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本計画で使用する基本的な用語について 

 

まち：個別の地域を限定せず、市全体を捉えた概念とします。 

 

地域：市内の支所エリア、小中学校区、自治会エリアなど、市民の生活のベース

となっている一定のエリアをいいます。 

 

福祉：人々の暮らしのしあわせを支える概念であり、公的な福祉サービス、地域

にとらわれない市民によるボランティア活動など全般を含みます。 

 

地域福祉：住民が地域で安心して自分らしく暮らし続けることができるよう、住

民・事業者・行政等あらゆる主体が協働して取り組む考え方です。 

 

市民：行政に対する個人、木津川市在住・在勤・在学者、市内で事業を営む法人

等事業者・団体も含む概念です。 

 

住民：市民の、地域で暮らす人としての存在に着目した概念とします。 

 

事業者：収益及び特定の目的のために事業・活動を実施する事業体のことで、企

業、NPO、法人格のない事業体も含みます。福祉サービスを提供する事

業者のことをいう時は、福祉事業者と記載しています。 

 

福祉団体：社会貢献的な団体、障がい者団体等の当事者団体を含みます。 

 

社会福祉協議会：以下「社協」と略記します。社協は、福祉に関わる事業・活動

を行う民間の中心的な組織であり、市社協と地域ごとの支部があります。

市と社協は、地域福祉推進の最も中心的なパートナーです。 

 

【表記について】 

障がい：本市では、「障害」の「害」の字をひらがな表記としています。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、その通りの表記としま

す。 
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第１章 新たな計画の策定 
  

  

 平成 22 年、市（行政）と社協（市民）は、一緒に第１次木

津川市地域福祉計画・第１次木津川市地域福祉活動計画をつく

りました。 

計画の改定に当たり、第２次計画は、２つの第１次計画を踏

まえ、これをさらに発展させた新たな「一体化計画」として策

定することにしました。 
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一緒につくりました 一体化しました 

１ 策定の趣旨とプロセス 
 

 

 

この計画は、地域福祉計画と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』として策定しました。 

 ●地域福祉計画は、社会福祉法 107 条に基づき、福祉の総括的な計画として市町村

が策定する計画で、本市では平成 22 年３月に第１次の計画を策定しました。 

●地域福祉活動計画は、住民をはじめ福祉活動・事業に携わる様々な立場の人々の

ための民間の行動計画で、本市では社会福祉協議会を中心に、地域福祉計画と同

時期に策定しました。 

●地域福祉には、住民・福祉事業者・行政等が役割を分担して一緒に取り組む協働

が求められています。本市では第１次計画から、地域福祉計画と地域福祉活動計

画を市と社会福祉協議会が一緒につくり、それぞれが主体的に、かつ緊密に連携

しながら計画を実施してきました。 

●市は、高齢者、障がい者、子育て支援などの分野別に計画を策定して福祉サービ

スを実施しています。各分野とも支援ニーズの増加と多様化が進み、サービスの

有効な提供とともに、地域の中での支え合いの重要性が高まってきており、住民

の出番が増えてきています。 

●社会福祉協議会は、民間の福祉活動の中心として様々な福祉事業を実施するとと

もに、市民主体の福祉活動の支援・促進に取り組んでいます。サロン活動や見守

り隊をはじめ、地域の中での支え合いが活発化する中で、地域の福祉課題の把握

と解決に向けては、市や福祉事業者等との協働・連携の必要性がますます強く認

識されるようになってきています。 

●平成 26 年、両計画は揃って改訂の時期を迎えました。市と社会福祉協議会は、

以上のような背景の中で、行政と民間の力をさらに一体的に連結し、ともに総合

力を高めて、木津川市の福祉を向上させていくこととしました。 

●この計画は、木津川市地域福祉計画及び木津川市地域福祉活動計画を見直すにあ

たり、市と社会福祉協議会がこれを一体的に進め、市民と市が共有する福祉のマ

スタープランとして策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定の趣旨 

第１次 木津川市地域福祉計画 

策定主体：木津川市 

計画期間：平成 22～26 年度 

第１次 木津川市地域福祉活動計画 

策定主体：木津川市社会福祉協議会 

計画期間：平成 22～26 年度 

第２次 木津川市地域福祉計画・ 

地域福祉活動計画 

策定主体：木津川市 

木津川市社会福祉協議会 

計画期間：平成 27～31 年度 
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策定 
 

 

●地域福祉とは、それぞれの地域において人々が安心して暮らせるよう、地域住民

や公私の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り

組む考え方です。社会福祉法（第４条）は、地域住民、社会福祉関係者等が相互

に協力して地域福祉の推進に努めるよう定めています。 

●社会福祉協議会は、地域福祉の考え方をその基本とし、すなわち、福祉サービス

のあり方として、ニーズを持つ人ができるだけ、地域社会との関係を断たずに生

活できること、それを行政制度だけでなく、隣人・友人が支えることが大切であ

るという考え方にたって事業を進める組織です。＜全国社会福祉協議会ホームページより＞ 

●社会福祉法（第 107 条）は、また、市町村が「地域における福祉サービスの適切

な利用の推進」「地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達」「地域福

祉に関する活動への住民の参加の促進」に関する事項を一体的に盛り込んだ計画

（市町村地域福祉計画）を策定することを定めています。 

●国（厚生労働省）は、その後も地域福祉計画に「要援護者の把握」「要援護者情

報の共有化」「要援護者の支援」を盛り込む通知（平成 19 年８月）、地域の共助

と各種の公的なサービスをつなぐ住民と行政による「新しい福祉」のあり方を示

す研究会報告（平成 20 年３月）を発信するなど、地域における協働体制の強化

を方向づけています。 

木津川市にとっての地域福祉 

●以上は、本市の市民、市、社協が求めている方向性でもあります。計画の見直し

にあたって実施した市民アンケートや団体懇談会、地域懇談会からは、次のよう

な期待がみえてきました。 

 

★住み慣れたまち、今住んでいるまちの中で、住民同士が支え合い、思いやりと笑

顔の輪を広げていきたい。 

★そのためにも、地域の福祉課題をきちんと把握し、住民としてできることをして

いきたい。 

★障がいがある人、その人たちが利用している施設・事業所も、地域の一員として

交流し、支えあいたい。 

★地元のまちを高齢者も子どもも若者も暮らしやすいまちにするためには、生活利

便性、産業活力なども含め、活気あるふるさとをつくりたい。 

★以上を進めるためには、顔見知りになること、集いの場をつくり、交流や支え合

い、専門的な支援へのつなぎを円滑に行っていきたい。 

   

●本市において、市民・地域に求められているのは、住民主体の福祉の推進であり、

福祉を手がかりに地域コミュニティそのものをつくることです。住民同士のつな

がりと専門的・公的な力を上手に組み合わせて住み良い地域をつくっていきたい。

福祉活動の推進、協働のつなぎ目として、市と社会福祉協議会が手をとりあって

いる。それが、木津川市流の地域福祉の姿といえます。 

 

地域福祉とは 

⇒社会福祉法の関連事項は資料編参照 
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市と社会福祉協議会が一緒になり、市民・事業者・団体等の参加・参画を得なが

らつくりました。 

  

●この計画は、次のように、市・社会福祉協議会・市民・関係団体・福祉サービス

提供事業者（以下「福祉事業者」という。）等の協働によりかたちづくられまし

た。 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の検討 

計画課題の整理 

 

 

 

 

 

 

 

調査の全体設計 

計画策定に向けての基礎的条件の整理 

 

計画の成案化 

 

パブリックコメント 

 

基本的な方向 施策・事業の内容 

市・社協の作業 市民の参加・参画 

◆地域懇談会（9～10月） 

市内 8か所で実施 
（延 282人参加） 

 

◆団体ヒアリング（8月） 

当事者団体・事業者・支援機関等 
（延 93人参加） 

◆第１次計画の評価 

 市の各担当課による評価 

 社協による事業見直し 

課題の整理 

◆関連データの分析 

◆関連調査結果の援用 

（高齢・障がい・子育て等） 

◆国・府の動向（制度・指針等） 

◆市民アンケート調査（8月） 

 18歳以上の市民 2,000人を無作為抽出 

 有効回収票数 769票（回収率 38.5％） 

◆地域懇談会（8～10月） 

懇談会（8か所） 

策定のプロセス 
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民間の各種活動 

２  計画の位置づけと性格 
 

 

 

行政と民間をむすび、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。 

  

●市行政は、総合計画を最上位とし、分野ごとの個別計画に基づいて運営されてい

ます。福祉分野としては、高齢者、障がい者、子育て支援に係る計画を策定し、

各担当課が福祉サービスを実施しています。災害時における避難行動要支援者の

支援についても計画的に進めています。 

●民間では、福祉事業者による事業とともに、市社会福祉協議会を中心に各支部、

民生児童委員、福祉関係団体やボランティア等による活動が、分野・地域の別に

展開しています。 

●本計画は、これらの分野別行政計画及び民間活動を「地域・住民参加」という横

糸でつなぎ、住民のニーズに応じて総合的な福祉事業・活動を展開することをめ

ざすものです。また、これを通じて地域を構成する住民、福祉事業者・団体等の

結びつきを強め、ひいてはそれが地域全体の活性化につながることを展望する

「福祉のまちづくり計画」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

  

計画の位置づけ 

木津川市総合計画 

地域福祉計画     地域福祉活動計画 

次世代育成支援地域行動計画 

障害者基本計画 

 

子ども・子育て支援計画 

 

障害福祉計画 

 

高齢者福祉・介護保険事業計画 

地域防災計画 

＜地域・住民参加＞ 

◆福祉サービスの適切な利用 

◆社会福祉事業の健全な育成 

◆福祉活動への住民参加の促進 

◆要援護者の把握・情報共有・支援 

◆地域における協働体制の強化 

↑↓ 

◇福祉からの地域活性化（まちづくり） 
災害時における避難行動要支援者の支援プラン 
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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、市と社会福祉協議会を中心に、みんなで進行を見守っていきます。 

 

●主体 

市民・地域・福祉事業者・関係団体・社会福祉協議会・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に支え、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。 

 

●構成 

本計画は、次のように構成されています。  

前提条件の整理 【第１～２章】 
計画の趣旨・位置づけ・期間などを明確にしています。 

本市の地域福祉をめぐる現状と課題を整理します。 

地域福祉推進の考え方 【第３章】 
地域福祉に係るまちの将来像（基本理念）と、これを実現

していくための方向を定めます。 

施策・事業（行動計画） 【第４章】 
将来像の実現に向けて、計画期間内に実施する施策・事

業の内容を、各主体の役割ごとに掲載します。 

計画の推進 【第５章】 計画の推進体制と進行管理の方法について明記します。 

資料編 
計画策定の経緯、計画の前提となっているデータ類、計

画に出てくる用語の説明などをとりまとめておきます。 

 

●性格 

地域福祉は、それぞれが無理なく、できることをすることが基本です。本市では、

これまでも多くの福祉事業や活動が展開し、第１次地域福祉計画・地域福祉活動計

画も有効に推進されてきました。今回の市民アンケートでは、多くの市民が「地域

の中でできることをしたい」と考えていることがわかりました。 

一方、福祉課題は増加・多様化し、また、これに合わせて各種制度の改正等も進

んでいます。これらの状況を踏まえ、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、それぞれの主体がより参加・活躍しやすくなるための行動計画です。 

 

 

 

 

 

 

計画の性格 
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３  計画の期間 
 

 ●本計画は、平成 27（2015）年度から平成 31（2019）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対応して、必要に応じて

計画の見直しを行います。 

 

平成（年） 

西暦（年） 

H27 

2015 

H28 

2016 

H29 

2017 

H30 

2018 

H31 

2019 

H32 

2020 

木津川市総合計画 
      

地域福祉計画・地域福祉活動計画 
      

木津川市次世代育成支援地域行動計画 

木津川市子ども・子育て支援行動計画 

      

木津川市障害基本計画 

木津川市障害福祉計画 

      

木津川市高齢者福祉計画 

木津川市介護保険事業計画 
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第２章 第１次計画を通じて見えてきた成果と課題 
 

  

  

市民の生活と意識の現状、地域懇談会、市・社協による第１

次計画の振り返りを通じて、これまでの成果と今後に向けての

課題を整理しました。 
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１  市民の生活と意識 
 

 

 

全国的には人口減少社会が到来していますが、本市では今も人口が増加していま

す。しかし、少子高齢化、世帯規模の縮小は本市でも確実に進行しており、高齢者

単身及び高齢者のみの世帯、ひとり親による子育て世帯、要介護高齢者や障がいの

ある人、生活保護世帯など、支援ニーズの増加・多様化が進んでいます。 

高齢化の進行状況などは地域ごとに大きく異なっており、地域の実情に応じた対

応が必要です。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：第１次木津川市総合計画後期計画（平成 26 年 3 月） 

