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はじめに 

 

 本市では、誰もがそれぞれの地域で集い、お互

いに見守り、支え合いながら、住み慣れた地域で

生きがいを持って暮らすことができる「地域共

生社会」の実現をめざしています。 

 そのため、平成２７年３月に市社会福祉協議

会の「地域福祉活動計画」と一体的な計画として

「第２次地域福祉計画」を策定して取り組んで

まいりました。 

 第２次計画の計画期間が本年３月末をもって終了するため、第２

次計画の成果と課題を検証し、この度、令和２年４月から５年間の新

たな地域福祉推進のための道しるべとして「第３次地域福祉計画・地

域福祉活動計画」を策定いたしました。 

 今回の計画も、「市民」「社協」「市」のそれぞれの役割をより明確

にするため、「地域福祉活動計画」と一体的に策定したものでござい

ます。 

 

 策定にあたりましては、地域福祉計画策定委員会の委員の皆様に

は熱心にご議論をいただき、また、地域懇談会や団体懇談会では多く

の皆様から貴重なご意見をいただきました。本計画は、皆様からいた

だきましたご意見をもとに作成したものでございます。 

 

 地域共生社会の実現のためには、行政としての施策の推進はもと

より、住民の皆様、関係機関の皆様のご協力が必要不可欠となりま

す。 

 本計画の策定にご協力いただきました皆様方に厚くお礼申し上げ

ますとともに、今後の計画の推進にご協力を賜りますようお願い申

し上げまして、本計画の策定にあたりましてのご挨拶とさせていた

だきます。 

 

 

 令和２年３月 

 

                京都府木津川市長 河井 規子 

  



 

  



 

はじめに 

 

 わが国では、本格的な少子高齢化や地域のつながりの希

薄化が進むとともに、近年多発する自然災害への備えや孤

立、生活困窮等の問題が深刻化しています。加えて木津川

市においては、子育て世代の増加に伴う種々の課題が顕在

化する中、地域で暮らす全ての人々が、つながり、支え合

い、地域をともにつくっていく「地域共生社会」の実現に

向けての取り組みが、とても重要なものとなっています。 

 「思いやり あふれる笑顔 ひろがる輪」を基本理念として地域福祉活動計画

を策定して１０年が経過しました。これまで、変化する社会情勢や各種懇談会な

どで頂いた意見を参考に、住民を主体とする計画を実践してまいりました。今回

策定しました第３次地域福祉活動計画も前回同様、木津川市が策定する「地域福

祉計画」と一体的に進める、市民と市が共有する福祉のマスタープランとして策

定いたしました。計画策定に当たっては、市民アンケートや各種懇談会を開催し

広く住民の皆さんのご意見を頂くことと合わせて、既存事業の見直しを行い計画

に反映した、令和２年度から令和６年度までの５カ年の木津川市の福祉をさらに

推進するための計画となっています。 

 これからも「思いやり あふれる笑顔 ひろがる輪」の基本理念を大切に、誰

もが安心して暮らし続けられる地域社会の構築のため、地域住民を中心に行政や

民生児童委員協議会をはじめとする関係団体、当事者の方々、ボランティア、社

会福祉法人、ＮＰＯ等と力を合わせて、「交流する地域づくり」、「地域で支え合う

仕組みづくり」、「課題を解決する地域づくり」、「地域福祉の基盤づくり」の４つ

の目標の実現に向けて取り組んでまいりますので、皆様の一層のご支援・ご協力

をお願いいたします。 

 結びに、本計画の策定に当たり、多大なるご尽力をいただきました木津川市地

域福祉計画策定委員会の委員の皆様をはじめ、計画策定にご協力いただきました

各種関係団体の皆様、そしてご意見を頂きました住民の皆様に心から感謝を申し

上げます。 

 

 令和２年３月 

 

社会福祉法人木津川市社会福祉協議会 

会 長  福 井  博 敏  
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ただし、国の法令に基づく制度や組織名などの固有名詞は、そのとおりの表記と

します。 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 策定の趣旨 

近年、少子・高齢化の急速な進展、核家族化、単身世帯の増加や近隣住民関係の希

薄化が進む中で、社会から孤立する人や経済的困窮状態にある家庭等をめぐる問題も

深刻化しています。 

 

こうした中、国では平成 29（2017）年に社会福祉法が介護保険法等とともに改正

され、世代や分野を超えて住民一人ひとりの暮らしと生きがいを守る地域をともにつ

くっていく「地域共生社会」の実現をめざしています。 

 

「地域共生社会」の実現をめざすためには、地域住民がボランティア等の市民福祉

団体や民間事業者とともに、行政と協働1して地域福祉を進めていくことが必要です。 

 

木津川市及び木津川市社会福祉協議会（以下「社協」と記載します。）は、平成 26

年度に、社会福祉法第 107 条に基づき、福祉の総括的な計画として市町村が策定す

る「地域福祉計画」と社会福祉法第 109 条に規定されている地域福祉の実効性を高

める計画として社協が策定する「地域福祉活動計画」を一体化した、木津川市におけ

る“市民と市の福祉マスタープラン”として『第２次木津川市地域福祉計画・木津川

市地域福祉活動計画』を策定し、令和元（2019）年度に計画期間満了の時期を迎え

ました。 

 

本計画は、『第２次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画』を見直すに

あたり、市と社協がこれを一体的に進め、市民と市が共有する福祉のマスタープラン

とする理念を踏襲しながら、本市の福祉をさらに向上させていくために、また、本市

の福祉の上位計画として策定したものです。 

 

  

                                      
1 協働：市民、社協及び市がその役割分担に基づき、相互補完的に対等な立場で協力して行動すること。 



2 

２ 計画の位置づけ 

本市の最上位計画である総合計画と整合性を取りながら地域福祉の推進を具体化す

る計画であり、福祉の分野ごとに作成される部門別計画の上位計画となります。 

また、行政と民間を結び、福祉に関わる各分野をつなぐ「横糸」となる計画であり、

福祉から地域活性化を展望する「福祉のまちづくり計画」です。 

 

「地域福祉計画・地域福祉活動計画」の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画は、令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年間を計画期間

とします。なお、社会動向の変化や計画の推進状況に応じて計画の見直しを行います。 

 

４ 計画の性格 

地域を構成するみんなの計画です。本市の福祉資源や、これまでの事業・活動の実

績をベースに、みんなが参加・活躍しやすくなるための、一人ひとりを主役とする行

動計画であり、市と社協を中心に、みんなで進行を見守っていきます。 

  

木津川市総合計画 

木津川市地域福祉計画・ 
木津川市地域福祉活動計画 

・木津川市障害者基本計画・障害福祉計画 

・木津川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

・木津川市子ども・子育て支援事業計画 

・すこやか木津川 21 プラン 

健康増進計画・食育推進計画 

・木津川市自殺対策計画 

等 

整合性 
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主 体 

市民・地域・福祉事業者・関係団体・社協・市など、本市を構成するあ

らゆる主体を等しく主役とし、様々な立場の人々や機関が、それぞれの

機能・役割を発揮し、互いに協力しながら実施していくための計画です。 

それぞれの主体は、支援される側と支援する側にわかれるものではな

く、すべての人や機関は、様々な場面において支え、支えられる関係に

あります。 

各組織は、そこに属する人々によって成り立っています。本計画では、

地域、組織を構成する一人ひとりの「人」のためのものであり、一人ひ

とりを主役とします。 

 

５ 策定のプロセス 

市と社協が一緒になり、市民・事業者・団体等の参加・参画を得ながらつくりまし

た。 

 

（１）市民アンケート調査の実施 

市内に居住の 18 歳以上の人から 2,000 名を無作為に抽出し、郵送による配布・回

収により、アンケート調査を実施しました。 

 

（２）地域懇談会、団体懇談会の実施 

毎年、各圏域で地域懇談会・団体懇談会を実施し、市民や各種団体の意見聴取を行

いました。 

 

（３）策定作業部会の実施 

社協において、計画策定における作業部会を設け、地域福祉のさらなる発展に向け

て協議しました。 

 

（４）木津川市地域福祉計画策定委員会の開催 

計画を策定するため、木津川市地域福祉計画策定委員会を開催し、市民や各種団体

などの代表とともに、市民の参画を得ました。 

 

（５）ホームページなどを活用した計画に対する意見の聴取 

広く市民の意見を聴取するために、令和 2（2020）年１月 18 日から２月 20 日

にパブリックコメント2を実施しました。  

                                      
2 パブリックコメント：市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画や条例等を立案する過程

で、その案の趣旨、内容等を公表して市民等から意見を募集し、これに考慮して意思決定を行う一

連の手続きのこと。 
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第２章 地域福祉を取り巻く状況と課題 

１ 統計からみる木津川市の状況 

（１）人口・世帯等の状況 

★ 人口及び世帯数は依然増加傾向にあるものの、世帯規模の縮小が進行 

人口は、平成 31 年（2019）３月末現在では 77,532 人で、依然として増加傾向

を示しています。 

世帯数も増加を続け、同年同月現在では 30,606 世帯となっています。 

１世帯当たり人員は、平成 25 年（2013）の 2.71 人が、平成 31 年（2019）

には 2.53 人となり、世帯規模の縮小が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：住民基本台帳（各年３月末現在） 
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★ 高齢化の進行が速い 

0～14 歳の年少人口及び 15～64 歳の生産年齢人口は、多少の増減があるものの

増加傾向を示しています。また、65 歳以上の高齢者人口は増加を続け、平成 31 年

（2019）３月末現在の高齢化率は 24.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 出生数が死亡数を上回り自然増が続く 

木津川市の出生数は 600 人台で推移し、死亡数は 500 人台で推移していることか

ら、自然増が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年３月末現在） 

資料：市民年金課（前年10月1日～9月30日） 
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★ 単身世帯、夫婦のみ世帯、二世代世帯は増加、三世代世帯等が減少 

平成 22 年（2010）及び平成 27 年（2015）の国勢調査から木津川市の世帯構

成の推移をみると、単身世帯が 1.28 倍と増加が著しく、また、夫婦のみ世帯、二世

代世帯も増加しています。一方、三世代及びその他（四世代等）世帯は減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ ひとり親世帯は、5 年間で 1.3 倍に 

国勢調査から木津川市のひとり親世帯

の推移をみると、平成 22 年（2010）

の 426 世帯が、平成 27 年（2015）に

は 553 世帯となり、1.3 倍となってい

ます。 

また、母子世帯はひとり親世帯の90％

以上を占めています。 

 

 

 

 

★ 高齢者の単身世帯、夫婦のみ世帯が増加 

国勢調査から木津川市の高齢

者世帯の推移をみると、平成 22

年（2010）の 8,435 世帯が、

平成 27 年（ 2015 ）には

10,546 世帯となり、1.25 倍と

なっています。特に単身及び夫

婦のみ世帯は、それぞれ 1.45

倍、1.41 倍と増加が顕著です。 

  

資料：国勢調査（各年10月1日現在） 

資料：国勢調査（各年10月1日現在） 

資料：国勢調査（各年10月1日現在） 
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（２）高齢者の状況 

★ 支援を必要とする方は、5 年間でおよそ 1.2 倍に 

要介護認定者、障害者手帳所持

者、生活保護被保護者といった支援

を必要とする方は、平成 25 年度

（2013）の 6,689 人が、平成 30

年度（2018）には7,879 人となり、

1.18 倍となっています。そのうち、

要介護認定者が 1.22 倍で増加率が

最も高くなっています。また、総人

口に占める割合は、障害者手帳所持

者が最も高く、平成30年度（2018）

では5.43％となっています。 

 

★ 要介護１及び要支援１の増加が大きい 

要介護度区分別認定者数について、平成25年度（2013）及び平成30年度（2018）

を比較すると、要介護１が 1.69 倍と最も増加率が高く、次いで要支援１が 1.50 倍、

要介護２が 1.22 倍、要介護３が 1.09 倍、要介護４が 1.08 倍、要支援２が 1.02 倍

と続き、要介護５は 0.95 倍で減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：高齢介護課（各年度末現在） 

資料：木津川市調べ（各年度末現在） 
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（３）生活保護世帯の状況 

★ 生活保護の被保護人員は平成 28 年度（2016）以降、減少傾向に 

生活保護の被保護世帯数は、平成 29 年度（2017）にわずかながら減少しました

が、平成 30 年度（2018）にはこの５年間で最も多い 397 世帯となっています。 

また、被保護人員は、平成 28 年度（2016）の 629 人をピークに、減少傾向を示

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）福祉活動等の状況 

★ 老人クラブ数、会員数は減少傾向に 

老人クラブ数は、近年 100 団体

前後で推移していましたが、平成

30 年度（2018）には 95 団体と

なっています。 

また、会員数はおおむね減少傾向

にあり、平成 25 年度（2013）の

4,748 人が、平成 30 年度（2018）

には 4,209 人となっています。 

 

資料：くらしサポート課（各年度末現在） 
 

資料：高齢介護課（各年度末現在） 
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★ シルバー人材センターの会員数はわずかながら増加傾向に 

シルバー人材センターの会員数

は、平成 28 年度（2016）には 400

人を超え、平成 30 年度（2018）に

は 420 人となっています。 

また、年間延べ就業人員は、平成

26 年度（2014）の 39,318 人を

ピークに減少傾向を示し、平成30年

度（2018）は 37,566 人となって

います。 

 

 

 

★ ボランティア登録団体数は増加しているものの、登録者数は伸び悩み 

ボランティア登録団体数は、平成 25 年度（2013）の 85 団体が、平成 30 年度

（2018）には 112 団体となり、毎年少しずつ増加しています。 

一方、登録者数は、平成 25 年度（2013）の 1,424 人が、増減しながら平成 30

年度（2018）には 1,450 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

  
資料：木津川市社会福祉協議会（各年度末現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：高齢介護課（各年度末現在） 
 

平成25年度
(2013)

平成26年度
(2014)

平成27年度
(2015)

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

登録者数（人） 1,424 1,456 1,413 1,446 1,418 1,450

登録団体数 85 88 90 93 107 112
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★ 女性の民生委員・児童委員が増加傾向にあり、全体のおよそ４分の３を占める 

民生委員・児童委員の定数はおおむね 138 人で推移し、平成 30 年度（2018）に

は男性が 37 人、女性が 101 人で、女性は 73.2％を占めています。 

延べ活動日数及び訪問回数ともに、おおむね増加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：社会福祉課（委員数：各年度12月１日現在、その他：各年度末現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総数 男 女 総　数 相談・指導 その他

平成25年度
(2013)

138 40 98 14,862 11,859 15,507 1,966 13,541

平成26年度
(2014)

136 42 94 15,201 14,842 16,196 1,805 14,391

平成27年度
(2015)

138 43 95 16,494 13,426 18,178 1,842 16,336

平成28年度
(2016)

138 39 99 16,562 16,455 16,776 1,655 15,121

平成29年度
(2017)

138 37 101 16,555 15,246 16,361 1,764 14,597

平成30年度
(2018)

138 37 101 17,677 16,054 16,791 1,864 14,927

委員数（人） 延活動日数
（日）

訪問回数
（回）

活動内容（件）
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（５）福祉資源・施策の展開状況 

本市では、健康福祉の各分野で資源・施策の充実が進んでいます。いずれの分野に

おいても、多分野間の連携、地域との連携が求められ、支援をコーディネートするセ

ンター機能の確立と住民参加による活動づくりがめざされています。 

 

 

●健康福祉総合 ～主要機関が３地域ごとに分布～ 

本市では、市役所・保健センター、社協とも木津地域、加茂地域、山城地域の旧町

ごとに分布しています。地域包括支援センター3は４か所（委託４か所）、老人福祉セ

ンターは３か所、子育て支援センター4は４か所（木津地域に２か所）あります。ボラ

ンティアセンター5は１か所です。 

 

●健康推進 ～こころの健康に着目～ 

本市は、山城南医療圏域の中心で、京都山城総合医療センター、保健所も立地して

います。健康づくり関連の支援では、各種健（検）診、健康相談・健康指導、予防活動

を進める中で、子どもの発達相談、こころの相談やメンタルチェックなど、外から見

えにくい病気や障がいに着目するとともに、関係機関の連携により自殺防止対策に力

を入れています。様々な面で医療・保健・福祉の連携が重要となってきています。 

  

                                      
3 地域包括支援センター：高齢者が地域で生活していくため、介護だけでなく、医療や虐待防止、介

護予防・生活支援活動などの総合的なマネジメントを担い、支援していく中核として介護保険法で

定められた機関で、市町村が日常生活圏域を踏まえて設置する。 
4 子育て支援センター：子育て支援のための地域の総合的拠点として、無料相談や関連機関の紹介、

子育てサークルの活動支援などを行う施設。 
5 ボランティアセンター：市民が幅広くボランティア活動に参加できるよう、活動に関する相談、情

報・資料の提供、講座の開催やボランティア活動に対する啓発や活動のコーディネートを行う拠

点。 
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●子ども・子育て 

 ～子育て No.1 のまちをめざし、待機児童対策・放課後対策などを推進中～ 

就学前の支援は、子育て支援センターやつどいのひろば6、子育てサロン・サークル

支援、ボランティアによるおもちゃの図書館などがあります。保育サービスは、公民

16 の保育所・こども園があり、待機児童解消対策等としてサービスのさらなる拡充を

めざし、ファミリー・サポート・センター7も立ち上げから５年となり、会員数も増加

しています。就学後の支援は、公民の放課後児童クラブ8（31 か所）、放課後子ども教

室9（７か所）、不登校児童生徒の居場所を運営するＮＰＯ10活動などがあります。障が

いのある子どもの学校生活支援や不安を抱える子ども・若者への支援はさらなる充実

が必要です。 

児童手当・奨学金、ひとり親家庭自立支援給付金事業（就労支援）をはじめとする

子育て家庭の支援も整備しています。 

●障がい ～地域生活の総合的な支援体制づくりを推進中～ 

本市では、14 の障害福祉サービス事業者が様々な日中活動・就労支援事業、在宅サ

ービスを展開しています。市は、障害者いきいきサポート窓口11による情報提供、本庁

舎での授産製品の販売、官庁受注による仕事づくり支援、経済的支援など、社協は、

障害者入浴サービスなどの在宅生活支援や当事者団体（家族会を含む）の支援、障が

いへの理解促進などに努めています。 

相談支援としては、障害者相談員12による身体障害者・知的障害者相談会、精神障が

いのある人の相談のほか、相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成などの支

援を充実するとともに、基幹相談支援センター13、自立支援協議会14など地域生活を総

合的に支援する体制づくりを進めています。 

                                      
6 つどいのひろば：乳幼児とその保護者が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、交流し、

育児相談等を行う市の事業。 
7 ファミリー・サポート・センター：子育ての援助を受けたい人と、子育ての援助をしたい人が、会

員となって、地域の中でお互いに助け合う相互援助活動に関する連絡調整を行う市の事業。 
8 放課後児童クラブ：保護者や家族が就労等により、昼間家庭にいない小学校の児童に対し、放課後

等に児童クラブで生活指導及び適切な遊びを通して、児童の安全と心身の健全な育成を図るために

市が行う事業。 
9 放課後子ども教室：放課後や週末に子どもたちの居場所をつくるため、校庭や教室を開放し、地域

住民の協力によってスポーツや文化活動ができるようにする文部科学省主導の取組。市では「京の

まなび教室」の名で実施している。 
10 ＮＰＯ（エヌピーオー）：Non Profit Organization（ノン・プロフィット・オーガニゼーショ

ン）の略で、民間非営利組織と訳される。医療・福祉、環境、災害復興、地域振興など様々な分野

の市民運動やボランティア活動などを行う団体（組織）のこと。 
11 障害者いきいきサポート窓口：障がいのある人の就職支援、就労先の相談、福祉サービス事業所の

紹介、就労に係わる情報提供・相談支援等を行う市の事業。 
12 障害者相談員：市から嘱託を受け、身体障がいや知的障がいのある人に寄り添い、制度に関する説

明や手続き、日頃の疑問などに幅広く対応する相談員。 
13 基幹相談支援センター：地域における障がいのある人に対する相談支援の中核的な役割を担い、相

談支援事業、成年後見制度利用支援事業及び障がいの種類や程度に関わらず総合的に相談支援を行

うことを目的に市町村ごとに設置するもの。 
14 自立支援協議会：地域の障がい福祉に関して包括的に協議を行う、福祉関係者等で構成し、市町村

が設置する協議会。 
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●高齢・介護 ～地域包括ケア体制を構築中～ 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、医療、介護、介護

予防、生活支援、住まいの５つの支援・サービスを一体的に提供する地域包括ケアシ

ステム15の構築を進めています。今後、認知症対策の推進や医療・介護の連携強化を図

るとともに、市民・地域とが協働し互いに助け合い、支え合う、福祉のまちづくりを

進めています。 

元気な高齢者の支援では、老人クラブ、シルバー人材センターの活動及び社協によ

る高齢者のサロンをはじめとする交流支援活動などを行うとともに、高齢者いきいき

サポート窓口16など、高齢者が健康でいきいきと暮らせる事業を行っています。 

また、要介護等認定を受けている高齢者の支援では、在宅生活を支援する介護保険

サービスや施設整備などサービス提供体制の充実に努めています（老人保健施設１か

所、特別養護老人ホーム５か所、ケアハウス２か所、グループホーム17６か所、有料老

人ホーム５か所）。 

 

