
⑤ ８人

④ ３人

③ ３人

② ３人

① １人

⑤ 👤 １人

④ 👤👤👤👤👤👤 ６人

③ 11人

② 👤👤👤👤👤👤 ６人

① 👤👤👤👤 ４人

Ｈ27 ○

Ｈ28 ○

Ｈ27 ○

Ｈ28 ○

所管課

　②地域組織の強化

⑤ 👤👤👤👤👤👤 ６人

④ 👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤 10人

③ ８人

② 👤👤👤👤 ４人

① 👤👤👤👤👤 ５人

⑤ 👤👤👤 ３人

④ 13人

③ ５人

② 👤👤👤👤👤👤👤 ７人

① 👤👤👤 ３人

問題点（課題） 解決策

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤

👤👤👤

👤👤👤

👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

社協の認知度が低いので、ガイドブックを配
布して活動を知ってもらう。

・交流の範囲が限られていて、広がりがな
い

・小さい単位での集まりを増やしていく（高
齢者交流会や世代間交流など）
・助け合い、共助の体制を作る
・地域の行事に参加する・地域の大きさ、規
模に合った取り組みをする

進捗状況 着眼点

・自治会と社協の協力
・イベントを開催すると交流が深まり、社協
を知ってもらう機会になる。

👤👤👤👤👤👤👤👤

問題点（課題） 解決策

西木津川台支部発足
支部のない地域への働きかけ

　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。

・そもそも転入者が少ない
・新しい人には近所で声をかけて
いる

現　　状

アンケート結果（出来ている　⑤　④　③　②　①　出来ていない）

現　状

問題点（課題）

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

　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。

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

今後の取組（解決策）

・ＰＴＡと一緒に活動することによって若い
世代と交流が出来る。

　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。

　平成29年度から市民課窓口に社協案内パンフ
レットを設置し、転入者に配布してもらっている

　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。

　あらゆる機会を通じて社協のＰＲと会員拡大のための取組を進め
る。

社会福祉課

計画内容（主な取組）

計画内容（主な取組） 現　状

　住民自治組織、社協支部の
設置、参加促進に努めます。

・自治会への加入が減っていると
ころもある
・旧の地域では自治会も社協会員
になっている人が多い

・自治会も社協も同じような行事をやって
いる

・南加茂台では地域と学校が協力
して草刈りを行っている
・PTAとの協力がある

・支部活動を充実させると行事が多くな
り、役員の負担が増える

　支部活動を活性化します。

支部組織の充実
支部組織作り

・支部役員の後任の育成
が難しい
・地域差が大きい
・新興地域への働きかけ
が難しい

・現状維持にとどまっている。新
しい取り組みができない
・支部単位の行事が増えてきた
・支部での交流会やサロン活動が
増えた

・新興地域への働きかけ不足
・旧町でも活動がない地域がある
・社協の活動とご自身の生活との接点が感
じられず身近な存在になれていない

・介護事業所へ情報を提供し、利用者へも啓
発する
・地域住民に支部組織がないことで地域づく
りが進みにくいことの危機感を持ってもらう

西木津川台支部発足
支部のない地域への働きかけ

解決策

　支部組織づくり、会員増強
運動を支援します。

会員増強運動

・退会者が多い
・メリットがないと断ら
れる
・社協を知ってもらう機
会になっている

8,983件（個人8,727件、賛助250
件、団体6件）               
計10,118,000円

・全体的な会員数は減少傾向にあ
る
・新規加入の努力もしているが退
会も多い
・取り組みとしてはできている
が、役員の力による地域差があ
る。

・会員になることのメリットを求められる
・地域によっては新規加入はなく継続のみ
の場合もある
・若い世代の入会が少ない・職員の啓発意
識が低い

・地域で役員をするようになって
から顔見知りが増えた
・老人会やサロンへの参加で交流
の機会が増えた
・丁目ごとの集まりを開催してい
る
・道作りに若い世代も参加してい
る
・犬の散歩で会話がある

・社協の啓発
・会費１０００円の使い道の透明化
・行事の参加費に会員、非会員で差をつける
等「メリット」を明確にする

8,938件（個人8,698件、賛助236
件、団体4件）               
計10,047,000円

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

計画内容（主な取組） 現　状 問題点（課題）アンケート結果（出来ている　⑤　④　③　②　①　出来ていない）
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Ｈ27 ○ 西木津川台支部発足