 

■一般世帯の世帯類型（平成 22年国勢調査） 

区分 世帯数 ％ 備考 

一般世帯 24,370 100.0 
うち高齢者のいる世帯 8,435、6 歳未満の子どものい

る世帯 3,700 

 単身 4,122 16.9 うち高齢 1,473 

夫婦のみ世帯 5,601 23.0 うち高齢 2,811 

２世代世帯 11,994 49.2 うち 18 歳未満の子どものいるひとり親世帯 681 

３世代世帯 1,839 7.5  

その他世帯 814 3.3 3 世代世帯など 

 構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100.0％になりません。 

 

関連データより 
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資料：第１次木津川市総合計画後期計画（平成 26 年 3 月） 

 

 ■地域別の主要指標（平成 26年 9月 1日現在） 

項目 全市 木津地域 加茂地域 山城地域 

 世帯数（H26.9 末現在） 

人口（H26.9 末現在） 

65 歳以上人口比率 

 面積 

 人口密度 

27,157 世帯 

72,747 人 

21.8％ 

85.12ｋ㎡ 

845.6 人/ｋ㎡ 

18,313 世帯 

49,604 人 

17.6％ 

23.62ｋ㎡ 

2,100.0 人/ｋ㎡ 

5,720 世帯 

14,346 人 

31.9％ 

36.97ｋ㎡ 

388.0 人/ｋ㎡ 

3,124 世帯 

8,797 人 

29.5％ 

24.53ｋ㎡ 

298.2 人/ｋ㎡ 

※世帯数は日本人世帯のみ。人口には外国人登録者（468人を含む）       資料：木津川市住民基本台帳 

 

■各種人口割合（平成 25年度末） 

区分 人 ％ 備考 

総人口 72,372 100.0  

 要介護認定者数 2,384 3.3 要支援認定者、65 歳以下も含む。 

障害者手帳所持者数 3,602 5.0 うち身体 2,884、療育 478、精神 240 

生活保護被保護人員   564 0.8 被保護世帯数 337 世帯 

      資料：総人口は住民基本台帳、要介護認定者は市高齢介護課、障害者手帳所持者数は市社会福祉課、 

         生活保護世帯・保護人員数は市社会福祉課 
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81.0

73.3

65.5

38.3

29.6

12.3

16.7

19.0

30.1

45.3

56.4

58.5

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～64歳

65～74歳

75歳以上

健康 年相応にまあまあ健康

9.5

8.6

6.2

8.9

8.9

3.8

26.2

28.6

25.7

38.3

41.9

47.2

14.3

8.6

6.2

20.1

29.1

29.2

38.1

26.7

22.1

41.1

54.7

47.2

ゆとりがある まあまあゆとりがある

 

 

約６割が近所付き合いをよく又はある程度していると答えています。隣近所で助

け合えることは荷物の預かりのほか、安否確認・見守り、話し相手、買い物の代行な

どで、当事者から頼まれれば、あるいは近所で話し合って支え合いたいと考える人が

多くなっています。近所付き合いが密な人ほど、地域活動への参加、情報の入手や

相談先の確保などの「つながり」も豊富です。近所付き合いも地域活動も、忙しくて

時間がない、情報やきっかけがないということが参加のネックになっています。 

福祉の制度や計画の認知度は十分でなく、「情報発信」が強く求められています。 
 

●実施概要 

調査対象 市内在住の 18 歳以上市民 2,000 人（住民基本台帳より無作為抽出） 

調査時期 平成 26 年 8 月（調査基準日は平成 26 年 4 月 1 日） 

調査方法 郵送による配布・回収 

回収結果 
有効回収表数 769 票（有効回収率 38.5％） 

 回答者の属性：女性 56.6％（実際の人口分布は 52.5％） 

65 歳以上 37.1％（前回 H21.7 調査では 28.2％）（実際の人口分布は約 28％） 

※質問や選択肢の表記を簡略化しています。 

●暮らし方 

・居住歴は 30 年以上が 33.6％と多く、10～20 年未満が 22.9％でこれに次いでいます。 

・就業・就学者は約半数で、そのうちの過半数が市外に通っています。 

・世帯の型は２世代が 51.8％、次いで夫婦のみが 31.7％と多くなっています。 

乳幼児がいる世帯が 11.2％（30～39 歳では 51.4％）みられます。 

・健康状態をみると、年齢が高いほど「健康」との回答率が低くなりますが、経済的・

時間的ゆとり感は 65 歳以上で高く、30～40 代で非常に低くなっています。 

 ■世代別の「ゆとり感」 

               ＜健康状態＞       ＜経済的なゆとり＞    ＜時間的なゆとり＞ 

 

 

 

 

 

 

 

●地域との関わり 

・回答者が考える「地域」の範囲は、「自治会や区」が 30.2％と多くなっています（40

歳代は小学校区、75 歳以上は隣近所、18～29 歳は木津川市全体）。 

・参加している地域活動は、住民自治、清掃、スポーツ・健康、趣味・文化の順でみ

られます。高齢者福祉は 4.4％、子育て支援は 2.6％、障がい福祉は 1.7％です。 

・参加したい地域活動は、趣味・文化、スポーツ・健康、住民自治、自然・歴史環境

保全の順でみられます。高齢者福祉は 7.8％、子育て支援は 6.8％、障がい福祉も

4.4％みられ、いずれも実際の参加を“希望”が上回っています。 

14.3

8.6

6.2

20.1

29.1

29.2

38.1

26.7

22.1

41.1

54.7

47.2

ゆとりがある まあまあゆとりがある

市民アンケートより 

n=769 

単位：％ 
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  ■地域活動・社会貢献活動への参加状況と参加意向（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●隣近所との互助 

・「近所付き合いをしている」は 60.3％（よく 12.6％、ある程度 47.7％）で、年齢が

高い、居住年数が長いほどよく近所付き合いをしています。近所付き合いをしてい

る人は、地域活動への参加、相談・情報入手ネットワークも豊富です。 

・近所付き合いをしていない理由は、忙しくて時間がない 26.4％、きっかけがない

21.3％、家族に任せている 20.9％、近所に知り合いがいない 16.6％などです。 

・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 58.0％、近所の人と話し合って一緒に支える 31.2％、市や社協・役員から

頼まれれば 19.9％の順で、互助が基本となっています。 

・隣近所で手助けできることは､留守の荷物預かり 34.6％､安否確認・見守り 32.2％､

話し相手 28.6％、買い物などの代行 23.0％、ごみ出しや外回りの掃除 20.5％、災

害時避難支援 17.0％、外出時の車出し 16.4％、緊急連絡先 15.3％、短時間の子ど

もの預かり 11.6％など、多くの項目があげられています。 

・頼みたいことは、荷物預かり 15.6％、災害時避難支援 11.2％、緊急連絡先 11.1％、

話し相手 8.8％などです。 

 ■近所付き合いの程度別にみた「つながり」の数                単位：件（％） 

近所付き合いの程度 
参加してい
る地域活動 

参加したい 
地域活動 

悩みや困り
事の相談先 

健康福祉情
報の入手先 

よく付き合っている       97(12.6) 1.49 1.69 2.35 3.42 

ある程度付き合っている  367(47.7) 0.70 1.02 1.85 2.84 

あまり付き合っていない  227(29.5) 0.37 0.97 1.47 2.59 

まったく付き合っていない 69( 9.0) 0.22 0.83 1.23 1.91 

※回答者 1 人当たりの平均選択項目数（「無回答」と「特にしていない」以外をカウント） 

52.4

14.4

11.3

9.9

8.8

4.4

2.9

2.6

2.3

2.2

1.8

1.7

1.6

1.0

0.7

0.7

37.3

11.1

8.7

15.9

20.2

7.8

0.9

6.8

2.9

5.9

4.8

4.4

9.6

2.5

4.3

0.9

特に参加している／したい活動はない

住民自治・まちづくり

地域美化・清掃

スポーツ・健康づくり

趣味・文化

高齢者福祉活動

その他

子育て支援活動

消防・防災

子どもの学習支援・青少年育成活動

防犯・交通安全

障がいのある人や子どもへの支援活動

自然保護・歴史的環境保全・文化伝承

産業振興（商工・観光・農林漁業等）

国際交流・協力活動

人権・更生保護活動

参加している

参加したい

n=769 

単位：％ 
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 ■隣近所でできること・頼みたい(頼める)こと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●悩み・相談・情報の入手 

・悩みや困り事は、老後、健康、家計、子どもの将来、緊急時、災害対策などです。 

・相談先は、家族、友人、近隣、市役所、医療機関の順であげられています。 

・健康福祉情報の入手先は、マスコミ、市役所、インターネット、家族、友人、医療

機関、近隣の順であげられています。 

・ほしい情報は、困った時の相談先 44.3％、自分や家族が利用できるサービス 40.8％、

健康づくり 32.2％、事業所選び 19.6％などです。 

 

●福祉との関わり・周知状況 

・木津川市社会福祉協議会については、「聞いたことはある」が 44.0％で、「知らない」

が 24.7％、「取り組みを知っている」は 23.5％となっています。 

・社協活動とのつながりは、広報紙きずながメインで、福祉バザー、ふれあいひろば、

防災ワークショップなどで比較的参加の経験・希望が多くなっています。 

■社協事業への参加経験・参加意向(複数回答）                      n=769 単位：％ 

順位 
利用参加 担い手参加 

経験あり 意向あり 経験あり 意向あり 

１位 広報きずな 61.8 広報紙きずな 41.9 福祉バザー5.5 福祉バザー8.2 

２位 福祉バザー21.2 ふれあいひろば 19.2 配食サービス 4.7 ふれあいひろば 8.5 

３位 ふれあいひろば 16.9 福祉バザー18.3 ふれあいひろば4.4 防災ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 7.2 

４位 防災ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 11.6 法律相談 16.3 広報きずな 3.9 見守り隊 6.5 

５位 社協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 7.2 生きがい大学 14.6 防災ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 3.8 生きがい大学 6.1 

 

・木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画は、「知らない」が 56.0％、木津川市障

害者基本計画は 78.9％が「知らない」と答えています。 

n=769 

単位：％ 34.6

32.2

28.6

23.0

20.5

17.0

16.9

16.4

15.3

11.6

10.9

9.0

9.0

8.5

5.9

1.8

1.6

0.3

4.3

15.6

7.3

8.8

6.2

2.9

11.2

47.7

6.0

11.1

7.9

8.5

2.1

1.0

1.8

3.5

1.4

1.4

0.3

6.0

留守時の荷物の預かり

安否確認・見守り

話し相手

買い物などの代行

ごみ出しや外回りの掃除

災害時の避難支援

特にできることはない

外出時の車出し

いざという時の緊急連絡先

短時間の子どもの預かり

自治会活動や地域行事などの軽減・代行

外出の付き添い

書類の代読・代筆・手続きの手伝い

ちょっとした家事

高所作業や力仕事

その他

病気の時の看病や世話

お金や財産の管理

無回答

手助けできること

頼みたい(頼める)こと
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■社協及び計画の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

●地域福祉に関する意識 

・第１次木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画施行後、地域の中で進んできてい

ることは「わからない」が 61.2％と多いものの、災害時要援護者支援 12.5％、サ

ロンや見守り隊 9.9％、福祉サービス 7.4％などです。 

・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 44.5％、健康や生活に役

立つ情報が得られる 28.1％、思い当たらない 26.9％、生きがいや生活のはりが得

られる 25.6％、市や社協とつながりいざという時の体制が得られる 21.8％などで、

参加の支障になっていることは、忙しくて時間がとれない 34.2％、どこにどんな活

動があるかわからない 29.5％、思い当たらない 19.1％、健康や体力に自信がない

17.0％、自分に合う活動が見つからない 15.1％などです。 

・活動を広げるために大切なこととしては、まず情報、次いで参加の雰囲気、福祉教

育、専門機関に任せられる体制、場所や設備、実費補助などがあげられています。 

  

■地域福祉活動を広げるために大切なこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.1

18.3

20.2

21.3

10.0

21.6

24.2

11.1

14.6

22.0

11.1

1.4

23.3

7.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

自分にあう活動や参加の方法を

探せる「活動情報」の発信

交通費など活動にかかる「実費の補助」

気兼ねなく支え合える

「利用料や報酬」などの設定

活動を支える「場所や設備」などの確保

生活課題とサービスや地域活動を的確に

つなぐ「コーディネート機能」の確保

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」

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

福祉や支え合い活動への関心を高める

ことのできる「体験・交流機会」の充実

活動に役立つ「知識や技術」を

得る機会の充実

子どもの頃から福祉の心を育む

「福祉教育」の充実

ボランティア活動などに対する

「職場や家族の理解」

その他

特にない・わからない

無回答

（％）

23.5

6.1

2.3

2.7

44.0

34.1

15.6

17.9

24.7

56.0

78.9

75.8

7.8

3.8

3.1

3.5

木津川市社会福祉協議会

木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画

木津川市障害者基本計画

障害者総合支援法

内容（取り組み）を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

n=769 

単位：％ 

n=769 

単位：％ 



15 

２ 福祉関係者や地域の意識 
 

 