●地域福祉活動 ～社協を中心に充実中～ 

本市では、社協を中心に社協の支部活動が充実し、各種団体・福祉事業者、関係機

関との連携とともに、支部役員、民生児童委員、自治会・区活動などの連携により、

地域ごとの支え合い活動が充実してきています。 

ボランティア・ＮＰＯ活動は、社協のボランティアセンターを中心に人材・団体の

育成・支援やコーディネートを進めており、多様な活動を展開しています。市内商工

業者による高齢者等の見守り隊18（加盟店 90 店）ネットワークもあります。 

市民の生活課題に対応する上では、生活自立の支援や権利擁護、災害時対応なども

重要なテーマとなり、様々な機関と連携する機会が増えています。また、健康、子育

て、障がい、高齢の各分野で地域との連携、地域での支え合いへの期待が強まり、地

域の中でも住民同士による生活課題の把握と解決が必要との認識が高まっています。

地域福祉活動の推進体制の充実は市と市民の共通課題といえます。 

  

                                      
15 地域包括ケアシステム：重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的を提供できるよ

うにする仕組み。団塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年を目途に構築がめざされてい

る。 
16 高齢者いきいきサポート窓口：高齢者がいつまでも住み慣れた地域で、健康で生きがいを持って心

豊かに過ごせるよう、サークル活動、ボランティア活動、仕事等生きがいに関する相談等を行う市

の事業。 
17 グループホーム：生活に困難を抱えた人たちが、専門スタッフ等の援助を受けながら、小人数で生

活する福祉サービス。介護保険法に基づく認知症高齢者共同生活介護と、障害者総合支援法に基づ

く共同生活援助がある。 
18 見守り隊：社協が中心となって組織する高齢者等の見守り活動。お元気サポーター（個人）と見守

り隊加盟店（商店等）が活躍している。 
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●地域防災等 ～避難行動の支援体制づくりを強化中～ 

災害への不安が高まる中で、本市は地震や風水害を想定した地域防災体制の整備を

進め、消防署（４か所）、消防団（１団９分団）、自主防災組織19（29 組織）などの連

携により地域での防災体制の充実を図っています。社協を中心に、災害ボランティア

センター20の設置・運営、防災ワークショップといった体制づくりも進んでいます。 

災害弱者対策としては、要支援者登録を進め、平成 26（2014）年には災害時にお

ける避難行動要支援者21を避難支援プランで位置づけ、推進を強化しています。また、

福祉事業者等との協定により福祉避難所22（11 法人 15 か所）を確保しています。 

日頃の緊急時対応としては、高齢者や障がいのある人を対象とする緊急時通報シス

テム事業やあんしん SOS カード23の活用促進などを進めています。 

今後は、地域防災活動を地域福祉活動と関連づけ、地域における日頃の見守り体制

づくり、高齢者や障がいのある人、子育て中の住民や外国人などとのつながりづくり

へと発展させていくことも課題です。 

 

  

                                      
19 自主防災組織：災害対策基本法に規定されている、地域住民による任意の防災組織。 
20 災害ボランティアセンター：被災地での防災ボランティア活動を円滑に進めるための拠点。 
21 避難行動要支援者：高齢者、障がいのある人、乳幼児等の防災施策において配慮を要する人（要配

慮者）のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する人のこと。平成 25（2013）年６月の災

害対策基本法の一部改正により避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられた。 
22 福祉避難所：既存の建物を活用し、介護の必要な高齢者や障がいのある人などに対するケアやバリ

アフリー化などの配慮のある災害時の避難所のこと。 
23 あんしん SOS カード：急病や災害で自宅に救急隊員等が駆けつけた際、本人・家族との意思疎通

が困難な場合でも、必要な連絡や処置ができるよう活用するカード。 
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（６）暮らしの中の主な施設 

１ 木津東圏域 
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●健康福祉総合 ●障がい 

① 木津川市役所 ㉓ ケアセンターカインド木津川（居・重） 

② 木津保健センター ㉔ ジョブハーモニー（就継ＡＢ） 

③ 木津川市社会福祉協議会 本所・木津支所 
㉕ 

障害者相談支援センターいづみ 

（計・地移・地定） ④ 地域包括支援センター 木津東 

⑤ 木津老人福祉センター ㉖ D－プロジェクト（就移・就継ＡＢ） 

⑥ 木津子育て支援センター ㉗ 短期入所生活介護きはだの郷（短） 

⑦ 木津東部子育て支援センター ㉘ いづみ児童デイサービスきづ（放） 

⑧ ボランティアセンター ㉙ いづみ児童デイサービスきづ第二（放） 

●健康増進 ㉚ メロディー（放） 

⑨ 京都山城総合医療センター ㉛ ハーモニーケアサービス（放） 

⑩ 京都府山城南保健所（総合庁舎内） ㉜ 相楽療育教室（他） 

●子ども・子育て ㉝ 相楽聴覚言語障害センター（他） 

⑪ 木津保育園 ●高齢・介護 

⑫ 清水保育園 ㉞ 介護老人保健施設やましろ 

⑬ 愛光こども園 ㉟ 特別養護老人ホーム 木津芳梅園 

⑭ 愛光みのりこども園 ㊱ 特別養護老人ホーム きはだの郷 

⑮ 認定こども園州見台さくら ㊲ グループホーム フレンド平城山・山城 

⑯ 梅美台こども園 ㊳ グループホーム エバホーム 

⑰ なごみこども園 ㊴ 有料老人ホーム アムール城山台 

⑱ 木津小学校 ㊵ 有料老人ホーム サンシティ木津 

⑲ 梅美台小学校 
㊶ 

有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

福丸 ⑳ 州見台小学校 

㉑ 城山台小学校 ㊷ 有料老人ホーム ケアサポート梅美台 

㉒ 木津南中学校 ●地域防災等 

  ㊸ 相楽中部消防署 

 

 

＜障がい者施設の区分＞ 

居 居宅介護  就移 就労移行支援 

重 重度訪問介護  就継Ａ 就労継続支援Ａ型 

行 行動援護  就継Ｂ 就労継続支援Ｂ型 

計 計画相談支援  生 生活介護 

短 短期入所  入 施設入所支援 

自 自立訓練  共 共同生活援助 

地移 地域移行支援  放 放課後等デイサービス 

地定 地域定着支援  他 その他の障がい者関連施設 

  



17 

２ 木津西圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●健康福祉総合 ●障がい 

① 木津川市 西部出張所 ⑯ サービスセンター相楽（短・居・重） 

② 相楽老人福祉センター ⑰ 相楽デイセンター（生） 

③ 地域包括支援センター 木津西 ⑱ ゆるり（生） 

●子ども・子育て ⑲ まんなり西木津店（就継Ｂ） 

④ 相楽保育園 ⑳ オープンスペースぽらりす（生・就継Ｂ） 

⑤ 相楽台保育園 ㉑ ヘルパーステーションケアプレス木津川（居・重） 

⑥ 認定こども園木津川台 ㉒ 市社会福祉協議会（居・重） 

⑦ 認定こども園藍咲学園 ㉓ かんでんライフサポート高の原ケア（居） 

⑧ 認定こども園さくらの森 ㉔ コラソン（放） 

⑨ 愛光兜台こども園 ㉕ たいよう SUN（放） 

⑩ 相楽小学校 ●高齢・介護 

⑪ 高の原小学校 ㉖ 特別養護老人ホーム ゆりのき 

⑫ 相楽台小学校 ㉗ グループホーム 西木津ぬくもりの里 

⑬ 木津川台小学校 ㉘ 有料老人ホーム ローズライフ高の原 

⑭ 木津中学校 ●地域防災等 

⑮ 木津第二中学校 ㉙ 相楽中部消防署 木津西出張所 

  

⑭ 

⑬ 

⑪ 

⑩ 

⑨ 

⑦ 

⑫ 

③ 

⑧ 

① 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑪ 

⑮ 

⑯ ⑰ 

⑱ ⑲ 

木津川 

⑳ 

㉑ 

㉒ 

㉖ 

㉗ 

㉓㉘ 

㉙ 

㉔ 

㉕ 
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３ 加茂圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●健康福祉総合 ●障がい 

① 木津川市 加茂支所 
⑫ 

いづみワーキングサポートちくたく 

（就継Ｂ） ② 加茂保健センター 

③ 木津川市社会福祉協議会 加茂支所 ⑬ サービスセンターいづみ（居・重・行・計） 

④ 地域包括支援センター 加茂 ⑭ 第一いづみ荘（共） 

⑤ 加茂子育て支援センター ⑮ 第二いづみ荘（共・短） 

●子ども・子育て 
⑯ 

ワーキングセンターいづみ 

（生・短・自・就継Ｂ） ⑥ いづみ保育園 

⑦ 南加茂台保育園 ⑰ いづみ児童デイサービスかも（放） 

⑧ 加茂小学校 ⑱ いづみ児童デイサービスかも第二（放） 

⑨ 恭仁小学校 ●高齢・介護 

⑩ 南加茂台小学校 ⑲ 特別養護老人ホーム 加茂の里 

⑪ 泉川中学校 ⑳ ケアハウス ケアハウスあじさい 

  ㉑ グループホーム 加茂ぬくもりの里 

  ●地域防災等 

  ㉒ 相楽中部消防署 加茂出張所 

  

⑭ 

⑲⑳ 

⑪ 

⑩ 

⑨ 

⑤⑥ 

⑦ 
③④ 

①② 

⑧ 

木津川 

㉒ 

㉑ 

⑯ 

⑬⑮ 
⑫⑱ 

⑰ 
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４ 山城圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

●健康福祉総合 ●障がい 

① 木津川市 山城支所 ⑪ もえぎ（生） 

② 山城保健センター ⑫ あんずデイセンター（生） 

③ 木津川市社会福祉協議会 山城支所 ⑬ 横手通 43 番地「庵」（入・短） 

④ 地域包括支援センター 山城 
⑭ 

しょうがい者生活支援センターあん 

（地移・地定・計） ⑤ 山城老人福祉センター 

⑥ 山城子育て支援センター ⑮ グループホーム相朋舎（共） 

●子ども・子育て ⑯ 工房グリーンフィールド（生・就継ＡＢ） 

⑦ やましろ保育園 ⑰ クローバー（放） 

⑧ 上狛小学校 ⑱ 児童デイサービスきらら（放） 

⑨ 棚倉小学校 ●高齢・介護 

⑩ 山城中学校 
⑲ 

特別養護老人ホーム・グループホーム 

山城ぬくもりの里   

  ⑳ ケアハウス ケアハウスなでしこ 

  ㉑ グループホーム 涌出ぬくもりの里 

  ●地域防災等 

  ㉒ 相楽中部消防署 山城出張所 

⑩ 

⑨ 

②③⑤ 

④⑲⑳ 

⑥⑦ 

⑧ 

① 

木津川 

⑮ 

⑯ 

⑫⑬⑭ 

⑪ 

㉑ 

㉒ ⑰ 

⑱ 
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２ 市民アンケートからみる 

（１）調査の目的 

本調査は、「木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画」改訂にあたり、木

津川市に住む 18 歳以上の方を対象に、市民の地域活動やボランティア活動の参加状

況、日常生活の中での困り事、社協との関わり方、地域福祉に対する思いなどを把握

し、計画づくりにあたっての資料とするため実施しました。 

 

（２）実施概要 

調査地域 調査基準日 調査対象 調査実施時期 配布・回収方式 

木津川市全域 
平成31（2019）年 

４月１日 

市内在住 

18歳以上 

令和元（2019）年 

８月 
郵送配布・回収 

◆ 配布・回収状況 

配布数 回収数 総回収率 

2,000票 592票 29.6％ 

 

（３）調査結果の概要 

①回答者の属性 

○回答者の性別は、「女性」が 53.4％、「男性」が 45.3％で、「女性」が多くなってい

ますが、前回の平成 26（2014）年調査（以降、この章では前回調査という。）よ

り「女性」が 3.2 ポイント減少し、「男性」が 2.4 ポイント増加しています。 

○年齢別は、「65 歳以上」の高齢者が 40.9％で、前回調査より 3.8 ポイント増加し

ています。 

○小学校区別では、「木津小学校区」が 13.2％で最も多く、「旧当尾小学校区」が 1.4％

で最も少なくなっています。また、「城山台小学校区」は前回調査の 1.7％が 8.3％

と増加しています。 

○居住年数は、「30 年以上」が 38.3％で、前回調査より 4.7 ポイント増加していま

す。 
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■年齢別「ひとり暮らし」及び「夫婦のみ世帯」率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ｎは回答数 

 

○家族構成は、前回調査と比較して「二世代世帯」（44.3％）及び「三世代世帯」（6.1％）

が減少している一方、「ひとり暮らし」及び「夫婦のみ世帯」（合わせて 44.6％）が

増加しています。 

 年齢別にみると、「ひとり暮らし」及び「夫婦のみ世帯」率は、65～74 歳及び 75

歳以上で 60％を超えています。 

 

 

■家族構成別要介助・見守り率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○回答者全体の介助や見守りを必要とする率は 33.4％で、家族構成別にみると、三世

代世帯が 66.7％で最も高くなっています。 
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■年齢別就業率及び就学率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○回答者全体の就業率は 53.2％、就学率は 2.7％で、年齢別にみると、就業率は 30

代及び 40 代では 80％を超えています。また、65～74 歳でおよそ 30％、75 歳

以上で 10％となっています。就学率は 18～29 歳で 34.1％となっています。 

 

■年齢別「市外（京都府内）」及び「京都府外」通勤・通学率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○就業・就学者のおよそ 70％が市外（京都府内＋京都府外）に通い、特に 30 代及び

40 代はおよそ 80％となっています。 

  

59.1

82.1

83.5

70.7

29.6

10.0

34.1

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～64歳

65～74歳

75歳以上

就業率 就学率

(%)

(n=44)

(n=78)

(n=85)

(n=133)

(n=162)

(n=80)
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■小学校区別の状況 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※網掛けは、年齢３区分では各小学校区のトップ、その他の項目は全体平均より高い小学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

青年層
(18～39歳)

壮年層
(40～64歳)

高齢層
(65歳以上)

全体 592 20.6 36.8 40.9 44.6 38.3 33.4

木津 78 11.5 35.9 51.3 51.3 48.7 33.3

相楽 54 24.1 37.0 38.9 37.0 59.3 27.8

高の原 57 17.5 42.1 38.6 43.9 26.3 26.3

相楽台 38 23.7 34.2 36.8 52.6 13.2 36.8

木津川台 49 12.2 57.1 28.6 49.0 0.0 20.4

梅美台 32 31.3 40.6 9.4 34.4 3.1 43.8

州見台 47 31.9 44.7 23.4 31.9 8.5 29.8

城山台 49 63.3 24.5 12.2 38.8 10.2 67.3

加茂 46 13.0 34.8 52.2 50.0 52.2 34.8

恭仁 13 7.7 30.8 61.5 46.2 84.6 30.8

旧当尾 8 12.5 25.0 62.5 75.0 87.5 12.5

南加茂台 62 9.7 19.4 71.0 56.5 75.8 30.6

上狛 30 3.3 46.7 50.0 33.3 76.7 26.7

棚倉 23 17.4 47.8 34.8 34.8 65.2 34.8

居住
30年以上

要介助・
見守り率

年齢３区分

小学校区 回答数
ひとり
暮らし＋
夫婦のみ

★高齢化の進行とともに、高齢者のひとり暮らし、夫婦のみ世帯の増加に留意する

ことが必要です。 

★高齢層の多い小学校区は、ひとり暮らしや夫婦のみ世帯率も高い傾向がありま

す。また、要介助・見守り率も小学校区により違いがありますが、乳幼児や小学

校低学年の多い小学校区（城山台や梅美台）、介護が必要な高齢者や障がいのあ

る家族がいる世帯の多い小学校区など、その内容にも違いがあり、見守り等支援

の方法や体制などの取組にも留意が必要です。 

課題 
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②地域や近所付き合いについて 

○回答者が考える「地域」の範囲は、「自治会や区」（22.0％）、「木津川市全体」（20.3％）、

「隣近所」（17.1％）が分散し、「自治会や区」は前回調査より 8.2 ポイント減少し

ています。 

年齢別にみると、18～29 歳、65～74 歳、75 歳以上は『隣近所から自治会や区』

が、30 代は『小・中学校区』が、その他の年齢層は『隣近所から自治会や区』及び

『市全体から市を越えた学研都市一帯』が高くなっています。 

 

■性・年齢別地域活動の参加率及び参加している地域活動トップ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域活動への参加率は 43.8％で、前回調査の 43.6％と同程度となっています。参

加している地域活動は、「住民自治・まちづくり」、「地域美化・清掃」、「趣味・文化」、

「スポーツ・健康づくり」、「高齢者福祉活動」の順となっています。 

○性別の参加率は、男性が 46.6％、女性が 41.1％で、男性が高く、男性は５位に「消

防・防災」が、女性は５位に「その他」があげられていますが、トップ４は順位が異

なるものの同じ活動となっています。 

年齢別の参加率は、18～29 歳が 13.6％で最も低く、65～74 歳が 53.7％で最

も高くなっています。30 代及び 40 代では「子育て支援活動」や「子どもの学習支

援・青少年育成活動」が、65～74 歳及び 75 歳以上では「高齢者福祉活動」が、

それぞれトップ５に入っています。 

○地域活動に参加していない理由は、「仕事を持っているので時間がない」（43.1％）

が最も多く、「活動に関する情報がない」（25.4％）、「興味の持てる活動がない」

（20.3％）、「健康や体力に自信がない」（18.6％）の順となっています。 

  

性・年齢 参加率(%)

スポーツ・健康づくり、その他
          　　　　　　　　　　　　             　 (各6.0%)

趣味・文化、地域美化・清掃
                    　　　　　　       　　　　　(各12.5%)

趣味・文化
                       (18.5%)

地域美化・清掃
                      (14.8%)

スポーツ・健康づくり
                      (12.3%)

高齢者福祉活動
                        (6.8%)

スポーツ・健康づくり
                      (15.0%)

住民自治・まちづくり
                      (13.8%)

高齢者福祉活動
                      (10.0%)

住民自治・まちづくり
                      (15.4%)

スポーツ・健康づくり
                        (7.7%)

趣味・文化、防犯・交
通安全          (各3.8%)

産業振興等
                     (各3.5%)

住民自治・まちづくり
                      (20.3%)

地域美化・清掃
                      (17.3%)

趣味・文化
                        (5.3%)

50～64歳
(n=133)

65～74歳
(n=162)

75歳以上
(n=80)

地域美化・清掃
                        (6.8%)

住民自治・まちづくり
                      (23.5%)

地域美化・清掃
                       (14.1%)

住民自治・まちづくり
                      (19.1%)

住民自治・まちづくり、趣味・文化、消防・防災
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        (各2.3%)

地域美化・清掃、子育て支援活動
                        　　　　　　　　　　　　 (各5.1%)

消防・防災、子どもの学習支援・青少年育成
活動                  　　　             　　　  (各5.9%)

全体
(n=592)

男性
(n=268)

女性
(n=316)

18～29歳
(n=44)

30～39歳
(n=78)

40～49歳
(n=85)

住民自治・まちづくり
                      (19.8%)

地域美化・清掃
                      (17.5%)

スポーツ・健康づくり
                      (10.4%)

趣味・文化
                        (7.5%)

消防・防災
                        (6.0%)

住民自治・まちづくり
                      (15.8%)

趣味・文化
                      (10.8%)

地域美化・清掃
                        (9.2%)

スポーツ・健康づくり
                        (6.6%)

その他
                        (4.4%)

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

住民自治・まちづくり
                      (17.4%)

地域美化・清掃
                      (13.0%)

趣味・文化
                        (9.5%)

スポーツ・健康づくり
                        (8.4%)

高齢者福祉活動
                        (3.9%)

45.9

53.7

45.0

43.8

46.6

41.1

13.6

30.8

47.1
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■性・年齢別地域活動への参加意向があると回答した人の割合及び参加したい地域活動トップ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域活動への参加意向があると回答した人の割合は 55.7％で、前回調査の 53.7％

よりわずかながら増加しています。参加したい地域活動は、「趣味・文化」、「スポー

ツ・健康づくり」、「住民自治・まちづくり」、「地域美化・清掃」、「自然保護等」の順

となっています。また、「高齢者福祉活動」（7.3％）、「子育て支援活動」（7.6％）、

「障がいのある人や子どもへの支援活動」（3.5％）は、いずれも現在の参加率を上

回っています。 

 

■近所付き合いについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近所付き合いについて『付き合っている』は 54.6％（「よく」が 10.3％、「ある程

