
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

⑤ ３人

④ ９人

③ 11人

② ７人

① １人

⑤ ３人

④ 11人

③ 10人

② ６人

① １人

所管課

　継続して取組む。社会福祉課

　学習機会の充実 　事業を継続する。また、ふれあいの集い以外にも、機会充実に向
けた検討を行う。

人権推進課 　ＤＶ被害の相談は、身体的・経済的・精神的Ｄ
Ｖなど多岐に渡っている。被害者の身体の安全確
保をするとともに、精神科医のこころのカウンセ
リングにより、被害者の身体と心両面のケアに努
めている。

　ＤＶ被害件数は年々増加しており、内容も複雑
となっている状況であり、被害者の自立支援、安
全確保など相談・対応の充実が必要である。

　ＤＶ防止リーフレット配架、大型商業施設女性トイレにＤＶ防止
カード設置など、防止啓発に努める。子ども虐待案件からＤＶが発
覚することも多いため、こども宝課との連携を強化する。

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）

　学校教育、生涯学習などにおける人権教育を
推進します。

学校教育課 　各校、園において人権教育推進計画に基づき、
児童生徒への指導の充実に努めている。
　教職員の人権に関する認識や人権感覚を高める
ための研修の場の拡充が図られている。

　人権学習において、個別的な視点に関わる指導
の一層の充実が必要である。
　保護者への啓発は進んできたが、学校・園と保
護者による懇談の場の充実が必要である。

　現在行っていいる取組みを継続するとともに内容の充実を図る。

　公民館において、人権についての理解と認識を
深めるため、高齢者と障がいのある方との交流
「ふれあいの集い」を開催している。

・全体の利用者が増えているが、
その中でも高齢者よりも障がい者
の方が利用が増えている。

・対応の難しい方が多いので生活支援員で
なく職員対応が多い。生活支援員さんのス
キルアップが必要

・生活支援員さんへの障がい者、認知症等へ
の理解のために研修を充実させる。生活支援
員さんの増強を図る。

Ｈ28 ○

延べ利用者数98名　実利用者数
45名（新規11名）生活支援員25
名（活動中19名）連絡調整活動
件数5,407件

　福祉サービス利用援助事業
（地域福祉権利擁護事業）の
充実を進めます。

福祉サービス利
用援助事業

延べ利用者数75名実利用
者数35名（新規10名）
生活支援員26名（活動中
19名）連絡調整活動件数
6,903件

Ｈ27 ○

延べ利用者数87名　実利用者数
42名（新規12名）生活支援員27
名（活動中19名）連絡調整活動
件数4,855件

人権文化のつどいへの参加協
力。障がい児者のつどいの開
催。参加者78名

・障がい児者のつどいは、懇談会
等でみんなの意見を聞いて、事業
実施に反映している。人権文化の
つどいには今後も参加協力してい
く。

・市内開催の際は、参加者と役員さんの満
足度に差がある。

・これまで通りの実施方法でみんなの意見を
聞いて事業を実施していく。

Ｈ28 ○
人権文化のつどいへの参加協
力。障がい児者のつどいの開
催。参加者80名

現　状 問題点（課題） 解決策
進捗状況 着眼点

　人権について考えたり、
様々な立場の人がともに理解
を深め合っていくことのでき
る機会づくりを進めます。

人権文化のつど
い
障がい児者のつ
どい

人権文化のつどいへの参
加協力。
障がい児者のつどいの開
催。参加者72名

Ｈ27 ○

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

👤

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

・気づいたら市等へ連絡する。

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤

　虐待などに気づいたら速や
かに市に連絡します。

👤👤👤 ・虐待が増えていると聞いても、
家の中で起きていることなので気
づけない。
・気づいたら連絡する。
・関わりたくない気持ちもある

・現場を実際に目撃しないので（物音や怒
鳴り声などで気づく）現状把握が難しい。
・通報者の情報は、守られると言うけど、
わかってしまうこともある。

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

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

　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。

・目に見えている部分は守られて
いるように思える。目に見えない
部分で人権侵害があるのではない
か。
・人権意識は高まっているが、自
らのことに関しては考えているが
他人の人権については言うのが難
しいと感じるがある。

・包括支援センターが高齢者の人権を守る
ための相談窓口ということを皆が知らな
い。
・他人のことをどこまで踏み込んでいいの
かわからず、相談窓口への一歩が進まな
い。

