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ごあいさつ

我が国は、いま、世界に類を見ない少子高齢社会を迎え、家族形態の変化や個人の

価値観の多様化などを背景に、かつての伝統的な家庭や地域での支え合いが難しくな

ってきています。

また、経済情勢や雇用環境は、ゆるやかな回復の兆しが見られるものの、先行きは

不透明であり、生活困窮者の増加や高齢者の孤独死、子育て家庭の孤立、児童虐待や

ひきこもりなど様々な問題が顕在化し、地域福祉を取り巻く環境は厳しさを増し、複

雑化する状況にあります。一方で、ＮＰＯ法人やボランティア団体、住民団体など、

地域福祉を担う新たな主体の多様な分野での活躍が増えてきています。

平成１５年１２月に策定した本計画に基づき、市町村をはじめ、関係機関と連携し

て各種施策を推進してまいりましたが、近年の社会情勢の変化に伴う新たな課題に対

応するため、この度「京都府地域福祉支援計画」を改定いたしました。

今回の改定では、計画期間を平成２６年度から平成３０年度の５年間とし、ＮＰＯ

法人やボランティアなど地域福祉を担う様々な主体が連携・協働してともに支え合う

取組、医療・介護・福祉を一体的に提供する地域包括ケアシステムの推進や、東日本

大震災の経験を踏まえた災害時要配慮者支援の取組及び孤立死防止対策などを盛り込

み、基本目標を「府民一人ひとりが、住み慣れた地域で安心してその人らしい自立し

た生活を送ることができ、みんなで支え合う地域づくり」としました。

府民の皆様方には、地域福祉の担い手として、日々の暮らしの中で地域の様々な分

野の活動に積極的、主体的に参加してくださるようお願い申し上げます。

最後に、この計画の策定に当たり、貴重な御意見、御提言をいただきました京都府

社会福祉審議会地域福祉専門分科会委員をはじめ、関係団体の皆様に対しまして厚く

お礼申し上げます。

平成２６年３月

京都府知事 山田 啓二
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第１章 はじめに（趣旨）

１ 計画改定の趣旨について

京都府では、平成１５年４月、社会福祉法第１０８条に地域福祉を一層推進するため

の有効な手段として｢地域福祉計画｣に関する規定が新たに施行されことにより、地域福

祉支援計画を同年１２月に策定し、平成２０年３月に期間延長の改定を行い、地域福祉

を推進するとともに市町村の地域福祉計画の策定に努めてきたところです。

しかし、世界に類を見ない人口減少と少子高齢化、地域福祉の多様な担い手の誕生、

東日本大震災を教訓とした災害時要配慮者支援等の必要性の増大、地域社会の人間関係

が希薄化し、いわゆる孤独死の発生、認知症高齢者の増加や府民の生活や福祉を取り巻

く社会経済情勢は、大きく変化し、福祉ニーズは増大・多様化・複雑化しています。

このような社会環境の中で、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地

域社会をつくるためには、新しいものを生み出し、時代をリードしてきた蓄積を持つ

「京都の福祉」の歴史や伝統を生かし、人々のこころをつなぎ、人々の意欲と持てる力

に応じて｢社会の支え手｣となるとともに、お互いの限られた資源を持ち寄り、お互いに

支え合える地域の絆を再構築していくことが求められています。

こうした状況を踏まえ、新たな課題に対応し、市町村における地域福祉計画の策定を

含めた地域福祉の推進を支援するため、より一層の実効性を持った計画として平成１５

年１２月に策定した本支援計画を改定するものです。

２ 計画の性格と役割

この計画は、地域福祉推進の考え方の普及や市町村における地域福祉計画の策定の支

援とともに、市町村の計画の達成に資するために必要な広域的な施策や事業の実施を図

るための役割を果たすものです。

したがって、京都府の行政運営の指針である「明日の京都」、京都府高齢者健康福祉

計画、京都府障害者基本計画及び京都府子育て支援計画（未来っ子いきいき応援プラ

ン）と、十分に連携・整合性を図り推進されるものです。

３ 計画期間

計画期間は平成２６年度から平成３０年度までとします。

なお、必要に応じ、市町村における地域福祉計画の策定状況を勘案しながら、見直し

を検討するものとします。
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第２章 地域福祉を取り巻く環境と課題等

第２章の概要

・支援を要する人々は増加、一方、経済不況 税収も減少

１ 地域を取 ・地域社会の人と人との関係が希薄化し、地域福祉の担い手不足

り巻く環境 ・多様な福祉ニーズに対応する社会福祉基礎構造改革の展開と地方

と課題等 分権化

・ボランティアやNPO等の地域福祉をめぐる様々な地域主体との

協働

・災害時に高齢者や障害者など配慮を必要とする人々の支援

・認知症高齢者の増加への対応

・地域包括ケアシステムの推進

・孤立死・孤独死の発生(地域社会からの孤立)

・自殺対策、生活困窮者支援

・民間企業による社会貢献活動（CSR）の促進

２「京都の福 これまでの「京都の福祉」の蓄積をどう生かしていくかが、今後の

祉」のこれま キーポイント

でとこれから

〈環境〉 少子高齢化社会 地域の絆が希薄化、 社会福祉基礎構造改革と

と経済不況 地域福祉の担い手不足 地方分権化

〈課題〉 市町村の地域福 地域福祉めぐる様々 地域包括ケア 災害時要配 孤立死防止

祉の取り組みの な地域主体と協働の システムの推 慮者支援 対策の推進

推進 仕組みづくり 進

〈これから>

地域の新しい動きを取り入れるとともに、これまでの「京都の福祉」の蓄積をどう生かして

いくかが、今後のキーポイント

１ 地域福祉を取り巻く環境と課題等

我が国はいま、出生率の低下に伴う急速な少子化の進展と医療技術の進歩等による平

均寿命の伸長とが相まって、世界に類を見ない少子高齢社会を経験し、支援を要する人

々の増加が見込まれるとともに、就労や生活のスタイルも変容しています。

また、成長型社会の終焉とともに、経済情勢や雇用環境の厳しさは長期化しており、
えん
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地域での生活が不安定になってきていること、国や地方公共団体においても税収等の減

少による累積債務の増大や様々な社会問題等、地域社会の人と人の関係が希薄化し、地

域福祉の担い手が不足しており、地域福祉を取り巻く環境は厳しさを増す状況にありま

す。

このような地域福祉を取り巻く環境の変化や家庭や地域の相互扶助機能の弱体化、国

民の意識の変化などに対応できる多様な福祉を展開していくために、平成１２年に、社

会福祉事業法をはじめとする関係の法令等が改正され、※社会福祉基礎構造改革が進め

られています。また、社会福祉の分野においても地方分権が進展しています。

〈参考〉

社会福祉基礎構造改革により、「利用者の立場に立った社会福祉制度の構築」、「福祉サービスの質

の向上」、「社会福祉事業の充実・活性化」、「地域福祉の推進」が、社会福祉の基本的な考え方とされ

ています。

福祉サービスは、行政がサービス内容を決定する措置制度から、利用者が事業者と対

等な関係に基づき、サービスを選択して利用する仕組みへと転換されました。サービス

供給者も多様となって、利用する住民は、自らの意思でサービスを選択し、契約し、費

用と責任を負担するとされています。

府内では、ボランティア団体やＮＰＯ（民間非営利団体＝Non Profit Organizatio

n）」法人等地域福祉をめぐる様々な地域主体が誕生し、それぞれの特性を活かして地域

に根差した福祉活動を展開しています。これからは、こうした団体が地域の様々な関係

者と連携しながら継続的に質の高い活動を支援していく必要があります。

東日本大震災という大災害においても、災害時に高齢者や障害者など支援を要する人

々が必要な情報や支援を得られないと深刻な被害に遭うことがあきらかになっていま

す。

近年、認知症高齢者が増加し、権利侵害や悪質商法の被害事例が発生しています。高

齢者が住み慣れた地域で健康で安心して暮らし続けることができるよう医療・介護・福

祉のサービスを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」を一層充実させることが求

められています。

急速な高齢化の進展に伴い、地域から孤立してしまうケースが増えた結果、誰からも

気づかれずに亡くなってから一定期間が経っている孤立死・孤独死が社会問題となって

います。また、地域との関わりが少なく、頼れる人が身近にいない場合、地域社会で孤

立する可能性が高いといわれています。

一方、若年者や中高年層においても単身者が増加し、病気や事故、失業などにより働

くことができなくなると収入が途絶え、経済的に困窮したり、深刻な心の悩みを抱えて

自殺する恐れがあります。
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民間企業も地域の一員で、社会貢献活動を行うことはＣＳＲ（企業の社会的責任）を

果たすために重要な取組であり、その取組を促進することが求められます。

〈課題〉

＊ 地方分権が進み、住民に身近な市町村に福祉サービスの権限が委譲されて

いる中、市町村における地域福祉を推進する仕組みを構築していく必要があ

ります。

＊ 選択－決定－契約－利用という福祉サービスのシステムの中で、利用者の

自己決定の尊重や福祉サービス基盤の整備、サービス事業者の情報の提供、

利用者の権利を擁護する仕組みづくり等が進められています。

〈福祉サービスのシステムにおける利用者と提供者の関係〉

福祉サービス利用者 （選択） 福祉サービス提供者

・契約を行う者の自己決定の尊重が 契約 ・良質かつ適正な福祉サービスの提

必要 （提供） 供が必要

・十分な情報が入手できることが必要 対等の立場 ・十分な情報が入手できることが必要

＊福祉サービスを選択できるようにするための基盤整備を質・量ともに充実させることが必要

＊利用者保護の仕組みが必要（成年後見制度、福祉サービス利用援助事業、苦情解決等）

＊ ボランティアやＮＰＯ法人等地域福祉をめぐる様々な地域主体との連携に

あたって、様々な地域課題について関係者が情報を共有する場が少ないた

め、自治会などの地縁団体とＮＰＯ法人などがお互いの役割を理解し、協働

の方法について検討する場を設けるなどＮＰＯ法人などとの協働に対する理

解を深め、協働事業のさらなる推進を支援する必要があります。

＊ 災害時に備え日頃から要配慮者の状況を把握した名簿の作成や地域の見守

り体制の構築をしておくとともに、災害時にどのように避難をしていただく

かの全体計画などを定めておくことが重要となっています。また、関係者が

情報を共有することが重要ですが、個人情報の取り扱いについては平常時に

は本人同意の上、関係者に情報提供するとともに、災害発生時には一人でも

多くの生命を守るという目標達成のため、本人同意無く情報提供できること

とされたことに留意する必要があります。

＊ 今後も急速に増加する認知症高齢者の尊厳が守られ、その人らしく暮らし

続けることができる地域づくりが必要となっています。高齢者が住み慣れた

地域で健康で安心して暮らし続けることができるよう医療・介護・福祉のサ

ービスを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」を推進するには、保険

者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性

に応じた仕組みとすることが求められています。
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＊ 孤立死・孤独死等地域社会からの孤立を防ぐためには、地域の居場所（ふ

