
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

⑤ ３人

④ ９人

③ ８人

② ９人

① ５人

⑤ ３人

④ ７人

③ ９人

② ９人

① ４人

心配ごと相談 ９件

法律相談 ６０件

司法書士相談 ６件

ＣＳＷ

ＳＣ

包括木津西

心配ごと相談

研修

役職員研修

所管課

　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）。

　コンシェルジュによる相談時間帯の延長及び出
張相談の実施。

　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。

　総合的な福祉課題を抱える世帯が気軽に相談で
きないケースが増加している。

　相談内容に対して、的確な対応を行うため、関係機関の連携を推
進する。

こども宝課

　こども宝課に保育コンシェルジュを配置し、気
軽に相談できる体制を構築しています。また、
メールによる相談にも対応している。

　妊娠期からの切れ目のない子育て支援体制構築後の所管課との連
携を図る。コンシェルジュによるアドバイス冊子を作成し子育ての
悩み解決に活用する。

社会福祉課

　他課業務の相談や手続きに来られた方でも、安
易に担当課を案内するだけではなく、必用に応じ
て他課職員を呼んで対応を依頼している。また、
心配ごと相談を社会福祉協議会に委託し、広報等
により市民に周知している。

　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。

　相談所開設回数の見直し等を行う。また、民生・児童委員の相談
員としてのスキルアップを図る取組みを行う。

くらしサポート課

　くらしとしごとの相談窓口を平成27年度から開
設し、生活困窮者全般に対する相談を一元化して
受けている。

　相談窓口に対する市民の認知度を強化する必要
がある。

　ホームページや広報への掲載内容の工夫や、各種支援事業者への
パンフレット配布等を通じて生活困窮者への周知を図る。

高齢介護課

・近年複雑化する地域課題、個別の課題に
ついて、さらなる取り組みの強化が必要

・それぞれの人に合った形での相談スキル向
上の取組をしつつ、啓発に力を入れる。

Ｈ28 〇 〃

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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。

心配ごと相談研修の実
施。 Ｈ27 〇

民生委員心配ごと相談研修を実
施

・心配ごと相談員である民生委員
には社協より心配ごと相談研修を
実施。

・相談を受け、各支所のＣＳＷに
つないできた　　　　　　　・２
９年度から生活支援コーディネー
ター配置

・地域の中に気軽に集えて気軽に相談でき
る場所が少ない

・民生委員、支部、ボランティアらと協働
し、地域の居場所作り、サロン作りを進め、
まずは気軽に集えて相談できる場を増やして
いく

Ｈ28 〇
ＳＣ配置に向け研修や会議に参
加。包括木津西の運営。

Ｈ28 〇
心配ごと１６件、法律５８件、
司法書士１２件

　ＣＳＷを中心に総合的な相
談に対応するほか、支所ごと
にＣＳＷ機能を配置し、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。

Ｈ27 〇
２７年度よりＣＳＷを各支所に
１名配置開始。コスモスカフェ
開始。

解決策
進捗状況 着眼点

　「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。

Ｈ27 〇
心配ごと１１件、法律５９件、
司法書士７件

・心配ごと相談は需要がないわけ
ではないが相談者が少なく固定化
しているため、２９年度より月に
１回開催とした

・事業としての相談機能は充実している
が、日ごろの電話相談においては社協認知
度をより高めていくことが必要

・相談機能としての窓口を明確にするととも
に、職員への意識付けを強化。必要とされる
機関や窓口に迅速につないでいく。

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

現　状 問題点（課題）

・地域によりできているところと
できていないところの差がある

・取り組めていない地域が多い ・社協役員と住民が協力して、一緒に気にな
る方を戸別訪問する
・団体の垣根を越えたネットワークづくり
（自治会、町内会、老人会等）

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

　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。

👤👤👤

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 問題点（課題） 解決策

　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。

👤👤👤 ・小さなＳＯＳが上がってこない
・民生委員の存在を知らない人、
関わりが少ない地域も少なからず
存在

・困りごとを相談してこられない。 ・住民ひとりひとりが顔を合わせる機会づく
りの努力。
・とにかく聞き上手になる。
・相談があれば区長などにつないでいく。
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所管課

　②生活課題の把握

⑤ ３人

④ ７人

③ ９人

② ９人

① ４人

⑤ ３人

④ 10人

③ ８人

② ８人

① ４人

⑤ ６人

④ ７人

③ 10人

② ４人

① ４人

現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）計画内容（主な取組）

　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）。

健康推進課 　窓口がわからず当課に来られることがあるが、
内容により他課職員の同席を依頼している。ま
た、メールや電話、訪問による相談ができること
を健診時や広報等で周知している。

　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。

　他課業務を把握し、今後も相談窓口の周知と速やかな対応をして
いけるよう相談業務を継続する。

　住民同士で解決できないこ
とは、市や社協に連絡しま
す。

👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤

👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤

　心配なことがあれば身近な
相談役等に相談します。

👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤

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 問題点（課題） 解決策

　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。

👤👤👤 ・小さなＳＯＳが上がってこない
・民生委員の存在を知らない人、
関わりが少ない地域も少なからず
存在

・困りごとを相談してこられない
・取り組めていない地域が多いのではない
か

・住民ひとりひとりが顔を合わせる機会をつ
くる
・とにかく聞き上手になる
・相談があれば区長などにつないでいく
・住民と社協職員が協力して、一緒に気にな
る方を訪問する
・団体や組織の垣根を越えたネットワークづ
くり（自治会、町内会等）

こども宝課 　家庭児童相談室では、子どもに関する様々な相
談を受けています。相談内容によっては、専門機
関への案内をしている。

　相談内容が多岐にわたり、複雑化している。 　対応職員のスキルを上げ、様々な相談に対応できるように研修に
参加する。

健康推進課 　母子保健分野の相談内容の分析を行い、共通内
容についてパンフレット等を作成している。ま
た、個別ケース対応において、関係部署・機関・
専門機関とも連携している。