 

子育て関係、障がい関係ともに「活動場所の確保」「地域の中でのつながりづくり」

が共通の願いです。見守り隊は、住民の変化を把握するアンテナとなっています。 

「就学前だけでなく小中高校生の問題への対応を」「８万人規模の都市。顔の見え

る関係を大事にしたい」「市民は障がいについてもっと知ってほしい。こちらから『ここ

にいるよ』ということも大事」「見守り隊はつなぎ役。連絡フォーマットや活動事例情

報があるとよい」など、福祉の現場ならではの意見・提案が多くみられました。 

地域福祉計画・地域福祉活動計画がめざす将来像は実現に向けて進んでいると

の評価とともに、もっと進めるには「計画の周知が必要」と考えられています。 

 

 

●実施概要 

対象 市内の主な福祉関係団体等（当事者団体・福祉事業者・支援機関・見守り隊会員） 

実施時期 平成 26 年 8 月 

実施方法 事前アンケートを実施し、結果概要を共有しながら分野別に懇談 

参加状況 

区分 
対象団体数 
（件） 

事前アンケート 
回答状況（件） 

当日参加状況 

団体数／参加者数 

（件／人） 

市･社協も含む 

参加者計 

子育て関係 36 25 11／12 31 

障がい関係 17 11 16／17 36 

見守り隊加盟店 59 13 11／11 28 

計 112 49 38／40 延 95 

 

 

●子育て関係 

現状・課題 今後に向けて 

・子育て広場ができてよかった（問題発見、高

齢者等との集い）。 

・就学前だけでなく小中高校生の問題もある

（貧困などひとり親家庭の問題を含む）。 

・問題のある子も、あきらめずに声をかけると自

信を持つことができる。 

・場所がないことが切実（集会所がない・利用料

が高い、事務局を置ける場がない等）。 

・人をつなぐ仕組み、団体間の交流が大事。 

・高齢者に活躍してほしい（遊びや見守り）。 

・おもちゃ図書館の広い利用を進めたい（年齢

層、開催頻度等）。 

 

  

団体懇談会より 
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●障がい関係 

現状・課題 今後に向けて 

・市民が障がいについて知らなすぎる。 

・障がいがあっても自宅・地域ですごし、色々な

人に支え合えてよかった。 

・施設外就労を支援している。 

・利用者の高齢化・重度化が進んできている。

地域の人々に支えられている（野菜を持ってき

てくれたり）。今後も地域に根ざしたい。 

・依存性施設。もっと地域とともにありたい。 

・就労支援で誇りを持てているが、利用者は（障

がい特性から）地域の人々との交流は難しい。 

・事業者だけでの対忚は無理。行政が（支援

の）入口やつなぎの機能を。事業者としても社

会貢献していきたい。 

・自事業だけで精一杯。 

・8万人の顔の見える規模を活かしたい。 

・障がい当事者の側からここにいると言うことも

大事（「ここにいるよプロジェクト」の提案）。 

・身近に相談員がいるとよい。本人への人権学

習も必要。 

・福祉関係者だけでは支援できない。自立支援

協議会等を活用し広くつながりたい。 

・障がい重度化等で福祉施設は手一杯。ボラン

ティア活動にも期待したい。 

・農作業に効果を感じている。無業の若者支援

なども含め就労支援機関とも連携したい。 

・この懇談会で色々知った。外からわかりにくい

障がいもある。学習会等があると親も楽にな

る。 

 

●見守り隊加盟店 

現状・課題 今後に向けて 

・夫婦二人から一人になり、外に出なくなる、物

忘れがひどくなる人が増えている。 

・買い物行動から高齢者の変化に気づく。 

・店頭は見守りの場。経営者も高齢になり、見

守ったり見守られたり。 

・バス待ちの人が涼みに来る。子どもに傘を貸

すと必ず親と戻しにきてくれる（商工会）。 

・地域性がある。檀家・氏子・地域活動で絆が

深く役員になることで男性も互いに話す。 

・集う子どもの帰り道が心配で、気をつけるよう

声がけをしている（習い事、紙芝居）。 

・認知症高齢者の異常な行動に対処する必要

もある（通行人への抱きつき等）。 

・子どもが店に来ても菓子を買うだけが目的で

昔のように「おじちゃん・おばちゃん」の処に買

い物に来るということではなくなってきている。 

・住民なら道でころんでも連絡等の対処ができ

るが、他所から来た人への対忚は難しい。 

・気づいたことの連絡先や「連絡フォーム」を決

めていただけるとよい。 

・商売と地域貢献を仕分けながら見守る必要が

ある。活動ノウハウの共有に「見守り隊ニュー

ス」などがあるとよい。 

・住民同士ではプライバシーを大事に問題は専

門家に任せることも大事。（自分の地域にはな

いが）児童虐待の問題などが気になる。 

 

●共通（木津川市における地域福祉の推進について） 

・このような集いで交流でき、今まで知らなかった話を聞くことができて有意義だった。 

＜事前アンケートより＞ 

・関係の深い機関等の記述をみると、市や社協、該当分野の支援機関、分野内の団体間のつな

がりが見られるが、分野を超えた連携は薄い。 

・地域福祉計画・活動計画がめざす将来像の実現は進んでいるとの評価が多い。 

今後に向けては、計画の周知が必要と考えている人が多い。 
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在来地域、新興地域、新旧混在地域を通じて、自然環境がよく、災害が少なく、

車があれば便利で暮らしやすいが、車が運転できなくなると暮らしにくくなること、

将来に向けて世代間の交流、住民同士の助け合いが必要であることが共通してあげ

られました。そのためにも、住民同士の集いや地域活動の拠点確保が重要であると

いう認識も共通していました。拠点確保では「空き家・空き地の活用」が求められて

います。 

在来地域では、少子高齢・人口減少化が問題視され、若者が戻り定着するための

方策が必要であるとの認識が強くみられ、新興地域では、住民同士のきずなを強め、

若者や子どもがふるさとと思えるまちをつくる必要があるとの認識が強くみられ、い

ずれも地域のまつりなど住民が集う機会づくりの大切さが確認されました。 

支え合う地域づくりでは日頃のあいさつが大事であり、支援を要する人の把握・対

応に向けては、一歩踏み込んだ声かけも必要ではないかとの認識も示されました。 

 

 

●実施概要 

対象 
木津、加茂、山城からそれぞれ在来地区、新興地区を抽出し、計 8 か所の地域で参

加者を募集 

実施時期 平成 26 年 9 月～10 月 

実施方法 実施日時・場所、参加者の募集は社会福祉協議会各支所役員を中心に設定 

参加状況 

（開催順） 

地区 実施日 場所 参加者数(内市･社協関係者) 

梅美台 

当尾 

宮ノ浦 

加茂 

上狛 

兜台 

棚倉 

大里 

09月 06日（土） 
09月 18日（木） 

09月 23日（火） 

09月 25日（木） 

09月 27日（土） 

09月 28日（日） 

09月 28日（日） 

10月 25日（土） 

日本原子力研究機構 

当尾の郷会館 

サンプラザ集会所 

加茂文化センター 

山城保健センター 

兜台集会所 

山城保健センター 

大里会館 

29人（13人） 

43人（12人） 

21人（13人） 

59人（13人） 

47人（13人） 

56人（12人） 

34人（11人） 

42人（11人） 

懇 談 会 の

進め方 

＜主なプログラム＞ 

１ 説明（木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画について） 

２ 懇談（グループに分かれて、①地域の良い点、②地域に足りない点、 

 ③どうしたらいいか、④何ができるかを出し合う。） 

３ グループごとの発表とまとめ 

  

地域懇談会より 
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●在来地域での主な意見 

地域の良い点 地域の不足点 必要なこと・できること 

・人のつながりがある。顔が

見える。 

・近所付き合いが密で見守り

合っている。 

・若い人が出て行ってもすぐ

戻って来られる。 

・高齢になっても元気。 

 

・高齢化が進行。 

・若い人・子どもが少ない。 

・今は困ることはないが将来が

心配。 

・災害時の避難経路が危険。 

・自主防や地域活動に若い人

の参加が少ない。 

・新住民が散歩に来るが、マ

ナー等の問題も。知らない人

同士であいさつも難しい。 

・現在は自分のこと、自分たちの

ことができており過不足ないが、

将来の高齢化に備える必要が

ある。 

・若者が戻り、地域の活力をつく

るため、地域ＰＲ、観光振興、名

産づくりを。イベントを。 

・集いの場（旧校施設）を残す。 

・住民が出資して買い物の場を

つくる。 

 

●新興地域での主な意見 

地域の良い点 地域の不足点 必要なこと・できること 

・若い人・子どもが多い。 

・学生のサークル活動なども

ある。 

・住民同士の顔が見えない。 

・情報が不足している。 

・世代を越えて知り合いになる。 

・地域のまつりをつくりたい。 

・梅美台支部も必要。 

 

●新旧混在地域での主な意見 

地域の良い点 地域の不足点 必要なこと・できること 

・住みやすい。 

 

・新旧地域のコミュニケーショ

ンが足りない。 

・子ども同士が仲良くなることで、

親もつながる。 

・新旧地域のコミュニケーションが

あるまちに。 

 

●共通的な意見 

地域の良い点 地域の不足点 必要なこと・できること 

・自然が良い。 

・災害が少ない。 

 

・車がないと不便（駅へのアク

セス、買い物）。 

・合併後元気がない。 

・個人情報保護の問題があ

り、支援がしにくい。 

・このような集いへの参加が大事

（今は地域活動に参加できない

忙しい世代も）。 

・住民が集う場所の確保が必要。

空き家・空き地利用の仕組みを

つくれるとよい。 

・車に乗らない人の移動支援が

必要。 

・住民同士のつながりづくりは、ま

ずあいさつから。 

・一歩踏み込むことも大事。顔の

見える関係の中でできることを。 
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３ 福祉資源・施策・事業の状況 
 

 

 

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目指されています。 

※本項にある施設数等は、平成 26 年４月１日現在のものです。 

●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、社会福祉協議会とも木津地域、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、老人保健センターも

３か所、在宅介護支援センター、子育て支援センターは、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。市民の健康づくり支援では、各種健(検)診、健康相談・健康指導、予防活

動を進める中で、こどもの発達相談、心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。 

●子ども・子育て ～待機児対策・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によるつどいのひろばや子育てサロン・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 の保育所があり、待機児童解消対策等としてサービスの更なる拡充を

目指し、ファミリーサポートセンターも会員登録を開始しています。就学後の支援

は、公民の学童保育（13 小学校区 15 か所）、放課後（こども）教室（４か所）、不

登校児童生徒の居場所を運営する NPO 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・若者への支援は更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、８つ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による情報提供、

本庁舎での授産製品の販売、公共調達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、障害者相談員による身体障害者・知的障害者相談会、精神障

害者の相談のほか、相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成などの支援を

を充実するとともに、基幹相談支援センター、自立支援協議会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。 

福祉資源・施策の展開状況 
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●高齢・介護 ～地域包括ケア体制を構築中～ 

要介護高齢者支援では、入所施設（老人保健施設１、特別養護老人ホーム６）、

グループホーム（６）、特定施設（有料老人ホーム４、ケアハウス２）などの生活

の場、在宅生活を支援する介護保険サービス事業所の各種事業が充実してきていま

す。元気高齢者支援では、老人福祉センター、老人クラブ支援、社協による高齢者

の交流支援などのほか、シルバー人材センター及び高齢者いきいきサポート窓口・

情報ナビなど、生きがい支援に力を入れています。相談体制は、地域包括支援セン

ターと在宅介護支援センターの連携により確保してきました。 

現在、地域で安心して暮らせる地域づくりに向け、医療・保健・住まい・生活支

援・介護予防の一体化による地域包括ケアシステムの構築を進めています。認知症

対策、災害時の避難支援や日頃の見守りの強化を図る中で、市民・地域との協働が

不可欠となってきており、元気高齢者が活躍する機会も増えてきています。 

●地域福祉活動 ～社協を中心に充実中～ 

本市では、市社会福祉協議会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、多様な活動が展開しています。市内

商工業者による高齢者等の見守り隊（加盟店約 60 件）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。 

●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）、消防団（１団３分団）、自主防災組織（24）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 年には災害時における避

難行動要支援者の避難支援プランを策定し、推進を強化しています。福祉事業者等

との協定により福祉避難所（７法人 11 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福祉電話や緊

急通報システム設置事業、あんしん SOS カードの活用促進などを進めています。 

今後は、地域防災活動と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。 
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福祉の輪をつくる機会づくりや人材育成など具体的な事業は概ね計画通り進みま