・相談窓口の紹介など広報、啓発をしっかり
とする。
・住民は情報収集を自ら行うために啓発や研
修の場に行く。
・「助けて」と言える受援力を身につける。

👤👤👤

　虐待防止に関する普及啓発や相談支援体制の
更なる充実に向け、子どもの虐待のみならず、
高齢者や障がいのある人への虐待、ＤＶ等の防
止・早期対応・被害者保護に努めます。

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

　特になし。
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所管課

　②バリアフリーのまちづくり

⑤ ３人

④ 12人

③ ８人

② ７人

① １人

⑤ ６人

④ 14人

③ 10人

② ３人

① ２人

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）

　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。

社会福祉課 　開発事前協議において、障害者に配慮した計画
となるよう指導している。

　特になし。 　継続して取組む。

徘徊模擬訓練の実施。認知症サ
ポーター養成講座の実施。実施

回数27回受講者1,563名

・地域に合わせて高齢者等見守り
及び声かけ訓練を実施。民生福祉
部会研修で障がい者への理解を深
めている。小中学生への認知症サ
ポーター養成講座の実施。

・高校生への啓発ができていない。 ・小中学生だけではなく、高校へも啓発等に
行く。

Ｈ28 ○
認知症高齢者等見守り及び声か
け訓練の実施

・積極的に取り組めていない。 ・効果的な啓発活動を進める。また、学校支
援ボランティアを養成する。

Ｈ28 △

要約筆記などのボランティア活
動は盛んであるが情報の整備が
できているかはわからない。

　少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。

徘徊模擬訓練
民生福祉部会研
修

徘徊模擬訓練の実施。認
知症サポーター養成講座
の実施。実施回数13回受
講者1,247名

Ｈ27 ○

解決策
進捗状況 着眼点

　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。

車いす貸出し

福祉大会開催時では聴言
センターへ「要約筆記」
と「手話通訳」の協力を
依頼。また、車いす体
験、手話体験、アイマス
ク体験等の学校等での実
施。

Ｈ27 ○
車いす体験、手話体験、アイマ
スク体験の実施

・ボランティアセンターで情報整
備をしている。また、学校や企業
など必要なボランティアのマッチ
ングをしている。

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）

　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。

👤👤👤👤👤👤 ・声をかける。 ・声をかける勇気をもつ。

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤

👤👤

・受援力を身につける（「助けて」と発信す
る）「助けて」と言いやすい社会づくりをす
る。

　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
う心掛け、バリアフリー化が
必要な環境の点検と改善に努
めます。

👤👤👤 ・以前よりもできている。京都お
もいやり駐車場の設置。車椅子を
使用している人はわかりやすい。

・外から見ただけではわからない障がいも
ある。声をかけても断られることもある。👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤

・いろいろなマークを知る。意識を高める。
当事者に受援力をつけていただく

　関係法制を注視しながら、関係機関と連携し、高齢者の適切に制
度を利用できるように努める。

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

　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研修に参
加する。また、障害担当者と連携を深める。

　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。

社会福祉課 　府高齢者・障害者権利擁護センターと連携しな
がら対応している。

　特になし。 　継続して取組む。

高齢介護課 　社協、包括支援センター、介護支援専門員等に
対し、権利擁護の正しい知識をつけていただくた
めの研修会を開催している。

　知ってもらうための機会になっているが、実
ケースへの反映がなされているかは不明である。

高齢介護課 　全戸配布冊子で高齢者虐待の例と相談先を明記
している。また、通報等があれば包括支援セン
ターとともに対応している。

　高齢者の増加とともに虐待通報も増加傾向と
なっている。

　包括支援センターや介護支援専門員等の関係機関と協働し、虐待
防止と早期発見に努める。

現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　虐待防止に関する普及啓発や相談支援体制の
更なる充実に向け、子どもの虐待のみならず、
高齢者や障がいのある人への虐待、ＤＶ等の防
止・早期対応・被害者保護に努めます。

