、随時開催
●人権や福祉をテーマとしたセミナー、映画会などの開催
目標値：年 14 回
●ふれあいサロンの充実
目標値：110
目標値：
110 箇所
●育児サークルや子育てサロンの充実
目標値：20
目標値：
20 団体
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６ 用語解説
【あ行】
●アウトリーチ
「外へ（out）手を伸ばす（reach）
」という意味のアウトリーチは、社会福祉の分野で、
支援機関が通常の枠を超えて手を差し伸べ、支援を届ける取り組みの意味で用いられてきた。
困難を抱えながらも支援の必要を自覚していない、相談意欲がない、支援拠点に足を運ばな
い人の場合、従来の施設型支援から取りこぼされることが多い。アウトリーチはこうした潜
在的なニーズとつながる手法として開発された。最近ではさまざまな分野でアウトリーチの
取り組みが必要とされ、その意味は広がりをみせている。不登校や非行、ニート、引きこも
りなどの若者への対応では、主に訪問支援をアウトリーチと言っている。子育て支援では、
要支援家庭に対する保健師などの訪問支援は以前より行われてきたが、子育て環境の孤立化
などを背景に、予防支援の重要性が認識されるようになり、誰もが立ち寄れる場を提供する
地域子育て支援拠点事業もアウトリーチの一環とされる。
●NPO（法人）
NPO とは、Nonprofit Organization または Not-for-Profit Organization の略で、営
利目的ではなく非営利な活動を行う団体、社会貢献活動や慈善活動を行う団体で、NPO 法人
とは、特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法
の定めるところにより設立された法人。
【か行】
●介護保険制度
高齢化、要介護高齢者の増加、介護家族の負担増大、福祉サービスの不足、社会的入院・
老人医療費の膨張などを背景に、介護の社会化を目的として平成 12 年から開始された社会
保険方式による強制加入の制度。保険者は佐賀中部広域連合（佐賀市/多久市/小城市/神埼市
/神埼郡吉野ヶ里町で構成）であり、65 歳以上の人を第１号被保険者、40 歳以上 65 歳未
満の医療保険加入者を第２号被保険者という。
●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
介護保険法に基づく、65 歳以上の人であって、身体上または精神上著しい障がいがある
ために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な人を入所させ
る施設。
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●介護老人保健施設（老人保健施設）
介護保険法に基づく、入所する要介護者に対し、看護、医学管理の下における機能訓練、
その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
●共同生活援助（グループホーム）
障害者総合支援法に基づく、障がいのある人に対して、主に夜間において、共同生活を営
む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行うサービス。
グループホームとも呼ばれる。
●居宅介護
障害者総合支援法に基づく、ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事な
どの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活に関する相談や助言など、生活全般にわたる
援助を行うサービス。
●居宅介護支援
介護保険法に基づく、介護を必要とされる人が、自宅で適切にサービスを利用できるよう
に、心身の状況や生活環境、本人・家族の希望などにそってケアプランを作成したり、さま
ざまな介護サービスの連絡・調整などを行うサービス。
●苦情解決制度
社会福祉法に規定されている制度で、社会福祉事業の経営者は、利用者からの苦情に対する
適切な解決に努める責任を負うと定められている。苦情解決体制として、
「苦情解決責任者」
「苦
情受付担当者」を設置するとともに、社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮し
た適切な対応を推進するため、事業所外の第三者を「第三者委員」として選任するものとされ
ている。事業者と利用者間での苦情解決が困難な場合、第三者機関である佐賀県福祉サービス
運営適正化委員会（県社会福祉協議会に設置）による解決の方法が用意されている。
●軽費老人ホーム（ケアハウス）
軽費老人ホームは、身寄りがない、または、家庭環境や経済状況などの理由により、家族
との同居が困難な高齢者を「自治体の助成を受ける形」で、比較的低額な料金で入居できる
福祉施設。
●子ども支援センター
育児不安についての相談・指導、子育てサークルへの支援、育児通信の発行、育児講座、
その他地域の実情に応じた事業を行い、地域の子育て家庭に対する支援を行う拠点の一つ。
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【さ行】
●災害ボランティアセンター
主に災害発生時、他地域からのボランティアや支援物資の受入れ、整理、調整など、ボラ
ンティア活動を効率よくすすめるための組織。
●佐賀県福祉サービス運営適正化委員会
社会福祉法第 83 条に基づき、県社会福祉協議会に設置された公平・中立な第三者機関で、
福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の適正な運営を確保するための助言・
勧告を行うほか、社会福祉法第 2 条に規定する社会福祉事業において提供されるサービスに
係る処遇の内容に関する苦情、福祉サービス利用契約の締結、履行または解除に関する苦情
を適切に解決するため、助言、相談、調査もしくは斡旋または佐賀県知事への通知を行う。
●サロン
互いに支えあって暮らしていける地域づくりのため、外出の機会が少ない高齢者や、子育
て中の家族など、同じ地域で暮らす住民同士が定期的に集い、交流することで、地域の「憩