したが、福祉を推進する総合的な体制づくりや計画の実践を担保する仕組みなど、 

「体制や仕組み」をつくることは難しく、今後に向けた課題となっています 

 

●第１次木津川市地域福祉計画体系づけた７分野 28 施策のうち、次のような事業等

については、概ね計画通り進めることができました。 

・危機管理課と連携した地域防災体制づくり（あんしん SOS カード、災害時に

おける避難行動要支援者の支援プラン作成等） 

・人権教育やＤＶ被害者対策、虐待防止センターの設置等 

・社協・教育委員会と連携した福祉体験学習 

・ボランティアセンターの運営支援及び災害ボランティアセンターの常設化準備 

・福祉サービス提供機能の充実（ファミリーサポートセンターの立ち上げ支援等） 

・地域での見守り活動（社協と連携した高齢者の見守り、児童の登下校見守り等） 

●一方で、次のような事業等は進みにくい状況にありました。 

・公共交通機関等のバリアフリー化（関係機関への働きかけが必要） 

・福祉事務所と総合福祉センターの一体的整備 

・分野横断・公民連携による総合的なケア体制の確立 

・企業の地域貢献活動との連携 

●施策分野別にみると、「施策３ 地域福祉の輪を広げる場や機会づくり」や「施策

２ 地域福祉の担い手の育成」は比較的達成度が高く、「施策５ 関係機関、福祉

事業者と連携したサービス基盤づくり」「施策６ 公共施設の有効利用による活動

拠点確保」「施策７ 計画の実践を担保する仕組みづくり」や「施策１ 地域力を

支える体制や仕組みづくり」などは進捗がはかばかしくない分野といえます。 

●今後は、ボランティアセンターの登録増や避難行動要支援者支援体制の充実のほか、

分野横断・公民連携による総合的なケア体制の確立、関連して福祉事務所機能をも

った施設整備が課題となっています。企業立地の多い本市では、企業及び企業従業

者による地域貢献の促進も課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1次地域福祉計画の評価 
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見守りやサロン活動の広がり、住民参加型の福祉サービスの充実が進んできてい

ますが、ボランティア活動などにおける参加者の固定化、担い手の高齢化、地域ごと

の体制や取り組みの差などが課題視されます。 

地域福祉活動の重要性が高まっている中で、社協組織の強化も大きな課題です。 

 

●地域福祉活動計画については、第１次計画で体系づけた５分野 59 事業（15 の重点

事業を含む）の進捗及び推進上の課題を、社会福祉協議会事務局と役員からなる事

業見直し班が点検しました。 

●その結果は、次のように整理されます。 

分野 事業の進捗 

1 住民が主役となっ

た小地域の活動を応

援します 

・支部組織づくりは十分には進まなかった。住民懇談会の開催は

できたが、内容については検討が必要。 

・高齢者見守り隊員講座、防災ワークショップを実施し、参加者

に好評だった。 

・過疎地住民福祉委員会、支部高齢者交流会等も実施した。参加

のための移動手段の確保が課題と認識された。虚弱な高齢者な

ど参加を促したい人々への対応が難しい。 

2 地域福祉の担い手

を育てます 

・ボランティア講座、ボランティア団体の活動支援、災害ボラン

ティアセンター研修、役員研修等を進めた。 

・福祉体験学習、中学生によるボランティア活動（高齢者見守り

活動への参加）等は参加者に偏りがみられる。 

・防災対策については、研修もさることながら市民の意識づくり

も含め、より総合的な対応が必要と思われる。 

3 交流会やサロンな

ど住民による地域の

つながりづくりを応

援します 

・各種交流会、集いの中には定着したもの、好評なものもあるが、

参加する人が固定的であるなど、参加を促したい人への対応は

難しい。担い手の高齢化が進んできている。 

・各種サロンの活動は広がりつつあるが、地域による差がある。 

4 市社協の強みを生

かして地域生活を支

援します 

・介護保険事業所として介護保険サービス、障害福祉サービスの

ほかに市委託事業の障害者入浴サービスや軽度生活支援、社協

独自のサポートサービス事業等を実施し、制度利用のはざまを

埋めている。採算面では厳しくても住民のニーズに応えるため

に継続が必要と認識している。 

・住民参加型助け合いサービスの実施、市委託のファミリーサポ

ートセンター事業など互助型の事業の充実を図っている。判断

能力に不安のある人の自己決定を支援する福祉サービス利用援

助事業も重要である。 

・心配ごと相談・法律相談は、事業の周知とともに、費用対効果

も見極めながら適切な運営が必要とみられる。 

・福祉機器・資材の貸出は、地域にある資源の有効利用も含め、

より有効な運営も視野に入れたい。 

5 自治会や民児協等

と連携して財政や体

制など市社協の基盤

を強化します 

・社協運営については、本部と支部、職員と役員の連携が良好に

機能している。一般市民の積極的な参加は厳しい。会員数の緩

やかな減尐がみられ（ボランティアセンター登録数も減尐）、地

域福祉活動への期待が高まる中で、運営体制の維持・強化が大

きな課題となってきている。 

第 1次地域福祉活動計画の評価 
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４ 今後の課題 
 

●尐子高齢化、世帯規模の縮小が進む中で、高齢者単身及び高齢者のみの世帯、ひ

とり親による子育て世帯、要介護高齢者や障がいのある人、生活保護世帯など、

支援ニーズの増加・多様化も進んでいます。 

●このような中で、社会保障制度も変革期にあり、福祉サービスの充実のみならず、

一人ひとりの自助力と住民同士が支え合う地域づくりの重要性がますます高ま

ってきています。 

●本章１～３で整理した現状と課題から、本市の地域福祉に係る今後の課題は、次

のように整理されます。 

 

地域の中での住民同士のつながりをより強くし、これをベースに「地域力」をさらに

高めていくことが課題です。 

 

●高齢化の進行状況などは地域ごとに大きく異なっており、地域の実情に応じて

「地域力」を育んでいく必要がありますが、移動手段がないと不便、集いの拠点

が必要、世代間のつながりを強める必要があるといった認識は、地域の新旧を問

わず、どの地域でも共通した課題となっています。 

●アンケートにより、多くの市民が「地域」を自治会や区、学校区など顔の見える

範囲で捉えており、特に自治会が多くの地域活動のベースとなっていることがわ

かりました。また、近所付き合いをよく又はある程度している人が６割に上り、

隣近所での助け合いにも積極的な市民が多いことがわかりました。この住民同士

の互助の精神は、「地域力」の最も貴重な原動力であるといえます。 

●しかし、若い人や居住年数の浅い人は、地域に参加する時間的なゆとりやきっか

けが持ちにくいのが実情です。これまで地域との関わりが薄い状況にあった障が

いのある人や福祉事業者にとっても、つながりのきっかけが重要です。近所付き

合いの程度と地域活動への参加度、相談や情報入手先の充実度は相関関係にあり、

地域の中でのつながりづくりの重要性が確認されました。 

●団体懇談会・地域懇談会では、「支え合う地域づくりは、まず日頃のあいさつか

ら」との認識が多く示されました。支援を要する人の把握・対応に向けては、一

歩踏み込んだ声かけも必要ではないかとの声もあります。 

●最近は、地震や風水害などの災害への不安が高まっています。社会福祉協議会が

実施する防災ワークショップは、自らの地域を知り、共助・協働について考える

機会としても好評で、地域防災の体制づくりが、地域力を結集していく機会とし

ても有効であることがわかります。 

●今後は、隣近所を中心とする顔の見える関係を一層大事にし、誰もができること

で互いに助け合う地域をつくっていくことが求められます。そのため、住民が集

う機会と場所を地域ごとに確保していくことが課題です。 
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多様化する支援ニーズに対して、専門的なサービスとともに、住民同士の支え合

い活動も充実していく必要があります。 

 

●市民の健康福祉情報へのニーズ、すなわち、自助力を高めようとする意識は高く、

マスコミや市役所、インターネットなど様々なルートで情報を得ています。しか

し、最も欲しい情報として「困ったときの相談先」があげられており、相談はや

や苦手という状況にある人が尐なくないことがわかります。隣近所の助け合いに

ついても、手伝いたい意識は高くても頼りたい意識は顕在化しておらず、困った

ときに声を上げることも苦手な人が多いようです。 

●地域の世話役や見守り隊の中には、心配な状態にある人をどうやって把握したら

いいか、また、把握したことをどこにどうやって伝えたらいいかという問題意識

がみられます。 

●介護、障がい、子育て等の各分野では、支援サービスを必要な人が必要に応じて

適切に利用できる体制を整えていくことが課題となっています。多様化する支援

ニーズに対応していくためには、制度に基づくサービスの適切な提供とともに、

制度の枠にとらわれない支援を用意していくことが求められています。 

●また、地域の中での住民同士の支え合い活動を促進していくこともますます重要

となっています。本市では、見守りやサロンの活動が広がりつつありますが、こ

れを一層充実するとともに、多くの地域で課題視されている移動支援、買い物の

場づくりなど、多様な活動を育てていく必要があります。 

●認知症への対応、生活困窮者の自立支援、精神障がいや発達障がいといった外か

らわかりにくい障がいへの対応をはじめ、専門的なサポート体制のもと、住民同

士が理解し合い、本人と家族が孤立しない環境をつくっていくこともますます重

要となってきています。老老介護や老障介護、ひとり親家庭など、世帯全体を支

えていく体制づくりも重要です。 

●地域の中では、住民同士での支え合いや専門機関へのつなぎを円滑にするため、

生きた活動ノウハウ（事例情報等）が必要とする認識の高まりもみられます。ま

た、地域懇談会のような情報交換の機会の充実も求められています。 

●今後は、すべての人にとって相談しやすい環境をつくるとともに、地域の中で互

いに見守り合い、心配なことがあれば適切な支援が受けられるよう市や社会福祉

協議会につなぎ、専門的なサービスと住民同士の支え合いにより誰もが地域の中

で安心して暮らし続けることができるまちをつくっていく必要があります。その

ために何ができるのかともに考え、必要な事業・活動を育んでいくことが、住民・

福祉事業者・市等が共有している大きな課題です。 
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福祉サービスや地域福祉活動を支える情報、人材、組織等の充実とともに、市や地域

を構成する様々な人や組織をつなぐ体制を強固にしていくことが課題です。 

 

●市民は、障がいのある人も地域で安心して暮らしていける地域づくりでは、医療、

教育、福祉、生活支援等を円滑につなぐ仕組みづくりが重要と考えています。高

齢者や子育ての支援も含め、公民連携・多分野連携による総合的なケア体制の確

立、これを支えるコーディネート機能の構築が求められています。地域福祉の推

進に対する社会的な要請が大きく高まってきているといえます。 

●これに応えることは、市や社会福祉協議会のみでできることではなく、福祉の現

場、地域の現場を担うすべての人々が地域福祉の推進役として役割を発揮してい

くことが重要です。専門サービスを担う人材、コーディネート人材、地域活動の

リーダー、ボランティア人材など、様々な担い手の育成・確保が求められます。

また、それぞれの人材の活躍を支える団体・組織を育むことも重要です。 

●同時に、地域の中では支える側、支えられる側という固定的な関係はありません。

あらゆる人々が、それぞれできることで支え、必要なことで支えられる「お互い

様」の関係を再確認し、育んでいくことも重要です。 

●気兼ねがなく、かつ、将来に向けて継続性のある活動を育むためには、受益者負

担や報酬体系などを検討していくことも重要です。 

●本市の各地域には、地域福祉活動を推進する先に、今ある暮らしやすさの維持と

ともに、将来に向けて若い人や子どもたちが集うふるさとをつくっていく必要が

あるというビジョンが育まれつつあります。そのためには産業も含む地域活性化

が必要であるという福祉からのまちづくりの発想です。 

●以上のように、地域福祉推進の課題は、地域のきずなづくりから福祉課題の把握、

専門的なサービスの適切な提供、ひいては若者が定着する魅力的なまちづくりま

で幅があります。市の中、地域の中でこれらに対応していくためには、縦割りの

体制を横につなぎ、様々な立場の住民・事業者・行政等が集い、協働・連携して

総合力を高めていくことの重要性が高まってきています。 

●新たな体制づくりや仕組みづくりを進めることは簡単なことではありませんが、

地域や福祉の現場を担う人々の多くが、様々な立場の人や機関の連携関係づくり

には、今回の団体懇談会・地域懇談会のように「まず集まることが大事」と考え

ています。一人ひとりの住民、一つひとつの事業者や団体、市の関係部署に何が

できるのか、何が必要か、それぞれに考え、それらをつないでいく機会や仕組み

をつくっていくことが今後の大きな課題といえます。 
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第３章 地域福祉推進の基本的な考え方 
 

  

  