計画内容（主な取組）

こども宝課 　要保護児童対策地域協議会において啓発活動や
未然防止、早期発見、対応を実施している。

2



（２）情報の整備と発信

①情報の整備

⑤ ２人

④ ９人

③ 13人

② ７人

① １人

⑤ ２人

④ ９人

③ 11人

② ６人

① ３人

⑤ ２人

④ ６人

③ 11人

② ６人

① ２人

所管課

　取扱いには細心の注意を払い、必要な情報を整
備する。

　特になし。 　現在の取組みを継続する。

健康推進課 　各種健（検）診や相談において、個人情報保護
に厳重に注意している。必要児、福祉サービスや
活動について、整備されたチラシ等を活用し情報
提供している。

　地域福祉の推進に必要な情報の入手が困難であ
る。

　現状どおり、整備された情報を提供していく。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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。

社会福祉課 　必要な情報の収集に努めている。 　特になし。 　今後も継続して情報を収集する。

高齢介護課

地域懇談会や役職員研修での啓
発

・地域懇談会や役職員研修で地域
福祉活動計画について啓発し、連
携を進めている。

・団体代表の役員さんが団体内に上手くお
ろせていない。

・代表としての意識づけ。伝え方の工夫をす
る。

Ｈ28 ○
地域懇談会や役職員研修での啓
発

・最新情報の発信ができていない。 ・ホームページの活用を進める。

Ｈ28 ○
子育て情報紙、ボランティア情報
紙、見守り隊マップ作成

　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。

役職員研修
地域懇談会

役職員研修の実施（２
回） Ｈ27 ○

解決策
進捗状況 着眼点

　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。

子育て情報紙の発行
ボランティア情報紙の発
行
見守り隊マップ作成

Ｈ27 ○
子育て情報紙、ボランティア情報
紙、見守り隊マップ作成

・子育て情報紙の作成
・ボランティア情報紙の作成
・見守り隊マップの作成
・ホームページによるボランティ
ア、災害ボランティアセンター情
報の充実

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）

　入手した情報を活用して、
地域福祉に貢献していきま
す。

👤👤 ・センターなどの施設を使用して
仲間づくりができている。

・地域福祉に貢献したいという意識がな
い。役があたれば仕方なくやるけど、役が
終わればその後に続かない。意欲がない。

・役にあたった人に地域福祉についてもっと
知ってもらう。興味を持ってもらい、今後の
活動に繋げていく。集まってもらう機会をつ
くる。地元のために活動するという意識づけ
をする。

👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

👤👤

・参画しているという意識はな
い。

・日本の契約社会の仕組み。自主的に情報
を入れなければいけないという考えがあ
る。

・伝える側が、もう少しわかりやすく（手厚
く）フォローする必要がある。根気よく広報
等で知らせていく。魅力ある企画をする。

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤

　また、市民、住民として情
報整備に参画していきます。

👤👤

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

　福祉に関心を持ち、積極的
に情報を入手します。

👤👤 ・必要に迫られたら情報収集する
けど、必要でない時はできていな
い。自分には関係ないと思ってい
る。

・日本の契約社会の仕組み。自主的に情報
を入れなければいけないという考えがあ
る。

・伝える側が、もう少しわかりやすく（手厚
く）フォローする必要がある。根気よく広報
等で知らせていく。魅力ある企画をする。

3



所管課

　②「届く情報」づくり

⑤ ２人

④ ９人

③ 13人

② ７人

① １人

所管課

健康推進課 　精神障がい者、難病患者、小児慢性特定疾患患
者等福祉関連情報について支援事業の情報提供を
広報、保健だより、ホームページに掲載し、相談
対応をしている。

　必要な情報をタイムリーに提供でき、対応して
いく必要がある。

　今後とも情報を広く周知し、適切に対応していけるように努め
る。

　ホームページ、広報等で窓口案内を行ってい
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。

　各種支援団体等との連携を深め、あらゆる場面で情報に触れられ
るよう努力する。

高齢介護課 　情報誌を作成している。ホームページ掲載時に
は、ウェブアクセシビリティを推進している。

　すべての情報についてバリアフリー化ができて
いない。

　情報バリアフリー化を進める。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　情報のバリアフリー化を進め、福祉関連情報
を誰もが支障なく利用できるよう図ります。