度」が 44.3％）で、前回調査の 60.3％より 5.7 ポイント減少しています。『付き

合っている』は、男性より女性で、また、年齢が高い人ほど高くなっています。 

○近所付き合いをしていない理由は、「きっかけがない」（32.0％）、「忙しくて時間が

ない」（26.7％）、「近所に知り合いがいない」及び「人付き合いが苦手」（各 19.8％）、

「付き合いは家族に任せている」（19.4％）の順で、前回調査より「きっかけがな

い」が 10.7 ポイント増加しています。18～29 歳、30 代、40 代で「きっかけが

ない」、50～64 歳で「忙しくて時間がない」、65～74 歳で「人付き合いが苦手」

がそれぞれトップとなっています。  

性・年齢
参加意向が
ある割合(%)

住民自治・まちづくり
      　           　　(7.5%)

50～64歳
(n=133)

趣味・文化
                      (27.8%)

スポーツ・健康づくり
                      (24.8%)

65～74歳
(n=162)

スポーツ・健康づくり
                      (22.2%)

趣味・文化
                      (20.4%)

61.7 住民自治・まちづくり、自然保護等、子育て支援活動
          　　　　　　　　　　　         　       　 　　　　　　　　 　　　　(各10.5%)

スポーツ・健康づくり、趣味・文化、地域美化・清掃
                    　　　　　　 　　　　　　　　　　        　　　 　　　　　(各11.3%)

住民自治・まちづくり、自然保護等
　　　　　                　　　　      　 　  　 (各8.2%)

67.9

62.4

75歳以上
(n=80)

高齢者福祉活動
                      (12.5%)

住民自治・まちづくり
                      (12.8%)

子育て支援活動
                      (16.7%)

住民自治・まちづくり
                        (9.9%)

地域美化・清掃
                        (8.6%)

35.0

自然保護等
                        (8.0%)

30～39歳
(n=78)

趣味・文化
                      (25.6%)

スポーツ・健康づくり
                      (19.2%)

国際交流、子どもの学
習支援    (各10.3%)

40～49歳
(n=85)

趣味・文化
                      (24.7%)

子どもの学習支援
                        (7.1%)

52.5

スポーツ・健康づくり
                      (18.8%)

スポーツ・健康づくり
                      (17.4%)

子育て支援活動
                　      (9.5%)

高齢者福祉活動
                        (8.2%)

住民自治・まちづくり
      　           　　(7.9%)

趣味・文化
                      (20.5%)

住民自治・まちづくり、スポーツ・健康づくり
            　　                                  　(各15.9%)

地域美化・清掃、子育て支援活動
                                                     (各13.6%)

地域美化・清掃
                        (9.3%)

自然保護等
                        (7.8%)

男性
(n=268)

スポーツ・健康づくり
                      (23.1%)

趣味・文化
                      (22.4%)

地域美化・清掃
                      (14.6%)

住民自治・まちづくり
                      (13.1%)

自然保護等
                        (9.3%)

１位

全体
(n=592)

趣味・文化
                      (22.3%)

女性
(n=316)

趣味・文化
                      (22.2%)

２位 ３位

18～29歳
(n=44)

４位 ５位

スポーツ・健康づくり
                      (19.9%)

住民自治・まちづくり
                      (10.1%)

55.7

58.2

54.1

54.5
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■性・年齢別隣近所への手助けとしてできることがあると回答した人の割合 

及び手助けできることトップ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○隣近所に手助けを必要としている人がいる場合、「当事者から頼まれればできること

をする」（61.3％）が最も多く、「近所の人と話し合って、一緒に支える」（25.7％）、

「市や社協地域の役員などから頼まれれば、できることをする」（19.4％）、「困っ

ていることを察してこちらから手をさしのべる」（18.2％）の順で、「当事者から頼

まれればできることをする」や「困っていることを察してこちらから手をさしのべ

る」は前回調査よりおよそ３ポイント増加しています。 

○隣近所への手助けとしてできることがあると回答した人の割合は 78.5％で、前回

調査の 78.8％と同程度となっています。内容は「安否確認・見守り」（31.4％）、

「話し相手」（28.2％）、「留守時の荷物の預かり」（27.9％）、「買い物などの代行」

（20.8％）、「災害時の避難支援」（20.3％）の順で多く、前回調査より減少してい

る項目が多い中で、「災害時の避難支援」や「いざという時の緊急連絡先」は増加し

ています。 

 できることがあると回答した人の割合は女性より男性が少し高く、「災害時の避難支

援」が２位にあげられます。また、できることがあると回答した人の割合は、近所

付き合いで『付き合っている』が低い 18～29 歳でも 79.5％となっていて、40 代

や 50～64 歳と同程度となっています。 

  

性・年齢
できることが

ある割合(%)
１位

81.0
安否確認・見守り
                      (31.0%)

79.5
話し相手
                      (36.4%)

77.5
留守時の荷物の預かり
                      (28.5%)

買い物などの代行
                      (26.9%)

ゴミ出しや外回りの掃除
                       (20.6%)

留守時の荷物の預かり、災害時の避難支援
                                                     (各28.0%)

安否確認・見守り、話し相手
                  　　　　　　　　　　　         (各32.3%)

２位 ３位 ４位 ５位

78.5
安否確認・見守り
                      (31.4%)

話し相手
                      (28.2%)

留守時の荷物の預かり
                     (27.9%)

買い物などの代行
                      (20.8%)

災害時の避難支援
                      (20.3%)

83.3
話し相手
                      (38.5%)

安否確認・見守り
                       (29.5%)

留守時の荷物の預かり
                      (28.2%)

短時間の子どもの預かり

                       (26.9%)
買い物等代行、災害時
の避難支援 　 (各21.8%)

ゴミ出しや外回りの掃除
                       (25.9%)

買い物などの代行
                       (22.8%)

80.0
安否確認・見守り
                      (41.2%)

いざという時の緊急連絡先

　　　　               (17.6%)

80.5
安否確認・見守り、留守時の荷物の預かり
                                                    　(各32.3%)

災害時の避難支援
                       (21.2%)

買い物などの代行
                      (27.1%)

話し相手
         　            (25.6%)

68.8
話し相手
                      (27.5%)

いざという時の緊急連絡先

　　　　               (17.5%)
留守時の荷物の預かり
                       (26.3%)

ゴミ出しや外回りの掃除
                       (18.8%)

79.0
安否確認・見守り
                      (31.5%)

留守時の荷物の預かり
                       (30.2%)

話し相手
                      (27.8%)

話し相手
             　       (24.3%)

いざという時の緊急連絡先

                       (20.1%)

安否確認・見守り
                       (29.5%)

災害時の避難支援
                      (25.0%)

留守時の荷物の預かり
                       (22.7%)

買い物などの代行
                       (20.5%)

災害時の避難支援
　　　　　　          (24.1%)

女性
(n=316)

18～29歳
(n=44)

30～39歳
(n=78)

40～49歳
(n=85)

話し相手、留守時の荷物の預かり
                                                     (各22.4%)

安否確認・見守り
                    　(23.8%)

全体
(n=592)

男性
(n=268)

50～64歳
(n=133)

65～74歳
(n=162)

75歳以上
(n=80)
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■性・年齢別隣近所に頼みたいことがあると回答した人の割合及び頼みたいことトップ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○助けてほしい時に隣近所に頼みたいことがあると回答した人の割合は 49.3％で、

前回調査の 46.3％より 3.0 ポイント増加しています。内容は「災害時の避難支援」

（16.0％）、「留守時の荷物の預かり」及び「いざという時の緊急連絡先」（各 12.7％）、

「安否確認・見守り」（9.3％）、「買い物などの代行」（7.8％）の順で、前回調査よ

り「災害時の避難支援」が 4.8 ポイント増加しています。 

 頼みたいことがあると回答した人の割合は男女で大差なく、また、年齢別には 30

代で 55.1％と最も高く、「短時間の子どもの預かり」が１位となっています。 

 

■近所付き合いの程度別にみた「つながり」の数 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下段は前回調査結果 

 

○近所付き合いについて『付き合っている』人は、地域活動への参加、相談・情報入

手先、手助けできることや頼みたいことなど、つながりが豊富です。 

  

61 1.67 1.30 1.77 3.13 3.21 1.72

97 1.49 1.69 2.35 3.42

262 0.92 1.08 1.80 2.92 2.63 1.16

367 0.70 1.02 1.85 2.84

181 0.46 1.25 1.49 2.49 2.03 0.77

227 0.37 0.97 1.47 2.59

66 0.11 1.09 1.38 1.92 1.73 0.71

69 0.22 0.83 1.23 1.91

近所付き合いの程度

 よく付き合っている　   　 

 ある程度付き合っている  

 あまり付き合っていない 

 まったく付き合っていない 

参加して
いる地域
活動数

参加した
い地域
活動数

回答数
頼みたい
ことの数

健康福祉
情報の

入手先数

手助けで
きることの

数

悩みや
困り事の
相談先数

性・年齢
頼みたい

ことがある

割合(%)

自治会活動などの軽減・
代行  　    　       (7.8%)

５位

安否確認・見守り
                        (8.6%)

１位 ２位 ３位 ４位

災害時の避難支援
                      (16.0%)

安否確認・見守り
                        (9.3%)

買い物などの代行
                        (7.8%)

49.3

50.3
いざという時の緊急
連絡先　           (11.7%)

話し相手
                      (10.4%)

買い物などの代行、安
否確認等    　(各10.1%)

49.3
災害時の避難支援
                      (19.8%)

いざという時の緊急
連絡先            (14.2%)

留守時の荷物の預かり
　                    (12.3%)

47.7
災害時の避難支援
                      (22.7%)

55.1
短時間の子どもの預かり

　　　                (33.3%)
災害時の避難支援
                      (17.9%)

話し相手
                      (12.8%)

44.7
災害時の避難支援
                      (17.6%)

いざという時の緊急
連絡先            (11.8%)

46.6
留守時の荷物の預かり
　                    (15.8%)

災害時の避難支援
                      (13.5%)

51.2
いざという時の緊急
連絡先　           (14.8%)

安否確認・見守り
                       (13.0%)

買い物などの代行、
話し相手  　     (各9.3%)

52.5
いざという時の緊急
連絡先　           (20.0%)

留守時の荷物の預かり
　                      (6.8%)

安否確認・見守り、留守時の荷物の預かり、いざ
という時の緊急連絡先           　　　　　 (各11.5%)

短時間の子どもの預かり

　　　                (10.6%)

留守時の荷物の預かり、いざという時の緊急連絡先

　　　　　　　                        　　　　　　　(各12.7%)

留守時の荷物の預かり、災害時の避難支援
　　　　　　　　　                                (各13.3%)

安否確認・見守り
                      (13.6%)

話し相手、高所作業や力仕事
               　                                     (各11.4%)

いざという時の緊急
連絡先            (10.5%)

災害時の避難支援、留守時の荷物の預かり
                   　            　　　       　　　(各13.6%)

災害時の避難支援
　　　　　　　　　　(18.8%)

留守時の荷物の預かり
　                    (16.3%)

高所作業や力仕事
                       (12.5%)

買い物などの代行
                        (8.3%)

自治会活動などの軽減・
代行     　  　      (7.5%)

ゴミ出しや外回りの掃除
　　                    (8.8%)

買い物などの代行、安否確認・見守り、留守時の
荷物の預かり　　　　　　　　　　　　　　     (各8.2%)

全体
(n=592)

男性
(n=268)

女性
(n=316)

18～29歳
(n=44)

30～39歳
(n=78)

40～49歳
(n=85)

50～64歳
(n=133)

65～74歳
(n=162)

75歳以上
(n=80)
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■性・年齢・家族構成別「つながり」状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※網掛けは、各項目で全体平均より高い属性 

■小学校区別「つながり」状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※網掛けは、各項目で全体平均より高い小学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★地域活動に参加していない理由として、「仕事を持っているので時間がない」以

外で、「活動に関する情報がない」や「興味の持てる活動がない」が上位にあげ

られています。また、近所付き合いをしていない理由として、「きっかけがない」

がトップにあげられていたことから、身近な地域で交流できるイベントなどの

きっかけづくりをはじめ、興味の持てる活動の企画や活動情報の発信等への参

加促進を図ることが必要です。また、地域で住民同士のあいさつができる程度

の顔見知りの関係を広げることも、防犯・防災などの面からも必要です。 

★近所付き合いについて『付き合っている』率が低い18～29歳の人も手助けで

きることの数は全体平均を少し下回る程度となっていることから、手助けした

いと思う意欲を活かす体制づくり、助けを求める人とつなぐ体制づくりが必要

です。 

課題 

全体 592 54.6 0.76 1.12 1.63 2.66 2.32 1.02

男性 268 51.9 0.89 1.28 1.60 2.57 2.36 0.97

女性 316 57.3 0.65 0.99 1.68 2.74 2.32 1.07

18～29歳 44 20.5 0.13 1.41 1.45 2.09 2.20 0.98

30～39歳 78 43.6 0.49 1.35 1.82 2.49 2.53 1.21

40～49歳 85 40.0 0.76 1.04 1.82 2.84 2.20 0.95

50～64歳 133 51.9 0.74 1.41 1.68 2.76 2.43 0.83

65～74歳 162 66.7 1.02 1.00 1.54 2.80 2.50 1.09

75歳以上 80 77.5 0.84 0.64 1.48 2.50 1.86 1.11

ひとり暮らし 38 55.3 0.76 1.24 1.68 2.55 2.76 0.92

夫婦のみ世帯 226 60.2 0.81 1.00 1.45 2.59 2.46 1.18

二世代世帯 262 48.5 0.73 1.26 1.71 2.76 2.21 0.93

三世代世帯 36 58.3 0.86 1.00 2.06 2.61 2.06 0.83

その他の世帯 24 58.3 0.50 0.83 1.75 2.42 2.13 0.92

頼みたい
ことの数

参加して
いる地域
活動数

参加した
い地域
活動数

悩みや
困り事の
相談先数

健康福祉
情報の
入手先数

付き合って
いる率(%)

手助けで
きることの

数

性・年齢
家族構成

回答数

全体 592 54.6 0.76 1.12 1.63 2.66 2.32 1.02

木津 78 64.1 0.58 0.87 1.44 2.45 1.91 1.05

相楽 54 64.8 1.04 1.24 1.98 2.65 2.57 1.28

高の原 57 38.6 0.49 1.05 1.56 2.49 2.60 0.81

相楽台 38 44.7 0.71 1.05 1.84 2.95 2.32 1.50

木津川台 49 51.0 0.80 1.49 1.63 3.12 2.29 0.86

梅美台 32 25.0 0.50 1.22 1.50 2.56 1.97 0.81

州見台 47 38.3 0.60 1.04 1.53 2.49 2.49 1.15

城山台 49 46.9 0.57 1.18 1.51 2.14 2.41 1.04

加茂 46 60.9 0.85 1.09 1.87 3.07 2.17 0.83

恭仁 13 92.3 1.00 1.23 1.85 2.69 2.00 1.69

旧当尾 8 75.0 0.75 0.25 1.00 1.75 1.88 1.50

南加茂台 62 67.7 0.89 1.19 1.50 2.90 2.61 1.19

上狛 30 73.3 1.43 1.33 1.83 2.97 2.60 0.70

棚倉 23 56.5 1.04 1.09 1.78 2.48 2.30 0.26

悩みや
困り事の
相談先数

健康福祉
情報の
入手先数

手助けで
きることの

数

頼みたい
ことの数

小学校区 回答数
付き合って
いる率%)

参加して
いる地域
活動数

参加した
い地域
活動数
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③困り事や福祉との関わりについて 

 

■性・家族構成別悩み事があると回答した人の割合及び生活の中での悩みや困り事トップ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生活の中での悩みや困り事があると回答した人の割合は 73.6％で、前回調査の

63.9％より 9.7 ポイント増加しています。内容は、「自分や家族の「老後の暮らし」」

（36.7％）、「自分や家族の「心身の健康」」（28.9％）、「自分や家族の「家計」」

（21.6％）、「子どもの「教育や将来」」（15.2％）、「「災害」への備え」（15.0％）

の順で、それぞれ前回調査より増加しています。 

年齢別には、悩みや困り事があると回答した人の割合は 30 代及び 40 代では 80％

を超えて高く、「「育児」の負担や悩み」、「子どもの「教育や将来」」の子ども関係の

悩みが上位にあげられます。また、65～74 歳及び 75 歳以上では、「体調の急変な

ど「緊急時の対応」」や「買い物や通院など「外出の不便さ」」が上位にあげられま

す。 

家族構成別には、ひとり暮らしで「体調の急変など「緊急時の対応」」がトップにあ

げられ、夫婦のみ世帯も上位にあげられます。 

○悩みや困り事の主な相談先は、「家族・親族」（61.1％）が最も多く、「友人（隣近所

以外）」（31.6％）、「市役所」及び「隣近所の人」（各 12.0％）、「医療機関（医師・

看護師・薬剤師等）」（11.3％）の順で、これらは「隣近所の人」が前回調査より 4.5

ポイント減少している以外は大きな違いがありません。 

○健康や福祉に関する情報の入手先は、「新聞・雑誌・テレビ・ラジオ」（60.0％）が

最も多く、「インターネット上の情報」（44.9％）、「市役所（市の広報紙）」（44.8％）、

「家族・親族」（28.0％）、「友人（隣近所以外）」（20.8％）の順で、「インターネッ

ト上の情報」が前回調査より 10.6 ポイント増加しています。 

  

年齢
家族構成

悩み事が
ある割合

(%)

「介護」の負担、農作業等
の「力仕事」　 　 (各8.8%)

自分や家族の「心身の健康」、自分や家族の「老後の
暮らし」　  　　　　　　　　　　　　　　　　　      (各27.5%)

自分や家族の「老後の暮
らし」      　　       (36.8%)

自分や家族の「家計」、体調の急変など「緊急時の対
応」　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　(各15.9%)

自分や家族の「家計」、自分や家族の「老後の暮らし」
　　　                                      　　　       (各44.4%)

子どもの「教育や将来」
     　                  (24.4%)

「介護」の負担や悩み
                         (27.8%)

自分や家族の「老後の暮
らし」        　　     (38.2%)

買い物や通院など「外出
の不便さ」　　      (16.3%)

自分や家族の「心身の健
康」    　　           (27.1%)

詐欺や空き巣などの「犯
罪被害」回避      (17.3%)

自分や家族の「心身の健
康」           　　    (28.3%)

自分や家族の「老後の暮
らし」      　　　      (33.3%)

自分や家族の「家計」
                         (30.8%)

「育児」の負担や悩み
                        (21.8%)

自分や家族の「心身の健
康」         　　      (21.1%)

「災害」への備え
                         (18.4%)

体調の急変など「緊急時
の対応」     　　    (23.8%)

「災害」への備え
                         (16.5%)

「災害」への備え
                        (13.0%)

買い物や通院など「外出
の不便さ」 　　     (11.1%)

自分や家族の「心身の健康」、「災害」への備え
         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      (各25.0%)

自分や家族の「心身の健康」、自分や家族の「老後の
暮らし」　  　　　　　　　　　　　　　　　　　      (各34.6%)

子どもの「教育や将来」
     　                  (25.0%)

自分や家族の「心身の健
康」   　　            (29.2%)

自分や家族の「心身の健
康」  　　             (38.9%)

自分や家族の「家計」、「介護」の負担や悩み
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(各20.8%)

自分や家族の「老後の暮
らし」  　　           (37.5%)

その他
(n=24) 62.5

「災害」への備え
                         (16.7%)

二世代
(n=262) 76.7

自分や家族の「家計」
                         (26.0%)

三世代
(n=36) 80.6

「災害」への備え
                         (14.9%)

自分や家族の「心身の健
康」         　　      (28.6%)

夫婦のみ
(n=226) 69.0

自分や家族の「老後の暮
らし」      　　       (33.6%)

「災害」への備え
                         (13.7%)

75歳以上
(n=80) 66.3

ひとり暮らし
(n=38) 76.3

体調の急変など「緊急時
の対応」　　         (39.5%)

「介護」負担、「外出不便」

「犯罪被害」回避 (各10.5%)

65～74歳
(n=162) 69.1

体調の急変など「緊急時
の対応」 　 　       (17.3%)

50～64歳
(n=133) 73.7

自分や家族の「老後の暮
らし」     　　　       (43.6%)

自分や家族の「心身の健
康」 　　　             (29.3%)

自分や家族の「家計」
                         (23.3%)

「災害」への備え
                         (15.0%)

「心身の健康」、「災
害」への備え　  (各20.5%)

40～49歳
(n=85) 84.7

自分や家族の「老後の暮
らし」　　   　         (48.2%)

子どもの「教育や将来」
　　　　　              (42.4%)

自分や家族の「家計」
                         (40.0%)

30～39歳
(n=78) 82.1

子どもの「教育や将来」

　　　　 　              (41.0%)

18～29歳
(n=44) 68.2

自分や家族の「家計」
                         (43.2%)

自分や家族の「就職や結
婚」        　　        (15.9%)