 木津川市で地域福祉を進めるにあたって市民と市・社会福祉

協議会が目指す将来像と、これを実現していくための基本的な

方向を明らかにします。 
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１  地域福祉に係るまちの将来像（基本理念） 
 

●この計画は、第１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、今後もこれをめざすこととします。 

 

 

 

「思いやり あふれる笑顔 ひろがる輪」 
 

 

●本計画は、すべての市民が近隣の人のつながりを大事に育み、住民が中心となっ

た支え合いを広げていくことをめざします。 

●また、縦割りになりがちな福祉事業・活動を地域・住民参加という横糸でつなぎ、

住民のニーズに応じた総合的な福祉サービスの提供をめざします。 

●その実践には、住民・福祉事業者・行政等が役割を分担して一緒に取り組む、協

働の取り組みが一層重要になってきています。 

●めざすべき将来像「思いやり あふれる笑顔 ひろがる輪」は、これまでの５年

間で私たちが協働で育み、尐しずつ住民・地域の中に浸透してきています。 

●今後は、この理念をすべての市民が自分のものとし、思いやりの気づきや意識づ

くりをはじまりとして、地域の中で互いに支え、支えられ、あふれる笑顔で活動

する人を育て、つなぎながら地域福祉活動の輪を広げていきます。 

 

 

 

 

 

  

  

めざす将来像（基本理念） 

第１次計画の成果と課題を踏まえた本計画の視点 

◆福祉を通じた人づくり、地域づくり（若者や子どもが暮らし続けたいふるさとづくり） 

◆歳をとることが楽しくなる地域づくり （安心と生きがい） 

◆認知症、精神障がい、知的障がいなど外からわかりにくい病気や障がいへの対応 

◆生活困窮、DV、自殺防止、外国人支援など多様な課題への対応 

◆情報・人・場所・機会・仕組みの５要素の充実 

◆市民（ボランティア・NPO・事業者を含む）・社協・市の役割の明確化 

◆移動支援、住民参加型の有料サービスの育成など新たな仕組みづくり 
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２  将来像実現の基本目標 
 

●将来像の実現に向け、本計画の基本目標を次の通り定めます。 

「思いやり あふれる笑顔 ひろがる輪」 

～みんなで福祉のまちづくりを進めよう～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

１ 交流する地域づくり 

すべての住民がつながり、交流

するまちをつくります。 

(1) 地域のきずなを強化します。 

(2) 様々な立場の人々の参加・交流

を進めます。 

(3) 安全・安心な地域をつくります。 

(4) 集いの拠点づくりを進めます。 

 

   

２ 課題を解決する活動づくり 

福祉課題の把握から解決までが

円滑なまちをつくります。 

(1) 相談と的確な課題把握により、問

題の速やかな解決を図ります。 

(2) 健康・就労など自助を支えます。 

(3) 福祉サービスの有効な利用（提

供）を進めます。 

(4) 地域での支え合い活動を育みま

す。 

   

 

３ 地域福祉の基盤づくり 

福祉社会の基盤となる環境・情報・人・組織・ネットワークを強化します。 

(1) 命の尊厳、分け隔てのない共生の環境づくりを進めます。 

(2) 福祉の推進に必要な情報の整備・発信を進めます。 

(3) 福祉を支える様々な人材や団体を支援・育成します。 

(4) 地域福祉を推進する総合的な体制を強化します。 

 

地域の現場     ＜現場育て＞    福祉の現場 

＜仕組み育て＞ 
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３  地域福祉推進の枠組み 
 

●将来像実現に向けて地域福祉を推進していく上での枠組み（福祉圏域、担い手と

役割、協働連携のネットワークづくり）は、次の通り定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉圏域の設定 

基礎圏 

（自治会や区） 

活動支援圏 

（市・社協支所エリア） 

総合推進圏 

（市全域） 

◆自治会や区を基礎に、住民同士

のきずなづくりや支え合い活動

を育みます。 

・サロンや見守り活動、地域行事

の展開 

・集いや活動の拠点の確保 

・自治会・社協支部役員・民生児

童委員・自主防災組織等の連携 

◆市及び社協支所を中心に、福祉

サービスや各種ボランティア活

動の支援・育成を図ります。 

・地域ケア体制、地域福祉コーデ

ィネート、基礎圏の活動支援 

・各種地域組織・福祉事業所・団

体・専門人材等の連携 

◆市と社協の連携を軸に、各種機

関をネットワークして市全体の

総合的な福祉推進を図ります。 

・協働及び民間活動の環境整備 

（福祉制度・情報の整備 

人材・団体の育成・支援等） 

・市全体の地域福祉ネットワーク

形成とコーディネート 

・地域間連携・広域連携 
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地域福祉の担い手と役割 

地域組織 
・自治会は、住民の参加交流、世代間や

様々な立場の住民をつなぐ、地域のき

ずなづくりの基盤です。 

・社協支部役員、民生委員は、自治会と

連携して地域の福祉をコーディネート

するリーダーです。 

・各種地域活動団体、自主防災組織、老

人会等は、地域での支え合い活動の現

場の担い手です。 

福祉事業者等 
・福祉サービスを提供する社会福祉法人や

NPO は、良質なサービス及びこれに従

事する人材を育成・確保する主体です。 

・また、地域に参加して地域福祉活動を支

え、支えられる地域力の結集拠点です。 

・当事者団体は、様々な立場の人々の参加

交流、必要な情報の集約を担います。 

・福祉団体・ボランティア団体は、様々な

地域福祉活動の担い手です。 

住民 
・一人ひとりの住人は、福祉サービスの利

用者であり、地域の中で互いに支え、支

えられる地域福祉の主役です。 

・近所付き合いを基礎に、日頃の見守り合

いやちょっとした手助け、災害時の協力

に関わる主体です。 

社会福祉協議会 
・社協は、地域福祉の推進に関わる民間

の中心的な組織です。 

・各種福祉団体の交流・支援、地域組織

や民間の福祉事業者による福祉活動の

支援などにより福祉活動の現場を支え

る役割があります。 

・公共と民間のつなぎ役であり、行政と

緊密に連携して地域福祉の総合的・計

画的な推進拠点機能を担います。 

行政（木津川市） 
・公助福祉サービスを整備・提供します。 

・福祉祉関係の制度の運営・整備を担う

とともに、社協と緊密に連携して地域

福祉を総合的・計画的に進めます。 

・地域福祉の推進、民間福祉活動の良好

な展開に必要な環境を整備します（情

報・施設・財源・専門機関連携等）。 

・庁内関係部署の横割り連携や広域連携

体制を確保します。 

それぞれの役割を発揮しながら協働・連携 
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４  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、次の通りとします。 

 

将来像 基本目標 個別目標 施策・事業 

「思
い
や
り 

あ
ふ
れ
る
笑
顔 

ひ
ろ
が
る
輪
」 

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地域組織の強化 

（2）様々な交流の促進 
①広域的なイベントの実施 

②地域での交流の促進 

（3）安全・安心な地域づくり 
①災害から守り合うまちづくり 

②防犯・交通安全の推進 

（4）話し合いの場づくり 
①話し合いの機会づくり 

②地域の拠点づくり 

２ 課題を解決す
る活動づくり 

（1）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 

（2）健康で安定した暮らしづくりの支

援 

①主体的な健康づくりの支援 

②就労や生きがいづくりの支援 

（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支援 

②福祉サービスの充実 

（4）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「集う」活動の推進 

③「見守る」活動の推進 

３ 地域福祉の基
盤づくり 

（1）共生の環境づくり 
①権利の擁護 

②バリアフリーのまちづくり 

（2）情報の整備と発信 
①情報の整備 

②「届く情報」づくり 

（3）人材・団体の育成・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 

（4）運営基盤の充実 
①地域福祉ネットワークの形成 

②財源の確保 
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●各施策・事業は、各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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      施策・事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

木津川市 

主な取組 

      ▼ 

木津川市社協 

主な取組 

       ▼ 

              

   

 

協 働 

連携 

市民・地域 

1 参加交流：近所付き合いする・地域組織や様々な交流に参加する 

         安全・安心を守り合う・地域で話し合う 

2 自主自立：相談上手になる・健康と生きがいを育む 

         福祉サービスを主体的に利用・地域の支え合いに参加 

3 福祉推進：理解し合い、思いやる、福祉情報に関心を持つ・ 

         地域の一員として地域福祉ネットワークに参加する 

 

＜基本理念＞ 

思いやり 

あふれる笑顔 

ひろがる輪 

＜基本理念＞ 

思いやり 

あふれる笑顔 

ひろがる輪 

1 交流する地域づくり 

（1）地域のきずなづくり 

（2）様々な交流の促進 

（3）安全・安心な地域福祉 

（4）話し合いの場づくり 

2 課題を解決する活動づくり 

（1）相談と課題対応の体制づくり 

（2）健康で安定した暮らしづくりの支援 

（3）福祉ｻｰﾋﾞｽの有効な利用(提供)の推進 

（4）地域での支え合い活動の促進 

3 地域福祉の基盤づくり 

（1）共生の環境づくり 

（2）情報の整備と発信 

（3）人材・団体の育成・支援 

（4）運営基盤の充実 

転入者支援・自治会支援 

市行事等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化･多文化共生 

災害時避難行動要支援制度運用 
地域防災・関係機関連携 

空き家や公共施設利用ｼｽﾃﾑ検討 

近所付き合い運動・支部強化 

多様な集いの実施・支援 

避難行動要支援登録等の促進 
自主防災・地域安全活動促進 

地域懇談会の開催・支援 

 

相談窓口・課題把握・対応・連携 

健康推進・就労支援・経済的支援 

制度運用・各種認定・地域ケア 

協働事業推進・社協と連携した支援 

 

 

相談窓口・課題把握・対応・連携 

健康・生きがい・生活設計支援等 

制度外対応・ｻｰﾋﾞｽ利用支援 

ボランティア・地域活動振興 

 

 

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰのまちづくり・人権擁護等 

健康福祉情報の整備・紹介・発信 

社協支援・人事交流・職員育成 

地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ基盤・社協支援 

 

 

まちの環境点検・人権擁護等 

地域福祉活動情報の整備・提供 

地域福祉人材育成・福祉教育等 

地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ形成・運用 
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第４章 第２次計画における施策・事業の展開 
 

  

  

 木津川市で地域福祉を進めるにあたって市民と市・社会福祉

協議会が取り組む施策・事業の展開について明らかにします。 
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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。日頃の近所付き合いと地域組織の両面から、住民同士のつな

がりを強化していきます。 

 

① 近所付き合いのすすめ 

【現状と課題】 

・市民アンケートでは、近所付き合いの程度と地域活動への参加や課題解決力（情報

力・相談先・助け合いノウハウ等）は大きな相関があることがわかりました。しか

し、若い人や居住年数が浅い人、市外に通勤・通学している人などは、近所付き合

いをするきっかけがない、忙しくてできない、家族に任せているという人も多いの

が実情です。 

・市は、転入者や子育て層、外国人などの孤立を防ぐため、転入時に生活に必要な情

報を手渡し、外国人向けには英語版を配布してきました。転入者などに対し総合的

に相談を受け支援するボランティアの導入などが課題になっています。 

・自治会や社協支部役員など、地域の世話役からの働きかけも行っていますが、民間

では進めにくい面もあります。 

 

【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「近所付き合いのススメ」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 
・転入者に対して生活ガイド等とともに自治会や社協支部について案内

し、（本人の希望に応じて）該当する自治会や社協につなぎます。 
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                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

  

懇談会等の意見・提案から 

 

★わずらわしいことの中にヒントがある 

・地域への参加は面倒で、わずらわしいこともたくさんあるが、話し合ったり、

一緒に活動している中で、様々な知恵や工夫が生まれてくる。人生のヒント

にもめぐりあう。飛び込まないと何も生まれない。（住民） 

 

★転居者のための相談窓口があるとよい 

・かつては転居者のためのガイドブックを作って配布していたが、現在は作れ

ていない。（市） 

・転居者には、情報を渡すだけでなく、住民自らが地域のことを伝えたり、相

談に乗ったりすることが大事と感じる。（社協役員） 
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② 地域組織の強化 

【現状と課題】 

・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あり、本市で

は古くから地域に根付いてきました。 

・しかし、新興住宅や集合住宅などでは、地域組織がない、組織はあっても加入率が

低いといった状況がみられます。また、在来地域では、参地域人口の高齢化や世帯

規模の縮小化などにより、会員の減尐や、役員のなり手がいないといった状況もみ

られ、地域組織の先細りが懸念されています。 

・市民アンケートでは、忙しくて地域活動に参加しにくい 30～40 歳代の子育て世代

も、住民自治組織への参加で地域とつながっており、今後の意向は低くありません。 

・市や市社協は、自治会や社協支部の強化を支援していますが、住民同士で働きかけ

ていくことも求められます。40 歳代は、自治会や区よりも学校区の方がなじみや

すいこともわかりました。地域や世代によって参加しやすいつながりをつくってい

くことも重要です。 

 