れあいサロン）づくりや単身者などの生活を支える制度の構築や「地域包括

ケアシステム」で進めている高齢者を地域で見守り、生活支援する「絆ネッ

ト」の推進などに取り組む必要があります。ただし、こうした人々の中には､

近所づきあいを好まない方や支援を受けたがらない方もいるため、健康や福

祉に関する情報提供や居場所づくりが課題となります。

＊ 全国で自殺者が３万人程度で推移し、深刻な心の悩みを抱えた方々が多数

存在しています。また、長期離職者、未就労者、生活保護受給者をはじめと

する生活困窮者の日常生活自立や社会的自立、就労自立が求められていま

す。

＊ 地域福祉にとって民間企業も重要な担い手の一つとして期待され、地域社

会の一員としての社会的責任を果たすため、社会貢献活動が求められていま

す。

２ 「京都の福祉」のこれまでとこれから

京都には、先駆的な福祉活動の記録や福祉施設発祥の地としての歴史が各地域に数多

く残されています。また、これまでの「京都の福祉」において特徴的なこととして、人

権を尊重し、生活の向上をめざした当事者や家族、関係者による自主的・主体的な福祉

活動と幅広い府民や行政等の協働により、福祉の仕組みを育て発展させてきた京都の

「福祉文化」があげられます。

〈例えば…〉

府内各地の様々な福祉施設や共同作業所づくり、障害者のコミュニケーションバリアフリー

の人づくり・・地域づくり施策、精神に障害のある人の地域生活を支援する「こころの健康推

進員」制度、ひとり親家庭の相談援助と自立支援の取組、地域住民に密着した相談や援助活動

を展開してきた隣保館事業、地域の寝たきりや一人暮らし高齢者等に対する住民相互の助け合

いや認知症の人と家族を支える活動、「小地域ネットワーク活動」等があります。

今後とも、このような取組の成果と蓄積を受け継ぎながら、地域における同和問題、

女性、子ども、高齢者、障害のある人等に係る様々な福祉や人権の課題を解決していく

ため、福祉施設や福祉向上と人権啓発の拠点としての隣保館、そして、社会福祉協議会

やＮＰＯ、ボランティア等の地域の福祉資源、更には介護予防の中心となる地域包括支

援センターについて、それぞれの役割に応じた活用を図っていくことが必要です。

府民の一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし

続けられる社会の実現に向けて、行政がその責務を果たすことはもとより、より多くの

府民の参加を得て、府民と行政との協働により、これからの「京都の福祉」を地域から

創り上げていくことが求められています。
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〈課題〉

＊ 府内各地域において、これまでの「京都の福祉」の蓄積というべき人材や施設、人と

人のつながり等の福祉資源が生き続けており、この「地域の福祉力」を新たな課題の

解決にどのように結びつけ、地域福祉の展開の可能性を見つけ出すかが、これからの

「京都の福祉」の構築に向けての大切なポイントとなります。
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第３章 地域福祉を推進するための考え方

第３章の概要

１ 基本目標 ・府民一人ひとりが、住み慣れた地域で安心してその人らしい自

立した生活を送ることができ、みんなで支え合う地域づくり

＊地域福祉推 ・個人の尊厳と人権の尊重

進のための４ ・様々な人々が意欲と持てる力に応じて参加できる環境づくり

つの視点 ・地域の特性を踏まえた「京都の福祉」の発展

・地域の絆づくり

２地域福祉推 ・まず、地域の福祉課題を共有化することが必要

進に向けて ・様々な住民が意欲と持てる力に応じ、参加できる環境を整え、

その第一歩として市町村は地域福祉計画の策定を

〈基本目標> 府民一人ひとりが、住み慣れた地域で安心してその人らしい自立した

生活を送ることができ、みんなで支え合う地域づくり

〈推進のため 個人の尊厳 様々な人々が意欲と持 地域の特性を踏まえ 地域の絆

の４つの視点> と てる力に応じて参加でき た「京都の福祉」の づくり

人権の尊重 る環境づくり 発展

〈地域福祉 ・市町村においては様々な住民がその意欲と持てる力に応じ、参加できる環境を整え、計画

推進に向けて> 的に地域福祉の推進を

・府においては、広域的整備や調整を

１ 基本目標と地域福祉推進のための４つの視点

地域には、一人ぐらしの高齢者や障害のある人、子育てや失業、疾病など、日常生活

を送る上で様々な福祉ニーズを持ち、何らかの支援を必要としている人々がいます。

また、地域社会において、人と人とのつながりが希薄になる中で、不安やストレス、

社会的排除や摩擦、社会的孤立や孤独といった問題が重複・複合化しています。

このような地域の生活課題の解決を図り、一人ひとりの住民が住み慣れた地域で安心

してその人らしく自立した生活を送ることができるよう、地域の福祉資源の整備とネッ

トワーク化を進めるとともに、住民参加と公私協働の仕組みを整備することにより、福

祉コミュニティを構築していくことが地域福祉の目標です。
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地域福祉を推進していくためには、支援を要する人々等を社会的に排除するのではな

く、地域社会への参加と参画を促し社会に統合する「ともに生きる社会づくり」（ソー

シャル・インクルージョン）と「誰もが一人の人間としてできる限り普通の生活が送れ

るような条件を整えるようにする」（ノーマライゼーション）の理念に基づき、個人と

して尊重され、自立した生活を送ることができるような地域社会を築いていくことが求

められています。

そして、府民が福祉サービスを利用しやすいように、地域でのサービス提供体制が整

備されるとともに、地域における人と人のつながりの回復を図ることにより、ともに支

え合い、助け合っていくことが必要です。

また、地域の福祉課題を発見し、その解決を図るために府や市町村、社会福祉事業

者、社会福祉に関する活動を行う者、府民が、相互に役割を分担して連携・協働した取

組を進めていくことも重要です。

以上の考え方を踏まえ、「府民一人ひとりが、住み慣れた地域で安心してその人らし

い自立した生活を送ることができ、みんなで支え合う地域づくり」を基本目標として、

次の視点に立って地域福祉を推進していくことが必要であると考えます。

［地域福祉推進のための４つの視点］

１ 個人の尊厳と人権の尊重

地域福祉の推進に当たっては、支援を必要とする府民が個人として尊重され、人

間としての尊厳を持って自立した生活を送ることができるようにすることが必要で

す。

同和問題、女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人などに関する様々な人

権問題に配慮し、府民一人ひとりが自立し、お互いを認め合い、ともに生きる社会

づくりという視点に立った地域社会づくりに努めていくことが必要です。

２ 様々な人々が意欲と持てる力に応じて参加できる環境づくり

誰もが健康で安心していきいきと暮らし、意欲と持てる力を発揮できる地域社会

を実現するために、行政、福祉事業関係者のみならず、地域福祉をめぐる様々な地

域主体の協働により、地域の意思形成を行っていくことが必要となります。地域住

民の生きがいや自己実現を図るためには、地域住民自身が意欲と持てる力に応じ

て、地域の支え手として参加できる環境をつくることにより、お互いを支え合える

地域社会を構築していくことが求められます。

３ 地域の特性を踏まえた「京都の福祉」の発展
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京都には、これまでに、人と人とのつながりを基本に生み出してきた「京都の福

祉」ともいえる先駆的な風土があります。こうした京都の人々が培ってきた取組の

成果と蓄積を今日に生かすとともに、地域の特性を踏まえて、現代の福祉の課題に

地域からも積極的に挑戦し、未来に向って前進していくことが必要です。

４ 地域の絆づくり

利用者がサービスを自ら選択することのできる福祉社会を実現するためには、地

域における担い手や情報などの福祉資源の整備とともに、判断能力が十分でない人

が安心してサービスを利用できるよう利用者の権利を守る仕組みが必要です。

また、コミュニティソーシャルワーカー(ＣＳＷ)を育成・配置し、総合相談体制

や生活支援活動の整備、つながりの再構築を図るとともに、地域の絆を構築してい

くことが必要です。

２ 地域福祉推進に向けて

これからの時代に向けては、※社会福祉法第４条においても述べられているとおり、

行政のみならず、地域住民、社会福祉事業者、社会福祉に関する活動を行うＮＰＯやボ

ランティアなど様々な地域福祉をめぐる主体のそれぞれが、地域社会の一員として、そ

れぞれの立場で自らの役割を認識した、連携・協働による地域福祉の推進が求められる

こととなります。

〈参考〉

社会福祉法第４条

地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、

相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活

を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地

域福祉の推進に努めなければならない。

また、地方分権の進展により、福祉サービスの多くは、住民に身近な市町村が担うこ

とになってきています。市町村にあっては、個別の福祉計画の策定により福祉基盤の整

備が進められてきましたが、次の段階として、これらの基盤の上に住民の意欲と持てる

力に応じた参加と協働による地域福祉を推進するため、社会福祉法で定められた「地域

福祉計画」の策定に着手することが望まれます。

また、その際、国の行財政改革等の状況を踏まえながら、財源問題や公費負担と利用

者負担のあり方、施策の優先順位等についても検討が必要となりますが、合わせて、低

所得者層への配慮や情報公開の推進と住民の意欲と持てる力に応じた参加ができるシス

テムづくりの検討等住民との十分な合意のもとに進めていくことが大切です。
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<市町村における計画的推進の４つの段階>

④成果の評価

③施策の実施

②目標の設定

①現状と課題の分析

＊ 地方自治を取り巻く環境が大きく移り変わろうとしている時だからこそ、４つの段階を

住民の意欲と持てる力に応じた参加・合意を得て計画的に推進することが求められる。

一方、京都府においては、福祉サービス基盤の広域的整備や調整、専門的な福祉人材

の養成、利用者保護の仕組みづくりなど、広域的・専門的な課題について主に担当する

こととなります。

以上述べた視点に立って、次の第４章においては、府の取組方向を示し、第５章にお

いては、市町村地域福祉計画について、その策定方法等を示すこととします。
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第４章 府の取組方向