自分や家族の「老後の暮
らし」    　  　　      (36.7%)

自分や家族の「心身の健
康」      　　　        (28.9%)

自分や家族の「老後の暮
らし」   　　          (22.7%)

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

全体
(n=592)

73.6
自分や家族の「家計」
                         (21.6%)

子どもの「教育や将来」
     　                  (15.2%)

「災害」への備え
                         (15.0%)
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■家族構成・近所付き合い別必要な健康や福祉に関する情報の入手状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○必要な健康や福祉に関する情報の入手について、『入手できている』（「十分」＋「十

分ではないが」）が 63.7％、『入手できていない』（「ほとんど」＋「まったく」）が

22.8％で、『入手できていない』は 18～29 歳、30 代、40 代で 30％を超えてい

ます。 

 家族構成別にみると、『入手できていない』は二世代世帯で 24.4％と最も高いもの

の、他の世帯と大きな違いはありません。 

 近所付き合いの程度別にみると、「よく付き合っている」人ほど『入手できている』

が高く、近所付き合いのつながりの状況を裏付けています。 

○健康や福祉に関してほしい情報は、「自分や家族が利用できる「福祉制度」に関する

情報（施設・サービス・経済措置等）」（46.3％）、「困ったとき「どこに相談したら

いいか」わかる情報（相談機関・相談窓口情報）」（44.4％）、「自分や家族の「健康

づくりや介護予防」に役立つ情報」（32.8％）、「「福祉サービス事業所」の詳細がわ

かる情報」（18.1％）の順で、「自分や家族が利用できる「福祉制度」に関する情報

（施設・サービス・経済措置等）」が前回調査より 5.5 ポイント増加しています。 

○市の保健・福祉サービスの利用率は 39.5％で、「母子保健サービス（健診、保健相

談等）」（17.4％）、「高齢者福祉・介護保険サービス（デイサービス、ショートステ

イ等）」（16.0％）、「児童福祉サービス（保育所・子育て支援等）」（14.2％）の順と

なっています。 

  

合計 十分入手
できてい
る

十分では
ないが、
入手でき
ている

ほとんど
入手でき
ていない

まったく
入手でき
ていない

今のとこ
ろ情報を
得る必要
がない

無回答 入手でき
ている

入手でき
ていない

592 49 328 109 26 68 12 377 135
100.0 8.3 55.4 18.4 4.4 11.5 2.0 63.7 22.8

ひとり暮らし 38 4 18 5 2 8 1 22 7
100.0 10.5 47.4 13.2 5.3 21.1 2.6 57.9 18.4

夫婦のみ世帯 226 21 122 40 9 29 5 143 49
100.0 9.3 54.0 17.7 4.0 12.8 2.2 63.3 21.7

二世代世帯 262 22 147 52 12 24 5 169 64
100.0 8.4 56.1 19.8 4.6 9.2 1.9 64.5 24.4

三世代世帯 36 1 24 7 1 3 0 25 8
100.0 2.8 66.7 19.4 2.8 8.3 0.0 69.4 22.2

その他の世帯 24 1 13 4 1 4 1 14 5
100.0 4.2 54.2 16.7 4.2 16.7 4.2 58.3 20.8

よく付き合っている 61 6 41 7 2 2 3 47 9
100.0 9.8 67.2 11.5 3.3 3.3 4.9 77.0 14.8

ある程度 262 26 157 36 5 34 4 183 41
付き合っている 100.0 9.9 59.9 13.7 1.9 13.0 1.5 69.8 15.6
あまり付き合って 181 12 94 43 9 21 2 106 52
いない 100.0 6.6 51.9 23.8 5.0 11.6 1.1 58.6 28.7
まったく付き合って 66 2 27 17 8 11 1 29 25
いない 100.0 3.0 40.9 25.8 12.1 16.7 1.5 43.9 37.9

問14 健康や福祉に関する情報の入手ができていますか

全体

家
族
構
成

近
所
付
き
合
い

上段：人
下段：％
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■小学校区別問題と感じることがあると回答した人の割合及び問題点トップ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○身近な地域で気になること、問題と感じることがあると回答した人の割合は 77.2％

で、内容は「地域に子どもや若者が少ない」及び「交通など移動手段の問題」（各

28.2％）、「地区の役員のなり手が不足」（21.1％）、「住民同士の交流機会の減少」

（20.9％）、「まつりや行事の衰退」（19.3％）の順となっています。 

 小学校区別には、回答数が少ない校区もあり一概にはいえませんが、校区により上

位にあげられる問題点に違いがあります。梅美台や州見台、城山台以外の校区では

「地域に子どもや若者が少ない」が１位から３位にあげられ、木津川台、梅美台、

州見台、城山台、加茂、南加茂台では「交通など移動手段の問題」が１位にあげら

れます。また、木津、恭仁、旧当尾、上狛、棚倉では「空き家問題」が上位５位まで

に入っています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

★身近な地域で健康や福祉に関して、ほしい情報が得ることができたり、相談す

ることができる体制づくり、専門的な対応が必要な場合のネットワークの充実

が必要です。 

★身近な地域で気になることや問題と感じることについて、市全体で対応するこ

とが必要な問題と、地域で対応できる問題を整理し、地域での助け合いや協力

によりできることについては、地域懇談会をはじめとした地域での取組など、

計画的に取り組める体制づくりが必要です。 

課題 

小学校区
問題があ
る割合(%)

75.5

84.8

84.6

62.5

91.9

90.0

地域に子どもや若者が少ない、交通など移動手段の
問題         　　 　                  　               (各39.1%)

まつりや行事の衰退、地区の役員のなり手が不足
　　　　                                                  (各26.1%)

交通など移動手段の問題、防犯・治安・風紀の問題
　                                    　 　　            (各38.5%)

地域に子どもや若者が少ない、地区の役員のなり手
が不足                  　　 　　                     (各50.0%)

交通など移動手段の
問題                   (40.0%)

空き家の問題
                         (36.7%)

まつりや行事の衰退
                         (33.3%)

地区の役員のなり手が不足

         　 　　        (50.0%)

まつりや行事の衰退
                         (25.9%)

まつりや行事の衰退
                         (17.5%)

棚倉
(n=23)

地域に子どもや若者が少
ない   　　           (43.5%)

住民同士の交流機会
の減少       　      (34.8%)

高齢者の生活問題、
空き家問題      (各26.1%)

まつりや行事の衰退、交通など移動手段の問題
                                                        　(各30.4%)

91.3

南加茂台
(n=62)

交通など移動手段の
問題                  (51.6%)

地域に子どもや若者が少
ない       　　       (50.0%)

地区の役員のなり手が不足

　　　　                (37.1%)
防犯・治安・風紀の問題

              　　       (24.2%)
住民同士の交流機会
の減少               (21.0%)

上狛
(n=30)

地域に子どもや若者が少
ない   　　           (56.7%)

恭仁
(n=13)

地域に子どもや若者が少
ない          　　    (76.9%)

空き家の問題
                         (46.2%)

交流機会の減少、地区役
員の不足　　    (各30.8%)

旧当尾
(n=8)

災害等非常時の協力
体制が不安   　    (37.5%)

その他
                         (25.0%)

行事等の衰退、空き家問
題等      　　     (各12.5%)

住民同士の交流機会の減
少、防犯等 　　 (各22.4%)

加茂
(n=46)

住民同士の交流機会
の減少              (28.3%)

まつりや行事の衰退、住民同士の交流機会の
減少                                                    (各19.2%)

住民同士の交流機会の減少、地区の役員のなり手が
不足                     　　     　　　               (各15.8%)

地域に子どもや若者が少ない、地区の役員のなり手
が不足             　    　　 　                      (各15.8%)

住民同士の交流機会の減少、防犯・治安・風紀の問題

                                 　　　　　　　　        (各16.3%)

まつりや行事の衰退、住民同士の交流機会の減少、地区の役員のなり手が不
足、災害等非常時の協力体制が不安       　　　　　　　　                    (各12.5%)

州見台
(n=47)

交通など移動手段の
問題                  (36.2%)

災害等非常時の協力
体制が不安       (26.5%)

まつりや行事の衰退、住民同士の交流機会の減少、地区の役員のなり手が不足
　　　　　　　                   　　　　　　　　                         　　  　　 　　 (各23.4%)

地域に子どもや若者が少
ない    　　          (28.6%)

地区の役員のなり手が不足

　　　　                 (18.4%)

梅美台
(n=32)

交通など移動手段の
問題                  (28.1%)

防犯・治安・風紀の問題
　                      (21.9%)

73.5

68.8

72.3

移動手段の問題、通学路
の安全等 　 　　(各10.5%)

まつりや行事の衰退、通学路の安全の問題
           　　　　　　　　　　   　　　　 　　 　　(各30.6％）

木津川台
(n=49)

交通など移動手段の
問題                  (34.7%)

高の原
(n=57)

地域に子どもや若者が少
ない         　　     (21.1%)

交通など移動手段の
問題           　     (19.3%)

防犯・治安・風紀の問題
　　                     (19.1%)

城山台
(n=49)

交通など移動手段の
問題                  (38.8%)

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

地域に子どもや若者が少
ない   　　           (28.2%)

交通など移動手段の問
題、防犯等　    (各14.1%)

地域に子どもや若者が少ない、交通など移動手段の
問題                             　　　  　            (各28.2%)

相楽台
(n=38)

住民同士の交流機会
の減少               (26.3%)

防犯・治安・風紀の問題
　　   　　　　        (18.4%)

木津
(n=78)

相楽
(n=54)

地域に子どもや若者が少
ない     　　         (29.6%)

73.1

74.1

73.7

65.8

住民同士の交流機会
の減少               (18.5%)

空き家の問題
                         (23.1%)

全体
(n=592)

地区の役員のなり手が不足

　　　　                 (21.1%)
住民同士の交流機会
の減少           　  (20.9%)

まつりや行事の衰退
                         (19.3%)

災害等非常時の協力
体制が不安 　      (22.2%)

地区の役員のなり手が不足

             　　　     (20.4%)

77.2
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④社協との関わりについて 

○社協の認知度は、「聞いたことはある」が 44.4％、「知らない」が 24.7％、「取組を

知っている」が 24.2％で、それぞれ前回調査と大きな違いがありません。年齢別に

みると、18～29 歳、30 代で「知らない」が最も多くなっています。 

 

■社協事業への参加経験・参加意向トップ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○社協とのつながりは、「広報紙きずな」がメインで、「ハッピーコスモスちゃん」、「福

祉バザー」、「福祉ふれあいまつり」、「防災ワークショップ」の順に、参加の経験や

希望が多くなっています。 

これまで利用・参加した経験あり（今回の調査では、「利用・参加している」と「利

用・参加していた」を分けて質問していますが、前回調査と比較するため合計して

記載している。）では、今回新たな項目の「ハッピーコスモスちゃん」（見たことが

ある）が２位にあげられ、これ以外の上位項目は前回と変わりありませんが、「福祉

ふれあいまつり」や「防災ワークショップ」は前回調査よりおよそ２ポイント増加

しています。 

また、担い手参加意向があると回答した中では、「防災ワークショップ」や「ボラン

ティア体験学習」が前回調査よりそれぞれ 0.9 ポイント、2.9 ポイント増加し、今

回新たな項目の「災害ボランティア」や「見守り及び声掛け訓練」も上位にあげら

れ、防災など安心・安全への関心の高まりがうかがえます。 

○社協活動に対する評価については、『評価している』（「高く」＋「ある程度」）が 38.7％

で、男性より女性が、年齢別には高齢層で 45％を超えて高くなっています。また、

18～29 歳及び 30 代では「評価できるほど活動を知らない」が 70％を超えてい

ます。 

○社協に望む事業や活動についての自由記述は、72 人から 77 件の意見が寄せられ

ました。最も多い意見は「活動・事業の広報、関連情報の提供」で 23 件、次いで

「活動の充実（内容、開催日、体制等）」が 12 件、「子育て支援」が 9 件などとな

っています。また、「その他」が 18 件と多くなっていますが、「社協活動について

あまり知らないので、言えることがない」、「具体的に考えられない」など情報不足

に伴う意見も含まれています。 

  

５位

福祉バザー
                     (20.4%)

福祉ふれあいまつ
り                  (18.9%)

防災ワークショップ
                     (14.0%)

３位 ４位

防災ワークショップ
                     (15.4%)

福祉ふれあいまつ
り                  (17.6%)

社会福祉協議会
ホームページ (15.7%)

福祉ふれあいまつ
り                    (3.9%)

防災ワークショップ
                       (3.4%)

意向有り

経験有り

意向有り

地域懇談会
                       (2.7%)

ボランティア体験学
習                   (6.8%)

見守り及び声掛け訓
練                   (6.4%)

１位 ２位

広報紙きずな
                    (61.0%)

ハッピーコスモス
ちゃん           (26.2%)

広報紙きずな
                    (40.4%)

法律相談
                     (18.8%)

利用・参加状況

利
用
・
参
加

担
い
手
参
加

福祉ふれあいまつり、災害ボランティア
センター                                       (各7.9%)

福祉バザー
                      (4.4%)

配食サービス
                       (4.2%)

防災ワークショップ
                     (8.1%)

経験有り
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○サロン活動に対する希望についての自由記述は、69 人から 70 件の意見が寄せら

れました。最も多い意見は「参加しやすい内容、テーマや工夫」で 20 件、次いで

「親（妊婦さん含む）、子ども、親子対象」が 14 件、「その他の対象、対象者限定

なし」が 11 件、「活動を知らない、情報不足」が９件、「高齢者対象」が 8 件など

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤今後の地域福祉・地域福祉活動のあり方について 

 

■各種計画・制度等の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画」について、「知らない」が 60.8％で、

前回調査より 4.8 ポイント増加しています。また、「木津川市障害者基本計画」につ

いて、「知らない」が 77.7％で、前回調査の 78.9％と大きな違いがありません。 

 「成年後見24制度」については、「聞いたことはある」が 40.9％、「障害者差別解消

法」については「知らない」が 59.0％となっています。 

  

                                      
24 成年後見：障がいなどにより判断能力が十分でない人の財産等を守り、また、日常生活において主

体性がよりよく実現されるよう、法律行為を代行又は援助すること。 

★社協については、青年層を中心に社協自体及び活動・事業内容について認知度

が低いことから、青年層に参加してほしい活動、参加しやすい活動など、わかり

やすい情報提供と若い世代が興味を持ち参加できるイベントなどを検討してい

くことが必要です。 

★こうした取組も地域での住民主体のものとなるよう、地域懇談会への青年層の

参加促進を図るとともに、地域福祉活動が他人事ではなく我が事と受け止め、

行動できるよう社協の一層の地域支援が求められます。 

 

課題 
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■近所付き合いの程度別地域福祉活動の取組の進捗状況及び地域福祉活動への関心 

 

 

 

 

 

 
 
 

○最近３～４年の間に、市や地域の中で進んできていることは、「わからない」が

64.5％で、前回調査より 3.3 ポイント増加しています。進んできていると回答があ

った項目の中では「サロンや見守り隊など「住民を主体とする支え合い活動」が充

実してきている」（8.8％）、「介護保険・障がい福祉・子育て等の「制度に基づくサ

ービス」が充実してきている」（6.9％）、「医療・保健・福祉が連携して「必要なサ

ービスをつなぐ」仕組みが進んできている」（4.9％）の順で、これらも含めほとん

どの項目で前回調査より減少しています。特に前回調査で１位にあげられていた「あ

んしん SOS カードや要援護者把握など「災害時支援体制」が整ってきている」は

3.9％で、前回調査より 8.6 ポイント減少しています。 

○最近３～４年の間に、全体的に地域福祉活動の取組の進捗状況については、「わから

ない」が 60.5％、また、地域福祉活動への関心については、「特に変化はない」が

73.5％となっています。 

年齢別では、進捗状況の「どちらかと言うと進んでいる」や地域福祉活動への関心

が「どちらかと言うとより関心を持つようになった」は、75 歳以上で最も高くなっ

ています。 

 近所付き合いの程度別にみると、「どちらかというと進んでいる」は、『付き合って

いる』人のほうが『付き合っていない』人より高く、地域福祉活動に「より関心を

持つようになった」は、「よく付き合っている」人が最も高くなっています。 

○地域福祉活動に参加する良さは、「「仲間や知り合い」が増える」（41.6％）、「健康や

生活に役立つ「情報が得られる」」（30.1％）、「「生きがいや生活のはり」が得られ

る」（21.5％）の順で、上位３項目は前回調査と同じ内容です。一方、「特に思い当

たらない」が 28.7％となっています。 

○地域福祉活動を広げるために大切なことは、「自分に合う活動や参加の方法を探せる

「活動情報」の発信」（36.1％）、「必要に応じて専門機関に任せることができる「医

療・保健・福祉の連携」」（28.7％）、「気軽に参加できる「活動の雰囲気」づくりや

支えられる側の気持ちほぐし」（25.2％）、「活動を支える「場所や設備」などの確

保」（23.3％）の順で、「必要に応じて専門機関に任せることができる「医療・保健・

福祉の連携」」は前回調査より 7.1 ポイント増加しています。 

  

592 10.8 2.2 22.3 60.5 17.1 3.5 73.5

61 16.4 1.6 23.0 52.5 31.1 1.6 60.7

97 16.0 2.3 23.7 53.1 17.6 3.8 72.9

262 6.1 1.1 22.1 68.0 14.9 3.9 75.7

367 1.5 3.0 12.1 81.8 9.1 1.5 83.3

全体的な地域福祉活動の取組の進捗状況

わからない
より関心を
持つように
なった

より関心が
なくなった

どちらかと
言うと進ん
でいる

特に変化
はない

よく付き合っている

ある程度付き合っている

あまり付き合っていない

まったく付き合っていない

特に変化
はない

地域福祉活動への関心

付き合いの程度 回答数

全体

どちらかと
言うと進ん
でいない
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■性・年齢別障がいのある人や子どもに対する理解等の進んだ割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体の下段は前回調査。「学校や職場の中で」は前回調査で「学校」と「職場」で分けてい

ましたが今回調査と比較するため平均しています。 

 

○最近３～４年の間に、障がいのある人や子どもに対する理解や差別解消が『進んだ』

（「進んだ」＋「少し進んだ」）は、社会全体では 44.9％、家庭の中では 38.7％、

学校や職場の中では 35.5％、地域の中では 22.8％で、前回調査と比較して、『進

んだ』は社会全体、家庭、学校や職場では増加していますが、地域では同程度で変

わらない状況です。 

○木津川市の中で、障がいのある人が安心して生きがいを持って暮らしていくために

大切なことは、「医療・福祉・教育・生活支援など様々な支援を円滑につなぐ仕組み

の充実」（47.1％）、「いつまでも地域で暮らせる身近な支援の充実（施設・サービス

など）」（44.3％）、「企業による雇用の促進、職業訓練、障がいに応じた仕事や職場

の拡充」（36.3％）、「まちや公共施設の段差解消、公共交通の環境整備などバリア

フリー25の推進」（35.3％）、「子どもたちが交流し、自分らしく成長できるような学

校や地域の環境づくり」（34.6％）の順で、前回と同じ項目が同じ順で上位にあげ

られますが、これらの項目は前回調査よりそれぞれ増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      
25 バリアフリー：高齢者や障がいのある人などが生活や社会参加をする上で支障となる障壁を取り除

くための施策、若しくは障壁を取り除いた状態のこと。建物の段差を取り除くなど、物理的な環境

づくりを示すほか、こころのバリアフリーなど分け隔てのない関係づくりのことも含む。 

★地域福祉計画・地域福祉活動計画をより身近なものにするため、住民参画によ

る地域（小学校区）別目標や計画を立て、具体的な取組を進めていくことが必

要です。 

★障がいのある人や子どもが地域の中でいきいきと生活できるように、障がいに

関する知識や理解を深める取組とともに、住民同士が知り合う機会を増やして

いくことが必要です。 

課題 

性・年齢 回答数 社会全体
家庭の
中で

学校や
職場の
中で

地域の
中で

592 44.9 38.7 35.5 22.8

769 36.2 36.2 23.8 22.9

男性 268 47.4 36.2 35.1 23.5

女性 316 42.4 40.5 35.4 22.2

18～29歳 44 34.1 36.4 43.2 13.6

30～39歳 78 46.2 47.4 34.6 16.7

40～49歳 85 47.1 40.0 50.6 18.8

50～64歳 133 51.9 39.8 42.1 27.1

65～74歳 162 46.3 38.9 30.9 30.9

75歳以上 80 31.3 27.5 12.5 13.8

全体
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⑥自由意見について 

○自由意見「あり」が 136 人（23.0％）となっており、16 分野、165 件のご意見

をいただきました。 

○「地域福祉活動について」のご意見が最も多く、次いで「高齢者支援」、「交通の利

便性の向上、移動支援」、「アンケートについて」の順となっています。 

○地域福祉活動については、活動のポイント制の導入の提案や、若い人が気軽に参加

しやすい環境づくり、単身世帯が孤立しないように適度にコンタクトの取れる環境

づくりなどの課題提起をいただきました。一方、現状では余力がなく参加できない、

経済的にも無理という声もありました。 

○アンケート調査についてのご意見では、「地域福祉についてこのアンケートで知った

ことが多い」という意見が多くありました。 
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３ 第２次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画からみた課題 