Ｈ28 ○

Ｈ27 ○

Ｈ28 ○

所管課

支部活動の活性化
新興地域への働きかけ

8,983件（個人8,727、賛助250、
団体6）
4～7月強化月間として増強運動
を実施

8,938件（個人8,698、賛助236、
団体4）
4～7月強化月間として増強運動
を実施

解決策
進捗状況 着眼点

計画内容（主な取組） 現　状

総　務　課

総　務　課 　市内33地域の全地域長を招集し、年２回地域長
会議を開催し、連絡や検討事項協議などを行って
いる。また、毎年各地域からの要望を収集し、回
答するなど、地域要望を傾聴する機会を設けてい
る。

事業 平成２６年の状況

　支部組織づくりや活動の活
性化に取り組みます（立上げ
支援、継続支援など）。

支部組織の充実
支部組織作り

・支部役員の後任の育成
が難しい
・地域差が大きい
・新興地域への働きかけ
が難しい

取組状況

　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。

総　務　課 　地域長会議の他に旧町単位で地域長を招集し、
年１回ブロック会議を開催して地域特有の問題等
に対応している。

　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。

・社協の啓発
・会費１０００円の使い道の透明化
・行事の参加費に会員、非会員で差をつける
等「メリット」を明確にする。

現　　状 問題点（課題）計画内容（主な取組） 今後の取組（解決策）

　自治会コミュニティ活動に対し地域活動支援交
付金を交付するとともに、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。広報紙には毎
月自治会加入促進記事を掲載し、自治会設立前の
団体にも印刷機使用や用紙提供も行っている。

・地域住民に、支部がないことによる地域差
が生じていることの危機感を持ってもらう

　社協として会員増強運動を
展開します。

会員増強

・退会者が多い
・メリットがないことを
理由に加入を断られる
・社協を知ってもらう機
会になっている

・役員が協力し法人会員増強運動
を実施

・会員になることによるメリットを求めら
れる
・地域によっては新規加入はなく継続のみ
の場合もある
・若い世代の入会が少ない・職員の啓発意
識が低い

・助成金や備品の貸し出し、情報
提供

支部がない地域がある（梅美台、州見台、
城山台）

問題点（課題）

　交付金、補助金制度をより実効的に、行政改革の観点から見直し
を図る。また、自治会加入促進対策にも引き続いて取組んでいく。

　年２回の地域長会議を継続し、意思疎通を図りながら連携を強め
る。

　ブロック会議を継続し、地域内での懸案事項や課題を相互共有で
きるよう努めていく。

　市内人口増加による地域活動支援交付金の支出
総額の増大、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。

　各地域における副地域長人数や、任期の不均衡
がある。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。

2



（２）様々な交流の促進

　①広域的なイベントの実施

⑤ 👤👤👤👤👤👤👤👤 ８人

④ 👤👤👤👤👤👤👤 ７人

③ ６人

② 👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤 10人

① 👤👤👤 ３人

Ｈ27 ○

Ｈ28 ○

所管課

　②地域での交流の促進

⑤ 👤👤👤👤 ４人

④ 👤👤👤👤 ４人

③ ４人

② 👤👤👤👤👤 ５人

① 👤👤👤 ３人

問題点（課題） 解決策

・事業自体も地域の中で定着しつ
つあり参加者も多くつながりづく
りができている
・ふれあいひろばの野菜市は貴重
な資金源になっている

障がい児者の集い（交流会12
名・バス旅行66名）

全市又は支所ごととに開催さ
れる様々な交流イベントに参
加します。

　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、々
な機会を捉えた参加交流の促進を図ります。

社会福祉課

事業

　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。 福祉ふれあいま

つり
障がい児者の集
い

・どの事業も盛況である
・参加者の意見も内容に
反映できている
・多くの方の交流の場に
なっている

計画内容（主な取組） 現　　状

取組状況

・加茂のふれあいひろばでは、白
菜やお米など目玉商品があり集客
につながっている

👤👤👤👤👤👤

アンケート結果（出来ている　⑤　④　③　②　①　出来ていない）

問題点（課題）

Ｈ27 ○

高齢者交流会
世代間交流

計画内容（主な取組） 平成２６年の状況

・社協広報紙「きずな」への掲載、チラシ
の戸別配布等行っているが「知らなかっ
た」と言われる方もおられ、周知が難しい

問題点（課題）
着眼点

　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
必要です。

アンケート結果（出来ている　⑤　④　③　②　①　出来ていない）

・広報車の活用

解決策

👤👤👤👤

・外国の方や障がい者に対して声
をかけづらい

解決策
進捗状況（〇

△×）

今後の取組（解決策）

取組状況
現　状

進捗状況（〇
△×）

・交流会の中で誰でも出来て楽しめること
（玉入れなど）をしてみんなで楽しむ
・国籍や障がいの有無等にかかわらない
「ソーシャルインクルージョン」の意識を
持って行事の企画をする