　相談内容を見極め、適切に対応できるよう、日
常の情報集能力や対応力を深める必要がある。

　関係機関との連携時、個人情報保護について今後も慎重に取扱
う。

くらしサポート課 　相談窓口における情報は、各種支援団体間に限
られており、気密性は保たれている。相談者の課
題は、相談者とともに整理を行い、必要な期間へ
のつなぎ等を行い、支援している。

　相談者の多様な課題のニーズに対応する機関の
増強を行う必要がある。

　外部支援機関の情報等を収集し、協力機関の増加を検討する。

高齢介護課 　相談情報の取扱いについて、最新の注意を払い
ながら、課題の解決に向け、各種関係機関が連携
し対応している。

　相談内容の多様化・複雑化が進んでおり、各分
野を横断的に対応できる人材の確保が課題となっ
ている。

　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る。

　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。

社会福祉課 　各種研修会に積極的に参加し、職員のスキル
アップに努めている。

　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。

　人事部門と調整を行い、必用に応じて専門職の設置を検討する。

　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、各相談機関、専門機関をつなぎ、対応力を
強化します。

社会福祉課 　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。

　関係機関との連携が不十分なところがある。 　関係機関との連携を一層強化する。

　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。

社会福祉課 　各種研修会に積極的に参加し、職員のスキル
アップに努めている。

　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。

　人事部門と調整を行い、必用に応じて専門職の設置を検討する。
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小地域ネットワーク研修 小地域ネットワーク研修

見守り隊研修 見守り隊研修

徘徊模擬訓練 徘徊模擬訓練

地域懇談会 地域懇談会

ネットワーク会議

生活困窮窓口連絡
会

団体懇談会

地域懇談会

サロン活動
認知症カフェ、
つどい

所管課

　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。 　相談支援の強化のためにくらしとしごとの相談

窓口のＰＲを行っている。
　民生児童委員や社会福祉協議会関係者へのＰＲ
を行い、情報収集しやすい体制づくりを実施する
必要がある。

　地域からの情報を得られるよう、ＰＲ活動の強化を行う。

高齢介護課 　市、社協、包括支援センターなど、地域からの
連絡・相談について情報共有し、連携している。

　相談内容の多様化・複雑化が進んでおり、支援
困難ケースが増加している。

　関係機関の連携を推進し、速やかな対応を行う。

健康推進課 　各健診や相談等で入手した個人情報内容は厳重
に秘密保持し、関係者間においても確認してい
る。

　特になし。 　現状を維持する。

社会福祉課 　相談を受けた際は、速やかな対応に努めてい
る。

　特になし。 　特になし。

くらしサポート課

　虐待相談など、気密性が必要な相談は、ネット
ワーク非接続パソコンで管理している。

　管理しているパソコンを住基と連動できないた
め、情報の更新が困難である。

　現在の取組みを継続し、気密性を保持する。

こども宝課 　家庭児童相談室では、こどもに関する相談に対
応している。

　相談内容が複雑な場合、関係者が広がる。 　より一層、情報の取扱いは丁寧に慎重に行う。

　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。

社会福祉課 　個人情報保護には万全の注意を払っている。 　特になし。 　引き続き、個人情報保護に努める。

くらしサポート課 　個人情報保護条例に基づき対処している。 　なし。 　条例に基づく対処を行う。

高齢介護課

こども宝課 　民生児童委員や相談センターと連携している。 　個人情報の取扱い。 　関係機関との連携を深める。

健康推進課 　母子、成人ともに個別を対象とした相談支援が
主体である。

　関係団体等の交流による生活課題の把握に至っ
ていない。

　健康づくり事業において、関連団体と積極的に交流し、課題の把
握に努め、地域活動を進めていく。

　社会福祉協議会との連絡会議などを通じて生活
困窮者の把握強化を図っている。

　地域住民や各種支援機関に対し、更なる周知活
動を行わなければならない。

　地域や他の支援機関への周知活動の強化を図り、情報強化に努め
る。

高齢介護課 　平成29年度から生活支援体制整備事業で社会福
祉協議会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。

　小地域を対象としていることや各種団体が多い
ため、すべての団体との意見交換ができていな
い。

　計画的に、地域や各種団体との交流を推進する。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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。

社会福祉課 　民生・児童委員による日常の見守り活動を実施
している。また、補助団体からの活動報告により
内容を把握している。

　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。

　民生・児童委員による見守り活動の継続と、適切な機関へのつな
ぎを適切に行う。

くらしサポート課

・ＳＣを中心にニーズの把握
・配食等で助け合い声の上がったところは１
つ１つ丁寧に足を運び、必要なことを伝えて
いく

Ｈ28 〇
梅谷、相楽台、加茂、神童子

南綺田支部で懇談会開催

木津区、西木津川台、瓶原、南
加茂台上狛、棚倉地域で懇談会
開催

　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。

Ｈ27 〇

・毎年各種懇談会を実施し地域の
中での課題の発掘をしている。

・課題に対して解決力が十分備わっていな
い
・当事者からのニーズの発信力が不足

・職員の地域ケア会議への定例参
加
・年４回開催する市生活困窮者自
立支援窓口との連絡会に参加

・各機関との職員同士のつながりができた
が、機関の垣根を越えた包括的なネット
ワークが不足している

　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。

〇
地域ケア会議、生活困窮窓口連
絡会への参加

・これまで培った、各専門機関との連携体制
を活かし、子育て、高齢、障害といったそれ
ぞれの分野を超えたテーマ別研修会を企画
し、垣根を超えたネットワークの整備

Ｈ28 〇
地域ケア会議、生活困窮窓口連
絡会への参加

見守り隊研修

Ｈ28 〇

小地域ネットワーク研修

見守り隊研修

Ｈ27

解決策
進捗状況 着眼点

　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。

Ｈ27 〇
小地域ネットワーク研修 ・各種研修を企画開催し、毎年多

数の参加者がある
・課題の発見力はついてきた

・研修参加者がある程度固定化
・新たな地域のキーパーソンの発掘が難し
い
・職員の力不足もあり、解決力の強化につ
いては不十分である

・解決力に向けた研修の企画
・職員の課題解決力の向上

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

現　状 問題点（課題）

3



所管課計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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。