第２次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画の基本目標ごとに市と社

協それぞれに評価検証し、現状と課題を把握しました。 

 

（１）市による第２次地域福祉計画の現状と課題 

基本目標１ 交流する地域づくり 

○市民課窓口への社協案内パンフレット設置を行っており、社協のＰＲにはつながっ

ているが、会員増加にはつながっていない。 

○自治会コミュニティ活動に対し地域活動支援交付金や集会所整備等事業補助金制度

等で自治会を支援しているが、市内人口増加による地域活動支援交付金の支出総額

や市内に多数ある老朽化した集会所改修に際しての補助金支出総額が増大している。

また、自治会員の減少対策も課題である。 

○地域長・副地域長には区長を兼務しておられる方があり、立場の使い分けに苦慮さ

れている様子が見受けられる。地域によっては、地域内の区の間で連携が円滑に取

れていない地域があるように見受けられる。 

○市障害者スポーツ大会を実施しているが、主に団体や事業所からの参加であり、個

人参加がない状況である。 

○小学校や公民館を活用して、地域住民の参画を得て、子どもたちと一緒に勉強やス

ポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等（京のまなび教室推進事業）を実施し

ているが、コーディネーターの育成と地域のボランティア確保が課題となっている。 

○イベント等開催時は、要約筆記や手話通訳を配置するなど、誰もが参加しやすいも

のとなるよう配慮しているが、手話通訳者・要約筆記者の高齢化、減少等により、

イベントへの配置拡大が難しい状況である。 

○市内４か所の地域子育て支援センター、２か所のつどいのひろば、２か所の未入園

児サポートセンターでは子育て親子が交流し、様々な子育て相談の場として活用し

ていただいている。参加しづらい子育て中の親子への支援が課題となっている。 

○防災会議を開催し、地域防災計画26の見直しを実施や所属職員が運営委員となり、

災害ボランティアセンターの運営を支援しているが、災害ボランティアセンターが

市民に十分浸透していない面がある。 

○防犯カメラ設置・運営、防災メール配信などの情報提供を行うとともに、警察や地

域と連携している。また、消費生活相談窓口の情報提供として、リーフレットやマ

グネットを窓口に配架したり、民生委員を通じて、地域の高齢者等に啓発活動を行

っているが、地域全体での見守りの体制ができていないところもある。 

  

                                      
26 地域防災計画：地域や地域住民の生命身体及び財産を災害から守るため、防災に関して必要な組織

体制及びこれを構成する関係諸機関の行うべき活動等を定めた総合的な計画。 
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○条例に基づき、相談窓口の設置や見舞金支給制度の創設とともに、京都犯罪被害者

支援センターと連携協力に関する協定を締結し、被害者支援に努めているが、犯罪

被害者支援制度が市民に十分浸透していない。 

○地域懇談会に職員が参加し、地域住民の生の声を拾い上げているが、地域懇談会の

参加者が一部の地域役員等がほとんどで、広く一般市民の参加が得られていない。 

 

 

基本目標２ 課題を解決する活動づくり 

 

○関係部署・関係団体が連携を取り、ワンストップ体制を推進しているが、ワンスト

ップ体制がスムーズに機能せず、相談者を待たせてしまうことがある。速やかに適

切な対応ができるような体制づくりが必要。 

○市民の抱える課題が多様化・複雑化してきており、対応が難しい面がある。対応す

る機関の増強を行う必要がある。 

○心配ごと相談を社協に委託し、広報等により市民に周知しているが、心配ごと相談

は相談者が固定化してきており、実質相談者数が減少してきている。今後はさらに

相談窓口に対する市民の認知度を強化する必要がある。 

○各種研修会に積極的に参加し、職員のスキルアップに努めてはいるものの、専門職

ではないため、一定期間が経過すれば人事異動により他部署へ配置転換となるため、

長期的な人材育成が難しい。 

○相談情報の機密性は確保している。また、必要に応じ関係機関によるケース会議等

を開催し、情報共有を行っているが関係機関との連携が不十分なところがある。 

○生活困窮者の支援のため、庁内関係部署との連携を図っているが、困窮世帯の課題

が多様化しており、現状の支援メニューで対応が困難なケースが出てきている。就

労支援及び相談を実施したが正規の就労に結びつかない者への対応が課題となって

いる。 

○社協とともに地域懇談会等を開催し、地域課題の把握を行っている。 

○広報紙、ホームページ等を活用して福祉情報を提供しているが、一方的な情報提供

になっていないか、市民ニーズとのマッチングを評価する必要がある。また、情報

収集しやすい体制づくりを実施する必要がある。 

○高齢者の地域での支援について、市・社協・包括支援センターなど関係機関で連携

やケース会議を行っている。 

○障害者介護給付費等支給認定審査会を毎月開催している。自立支援協議会で、情報

共有や資質向上に向けた取組を行っている。 
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基本目標３ 地域福祉の基盤づくり 

 

○各校、園において人権教育推進計画に基づき、児童生徒への指導の充実に努めてい

るほか、教職員の人権に関する認識や人権感覚を高めるための研修の場の拡充、公

民館において、人権についての理解と認識を深めるため、高齢者と障がいのある人

との交流「ふれあいの集い」を開催している。人権学習において、個別的な視点に

関わる指導の一層の充実が必要である。 

○ＤＶ27被害の相談は、身体的・経済的・精神的ＤＶなど多岐にわたっている。被害者

の身体の安全確保をするとともに、精神科医のこころのカウンセリングにより、被

害者の身体と心両面のケアに努めている。しかし、ＤＶ被害件数は年々増加してお

り、内容も複雑となっている状況であり、被害者の自立支援、安全確保など相談・

対応の充実が必要である。 

○虐待に関するマニュアル化を図り、迅速に対応できるような体制を取っているが、

虐待通報も増加傾向となっている。 

○ホームページや広報等で情報提供に努めているが、すべての情報についてバリアフ

リー化ができていない。 

○福祉教育については、活動のマンネリ化、形骸化が起こっている学校もある。多様

な体験活動等を行うことで、より充実した福祉教育を行っていくことが必要。 

○関係部署との情報の共有化が必要だが、関係部署が多い場合は、迅速な協議ができ

ない場合がある。 

○コミュニティビジネス28がほとんど認知されていない。ビジネスとして成り立たせ

ることが困難である。 

○地域福祉計画を推進していくには、幅広い年齢層における地域リーダーの育成が必

要である。 

  

                                      
27 ＤＶ（ディーブイ）：Domestic Violence（ドメスティック・バイオレンス）の略。配偶者や恋人

など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のこと。 
28 コミュニティビジネス：市民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの手法により解決し、

また、コミュニティの再生を通じて、その活動の利益を地域に還元するという事業のこと。 
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（２）社協による第２次地域福祉活動計画の評価及び課題抽出 

基本目標１ 交流する地域づくり 

○５年間で登録サロンは２倍に増加し、身近な地域を拠点とした交流が進んできたが、

すべての地域でつながれる場所づくりを進めていく必要がある。 

○登録サロンは増加しているが、高齢化に伴い運営スタッフの後継者問題が課題とな

っている。 

○平成 29（2017）年度からは世代間交流事業を支部単位で行い、より身近な地域で

の世代を超えたつながりづくりに力を入れてきたが、地域によってまだ開催できて

いないところがある。 

○支部単位で地域懇談会を行い、直接地域住民の声を聞く機会を設けているが、参加

者は地域役員等が多く一般市民の参加は少ない。 

○支部単位のサロンや交流事業も継続して行っているが、役員交代時に事業の必要性

を次の役員にすべて伝えることが難しい。 

○交流会を開催しても参加されない高齢者の状況把握や、会場までの交通手段がなく

参加できない高齢者の移動手段の確保ができていない。 

○たくさんの役員やボランティアの協力により隔年で福祉ふれあいまつりを開催し、

多くの市民に来場いただいているが、社協を知ってもらう機会として活用できてい

ない。 

○常設型災害ボランティアセンターを設置し、毎年設置運用訓練・研修を行っている

が、広く地域住民に周知できていない。 

○地域ごとの防災訓練や防災ワークショップに社協支部としても参加することで地域

の他組織と連携を進めてきたが、実施できていない地域や連携が進まない地域など

もあり防災をテーマに地域でつながる取組を進めていく必要がある。 

 

 

基本目標２ 課題を解決する活動づくり 

○各種相談事業の中でも専門性の高い法律相談への需要は高まっているが、ちょっと

した困り事の窓口である心配ごと相談は利用が少ない。日常的にいつでも気軽に相

談できる窓口のあり方についての検討が必要。 

○配食サービス、住民参加型助け合いサービス29等は、今後ますます需要が高まる事

業で、多くのボランティアの協力を得て実施している。ボランティアの高齢化や新

たな担い手不足が課題となっている。 

○見守り隊事業では商店企業の見守り隊９0 店、市民の見守り隊員が約 1,000 名に

なりこの 5 年間で活動の輪が大きく広がり、地域でお互いに見守り合う体制づくり

が進んできた。一方で、人間関係の希薄化の進行とともに地域での見守り方も課題

となっている。 

○子育てネットワーク連絡会を継続することで、情報提供や情報交換をする機会をつ

                                      
29 住民参加型助け合いサービス：困った時はお互いさまの気持ちを持つ人たちが会員となり、有料

（実費程度）で、清掃や洗濯、買い物などの家事や送迎などのサポートを行うもの（社協事業）。 
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くり市内の様々な団体がつながることができた。しかし、参加者が登録団体の約半

分ほどにとどまっており、今後はより多くの団体への参加呼びかけが課題になって

いる。 

○介護保険事業所が主体となって取り組んでいる認知症カフェは、医療、地域の方の

協力をいただき定着化してきている。認知症の方の社会参加の場として今後さらに

周知を図ることが必要。 

○ファミリー・サポート・センター事業は、会員が 260 名を超え多くの方の子育てを

支える事業となった。有償の活動となるため母子家庭や低所得の方は利用しづらい。 

○福祉サービス利用援助事業30は、利用者が年々増加、現在 58 名の方に利用いただ

き、判断能力が不十分な方の日常生活を支える大切な事業になっている。市民に対

しての事業周知と生活支援員の増強が課題である。 

○成年後見制度の利用が必要な方が制度を利用できるよう、法人後見や権利擁護支援

の地域連携ネットワークの構築が必要となっており、社協としてどのように取り組

めるのかが課題である。 

○介護保険事業所では介護職員が不足しており、利用されている方のニーズに対応で

きないことがある。介護人材の担い手確保が課題である。 

 

 

基本目標３ 地域福祉の基盤づくり 

○社協活動について広く市民に知ってもらうために、広報誌、ホームページ等で啓発

を行っているが、若い世代に向けて SNS の活用等の検討も必要。 

○社協会費の使い道について見える化し、市民の理解を得ることが難しい。 

○担い手の育成として、若い世代も参加してもらえる活動について検討が必要。 

○男性の地域デビューのメニュー作りとフォローアップの取組ができていない。 

○ボランティアの育成と啓発を目的にボランティアフェスティバルをはじめ、ボラン

ティア講座、研修会、交流会を行っているが、新規の参加者が少ない。 

  

                                      
30 福祉サービス利用援助事業：自分で判断することが難しい人が金銭管理や福祉サービス利用を適切

に行えるよう支援する地域権利擁護事業（社協事業）。 
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第３章 地域福祉推進の基本的な考え方 

１ 地域福祉に係るまちの将来像（基本理念） 

本計画は、第２次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画で掲げた将来

像（基本理念）を引き継ぎながら、地域共生社会の構築をめざすこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 将来像実現の基本目標 

めざす将来像の実現に向け、本計画の基本目標を次のとおり定めます。 

 

基本目標１ 交流する地域づくり 

基本目標２ 地域で支え合う仕組みづくり 

基本目標３ 課題を解決する活動づくり 

基本目標４ 地域福祉の基盤づくり 

 

  

めざす将来像（基本理念） 

思いやり あふれる笑顔 ひろがる輪 

～ みんなで地域共生社会をめざそう ～ 
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３ 施策・事業の体系 

将来像の実現をめざす施策・事業の体系は、次のとおりです。 

各施策・事業は、市と社協の緊密な連携を基本に展開していくこととします。 

 
 個別目標 施策・事業 

基本目標１ 交流する地域づくり 

 
1 地域のきずなづくり 

①近所付き合いのすすめ 

②地域活動への参加促進 

2 様々な交流の促進 
①小地域活動の促進 

②地域での交流の促進 

基本目標２ 地域で支え合う仕組みづくり 

 

1 
地域での支え合い活動の

促進 

①ボランティア活動・地域活動の促進 

②「助け合う」活動の推進 

③「見守り合う」活動の推進 

2 
健やかで生きがいのある

暮らしづくりの支援 

①主体的な健康づくりの支援 

②子ども・子育ての支援 

③就労と暮らしの安定支援 

3 
福祉サービスの有効な利

用（提供）の推進 

①自己決定によるサービス利用等の支援 

②福祉サービスの充実 

4 安心・安全な地域づくり 

①災害から守り合うまちづくり 

②防犯・交通安全の推進 

③バリアフリーのまちづくり 

④外出しやすいまちづくり 

基本目標３ 課題を解決する活動づくり 

 

1 話し合いの場づくり 
①住民が話し合う機会づくり（懇談会等） 

②協議体31活動の推進 

2 
相談と課題把握の体制づ

くり 

①相談体制の充実 

②生活課題の把握 

基本目標４ 地域福祉の基盤づくり 

 

1 
様々な人材・団体・活動

の育成・支援 

①地域福祉を担う人材の育成 

②各種団体の育成・支援 

2 
地域福祉の推進体制の充

実 

①各分野横断的に対応できる体制整備 

②権利擁護ネットワークづくりと成年後見制度の利用促進 

③財源の確保 

④社会福祉協議会への支援の強化 

3 情報の整備と発信 
①情報の整備 

②「届く情報」づくり 

  

                                      
31 協議体：地域の多様な主体がメンバーとなり、地域にある課題について話し合い必要な活動や仕組

みづくりを検討する場。 
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第４章 施策・事業の展開 

基本目標１ 交流する地域づくり 

（１）地域のきずなづくり 

◆隣近所、自治会や区は、住民に最も身近な地域であり、地域福祉の基礎的な単位で

もあります。災害時の助け合いや住民同士のつながりづくりのためには、日頃の近

所付き合いが大切です。そのためには、地域のきずなづくりのための取組を進める

必要があります。 

 

① 近所付き合いのすすめ 

【現状と課題】 

○市民アンケートや地域懇談会から地域での見守り体制が充実することが必要だとい

うご意見が多くあります。 

○近所付き合いをしていない理由として、「きっかけがない」がトップにあげられてい

ます。地域で住民同士のあいさつができる程度の顔見知りの関係を広げることが、

防犯・防災などの面からも必要です。 

○転入者に対して、自治会や社協支部について案内していますが、会員増加につなが

らないといった課題があります。 

 

【今後の方向】 

◇市と社協、自治会、民生児童委員、学校など、地域と関わる様々な人や機関が連携

して「近所付き合いのすすめ」を全市的な運動として実施していきます。 

 

【主な取組】 

市民は 
◇日頃のあいさつを大切に、地域に顔見知りを増やします。 

◇地域に転入者に対する世話役（窓口）をつくります。 

社協は 
◇支部組織づくり、会員増強運動を支援します。 

◇支部活動を活性化します。 

市は 

◇転入者に対しては、必要な情報を手渡す際、本人の希望に応じて

自治会や社協支部について案内し、該当する自治会や社協につな

ぎます。 
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② 地域活動への参加促進 

【現状と課題】 

○本市で古くから地域に根付いている自治会や社協支部といった地域組織は、市や地

域の情報、福祉情報などを入手したり、住民同士の親睦を深めたり、地域の中の心

配ごとについて連絡を取り合ったり、災害時等に助け合ったりするための基礎的な

組織として重要な組織ですが、地域によっては加入率が低いといった状況や地域人

口の高齢化や世帯規模の縮小化などにより、会員の減少や、役員のなり手がいない

といった状況がみられます。 

○市民アンケートでは、地域活動に参加していない理由として、「仕事を持っているの

で時間がない」以外で、「活動に関する情報がない」や「興味の持てる活動がない」

が上位にあげられています。身近な地域で交流できるイベントなどのきっかけづく

りをはじめ、興味の持てる活動の企画や活動情報の発信等への参加促進を図ること

で、すべての人が、住み慣れた地域で、助け合い、見守り合いながら暮らしていけ

るように、地域活動への参加を促進していく必要があります。 

 

【今後の方向】 

◇地域への参加の基礎となる自治会や社協支部の組織化を進めるとともに、地域活動

への参加意欲が向上するような情報提供やイベント企画等に取り組みます。 

 

【主な取組】 

市民は 
◇住民自治組織、社協支部の設置、参加促進に努めます。 

◇役員の負担に配慮するなど、参加しやすい組織づくりを進めます。 

社協は 

◇支部組織づくりや活動の活性化に取り組みます（立ち上げ支援、

継続支援など）。 

◇社協として会員増強運動を展開します。 

◇身近な地域で交流できるイベントなどへの参加のきっかけづくり

に努めます。 

市は 

◇自治会組織づくりを支援します。 

◇地域の組織との連携・連絡を強化し、地域内の課題等を相互共有

できるように努めます。 

◇地域活動に関する情報提供の充実を図ります。 
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（２）様々な交流の促進 

◆様々な立場の人々や多世代が交流するまちづくりが求められています。全市的な交

流イベントにより理解を深め合うとともに、交流場所の提供等、地域の中での日頃

の交流を促進していきます。 

 

① 小地域活動の促進 

【現状と課題】 

○地域福祉の分野では、従来は大きな地域（旧町等）を単位とした事業が主流でした

が、近年は、身近な地域（自治会単位等）を対象とした事業を中心に展開していま

す。地域での活動は、社協が中心となって行っていますが、地域（支部）によって

積極的に取り組まれているところや、あまり取組がなされていないところなどの差

があるのが実情です。今後、地域福祉推進のためには小地域活動の促進が特に重要

な課題となっていますので、各地域での活動を活性化させる必要があります。 

 

【今後の方向】 

◇小地域活動の重要性を周知するとともに、小地域活動の活発化を促進します。 

 

【主な取組】 

市民は ◇身近な地域での地域福祉に関する活動に積極的に参加します。 

社協は 
◇小地域活動での活動に関するアドバイス等を行い、活動の活発化

を促進します。 

市は ◇小地域活動に関する情報提供の充実を図ります。 
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【地域福祉活動の主な取組】  

地域における身近な居場所として、高齢者や障がい児・者、 

子育てサロン活動を支援しています。 
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② 地域での交流の促進 

【現状と課題】 

○地域における年齢や地域全体で交流を促進していくことは、みんなの課題だといえ

ます。 

○市や社協では、地域の中で様々な立場の人々の交流が進むよう支援に努めています。

世代の違いや障がいの有無などに関わらず、集まる場づくりが必要です。 

 

【今後の方向】 

◇同じ地域に暮らし、あるいは通勤・通学している人々が、互いに知り合い、交流す

る機会を充実させていきます。 

 

【主な取組】 

市民は 
◇障がいの有無、国籍の違いなどに関わらず、地域の中での交流を

大切にします。当事者の方から声をかけることも大事です。 

社協は 

◇各種団体とともに、子ども・子育て、障がい、高齢など、各分野

の集いを支援するとともに、様々な立場の人々がともに参加・交

流するイベント等の開催・開催支援を進めます。 

◇福祉機器・資材等の貸出などを通じて、地域イベントなどにおい

て様々な人々の交流が進むよう支援します。 

市は 

◇多文化共生施策のより一層の充実のためにコーディネーターの育

成や地域のボランティア確保に努めます。 

◇様々な立場の人々がともに参加・交流するイベントの開催・開催

支援を進めるとともに、市の様々なイベントが、障がいのある人

や外国人など様々な立場の人々が参加しやすいかたちとなるよう

図ります。 
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基本目標２ 地域で支え合う仕組みづくり 

（１）地域での支え合い活動の促進 

◆市民・地域主体の福祉活動として、ボランティア活動、地域での支え合い活動を促

進していきます。特に、住民同士の「集い」や「見守り」は、人々のつながりづく

り、課題の把握や早期対応に有効であり、今後とも充実を図ります。 

 

① ボランティア活動・地域活動の促進 

【現状と課題】 

○社協は、ボランティアセンターを運営し、ボランティアコーディネーターを中心に

ボランティアの養成や団体活動支援、活動のコーディネートなどを実施しています。

ボランティア登録団体数は増加しているものの、登録者数は伸び悩んでおり、活動

者の高齢化もみられます。 

○市民アンケートでは、地域福祉活動には忙しくて参加しにくい、きっかけや情報が

不足しているといった状況があります。また、今後は有償ボランティアの検討をし

ていく必要もあります。 

 