着眼点
現　状 問題点（課題）

解決策現　状

・地域での交流、集まる場に来られない
・配慮が行き届いているかを検証する機会
がない

　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。

・参加者の楽しみの一つ
になっている
・参加人数の減少
・支所ごとに取り組み方
は違うが、地域に根付い
た事業になっている

木津（春のつどい167名、励ます
会106名、世代間交流101名）
加茂（春のふれあいのつどい83
名、世代間交流165名）
山城（一人暮らし高齢者のつど
い38名、世代間交流132名　）

○

木津（春のつどい163名、励ます
会109名、世代間交流163名）
加茂（春のふれあいのつどい99
名、世代間交流149名）
山城（一人暮らし高齢者のつど
い97名、世代間交流101名）

事業

計画内容（主な取組）

計画内容（主な取組） 平成２６年の状況

・広報不足な点もある ・TwitterやFacebookの活用により若い世代
への周知を図る

障がい児者の集い（交流会24
名・バス旅行56名）

問題点（課題）

　市障害者スポーツ大会実施や府ふれあい広場へ
の参加をしている。また、市役所で授産製品販売
を行うための支援をしている。

　障害者スポーツ大会は、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。

　引き続き障害者スポーツの推進と授産製品ＰＲ、支援に取り組
む。

計画内容（主な取組） 現　状

・年々参加者が減っている
・29年度より地域での実施に移
行。より小さい地域で顔が見える
関係づくりへ

・地域によっては今までの実績がなく実施
が難しい地域もあるのではないか
・役員への負担感が強くならないようにし
ないと継続が難しくなる

・イベントがやりやすい環境作り
・実施できていない地域への働きかけ
・無理なく開催できるような工夫の提案

Ｈ28
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所管課

現　状

　市内全域における子育て支援体制の充実を図る。

　事業の一層の充実を図る。コーディネーターと打合せ等の機会を
増やすことにより育成を図る。また、広報、チラシによる募集のほ
か、民生委員、女性の会等の団体に呼びかけを行い、ボランティア
確保に努める。

　今後も継続して様々な立場の方が参加しやすいイベントを開催し
ていく。

・返却された機材の確認（特にポップコー
ン機や綿菓子）
・破損されている場合の対応
・車いすの整備

・返却チェックリストの活用
・わかりやすい、見やすい貸出品一覧の作成

問題点（課題）

　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。

　市内４つの地域子育て支援センター、２つのつ
どいのひろば、２つ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
として活用されている。

　地域の手話通訳者・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。

解決策

　コーディネーターの育成と地域のボランティア
確保

　地域子育て支援センター等の交流の場に参加し
づらい子育て中の親子への支援。

支所で車椅子の無料貸出を実施
し、団体行事に活用いただいて
いる
借用団体の広がりがない

・イベント用資材の貸し出しも多
い。テント、輪投げ、ポップコー
ン機、綿菓子など
・周知もあまりしていないからか
同じ団体が借りられることがほと
んど
・車いすの貸し出しは住民以外に
もケアマネ等からの問い合わせも
多い

進捗状況（〇
△×）

着眼点

Ｈ28 ○

支所で車椅子の無料貸出を実施
している
貸出機材の充実
機材のメンテナンス、把握が難
しい

平成２６年の状況
取組状況

　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。

福祉機器・資材
の貸し出し

・たくさんの団体に借り
ていただいている
・返却の確認、把握が難
しい
・車いすの他の福祉用具
はないかと問い合わせが
ある

Ｈ27 ○

計画内容（主な取組） 事業

社会福祉課

こども宝課

　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を実施している。
（京のまなび教室推進事業）

　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、障がいのある人や外国人
など様人々が参加しやすいかたちとなるよう図
ります。

社会教育課

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）
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（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