<基本目標と第４章（府の取組方向）の相関図>

〈基本目標> 府民一人ひとりが、住み慣れた地域で安心してその人らしい自立した生活

を送ることができ、みんなで支え合う地域づくり

〈府の取組 地域福祉の担い手づ 福祉サービスを利用 地域のつながり

方向〉 くり しやすい体制づくり づくり

第４章の概要

１ 地域福祉の ・府民はサービスの受け手と同時に担い手

担い手づくり ・府民との協働の仕組みを作っていくことが必要

・他人を思いやり助け合おうとする心の大切さの啓発

１ 地域福祉を担う団体や人材の育成と確保

２ 社会福祉事業に従事する人々の資質の向上と確保

３ 積極的な広報啓発と福祉教育の充実

２ 福祉サービ ・これまでに整備されてきた福祉資源の効果的活用

スを利用しや ・相談－情報－福祉サービスの一連の提供体制が必要

すい体制づく ・誰もが安心して、その人にふさわしい福祉サービスを受けられ

り るよう環境整備等が必要

１ 福祉サービスの相談と情報提供の推進

２ 福祉サービスを安心して利用できる仕組みづくり

３ 地域福祉を推進するための基盤の整備

４ 社会福祉サービスの質の向上と透明性の確保

３ 地域のつな ・人と人とのつながりの希薄化によるきめ細かな日常生活支援の

がりづくり 必要性の増大

・府民の自立生活を支える重層的なつながりが必要

・既存資源を福祉の視点で見つめ直すことが必要

１ 地域生活支援の絆ネットワークづくり

２ 防災のネットワークづくり

３ 人にやさしいまちづくり

４ 生活関連分野との連携
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１ 地域福祉の担い手づくり

１ 地域福祉を担う団体や人材の育成と確保

（１）府民等（住民組織、当事者団体）

（２）社会福祉事業を行う者（団体）

（３）社会福祉に関する活動を行う者

２ 社会福祉事業に従事する人々の資質の向上と確保

（１）社会福祉関係職員の資質の向上

（２）社会福祉関係職員の確保

３ 積極的な広報啓発と福祉教育の充実

（１）広報啓発、情報提供の推進

（２）福祉教育、福祉体験学習等の推進

＊現状と課題等＊

＊ 福祉サービスの利用者である府民は、サービスの受け手であると同時に担い

手であり、地域福祉活動の創造者でもあります。

＊ 府民一人ひとりが主体的な力を高めるとともに、制度化された福祉サービス

だけでは解決できない地域の課題に対して、様々な地域福祉の担い手を育

て、協働の仕組みを作っていくとともに、専門家や学生ボランティア等の人

的資源を豊富に有している「大学・短大等」の存在に目を向け、いかにして

連携していくかという発想が必要となります。

＊ サービスを供給する側の社会福祉関係職員の確保、資質の向上とともに、広

く府民に対し、他人を思いやり、お互いに助け合おうとする心の大切さを普

及啓発していくことが必要です。

１ 地域福祉を担う団体や人材の育成と確保

地域福祉の推進のためには、地域住民や社会福祉事業を経営する者、社会福祉に関す

る活動を行う者がそれぞれの特性を生かしながら、相互の役割を分担し、連携した取組

を行うことが必要であり、そうした地域福祉を担う団体や人材の育成・確保に向けた支

援が必要です。

（１）府民等（住民組織、当事者団体）

府民一人ひとりが、地域社会を構成する一員としての自覚と責任を持ち、住民が主体

となって地域福祉を推進していくことが大切です。

地域の福祉課題に対する府民の関心や共通認識を高め、様々な地域福祉活動や地域社
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会づくりへの参加を促進するためには、そのきっかけづくりや意識向上の方法を工夫し

ていくことが求められています。

地域生活を送る上で、隣近所や自治会（町内会）、女性団体、老人クラブ、当事者組

織等幅広い地域住民・団体のつながりが大切な役割を果たしており、このような地域活

動を通して、誰もが気軽に社会福祉に関する活動に参加できるような環境整備を促進し

ていくことが必要です。

<取組の方向>

☆ 府民の地域福祉への主体的な参加を促進するための広報啓発や福祉体験活動、ボラ

ンティア活動等の多様な取組を促進します。

☆ 市町村の地域福祉計画の策定等をはじめとした多様な住民参加活動を促進するため

の技術的支援を行います。

☆ 当事者の主体的な活動や社会参加を促進するための仲間づくりは重要であり、高齢

者や障害のある人、子育て家庭等と同じ立場に立ったピアカウンセラーの育成を促

進します。

（２）社会福祉事業を行う者（団体）

社会福祉協議会

地域福祉の推進を図るための推進・調整役としての社会福祉協議会の役割が、今後一

層期待されることから、それに見合う組織力の向上や事業・活動を充実させる必要があ

ります。

また、京都府社会福祉協議会は、市町村社会福祉協議会の地域福祉推進の取組を総合

的に支援するなど広域調整を行う組織としての役割が期待されています。

<取組の方向>

☆ 社会福祉協議会が推進する地域の中で孤立を防ぐ活動や住民、団体間のつながりづ

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　向日市でのご近所福祉活動の取り組み

　「ご近所福祉」をテーマに地域福祉を推進。
・「ご近所福祉」とは、昔で言う「向こう三軒両隣」の現在版。災害時の対
応や、普段の地域の見守りなど時代
にあったご近所づきあいを目指す
もの。
・市社協では自治会・地区社協、
民生委員、ボランティアなどと連携
で町内会単位の推進方法や活動
メニューを検討しています。また「
ご近所の世話人さん養成講座」を
開催して、身近なご近所の福祉活
動をする人材の発掘と育成に取り
組んでいる。

・近所のお年寄りがデイサービスに出かけるときに声かけをしたり、ごみ
出しを支援したりなどの活動が生まれてきている。
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くりを進める活動の支援を行います。

☆ 京都府社会福祉協議会が、市町村社会福祉協議会に対する広域的な支援・調整機能

を発揮できるよう支援します。

＜地域の動き／活動事例＞

　・在宅｢あんしんカード｣対象者宅へ設置
　・｢緊急・災害時SOSカード｣の登録と情
報管理
　・町内会別｢要援護者リスト｣作成と　情
報管理
　・｢あんしんネットワーク｣会員募集（見守
り会員）
　・｢あんしんネットワーク１１０番｣の設置
　・｢私の覚書｣(個別支援計画書)の作成

成　　果

　舞鶴市での地域を見守り、支え合う「あんしんネットワーク」の取り組み

　平成２２年１０月　緊急・災害時要援護者SOSサポートプロジェクト会議
を発展させ、日常生活においての支援を行い、異変を早期にキャッチす
る見守り体制、連絡体制を確立する「あんしんネットワーク」を発足。
平成２４年６月から南社協の事業として地域住民の広報・啓発活動を行
う。

　自治会と協働し要援護者の安否確認、避難誘導、非常時の諸対策等
のノウハウが蓄積され、近隣での暖かい「絆」が強くなった。

活　動　内　容

＜地域の動き／活動事例＞

　②「親と子のふれあい遊び」（年１
回）では、お父さんの子育て参加を
応援する機会で、おもちゃをつくった
り、トランポリンやダンボールの家な
ど普段はできない大きな遊びができ
る活動を実施。
　③「親と子のふれあい広場」（週１
回）では、日常的に気軽に集まるこ
とができる場です。お母さんの情報
交換や交流の貴重な機会となって
いる。

成　　果

　城陽市（久世校区）での３つの子育て支援活動の取り組み

　平成１１年度から母親を孤立させず、地域全体で支え合い、みんなで
子育てを担うことを目的として、３つの子育て支援活動に取り組んでい
る。
　①「親と子のホッとステーション」は、お母さん同士の仲間づくり、スタッ
フや講師との交流の機会を提供し、中学生や高校生もボランティアとし
て参加。子どものときに母親と一緒に参加した中学生がボランティアとし
て参加するなど地域のつながりを感じる取り組みに発展。

　孤立しがちな子育ての母親を地域全体で支え合い、地域のつながり
を感じることができた。

活　動　内　容
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共同募金会

共同募金は、地域福祉推進のための多様な活動を支援するとともに、「寄付」を通し

て、住民相互の助け合いの気持ちを広げ、地域のつながりづくりに資する役割が期待さ

れています。

また、共同募金への理解を深め、より広く協力を得るためには、寄付金の配分先や内

容等の情報公開を推進し、共同募金事業の透明性・公正性のより一層の確保を図る必要

があります。

社会福祉法人

社会福祉法人は、その職員や施設等、地域における重要な福祉資源として、施設利用

者だけでなく、地域での福祉サービスの提供者として、サービスの質の向上、利用者保

護、事業内容やサービス内容の情報提供及び公開、他サービスとの連携に取り組むとと

もに、地域の福祉ニーズにもとづく新たなサービスやプログラムの開発等が求められて

います。

さらに地域福祉サービスの拠点の一つとして、地域福祉の向上に貢献していくことが

期待されています。

<取組の方向>

☆ 災害や緊急時の対応、低所得者への配慮等社会福祉法人でなければできない役割

を、地域福祉の担い手として、積極的に果たしていくことができるよう社会福祉法

人への働きかけを行います。

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）

地域において住民の自主的・主体的な社会貢献組織であるＮＰＯ法人の社会福祉事業

者としての活動が広がっています。住民の多様なニーズに柔軟かつ機敏に対応できる、

このような活動が適切に推進されるような取組を進めていくことが求められています。

<取組の方向>

☆ ＮＰＯ法人が、活動しやすい環境の整備を行います。
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地域包括支援センター

日常生活圏内に高齢者の介護の中核となる機関として地域包括支援センターが設置さ

れています。地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるためには、医

療・介護・福祉が連携し、高齢者のニーズに合わせて必要な情報・サービスを包括的に

ワンストップで切れ目なく支えるチームケアの実現が望まれます。

民間事業者

地域での福祉サービスの提供者として、サービスの質の向上、利用者保護、事業内容

やサービス内容の情報提供及び公開、他サービスとの連携に取り組むとともに、地域の

福祉ニーズにもとづく新たなサービスやプログラムの開発等が求められています。

民間企業

地域での福祉を進めるため、民間企業も担い手の一つとして期待されています。社会

貢献活動を行うことは地域の一員である民間企業にとってＣＳＲ（企業の社会的責任）

を果たすために重要な取組です。

近年、社会貢献の一つとして地域福祉活動に対し、積極的に関わる民間企業も増えて

います。

また、市町村が地域福祉を総合的に推進するため、民間企業が有する多様なノウハウ

の活用が必要となっています。

（３）社会福祉に関する活動を行う者

民生委員・児童委員等（民生委員・児童委員、主任児童委員、身体障害者相談員、知的

障害者相談員、こころの健康推進員、母子福祉推進員）

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　京都市での子育て支援から様々な地域活動に発展した取り組み

　ＮＰＯ法人「子育ては親育て・み
のりのもり劇場」は、社会的・精神
的に未成熟な親が、適切な支援
を受けられないまま孤立した状
態で育児をする問題を解決する
べく、人と人とがゆったりと繋がり、
ほっこりと支えあう温かい街づくり
と、誰もが自分の活力の源を見つ
けられる社会の実現を目指し、チ
ャレンジ・キッズ、キネマキッチン、
どらりん劇場、嵐電パトトレインなど
様々な地域活動を展開している。

　赤ちゃんからお年寄りまで人生という物語を実らせる大切な仲間とし
て、温かくてゆるやかな人と人の地域の絆をつくりだしている。

写真・イラスト枠
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民生委員・児童委員をはじめとして各種相談員は、地域における住民の最も身近な相

談相手であり、課題の発見者として、また、支援者としての役割がますます重要になっ

ています。

民生委員・児童委員等各種相談員制度の周知徹底を図るとともに、今日の複雑な福祉

ニーズに地域において的確かつ迅速に対応できるよう資質の向上に努めていく必要があ

ります。

<取組の方向>

☆ 民生委員・児童委員等各種相談員の相互の連携を進めるとともに、各地域ごとの

民生委員組織の活性化を図ります。

☆ 民生委員・児童委員等、地域福祉活動の推進役を担っている人々に対して、必要

な知識・技能等の研修を行います。

ボランティア

住民の自主的・主体的な社会貢献活動であるボランティア等の活動が広がっていま

す。住民の多様なニーズに柔軟かつ機敏に対応するために、このような活動を促進する

とともに、その自主性を尊重した協働・連携の取組を進めていくことが必要です。

<取組の方向>

☆ ボランティアが活動しやすい環境の整備促進への支援を行います。

＜地域の動き／活動事例＞

成　　果

　民生児童委員による見守り３Ｋ活動・３Ｓ運動の取り組み

　地域福祉の推進役として、常に住民の立場に立ち、見守り３Ｋ活動(※
１)に重点的に取り組み、また、３Ｓ信条(※２)を基本にしながら、いつも
「安心・安全」に住み続けることのできる南丹市日吉町づくりに貢献。ま
た、課題や問題に対しては、地域や行政が常に協働してその解決に当
たっている。
※１　見守り３Ｋ活動：
　①Ｋ 子ども見守り
　②Ｋ 高齢者の見守り
　③Ｋ 火災予防
※２　３Ｓ信条
　①Ｓ　スピード（速さ）
　②Ｓ スマイル（笑顔）
　③Ｓシンセリティ（誠実）