社会福祉課 　市ホームページは、ウェブアクセシビリティガ
イドラインに沿って掲載している。

　特になし。 　継続して取組む。

くらしサポート課

地域懇談会や役職員研修、団体
懇談会でのPR

・地域懇談会の開催時にPR。中間
見直しの実施。アンケートの実
施。

・全市民に周知できていない。 ・少しずつ周知していく。

Ｈ28 ○ 地域懇談会や団体懇談会でのPR

・ホームページの更新が遅くなり最新の情
報を提供できていない。

・支所でも担当がホームページを作成できる
ようにする。担当者がホームページの更新を
する。

Ｈ28 △
ホームページの充実ができてい
ない。

　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）。

地域懇談会

PRができていない状況
Ｈ27 ○

解決策
進捗状況 着眼点

　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。

広報

広報紙の発行は毎月行え
ている。

Ｈ27 △
ホームページの充実ができてい
ない。

・広報紙（隔月発行年6回）とホー
ムページがある。

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）

　福祉に関心を持ち、積極的
に情報を入手します。

👤👤 ・わが事になると関心をもつよう
になるが、他人事だと関心をもた
ない。

・関心をもつ機会が少なく、他人事になっ
てしまっている。👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤

健康推進課 　すこやか木津川21プランの策定にあたり、各種
行政計画との整合を図り、健康づくり推進協議会
の委員を通じて各種団体の意見反映に努めた。

　計画の到達目標値の見直しに時間を要し、達成
に向けての具体的取組みについて庁内関係部署や
市民団体の意見集約が不十分。目標数値を達成す
るためにはワーキングチームでの取り組みが必
要。

　すこやか木津川21プランの最終評価（平成33年度）において、関
係機関の意見を十分反映するよう努める。

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

　継続して取組む。

くらしサポート課 　各種計画は策定していない。 　特になし。 　特になし。

高齢介護課 　計画間の整合を図ることで総合的な福祉情報整
備を進めている。関係団体の参画とパブリックコ
メントも実施している。

　特になし。 　現在の取組を継続する。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

・小学校等に地域福祉についての授業を取り
入れてもらい、子どもの時から地域に関心を
持ってもらう。

　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。

社会福祉課 　策定時には、関係団体や事業者、教育医療など
幅広い関係機関の参画を図っている。

　特になし。
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所管課

　社協とともに本計画のＰＲや説明の機会を充
実し、計画の周知を進めます（福祉フォーラの
開催など）。

社会福祉課 　あらゆる機会を利用して計画のＰＲに努めてい
る。

　特になし。 　継続して取組む。

こども宝課 　妊娠、出産、子育てに関する行政サービスは関
係課も多岐にわたり、内容も複雑である。

　関連情報を集約し、妊娠・子育て中の保護者に
適切に提供することが重要であり、利便性の高い
情報を幅広く提供する必要がある。

　子育て支援サイトの情報更新を行い、情報提供を推進する。

健康推進課 　保健医療、精神、難病などに関する情報を広
報、ホームページ、保健だよりにより広く周知で
きるよう努めている。

　潜在化している方への周知方法が課題。 　今後も情報を広く周知できるよう努める。

　社会福祉協議会の会合等でのＰＲや各種支援団
体へのＰＲ活動を行っている。

　相談窓口に対する市民の認知度を強化する必要
がある。

　各種支援団体等との連携を深め、あらゆる場面で情報に触れられ
るよう努力する。

高齢介護課 　広報紙、ホームページを活用している。チラシ
作成をした際は各種事業や窓口での配架を行って
いる。

　チラシには全ての情報が掲載できない。ホーム
ページには多くの情報が掲載できるが、高齢者が
閲覧されない。

　多くの市民に閲覧いただけるよう掲載方法を検討する。

　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。

社会福祉課 　ホームページや広報等で情報提供に努めてい
る。

　必要な方に必要な情報が確実に伝わっていない
面がある。

　広報等の掲載内容を工夫し、伝わりやすい情報発信に努める。

くらしサポート課

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）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

⑤ ３人

④ ５人

③ 12人

② ７人

① ４人

所管課

　専門人材の育成について、研修情報の提供、
研修受講の支援などを行っていきます。

社会福祉課 　外部研修について、事業所への情報提供を行っ
ている。

　特になし。 　継続して取組む。

　公民館活動や関係諸団体の生涯学習に係る活動
の成果の発表や生涯学習の振興と地域づくりの場
として公民館まつりを開催している。

　幅広い年齢層における地域リーダーの育成。 　事業を継続する。生涯学習での学びを人とのつながり、地域づく
りにつなげていくため、交流機会の充実とリーダーとなる人材の発
掘に努める。