いの場」となることをめざす場所。
●自主防災組織
住民一人ひとりが「自らの命は自ら守る」そして、
「自らの地域は自ら守る」という考え方
にたって、自主的に防災活動を行う組織で、初期消火、救出・救護、集団避難、給水・給食
などの防災活動を行う団体（組織）のこと。
●児童委員
地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安
や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援などを行う者。また、一部の児童委員は、児童に関す
ることを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けている。
●児童センター
０歳から 18 歳までの子どもたちに自由な活動や遊びの場を提供する地域の拠点となる施
設。遊びを中心としたさまざまな体験を通して子どもたち一人ひとりの個性を伸ばし、自主
性や、社会性を身につけられるような取り組みを行っている。
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●児童相談所
18 歳未満の子どもの福祉に関する相談・通告を受け、子どもの家庭、地域状況、生活歴
や発達、性格、行動などについて専門的な角度から総合的に調査、診断、判定を行い、子ど
も、保護者、関係者などに対して指導・援助を行う。また必要に応じて子どもの一時保護、
児童福祉施設などへの入所措置などの機能を併せ持つ相談援助活動を行う機関。
●児童扶養手当
父母が離婚するなどして父または母の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭など
の児童のために、地方自治体から支給される手当。
●社会資源
人々のニーズを充足したり、問題解決の目的に使われる各種の施設、制度、機関、知識や
技術などの物的、人的資源の総称。生活するうえでおこるさまざまな問題の解決を担う福祉
制度や施設などのこと。
●社会福祉法
わが国における福祉サービスの基礎をなす法律。社会福祉の目的や理念、原則などを盛り
込み、社会福祉事業の範囲や社会福祉協議会、福祉事務所、社会福祉主事、社会福祉法人な
ど、社会福祉の基礎構造に関する規定とともに、市町村地域福祉計画などの作成その他の地
域福祉の推進を図るための規定が定められている。
●社会福祉法人
社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人。
社会福祉事業の公共性から、その設立・運営に厳格な規定が定められている。なお、社会福
祉事業とは、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けられる。
●重度訪問介護
障害者総合支援法に基づく、重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障が
いがあり常に介護を必要とする人に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、
食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談や助言など、生活全
般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行うサービス。
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●障害者総合支援法
障がいの種類（身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病など）にかかわらず、障がい
のある人が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、共通の制度により福祉サー
ビスや公費負担医療を提供することを定めた法律で、平成 25 年 4 月 1 日から、
「障害者自
立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、
「障害者」の定義に難病などを追加し、
平成 26 年 4 月 1 日からは、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへ
の一元化などが実施されている。
●小規模多機能型居宅介護
介護保険法に基づく、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利
用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅へ
の「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練
を行うサービス。
●小規模保育施設
３歳未満児に重点を置いた小規模な保育類型の施設。市町村による認可事業と位置づけら
れ、利用定員は６人以上 19 人以下に定められ、定員５人以下の家庭的保育、定員 20 人以
上の認可保育所の中間に位置する。
●就労継続支援（Ａ型）
障害者総合支援法に基づく、企業などに就労することが困難な障がいのある人に対して、
雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを
行うサービス。
●就労継続支援（Ｂ型）
障害者総合支援法に基づく、通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障が
いのある人に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練
などを行うサービス。
●主任児童委員
地域における子育て支援をさらに推進するため、区域を担当せず児童福祉に関する事項を
専門的に担当し、児童福祉関係機関と区域を担当する児童委員との協同による相談支援など
をその職務とする民生委員・児童委員をいう。
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●総合支援協議会
障がいのある人が地域で安心して生活できるよう支援し、自立と社会参加を図るため、一