　・地域住民への「安心・安全」の精神的な付与。

活　動　内　容

<実施状況>
　・毎月１５日を「安心・安全の日」と位置づけ活動。
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２ 社会福祉事業に従事する人々の資質の向上と確保

社会福祉事業に従事する多様で質の高い人材の養成や確保について、事業者等との連

携の中で取組を進めていくことが必要です。

（１）社会福祉関係職員の資質の向上

<取組の方向>

☆ 優れた専門性と人権感覚、豊かな人間性等を備えた質の高い福祉人材を育成する

＜地域の動き／活動事例＞

【活動内容】
　自宅やケアハウス、グループホー
ムなどを訪問し、井手町の昔の様
子やうれしかったこと、つらかったこ
と、最近のことなどいろいろなお話
に耳を傾けている。メンバーは２～
３名で訪問し、生き生きした表情で
話をされる姿に接し、ボランティアも
元気をもらう機会も多く、メンバー自
身も毎回の訪問を楽しみにしてい
る。

成　　果

　井手町での傾聴ボランティア活動の取り組み

　傾聴ボランティアグループ「うさぎの３３（みみ）」は井手町社協の傾聴ボラン
ティア養成講座を契機に平成１９年２月に設立。当時、町社協が養成講座を
始めた背景に、町内で一人暮らし高齢者の孤独死が連続してあったこと、一
人暮らし高齢者や高齢者世帯が増えるなか不安の解消や見守りの必要性を
感じたことがありました。

・話をする方も傾聴するボランティアもお互いが生き生きと元気になれる貴重
な機会となっている。

活　動　内　容

写真枠

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　京都府北部地域での盲ろう者の自立支援の取り組み

　京都北部盲ろう者たんぽぽの会
は、目と耳と二重の障害を持つ盲
ろう者の自立と社会参加を目指し
盲ろう者向けパソコン教室やパン
づくり体験、料理教室、社会見学
（地域活動支援センター）、聴覚
障害の国際手話通訳者を招い
ての講演会、学習会等を開催。又
指点字勉強会などを開き、通訳
介助者やボランティアの育成に努
めている。

　盲ろう者の自立心が深まり、生きがいができている。地域住民が助け
合って生きることの大切さや地域の障害者への支援を広めている。
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ため、研修等の充実を行います。

☆ 福祉人材の育成のため、福祉関係大学等と連携を進めます。

（２）社会福祉関係職員の確保

<取組の方向>

☆ 社会福祉関係職場での就職を希望する府民への相談や情報提供、就職の斡旋等を

行う福祉人材・研修センター機能の充実を図ります。

☆ 社会福祉事業者による職員の働きやすい条件や環境を整備するための取組を支援

します。

３ 積極的な広報啓発と福祉教育の充実

一人でも多くの府民が地域や福祉に関心や理解を持ち、可能な範囲において、福祉活

動に参加することは、地域の実質的な福祉力を高める重要な第一歩であり、各地域の状

況に応じて、「関わる福祉（参加する福祉）」を目指した広報啓発、福祉教育活動等を

支援していくことが大切です。

（１）広報啓発、情報提供の推進

府内全域での取組を進めるためには、先進的・先駆的な活動や優れた取組等の情報

を、府内の各地域へ提供・循環させていくことが必要です。

<取組の方向>

☆ 地域福祉活動への参加を促進するため、住民が主体となった地域での福祉活動に

関する情報の収集や提供に努めます。

☆ 多様なコミュニケーション手段を活用して、福祉関係情報を誰にもわかりやすく

提供できるよう工夫します。（情報のバリアフリー化の促進）

☆ 企業等によるボランティア休暇制度の理解や導入に向けた働きかけを行います。

（２）福祉教育、福祉体験学習等の推進

「京都の福祉」の未来に向けて、福祉に対する理解を深める福祉教育や福祉体験学習

等の取組は、一人の人が人として大きく成長するきっかけとなるとともに、自主的な社

会貢献活動への府民の参加を促すきっかけとして、次代の福祉の基盤を固めるために

も、特に積極的に推進していく必要があります。

<取組の方向>

☆ 子どもから高齢者まで全ての府民に対する福祉教育や多様な福祉体験学習活動を

推進します。

☆ 福祉問題に関する住民自身の自己学習や相互学習が促進されるよう、学習方法等

の情報提供や学習機会の確保等の支援に努めます。
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＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　亀岡市での福祉教育の実践の取り組み

　亀岡市教育員会と亀岡市社協では、福祉を学ぶのではなく、
　　・福祉を通して自分を見つめ、人とかかわる力を育てること
　　・個人と個人として、全ての人と対等に関わる力を育てること
　を目指して、小中学校での福
祉体験学習、中高生対象の
「夏休み福祉体験学習」などに
取り組んでいます。
　平成２５年度は小学生と視覚
等に障害のある人が一緒に生
け花をし、お互いのできること
を認めあったり、ともに地域で
暮らすことを考える機会づくり
にする予定です。

・小、中高生の福祉教育の充実

＜地域の動き／活動事例＞

　ボランティア活動を通して社会
人としての視野を広げ、多様な
価値観を学ぶこと、また、自分
の生き方や適性を考える機会
とすることを目標としています。
　ボランティア登録者は４６３名
（全校生徒７３２名）活動参加人
数は６７２名です。
（平成２５年度１２月現在）

成　　果

　高校生によるボランティア活動実践の取り組み

　福知山高校ボランティアバンクは、平成１１年度より活動を行っていま
す。具体的な取組として、靴を洗ってネパールへ送る取組、中学校での
学習支援、高齢者施設での交流、福祉体験活動、障害のある子ども達
との交流、福知山マラソンへの協力などがあります。特に、平成２５年
台風１８号での災害復旧支援ボランティアには、いち早く参加し、全校
生徒の７４％にあたる５４１名の生徒が懸命に作業にあたりました。

　生徒が様々なボランティア活動を通じて、社会とのつながりを持つこと
により、豊かな人間性を育んでいる。
　本校の長年のボランティア活動に対し、平成２５年１０月には時事通
信社より全国教育奨励賞を受賞した。

活　動　内　容
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２ 福祉サービスを利用しやすい体制づくり

１ 福祉サービスの相談と情報提供の推進

（１）身近な相談機関の充実と連携の強化

（２）専門相談機関とのネットワークづくり

（３）福祉サービスに関する情報の収集及び提供

２ 福祉サービスを安心して利用できる仕組みづくり

（１）福祉サービスの利用援助

（２）福祉サービスの苦情解決

３ 地域福祉を推進するための基盤の整備

（１）福祉関係計画に基づくサービス提供基盤の整備

（２）社会福祉事業の健全な発達

（３）社会福祉法人、社会福祉施設の機能の活用

４ 福祉サービスの質の向上と透明性の確保

（１）情報公開の推進

（２）サービス評価の推進

＊現状と課題等＊

＊ 福祉関係計画等により、これまでに整備されてきた福祉資源を、地域で、府民が

自立した生活を安心して送ることができるよう有機的に連携させ、効果的に活用し

ていくことが必要です。

＊ 府民が福祉サービスを自ら選択・決定することができるためには、｢相談｣、｢情

報｣、｢福祉サービス｣の提供体制等の整備が必要です。

＊ 誰もが安心して、その人にとって最適な福祉サービスを利用することができるよ

うに環境整備を推進するとともに、利用者の人権に配慮した福祉サービスの質の向

上を図る必要があります。

１ 福祉サービスの相談と情報提供の推進

府民が福祉サービスを利用する場合に、気軽にサービス内容や事業者等について相談
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でき、適切な情報を得ることができるような窓口が、身近なところで、多様に、体系的

に整備されることが大切です。

（１）身近な相談機関の充実及び連携の強化

府民が福祉サービスに関する様々な問題等について、気軽に相談できる窓口が身近な

ところで多様に整備されることが必要です。

<取組の方向>

☆ 民生委員・児童委員等の各種相談員の周知に努めるとともに、相談活動の充実を支援し

ます。

☆ 府民がいつでもどこでも相談ができるよう、ＩＴを活用した福祉相談や社会福祉法人、ＮＰ

Ｏ法人等住民による自主的な相談活動が円滑に行われるよう支援します。

☆ 府民に身近な相談の窓口として、市町村役場、地域包括支援センター、在宅介護

支援センター、障害者生活支援センター、地域子育て支援センター、隣保館、高齢

者総合相談センター、市町村社会福祉協議会の関係機関が連携しながら地域福祉の

課題に対する相談・支援の取組を進めます。

☆ 非行、虐待など複雑な問題を抱える子どもや家庭に対する相談指導、児童相談所

等との連絡調整などを行う児童家庭支援センターの整備を行います。

（２）専門相談機関とのネットワークづくり

福祉サービスに関する複雑で専門的な相談に対応できるよう広域的に設置されている

各専門機関の相談体制を充実し、地域の身近な相談窓口とのネットワークづくりを推進

することが必要です。

＜地域の動き／活動事例＞

成　　果

隣保館デイサービス事業と地域包括支援センター等との連携による介護
予防サービスの取組の充実

活　動　内　容

【事業内容】
　　府内の多くの隣保館において、日常生活訓練や健康教室、絵画、手
芸等の創作教室、医療・福祉等の生活相談といった隣保館デイサービ
ス事業が取り組まれているが、中には、地域包括支援センターと連携
し、市町保健師の派遣による健康チェックの実施や健康教室等への講
師の派遣、相談事業を通じた高齢者情報の把握などに取り組まれてい
る例がある。
　また、これらの取組に加え、介護保険の地域支援事業を活用した認知
症予防教室の開催など介護予防事業が併せて実施されている例もあ
る。

　隣保館デイサービス事業のメニューに、地域包括支援センターが加わ
ることや地域支援事業を活用することで、介護予防事業の充実など地
域のニーズに即した、よりきめ細かいサービスの充実が図られている。
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<取組の方向>

☆ 障害のある人や高齢者、子ども等に関する広域的な専門相談機関（家庭支援総合

センター、精神保健福祉総合センター、地域包括支援センター、高齢者総合相談セ

ンター、児童相談所、府保健所等）の相談体制の充実に努めます。

☆ 児童相談所や保健所、関係機関による市町村域、府域など重層かつきめ細かなネ

ットワークを拡充し、虐待防止のための取組を強化します。

（３）福祉サービスに関する情報の収集及び提供

福祉サービスに関する広域的な情報の収集や提供に努めるとともに、府民の間に情報

格差が生じないような配慮や仕組みづくりを促進することが必要です。

<取組の方向>

☆ 児童虐待防止について、インターネットを活用した啓発・情報提供を進めるとと

もに、京都府のホームページを社会福祉関係機関のホームページとリンクさせる

等、ＩＴを活用した福祉サービスの提供に努めます。

☆ 障害のある人や高齢者の情報通信利用等による社会参加を促進するため、情報提

供システムの構築や日常的な交流を通じた情報提供などを促進します。

＜地域の動き／活動事例＞

　・｢日常生活自立支援事業（福
祉サービス利用援助事業）」：高
齢者や障害者で判断能力の不安
な人への福祉サービスや行政へ
の諸手続の支援や金銭管理、通
帳等の預かりを行う。
　・｢成年後見制度普及事業」：判
断能力の低下した人の財産管理
や法律行為を行う｢成年後見制
度」に　関する相談、申し立て支
援、法人後見の受任等
　・低所得者の一時的な生計維
持のための「生活福祉資金」など
の貸付