⑤ 👤👤👤👤 ４人

④ 👤👤👤 ３人

③ 14人

② 👤👤👤👤👤👤👤👤 ８人

① 👤👤👤 ３人

⑤ 👤👤👤 ３人
④ 👤👤👤👤 ４人
③ 12人
② 👤👤👤👤👤👤👤 ７人
① 👤👤👤👤👤👤 ６人

⑤ 👤👤👤👤👤👤👤 ７人

④ 👤👤👤👤👤👤👤 ７人

③ ７人

② 👤👤👤👤 ４人

① 👤👤👤👤👤👤👤 ７人

所管課

　②防犯・交通安全の推進

⑤ 👤👤👤👤 ４人

④ 👤👤👤👤👤👤👤👤 ８人

③ 15人

② 👤👤👤👤 ４人

① 👤 １人

アンケート結果（出来ている　⑤　④　③　②　①　出来ていない）

　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。

　社会福祉協議会と情報を共有している。

　特になし。

・災害ボランティアの研修への参
加、実施
・災害ボランティア登録の推進
・支部での防災ワークショップ開
催
・地域防災活動への補助金
・平成29年10月29日登録災害ボラ
ンティアの広域（郡内）研修実施

計画内容（主な取組）

　所属職員が運営委員となり、災害ＶＣの運営を
支援している。

・高齢夫婦で歩きづらく避難所まで行けな
いケースもある等、避難に支援が必要な
方々への支援体制が確立されていない

問題点（課題） 今後の取組（解決策）

問題点（課題） 解決策

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

・災害ボランティアの登録を増やし、情報発
信を行う等広く啓発する
・自主防災組織と社協支部の協力体制の構築

・社協がつながりづくりの一つとして防災
に取り組んでいることが、地域の自主防災
組織に知られていないところもある
・自主防災組織の無い地域もある
・地域による見守りマップの取り組みに差
がある

・社協が防災の取り組みをしていることを発
信する
・見守りマップを防災マップにつなげる

　防災連絡会議等の設置・運営を図ります。

現　　状

　特になし。

　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。

　災害ボランティアセンターの運営を支援しま
す。

危機管理課

　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。

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

　防災訓練・避難訓練等に積
極的に参加します。

アンケート結果（出来ている　⑤　④　③　②　①　出来ていない）

　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。

・社協、区、民生、自主防災組織が協力して
避難体制をつくる
・防災をきっかけにして地域づくりを進める

👤👤👤👤👤👤👤

　防災会議を開催し、地域防災計画の見直しを実
施している。

　災害ＶＣが市民に十分浸透していない面があ
る。

着眼点

危機管理課

社会福祉課

・地域によっては登下校の見守り
は出来ている
・サロンで詐欺の注意喚起

・サロン等の集まりで警察や消費者センター
から話をしてもらう。

計画内容（主な取組） 現　状

・常設型災害ボランティアセン
ター設置
・木津川市防災訓練参加45名

・災害ボランティアセンターのの運営内容
がわかりにくい
・自主防災組織と社協支部との連携がない
地域もある

・自主防災組織が確立している地
域では小さい単位で訓練できてい
る

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況

災害ボランティ
アセンター
地域防災活動の
支援

・常設型災害ボランティ
アセンター設置へ向けて
準備中
・地域防災活動への補助
金

解決策

現　状 解決策
取組状況

進捗状況（〇
△×）

・ハザードマップの確認をしてい
る
・避難情報が出たら支部長が気に
なる高齢者のところに訪問や電話
をしている

・自主防災組織と社協支部の協力連携不足

・見守りのマップを毎年更新して
いる
・自主防災組織が確立している
為、訓練している

問題点（課題）

Ｈ27 ○

問題点（課題）

・災害ボランティア関係の情報発信
・自主防災組織と支部との見守り対象の共有
・常に準備をして訓練をする

Ｈ28 ○

・木津川市防災訓練参加14名
・先進地視察（南丹市）
・災害ボランティア研修（講演
会）
・災害ボランティア登録開始

　今後も継続。

　今後も継続。

　引き続き、災害ＶＣの運営支援に努めるとともに、市民へのＰＲ
強化のための取組みへの協力を行う。

計画内容（主な取組） 現　状

・下校時の見守りが少ない。
・旧村に危険な場所が多い。
・大人が安全に配慮しすぎることで、子ど
もが自分で状況判断して身を守れなくなっ
ているのではないか（歩行者優先）
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⑤ 👤👤👤👤👤👤👤 ７人