般相談支援事業および特定相談支援事業の適切な運営、ならびに地域の障がい福祉に関する
システムづくりについての中核的な役割を果たす定期的な協議の場。
●相談支援（障がい福祉サービス）
障害者総合支援法に基づく、地域で生活する障がいのある人やその家族、関係機関の人た
ちからの相談応じ、必要な情報提供や助言を行うことで、自立した日常生活または社会生活
が送れるように総合的・継続的に支援するサービス。
●自立支援医療（精神通院）
公費負担医療のひとつで、精神疾患（てんかんを含む）の治療のため通院による精神医療
を継続的に要する病状にある者に対して医療費の自己負担を軽減するもの。
●身体障害者手帳
身体障がいのある人が身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に交
付されるもの。身体障害者手帳の等級は重度から１級～６級に区分されているが、さらに障
がいにより視覚、聴覚、音声・言語、肢体不自由、内部（呼吸器や心臓、腎臓、膀胱または
直腸、小腸、免疫機能）などに分けられる。
●生活介護
障害者総合支援法に基づく、障害者支援施設などで、常に介護を必要とする人に対して、
主に昼間において、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活な
どに関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提
供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行うサービス。
●生活困窮者自立支援制度
生活困窮者の自立の促進を図ることを目的に、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体と
なって、官民協働による地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支
給、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し包括的な事業の実施を定めた生活困窮者自立支援法に基づく制度。
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●生活福祉資金貸付制度
低所得者、障がいのある人または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行
うことで、その経済的自立および生活意欲の助長を図り、安定した生活を送れるようにする
ことを目的としたもので、資金の貸付については、資金の種類ごとに、要件、限度額などそ
れぞれの用途に応じて実施されている。
●生活保護
資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する人（世帯）に対し、困窮の程度に
応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制
度。
●精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのある人の自立と社会参加の促進を図ることを目的とし交付される手帳。障が
いの程度により、１級、２級、３級とされている。市町村が窓口であり、２年ごとに精神障
がいの状態について都道府県知事の認可を受けなければならない。
●成年後見制度
知的障がい、精神障がい、認知症などにより、判断能力が不十分な成年者を保護するため
の制度。具体的には、判断能力が不十分な人について契約の締結などを代わりに行う代理人
などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを取り消すこと
ができるようにするなど、これらの人を不利益から守る制度。
【た行】
●第三者評価制度
福祉サービス事業者の提供するサービスの質を、当事者（利用者や事業者）以外の公正・
中立な第三者機関が、専門的・客観的な立場から評価を行う制度で、行政の監査とは異なり、
最低基準を満たしているかを確認するのではなく、評価結果を広く公表することにより、各
事業者がよりよいサービスを提供できるように誘導する役割を持っている。
●短期入所生活介護・療養介護（ショートステイ）
介護保険法に基づく、介護者の疾病やその他の理由により、居住している自宅において介
護を受けることが一時的に困難となった要介護者を短期間入所させ、入浴、排せつおよび食
事その他の必要な養護を行うサービス。
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●短期入所
障害者総合支援法に基づく、自宅で介護を行っている人が病気などの理由により介護を行
うことができない場合に、障がいのある人に障害者支援施設や児童福祉施設などに短期間入
所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行うサービス。
●地域ケア会議
介護保険サービスの利用者か否かにかかわらず、支援が必要な高齢者などを対象に効果的
なサービス提供をするために、地域ケアの総合調整などを行う会議。
●地域共生ステーション
子どもから年齢を問わず、また障がいの有無に関わらず、誰もが自然に集い、住み慣れた
地域において安心して生活していくことができるよう、さまざまな福祉サービスを事業所や
ボランティアなどが協働し、支援していく地域の拠点。
●地域包括支援センター
平成 17 年の介護保険制度改正によって創設された。その事業内容は、介護予防ケアマネ
ジメントを保健師、総合相談・支援事業を社会福祉士、包括的・継続的ケアマネジメント事
業を主任介護支援専門員と、３職種が業務分担することになる。センターはこの３職種が連
携して、所管地域内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員を支援し、関係機関のネットワー
クづくりや住民活動をサポートすることで、地域包括ケアの実現をめざすものである。
●通所介護（デイサービス）
介護保険法に基づく、介護老人福祉施設などに通い、入浴・排泄・食事などの介護、生活
などについての相談・助言、健康状態の確認、その他の必要な日常生活上の世話や機能訓練
を行うサービス。