成　　果

　綾部市での暮らしの様々な相談の取り組み

　関係機関や専門職と常に連携することができ、問題を抱える本人と家族を
中心としたチームで対応することができた。

広く市民の心配ごと相談の窓口として平成２５年１月に設置
　・社会福祉士などの専門職が主
に高齢者や障害者、生計に関する
相談を受け、問題解決を援助

活　動　内　容
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２ 福祉サービスを安心して利用できる仕組みづくり

福祉サービスが「措置制度」から「契約制度」に移行する中で、府民が自分に合った

サービスを自由かつ適切に選択し、安心して利用できるような仕組みづくりを推進する

とともに、サービス内容等に対する苦情を受け止め、その解決を図る仕組みづくりを推

進していくことが必要です。

（１）福祉サービスの利用援助

福祉サービスを必要とする府民が安心して利用できる仕組みづくりを、市町村や社会

福祉協議会、社会福祉事業者、ＮＰＯ等様々な地域主体と連携しながら推進していくこ

とが求められます。

<取組の方向>

☆ 社会福祉協議会が行う福祉サービス利用援助事業を支援するとともに、利用促進

のための普及啓発及び市町村における生活支援員の確保など実施体制の整備を支援

します。

☆ 成年後見制度の普及啓発に努めます。

☆ 利用者の権利が侵害されないよう、利用者の立場を尊重して社会福祉事業者に対

する権利擁護に関する普及啓発に努めます。

＜地域の動き／活動事例＞

後見制度、福祉サービス利
用援助、生活福祉資金貸付
相談など、多様な相談窓口
を設置。
　また、最近では司法書士に
よる家計相談も始める。
　丁寧な相談対応が行われ
ており、1,243件（平成24年
度）の相談に応じている。

成　　果

　京田辺市でのふれあい福祉相談センターの取り組み

　京田辺市社協では、平成８年度から５年間取り組んだふれあいのまち
づくり事業において総合相談窓口としてふれあい福祉センターを開設。
以来、寄り添い型の相談支援活動を続けている。
　身近な困りごと相談から法律や税務に関する相談、多重債務、成年

　様々な総合相談活動を行うことで寄り添い型の支援活動につながり、
多数の相談が寄せられている。

活　動　内　容
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（２）福祉サービスの苦情解決

安心して苦情を申し立てられる環境の中で福祉サービスの利用に関する利用者からの

苦情を適切に解決するため、公正・中立な機関である運営適正化委員会の相談・あっせ

ん機能等の充実が必要です。

<取組の方向>

☆ 各社会福祉事業者による苦情解決体制の整備を指導するとともに、運営適正化委

員会による苦情解決の仕組みの普及啓発に努め、府内の苦情解決の仕組みづくりを

推進します。

３ 地域福祉を推進するための基盤の整備

この計画は様々な他の施策と連携してサービス等を提供することにより、住民ニーズ

に的確に応えられるものとなります。こうした趣旨から、既に策定している京都府高齢

者健康福祉計画や京都府障害者基本計画、京都府子育て支援計画等に基づく地域福祉の

推進も合わせて見ていく必要があります。

（１）福祉関係計画に基づくサービス提供基盤の整備

福祉関係計画に基づくサービス提供基盤の整備の推進が必要です。

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　福祉サービス利用援助事業 ／ 京都府社会福祉協議会

　判断能力が不十分である人にとって、日常的な金銭管理などが困難
となっている場合、福祉サービスを利用する手続きや福祉サービスの適
切な利用のために必要な一連の援助等の支援をする必要があります。
民生委員やケースワーカーでは、そこまでの対応はできません。
　最近では、ケースワーカー、民生委員等の紹介で、福祉サービス利用
援助事業を利用され
る方が増えてい
ます。府内各市
町村社会福祉
協議会では、組
織的に対応しな
がら、「一人ひと
りの状況に応じ
た支援」を関係機
関とのネットワーク
を築きながら進め
ています。

　高齢者・障害のある人等が、地域で自立した生活ができる。社協の
コーディネートによりこのサービスを中心とした「見守りネット」ができる。
福祉サービスを利用する際の不安や金銭管理の不安が解消される。

写真枠
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<取組の方向>

☆ 福祉関係計画に基づく福祉サービス提供基盤の整備をさらに促進するとともに、

各地域において有効に活用できるよう連携を図ります。

（２）社会福祉事業の健全な発達

今後、社会福祉法人以外にもＮＰＯ等多様な事業者が数多く参入する中で、社会福祉

事業者として適正な運営が確保され、地域福祉の時代にふさわしいサービスの充実がな

されるような取組が必要です。

<取組の方向>

☆ 社会福祉法人が業務内容や組織のあり方を分析し、経営改革が行えるよう社会福

祉法人に対する経営相談を充実させます。

☆ 事業者において適切なサービスが提供されるよう、指導監査や実地指導の充実に

努めます。

（３）社会福祉法人、社会福祉施設の機能の活用

税制等社会福祉法人が優遇されていることを考慮し、災害や緊急時の対応、低所得者

への配慮等社会福祉法人でなければできない地域の福祉ニーズに対し、地域福祉の担い

手として、その役割を積極的に果たすことが求められています。

また、社会福祉施設についても、交流の場の開放等、地域福祉の拠点としての役割を

果たすことが期待されています。

<取組の方向>

☆ 社会福祉法人や社会福祉施設に対し、地域住民のニーズに対応したサービスの実

施や交流とコミュニケーションの場の提供等、地域福祉の担い手として積極的な役

割を果たすよう働きかけを行います。

４ 福祉サービスの質の向上と透明性の確保

社会福祉事業者は、利用者の立場に立って、良質で満足のいく、心のこもった専門的

なサービスを提供できるよう、職員研修の充実等に努めるとともに、利用者の権利が十

分に守られるように配慮しつつ、情報公開やサービス評価の推進を図ることが必要で

す。

（１）情報公開の推進

多数の事業者が提供するサービスの中から、利用者が自分にとって最適なサービスを

選択するために必要な事業者の特性やサービス等のデータについて、十分な情報が得ら
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れるよう、情報公開体制の整備が必要です。

<取組の方向>

☆ 社会福祉事業者に対して、積極的に情報公開を行うよう指導・助言を行い、利用

者が利用しやすい環境整備に努めます。

（２）サービス評価の推進

福祉サービスの質の向上のために、事業者自身による自己評価や点検とともに、京都

介護・福祉サービス第三者評価等支援機構が行う第三者評価事業を推進し、受診率を高

めることや評価の質の向上と利用者への情報提供の強化に努めることが必要です。

<取組の方向>

☆ 社会福祉事業者がサービスの自己評価や点検に積極的に取り組むよう、指導監査

の機会等を通して、指導・助言を行います。

☆ 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構との連携を強化し、支援機構が行

う第三者評価の受診率を高める取り組みを支援します。

☆ 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構が行う第三者評価による質の向上

への支援を図るとともに、利用者の選択支援につながる取組みの推進に努めます。
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３ 地域のつながりづくり

１ 地域生活支援の絆ネットワークづくり

（１）住民相互の支え合い活動の促進

（２）孤立を防止する取組の促進

（３）地域での新しいつながりを築く取組の支援・活動の拠点の確保

（４）様々な主体による見守り活動や生活支援の仕組みの構築

２ 防災のネットワークづくり

（１）災害ボランティア活動の基盤づくり

（２）関係機関ネットワークづくりと社会福祉施設の機能の活用

３ 人にやさしいまちづくり

（１）施設等の環境整備

（２）ともに支え合うやさしい心のつながりづくり

４ 生活関連分野との連携

＊現状と課題等＊

＊ 人と人とのつながりが希薄になっている地域において、福祉ニーズも多様化し、

きめ細かな手助け（日常的生活支援）を必要としている人がいます。

＊ 住民同士がともに支え合うつながりを築き、関係機関相互のつながりを強め、支

援を必要とする人と福祉サービスをつなぐ、府民の自立した生活を支援するネット

ワークを重層的に築いていくことが必要です。

＊ 地域福祉の担い手が不足してきている中、地域のさまざまな資源、人材、情報等

を「これは福祉に生かせないか」という視点で見つめ直し、福祉資源としてネット

ワーク化し、「福祉力」ともいうべき力を地域で発揮できるようなシステムを構築

していくことが必要です。

１ 地域生活支援の絆ネットワークづくり

行政だけでは対応できない、日々の生活上の課題を抱えている人々を支援するために

は、一定のエリア（例えば地域包括支援センターの圏域）における幅広い住民と関係機

関の協働による、助け合いの福祉を目指したコミュニティソーシャルワーカー(ＣＳＷ)

による「地域生活支援ネットワーク」などの取組を進めていくことが必要です。

また、こうした地域での取組は、幅広い世代や男女共同参画によることが必要です

が、とりわけ次代を担う若い世代が参加しやすいよう、活動時間や場所、活動内容等に

ついて十分な配慮を行うことが必要となります。



- 29 -

（１）住民相互の支え合い活動の促進

地域において、支援を必要とする住民を発見し、見守りや友愛訪問等を行うことによ

り、ともに助け合う関係を築くとともに、福祉サービスや行政等関係機関につなぐ地域

全体の支え合いの仕組みを整備していくことが必要です。

<取組の方向>

☆ 見守り等の支え合い・助け合い活動が促進されるよう、コミュニティソー

シャルワーカー(ＣＳＷ)、などの地域福祉の推進役の人材育成、配置の促進

を図るとともに、情報提供、ネットワークづくりへの技術的支援を行います。

☆ 市町村社会福祉協議会等を中心に実施している高齢者や障害のある人、子育て家

庭等を対象とした交流活動（住民が自主的に運営するサークル、「集い」の場）を

促進します。

☆ ボランティアセンターにおけるボランティア活動の需給調整や相談等への支援を

行います。

☆ ボランティアコーディネーター等に対して、地域福祉の推進役として必要な知識

・技能等の研修を行います。

☆ 地域の児童館などで実施されている放課後児童クラブが継続的、安定的に設置・

運営されるよう努め、共働き家庭や母子・父子家庭の小学生の子どもたちが安心し

て生活を送ることができるよう推進します。

☆ 地域住民相互の支え合い活動と地域包括支援センターや在宅介護支援センター、

障害者支援センター、隣保館等との連携を図ります。

☆ 支援を必要とする人々や家族、関係者が、同じ立場に立ってともに支え合えるよ

うに、その交流や仲間づくりを促進していくことが必要であり、広域的な活動交流

や情報提供等の支援を行います。

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　向日市での地域サポーターの取り組み

平成18年から、ヘルパー経験者が呼びかけ人となり、介護保険サービ
スだけでは対応が難しい高齢者の支援に取り組もうと活動がスタート。

　【活動内容】
　　お話し相手（交流）・お散
歩・ゴミ出し・声かけによる
見守りなど、知恵と工夫で
寄り添い型の支援をしてい
る。

・高齢者の安心した暮らしは公的サービスだけの支援では対応が難し
く、地域サポーターが専門職との連携を図り、隙間の支援をしていま
す。地域包括ケアの一端を担うボランタリーな活動が広がっている。
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＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　くらしの助け合いの会の取り組み