　外部研修の活用、社協や福祉事業者等との交
流などにより、職員のスキルアップを進めま
す。

社会福祉課 　研修会に積極的に参加するなど、スキルアップ
に努めている。また、事業所へも情報提供を行っ
ている。

　特になし。 　継続して取組む。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　学校教育、生涯学習と連携して福祉教育を進
めます。

学校教育課 　認知症サポーター養成講座の出前講座の実施
や、福祉施設訪問など高齢者や障害者と触れ合う
活動を行うなど、理解教育や体験活動などを各
校・園の実態に応じて取組みを進めている。
　土曜授業における地域に出かけての清掃活動、
生徒会が主催する空き缶回収、募金活動などのボ
ランティア活動を実施している。

　活動のマンネリ化、形骸化が起こっている学校
もある。多様な体験活動等を行うことで、より充
実した福祉教育を行いたい。

　現在行っている取組みを継続するとともに内容の充実を図る。

社会教育課

・外部研修への参加と内部研修の
実施。また、福祉人材育成認証制
度の認証を獲得し、職員のスキル
アップ制度を設けた。

・職員がスキルアップ制度の把握ができて
いない。

・職員の意識を高める。

Ｈ28 ○
外部研修への参加。内部でも研
修を実施

・企業や学校等へどの様な支援ができるか情
報提供をする。
・社協が何を伝えられるのかを明示する。
・出前講座一覧などを作成する。
・高校生や大学生にも体験学習の幅を広げ
る。

Ｈ28 ○
夏季体験学習として小中学生に
啓発

　外部研修の活用、市や福祉
事業者等との交流などによ
り、職員のスキルアップを進
めます
。

外部研修への参加
Ｈ27 ○ 外部研修への参加

・ボランティアの担い手不足。講座開催時
の参加者を増加させる。60歳をすぎても仕
事をしている方が多い。ボランティアの高
齢化も問題である。

・積極的な情報提供とボランティアを知って
もらう機会を設ける。ボランティア情報紙の
活用。

　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。 福祉体験学習

職業体験
職業体験の講師
（事業所）

福祉体験学習の開催

Ｈ27 ○
夏季体験学習として小中学生に
啓発

・夏季体験学習を実施し小中学生
へ啓発している。企業や学校等よ
り依頼があればボランティア等の
派遣をしている。

・小中学生を対象としているので、その他
の学生には啓発できていない。

解決策
進捗状況 着眼点

　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。

ボランティア

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
る。

Ｈ28 ○
ボランティア講習会23名参加
ボランティア入門講座14名参加

・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
の育成を図っている。ホームペー
ジの活用をしている。

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）

　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。

👤👤👤 ・夏季体験学習希望者は増加して
いる。
・災害ボランティア等、ボラン
ティアに関しての関心はある
・生涯学習という言葉をあまり聞
かなくなった。

・関心のない人には興味を持ってもらえて
いない

・生涯学習につながるような自分の興味があ
ることについて、積極的に参加する。
・参加するだけではなく、ボランティアとし
て協力する。

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤

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
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　②各種団体の育成・支援

⑤ １人

④ ７人

③ 10人

② ６人

① ５人

⑤ １人

④ ５人

③ 11人

② ８人

① ６人

所管課

　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。

社会福祉課 　福祉団体に助成金を交付し、活動を支援してい
る。

　特になし。 　継続して取組む。

　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。

社会福祉課 　定款内容についての相談、定期監査などの指導
を行っている。

　特になし。 　継続して取組む。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　社協と連携して各種団体の活動を支援しま
す。