　生活支援体制整備事業で、社協や生活支援コー
ディネーター、協議体とともに、地域での課題把
握などを支援する。

　地域課題を把握している段階で、具体的なサー
ビスの創生には至っていない。

　今後も社協や生活支援コーディネーター、協議体と連携し、地域
課題把握と生活支援構築を推進する。

　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。

社会福祉課 　特になし。 　今後も引き続き取組む。

くらしサポート課 　社会福祉協議会との連絡会議などを通じて生活
困窮者の把握強化を図っている。

　特になし。 　今後も引き続き取組む。

高齢介護課

こども宝課 　多方面からの情報収集と様々な視点をもって問
題を分析し、対応している。

　相談内容が多岐にわたり、複雑化している。 　対応職員のスキルを上げ、様々な相談に対応できる研修に参加す
る。また障害対象者と連携を深める。

健康推進課 　相談内容について、必要な関係機関と連携し、
速やかで適切な対応に努めている。

　相談内容を的確にとらえ、問題解決に向けた対
応を充実していく必要がある。

　速やかに、適切な対応ができるよう専門職の資質向上に努めてい
く。

　社会福祉協議会と毎月協議の場を設け、意見交
換や情報共有に努めている。

4



（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

⑤ ２人

④ 10人

③ ９人

② ６人

① ４人

⑤ 10人

④ ７人

③ ８人

② ６人

① ２人

各種相談事業 高齢者サロン５７

サロン支援 子育て２０

障害５ 高齢者サロン８５、子育て

その他１

所管課

　②子ども・子育ての支援

⑤ ４人

④ ６人

③ ７人

② ５人

① ７人

⑤ ２人

④ ９人

③ ７人

② ８人

① ５人

・若い世代が入ってもらえる行事を工夫して
いく
・具体的に行事の実行部隊などを立ち上げて
いく

👤👤 ・登下校時の見守りなどには取り
組んでいる
・学校ボランティアを募集される
学校には協力している

・地域によっては子どもが少なくなってお
り、活動の場も少なくなっている👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

　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。

・ファミリーサポートセンター以
外に相談は少ない
・集いの広場やサロンサークルへ
の参加が少ない
・各々で個人的にSNS等のネット
ワークを活かしてつながっている

・子育て世代でない支援者には情報が取り
にくい👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

　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。

　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。

健康推進課 　各種健（検）診、相談、訪問、イベント、広
報、ホームページ等により情報提供を行ってい
る。

　最新情報の入手に努める。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。

　提供にとどまらず、市民・地域の健康づくりの実践に結びつく情
報提供に努める。

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 問題点（課題） 解決策

問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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。

健康推進課 　健康課題である循環器疾患の減少をめざし、防
煙禁煙事業、レシピコンテスト、食育の日・食育
月間、医師会による広報掲載等に取組んでいる。

　平成28年度中間評価において目標達成していな
い項目がある。

　事業評価を行い、数値目標の達成に向けて事業内容を更に充実さ
せ、継続していく。

２０、障害５、その他１

Ｈ28
１７、障害５、その他１

計画内容（主な取組） 現　　状

解決策
進捗状況 着眼点

　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。

Ｈ27

高齢者サロン６６、子育て 　各種相談事業の運営や支部活
動、サロン活動支援を通し、小さ
な気づきや、課題の発見につなが
る活動を進めてきた。特にこの
間、高齢者サロンの数が増えてき
た

　個別の生活課題に対して、市内には多々
必要とされるべき支援に結び付かない事例
はある。眠っている課題に対して地域との
連携力を強化する必要性がある。

　民生委員、支部、ボランティアらと協働
し、地域の居場所作り、サロン作りを進め、
まずは気軽に集える場、相談もできる場を増
やしていく

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

現　状 問題点（課題）

・動ける人は行っているし、友達
同士など誘い合っている人もい
る。

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

👤👤

　健康づくりに対する意識や
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

・各地で健康体操やサロン取り組
みが盛んになってきた。

・動けない人は参加したくても参加できな
い。
・取り組みの無い地域で参加希望の方の行
き場がない

・参加していない方へ積極的に働きかけるこ
とは継続
・友達同士のつながりを活かして広めていく
・参加が難しい人に向けて、送迎や開催場所
の工夫など取り組んでいく

👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤

　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。

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 問題点（課題） 解決策
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⑤ ３人

④ ４人

③ 15人

② ５人

① ５人

２６年１０月～

おねがい３８人

まかせて２５人

両方１０人

所管課

　③就労と暮らしの安定支援

⑤ ５人

④ ４人

③ 11人

② ５人

① ７人

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 問題点（課題）

👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

解決策

・若い世代が入ってもらえる行事を工夫して
いく
・具体的に行事の実行部隊などを立ち上げて
いく

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 問題点（課題） 解決策

　障害福祉事業所による製品
を購入します。

👤👤👤👤👤 ・多くはないが機会があれば使お
うと思っている

・一般の住民が知らない
・もっと周知する必要がある

・施設だけでなく社協役員などが率先してＰ
Ｒをしていく
・ひとりひとりが意識を持つことが大切

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

　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。

こども宝課 　関係機関と連携しながら子育て支援のための取
組みを進めている。

　妊娠期からの切れ目のない支援の実施。 　子育て世代包括支援センターの開設に向け、所管課と連携を図
る。

　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。

こども宝課 　地域子ども・子育て支援事業に取組むＮＰＯ法
人や事業者には、事業に必要な経費の一部を助成
する等の支援を行っている。

　地域に根ざしたボランティア団体等の育成、関
係団体のネットワーク化。

　子育てサークル等地域団体と交流を深めながら子育て支援のため
の環境整備への取組みを推進する。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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。