　くらしの助け合いの会の会員には援助を受ける利用会員、活動する活
動会員、この会の趣旨に賛同する賛同会員の３種類がある。（いずれも
京都生活協働組合員である必要がある）年会費\1000。援助活動は有
償で\700/１ｈ＋交通費が必要

【活動内容】
•買物、食事作り、掃除、洗濯など家事の一部
•家庭での軽易な老人などの世話（介護者の援助）
•外出の付き添い、通院介助など
•子育て家庭の援助

京都市全域
向日市、長岡京市、大山崎町、
亀岡市、宇治市、宇治田原町、
城陽市、久御山町、井手町、
八幡市、福知山市、

　･活動している会員、利用している会員の双方から喜びの声が寄せら
れている。

写真枠

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　京丹波町での高齢者の買い物支援の取り組み

　中台ふれあい・いきいきサロン（平成１６年１１月設立）では年１０回、
地元公民館でサロン活動を行って
いる。
　【活動内容】
　・月１回（サロンとは別の日に）、
ショッピングセンターへ買い物外
出支援（地区に住む高齢者の声
を聞き、地域の高齢者が自分の
ほしい物を手にとって買い物を
楽しんでもらう機会づくり）
　・毎回２０名ほどが参加

　「歩くのが遅いから」と当初参加を遠慮されていた方も「みんな一緒、
お互い様」と声をかけあい、参加者は「毎月遠足気分で買物に行けるこ
とを楽しみにしている。　自分の好きな物が自分のペースで買え、買物
が終わればバス待ちにコーヒーを飲んでお喋りしたり、次回の計画を立
てたりしている」と喜んでいる。
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（２）孤立を防止する取組の促進

高齢者のみならず、若年者や中年層において単身者の増加が見込まれています。こう

した人々が身近に頼れる人がいない場合、地域から孤立してしまう可能性が高いとされ

ています。

そこで、民生委員・児童委員を始めとした様々な主体による見守り活動や地域の拠点

づくりなど、単身者などの孤立をふせぐ取組を進めていく必要があります。

あわせて、増大する単身高齢者等の孤立を防止するためには更なる見守り体制を強化

する必要があります。

（３）地域での新しいつながりを築く取組の支援・活動の拠点の確保

制度化された福祉サービスだけでは対応できない、様々な福祉ニーズ等に対応する地

域住民の自主的で自立した取組を育成していくことが求められています。

また、社会福祉施設だけでなく、住民が集まりやすい公共施設や商業施設等に福祉の

交流機能を持たせていくことも大切です。

<取組の方向>

☆ 地域の様々な福祉ニーズに対応したＮＰＯやボランティア活動、地域通貨制度等

の新しいつながりを築く住民等（住民、ＮＰＯ、ボランティア）の取組に対して、

情報提供等の技術的支援を行います。

☆ 子育てサークル活動支援及び子育てに関する相談・情報提供を行う地域子育て支

援センターの拡充、地域における子育ての相互援助活動を行うファミリー・サポー

ト・センターの設置促進等、地域の子育て支援機能を強める取組の推進に努めま

す。

☆ 親子の育ちを進める交流や体験、学びの場の充実、異年齢の子どもや親同士の交

流など、地域住民とともに親子の育ちを進める様々な体験や学びの場の充実を図り

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　向日台地区　（向日市）でのごみ対策の取り組み　

　向日台地区社協は高齢化率が４０％以上で、団地に住む高齢者
等のごみ出しを支援する取り組みを
行っている。
　団地の棟内にお願いステッカーが
貼ってある場所にゴミがあれば、地
区社協のボランティアがごみ収集所
まで持っていくという仕組み。
高齢化が進む団地の中で、お互いの
助け合い活動として実施している。

・団地に住む高齢者のごみ出しをボランティア活動により支援すること
で地域の助け合い活動として喜ばれている。
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ます。

☆ 地域の学校施設や交流の場（児童館など）で地域の子どもたちが学習活動やスポ

ーツ活動などを通じて社会参加していけるような機会づくりに努めます。

☆ 地域住民に身近な社会福祉施設等の既存施設（高齢者・障害者・児童福祉施設、

隣保館、公民館等）をはじめ、地域の様々な資源（商業施設、空き家、空き店舗、

休耕地ほか）を、交流とコミュニケーションの場として活用し、住民のネットワー

ク活動の拠点づくりを促進します。

（４）様々な主体による見守り活動や生活支援の仕組みの構築

行政、地域住民、市民活動団体、福祉サービス提供事業者の職員のほか、高齢者宅を

訪問する機会の多い郵便、新聞、宅配、乳飲料、電気、ガス事業者及び不動産業者、マ

ンション管理業者などの協力を得ながら、重層的に見守りや生活支援を行っていくこと

が求められています。

<取組の方向>

☆ 自治体、社会福祉協議会などとライフライン等提供民間事業者等の見守りの協定

締結に向け、先進的な取り組みの情報提供に努めます。

☆ 自治体、社会福祉協議会、ライフライン等提供民間事業者等の様々な地域主体に

よる生活支援の仕組みの構築に努めます。

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　産後の女子力向上倶楽部　（綾部市）の子育て支援の取り組み

　平成２３年４月に「子育て中のママ達が同じ産後の女性を応援した
い！」と誕生したグループ。
　・出産後の母親を対象とした骨盤のゆがみケア
　・産後ママのこころのケアなど
　産後の母親が家で子ども
と二人でこもりがちにならな
いような場として、また、バ
ランスの崩れた体調を戻す
場として、みんなで元気と
キレイをめざしている。

　産後の母親に対し同じ経験をした子育て中の女性が集い、閉じこもり
防止やこころのケアに役立っている。



- 33 -

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　久御山町での地域見守りネットワーク事業の取り組み

  久御山町では平成２５年７月に発足した「久御山町地域見守りネット
ワーク」が、高齢者等の見守り活動により、高齢者が安全・安心に暮ら
せる地域社会を目指している。
　その中でも本事業に賛同した、地域の見守り事業者(新聞配達、牛乳
配達、配食等のサービス業者や福祉あんしんサポート店)５５社と、ふく
ろう隊員４２９名の活動と合せて、行政、地域包括支援センター、民生委
員、消防署、自治会長の協力機関と共に、地域の見守りネットワークの
大きな勢力としてその役割を担っている。

  地域見守りネットワークは地域で活動しながら、「さりげない」見守りボ
ランティアで、負担を感じることなしに、誰もが安心して暮らせる地域を
みんなで創っていくことに大変貢献している。

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　和束町での高齢者見守りパトロール・見守るお店の取り組み

　和束町では高齢者見守りパトロール事業として、ゴミ収集業者の従業
員が高齢者宅を週１回訪問して声かけをしたり、軽度の援助（ゴミ出し）
などを行っています。
　また、商工会と連携し、「高
齢者を見守るお店」の登録を進
め、来店した高齢者に積極的
に声かけをしたり、困りごとが
ある人を関係機関
につなげるなど
の取り組みをし
ています。
現在５０店舗が
登録。

・週１回の訪問で安心につながるとの声もいただいている。
・徘徊する高齢者を登録店の人が発見したことにより無事帰宅できたと
いうことがありました。
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２ 防災のネットワークづくり

阪神・淡路大震災や東日本大震災等の教訓からも、地域での日常的な人と人とのつな

がりが、地震や風水害、火事等の災害時における安否確認や相互の助け合い活動に影響

します。

防災面からも地域における福祉力を高めながら、災害時への対応力を備えるネットワ

ークづくりを意識的に行うことが必要です。

（１）災害ボランティア活動の基盤づくり

災害等に対応できるよう、市町村において、常設の災害ボランティアセンターを設置

するなど、災害ボランティア活動の基盤を整備していくことが求められています。

<取組の方向>

☆ 災害時にボランティアの需給調整や活動支援を行う常設の災害ボランティアセン

ターの設置を支援します。

☆ 市町村の福祉部局と防災部局及び市町村社協の連携を深めるよう支援を行いま

す。

☆ 災害時には地元の中・高校生なども地域住民の中心的役割を担うため、災害ボラ

ンティア活動に取り組めるよう学校等と十分な連携を図ります。

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　ふるさとを守る絆ネット推進事業の取り組み

  平成２３年２月、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが
できることを目指し、中丹広域振興局と福知山市と民間事業者による見
守り活動などを推進する「中丹ふるさとを守る絆ネット推進事業」を開
始。その後、綾部市、舞鶴市、宇治市、京田辺市の自治体と民間事業
者と府広域振興局の間で協定を結んできた。平成２６年２月、城陽市と
山城広域振興局と民間事業者との協定を締結した。事業者が高齢者宅
などで何らかの異変を感じたとき、地元自治体に連絡し、府はそれぞれ
の活動が円滑に進むよう支援する仕組み。

  京都府、地元自治体、民間事業者の三者が見守り活動を積極的に行
うことで、地域福祉の向上に寄与し、府民が安心･安全に暮らせる地域
を実現することに貢献している。
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☆ 災害時に高齢者や障害者などの要配慮者のため、福祉避難コーナー設置ガイドラ

インに沿った避難所の運営が行われるよう推進し、福祉的トリアージのできるリー

ダーや要配慮者ボランティアリーダーを養成します。

（２）関係機関のネットワークづくりと社会福祉施設の機能の活用

東日本大震災では高齢者や障害者が多く犠牲になりました。この教訓を踏まえ、

市町村においては災害時における避難に関して高齢者や障害者など特に支援が必要

な人を把握し、安否確認と避難場所への誘導などの支援を迅速・的確に実施できる

体制を構築することが必要です。

このため、市町村は日頃から民生委員・児童委員などを通じて要配慮者の生活状

況などを把握するとともに、平常時から関係機関と、こうした情報を名簿登録し、

共有することが法制化され、災害時には本人の同意がなくても避難支援のための利

用ができることとなりました。

また、社会福祉施設は地域福祉の拠点であり、必要な設備や人材、支援のノウハ

ウなどを有することから、災害時に、要配慮者のための避難所としてバリアフリー

化などの配慮がなされた福祉避難所としてあらかじめ指定するなど確保しておくこ

とが必要です。

<取組の方向>

☆ 災害発生時に援助が必要な高齢者や障害者などの要配慮者の避難体制を確立する

ため、災害時要配慮者名簿作成や災害時要配慮者の避難支援についての全体計画の

策定を支援します。

☆ 要配慮高齢者等の支援ネットワークづくりに関する先進事例の照会など、市町村

への情報提供を行うとともに、こうした取組を府内市町村に広げます。

☆ 減災には地域のつながりづくりや高齢者や障害のある人等への適切な配慮ができ

る人づくりが大切であることから、小地域福祉活動やボランティア活動を推進し、

支援します。

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　民生児童委員による災害から住民を守る取り組み

　災害時における高齢者や障害
者の方などの「災害時要援護者」
への具体的支援を図るため、京
丹後市と共同で避難行動要支援
者台帳を定期的に更新するとと
もに、要援護者を訪問し災害時に
おける連絡体制の確認や平常時
における行動等について話し合う
ことにより、民生児童委員として
の日常の見守りにも繋げている。

　民生児童委員としての日常の見守りと併せて災害時の対応について
理解を深めることができている。
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３ 人にやさしいまちづくり