【今後の方向】 

 ・地域への参加の基礎として、自治会や社協支部の組織化を進めます。 

 

【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を支援します（立ち上げ支援、継続支援

など）。 

・市社協として会員増強運動を展開します。 

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・連絡に努めます。 

・市全体の一体感とともに、多様な地域性、地域ごとのまとまりを大切に

します。 
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                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

  

 

★地域組織は住民を孤立させない 

・私の地域には宮司のいない神社も含め、３社寺の世話役を５人組、１人８年間、

65 歳から 70 歳代の住民が計 13 名で務める。男性は高齢になると孤立しがち

だが、役員たちは集れば地域の話をしている。女性はいきいきサロンに来てお

しゃべりをする。ひとり暮らしの方のことも特に気にするという感じもなく、

ともに暮らしている。習わしがうっとうしいこともあるが、それが結束を支え

る力にもなっているように感じる。（社協役員） 

 

★インターネットを活用して参加できないか 

・働いていると忙しい。インターネットを活用して地域のことがわかったり、参

加できるとよい。（住民） 

 

★合併後地域に元気がない 

・加茂地域は、３町合併後、元気がないように感じる。活力を創っていきたい。

（社協役員） 

 

懇談会等の意見・提案から 
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（2） 様々な交流の促進 

 ◆世代や障がいの有無などに関わらず、様々な立場の人々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あうとともに、

地域の中での日頃の交流を促進していきます。 

 

① 広域的なイベントの実施 

【現状と課題】 

・市では、様々なイベントを通じて市民同士の交流機会をつくっています。 

・社協では、支所ごとに、地域交流事業「ふれあいひろば」（市補助事業）を開催し

ています。世代間交流としては「餅つき」や「カルタ会」も実施しています。世代

別には、「子ども秋まつり」、「高齢者スポーツ大会」などを開催しています。 

・障がいのある人の参加交流としては、「障害者週間」に開催する人権文化のつどい

でパネル展示屋関係団体の紹介、各事業所による製品の販売などを行い、市民との

交流を促進しています。平成 32（2020）年の東京オリンピック・パラリンピック

に向け、障がい者スポーツへの関心が高まっていくことも予想され、市や市民には

これを障がいへの理解と交流促進の好機としていくことが期待されます。 

 

【今後の方向】 

・同じ立場の人々の交流を促進するとともに、立場の異なる人々が互いに知り合い、

交流する機会を充実していきます。 

 

【主な取組】 

市民は ・全市又は支所ごとに開催される様々な交流イベントに参加します。 

社協は ・多様な福祉団体・福祉事業者間・市民の交流機会を充実します。 

市は 
・障がい者スポーツ・アートの振興、障害福祉事業所でつくられた製品の

PRや購入など、様々な機会を捉えた参加交流の促進を図ります。 
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                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

懇談会等の意見・提案から 

 

★8万人規模のつながりを大切に 

・木津川市は、合併して大きくなったとはいえ、８万人弱の顔がみえる規模。

今まで以上に力を発揮して頑張れば、何とでも可能性が広がるのではない

か。小さいまちだからこそ、みんなで協力していくという方針が持てるとよ

い。つながりを大事にしていきたい。（団体） 

・この懇談会に参加して、障がいといっても色々な問題があることを知った。

理解し合う機会が大事だと思う。（団体） 
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② 地域での交流の促進 

【現状と課題】 

・現在、３世代で暮らす世帯は尐なくなり、地域の中でも世代間で交流する機会が減

っています。地域懇談会では、世代間交流の必要性が新旧地域に共通してあげられ

ました。 

・市民アンケートでは、障がいのある人に対する理解や差別解消は、地域や職場の中

などではまだ進んでいないと感じている人も尐なくないことがわかりました。現在、

障がいのある人は、人口の５％（20 人に１人）以上の割合となっていますが、身

近で接したことがないという人も尐なくありません。団体懇談会では、障がいのあ

る人も事業所も、地域の中での交流を重視していることがわかりました。障がいの

有無に関わらず、多くの市民が、障がいのある人に対する理解を促進するには、子

どもの頃からともに過ごす環境づくりが大事と考えています。 

・地域における年齢や障がいの有無を越えた交流を促進していくことは、みんなの課

題だといえます。 

・市や市社協では、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。市民アンケートでは、多くの市民が、地域活動では、趣味・文化活動、スポー

ツ・健康づくりなどに参加したいと考えていることがわかりました。住民同士で、

多くの住民が参加しやすい交流を創っていくことも期待されます。 

・集いに必要な機器・資材については、社協が貸出を行っているほか、活用余地のあ

る機材・資材を持っている地域もあり、地域相互の貸し借りができるような仕組み

づくりも必要です。 

 

【今後の方向】 

・同じ立場の人々の交流を促進するとともに、立場の異なる人々が互いに知り合い、

交流する機会を充実していきます。 

 

【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、高齢者など、各分野ごと

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 

・多文化共生施策を推進します。 

・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、障がい者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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                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

懇談会等の意見・提案から 

 

★「ここにいるよ」をプロジェクト化しよう 

・長く住んでいる人は障がいのある住民のことを知っていても､働き盛りの人､

若い人は知らない。知ってもらうのを待つのではなく、こちらから「ここに

いるよ」と声を発し、知り合う運動から始められるとよい。（団体） 

 

★地域のサークル活動から輪が広がった 

・障がい者は施設にいくものだと地域の人は考えているが、施設に入所・通所

していた長女と自宅・地域で過ごすことに決め、色々なサークルや人の輪に

入り、今では色々な人に支えられるようになった。障がいがあっても、高齢

者への応対などできることもある。（団体） 

 

★子どもたちとのつながり方が変わってきている 

・古くから菓子屋を営んでいる。自転車で菓子を買いに来る子がいるが、菓子

を買いに来るだけで、昔のようにおじちゃん・おばちゃんのところに買い物

に来るということではなくなっている。（見守り隊） 

 

★新興地域におけるまつり（フェスティバル）づくり 

・子どもたちがふるさとと思えるようなまちをつくりたい。みんなが参加でき

る「フェスティバル」をつくろうと話している。（住民） 
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（３） 安全・安心な地域づくり 

 ◆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敀から守る必要もあります。地

域の総力をあげて、安全・安心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】 

・地域防災の充実は全国的な課題であり本市も各種対応を進めています。市民向けに

は平成２６年にはハザードマップを全戸配布しました。また、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。 

・また、市と社協の連携により災害ボランティアセンターを設置し、災害時のボラン

ティア受入を円滑に行う体制づくりを進めています。 

・福祉関係では、平成２６年に「避難行動要支援者の避難支援プラン」を定め、避難

行動要支援者名簿を作成して登録を募集しています。また、７法人１１事業所と福

祉避難所に係る協定を締結し、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。 

・防災は、災害に強いまちづくりのみならず、市民が自らの地域を知り、日頃の安全

確保体制をつくることと密接です。社協では支部で「防災ワークショップ」を開催

し、マップづくり等を進めています。自主防災組織との連携の強化、子どもの多い

地域では保護者の参加も取り込んでいくといった参加体制の充実が課題です。 

 

【今後の方向】 

・災害ボランティアセンターの常設化、自主防災組織の活性化など、市民・地域の防

災力を高めます。また、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づくり、障がいや病気などに配慮した避難所･避難路の点検･

確保するとともに、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、地域ご

とに防災マップをつくります。 

・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 

・災害ボランティアセンターの運営、防災ワークショップの実施や、地域

における要支援者も含む災害時の助け合い活動に関するアドバイスや

情報交換をバックアップします。 

市は 
・避難行動要支援者連絡会議の設置・運営を行います。 

・災害ボランティアセンターの運営を支援します。 

 

 

 

 

                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

懇談会等の意見・提案から 

 

★きめ細かな地域防災体制が必要 

・避難経路や避難所の指定があっても、そこまで到達するための道が危険であ

る。地域ごとに点検して災害対策を考えていく必要がある。（住民） 

・今年の台風の際、避難勧告が流れたが、避難所となっている体育館では、普

段どおりバレーボールが行われていた。木津川市は、災害が尐ないが、今後

とも安全とは限らない。市民の意識も変えていく必要がある。（社協役員） 

・地域で避難訓練・避難生活訓練は実施しているが、まだ要支援者も含む訓練

にはなっていない。（住民） 
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② 防犯・交通安全の推進 

【現状と課題】 

・近年、刑法犯認知件数は、国・府・市ともに減尐傾向にありますが、窃盗や空き巣、

高齢者を狙った振り込め詐欺などは増加がみられ、若年者や子どもの間でのインタ

ーネット上のトラブルなども増えてきています。 

・交通事故は、国・府では減尐傾向にありますが、都市化が進む中、本市では増加が

みられます。高齢者や自転車の事故などは国・府・市を通じて増加しています。市

民アンケートや地域懇談会でも、交通量が多くて道路の横断が危険、子どもや高齢

者などの通行が心配といった意見が複数みられました。 

・防犯・交通安全は、警察による警らなどのみならず、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

地域ぐるみで見守っていくことが重要です。犯罪被害者については京都犯罪被害者

支援センターと連携して民生児童委員への情報提供を行っています。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

案内カードを実施するなど周知を図っています。 

・本市の各地域では、警察と連携した交通案全、防犯活動が展開し、児童の登下校を

見守る活動が活発な地域もみられます。今後とも、これらの活動に一層力を入れて

いくことが求められます。 

 

【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

地域ぐるみ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あい、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､見守り隊活動などを支援します。 

・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先などの情報を提供する

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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                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

懇談会等の意見・提案から 

 

★子どもたちに声をかけています 

・生徒は４歳ぐらいから中学生まで。小学生でも人目のない道を 40 分くらい

歩いてくる子どもがいる。夜８時台になると中学生でも心配。信号のない交

差点も多い。安全面が心配で、気をつけて帰るよう注意を促している。（見

守り隊） 

・紙芝居の活動をしている。子どもも高齢者も来る。子どもには、何かあった

らおじさんももう来られなくなるからと、行き帰りの交通に気をつけるよう

にと声をかけている。顔見知りをつくり、顔をつなぐことが大事と感じてい

る。（見守り隊） 
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（４） 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、安全・安心を守り合い、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 

【現状と課題】 

・前計画から課題となっていた住民懇談会（地域懇談会）を、本計画の策定にあたっ

て本格的に開催し、市・社協・住民の協働による地域づくりのベースができました。 

・市民アンケートでは、住民自らが地域について話し合っていきたい、集いを定期的

に持ちたいといった旨の記述が複数あげられました。 

・地域懇談会参加者からは、このような集いに参加してよかった、今は忙しくて活動

はできないが、このような集いがあれば参加していきたいといった声が多く聞かれ

ました。 

・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。 

 

【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。 

・市社協は、地域における福祉課題の分析や解決についてともに考える機

能を強化し、相談やコーディネート面でこれを支援していきます。 

市は 
・市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。 
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② 地域の拠点づくり 

【現状と課題】 

・地域懇談会では、住民の力の結集を促す場所や機会づくりが必要という声が非常に

多く出されました。子ども・子育て、障がい分野の団体からも、集いの場所の確保

についての課題があげられました。 

・集いの場所の確保については、利用したい施設の稼働率が高く、集いの予定が立て

にくい、利用料や利用手続きの面で使いにくい、使いやすい施設がない、専用の拠

点がほしいが確保できないなど、課題を抱えている団体や地域が尐なくありません。 

・一方で、公共施設や空き家など、利用余地のある施設もあります。これらを住民や

団体の集いに活用できるシステムの構築、施設情報や利用手続きなどを利用しやす

くすることも求められています。 

 

【今後の方向】 

・自治会や区ごとに住民が集う拠点を確保するとともに、福祉関係団体・当事者団体

等の活動拠点づくりを支援します。 

 

【主な取組】 

市民は 
・地域における集いの場を管理・運営していきます。 

・空いた施設などがあれば集いの場として提供していきます。 

社協は 
・各支部は、自治会や区と連携して集いの拠点確保を推進します。 

・市社協は、各支部による取り組みを支援します。 

市は 
・空き家・空き地活用のシステムをつくり、地域が有効利用できるよう図

ります。 

 

 

                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇談会等の意見・提案から 

 

★集いの拠点を確保したい 

・当尾の郷会館は、地域のきずなを支える拠点。未来に向けても維持したい。 

（住民） 

・集いの場所が遠いと移動が大変な人も多い。近くにあるとよい。（社協役員） 

・空き家を市が借り上げ、地域で使えるようにできないか。（住民） 

・障がい者団体が集える場所が地域内にない。事務局の拠点も含め、拠点を確

保できるとよい。（団体） 

・働くひとり親に平日の集いはきつい。土日に集える場所がほしい。（団体） 
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２  課題を解決する活動づくり 