こども宝課 　平成27年３月に計画を策定し、各事業年度終了
後に検証を行い、必要により計画の見直しを行
う。

　木津川市公立保育所民営化等実施計画と整合を
図りながら、高まる乳幼児期の保育ニーズの受け
皿の確保。

　企業主導型保育事業所との連携、地域型保育事業実施に向けた検
討を進める。

木津１０１名、加茂１６５名 ・世代間交流事業は２９年度より
各支部で取り組み、身近な顔の見
える関係づくりを目指す

・取り組むことのできる支部、できない支
部が出てくる
・支部の無い地域をどうするか

・支部や地域の取組事例を共有できる場作り
を積極的に推進し、支部すべてで開催できる
よう支援する山城１３２名

Ｈ28 〇

木津２０３名、加茂１４８名

山城１０１名

・支援センター、ＮＰＯ、母子会、親の会
等関係団体の連絡会への出席がある反面、
当事者（サロン活動者をはじめ子育て中の
親世代）の参加が少ない

・子育て中の親がどんな課題を持っているの
か、求めているものは何なのかを把握するた
め、相談には細やかに対応する
・情報を常に収集し、企画に生かしていく

Ｈ28 〇 連絡会22名、勉強会28名

　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。

世代間交流

世代間交流参加者
　木津１１２名
　加茂１５１名
  山城１２６名

Ｈ27 〇

　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。

子育てネット
ワーク連絡会

Ｈ27 〇 連絡会18名、勉強会32名

・子育て情報誌の発行や、ＣＳＷ
を中心に関係機関とつながりを持
ち、個別ケース会議の出席等課題
解決に向けた取り組みを進めてい
る

連絡会16名
勉強会24名

・事業の広報に努める（啓発チラシ作りな
ど）

両方１５人

Ｈ28 〇
おねがい１００人

まかせて４８人、両方１５人

解決策
進捗状況 着眼点

　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。

ファミリーサ
ポートセンター

Ｈ27 〇
おねがい６６人、まかせて３７ ・ファミリーサポートセンターの

会員数は順調に増加。特に城山台
等、新興地域の伸びに勢いがあ
る。

・依頼者に対して、支援側の人員不足

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

現　状 問題点（課題）

　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。

・以前は参加の多かった浴衣を着
て遊ぶ機会、行事等が少なくなっ
てきた
・子どもが少なく参加者が減って
行事がなくなる

・参加が減り、行事がなくなり、参加する
場がなくなる悪循環👤👤👤

👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤
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⑤ １人

④ １人

③ 11人

② ６人

① ７人

所管課

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 問題点（課題） 解決策

　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、負担軽減措置な
どを有効に実施していきます。

くらしサポート課 　生活困窮者自立支援法や生活保護法に基づく支
援メニューを活用し、必要な支援を行っている。
また、生活保護被保護者に対し、就労支援を継続
実施し、就労支援後、就労に繋がらない者への経
済的支援を行っている。

　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。

　近隣地域での社会資源の情報を収集し、活用できるか検討を行
い、生活保護法に基づく支援、他法の制度も併せて優先して活用
し、正規就労に向けて支援する。

　助成対象企業として指定を受けた新規立地企業
には、木津川市企業立地促進条例に基づき、地元
新規雇用者数（障がい者含む）に応じ、雇用創出
助成金を交付している。

　なし。 　現状の取組を今後も継続。

　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。

社会福祉課 　授産製品販売、軽作業などの官庁受注の利用促
進を図っている。

　特になし。 　継続して取組む。

　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。

社会福祉課 　電話や来庁による相談受付、就労支援センター
への同行やハローワーク案内などを行っている。

　直接、企業や商工業者に関わることが少ない 　継続して取組む。

高齢介護課 　高齢者から就職・サークル等の相談があった場
合、担当部署への案内やパンフレット配布などを
行っている。

　相談件数が少ない。 　高齢者・障害者いきいきサポート情報・窓口の広報を充実する。

観光商工課

　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。

高齢介護課 　高齢者が長年培った知識・経験を生かすことが
できる就業機会提供や活躍の場創出を図るため、
木津川市シルバー人材センターに補助金交付を
行っている。

　今後、補助金額の検討が必要である。 　補助金額について、シルバー人材センターと協議を行う。

人権推進課 女性の再就職支援講座を年２回実施している。毎
年、ハローワーク職員、キャリアコンサルタント
などの講師により、就職に役立つ内容の講座を
行っている。29年度はママのためのミニマネー講
座を実施。秋に２回目を実施予定。

　受講生には好評である反面、受講者が年々減少
している。興味がわき、リラックスして参加でき
る講座などを検討していく必要がある。

　引き続き、子育て中の女性向けの内容で実施予定。チラシを子育
て支援センターなどにも配架し、受講者を募る。

・地域の就労の場として育むことに取り組
む意識と余裕が職員にない

・課題意識を持ち、研究・提案をしていく

Ｈ28 〇
家事支援928件、軽度な介助132
件、福祉送迎2,330件、特殊技能
6件

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

家事支援1,247件
軽度な介助185件
福祉送迎3,199件
特殊技能9件

問題点（課題） 解決策
進捗状況 着眼点

　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。 住民参加型助け

合いサービス

Ｈ27 〇
家事支援1,096件、軽度な介助
142件、福祉送迎2,603件、特殊
技能10件

・協力会員の高齢化など人材が不
足している上、２９年度よりス
タートした総合事業により利用者
増加が見込まれ、ますます担い手
不足になるが、地域の就労の場と
して活用されていない

・商店企業に余裕がない現状があるが意識は
持っていきたい👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