「京都府福祉のまちづくり条例」の理念に基づき、全ての府民の社会参加を促進する

ための物心両面からの環境整備を行うとともに、情報格差が生じないような配慮や仕組

みづくりを促進していくことが求められています。

（１）施設等の環境整備

高齢者・障害のある人・子どもや子育てをしている人が暮らしやすいまちは、すべて

の府民にとっても暮らしやすいまちであるという考え方のもと、施設や交通機関等の環

境の整備が進められています。

<取組の方向>

☆ 高齢者や障害のある人等全ての府民が安心して移動や利用、生活ができるよう

に、建築物や道路、公園、鉄道駅舎等の施設の整備を進めます。

☆ 身体に障害のある人もない人も、ともに安心して自然とふれあえるような機会づ

くりを進めます。

（２）ともに支え合うやさしい心のつながりづくり

＜地域の動き／活動事例＞

その理念は宇治市災害ボランティアセ
ンターの災害時体制での活動にも生
かされ、宇治市災害ボランティアセン
ター運営委員を中心に、普段からの地
域住民や福祉活動団体等とのつなが
りのなかで運営された市民主体の災
害ボランティアセンターとなりました。
　京都府内では常設の災害ボランティ
アセンターづくりをすすめており、７か
所で設置されています（平成２５年１２
月時点）。

成　　果

　宇治市での災害ボランティア活動の取り組み

　宇治市災害ボランティアセンター（平成２０年３月設立）は災害時における被
災者支援活動はもとより、平常時においても「災害に強いまちづくり」をめざし
て活動する常設型のセンターです。
　平成２４年８月の京都府南部豪雨災害では被災当日の午前中にいち早く
災害時体制に移行し、３,２００名を超えるボランティアと被災した方々をつなぐ
支援活動を展開しました。 宇治市災害ボランティアセンターの事務局を担う
宇治市社協は地域での協働により地域福祉活動を進めていく役割から“コラ
ボネット宇治”を愛称としています。

・主体的な運営参加をきっかけに、災害後も、福祉活動団体では「いざという
時に自分たちの団体は何ができるのか」を考え、普段の活動を見直すきっか
けにもなっている。

活　動　内　容
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様々な人がお互いを理解し、日常的に交流できるような地域社会づくりを進めるため

に、ともに支え合うやさしい心を府民の間につなげていくことが求められています。

<取組の方向>

☆ 「ユニバーサルデザイン」の考え方を基調とした、「人にやさしいまちづくり」

の普及啓発に努めます。

☆ 障害のある人や高齢者の情報通信利用等による社会参加を促進するため、情報提

供システムの構築や日常的な交流を通じた情報提供などを促進します。

４ 生活関連分野との連携

地域住民の福祉課題に対応し、自立した生活を支援するためには福祉サービスだけで

はなく、保健、医療、教育、就労、住宅、交通、環境、防犯、まちづくり等生活関連分

野との連携を円滑に行っていくことが必要となります。

また、これまでから長期離職者や生活保護受給者をはじめとした生活困窮者に対し、

生活と就労を一体的に支援する「京都式生活・就労一体型支援事業」に取り組んでいる

が、生活困窮者自立支援法の施行（平成２７年４月）を見据え、生活困窮者の自立相談

支援事業実施機関（福祉事務所設置自治体）や公共職業安定所（ハローワーク）などの

関係団体とも連携を図りながら、生活困窮者の個々の状況に応じた包括的・継続的な支

援が必要となります。

<取組の方向>

☆ 福祉教育や福祉学習が効果的に行われるよう、学校教育や社会教育、青少年健全

育成の取組等との連携を図ります。

☆ 保健所などにおける健康づくりをはじめとした保健・福祉・医療の連携を強化す

るとともに、府内の相談・支援機関のネットワークにより、深刻な心の悩みを抱え

た方々に対するより良い相談・支援体制の構築を図ります。

☆ 高齢者や障害のある人等の雇用対策や生きがい対策、権利擁護に取り組みます。

☆ 高齢者や障害のある人等の地域での生活の場を確保する取組との連携を図ります。

☆ 犯罪被害を受けやすい高齢者や障害のある人、子ども等の地域での安全を確保す

るため、犯罪のない安心・安全なまちづくりの取組との連携を図ります。

☆ 生活困窮者の自立に向けて、引き続き生活と就労を一体的に支援する取組を進め

るとともに、新たな生活困窮者自立支援法の施行を見据え、市町村や関係団体とも

連携し、支援体制整備や就労支援策等に取り組みます。
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第５章 市町村地域福祉計画について

１ 市町村地域福祉計画と府の取組

＊現状と課題等＊

＊ 市町村においては、老人保健福祉計画をはじめとした個別の福祉計画の策定と実

施が進められ、それぞれ成果をあげてきているところです。

＊ 地域福祉計画は、その次の段階として、これらの社会福祉に関する諸計画により

整備されてきた資源について、最も効率的に活用出来るよう、総合的な視野から地

域全体としての取組を進めるための将来を展望する役割が期待されるものです。

＊ 京都府内の各市町村においては、地域全体の福祉力を高めるためにも積極的に策

定に取り組むことが望まれます。

１ 地域福祉計画策定のための支援等

京都府においては、市町村が地域福祉計画の策定を円滑に進めることができるよう、

京都府の地域性を踏まえながら、府としての支援計画に基づき市町村の計画策定への支

援を行っていきます。

<取組の方向>

☆ 市町村地域福祉計画の策定が円滑に進められるよう、国の策定指針と府の支援計

画に基づき、計画策定を支援します。

☆ 住民参加の手法や全国・府内の先進事例等に関する情報提供や研修会の開催等、

計画づくりの技術的支援を行います。

次の第５章 ２ において、市町村において計画の策定が円滑に進むよう、地域福祉計

画に盛り込むべき事項及び策定の体制と過程について、国の通知等を参考にしながら示

すこととします。

２ 市町村地域福祉計画ガイドライン

１ 地域福祉計画に盛り込むべき事項

地域福祉計画に盛り込むべき事項としては、社会福祉法上、（１）地域における福祉

サービスの適切な利用の推進に関する事項、（２）地域における社会福祉を目的とする

事業の健全な発達に関する事項、（３）地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に

関する事項の３つが掲げられており、それらを踏まえなければ、法上の地域福祉計画と

しては認められないものです。

さらに、（４）災害時要配慮者の支援の方策等、（５）高齢者等の孤立死対策等も盛

り込むべき事項として盛り込んだところです。
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市町村においては、主体的にこれら５つの事項についてその趣旨を斟酌し具体的な内

容を示すとともに、その他の必要な事項を加えて計画に盛り込む必要があります。

一

〈現状把握〉 ニーズ調査 必要とされるサービス量の調査 提供されているサービス 連

の点検 の

↓ 過

程

〈目標設定〉 福祉サービス確保の緊急性や目標量の設定 住 に

・数値目標については、客観的な指標を 民 お

・数値以外の目標についても目標の達成の判断を容易に行える具体的なものを 参 い

が て

↓ 必

(1)福祉サー (2)社会福祉を (3)住民 (4)災害時 (5)高齢者 ( 6 ) そ 要

〈そのための ビスの適切 目的とする業 の参加 要配慮者 等の孤立 の他

戦略〉=法§107 な利用の の健全な発達 の支援の 対策等

推進 方策等

※社会福祉法第１０７条の項目ごとに現状把握、目標設定を行うことも可能です。

（１）地域における福祉サービスの適切な利用の推進（必要に応じた福祉サービス利用

の推進）

福祉サービスの仕組みが措置から契約による利用制度に転換し、必要な人が必要

な時に最適な福祉サービスを受けることができ、より一層サービスを利用しやすい

ような取組を推進させていくことが必要となります。

（２）地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達（福祉サービスの拡充、多

様なサービスの創出）

複雑多様化した生活課題を解決するため、社会福祉を目的とする多様なサービス

の振興・参入促進及びこれらと公的サービスの連携による公私協働の実現や他分野

との連携についても検討が必要です。

（３）地域福祉に関する活動への住民の参加（住民参加型の地域福祉の推進）

地域福祉とは、地域住民の主体的な参加を前提としたものであることから、住民

参加の促進に関する事項について、盛り込むことが必要となります。

（４）災害時要配慮者の支援の方策等

災害時に備え市町村福祉関係部局において適切かつ漏れのない要配慮者の情報を

日頃から把握し、市町村が持つ他の情報も利用しながら、要配慮者名簿を作成して
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おくことが法制化されました。把握した要配慮者の情報共有については、平時には

本人同意を得た上で、関係機関に情報共有することとされ、発災時には同意無く情

報共有できることとなっています。また、定期的に情報の更新を行うことが大切で

す。

近隣住民等による日常的な見守り活動や助けあい活動を推進する方策についても具

体的に明記しておくことが必要です。緊急対応に備えた役割分担と連絡体制づくりも

重要です。

（５）高齢者等の孤立死対策等

地域社会のつながりが極めて希薄化していることが孤立死･孤独死の事象の発生に

より明らかとなり､少子高齢化社会における高齢者等の孤立が憂慮されるところです。

市町村が持つ他の情報も利用しながら、要配慮者の見守りや支援体制づくりも重要です。

（６）その他

その地域で地域福祉を推進する上で必要と求められる事項について、盛り込む必

要があります。

＜参考資料１＞ 市町村地域福祉計画目次（例）

１ 地域福祉計画策定の趣旨等

（１）計画策定の趣旨

（２）計画の性格と役割

（３）計画期間

２ 現状と課題

（１）地域福祉の現状

（２）地域住民の福祉ニーズ等

３ 地域における福祉サービスの目標

４ 取組の方向 ※次ページ参照

（１）必要に応じた福祉サービス利用の推進

（２）福祉サービスの拡充等

（３）住民参加型の地域福祉の推進

（４）災害時要配慮者の支援の方策等

（５）高齢者等の孤立死対策等

（６）その他必要と認められる事項

５ 計画推進・評価の体制と方法
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〈参考資料２〉 取組の方向（例）