④ 12人

③ ９人

② 👤👤👤 ３人

① 12人

所管課

　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。

解決策

事業

・問い合わせや相談に対して関係
機関につないでいる

・あまり相談者が多くない ・他機関の情報収集

解決策
着眼点

計画内容（主な取組）

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

アンケート結果（出来ている　⑤　④　③　②　①　出来ていない） 現　状

取組状況
現　状

問題点（課題）

問題点（課題）

　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。

計画内容（主な取組）

心配ごと相談

・近所で知らない人がウロウロしていたら、
声をかける。
・年齢を問わず挨拶し続ける。

月１回支所で実施
Ｈ27 ○

社会福祉課

　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。

相談件数11件

○
相談件数16件

Ｈ28

・各地域の福祉委員が隊員となっ
ている
・役員の任期が終わると見守り隊
員の意識も終了してしまう
・防犯、交通安全は見守りの延長

・役員以外の見守り隊員の養成ができてい
ない。見守り隊員の整備
・見守り隊の啓発

・登下校の見守り等、警察との連携・認知症
サポーター養成講座と一緒に見守り隊もア
ピール（キャラバンメイトにもＰＲ）

Ｈ28 ○

商店企業の見守り隊研修の開催

・子ども同士の挨拶がない。
・中学生に挨拶をしても返事がない。

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

進捗状況（〇
△×）

・中学校で挨拶運動を行ってい
る。
・挨拶は防犯につながることを
知って、挨拶を推進している

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

平成２６年の状況

○

見守り隊活動

・養成講座を実施
・地域での見守り強化が
必要

Ｈ27

　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。

問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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。

　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。

　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。

計画内容（主な取組） 現　　状

危機管理課 　特になし。

　なし。

　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。

　犯罪被害者支援制度が市民に十分浸透していな
い。

　今後も継続。

　現状の取組を継続。

　地域への働きかけが必要。

　広報活動をより一層推進する。

観光商工課

社会福祉課
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（４）話し合いの場づくり

　①住民が話し合う機会づくり

⑤ 👤👤👤👤 ４人

④ ８人

③ ９人

② 👤👤👤👤👤👤👤 ７人

① ４人

⑤ 👤👤👤👤👤👤 ６人
④ 👤👤👤👤👤👤👤 ７人
③ 👤👤👤👤👤👤 ６人
② 👤👤👤👤👤👤👤👤👤 ９人
① ３人

⑤ 👤👤👤👤👤👤👤👤👤 ９人

④ 👤👤👤 ３人

③ 👤👤👤👤👤👤👤 ７人

② 12人

① ２人

所管課

　②地域の拠点づくり

⑤ ４人

④ 👤👤 ２人

③ 13人

② 👤👤👤 ３人

① 12人

参加者が関係者ばかりで本当に
困っている方の声を聞けている
のか
課題を分析して地域に返せてい
ない
懇談会の意見からサロンが立ち
上がった支部もある

着眼点

・区の会議などに地域の問題について提言
ができていない

・人を集めるのが難しければ、サロンなど人
が集まっている所で懇談会を行わせてもらう

👤👤

問題点（課題） 解決策

計画内容（主な取組）

計画内容（主な取組） 現　状

・参加者が限られている　    　
・懇談会がきっかけでサロンが出
来た地域がある

・懇談会では人は集まらない。
・懇談会で出た意見をまとめて、分析し活
動につなげられれていない

　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。

事業

　自治体や区による話し合い
の集いを育み、参加します。

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

現　　状

　地域における集いの場を管
理・運営していきます。

・集会所が使いにくい（狭い・水洗トイレ
でない・火が使えない等）
・男性サロンの参加者が増えない。

平成２６年の状況

・地域で話し合って趣味を生かし
たサークルができている地域、食
事会を通して、顔見知りが増え挨
拶できる関係ができている地域
等、つながっている地域もあるが
すべてではない