現　状

　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。

👤 ・市内は商店をはじめ個人経営の
中小企業が大半で、新たな人を雇
用できない

（同左）
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　④生活困窮者の自立支援

⑤ ０人

④ ６人

③ 10人

② ５人

① ６人

⑤ ０人

④ ５人

③ ９人

② ９人

① ５人

各種相談事業

各種貸付事業

利用者数３５名

各種貸付事業

生活困窮窓口連
絡会

実績８３件

配食サービス 生活困窮者支援を学ぶ

おせち配り
（役職員研修）

花配り

見守り隊事業

生活支援員２６名

団体懇談会、部会委員研修

役職員・部会研修 生活困窮者支援を学ぶ

団体懇談会 （役職員研修）

所管課

小地域ネットワーク研修

小地域ネットワーク研修

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　社協と連携して、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、相談支
援員を中心に相談対応体制を充実します。

くらしサポート課 　くらしとしごとの相談窓口を平成27年度から開
設し、生活困窮者全般に対する相談を一元化して
受けている。

　地域住民や各種支援機関に対し、更なる周知活
動を行わなければならない。

　ホームページ、広報への掲載内容の工夫や、各種支援事業者への
パンフレット配布等を通じて、生活困窮者への周知を図る。

・毎年１回、団体懇談会を開催している
が、当事者の課題を出し合えるような場に
はなっていない。

・団体懇談会の持ち方を当事者の意見が出や
すいように工夫する

Ｈ28 〇
生活支援員２５名

団体懇談会、部会委員研修

　支援体制の充実に向け、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。

福祉サービス利
用援助

Ｈ27 〇
生活支援員２７名 ・福祉サービス利用援助事業では

生活支援員研修、交流会を毎年１
回企画開催している。部会委員研
修、団体懇談会も開催

　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。

Ｈ27 〇

・小地域ネットワーク研修や、毎
週の配食、おせち、花配り事業
等、日々の細やかな見守り活動を
通して各支所とも連携した活動の
取り組みを進めてきた

・見守りが必要な人に対して地域の中での
ネットワーク体制が不十分

・支部に対して地域の中での見守りネット
ワーク体制の働きかけを継続していく。

Ｈ28 〇

・福祉サービス利用援助事業は利
用者数が年々増加傾向（１２月末
で４６名）
・貸付事業は相談件数はほぼ横ば
いであるが、相談内容が複雑化
し、家計支援等、その後の継続し
た支援を必要とする世帯が増加

・支援者の確保が課題。現在支援員は３１
名の登録状況だが、日々多忙にしている人
が多いので数名協力者が増えると支援がし
やすい（支援員１人当たり対応が週に１回
程度であればゆとりをもって支援していた
だける）

・支援者の増強にむけたキャンペーンの企画
やチラシ作り等工夫しながら進めていく。

貸付実績８０件　　　　　　    
  貸付中人数（継続支援中)３１
２人

Ｈ28 〇

利用者数４５名

貸付実績６０件　　　　　　　　
　　貸付中人数（継続支援中）
３４０人

福祉サービス利
用援助

Ｈ28 〇 ＣＳＷ配置

　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。

福祉サービス利
用援助

Ｈ27 〇

利用者数４２名

解決策
進捗状況 着眼点

　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、Ｃ
ＳＷを中心に相談対応体制を
充実します。

Ｈ27 〇 ＣＳＷ配置
・どんな相談でも受け止め、総合
相談窓口を設けるためにＣＳＷを
配置し、気になる方の状況をこま
めに把握している
・民生委員が積極的に協力してく
ださっている

・ＣＳＷを広く広報できていない ・広く住民に広報していく

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

現　状 問題点（課題）

　生活困窮状態に対し、市民
同士が目を向け、気づき合う
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、地域住民同士で気づき合
える顔の見える関係をつくっ
ていきます。

・そのような仕組みがない地域が
ほとんど

・困っている人が相談に来られず、発見が
難しい

・持っている情報を伝える努力をする

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

　生活困窮者自立支援の仕組
みを理解し、困った時は早め
相談します。

・制度のことなどまだまだ地域の
中での理解が進んでいない。これ
から増えるだろうし難しい問題。

・ひとりひとりが聞き上手になり、相談しや
すい関係を築いていく。👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

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 問題点（課題） 解決策
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所管課計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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。

くらしサポート課 　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。

　困窮者の自立が地域の活性化にはつながってい
ない。

　庁内や関係機関との連携を強化し、困窮者をネットワークで支え
るための基盤強化を図る。

　社協と連携し、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。

くらしサポート課 　社会福祉協議会等との連携により、生活に困窮
している相談者の課題について、相談者とともに
整理を行い、必要な機関へのつなぎ等を行い、支
援している。

　相談者の多様な課題のニーズに対応する機関の
増強を行う必要がある。

　外部支援機関の情報等を収集し、協力機関の増加を検討する。

　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。

くらしサポート課 　くらしと仕事の相談窓口で無料職業紹介所を開
設し、生活困窮者のための就労支援を実施してい
る。また、ハローワークとの連携や終了準備支援
事業にも取組み、長期離職者等にも対応してい
る。

　傷病等複数の課題を抱えている対象者に対して
は、包括的な支援が必要となるが、現体制では対
応できていない現状もある。

　医療、障害分野等との連携や支援体制の検討を行い、より多くの
課題に対応できるよう努力する。
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（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

⑤ １人

④ ４人

③ 13人

② ７人

① ３人

⑤ ０人

④ ４人

③ 11人

② ６人

① ６人

⑤ ２人

④ ４人

③ 14人

② ５人

① 13人

利用者数３５名

生活支援員２６名

山城南Ｂ合同講座（啓発）

所管課

・自分のこれからを自分で考えて綴っておく
「エンディングノート」を地域づくりの1つ
のツールに活用する
・情報をいかに出すか。どうして顔をつなげ
るかが大切。
・いろいろな人が助けを求めていける場所を
増やしていかないといけない。
・見守っているだけでもいいかなと思う。何
かあったときに説明ができれば。そのために
は一定の知識も必要。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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。