社会福祉課 　小地域福祉活動事業や子育て活動支援事業等、
住民参加の地域福祉活動に対する補助を行い、活
動を支援している。

　特になし。 　引き続き補助を行う。

各種助成制度情報の提供、イベン
ト情報の提供を行っている

・歳末たすけあい団体助成、ボラ
ンティアグループ助成、財団等の
助成金紹介。

・助成金額の減額。制度の複雑化。 ・あらゆる分野の助成金制度の調査。事業型
募金の活用の検討。府社協の助成金のホーム
ページの活用。（職員にも周知）

Ｈ28 ○
各種助成制度情報の提供、イベン
ト情報の提供を行っている

・交流会や連絡会等への参加者の減少。備
品等の整備に必要な財源の確保。

・効果的な情報提供。
・備品の的確な管理（担当者の明確化・貸出
備品一覧表の作成）
・魅力的な内容、企画の考案。

Ｈ28 ○
センターの使用、備品等の貸し出
しを行っている。連絡会、交流
会、つどい等の開催

　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。

歳末たすけあい
募金福祉活動助
成
広報紙の発行
ボランティアグ
ループ助成

各種助成制度情報の提
供、イベント情報の提供
を行っている

Ｈ27 ○

解決策
進捗状況 着眼点

　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。

備品の貸出し
ふれあいひろば
各つどいの開催
ボランティア

活動拠点や設備・資材・
情報支援などを行ってい
る

Ｈ27 ○
センターの使用、備品等の貸し出
しを行っている。連絡会、交流
会、つどい等の開催

・各種団体への備品、資材等の貸
出し、情報提供を実施している。
また、ひろばやつどいの開催、子
育てネットワーク連絡会やボラン
ティア交流会の開催など交流する
機会づくりをしている。

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。

・昔よりは関心を持つ人が増えて
いる。
・さりげないボランティア活動が
行われている。
・NPO法人も増えている。

・参加することはできても、「主体となっ
て育む」という意識は足りない。

・気づいたことをやり続ける、言い続ける。
・小さなことからコツコツと実施していく。👤

👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

　老人クラブ、障がい者団体
をはじめ、様々な立場の人々
の参加と交流の基礎となる団
体への参加と活用に取り組み
ます。

👤 ・独立した団体であるので交流す
るという意識がない。
・支援になると思って事業所等が
販売している物を購入する。

・団体側が交流を望んでいない場合があ
る。
・支援側と当事者の感覚のずれがあり、戸
惑うことがある。

・それぞれが交流できるように意識改革をす
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
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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

⑤ ２人

④ ８人

③ ９人

② ９人

① ３人

⑤ ４人

④ ４人

③ ８人

② 12人

① ２人

所管課

　総合的な拠点機能の強化をめざし、福祉事務
所機能をもった施設整備を検討していきます。

社会福祉課 　検討できていない。 　新たな施設整備を行うことは困難な状況にあ
る。

　公共施設等総合管理計画に基づき、既存施設の活用を図る方法を
検討する。

こども宝課 　庁内、地域、関係団体と連携し、各種事業を実
施している。

　情報の共有化。 　連携の強化を図る。

健康推進課 　個別ケース会議や養育支援関連事業等で、保
健・医療・教育・福祉分野の庁内連携会議を実施
している。

　関係者の連絡調整に手間取ることがある。現段
階では、支援に支障はきたしていないが、調整方
法、メンバーの検討が必要。

　庁内関係部署、関係機関との連携を維持していく。タイムリーに
対応していけるように努める。

　くらしとしごとの相談窓口においては、各分野
の窓口へ個別に協議を行い、支援対象者をつない
でいる。

　困窮者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。

　各種専門分野における情報等を得て、対処法を探るため、まず庁
内各課における情報共有の場を作り、連携強化を図る。

高齢介護課 　関係部署間の連携を図っている。 　関係部署が多い場合は、迅速な協議ができない
場合がある。

　庁内連携の強化を図る。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　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。

社会福祉課 　必要に応じ、関係機関によるケース会議を行
い、庁内連携を強化している。

　特になし。 　継続して取組む。

くらしサポート課

ネットワーク会議などに参加。
・各団体と連携し、情報共有を
図っている。

・各団体との連携、兼ね合いが難しい。
ニーズ把握後の解決に向けた取り組みがで
きていない。

・生活支援体制整備事業にしっかりと取り組
む。

Ｈ28 ○ 地域ケア会議に参加。

・地域の課題やニーズの解決、資源の開発
までCSWだけでは難しい。

・生活支援体制整備事業との連携を図り、地
域課題の解決につなげていく。

Ｈ28 ○
地域福祉コーディネートを充実
させるためにCSWを各支所に設
置。

　地域福祉活動を推進する中
核として機能を強化します。

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

Ｈ27 ○

解決策
進捗状況 着眼点

　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。

ボランティアセンターに
地域福祉コーディネート
の機能を置いている。

Ｈ27 ○
ボランティアセンターに地域福
祉コーディネートの機能を置い
ている。

・各支所とボランティアセンター
で地域福祉コーディネートの機能
を設置している。

・これから取り組んでいく。 ・「地域福祉」という言葉を理解できてい
ない。

計画内容（主な取組） 事業 平成２６年の状況
取組状況

現　状 問題点（課題）

👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤

　市や社協の役割を理解し
て、地域福祉の主体として協
同体制に参加します。

👤👤👤👤

👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤

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。

👤👤 ・今後、意識を高めて実施していく。

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤
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　②財源の確保