【今後の方向】 

◇社協を地域福祉コーディネート32の中核機関として位置づけ、住民同士の支え合い

活動の創出・支援に取り組み、多くの人が参加しやすい仕組みづくりを進めます。 

◇市民・地域・企業とともに地域福祉と企業の新たな関係を創造していきます。 

◇地域においても、高齢者、企業などの活力を活かした取組を活性化、創造していき

ます。若い人が主体的に参加できるような環境、機会をつくります。 

  

                                      
32 地域福祉コーディネート：地域の課題やニーズの解決に向けて、地域の資源（情報・人・場所な

ど）をネットワークし、また、必要な資源を開発するなど、住民の地域福祉活動を支援すること。 
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【主な取組】 

市民は 

◇子どもの頃から地元地域に関心を持ち、自分のしたいこと・でき

ることで地域活動に参加したり、活動を創造していきます。 

◇高齢者は、健康・生きがいづくりのため、積極的に地域活動に参

加します。 

◇地域の世話役やボランティアリーダーは、様々な人が参加しやす

い環境づくりを多くの住民とともに考えていきます。 

◇活動の現場からみた地域課題などを市や社協と共有し、ともに解

決策を見出していきます。 

社協は 

◇ボランティアセンターを中心に、ボランティア活動情報の収集・

ＰＲ、ボランティアの養成、活動のコーディネートを行います。 

◇市民・地域と市の間に立ち、地域課題の把握と解決策に向けた知

恵や力を結集していく拠点機能を提供します。 

◇活動支援では、共同募金事業の事業型募金の活用など新たな仕組

みづくりも検討します。 

市は 

◇行政からみた地域課題などを市民・地域と共有し、ともに解決策

を見出していけるよう、必要に応じて市民との協働による事業や、

市民・地域による自主活動の支援を行うとともに、関係機関の連

携を強化します。 

◇社協とともにボランティア活動を促進するＰＲ活動に取り組みま

す。 

◇社協のボランティアセンターの機能強化を支援します。 

◇企業や従業員が地域貢献の活動をしやすい条件整備を進めます。 
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② 「助け合う」活動の推進 

【現状と課題】 

○市民アンケートでは、災害時や緊急時だけでなく、留守中の荷物の預かりや買い物

などの代行といった日常生活の中で助け合いたいといった声がありました。また、

地域懇談会でも、買い物に困っている人達への地域での助け合いが必要といった課

題があがっていました。常に「助ける人」「助けてもらう人」という立場ではなく、

困った時には「助けてもらう」、困っている人がいれば「助けてあげる」というお互

い様の地域づくりをめざしていく必要があります。 

 

【今後の方向】 

◇助け合うことが当たり前として浸透していくように「助け合う」活動の周知を行う

とともに、活動を推進していきます。 

 

【主な取組】 

市民は 
◇困った時には「助けてもらう」、困っている人がいれば「助けてあ

げる」ことを実行します。 

社協は ◇市民とともに、「助け合う」活動を推進していきます。 

市は ◇「助け合う」活動の周知を行います。 

 

  



52 

③ 「見守り合う」活動の推進 

【現状と課題】 

○ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯の増加、認知症や虐待の問題などへの対応か

ら見守りの必要性が高まっています。 

○地域住民を中心に活動する「見守り隊」は、木津川市の地域福祉活動の重要な担い

手です。 

○見守ってもらいたい時には「見守ってもらう」、見守りが必要な人がいれば「見守っ

てあげる」という活動を団体等だけでなく、住民一人ひとりができる範囲で行って

いくことが必要です。 

 

【今後の方向】 

◇生活課題を把握する最前線、住民同士の支え合いの基礎として、地域における「見

守り合う」活動を活発化していきます。「見守り合う」活動で心配なことがあれば、

速やかに解決につなげられる連絡体制をつくります。 

◇市と民間の緊密な連携の上で、「見守り合う」活動に関わる各組織・人材のネットワ

ークづくりを進めます。 

 

【主な取組】 

市民は 

◇生活の中で、互いに見守り見守られる関係をつくります。日頃か

ら声をかけ合い、見守られ上手になることが大事です。 

◇見守り隊活動に積極的に参加します。 

社協は 

◇地域住民同士の見守り活動や、見守り隊活動を支援します（情報

提供、相談対応、研修等の機会）。 

◇地域や見守り隊会員からの連絡を受け、対応につなぐとともに、

福祉課題の分析や社会的な対応のあり方を考えていく拠点となり

ます。 

◇見守り活動関係者、団体間の交流を促進します。 

市は 
◇社協、警察、消防、学校、医療機関ほか関係機関と連携して、地

域住民の見守り活動や見守り隊活動をバックアップします。 
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【地域福祉活動の主な取組】  

見守りが必要な方に、花苗を通じた見守り活動を行っています。 
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（２）健やかで生きがいのある暮らしづくりの支援 

◆一人ひとりが自らの健康づくりに取り組み、年齢や障がいの有無に関わらず、就労

意向のある人が仕事を通じていきいきと活躍するまちをつくります。生活困窮対策

や自殺防止などのセーフティネットも、専門機関と地域が連携してつくっていきま

す。 

◆子どもが安心してのびのび育っていけるよう地域全体で家庭の支援に取り組み、子

どもの豊かな心と、世代間が交流する活力ある地域を育んでいきます。 

 

① 主体的な健康づくりの支援 

【現状と課題】 

○市は、「すこやか木津川 21 プラン健康増進計画・食育推進計画」に基づき、市民と

行政の協働による地域に根ざした“健康づくり”を推進しています。 

○医療・保健・福祉・教育などの連携による対応を強化し、疾病や障がいの早期発見

や子どもの発達に関する不安や心配、若い人のこころの健康、中高年者の生活習慣

病、高齢者の介護予防や認知症対策などを促進していくことが必要です。 

○本市では、自殺防止にも力を入れており、こころの健康状態をチェック・相談でき

る「こころの体温計」の設置や自殺リスクのある人のサインの気付き・傾聴・つな

ぎ・見守り役であるゲートキーパー33の育成などを進めています。自殺防止には、関

係機関や地域のネットワークづくりが重要となっています。 

 

【今後の方向】 

◇一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組めるよう、関係機関の連携と市民と市の

協働、地域における健康づくりへの取組や見守りなどを促進します。 

 

  

                                      
33 ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をか

け、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図る、いわば「命の門番」とも位置付けられる

人のこと。 
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【主な取組】 

市民は 

◇健康づくりに対する意識・知識を高め、日常生活の中での自主的

な健康づくりを習慣にします。家庭・地域・学校・職場などで、

取り組むことも効果的です。 

◇健（検）診を受けるとともに、市の各種健康チェック情報などを

活用して自ら健康状態をチェックし、心配ごとがあれば早めに相

談・受診します（医療機関や救急車の適正利用を心がけます）。 

社協は 

◇社協職員や地域のキーパーソンが、高齢者の介護予防や認知症対

応、子どもの発達の不安、生き辛さを抱えた若者への対応、自殺

防止など、重要な課題に適切に対応できるよう相談力・連携力を

高めます。 

市は 

◇すこやか木津川 21 健康プランに基づく健康推進施策を確実に進

めます。 

◇健（検）診、予防、健康相談・指導などの実施とともに、健康情

報の提供に力を入れ、市民・地域による健康づくりへの取組を支

援します。 
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【地域福祉活動の主な取組】 

  

サロンの立ち上げ支援や活動助成を行っています。 

保育施設等への送迎や外出時の一時預かり等、 

子育て家庭に必要な援助を地域でサポートします。 
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② 子ども・子育ての支援 

【現状と課題】 

○市は、「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子育て支援施策を充実するととも

に、産後のうつや子育て中の負担や不安を軽減、働きながらの子育てを支援してい

くことが必要です。 

○若い人が子育てを楽しみ、一人ひとりの子どもが安心してのびのび育っていくため

には、家庭や学校だけでなく、地域全体で子どもを見守り、育んでいく体制づくり

が重要となってきています。 

 

【今後の方向】 

◇子どもの人権を尊重し、地域全体で子どもの安全を守っていきます。世代間が交流

する中で、子どもの豊かな心と、活力ある地域をつくっていきます。 

◇子育ての負担や不安を軽減していくための支援を充実するとともに、子育て支援情

報の提供、子育て相談の体制づくりを強化します。 

◇就学前から就学後、青少年期まで切れ目なく子どもと子育てを支えていく体制をつ

くるため、医療・教育・福祉等の連携、地域における世代間交流の促進、子ども・子

育て支援活動団体の育成・支援を進めます。 
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【主な取組】 

市民は 

◇子育て中の親は、子育て支援サービス情報、子育て支援相談窓口

等を活用するとともに、つどいのひろば、子育てサロンやサーク

ル等に参加します。 

◇住民参加型の子育て支援活動、学校ボランティアなど、地域の子

どもを育み、子育てを支援する活動に参加します。 

◇地域の祭りやイベント、遊びなどを通じた世代間交流を促進し、

地域の大人によるしつけや様々な体験の機会づくり、年齢の異な

る子ども同士の交流を通じた子育てへの理解促進などを進めま

す。 

社協は 

◇ファミリー・サポート・センターなど、住民参加型サービスによ

り保育ニーズに応えるだけでなく、世代間交流などを促進します。 

◇子育て関係情報の整備と提供、子ども・子育てに関する相談に対

応し、子育て支援センターをはじめ関係機関と連携して課題の把

握と解決の糸口探しを進めます。 

◇地域全体で子どもと子育て家庭を支えていけるよう、地域の中の

集い、世代間交流の促進、見守り隊をはじめとする活動支援を行

います。 

市は 

◇子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て家庭の支援を推進

します。 

◇乳幼児期の教育・保育、地域子ども・子育て支援事業及び次世代

支援対策に関する事業を総合的に展開する主体として、計画を実

効あるものとするために関係部局が連携して取り組みます。 

◇また、地域団体やＮＰＯ法人、ボランティア団体、企業等が主体

となって取り組む活動や事業を支援・協力し、地域全体で子育て

家庭を支えていく環境づくりを進めます。 
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【地域福祉活動の主な取組】  

世代を超え、様々な人がふれあい交流をして、 

誰もが安心して暮らせる温かいまちづくりをめざしています。 
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③ 就労と暮らしの安定支援 

【現状と課題】 

○市民アンケートによると、生活の中での悩みや困り事は、自分や家族の「老後の暮

らし」や「心身の健康」、「家計」が多くなっています。経済的なゆとりがないこと

が、将来への不安となっている傾向があります。 

○市では、ひとり親の就業支援、若者の雇用促進・就業支援、障害者法定雇用率の引

き上げ、障害者優先調達推進法に基づく官庁受注の確保などを進めています。 

○本市は、高齢者や障がいのある人向けの情報提供や相談による就労支援（いきいき

サポート）などを実施しています。また、市内では、障害福祉事業所による就労支

援を図っています。 

○就労以外の経済的支援として、市は、生活保護法に基づく支援や、児童手当・奨学

金、家族介護者慰労金支給事業、重度心身障害者（児）医療制度及び各種費用の助

成、負担減免措置などを実施しています。 

○市では女性の応援セミナーを開催して、女性の就業や健康づくりなどを支援してい

ます。今後も様々な情報を知ることや、専門家による知識を得ることで、すべての

女性が社会でいきいきと活躍できるような講座を検討していく必要があります。 

○社協では、生活福祉資金等の貸付相談を通して、市民の生活困窮の現状把握や支援 

に取り組んでいます。 

○近年は、家庭の中に潜む見えにくい貧困の問題やひきこもりの問題、親から子ども

への貧困の連鎖なども問題となっています。地域での新たな課題の把握に努めると

ともに、地域での孤立防止、自殺防止や無職の若者対策など、地域で問題解決に取

り組むことが必要です。 

 

【今後の方向】 

◇年齢や性別、障がいの有無などに関わらず、働きたい・働ける人が自分に合った仕

事に就き、仕事を通じて社会や地域に貢献しながら経済的自立を果たしていけるよ

う支援していきます。 

◇生活困窮者自立支援体制を構築し、問題の早期発見・早期対応により、生活保護に

至る前から効果的な手当てを行い、生活困窮状態にある人が経済的な自立を維持・

回復するまで寄り添う伴走型の支援に取り組みます。 
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【主な取組】 

市民は 

◇障害福祉事業所による製品を購入します。 

◇市内企業や商工業者は、地元雇用、障がい者雇用等に力を入れま

す。 

◇生活困窮者自立支援の仕組みを理解し、困った時は早めに相談し

ます。 

◇生活困窮状態に対し、市民同士が目を向け、気付き合うとともに、

困った時は早めの相談を促します。そのためにも、地域で孤立し

がちな人を、地域住民同士で気付き合える顔の見える関係をつく

っていきます。 

◇事業者は、インターンシップ、トライアル就職などを前向きに受

け入れていきます。 

社協は 

◇福祉事業者や地域とともに、福祉サービスや福祉活動を、地域の

就労の場として育んでいきます。 

◇市と連携して、あらゆる生活課題を受け止めることができる総合

相談窓口を設け、CSW34を中心に相談対応体制を充実します。 

◇生活困窮は誰でも陥る可能性のあることとして、相談窓口や福祉

サービスの情報を周知します。 

◇市と連携し、相談者の状況を適切に把握し、その人に必要なサー

ビス提供を通じて、自立まで寄り添う伴走型支援に取り組みます。 

◇支部は、自治会・区や民生児童委員と連携して、支援が必要な人

に対し、自立支援相談窓口への相談を促すか、本人の了承を得て

相談員の方から連絡するようつなぎます。 

◇支援体制の拡充に向け、対応できる人材を育成・確保します。ま

た、当事者同士で課題解決に向けて話し合う機会をつくります。 

                                      
34 CSW（シーエスダブリュー）：Community Social Worker（コミュニティ・ソーシャル・ワーカ

ー）の略。地域内で、生活上の支援が必要な人の状況を把握し、行政や地域住民と連携して様々な

支援活動を行う専門職。 
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市は 

◇シルバー人材センターの運営支援、女性センター35による男女共

同参画などの推進を図ります。 

◇高齢者・障害者いきいきサポート情報・窓口の充実を図るととも

に、市内企業・商工業者による地元雇用や障がい者雇用を促進し

ます。 

◇本庁舎での授産製品販売、官庁受注（障害者優先調達）を継続・

発展させるとともに、公的機関等による就労支援の仕組みを検討

します。 

◇必要な人や世帯に対して、生活保護法に基づく支援、各種手当・

費用助成、負担減免措置などを有効に実施していきます。 

◇社協をはじめとする様々な支援機関と連携して、あらゆる生活課

題を受け止めることができる総合相談窓口を通して、相談支援員

を中心にさらなる相談対応体制の充実を図ります。 

◇相談者の状況を適切に把握し、各種支援機関との連携により、そ

の人に必要なサービス提供を通じて、自立まで寄り添う伴走型支

援に取り組みます。 

◇ハローワークをはじめとする各種就労支援機関と連携して、就労

支援、職業訓練、事業者のトライアル就業受入支援等を進めます。 

◇庁内部局の横断的な連携により、地域産業の担い手を育てるなど、

生活困窮者の自立を地域の活性化へとつなげていきます。 

  

                                      
35 女性センター：女性問題の解決、女性の地位向上、女性の社会参画推進のために市が設置している

女性のための総合センター。 
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（３）福祉サービスの有効な利用（提供）の推進 

◆必要な人が必要なサービスを利用して自分らしい生活の維持・向上を実現し、地域

の中に良好な福祉サービスが健全に育まれるような体制をみんなでつくっていきま

す。 

 

① 自己決定によるサービス利用等の支援 

【現状と課題】 

○市民アンケートでは、ほしい健康福祉情報として、自分や家族が利用できるサービ

スが多くあげられています。必要な人が必要なサービスを選んで利用して自分らし

い生活を維持・向上していけるよう、適切な情報提供と利用者本位のケアマネジメ

ントが求められます。 

○高齢者では介護保険制度、障がい分野では障害者総合支援法に基づくケアマネジメ

ントが行われ、市が制度の適正な運用を進めています。 

○老老介護、老障介護の増加、障がいのある人の親亡き後の生活設計など、自己決定

による生活設計やサービス利用を支援する必要性は増加の傾向にあり、特定の支援

機関のみならず、地域の中でこれを様々なかたちで見守り、支援していく体制をつ

くっていくことが求められます。 

○判断能力が不十分な人が、適切な福祉サービスを利用できるように、福祉サービス

利用援助事業や成年後見制度利用促進のための窓口や機関設置が課題となっていま

す。 

 

【今後の方向】 

◇支援を必要としている当事者及び家族が自分らしい生活を維持・向上していくこと

ができるよう、その主体性に基づく支援を実現していきます。当事者には、そのた

めに必要な情報が届くよう図ります。 

◇住み慣れた地域で、地域の一員として暮らし続けるため、福祉サービスの利用のみ

ならず、地域の支え合いや交流なども含め、トータルな生活設計支援をめざします。 
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【主な取組】 

市民は 

◇市民及び福祉事業者は、サービス利用は自己決定に基づくもので

あるという意識を持ち、市民の中にこの認識を育んでいきます。 

◇福祉制度やサービスの情報に関心を持つとともに、相談支援者等

と相談しながら、地域で自立して生活していくために必要なこと

を主体的に考えていきます。また、意思決定ができなくなった場

合に備え、後見体制などを決めておきます。 

◇地域は、日頃の付き合いの中で、自己決定を補完・支援していき

ます。 

社協は 

◇住民の力による福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事

業36）を充実します。 

◇福祉事業者として、福祉サービス提供（利用）の実践と事業者間

の交流を通じて、自己決定によるサービス利用の適切なあり方、

一人ひとりの主体性を確保するために必要な環境づくり、後見の

あり方などを研究し、市民や事業者にフィードバックしていきま

す。 

市は 

◇福祉制度や福祉サービスの適切かつ有効な利用について、市民に

よりきめ細やかな情報提供をしていきます。 

◇障がいのある人や高齢者の地域での支援体制の整備など、一人ひ

とりの主体性を確保するために必要な環境づくりのあり方につい

て、関係部局による横断的な検討を行っていきます。 

 

  

                                      
36 福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）：知的障がいのある人、精神に障がいのある

人、認知症高齢者など判断能力が十分でない人に対して、福祉サービスの利用や金銭管理等の援助

などを行うもので、都道府県社会福祉協議会が市町村社会福祉協議会と協力して実施している。 
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② 福祉サービスの充実 

【現状と課題】 

○介護保険サービス、障害福祉サービス、保育サービス及び子育て支援事業等は、そ

れぞれ行政計画を策定してサービスの確保と適切な提供を図っています。計画策定

時には当事者や関係機関の参加、庁内の分野横断的参画を基本としています。また、

各制度に基づくサービスが縦割りにならないよう、関係者・関係機関によるケース

会議を実施し、必要な人に必要な支援が行き届く体制をつくっています。 

○ひとり暮らし高齢者等の社会的孤立の解消、自立と健康の増進のため、市は社協に

委託して「高齢者等配食サービス事業」を実施しています。 

○高齢者や障がいのある人のごみ出しを支援する「ふれあい収集事業」等、これらの

サービスは、制度のはざまにある人の支援、日常生活を支えるのみならず、見守り

などの面でも重要な役割を担っていますが、地域懇談会では、ごみ出し支援への課

題があがっています。 

○市と社協、事業者、地域が連携して、新たな地域課題への対応力を高めていくべき

機会は、今後も増えていくことが想定されます。 

 

【今後の方向】 

◇制度に基づくサービスの充実と適切な利用（提供）の推進、制度のはざまを埋める

サービスの確保を進めます。これらのサービスは、単なる生活支援にとどまらず、

生活課題の把握をはじめ、複合的な機能を持つものであり、市・社協・福祉事業者

のみならず利用者や地域の参加により大事に育んでいくこととします。 

◇市と社協は、CSW の機能を充実し、サービス利用者、事業者と連携して、日々のつ

ながりの中で、地域課題の把握やサービスのあり方の検証・検討等に取り組みます。 
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【主な取組】 

市民は 

◇市民は、普段から福祉制度やサービスについて知り、地域の福祉

施設・事業者と交流し、協力し合う関係を育みます。 

◇福祉事業者は、情報公開や福祉サービス第三者評価の実施、地域

との交流やボランティアの受け入れなどを通じてサービスの充実

を図ります。 

社協は 

◇社協ならではの福祉サービス提供、各種相談対応、人材育成事業

などを通じて民間事業者による事業を補完・支援していきます。 

◇民間の中心的な機関として、高齢、障がい、子育てといった分野

を越え、市・市民・地域・様々な事業者をつないで、地域課題の

解決に向けた新たなサービスの創出などをともに進めていきま

す。 

市は 

◇介護認定審査会、障害支援区分認定審査会、地域包括支援センタ

ー運営協議会、地域密着型サービス運営委員会、自立支援協議会

等の運営などを通じてサービスの適正利用や支援の充実を図ると

ともに、サービス提供（利用）等を支える総合的なネットワーク

づくりを進めます。 

◇福祉事業者の支援、社会福祉法人37の認可を通じて、福祉サービス

の健全な育成を進めます。 

◇社協や地域、事業者等と連携して、地域での自立した生活を支え

るサービスや見守りなどの事業を充実していきます。 

 