社会福祉課 　広報紙、ホームページ等を活用して情報提供し
ている。

　必要な方に必要な情報が行き渡っていない可能
性がある。

　よりきめ細やかな情報提供手段の検討を行い、情報が適切に行き
渡るようにする。

・自己決定が難しくなった人を地域の中で
どう支えていくかについては課題がある。

・ひとりひとりの思い、望んでいる生活につ
いて、例えばエンディングノートの活用な
ど、早期から丁寧に目を向けながら取り組
む。また福祉関係者らと共有していくことも
必要。

Ｈ28 〇

山城南圏域の後見制度に関する
実態調査　　　              
山城北中部社協合同講座（ＣＷ
との連携）

地域ケア会議への協力　　　　　
　包括木津西の受託

　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。

福祉サービス利
用援助
包括木津西

Ｈ27 〇

山城北中部社協合同講座（民生
委員との連携）

・昨年度より、山城南圏域の社協
で後見制度の利用がどこまで進ん
でいるか実態調査アンケートを実
施。今後はこのテーマをもとに圏
域で活動する各専門職や行政との
連携の在り方について交流し協議
していく。事業の啓発や、各専門
職との交流、意見交換は毎年開
催。圏域の社協とも一緒に取り組
み、幅広くネットワーク作りをし
てきた。居宅、包括は自分らしい
生き方を送るためのケアプランを
立て、また地域との連携を進めて
いる。

・毎年の研修は継続開催。
・支援員の確保に向けた取組に力を入れる。

生活支援員２７名

Ｈ28 〇
利用者数４５名

生活支援員２５名

解決策
進捗状況 着眼点

　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）を充実します。

福祉サービス利
用援助

Ｈ27 〇
利用者数４２名 ・利用者数は毎年増え続ける反

面、支援者である生活支援員が不
足。支援員に向けては毎年、研修
や交流会を主催しスキル向上に向
けての取り組みに力を入れてい
る。

・サービス提供の担い手である生活支援員
の確保は喫緊の課題。また、利用者の求め
るニーズが複雑化・多様化しており、支援
員個々に求められるスキルがより高いもの
になっている。

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

現　状 問題点（課題）

👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

　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。

👤👤

👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

　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。

👤 ・その立場になってみないとわか
らないことが多く、知識が足りな
い
・民生委員でも相談を受ける機会
はない

・個人情報の把握が難しい
・どこまで介入してよいか悩む
・男の人は出歩くことが少ないので近所で
も顔を見かけず、把握できない

👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤

　福祉制度やサービス情報に
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。

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 問題点（課題） 解決策
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所管課

　②福祉サービスの充実

⑤ １人

④ ７人

③ ７人

② ７人

① ３人

介護保険事業所

福祉サービス利用
援助

事業者夏祭りへの協力

認知症カフェ

住民参加型助け合
いサービス

ファミサポ

生活支援体制整
備事業

所管課

秋から認知症カフェ運営開始

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

高齢介護課 　高齢者等配食サービス事業、認知症高齢者声か
け訓練などを実施した。

　高齢者人口が増加する中で、高齢者等を見守る
組織を結ぶネットワーク作りが必要である。

　今後、社協や生活支援コーディネーター、協議体と連携し、把握
した地域課題やニーズに対する生活支援の構築を推進する。

　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。

社会福祉課 　社会福祉法人の定款についての相談、定期監査
などで指導を行っている。

　特になし。 　特になし。

　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。

社会福祉課 　社会福祉協議会とは常に連携し、事業を進めて
いる。

　地域や事業所との連携が十分ではない。 　連携の強化を図る。

　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。

社会福祉課 　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
上に向けた取組みを行っている。

　特になし。 　継続して取組む。

高齢介護課 　介護認定審査会では、研修を行い、公平・公正
で適切な認定をしている。地域包括支援セン
ター・地域密着方サービスの運営委員会を開催
し、適正運営のための審査を行っている。

　地域包括支援センターの委託料は、委託法人持
ち出しが多くなっているため、適正な委託料であ
るのか検証が必要。

　各包括支援センターの課題や特徴が出せるような資料づくりをす
るとともに、運営委員会意見を集約し、支援の充実を図る。

Ｈ28 〇

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

ファミリーサポート事業

当事者団体との懇談会

サロン（高齢者・子育て）の増
加

・事業者（施設）のニーズの把握と共に、施
設職員が「施設が地域の社会資源であり、施
設利用者は地域住民である」という意識が持
てるように働きかけていく

Ｈ28 〇 認知症カフェを年6回開催

　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。

Ｈ27 〇

・当事者団体との懇談会や各地域
でのサロン活動、支部活動の支援
に積極的に取り組み、住民主体の
課題解決をはかるべく取り組んで
きた。

・各分野との連携体制は整っているが、分
野を越えたネットワーク作りは進んでいな
い。住民参加型サービスなど予算が縮小し
ている。担い手の発掘や、どうつないでい
くかは課題。

・ボランティア講座や地域の懇談会を活用
し、住民に気づきの場を提供していく。ま
た、地域の担い手を発掘し、新たな取り組み
のサポートをする。

現　状 問題点（課題） 解決策
進捗状況 着眼点

　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。

Ｈ27 〇
・支部活動を通して、障害者施設
の夏祭りへの参加協力や、高齢者
施設への訪問活動をしている。認
知症カフェの運営や、ボランティ
アセンターを通して、各ボラン
ティアのマッチングや情報提供を
継続してきた。