（1） 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在宅介護支援セン

ター（市独自）、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

合的な相談機能が整ってきています。こどもの発達相談、こころの相談、身体障害

者・知的障害者相談会、精神障害者の相談をはじめ、専門的な相談対応の体制づく

りも進んでいます。しかし、相談内容の多様化・高度化が進んでおり、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、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。 

・社協では、総合的な相談受付のほかに心配ごと相談、法律相談を実施しています。

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。 

・しかし、「どこに相談したらいいかわからない」という市民が多く、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が課題です。 

 

【今後の方向】 

・ワンストップの相談受付体制づくりと、気軽に相談できる窓口の拡充を図り、相談

窓口情報の周知を図ります。 

・関係機関の連携による対応・解決力の強化を図ります。 
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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。 

・また、市民同士の相談（ピアカウンセリング）の機会を充実します。 

・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 

・相談のワンストップ体制を構築するとともに､気軽に相談できる窓口を

拡充し、相談窓口について周知します（インターネットも活用）。 

・多様化・複雑化する相談を受けられる人材を育成・確保します。 

・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。 

 

 

 

                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

懇談会等の意見・提案から 

 

★相談事業についての周知と適切な利用が必要 

・社協の心配ごと相談所・法律相談所事業は、３地域での開催については、自

分の地元では相談しにくいという人もいて適当と思うが、事業周知が進んで

いない。開催日のうち利用者がいない時もある。また、利用者の固定化もみ

られる。（社協役員） 
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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・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、福祉事業所・福祉団体などと連携し、地域課題の把握に努めています。地域

の中の課題把握機能は、今後一層充実していくことが期待されます。 

・市は、要援護者の安心を守るため民生児童委員や社協と連携して「あんしん SOS

カード」を配布しています。緊急時の対応は、市民・地域の課題でもあります。 

・各種見守り活動は、住民の生活課題の把握に有効であり、その機能を発揮できるよ

う環境を整えていく必要があります。見守り隊会員懇談会では、会員が住民の変化

に気付くことが多いことがわかったとともに、それをどのようにつないだらいいか

わからないといった問題も把握されました。「連絡フォームがあるとよい」「会員の

活動事例が知りたい」といった声もありました。 

・尐子高齢化、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、各種障害福祉相談員など、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。 

・心配される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 

・社協職員や地域のキーバ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

相談事や様々な課題に速やかに対応できるようにします。 

市は 

・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。 

・地域から連絡を受けた内容を分析し、速やかな対応につなぎます。 

・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。 
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                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

懇談会等の意見・提案から 

 

★気になることの「伝達フォーム」が決まっているとよい 

・地域の高齢者の変化（認知症の症状など）に気づいても、個人情報保護の流

れで（関係のつくり方が）前と違ってきているのが気になる。できれば社協

に知らせ、社協が間に立って動いてくれるとありがたい。（見守り隊） 

・気になることがあったとき、どこにどうやって知らせたらいいか。（社協に

伝達するにしても）ファクシミリやメール等による伝達方法（フォーム）が

決まっていると連絡しやすい。（見守り隊） 

 

★住民同士だから、一歩踏み込んだ関わりもできる 

・気になる問題は広げすぎず、民生委員、地域包括支援センター等に任せ、プ

ライバシーを大事に見守ることも大事。どんどん高齢者ばかりになるが、ど

こまで入っていけるかが問題となる。また、自分の地域にはまだないが、児

童虐待の問題が気になる。（社協役員） 

・個人情報の保護が取りだたされているが、顔の見える住民同士、心配のある

人の状況を互いに知り、対応していってもよいのではないか。（住民） 

・このような集いをベースに、住民同士、一歩踏み込んだ関わりも必要と感じ

た。（住民） 
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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、高齢者や障がいのある人が仕事を

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

セイフティネットも、専門機関と地域が連携してつくっていきます。 

 

① 主体的な健康づくりの支援 

 【現状と課題】 

・市民アンケートでは、高齢になってもできるだけ健康で自立していけるよう自己管

理していきたいという記述が複数みられました。健康寿命（日常生活に制限のない

機関）の伸長は社会的な課題であり、市は、平成 24 年に「すこやか木津川 21 プラ

ン 健康増進計画・食育推進計画」を策定し、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。 

・健康推進施策としては、健(検)診や予防接種、各種健康相談・指導・教室や講座な

どを通じて市民が病気や障がいなどの早期発見・早期対応に努め、市民が自ら心身

の健康チェックができるような情報提供システムづくりも進めています。 

・特に、こ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への対応が大きな課題となっており、

医療・保健・福祉・教育などの連携による対応を強化するとともに、ボランティア

によるサポートや地域の中での見守りなど、市民・地域の出番も増えています。認

知症は、要介護になる大きな要因となっており、予防から自分らしい日常生活の継

続支援、徘徊対策まで総合的な対策が必要です。 

・本市では、自殺防止にも力を入れており、講演会の実施、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、「こころの総合相談会」の実施、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

ーの育成などを進めています。今後に向けては「うつ病」等の正しい理解、関係機

関や地域のネットワークづくりが課題となっています。 

 

【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り組みや見守りなどを促進します。 

 

  



53 

 

【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・職場などでみんなで取り組

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、行きにくい若者への対応、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り組みを支援します。 

 

 

 

                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

懇談会等の意見・提案から 

 

★商店は住民の健康ウォッチャー 

・商店は高齢者等の変化を先に感じられる場所。家族が夫婦２人だけになり、

来ないな、元気がないなと思うとひとり暮らしになっている。認知症になる

と、買い物の仕方、お金の使い方などが変わってくる。（見守り隊） 
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② 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、生活の中の悩みや困り事は、自分や家族の「老後の暮ら

し」「心身の健康」「家計」が主たるものとなっています。子育て世代は、忙しく時

間的にも経済的にもゆとりがなく、子どもの教育や将来にも不安を感じています。

一方で、元気な高齢者の中には地域を支える戦力として活躍したい、シルバー人材

センターのようなシステムで仕事として取り組みたいといった意向がみられます。 

・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）を実施しています。ひとり親の就労準備支援（自立支援給付金事業）も実

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の取り組みが充実

しています。しかし、就業をめぐる環境は厳しく、また、生きにくい無業の若者の

問題なども心配されます。就労支援については、地域での仕事づくりも含め、保健・

福祉・教育などとの連携による総合的なアプローチが必要となってきています。 

・就労以外の経済的支援として、市は、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などを実施しています。 

・生活困窮者対策としては、市による生活保護・就労支援事業（生活困窮者就労支援

員を設置）のほか、社協による各種資金貸付事業（緊急援護資金、くらしの資金、

生活福祉資金）があります。これらは資金援助にとどまらず、生活自立に向けた生

活設計の支援、就労支援を含む自立支援、暮らしにくさを自ら解決するためのコン

サルテーションなどを含むものとなっています。貧困問題が社会的にも大きな問題

となり、自立支援の方策が求められている中で、このようなコンサルテーション機

能の重要性は一層増していくことも予想されます。 

 

【今後の方向】 

・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、就労や生活設計の支援をしていきます。 
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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。 

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。 

・各種資金貸付の機会を通じて自立支援を進めます。 

市は 

・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、市民の就労

を支援します。 

・シルバー人材センターの運営支援、女性センターによる女性の就労支援

などの推進を図ります。 

・障害者・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。 

・社協や各種専門機関と連携して、課題の把握・解決に向けての総合的な

ネットワークを形成します。 

・生活困窮者対策は、社協をはじめ、民生児童委員、就労支援機関ほか様々

な支援機関をネットワークして総合的な自立支援体制をつくります。 

 

 

 

                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

懇談会等の意見・提案から 

 

★若者が地域に定着するためにも仕事が必要 

・住民が安心して暮らし続けるためには、地域を元気にしていく必要がある。

地域の資源を生かし、ふるさとの魅力を感じながら若者が地域に定着し、ま

た、高齢者が生きがいを感じながら働けるよう、地域の特産物づくり、観光

振興など、地域に根ざした仕事づくりが進むとよい。（住民） 
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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、

これを通じて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、欲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、事業所選びに必要な情報が上位にあげられています。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、それが良好なサービス育成に

つながるよう、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。 

・福祉サービスは、当事者の主体性、自己決定に基づく利用が基本となります。自ら

の判断が難しくなっても、尐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。 

・高齢者では介護保険制度、障がい分野であれば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。認知症や障がいのため

判断能力に不安のある人の自己決定支援としては、社協が「福祉サービス利用援助

事業」を実施し、良好な効果を得ています。 

・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。 

 

【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目指します。 
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【主な取組】 

市民は 

・市民及び福祉事業所は、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。 

・日頃から福祉制度やサービスの情報に関心を持つとともに、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、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、市民に情報提

供していきます。 
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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有効に届く体制をつくっています。 

・制度のはざまを埋め、市民の支援ニーズに応えるため、市は社協に委託して「生き

がい対応型デイサービス事業」「高齢者等配食サービス事業」を実施しています。 

・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。 

・市内には、様々な福祉施設・事業者があります。サービス提供は、民間の福祉事業

者を主体としており、民間ならではの創意工夫を促すとともに、健全な経営と良質

なサービス提供について市や社協による支援、市民・地域との関係づくりが重要と

なってきています。 

・現在、新旧地域の別なく大きな課題となっている問題の一つに、車を運転しない人

に対する移動支援の問題があります。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。市民アンケートでは買い物の代行や外出時の車だしなどの助け合

いに前向きな意向もみられ、地域・住民の出番も期待されます。 

・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

局面は、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。 
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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、協力しあう関係を育みます。 

・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入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、子育てといった区分を越え、

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、障害程度の判定及び、介護保険運営協議会、自立支援協議会、

子育てネットワーク連絡会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、社会福祉法人の認可を通じて、福祉サービスの健全

な育成を進めます。 
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（4） 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。

ボランティア登録者数は増加を続けていましたが、最近は横ばいから減尐に転じ、

活動者の高齢化もみられます。 

・市民が参加している地域活動は、住民自治活動に次いで環境美化・清掃活動が多く、

市は、地域との協働事業として環境美化活動へのごみ袋の配布とごみの回収、住民

が清掃場所の里親になる「アダプトプログラム」を実施しています。福祉について

は、地域の自主活動に「地域福祉推進事業費補助金」を交付し、社協による地域支

援をバックアップしています。取り組み状況は地域によって様々です。 

・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実感が示されました。活動を広げるためには、まず情報が必

要、気軽に参加できる雰囲気、福祉教育、専門機関との連携、実費補助などが必要

との認識もみられ、対応が求められます。 

・市民の関心は、趣味・文化、スポーツ・健康、自然・歴史環境保全などの分野で高

く、これらと連携した活動推進も期待されます。地域活動への参加意向が最も旺盛

な高齢者層に着目し、市教育委員会・市社協・老人クラブ連合会が連携して高齢者

生きがい大学を実施運営し、地域とへています。 

・生きがいと活躍の場をさらに広げていくことも課題です。シルバー人材センターや

老人クラブの活性化支援とともに 

・学研地区を中心に企業の社会貢献との連携を進めていますが、企業、従業者、地域

との関係づくりは、相互に協議を進めていく必要があります。 

 

【今後の方向】 

・社協を地域福祉コーディネート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しく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、企業などの活力を生かした取り組みを活性化、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。 
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【主な取組】 

市民は 

・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。 

・若い人も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。 

・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核に、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作り

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

していけるよう図り、必要に応じて市民との協働事業や、市民・地域に

よる自主活動支援を行います。 

・社協とともにボランティア活動を促す PR 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。 

・企業や従業者が地域貢献活動しやすい条件整備を進めます。 

                   

   ■木津川市社会福祉協議会のボランティア活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：木津川市社会福祉法人ホームページ  
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③「集う」活動の推進 

【現状と課題】 

・本市では、社協を中心に高齢者、子育て、障がい分野など各種サロンづくりが積極

的に進められています。社協は、各種サロンへの助成金交付や立ち上げ相談などを

行い、地域ごとに住民の集いの場ができるよう支援に力を入れています。 

・高齢者については、ひとり暮らしや高齢者世帯を対象とする「高齢者のつどい・交

流会（励ます会）」を支所ごとに開催し、地域とのつながりを促進しています。市

内では、認知症カフェを実施する事業所もあり、社協もオープンを検討しています。 

・子育て支援では、市内２か所のショッピングセンター内で「つどいのひろば」を実

施し、親子の交流や情報共有の場として好評です。子育てサロンや子育てサークル

の支援は、子育て支援センターも積極的に行っています。ボランティアによる「お

もちゃの図書館」など乳幼児向けの活動が活発です。就学後の子どもの居場所につ

いては、市として放課後(こども)教室（京のまなび教室）」を市内４か所で開設す

るほか、民間の青尐年育成事業もあります。 

・障がいのある人については、社協「障がい児・者のつどい」を実施しています。 

・新たな社会不安への対応として、不登校の子どもたちの居場所、依存症の方々の自

立支援を行う NPO もあり、社協がその活動を支援しています。 

 