  

                                      
37 社会福祉法人：社会福祉法の規定により、社会福祉事業を行うことを目的として設立された公益法

人。地域福祉を進めるため、公益性、透明性、地域への貢献性を高めることが求められている。 
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【地域福祉活動の主な取組】  

食事の調理が困難な在宅の高齢者等に対して、月４回ボランティアによる 

手作りのお弁当をお届けし、安否や健康状態の確認をしています。 



68 

（４）安心・安全な地域づくり 

◆災害への不安が高まる中で、避難行動の支援が必要な人も含む安全確保が求められ

ます。高齢者や子どもなどを犯罪や交通事故から守る必要もあります。地域の総力

をあげて、安心・安全な地域をつくっていけるよう図ります。 

 

① 災害から守り合うまちづくり 

【現状と課題】 

○近年増えている自然災害への市民の不安の声は増えています。市では防災訓練の実

施、自主防災組織の活動支援（相談や講演会等）などにより、家庭や地域の自主防

災力強化を促進しています。 

○社協は市と協定を結び、平成 27（2015）年に災害ボランティアセンターを設置し、

災害時のボランティア受け入れや被災者の相談窓口として、組織の強化に努めてい

ますが、市民の認知度は低いのが現状です。 

○市は 11 法人 15 事業所と福祉避難所に係る協定を締結し、高齢者や障がいのある

人などの避難生活の場所を確保しています。 

○日頃からの声かけ等を活性化し、災害時に地域住民が助け合い支え合うことが重要

です。 

 

【今後の方向】 

◇市民一人ひとりの防災力を高め、自主防災組織の活性化を推進するとともに、災害

ボランティアセンターのより一層の周知に努めます。また、災害ボランティア登録

制度の周知啓発と、登録者の増大に努めます。 

◇避難行動要支援者の避難支援プランに基づき、支援が必要な人・支援できる人の登

録を進め、地域の中での協力体制を構築します。 

◇地域ごとの防災マップやタイムラインづくり、障がいのある人や病気の人などに配

慮した避難所･避難路の点検･確保に努めるとともに、避難行動要支援者を含む避難

訓練・避難生活訓練を行います。これらを通じて地域の住民や福祉事業者、関係機

関の関係づくり、住民同士の日頃の交流が進むことを狙います。 
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【主な取組】 

市民は 

◇家庭・地域で日頃から災害時の連絡方法や行動を話し合っておき

ます。ハザードマップなど防災に必要な情報を把握し、災害情報

を確実にキャッチして行動できるようにします。 

◇自主防災組織への参加、日頃からの地域の安全点検などを行い、

ハザードマップをもとに、マイタイムライン38をつくります。 

◇避難行動要支援者及び支援者に積極的に登録します。 

◇防災訓練・避難訓練等に積極的に参加します。 

社協は 

◇常設型の災害ボランティアセンターとして、平常時には研修や訓

練を実施し、災害時には被災者への生活支援と被災地の復旧・復

興支援に取り組みます。 

市は 

◇自主防災会連絡会議等の設置・運営を図ります。 

◇災害ボランティアセンターの運営を支援するとともに、市民への

ＰＲを強化します。 

 

【地域福祉活動の主な取組】  

                                      
38 マイタイムラインとは、住民一人ひとりのタイムラインであり、災害時に自身がとる標準的な行動

を時系列的に整理したものです。 

防災ワークショップの様子 

「防災」をキーワードに地域のつながりをつくっています。 
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② 防犯・交通安全の推進 

【現状と課題】 

○防犯・交通安全は、警察による警ら等のほか、一人ひとりが身を守るために必要な

意識・知識を身に付けるとともに、高齢者や子ども、障がいのある人などを地域全

体で見守っていくことが重要です。 

○犯罪被害者支援については京都犯罪被害者支援センターと連携を図ります。ＤＶ被

害者対策については、女性センター相談の実施日を拡充し、市内の公共施設や商業

施設に案内カードを配置するなど周知を図っています。 

 

【今後の方向】 

◇一人ひとりが防犯・交通安全意識を高めるとともに、子どもや高齢者などの安全を

地域全体で守る体制を強化していきます。 

 

【主な取組】 

市民は 

◇一人ひとりが防犯や交通安全についての意識・知識を高め、犯罪

や事故に遭わない・起こさないよう心がけます。 

◇家族や地域で声をかけ合い、子どもや高齢者等の安全確保に努め

ます。 

社協は 

◇地域における防犯活動、交通安全活動などを支援し、見守り活動

を推進します。 

◇更生保護、人権保護などの民間活動を支援します。 

◇地域生活における不安に対して相談や連絡を受け付け、関係機関

につなぎます。 

市は 

◇消費生活相談窓口、防災・防犯緊急メール配信などの情報提供を

強化するとともに、警察や地域と連携して市民の安全確保を進め

ます。 

◇犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者への支援に努めます。 
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③ バリアフリーのまちづくり 

【現状と課題】 

○道路や駅、公共性の高い建築物のバリアフリー化については、各主体が関係法令に

基づいてバリアフリー化を進めています。 

○情報のバリアフリー化については、行政情報を市のホームページや主要な資料情報

について音声化や多言語化を進めています。また、手話通訳や要約筆記などの支援

体制の充実を図っています。 

○バリアフリーのまちづくりは、歩行空間をふさぐ駐車・駐輪、障害物の除去に協力

したり、通行や行動に困っている人がいたら手を差しのべるなど、一人ひとりにで

きることもたくさんあります。障がいのある人の特性などに対する理解を進め、と

もにバリアを解消していく努力をしていくことが重要です。 

○市では「人権啓発協議会」を組織し、人権文化のつどい、人権啓発講演会をはじめ、

人権の保護・尊重に向けた取組を実施しています。 

○男女共同参画講座、女性センター講座、福祉会館まつり、キラリさわやかフェスタ

など、女性と男性のそれぞれの意見が活かされた地域づくりをめざしていますが、

差別や権利の侵害は今も様々な場面でみられます。 

○近年増えているＤＶ（配偶者間等の虐待）や児童虐待、高齢者虐待、障がいのある

人への虐待については、虐待防止法に基づき関係機関の連携を強化していく必要が

あります。 

○社会の複雑化が進む中で、市民の人権を守り、それぞれの権利を守り合うための取

組は、今後一層強化していく必要があります。 

○福祉と人権の尊重のあるまちづくりでは、人権センターにおいて人権課題の解決の

ための相談業務、啓発交流促進講座事業等を総合的に実施しており、住民福祉の向

上と人権意識の高揚を図っています。また、女性センターにおいても、相談業務や

就業支援をはじめ、男女共同参画社会の形成をめざす取組や啓発活動を行っていま

す。 

 

【今後の方向】 

◇ハード面のみならずソフト面（思いやり）からバリアフリー化を進め、誰もが参加・

活動しやすいまちをみんなでつくっていきます。 

 

【主な取組】 

市民は 

◇障がい者用駐車場や道路などの歩行空間をふさがないよう心が

け、バリアフリー化が必要な環境の点検と改善に努めます。 

◇障がいの特性などに対する理解を進め、まちの中で通行や行動に

困っている人がいたら思いやり、手を差しのべます。 
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社協は 

◇誰にでもわかりやすい情報提供に努めます。 

◇心のバリアフリー化に必要なことついて、様々な立場から考えて

いく機会をつくります。 

市は 
◇各種法令に基づき、公共施設のバリアフリー化を推進するととも

に、民間施設等におけるバリアフリー化を促進・指導します。 

 

【地域福祉活動の主な取組】  

認知症になっても安心・安全に外出できるまちづくりのために、 

認知症高齢者への声掛けや接し方を学び、地域全体で認知症の方と家族を支えます。 
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④ 外出しやすいまちづくり 

【現状と課題】 

○地域懇談会において、買い物や通院の移動手段がないということが多くあがってい

ます。また、近年の高齢者による車の事故等で運転免許証の返納をしたくても移動

手段がなく返納できない方もいます。 

○市は巡回バスを運行するほか、福祉タクシーチケットの交付、教習費や車の改造費

助成などを行っていますが、より日常的な支援の充実に向け、ニーズや地域の実情

に即した支援体制をつくっていくことが課題となっています。 

○地域・住民同士の買い物の代行や外出時の車だしなどの助け合いが期待されますが、

同乗中の事故への不安などもあります。 

 

【今後の方向】 

◇誰もが外出しやすく移動に困らないまちづくりを様々な方法での解決に向け検討し

ていきます。 

 

【主な取組】 

市民は ◇外出に困っている方に、できる限り手を差しのべます。 

社協は ◇移動手段の確保に市と協力して取り組みます。 

市は 
◇関係各課と協議し、新たな交通手段についての検討をしていきま

す。 
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【地域福祉活動の主な取組】  

「困ったときはお互いさま」の気持ちを持つ人たちが会員となり、 

有料（実費程度）で家事支援や病院への送迎（対象者の制限有り）などの 

サポートを行っています。 
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基本目標３ 課題を解決する活動づくり 

（１）話し合いの場づくり  

◆地域のきずなづくり、様々な交流づくり、安心・安全を守り合い、支え合う地域づ

くりなどを進めるためには、まず、住民が集い、話し合うことが重要です。地域に

おける話し合いの機会・拠点づくりを支援していきます。 

 

① 住民が話し合う機会づくり（懇談会等） 

【現状と課題】 

○市・社協・住民の協働による地域づくりの地域懇談会を、本計画の策定にあたって

開催しました。 

○地域懇談会への一般市民の参加が少ないのが現状です。 

○住民が自らの地域をみつめ、何が必要か、何ができるかをともに考える機会は、地

域福祉活動の基礎として極めて重要であり、市の全域で住民による集い、地域懇談

会が開かれるよう図っていく必要があります。 

 

【今後の方向】 

◇自治会や区ごとの住民の集いを支援するとともに、社協支部単位での地域懇談会の

実施を進めます。 
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【主な取組】 

市民は 

◇日頃から隣近所で地域の問題などについて話し合います。 

◇自治会や区による話し合いの集いを育み、参加します。 

◇社協支部単位での地域懇談会等に積極的に参加します。 

社協は 

◇各支部は、自治会や区、民生児童委員等と連携して地域懇談会の

実施を進めます。 

◇生活支援体制整備事業を有効に機能させることにより、地域にお

ける福祉課題の分析や解決について住民とともに考え、ＳＣ39は

地域の相談やコーディネート面で支援していきます。 

市は 

◇社協とともに地域懇談会をバックアップするとともに、地域の課

題と各分野の施策とをつないでいきます。 

◇地域懇談会のＰＲ方法について市と社協で検討を行い、参加者増

加を図ります。 

 

  

                                      
39 ＳＣ（エスシー）：生活支援コーディネーター。「地域支え合い推進員」とも呼ばれ、協議体と協力

しながら、自分たちのまちをより良くしていくために、地域の様々な支え合い活動をつなげ、組み

合わせる調整役になります。 



77 

【地域福祉活動の主な取組】  

住民の皆さんと地域の課題を話し合っています。 
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② 協議体活動の推進 

【現状と課題】 

○地域懇談会において、地域の各団体のつながりや協力・連携体制が十分ではない、

地域資源を掘り起こせていないといった課題があがっています。 

○高齢者を対象とした地域包括ケアシステムにおける協議体を高齢者に限らず地域で

の課題を抱えている人を包括的に支援するシステムへの変換を促進することが必要

です。 

 

【今後の方向】 

◇日常生活上の支援を必要とする人が、住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続し

ていくために必要な支援体制の整備を図るため、生活支援コーディネーター（地域

支え合い推進員）や協議体との連携による地域のニーズや資源の把握を行うととも

に、地域のＮＰＯ法人や民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の多

様な生活支援や介護予防サービスを担う事業主体との連携強化を図ります。 

 

【主な取組】 

市民は 
◇地域での地域福祉に関する情報共有や地域共生社会等について話

し合う場に参加します。 

社協は 
◇住民同士のつながりの場、多様な課題を話し合う場を設ける等、

地域のニーズを把握し、考える場づくりを促進します。 

市は 

◇協議体という考えの周知と理解促進に努めます。 

◇生活支援コーディネーターとの協働で地域におけるネットワーク

化を促進します。 
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【地域福祉活動の主な取組】  

協議体のメンバーによる寸劇で、地域の支え合いを広める活動を始めています。 
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（２）相談と課題把握の体制づくり 

◆市民の「どこに相談したらいいかわからない」という状況を解消するため、相談し

やすい窓口づくりと各種分野の連携による相談対応体制の充実を図ります。生活課

題の把握については、地域との連携を強化していきます。 

 

① 相談体制の充実 

【現状と課題】 

○市や社協の総合的な相談受付のほか、地域包括支援センター及び障害者相談支援セ

ンター、子育て支援センターなど、分野別に総合的な相談機能において市民の不安

や悩みの解決に向けて取り組んでいますが、市民アンケートでは、相談する方が少

ない状況となっています。 

○市では、子どもの発達相談、こころの相談、身体障害者・知的障害者相談会、精神

障がいのある人の相談をはじめ、専門的な相談対応の体制づくりも進んでいます。

民生児童委員、障害者相談員など、市民に身近な相談窓口もあります。各機関の連

携を図るためのケース会議を実施していますが、相談内容の多様化・高度化・複雑

化が進んでおり、各分野横断的に対応できる人材の確保などが課題となっています。 

○社協は、CSW の機能を中心に生活上の支援が必要な人の状況を把握し、行政や地域

住民と連携して様々な支援活動を行っています。また、心配ごと相談、法律相談を

実施していますが、心配ごと相談は利用者の固定化がみられるなど運営方法の検討

が必要です。 

○市民アンケートによると、「どこに相談したらいいかわからない」が多くなっており、

気軽に相談でき、的確な対応が得られる相談窓口の充実と相談窓口情報の周知と周

知方法の検討が必要です。 

 

【今後の方向】 

◇市と社協は、気軽に相談できる窓口の拡充を図り、相談窓口情報の周知と周知方法

の再検討を図ります。 

◇市と社協は、CSW の機能を充実し、地域課題の把握と関係機関の連携による対応体

制の強化を図ります。 
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【主な取組】 

市民は 

◇不安や問題を自分や家族だけで抱え込まず、心配ごとがあれば早

めに相談する相談上手になります。 

◇福祉事業者や福祉団体は、相談機能を強化し、必要に応じて社協

や市につなぎます。 

社協は 

◇「電話何でも相談」など、誰でも気軽に相談できる窓口を充実し、

速やかに専門機関につなぐよう図ります。 

◇支所ごとに配置している CSW を中心に総合的な相談に対応する

ほか、地域住民とともに地域の相談窓口をつくることをめざしま

す。 

◇社協職員や地域のキーパーソン（自治会･社協役員､民生児童委員、

各種事業者・団体スタッフ、ボランティア等）の相談スキルの向

上を図る研修などの企画・実施・紹介をします。 

市は 

◇気軽に相談できる窓口を拡充し、インターネット等も活用し、相

談窓口について周知します。 

◇様々な相談に対して分野横断的に対応できる人材を育成・確保し

ます。 

◇多様化・複雑化する相談を受けられる人材を育成・確保するとと

もに、各種相談機関等との連携による相談体制の確立をめざしま

す。 

◇個別の相談情報の機密性を高めるとともに、各分野の相談内容を

蓄積・分析して課題の把握と解決に向けた検討・対応につなげま

す。その際、各種相談機関、専門機関をつなぎ、対応力を強化し

ます。 
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② 生活課題の把握 

【現状と課題】 

○地域の中では、身近な相談者として、民生児童委員、身体障害者相談員・知的障害

者相談員、こころの健康推進員などが活動しています。市と社協は、これらの人々

や、自治会、福祉事業者・福祉団体などと連携し、地域課題の把握に努めています。 

○要援護者の安心を守るため、市ではあんしん SOS カードを配布し、関係機関と連

携しています。 

○少子高齢化、世帯規模の縮小化、社会の複雑化などにより、市民の生活を取り囲む

落とし穴やストレス、社会問題が増えてきています。これらをともに考え、解決し

ていくことのできるまちをつくっていくことが、市民・地域・行政の共通課題です。 

 

【今後の方向】 

◇民生児童委員、身体障害者相談員・知的障害者相談員など、身近な相談者との連携

を強化します。 

◇地域の中の課題発見機能として「集い」や「見守り」の活動のネットワーク化を強

めていきます。 

 

【主な取組】 

市民は 

◇地域の中で互いに目配りをして、住民同士で相談し合える関係を

育んでいきます。 

◇心配なことがあれば身近な相談役等に連絡します。 

◇住民同士で解決できないことは、市や社協に連絡します。 

社協は 

◇CSW を中心に、社協職員や地域のキーパーソンなどの課題の発

見力・解決力の強化（研修等）を図ります。 

◇市と連携して各種支援機関・人材のネットワークを形成し、地域

からの相談ごとや様々な課題に速やかに対応できるようにしま

す。 

◇相談を待つだけではなく、日頃から地域や障がい者団体との交流

とアウトリーチ型活動40を重視します。 

                                      
40 アウトリーチ型活動：アウトリーチとは、手を差しのべること。アウトリーチ型活動とは、援助が

必要でも自発的に申し出をしない・できない人などに対して、公共機関などが積極的に働きかけて

適切な対応をめざす訪問支援などの取組のこと。 
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市は 

◇相談を待つだけではなく、日頃から地域や障がい者団体との交流

とアウトリーチ型活動を重視します。 

◇課題を連絡した人や連絡内容に関する情報の機密性を保持しま

す。 

◇相談支援を強化するとともに、地域から連絡を受けた内容や把握

した問題を分析し、速やかな対応につなげます。 

◇社協とともに、地域における課題把握・解決力の増強を支援しま

す。 

 

【地域福祉活動の主な取組】  

小地域での見守り活動やマップ作りについて学び、 

ご近所でお互いに見守り合える地域づくりをめざしています。 
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基本目標４ 地域福祉の基盤づくり 

（１）様々な人材・団体・活動の育成・支援 

◆支え合う社会の基礎として、増加・多様化する支援ニーズに対応するサービスやボ

ランティア活動を担う人材や団体を育んでいきます。 

 

① 地域福祉を担う人材の育成 

【現状と課題】 

○教育と福祉との連携により福祉教育の推進に取り組んでいますが、多様な体験活動

等を取り入れ、さらに充実した福祉教育を行っていく必要があります。 

○社協ではボランティアセンターを拠点にボランティアなど地域福祉の担い手の活動

を支援するとともに、活動ニーズに応える新しいメンバーの育成を図っています。 

○福祉人材の育成・確保・定着は、各分野で大きな課題となっています。支援ニーズ

の増加・多様化・複雑化などに対応できる担い手を育成・確保していくとともに、

一人ひとりの市民、将来を担う子どもたちの意識づくりやスキルアップを進めてい

く必要があります。 

 

【今後の方向】 

◇学校、企業、地域、事業者とともに、地域福祉を担う専門人材やボランティアの育

成と確保、多くの市民の意識づくりやスキルアップを進めていきます。 
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【主な取組】 

市民は 

◇市の生涯学習、社協のボランティア講座・福祉体験プログラムな

どに関心を持ち、積極的に参加します。 

◇福祉事業者は、福祉人材の育成拠点として、良質なサービスを支

えるスタッフの育成・確保に努めるとともに、インターンシップ、

体験学習、ボランティア養成などを受け入れます。 

社協は 

◇ボランティアセンターを中心に、様々な支援ニーズ、活動ニーズ

に応えるボランティアの育成を進めます。 

◇福祉の学習に役立つ幅広い情報提供や学習機会づくりを進めま

す。 

◇外部研修の活用、市や福祉事業者等との交流などにより、職員の

スキルアップを進めます。 

市は 

◇学校教育、生涯学習と連携して福祉教育を進めます。 

◇学校教育だけでなく、地域との連携も視野に入れ、福祉教育の充

実に努めます。 

◇外部研修の活用、社協や福祉事業者等との交流などにより、職員

のスキルアップを進めます。 

◇専門人材の育成について、研修情報の提供、研修受講の支援など

を行っていきます。 

 

【地域福祉活動の主な取組】  

夏休み期間に小中学生がボランティアの体験をしています。 
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② 各種団体の育成・支援 

【現状と課題】 

○福祉サービスやボランティア・ＮＰＯ活動、地域での支え合い活動を担う事業者や

団体は、地域福祉を進めるエンジン、プラットホームであり、ともに地域課題に対

応する協働のパートナーとして重要な位置づけにあります。 

○市と社協は、各種福祉団体、障がい者団体などの当事者団体の活動、事業者による

地域貢献活動などを様々なかたちで支援していますが、各団体では、活動拠点の確

保、会員の高齢化や会員の減少などが課題となっており、また、団体間の交流の重

要性への認識も高まっています。多様化するニーズ情報を集約し、適切な対応につ

なぐためにも、各種団体の育成・支援は重要です。 

 