・地域との接点を求めている施設は少なく
ない。現状、一部の施設と支部の交流はあ
るが、全てではなく積極的にはできていな
い。

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

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 問題点（課題） 解決策

　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。

👤 ・福祉施設や事業者からの案内が
あれば協力しやすいが、住民から
声をかけにくい

・いきいきサロンをはじめ、地域のサロン
に施設から専門職が講演などに来てもらう
などの取り組みができている地域はある

・施設の行事（クリスマス会など）が、地域
にとって、より参加しやすいものになればよ
いのにと思う。

　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。

社会福祉課 　関係部局との連携を図っている。 　十分機能していない面がある。 　今後、連携を強化していく。

高齢介護課 　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。

　認知症や障害のため、自己決定が困難や支援が
必要な方が増加している。また、相談内容の多様
化・複雑化が進んでおり、各分野を横断的に対応
できる人材確保が課題である。

　今後も必要に応じて地域福祉権利擁護や成年後見制度の利用を支
援し、関係機関との連携を推進する。
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（４）地域での支えあい活動の促進

　①ボランティア活動・地域活動の促進

⑤ １人

④ ５人

③ ９人

② ８人

① ３人

⑤ ６人

④ ５人

③ 10人

② ５人

① ３人

⑤ ４人

④ ３人

③ 12人

② ５人

① ４人

⑤ ２人

④ ６人

③ 10人

② ７人

① ３人

８５団体 ８７団体

１４５６名 １４１３名

９３団体

１４４６名

住民懇談会 災害ボランティアセンター常設化

住民懇談会

住民懇談会

所管課

・事業型募金の活用ができていな
い。

・各支所は、支所の役員やボラン
ティアの拠点としての機能を果た
せている。各地域で挙がっている
課題は多くの住民と共有できてい
る。

Ｈ28

・既存団体の支援は積極的にしていかないと
いけない。
・民生委員にも協力を依頼したい。
・趣味のつながりを通した集いを提案したり
支援できることがないか考えたい。

　社協とともにボランティア活動を促進するＰ
Ｒ活動に取り組みます。

社会福祉課 　十分な取組ができていない。 　ＰＲが十分ではない。 　社協との連携を強化し、ＰＲ活動を推進する。

　社協のボランティアセンターの機能強化を支
援します。

社会福祉課 　ボランティア活動支援事業に対し補助を行って
いる。

　特になし。 　引き続き支援を行う。

問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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います。

社会福祉課 　関係団体等との会議により、協議を行ってい
る。

　協議が一部団体に限られており、広く各種団体
との協議ができていない。

　関係団体の連携強化を図る。

Ｈ28 〇

戸別、事業者、街頭、職域募金
の実施

戸別、事業者、街頭、職域募金
の実施

計画内容（主な取組） 現　　状

・把握した課題は、それぞれ共有できては
いるが、解決に向けた取り組みを共有する
場として形にすることができていない。

・地域の特性に合わせて、課題解決に向けて
取り組んでいけるよう、支所が拠点としての
役割を担っていく

Ｈ28 〇

　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。

共同募金事業

Ｈ27 〇
・募金の活用ができていない。職員にも周
知ができていない。

・活用については継続して、検討していく。

〇

　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。

住民懇談会
支所の設置

Ｈ27 〇

解決策
進捗状況 着眼点

　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。

オムロンデイの
協力、ボラン
ティアフェス
ティバル、体験
学習、入門講座
等

Ｈ27 〇

・ボランティア登録人数はほぼ横
ばいだが登録団体数は増加。活動
者の高齢化が進んでいる

・増え続ける地域のニーズに対して、活動
の担い手不足や既存の団体の後継者の育成
が引き続き課題

・ボランティア活動の更なる啓発や市民向け
講座を充実させる。

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

現　状 問題点（課題）

👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤

　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。

👤👤

👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤

　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。

👤👤👤👤👤👤 ・今は地域活動に参加するよりも
自分の趣味や余暇活動をするよう
なスタイルが増えた。
・新しい会員が増えない。
・老人クラブは積極的に動いてい
る。

・世話役も高齢で、だんだん少なくなって
きた。活動の内容によっても参加者は減っ
てしまう。

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

👤👤👤

　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。

👤👤👤👤

　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。

👤 ・地域で農園をつくり子どもと接
している。
・地域の人たちと触れ合える場所
が少ない。

・触れ合える場所がないので、子どもたち
が感心を持てるような行事や取り組みをす
ることが難しい。

・まずは楽しめる行事をどんどん考えたい。
そのためには他の地域との情報交換も積極的
にしたい。
・公園の活用ができるように行政に働きかけ
たい。

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤

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 問題点（課題） 解決策
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所管課

②「集う」活動の推進

⑤ ４人

④ ６人

③ 11人

② ６人

① １人

⑤ ０人

④ ３人

③ ９人

② 11人

① ５人

サロン支援ボランティア

養成講習

介護者交流

防災ワーク
ショップ

当事者組織支援

認知症カフェ

子ども食堂

所管課

③「見守る」活動の推進

⑤ ３人

④ ５人

③ 10人

② ７人

① ５人

こすもすカフェ６回開催

サロン支援ボランティア養成講
習

・高齢者サロンは年々増加してお
り、地域の中での関心が高まって
いる現状はある。しかし交流の場
を提供してきた過去はあるが、参
加者の減少や地域差や求めている
課題が違っており、個別の相談が
増えている。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

・見守りの意識、認知度、活動は
全体的に増えてきた

・活動は増えてきたのだが声の掛け合いは
少ない。

・できるだけ日頃のあいさつや声かけを大切
にしていきたい。
・見守ることでこちらも見守られているんだ
という意識を持って取り組んでいく

　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。

👤👤👤

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

　つどいのひろば、地域子育て支援センターで子
育て親子の交流の場の提供、子育て相談を実施し
ている。

　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。

　市内全域における子育て支援体制の充実を図る。

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 問題点（課題） 解決策

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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、障がいのある人・児童が
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。