●出前講座
市が行っている仕事のなかで、知りたい・聞きたいと思っている内容を講座メニューのな
かから選んでもらい、市内に在住・在勤・在学のグループ・団体のもとへ職員が出向き、説
明するもの。
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【な行】
●日常生活自立支援事業
認知症の高齢者、知的障がいのある人、精神障がいのある人などで、判断能力が不十分な
ため、日常生活に困っている人が安心して自立した地域生活が送れるよう、相談、福祉サー
ビスの利用援助および日常的な金銭管理などを行うもので、契約締結後、生活支援員が生活
支援計画に基づき、定期的な支援を行う。
●認証保育施設
認可は受けていない、いわゆる託児所で、少人数ならではの柔軟な対応やユニークな保育
を実施している。
●認知症
個人のそれまでに発達した知能が、脳の後天性障がいにより持続的かつ比較的短期間のう
ちに低下し、日常生活に支障をきたすようになること。大きく、脳血管性のものとアルツハ
イマー病に区別される。
●認知症サポーター養成講座
講師であるキャラバン・メイトと町が協働で行うもので、地域や職域・学校などで認知症
の基礎知識について、また、認知症サポーター（認知症を正しく理解してもらい、認知症の
人やその家族を温かく見守る応援者）として何ができるかなどについて学ぶ。
●認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
介護保険法に基づく、認知症高齢者の症状の進行予防・改善を図るため、共同生活をしな
がら入浴・食事・排泄などの介護や機能訓練を行うサービス。
●認知症対応型通所介護
介護保険法に基づく、要介護者で認知症の人について、介護老人福祉施設などに日帰りで
通い、入浴、排せつ、食事などの介護、生活などに関する相談と助言、健康状態の確認その
他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話と機能訓練を行うサービス。
●認定こども園
幼稚園および保育所などにおける小学校就学前の子供に対する保育および教育ならびに保
護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設。都道府県知事が条例に基づき認定する。
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【は行】
●パブリックコメント
（国民・住民・市民など）公衆の意見。特に「パブリックコメント手続」における意見公
募に対し寄せられた意見を指す。日本では、意見公募の手続そのものを指す言葉としても用
いられる。パブコメと略されることも多い。パブリックコメント手続（制度）とは、行政が
政策、制度などを決定する際に、公衆（国民、都道府県民、市町村民など）の意見を聞いて、
それを考慮しながら最終決定を行う仕組みのこと。
●避難行動要支援者（名簿）
平成 25 年の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障がいのある人、乳幼児などの
防災施策において特に配慮を要する人（要配慮者）のうち、災害発生時の避難などに特に支
援を要する人。また、同法では、避難行動要援護者名簿の作成を市町村に義務付けることが
規定された。
●放課後児童クラブ
労働などの事情により昼間保護者が家庭にいない小学生の児童に対し、放課後や夏休みな
どの長期休暇中、保護者に代わって行う保育を行う施設。
●放課後等デイサービス
児童福祉法に基づく、学校通学中の障がいのある子どもが、放課後や夏休みなどの長期休
暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と
相まって、障がいのある子どもの自立を促進するとともに、放課後などの居場所づくりを行
うサービス。
●訪問介護（ホームヘルプ）
介護保険法に基づく、要介護者で居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅
において介護福祉士、その他の者により行われる介護や日常生活上の世話を行うサービス。
●訪問看護
介護保険法に基づく、居宅要介護者について、その者の居宅において看護師などにより行
われる療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービス。
●ボランティアセンター
ボランティア活動に関する相談窓口、活動協力・補助、活動拠点・作業場の提供、講演会・
ワークショップ開催、ボランティアネットワーク拠点としての活動などを行なう組織。
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【ま行】
●民生委員
民生委員法に基づき、厚生労働大臣が委嘱し、児童福祉法に定める児童委員も兼ねている。
職務は、地域住民の生活状態の把握、要援助者の自立への相談援助・助言、社会福祉事業者
または社会福祉活動者との密接な連携・活動支援、福祉事務所その他の関係行政機関の業務
への協力など。
【や行】
●養護老人ホーム
老人福祉法に基づく、心身・環境・経済上の理由により，家庭で養護を受けることが困難
な高齢者を入所させて養護する施設。
●要介護認定
介護保険制度において、被保険者が介護を要する状態であることを保険者が認定するもの。
介護保険法では、日常生活において介護を必要とする状態を意味する要介護認定と、日常生
活に見守りや支援を必要とする状態を意味する要支援認定の 2 種類の認定が規定されている。
●要保護児童対策地域協議会
児童福祉法に基づき、虐待を受けた子どもをはじめとする要保護児童などに関する情報の
交換や支援を行うために協議を行う場。
【ら行】
●療育手帳
児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された人に対して交付
される手帳。交付により知的障がいのある人に対する一貫した指導、相談を行うとともに各
種の援護措置を受けやすくすることを目的としている。障がいの程度は、Ａ判定が重度、Ｂ
判定が中度・軽度となっている。
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