⑤ ０人

④ ４人

③ ４人

② 10人

① 10人

⑤ ８人

④ ７人

③ ８人

② ６人

① ２人

所管課

　民間の地域福祉ネットワークの中核としての
社協との連携・支援により、効果的に地域福祉
を推進していきます。

社会福祉課 　毎月社協との協議の場を設け、課題の共有や連
携の強化に努めている。

　特になし。 　特になし。

　協働事業の実施、コミュニティビジネスの支
援など、市民・地域による自主事業との協働・
支援を進めます。

社会福祉課 　コミュニティビジネスがほとんど認知されてい
ない。

　ビジネスとして成り立たせることが困難であ
る。

　先進事例等を研究するとともに啓発活動を行うことが必要であ
る。

計画内容（主な取組） 現　　状 問題点（課題） 今後の取組（解決策）

　地域福祉推進のための財源確保に努めます。 社会福祉課 　必要な財源の確保に努めている。 　市の財政事情から、予算の増額は難しい状況に
ある。

　既存事業の見直しも含め、より効率的で効果的に推進していくた
めの手法を検討する。

社協会費や共同募金に関しても金
額が減少しているのが現状であ
る。事業所の運営に関しても厳し
い状態が続いている。

・社協会費や共同募基金、利息等
の減額が見られる。

・社会福祉協議会の担う活動等をしっかり
とアピールできていない。
・募金の配分金の使途を明確にして伝える
必要がある。

・的確な情報提供、募金の啓発に努める。
・自主財源の確保等について研究する。
・支部活動へ参加する際に社協会員価格を設
定したり、バザー等の時に会員は優先して入
場できるなど、メリットを設定する。

Ｈ28 △

社協会費や共同募金に関しても金
額が減少しているのが現状であ
る。事業所の運営に関しても厳し
い状態が続いている。

・自治会など地域組織との連携が難しい。 ・サロン、ボランティアサークルなどにも会
員増強を積極的にすすめる。
・資金の使い道の透明化を図る

Ｈ28 ○
地域長会や民協定例会へ参加
し、事業等の説明を行い協力を
求めている。

　会員増強、共同募金運動の
効果的な展開に取り組むとと
もに、自主財源の確保、助成
金・補助金の獲得等について
研究をします。

会員増強運動　　
　　　　　共同
募金運動　　　　
　　　　介護事
業所運営

年々、社協会費や共同募
金に関して財源確保が難
しくなっている。自主財
源確保も事業所の運営が
厳しい状況である。

Ｈ27 △

解決策
進捗状況 着眼点

　自治会や民生児童委員協議
会、各種団体等と連携・支援
して運営基盤を強化します。 会員増強運動　　

　　　　　募金
活動

地域長会や民協定例会へ
参加し、事業等の説明を
行い協力を求めている。

Ｈ27 ○
地域長会や民協定例会へ参加
し、事業等の説明を行い協力を
求めている。

・地域長会や民協定例会へ参加
し、事業等の説明を行い協力を求
めている。

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）

　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。

👤👤👤👤👤👤👤👤 ・新規会員が増えない。
・転入者へ社協のガイドブックを
配布

・社協活動への理解が乏しい。
・バザーへの協力は（物品提供も購入も）
多く頂ける

・市が転入者に対して社会福祉協議会の活動
の周知を継続する（社協の活動には住民が活
用できるサービスがたくさんあるので住民に
とって使えるガイドブックなので）

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤

👤👤

　コミュニティビジネスな
ど、地域の福祉課題に対応す
る自主事業を開発してきま
す。

・開発のアイデアは浮かぶが実施
は難しい。

・会場費等がかかる。 ・自己負担をしていただくことを検討する。
・公民館等が無料になる方法を考える。👤👤👤👤

👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤

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
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