【今後の方向】 

◇地域福祉の推進を支える各種福祉団体、当事者団体等の育成・支援を進めます。 

 

【主な取組】 

市民は 

◇老人クラブ、障がい者団体をはじめ、様々な立場の人々の参加と

交流の基礎となる団体への参加と活用に取り組みます。 

◇地域の中での支え合いや様々なボランティア・ＮＰＯ活動等に関

心を持ち、できることで参加してそれらの活動を育む主体となり

ます。 

社協は 

◇各種団体の活動を支援（資金・資材・情報・相談等）するととも

に、団体間が交流する機会をつくります。 

◇各団体のＰＲ、活動に有効な助成制度の活用などについて支援し

ます。 

市は 

◇社協と連携して各種団体の活動を支援します。 

◇各種協働事業を通じて、各種団体の活動の支援と活性化を進めま

す。 

◇社会福祉法人の認可、団体活動の支援を通じて、福祉事業の公共

性と健全な育成を進めます。 
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（２）地域福祉の推進体制の充実 

◆様々な分野が一体となって地域福祉を推進していく体制（ネットワーク）を形成し

ます。その中核を担う社協の運営基盤を強化していきます。 

 

① 各分野横断的に対応できる体制整備 

【現状と課題】 

○各分野における、医療・教育・福祉・就労などの一体的連携、高齢・障がい・子育て

など分野間の連携による総合的な地域福祉の推進が重要となってきています。 

○市と社協の協働体制を維持・強化し、地域福祉を一体的に進めていくこととします。 

 

【今後の方向】 

◇市と社協の連携を軸に、総合的な地域福祉ネットワーク41を構築するとともに、地

域福祉コーディネートの機能の強化を図り、課題把握から解決までを円滑にする、

より広く強いつながりをつくっていきます。 

 

【主な取組】 

市民は 

◇地域福祉についての認識を深め、一人ひとりが地域福祉ネットワ

ークの一員として、地域福祉活動に参加します。 

◇市や社協の役割を理解して、地域福祉の主体として協働体制に参

加します。 

社協は 

◇市と連携して地域福祉ネットワークの中核をなし、包括的な地域

福祉ネットワークの構築を進めます。 

◇地域福祉活動を推進する中核として機能を強化します。 

市は 

◇地域福祉を推進する中核として、高齢・障がい・子育て等の各分

野、医療・教育・福祉・就労等の各専門の一体化、庁内連携の強

化を図ります。 

 

  

                                      
41 地域福祉ネットワーク：地域福祉ネットワークとは、地域の様々な団体や個人が連携して互いに支

え合い、助け合う網の目のような仕組み。 
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② 権利擁護ネットワークづくりと成年後見制度の利用促進 

◆すべての市民が分け隔てなく参加・活動できる共生の環境づくりに向け、権利擁護

の制度の周知と利用の促進を進めます。 

 

【現状と課題】 

○自らの判断に不安がある人の生活や財産を守り、福祉サービス等の利用を支援する

成年後見については、高齢者向けには地域包括支援センター、障がい者向けには基

幹相談支援センターが中心になって進め、社協が福祉サービス利用援助事業（地域

福祉権利擁護事業）を実施しています。 

○自らの判断が難しくなっても、少しでもこれを引き出し、意思決定が不可能になっ

た場合は本人の財産や権利を守りながら後見していく仕組みが必要です。 

○社協は、民間の中心的な地域福祉推進組織としての性格に基づく福祉サービスの提

供、市や福祉団体、福祉事業者間の連携を進めるとともに、福祉サービス利用援助

事業（地域福祉権利擁護事業）を通じて、市民が適切に福祉サービスを利用できる

よう支援しています。また、法人後見についての検討も今後の課題です。 

○市では、成年後見制度の利用促進のための窓口や中核機関設置が今後の課題です。 

 

【今後の方向】 

◇あらゆる差別や権利を侵害する要因の除去に努め、虐待や権利の侵害などがあれば、

早期に対応していく体制を市全体でつくっていきます。 

◇成年後見制度の周知に努めます。 

◇成年後見制度の利用を促進していきます。 
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【主な取組】 

市民は 

◇自らの人権、権利について主体的に考え、自らを守っていくとと

もに、様々な立場の人の身になって差別や権利の侵害から守り合

います。 

◇虐待などに気付いたら速やかに市に連絡します。 

◇成年後見制度の情報の取得に努めます。 

社協は 

◇人権について考えたり､様々な立場の人々がともに理解を深め合

っていくことのできる機会づくりを進めます。 

◇福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）の充実を進

めるとともに、成年後見制度の利用にスムーズに移行できるよう

努めます。 

◇法人後見について検討します。 

市は 

◇学校教育、生涯学習などにおける人権教育を推進します。 

◇関係機関との連携を強化し虐待の防止・早期対応・被害者保護に

努めます。 

◇権利擁護についても各種機関のネットワーク化を図り、市民の立

場に立った総合的な対応を強化します。 

◇権利擁護支援の必要な人の支援に努めます。また、早期の段階か

らの相談窓口を設置し、対応体制を整備します。 

◇権利擁護・成年後見に係る、地域連携ネットワークの中核機関の

整備・運営方針について関係機関と協議し、整備します。 

◇成年後見制度の周知に努めます。 
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③ 財源の確保 

【現状と課題】 

○福祉課題が多様化・増加する一方、市や社協の財政をめぐる環境はますます厳しく

なってきています。国や府の財政も厳しさを増しています。 

○現在、地域福祉活動は社協を中心に進められています。社協の財源は、補助金、会

員会費、福祉バザー収益金、赤い羽根共同募金や歳末たすけあい募金、ボランティ

ア基金の利息、助成金、寄付金等であり、地域福祉活動に還元しています。自主財

源の確保に努めていますが、介護保険事業は運営が厳しい状態です。 

○今後は、市も社協も効率的な組織運営・事業運営に努めるとともに、地域福祉の推

進を目的とする財源確保に向け、一層努力していく必要があります。 

 

【今後の方向】 

◇市と社協の協働体制による事務局機能を強化し、地域福祉推進のための財源確保と

有効な事業運営に努めます。 

◇クラウドファンディングなど新たな財源確保を検討していきます。 

 

【主な取組】 

市民は 

◇コミュニティビジネスなど、地域の福祉課題に対応する自主事業

を開発していきます。 

◇社協会員となります。福祉バザーや共同募金に参加します。 

社協は 

◇自治会や民生児童委員協議会、各種団体等と連携・支援して運営

基盤を強化します。 

◇会員増強、共同募金運動の効果的な展開に取り組むとともに、自

主財源の確保、助成金・補助金の獲得等について常に情報収集し、

支部への周知に努めます。 

市は 

◇地域福祉推進のための財源確保に努めるとともに既存事業の見直

しも含め効率的で効果的な推進手段を検討します。 

◇民間の地域福祉ネットワークの中核としての社協との連携・支援

により、効果的に地域福祉を推進していきます。 

◇コミュニティビジネスの先進事例研究や啓発活動を行います。 
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【地域福祉活動の主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 社会福祉協議会への支援の強化 

【現状と課題】 

○社会福祉協議会は、地域福祉を推進する上で大変重要な役割を担っています。しか

し、市民アンケート調査では青年層を中心に社協自体及び活動・事業内容について

認知度が低くなっています。 

 

【今後の方向】 

◇市は、社協の活動支援を強化するとともに、協働して地域福祉の推進に努めます。 

  

街頭募金やバザーの収益は、地域福祉を推進するための貴重な財源です。 
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（３）情報の整備と発信 

◆福祉サービスの有効な利用や地域福祉活動への参加に必要な情報の基礎となる「情

報」を、利用しやすいかたちで整備・提供していきます。そのため、本計画の周知

に努めます。 

 

① 情報の整備 

【現状と課題】 

○市民アンケートや地域懇談会において、情報の整備・提供は大きな課題となってい

ます。 

○市では地域福祉の推進に必要な情報の入手に努めていますが、困難な状況となって

います。 
 

【今後の方向】 

◇市や民間の福祉関連情報を整備し、市民や福祉事業者などが利用しやすく整理する

とともに、福祉をめぐる課題の把握と解決に向けた分析・検討につなげていきます。 

 

【主な取組】 

市民は 

◇福祉に関心を持ち、積極的に情報を入手します。 

◇また、市民、住民として情報整備に参画していきます。 

◇入手した情報を活用して、地域福祉に貢献していきます。 

社協は 

◇市民・地域、市の間で、市民が必要とする福祉関連情報の整備を

リードします。 

◇地域福祉活動計画の策定を情報整備・市民や市との情報共有の機

会として有効活用し、支部間の連携、各種団体との連携も進めま

す。 

市は 

◇個人情報の保護に留意しながら、地域福祉の推進に必要な情報（福

祉をめぐる需給情報や、福祉活動の促進に係る情報）を整備して

いくとともに、情報入手に努めます。 

◇各種行政計画の策定を情報整備の機会として有効に活用し、計画

間の整合を図ることで総合的な福祉情報の整備を進めます。計画

策定する際は、各種関係機関・団体などの参画により、必要な情

報・意見を偏りなく盛り込みます。 
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② 「届く情報」づくり 

【現状と課題】 

○福祉関連情報は、市と社協の広報紙・ホームページ、各種パンフレットや相談窓口

における提供のほか、各種講演会や教室、出前講座などにより広く届ける努力をし

ています、情報は必要なものだけを取得する傾向があるので福祉に興味のない方に

は届かないこともあるのが現状です。また、福祉に関する情報は数が多く複雑で、

市民が自分に必要な情報を選択し、活用していくことは難しく、的確な情報提供と、

情報を活用するためのサポートが重要になってきています。 

○地域福祉計画・地域福祉活動計画は、関係者の間では認知されていますが、市民の

間では認知度が低く、周知が大きな課題となっています。 

 

【今後の方向】 

◇福祉関連情報を、誰にも利用しやすいかたちで提供していきます。 

 

【主な取組】 

市民は ◇福祉に関心を持ち、積極的に情報を入手します。【再掲】 

社協は 

◇広報紙きずなや社協ホームページ、SNS の活用、各種パンフレッ

トや相談窓口、各種講演会等様々な機会を活用し、福祉関連情報

を多くの人が入手できるよう図るとともに、適切な利用を支援し

ていきます。 

◇市とともに本計画のＰＲや説明の機会を充実し、計画の周知を進

めます（住民懇談会、様々な集いでの積極的な活用など）。 

市は 

◇情報のバリアフリー化を進め、福祉関連情報を誰もが支障なく利

用できるよう図ります。 

◇市の広報やホームページ、相談窓口、各種講演会や出前講座など

様々な機会を活用し、福祉関連情報を多くの人が入手し、適切に

活用できるよう図るとともに、適切な利用を支援していきます。 

◇社協とともに本計画のＰＲや説明の機会を充実し、計画の周知を

進めます（福祉フォーラムの開催など）。 

  



94 

第５章 計画の推進に向けて 

１ 推進体制 

（１）庁内推進体制の整備 

本計画の推進にあたっては、福祉・健康・教育・文化・就労・環境・防災・住民自

治・建設・情報をはじめ多方面にわたる総合的な取組が必要であり、各課との緊密な

連携の上で施策の推進を図るとともに、庁内体制の整備にあたります。 

また、関係各課及び担当者がそれぞれの事業において地域福祉の視点に立った取組

を進めることができるよう日頃の情報交換を重視するとともに、研修や社協との交流

を行い、市役所のすべての職員が各地域の実情や地域福祉活動への関心と理解を深め、

さらなる取組へとつなげていけるよう努めます。 

 

（２）社協を中心とする民間の推進体制の充実 

民間の推進体制については、現計画社協部会・委員会を母体に、民生児童委員協議

会、子育てネット、各障がい者団体等の各分野の協議体制と連携し、テーマによって

は適宜分野横断型の研究会等を運営して専門的・集中的な協議を行います。 

地域福祉活動は、地域ごとの実情に即した地域ごとの推進が基本であり、支部・地

域ごとの推進体制（地域懇談会）を構築していきます。 

 

（３）協働の推進体制の設置・運営 

本計画の推進は、市と市民の協働が基本であり、市と社協が共同で事務局を担う推

進委員会を設置・運営して推進母体とします。計画策定時に運営した策定委員会を発

展的に継続するとともに、各委員はそれぞれの現場における推進を図り、日頃からの

交流とネットワークの充実に努めます。 
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２ 進行管理 

（１）PDCA サイクルによる進行管理 

計画の推進にあたっては、協働の推進体制づくりを進め、庁内各課及び社協事務局

職員、関係分野からの委員で構成する（仮称）地域福祉推進委員会を設置し、計画の

進歩状況を確認・共有するとともに、協議が必要な事項や新たな課題などについて検

討します。 

進捗評価にあたっては、各事業・活動の実施状況や実績等の量的な測定にとどまら

ず、計画推進上の成果や課題を把握し、各現場における日々の事業・活動の改善につ

なげていきます。 

本計画の推進では、協議と実践、公共と民間、分野と分野の間が途切れないように

するとともに、計画（Plan）を実行（Do）し、点検・評価（Check）して見直し（Action）

をするという PDCA サイクルを展開し、継続的改善を図っていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan

（計画）

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（改善）
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資 料 編 

１ 木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定体制 

（１）木津川市地域福祉計画策定委員会条例 

平成 26年３月 28日条例第８号 

木津川市地域福祉計画策定委員会条例 

 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107 条の規定に基づく地域福祉計画（以下「計画」という。）の策定

に関し必要な事項について調査審議するため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の

規定に基づき、木津川市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(１) 木津川市地域福祉計画の策定及び変更に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、地域福祉の推進に関して必要な事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 25人以内をもって組織する。 

２ 委員会の委員（以下「委員」という。）は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 福祉関係者 

(３) 地域関係者 

(４) 教育関係者 

(５) 医療関係者 

(６) 社会福祉事業者 

(７) 関係行政機関の代表者 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に定める所掌事項が終了するまでとする。 

２ 委員が欠けた場合は、補欠の委員を任命又は委嘱することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由が生じた場合は、委員を解任又はその委嘱を解くことができる。 

４ 委員は、再任されることができる。 
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（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長は当該会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議において議決すべき案件があるときは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、関係人その他の委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見若しく

は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、社会福祉担当課において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 26年４月１日から施行する。 
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（２）令和元年度木津川市地域福祉計画策定委員会委員名簿 

（敬称略） 

区分 委員名 団体名（役職等） 

学識経験者 ◎ 安 藤 和 彦 ユマニテク短期大学教授 

福祉関係者 

○ 佐々木   慧 前木津川市民生児童委員協議会会長 

 

西 本 俊 明 

平 田 正 之 

中 島 英 一 

出 栗 美紀子 

濱   亀美子 

木津川市ボランティア連絡協議会会長 

木津川市身体障害者の会会長 

木津川市老人クラブ連合会会長 

木津川市更生保護女性会代表 

木津川市園長会代表 

地域関係者  

西 岡 元 廣 

城   明 良 

加 納   原 

木津川市地域長会会長 

木津川市消防団団長 

木津川市要保護児童対策地域協議会座長 

教育関係者  

北 奥 果 林 

石 井 喜 弘 

木 下 澄 子 

城 野   智 

木津川市ＰＴＡ連絡協議会会長 

木津川市青少年育成委員会会長 

木津川市女性の会会長 

木津川市校園長会会長 

医療関係者  松 森 篤 史 （一社）相楽医師会 

社会福祉事業者  須 河 浩 一 （福）いづみ福祉会相談支援センター所長 

社会福祉協議会  

福 井 博 敏 

馬   泰 子 

林   知 子 

藤 本   進 

小 豆 武 男 

足 立 隆 司 

（福）木津川市社会福祉協議会会長 

（福）木津川市社会福祉協議会副会長 

（福）木津川市社会福祉協議会副会長 

（福）木津川市社会福祉協議会副会長 

（福）木津川市社会福祉協議会総務部長 

（福）京都府社会福祉協議会地域福祉・ボランティア振興課長 

行政機関  
前 田   潤 

大 西 寛 典 

京都府山城南保健所福祉室長 

木津川市健康福祉部長 

※ ◎印：委員長、○印：副委員長 
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（３）第３次木津川市地域福祉活動計画策定作業部会 実施要項 

 
 
【目  的】 

第３次地域福祉活動計画の策定に際し、住民を代表する社協役員としての意見を反映さ

せるために作業部会をおく。 
 
【班 編 成】 
総務班、計画・検証班、ニーズ把握班の３班構成とする。 

 
【委  員】 
正副会長、総務部会部長・副部長、地域福祉部会部長・副部長、 
民生福祉部会部長・副部長、広報委員会委員長・副委員長、 
支所会長・ボランティア連絡協議会会長、１層・２層協議体委員長・副委員長、 
市職員 

 
【業務内容】 

① 総務班 
市との連絡調整、アンケート内容の検討、計画全体に対する意見。 

② 計画検証班 
現行計画の検証・事業内容の現状把握と見直しと検討・新規事業計画 

③ ニーズ把握班 
住民懇談会・団体ヒアリングの実施によるニーズ把握・懇談会アンケートの 
実施（４～８月） 
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（４）第 3 次木津川市地域福祉活動計画作業部会 委員構成 

① 総務部班 

福井 博敏 木津川市社会福祉協議会 会長 

林  知子 木津川市社会福祉協議会 副会長 

馬  泰子 木津川市社会福祉協議会 副会長 

藤本  進 木津川市社会福祉協議会 副会長 

小豆 武男 木津川市社会福祉協議会 総務部会部長 

原田 亘啓 木津川市社会福祉協議会 総務部会副部長 

 

② 計画検証班 

大井 健司 木津川市社会福祉協議会 地域福祉部会部長 

川口 和彦 木津川市社会福祉協議会 地域福祉部会副部長 

佐々木 慧 木津川市社会福祉協議会 民生福祉部会部長 

行衛  満 木津川市社会福祉協議会 民生福祉部会副部長 

田中 敬士 木津川市社会福祉協議会 広報委員会委員長 

松本 憲三郎 木津川市社会福祉協議会 広報委員会副委員長 

馬  泰子 木津川市社会福祉協議会 木津支所会長 

林  知子 木津川市社会福祉協議会 加茂支所会長 

藤本  進 木津川市社会福祉協議会 山城支所会長 

西本 俊明 木津川市社会福祉協議会 ボランティア連絡協議会会長 

 

③ ニーズ把握班 

福井 博敏 木津川市社会福祉協議会 一層協議体委員長 

小豆 武男 木津川市社会福祉協議会 木津西部協議体委員長 

田中 良典 木津川市社会福祉協議会 木津西部協議体副委員長 

馬  泰子 木津川市社会福祉協議会 木津東部協議体委員長 

南  隆幸 木津川市社会福祉協議会 木津東部協議体副委員長 

林  知子 木津川市社会福祉協議会 加茂協議体委員長 

行衛  満 木津川市社会福祉協議会 加茂協議体副委員長 

藤本  進 木津川市社会福祉協議会 山城協議体委員長 

原田 亘啓 木津川市社会福祉協議会 山城協議体副委員長 

大井 健司 木津川市社会福祉協議会 地域福祉部会部長 

佐々木 慧 
木津川市社会福祉協議会 民生福祉部会部長 

1 層協議体副委員長 
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２ 計画の策定経過 

時 期 実施事項 主な内容 

令和元年７月 17 日 第１回総務班会議 〇アンケート内容の検討 

令和元年８月 市民アンケート調査の実施 

○対象：市内在住の 18 歳以上

市民 2,000 人 

○有効回収票数：592 票 

（29.6％） 

令和元年９月 19 日 計画・検証班会議 

〇現行の活動計画の検証と事業

内容の現状把握、見直し、検討

等 

令和元年９月 25 日 ニーズ把握班会議 
〇住民懇談会、団体ヒアリング

のニーズ把握のまとめ 

令和元年 10 月 第２次計画の施策・事業評価 

○庁内関係課による市施策の進

行状況評価及び課題・今後の

方向についての整理 

令和元年 10 月 17 日 第２回総務班会議 
〇計画・検証班、ニーズ把握班の

報告 

令和元年 10 月 17 日 第１回策定委員会 

○計画の策定について 

○策定委員会の役割・構成等に

ついて 

○市民アンケート調査について 

令和元年 12 月 16 日 第２回策定委員会 
○計画素案の確認について 

○今後の進め方について 

令和２年１月 20 日～ 

令和２年２月 18 日 
パブリックコメント 

○募集方法：計画素案の市ホー

ムページへの掲載・市内主要

施設での閲覧 

○結果：２件 

令和２年３月 第３回策定委員会 

○パブリックコメントの結果に

ついて 

○計画最終案について 

※新型コロナウイルス感染予防

のため書面で実施 
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