・活発に行事をすると、金銭の負担がかか
る
・農家、若い人、サラリーマンの参加が少
ない。

・趣味を生かして人が集う場を作る。
・行事の相談をして大勢で考えると人が集ま
りやすい
・地域の祭りは参加しやすいのでつながりづ
くりに生かす

👤👤👤

・区や自治会で開催される会議などをうまく
活用して、住民がみんなで地域の課題を考え
る機会を作っていく

👤👤👤👤👤👤👤👤

・区の会議はあるが、近所同士で
地域の問題について、話をしない

問題点（課題） 解決策現　状

今後の取組（解決策）

　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、本計画に反映させている。

アンケート結果（出来ている　⑤　④　③　②　①　出来ていない） 解決策

・老人会の集まりはあるが、新規
のサロンは出来ていない地域や、
消防団や子ども会等の団体と連携
して行事に取り組んでいる「里山
保全会」がある地域など様々

・体操、健康麻雀等他のサロンで人気がある
メニューを提案する
・畑の休憩時間を共有して集まる等、地域に
応じた集まり方が提案できるよう情報収集す
る

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

　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支援
していきます。

地域懇談会
団体懇談会

・毎年開催している
・開催の趣旨が参加者に
理解されていない？ Ｈ27 △

Ｈ28

　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。

計画内容（主な取組） 現　状

・各支部での実施できている
・いただいた意見の分析ができて
いない

社会福祉課

・参加者が関係者ばかり
・内容を一度ですべて聞き取れない

　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。

地域懇談会
団体懇談会

・毎年開催している
・開催の趣旨が参加者に
理解されていない？・

Ｈ28 ○
地域懇談会（梅谷27名、相楽台
24名、加茂31名、神童子15名、
南綺田10名）

△

地域懇談会（木津区35名、西木
津川台24名、瓶原19名、南加茂
台31名、上狛24名、棚倉10名）

・各支部での実施できている
・でた意見の分析ができていない

Ｈ27 ○

進捗状況（〇
△×）

アンケート結果（出来ている　⑤　④　③　②　①　出来ていない）

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤

計画内容（主な取組）

　社協支部単位での地域懇談
会等に積極的に参加します。

取組状況

　地域懇談会の参加者が一部の地域役員等がほと
んどであり、広く一般市民の参加が得られていな
い。

　事業のＰＲ方法について、社会福祉協議会と検討を行い、参加者
の増加を図る。

・テーマをしぼってみる(子育て、高齢等)

・地域住民と共に不足する資源等を作り出し
ていくなど、取り組みを進める

問題点（課題）

・課題分析の不足

問題点（課題）

👤👤👤👤

7



⑤ １人

④ ４人

③ ８人

② ８人

① ９人

所管課

計画内容（主な取組） 現　状

〇

問題点（課題）

　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。

木津支所：17支部　　　
加茂支所：4支部　　　　
山城支所：17支部

アンケート結果（出来ている　⑤　④　③　②　①　出来ていない） 解決策

問題点（課題）

　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。

計画内容（主な取組）

・費用の負担

解決策
進捗状況（〇

△×）
着眼点

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

事業

・小学校の空き教室の利用や市の施設の使っ
ていない場所を地域の集まりに活用できない
か、相談する

👤

👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

・空き家の提供の話があったが、
使用料がかかる
・空き店舗の活用にも、耐震診断
のこと等課題がある

　社協事務局は、各支部によ
る取組を支援します。 支部組織の充実

支部組織作り

Ｈ27 〇
・必要な備品の貸し出しを実施し
て活動を支援している
・支部による地域資源を把握して
提案等を行っているＨ28 〇

・住民が集まれる拠点のない地域への働き
かけが難しい

・機運のあるところから少しづつでも増やし
ていく

Ｈ28 △
　支部で集いの拠点確保は進め
ているが、支部の立ち上げは進
んでいない

　西木津川台支部発足Ｈ27

支部組織の充実
支部組織作り

平成２６年の状況

・地域差はあるものの自治会や老
人クラブ等の団体と協力しながら
サロン運営をしている地域もある

取組状況

　条例の規定に基づいた減免の取扱いを行い、活動を支援しつつ本
来負担いただくべき受益者負担は基準どおり負担いただく。

社会福祉課

計画内容（主な取組）

　加茂支所の保全や市内にある各公共施設の改修
時期が重なってくると、膨大な費用が必要とな
る。

現　　状 問題点（課題）

　公共施設を利用しやすくしていきます。空き
家・空き地の活用については、関係機関と連携
して現状を把握し、今後の対策のあり方を検討
していきます。

総　務　課

　各施設の条例に基づき、減免使用の証明事務等
を行っている。

　一部、条例の減免規定にそぐわない取扱いがあ
る。

　今後も市で建築及び、改修する集会所や公共施設については、京
都府福祉のまちづくり条例に適合するよう実施し、市民が利用しや
すい施設となるよう努めていく。

・取り組みのできていない支部への働きか
けが難しい

・機運のあるところから少しづつでも増やし
ていく

現　状

今後の取組（解決策）

　平成27年度には、加茂支所3階の改修工事にあ
たり、京都府福祉のまちづくり条例に適合するよ
う改修を実施し、利用しやすい施設づくりに努め
ている。
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