高齢介護課 　高齢者が地域とのつながりをもてるような事業
を開催している。

　事業参加者の固定化がみられるなど、実施方法
の検討が必要である。

　運営方法を検討し、実施する。

こども宝課

　新たな社会問題に対応した
集いを、市民ととに育んでい
きます。

Ｈ27 〇

・引きこもり、ひとり親家庭支
援、若年性認知症など新たな社会
問題が山積するが、現状取り組め
ていない

・共同募金運動での財源確保が課題。年々
減少しており、地域の理解を深める必要が
あるとともに、助成金の使途を周知する必
要あり？

・市内、地域にある課題を１つ１つ掘り起こ
す。サロン助成の継続。新たなサロンの立ち
上げ支援をともに考えていく。

Ｈ28
〇

防災ワークショップ
当事者支援と交流
地域懇談会

こすもすカフェ３回開催

・今後は後継者の問題や継続の問題が少な
からず出てくると予想される。

・うまく取り組めている地域と、課題を抱え
る地域とのコーディネート、マッチングをＳ
Ｃがつないでいく。

Ｈ28 〇

現　状 問題点（課題） 解決策
進捗状況 着眼点

　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
し合えるよう図ります。

サロン支援

Ｈ27 〇

👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

　様々な集いに積極的に参加
します。

👤👤👤👤 ・今は地域活動には参加しないが
自分の趣味や余暇活動をする人が
増えた
・新しい参加者が増えない。
・老人クラブは積極的に動いてい
る。

　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。

・世話役が高齢で、だんだん少なくなって
きた。
・住民相互の助け合いをシステムにしてい
くのは難しいが、取り組む地域が出てきて
いる

・既存団体の活動が継続できるよう支援は積
極的にしていく
・民生委員にも協力を依頼したい。
・趣味のつながりを通した集いを提案したり
支援できることがないか考えたい。
・住民相互の助け合いを行っている地域の実
践事例を他地域でも学ぶ

👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

👤

　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。

観光商工課 　新規立地企業には、進出時に地元地域長との面
談の機会を作り、地域とのつながりを確保してい
る。また、既存市内企業には商工会への加入を促
進し、地域イベント兎等の情報提供を行ってい
る。

　なし。 　現状の取組を今後も継続。

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 問題点（課題） 解決策
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⑤ １人

④ ８人

③ ８人

② ９人

① ４人

Ｈ２６同様

Ｈ２６同様

Ｈ２６同様

Ｈ２６同様

所管課

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） 解決策

・見守りの意識、認知度、活動は
全体的に増えてきた

・活動は増えてきたのだが声の掛け合いは
少ない。

・できるだけ日頃のあいさつや声かけを大切
にしていきたい。
・見守ることでこちらも見守られているんだ
という意識を持って取り組んでいく

👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

　社協へ委託している配食サービスを通して高齢
者の見守りを実施している。

　配食サービスは週１回の実施であることから、
この事業だけでは常に見守ることができない。

　社協など関係機関と連携し、高齢者の見守りを推進する。

　民生委員により見守り活動を行っている。 　関係機関との連携が十分ではない地域もある。 　引き続き見守り活動を継続するとともに、地域における連携強化
のための取組みを行う。

こども宝課 　要保護児童対策地域協議会では関係機関と連携
し、虐待の早期発見、早期対応を行っている。

　所属のない乳幼児、児童の見守り方法。 　子育て包括支援センターと連携する。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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。

社会福祉課

高齢介護課

　見守り活動関係者、団体間
の交流を促進します。 見守り隊研修、徘

徊模擬訓練、配食
サービス、小地域
ネットワーク、サ
ロン、見守りス
テッカー、花配
り、商店・企業見
守り隊

見守り隊研修、徘徊模擬
訓練、配食サービス、小
地域ネットワーク、サロ
ン、見守りステッカー、
花配り、商店・企業見守
り隊

Ｈ27 〇

〇

Ｈ２６同様 ・連絡を受けた案件は速やかに地
域の民生委員や関係機関につなぐ
等対応している。各研修や講座を
企画し、参加者が課題を共有でき
る場も提供してきた。

Ｈ28 〇
Ｈ２６同様

・うまくとりくめている地域のやり方を学ぶ
機会を作る
・地域の方々に関心をもってもらえるような
取り組みを行う。
・個人情報への配慮について住民理解を進め
るとともに、行政や関係機関等との協議も必
要。

Ｈ28 〇

　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。

見守り隊研修、徘
徊模擬訓練、配食
サービス、小地域
ネットワーク、サ
ロン、見守りス
テッカー、花配
り、商店・企業見
守り隊

見守り隊研修、徘徊模擬
訓練、配食サービス、小
地域ネットワーク、サロ
ン、見守りステッカー、
花配り、商店・企業見守
り隊

Ｈ27 〇

・各研修や講座の場を活用して交
流の機会を持っている。

Ｈ28

解決策
進捗状況 着眼点

　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）。

見守り隊研修、徘
徊模擬訓練、配食
サービス、小地域
ネットワーク、サ
ロン、見守りス
テッカー、花配
り、商店・企業見
守り隊

見守り隊研修、徘徊模擬
訓練、配食サービス、小
地域ネットワーク、サロ
ン、見守りステッカー、
花配り、商店・企業見守
り隊

Ｈ27 〇

・毎年、全市、小地域で開催し、
住民主体で取り組むことができて
いる。

・それぞれの活動は地域に根差し広まって
きたが、日頃の見守り活動には多くの住民
の協力が必要。
・地域内の組織同士うまくつながっていな
い（民生委員、支部、防災会、自治会、老
人クラブ、子供会等）横のつながりを広げ
ていくことが課題。　・個人情報の配慮は
当然必要となるが、関係者、住民間の理解
も必要である。

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

現　状 問題点（課題）

　見守り隊活動に積極的に参
加します。

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤

計画内容（主な取組）
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