【今後の方向】 

・同じ立場の人々の集いを充実し、新たな社会不安にも対応していきます。また、地

域の中にすべての住民が集えるような集い（サロン・コミュニティカフェ等）を育

てていきます。 

 

【主な取組】 

市民は 

・様々な集いに積極的に参加し、できることでこれを支えていきます。 

・集いの中から、地域の中での様々な交流や助け合い、コミュニティビジ

ネスなどを育んでいきます。 

社協は 

・地域住民によるサロン活動を支援するとともに、各地域が交流してノウ

ハウ等を共有しあえるよう図ります。 

・新たな社会問題に対応した集いを、市民とともに育んでいきます。 

市は 

・民間と連携して虚弱な高齢者、認知症高齢者、子育て中の親子、障がい

児者が集い、地域に参加し、心配がある時は速やかに支援につなげるよ

うな体制をつくっていきます。 
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                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

懇談会等の意見・提案から 

 

★子どもたちに地域の力を貸してほしい 

・成人するまでを対象に青尐年に居場所を提供する NPO。子どもの支援は、

教育だけでなく、福祉、医療の三つ巴でないとできない。地域での顔の見え

る取り組みが大事である。思春期に問題が多いが、夢と希望を奪うのは子ど

もではなく大人。子どもは自信を回復すれば、放っておいても自ら育つ。同

情ではなく具体的な支援が必要。どうすれば安心して居られる場所をつくれ

るか。地域での心からの呼びかけが大事。中学生にもあきらめずに声かけす

れば安心して通学できる。大人の対応で生まれてきてよかったと思える。3

つの世代が力を合わせられるとよい。地域の力を貸してほしい。例えば、定

年退職者が数学や英語を教えてくれるなど、地域の人材バンクのような機能

があるとよい。（団体） 

 

★地域とともにある施設でありたい 

・アルコール、ドラッグ等の依存症者のためのリハビリ施設。当事者自身の力

を 引き出して回復していく場である。木津川市に受け入れられ、１年経っ

て利用者も落ち着いてきた。日に２回のミーティング、夜は教会のミーティ

ングを行っているが、もっと社会に参加していきたい。地域とともにある施

設でありたい。（団体） 

 

★地域のサロン運営が生きがいになっています 

・新しい地域でも孤独な高齢者などがいるかもしれないことからはじまった 

サロン。今では世話役の私の生きがい、元気のもととなっている。こんなに

やりがいがあるとは。このような活動がもっと広がると良い。（住民） 

 

★サロンに通うための移動支援が課題 

・地域のサロンには、比較的元気な高齢者が集う。元気な人は、様々な集いに

参加している。本当に来て欲しいのは、要介護認定は受けていないが、虚弱

で外に出にくい人たちである。参加したくても、移動が困難で参加できない

人もいる。声かけなどの働きかけ、移動支援などが必要と常々感じている。

（社協役員） 



64 

④ 「見守る」活動の推進 

【現状と課題】 

・孤立する高齢者、認知症や虐待の問題などへの対応の必要性が高まっています。本

市では、社協が事務局となり、関心のある地域住民を中心に市内商工業者もともに

活動する「見守り隊」を結成しました。市も介護保険事業所の見守り隊を立ち上げ

るとともに、ネットワーク会議を開催し、市民生児童委員・社協・在宅介護支援セ

ンターとともに高齢者を見守る仕組みをつくりました。 

・社協では、「小地域ネットワーク研修会（高齢者見守り隊研修）」を実施し、マップ

づくりなどを促進しています。また、高齢者等配食サービス、高齢者宅への花苗配

布（中学生も参加）なども見守りを兼ねて実施しています。これらの活動を地域の

横のつながりの中で広げていくことが課題となっています。 

・認知症高齢者の徘徊が増えており、平成 25・26 年には、市と社協の協働事業とし

て徘徊模擬訓練を実施しました。 

 

【今後の方向】 

・地域の生活課題の最前線、住民同士で声をかけあう関係づくり、災害時の支援体制

づくりなどの基礎として、地域における見守り活動を活発化していきます。見守り

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

かけあい、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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懇談会等の意見・提案から 

 

★「見守り隊ニュース」があるとよい 

・事業者は、商売人の視点で客に接しており、地域貢献との兼ね合いをこちら

から示す上では難しい点もある。対応事例などを教えていただければ、お節

介も躊躇なくできるかもしれない。個人情報とプライバシーは違う。ある程

度の情報は共有する必要がる。連絡してうまくいった、うまくいかなかった

などを「見守り隊ニュース」として出したらどうか。（見守り隊） 

 



66 

３  地域福祉の基盤づくり 

（1） 共生の環境づくり 

① 権利の擁護 

【現状と課題】 

・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。また、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、ともに人のつなが

りを考える機会を設けています。しかし、差別や権利の侵害は今も様々な場面でみ

られます。 

・平成 26 年の障害者権利条約批准により、全国的に障がいを理由とする差別の撤廃

が進められています。障がいのある・なしに関わらず、互いに認め合い、尊重しあ

う社会づくりはますます重要な社会的テーマとなってきています。 

・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

権利擁護・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。 

・虐待防止については、市に虐待防止センター機能を置いています。 

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

り組みは、今後一層強化していく必要があります。 

 

【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みんなでつくっていきます。 

 

【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。 

・虐待などに気づいたら速やかに市に連絡します。 

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（地域権利擁護事業）の充実を進めます。 

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。 

・虐待防止センターを運営し、虐待の防止と早期対応に努めます。 

・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。 
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                  ～各施策・事業の推進に向けてのヒント～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 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伸べるなど、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。 

 

【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。 

社協は 

・バリアフリーのまちづくりに必要な情報の整備・提供を進めます。 

・尐子高齢化時代に必要なバリアフリー化について、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。 

懇談会等の意見・提案から 

 

★障がいのある本人への人権学習も必要 

・障がいのある本人は、差別されていることに気づかないということ傾向もあ

る。本人への人権学習も必要である。（団体） 
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（2） 情報の整備と発信 

① 情報の整備 

【現状と課題】 

・公的な制度やサービスなどに関わる情報は、需給の状況を市が中心になって整備す

るほか、社協や福祉事業者、各種相談機関などにおいても情報の蓄積がみられます。 

・福祉サービスについては、事業者による情報公開や第三者評価による情報公開が進

んできています。 

・福祉ボランティア活動については、社協のボランティアセンター等を中心に団体情

報・活動情報を整備するとともに、各団体による活動紹介もなされています。 

・地域自らが、地域の福祉資源や地域課題について情報化していくことも重要であり、

社協は、防災ワークショップなどを通じてこれを促進しています。 

・これらの情報を整理して、市民への情報提供や、福祉課題の解決に向けた方策の検

討に有効に生かしていくことが重要です。 

 

【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）を整備していきます。 

・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。 

・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。 

・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。 

 

【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、各種パンフレットや相談窓口、各種

講演会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。 

・社協とともにこの計画の 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）。 
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（3）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 

【現状と課題】 

・次代を担う福祉教育の推進として、教育と福祉との連携により「わが町の福祉体験

学習」「児童・生徒のボランティア活動の奨励と支援」などを進めています。 

・市は、福祉事業等を担う専門人材について、府や専門機関の研修情報の提供や参加

促進を図り、育成・確保に努めています。また、生涯学習活動を通じて地域リーダ

ーや地域活動の担い手の育成に努めています。 

・市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おり、各事業者・団

体でもそれぞれ人材育成への取り組みが展開し、スタッフの育成をはじめ、インタ

ーンシップや体験学習の受け入れ、ボランティア人材の養成も行われています。 

・今後とも、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

キル確保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からボランティア人

材、地域活動に参加する意識のある市民を育てていきます。 

 

【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人事交流などにより、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。 

・外部研修の活用、社協や福祉事業者等との人事交流などにより、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・斡旋、研修受講の支援など

を行っていきます。 
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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、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。 

・老人クラブや障がい児者団体をはじめ、様々な当事者団体は、それぞれの立場の人々

の交流と社会参加の基礎、情報の共有やニーズを集約する機能があります。 

・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。それは経済面、活動拠点や設

備・資材、情報支援など様々なで、各種助成制度情報の提供なども行っています。 

・各団体では、活動拠点の確保、会員の増強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、障がい児者団体をはじめ、様々な立場の人々の参加と交流

の基礎となる当事者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 

・市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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（4） 地域福祉の推進体制の充実 

① 地域福祉ネットワークの形成 

【現状と課題】 

・現在、本市の福祉を支えるネットワークは、高齢、障がい、子育てなどの分野ごと

に形成されています。市民のネットワークとしては、自治会、民生児童委員、ボラ

ンティアなどがあり、社協がその中核を担っています。ボランティアセンターには、

地域福祉コーディネートの機能をおいています。 

・各分野では、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

ど分野間の連携が求められており、特に地域では住民を主体とする総合的な地域福

祉の推進が重要となってきています。 

・本計画では、福祉圏域を確定し、それぞれの機能に応じたネットワークづくりを進

めていくことなります。そこでは、多様で重層的なネットワークを「地域福祉ネッ

トワーク」としてとりまとめ、それぞれが動きやすい無理・無駄のない関係をつく

っていくことが重要であり、必要なこと・できることを的確につなぐ地域福祉コー

ディネーターの機能を強化していくことが求められます。 

・本計画も、市と社協で事務局や協議の体制を一体化して作成しました。協働の基礎

として、今後ともこの体制を維持・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】 

・各分野間の連携、専門人材からボランティア人材を結ぶ総合的な地域福祉ネットワ

ークを構築するとともに、地域福祉コーディネーターの機能の強化を図ります。 

 

【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、総合的な地域福祉ネ

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。 

・総合的な拠点機能の強化を目指し、福祉事務所機能をもった施設整備 

を検討していきます。 
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② 財源の確保 

【現状と課題】 

・現在、地域福祉活動は、社協を中心に進められています。社協では、会員会費、福

祉バザー、赤い羽根共同募金や歳末助け合い募金、ボランティア基金の管理を行い、

団体及び活動の支援に還元しています。 

・社協の財源は、介護保険事業を中心とするサービス事業者としての収入が約半分を

占め、次いで補助金、受託金が多く、会費収入は約３％となっています。支出は、

人件費が約６割（但し介護保険事業所分も含む）を占め、事業費、事務費がこれに

次ぎ、助成金は約３％です。 

・今後は、会員増強により会費収入を確保するとともに、社協・各福祉団体ともに収

支を伴う事業の充実、外部助成金の獲得などを進めていくことも重要です。 

 

【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、地域福祉を推進していきます。 

 

【主な取組】 

市民は ・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、各種団体等と連携して運営基盤を強化し

ます。 

市は 
・民間の地域福祉ネットワークの中核としての社協の運営基盤強化を支 

援します。 
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第５章 計画の推進に向けて 
 

  

  

 計画の確実な実現に向けて、推進の体制と進行管理のあり方

を明らかにします。 
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１  推進体制 
 

●庁内推進体制の整備 

  この計画の推進にあたっては、福祉・健康・教育・文化・就労・環境・危機管理・

住民自治・建設・情報をはじめ多方面にわたる総合的な取り組みが必要であり、庁

内各課との緊密な連携の上で施策の推進を図ります。 

  庁内体制の整備にあたっては、各計画の策定に際して設置している関係課長会議

を充て、テーマによっては部課を絞った専門的・集中的な協議も行います。 

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

り組み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

との人事交流を行い、市役所の全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、さらなる取り組みへとつなげていけるよう図ります。 

 

●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、現計画部会を母体に、民生児童委員協議会、子育て

ネット、各障害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（住民懇談会）を構築していきます。 

 

●協働の推進体制の設置・運営 

  この計画の推進は、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協働の推進体制 

計画策定委員会⇒（仮称）地域福祉推進委員会 

市民による推進 

社協計画部会等 

市による推進 

庁内担当者会議 

分野別推進 

各計画別の推進体制 

地域別推進 

支所・地域ごとの推進体制 
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２  進行管理 
 

●PDCAサイクルによる進行管理 

この計画の推進にあたっては、協働の推進体制（（仮称）地域福祉推進委員会）

を中心に進捗状況を確認するとともに、庁内各課及び社協事務局職員、（仮称）地

域福祉推進委員会の各委員は、それぞれの関係分野における進捗の点検を行い、（仮

称）地域福祉推進委員会を開催してこれを共有・確認し、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。 

この計画の推進では、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ＰＤＣＡサイクルを展開していくこととします。 

 

 

■計画の進行管理のイメージ 
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実践 

継続的改善＝将来像の実現、地域福祉の広がり 