法の３本柱＋その他 取組の方向（例）

必要に応じた 相談支援体制の整 ･福祉サービスの利用に関する情報提供、相談

福祉サービス 備 体制の確保

利用の推進

要支援者が必要なサ ･社会福祉従事者の専門性の向上

ービスを利用できる ･ケアマネジメント体制の整備

仕組みの確立

･事業者のサービス内容開示への助言・指導

サービスの評価等 ･事業者のサービス評価体制整備への助言・ 指導

サービス利用に結 ･孤立、虐待等の要支援者発見機能の充実

びついていない要 ･コミュニティソーシャルワーク体制の整備

支援者への対応 ･近隣住民、訪問機会のある事業者の活動充実

･福祉事務所における地域福祉活動等の充実

利用者の権利援護 ･福祉サービス利用援助事業

･苦情解決制度等

福祉サービ サービスの拡充 ･多様なサービスの振興・参入促進

スの拡充等 ･民間福祉サービス従事者の支援・連携

他分野との連携 ･相談体制や情報提供などのシステムの共有化

住民参加型 地域住民、ボラン ･活動に必要な情報の入手、知識、技術の習得、

の地域福祉 ティア団体、NPO法 活動拠点に関する支援

の推進 人等への活動支援 ･地域住民の自主的な活動と公共的サービスの連携

住民等の意識の向 ･地域住民、サービス利用者の自立

上と主体的参加の ･住民等の主体的な生活者、地域の構成員とし

促進 ての意識の向上

･住民等の交流会、勉強会等の開催

地域福祉を推進す ･地域福祉活動専門員、社会福祉従事者等によ

る人材の養成 る地域組織化機能の発揮

災害時要配慮 災害時要配慮者の把 ・災害時要配慮者の名簿作成

者の支援の方 握、役割分担の明確 ・災害時の情報共有、連絡体制整備

策等 化

高齢者の孤立 孤立を防止し、絆を ・様々な主体による見守りネットワーク

対策等 深める取組 ・ふれあいサロン等

その他必要と ･市町村社会福祉協議会の基盤の整備強化

認められる事項 その他の事項 ･その他必要と認められる事項



- 42 -

２ 地域福祉計画策定の体制と過程（策定の方法・手順）

地域福祉計画は、既存の計画、その他の関連する計画との整合性を保ち、かつ、福祉

・保健・医療及び生活関連分野との連携を確保して策定される必要があります。そのた

め、行政全体での取組が不可欠となります。

また、この計画は住民参加が特に重要なポイントとなっており、地域に入り込んでい

くこと、地域住民の声を吸い上げていくための体制と過程をしっかりと作り上げていく

ことが不可欠となるところが、特色であるともいえます。

市町村における計画策定の流れ

☆ 地域福祉計画策定方針の決定等

・ 行政内部での検討、策定に関する合意形成

・ 行政内部の計画策定体制の整備等

☆ 住民等への意識啓発及び地域福祉計画の策定体制の整備

・ 住民等への情報の提供

・ 住民等の参画を得た策定委員会の設置

・ 生活課題の整理、住民のニーズ等の把握・整理のための体制整備

☆ 地域特性と地域福祉課題の明確化・認識の共有

・ 地区別データの収集・分析

・ 地区別住民懇談会、住民アンケート、住民モニター等によるデータの収集

・ 地域における課題の明確化

☆ 地域福祉計画素案の策定と住民への議論の呼びかけ

・ 計画素案の策定・公表

・ 住民等への議論の呼びかけ

☆ 地域福祉計画の策定

☆ 地域福祉計画の公表と進行管理

（１）地域福祉計画策定方針の決定等
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行政内部での検討、策定に関する合意形成

地域福祉計画を策定するに当たり、計画策定の目的を明らかにするとともに、計画

の性格、位置づけ等の策定方針を明らかにします。

行政内部の計画策定体制の整備等

地域福祉計画は、関連する計画との整合性を持ち、かつ、福祉・保健・医療・及び

生活関連分野との連携を確保して策定される必要があります。そのため、行政全体で

の取組が不可欠であり、関係部局が一堂に会した地域福祉計画の検討会を開催した

り、部局を横断した職員による地域福祉計画策定のためのプロジェクトチームを立ち

上げることも有効な手法の一つと考えられます。

（２）住民等への意識啓発及び地域福祉計画の策定体制の整備

住民等への情報の提供

地域社会の生活課題をきめ細やかに発見することは、地域社会においてのみなし得

ることであり、これを解決する方途を見い出し、実行することもまた地域社会でのみ

可能となります。そのためには、住民等の主体的参加が欠かせないものであることの

理解を広げていくことが重要です。なお、より多くの支援を必要とする人々ほど、情

報が円滑に伝わらないことが考えられるため、特にこうした人々に対する情報伝達に

配慮する必要があります。

住民等の参画を得た策定委員会の設置

地域福祉計画の策定に当たっては、地域福祉推進役としての地域住民、学識経験

者、福祉・保健・医療関係者、民生委員・児童委員、市町村職員等が参加する、例え

ば「地域福祉計画策定委員会」のような策定組織を設置することが考えられます。

「地域福祉計画策定委員会」等は原則として公開し、進捗状況について適宜公表す

るほか、広く住民等が傍聴できる体制をとるなどの配慮が必要となります。

生活課題の整理、住民のニーズ等の把握・整理のための体制整備

公聴会やワークショップ、住民懇談会など住民の意見を汲み上げる体制を整備して

いくことが必要となります。

（３）地域特性と地域福祉課題の明確化・認識の共有

地区別データの収集・分析

地区別住民懇談会、住民アンケート、住民モニター等によるデータの収集
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地域における福祉課題の明確化

こうした活動によって、住民等や要支援者自身が自ら生活課題を明らかにするた

めの調査に参加すること等により、自ら地域福祉課題の解決に向けて活動する気持

ちを醸成することが何よりも重要となります。

（４）地域福祉計画素案の策定と住民への議論の呼びかけ

地域福祉計画に盛り込むべき事項に留意しながら、計画の素案を策定し、住民や

関係団体等の意見を反映させるため、パブリックコメント制度等により議論の呼び

かけを行います。

（５）地域福祉計画の策定

地域福祉計画素案に対する住民等の意見に配慮し、地域福祉計画を策定します。

（６）地域福祉計画の公表と進行管理

地域福祉計画の公表を行うとともに、その後の進捗状況について進行管理を行い

ます。

３ 地域福祉計画を策定する上でのその他の留意事項

計画の策定に当たっては、社会福祉協議会や社会福祉法人、隣保館、ＮＰＯやボラン

ティア、民生委員・児童委員との連携が求められるとともに、計画期間や他の福祉計画

との関係にも留意しておく必要があります。

(１)社会福祉協議会や社会福祉法人、隣保館、ＮＰＯやボランティア、民生委員・児童

委員

社会福祉協議会は、社会福祉法により地域福祉を推進する団体として明確に位置

付けられていること、また、地域住民主体を旨とした地域住民の参加の推進やボラ

ンティア、福祉教育、まちづくり等の実績を有していることから、計画の策定に積

極的に参加することが期待されます。

さらに、社会福祉法人や隣保館、ＮＰＯやボランティア、民生委員・児童委員に

ついても、その役割に基づき、計画の策定に参加していくことが期待されていま

す。
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(２)地域福祉圏域及び福祉区の設定

人口及び面積等が小規模な市町村においては、複数の市町村が合同して地域福祉

計画を策定することも考えられます。

市町村においては、「学区」等地域住民の生活に密着し、一定の福祉サービスや住

民組織、公共施設等が整備されている区域を「福祉区」として、住民参加の体制を

検討していくことも必要です。

(３)計画推進の期間と公表

概ね５年とし３年で見直すことが適当です。計画の実施状況を毎年定期的に点検す

ることとし、「計画評価委員会」のような、評価体制を確保することが必要です。

策定後速やかにその内容を公表することが必要です。

(４)地域福祉計画と他の福祉関係計画との関係

高齢者、障害者、児童等対象別の福祉計画との整合性及び連携が求められます。

＜地域の動き／活動事例＞

活　動　内　容

成　　果

　八幡市地域福祉推進計画の策定の取り組み

　平成２０年３月に策定した「八幡市地域福祉計画」を見直し、新たに平
成２５年度から平成２９年度の５カ年間の「八幡市地域福祉推進計画」
を策定。この計画は、八幡市地域福祉計画と社会福祉協議会（社協）が
主体となって地域住民や各団体が地域福祉を推進するための活動方
針をまとめる
「八幡市地域
福祉活動計
画」の２つの
計画を市と
社協が互い
に連携し協働
していく関係
にあることから
「八幡市地域
福祉推進計画
」として一体的
に策定した。

　地域住民により身近で、きめ細かな計画となり、共同管理する委員会
を設立することで効率的な運営が可能となった。
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資 料 編

□ 京都府社会福審議会地域福祉専門分科会委員名簿

□ 用語解説
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京 都 府 社 会 福 祉 審 議 会

地域福祉専門分科会委員名簿

（敬称略 五十音順）

氏 名 役 職 等

伊 藤 義 明 京都府市町村社会福祉協議会連合会会長

岡 本 民 夫 同志社大学名誉教授

久 貝 和 子 京都府連合婦人会事務局長

櫛 田 匠 京都府社会福祉施設協議会会長

久 嶋 務 京都府市長会会長

汐 見 明 男 京都府町村会会長

本 郷 俊 明 京都府民生児童委員協議会会長

平 野 純 子 京都府老人クラブ連合会副会長

藤 本 守 京都ボランティア協会理事

宮 本 隆 司 京都府社会福祉協議会常務理事

（計１０名）分科会長は未選出
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□ 用語解説（５０音順）

（あ行）

明日の京都

新京都府総合計画の期間が経過したことを受け、新たに京都府行政運の基本理念、原

則となる条例を平成２２年１２月に制定し、平成２３年１月に施行したもの。「府民が

人間として大切にされるために、だれもが社会の一員として参画することができ、府民

同士が尊重し合い、つながり、支え合う、人にやさしい社会を実現すること」などを定

め、10～20年先の長期ビジョン、４～５年先の中期計画、山城・南丹・中丹・丹後の各

地域振興計画からなる。

運営適正化委員会

社会福祉法に規定された、福祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決する

ため、相談・助言・調査又はあっせんを行う都道府県社会福祉協議会に設置された第三

者機関。委員は社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される。

ＮＰＯ、ＮＰＯ法人

「Non Profit Organization」の略で、直訳すると「非営利団体」。広義には、公益法

人や公益的組織等を含む営利を目的としない団体の総称としても使われるが、狭義に

は、自発的・自立的な市民活動に取り組む「市民活動団体」を称して使われる。平成１

０年に、こうした団体が法人格を取得する道を開き、その活動を促進するため、「特定

非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」が制定され、その認証を受けた団体を「特定非営利活

動法人（ＮＰＯ法人）」と称している。

（か行）

京都府高齢者健康福祉計画（第６次）

平成２４年３月策定。計画期間は平成２４年度から平成２６年度。急速な高齢化の進

展に伴う様々な課題に的確に対応するため、地域包括ケアの推進を大きな柱と位置づ

け、高齢者健康福祉全般に関して京都府が目指す基本的な政策目標、その実現に向けて

取り組む諸施策を明らかにした総合計画。各市町村における「介護保険事業計画（老人

福祉計画を含む）」の推進を広域的視点から支援する。

京都府障害者基本計画「キラリ☆２１～それぞれの明日、京都から～」

平成１７年３月に策定。平成２２年３月、後期実施計画策定。計画期間は平成１７年

度から平成２６年度。障害のある人の自立と社会参加の一層の促進を図るため「ノーマ

ライゼーション」と「リハビリテーション」の理念に基づき、障害者施策の総合的な推

進を図る。

京都府子育て支援計画～未来っ子いきいき応援プラン～

平成２２年３月策定。計画期間は平成２２年度から平成２６年度。少子化の進行や児
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童虐待、子育て不安の深刻化等の課題に対応するため、「次代を支える子どもたちが、

家族や周りの人との絆を大切にする人間性あふれた優しくたくましく生きる力を兼ね備

え、心身ともに健やかに成長できるよう」子育てに関する各分野の施策を総合的に推進

する計画。

京都府福祉のまちづくり条例

障害者や高齢者をはじめすべての人が安心して快適に暮らすことができるよう、建築

物や道路、公園等の整備とともに、府民一人ひとりが共に生き、支え合うことのできる

地域社会づくりの実現を目的とする条例。（平成７年１０月１日施行）

ケアマネジメント

援助を必要とする人に対して、その人のニーズを充足するために、福祉や保健、医療

等のサービス、また、家族や親戚、近隣、ボランティア等のインフォーマルな資源を結

びつけ、その在宅生活を継続的に援助していく方法。「調査（アセスメント）－計画

（ケアプラン）作成－実施状況確認（モニタリング）－評価－アセスメント…」の一連

の過程。

こころの健康推進員

精神障害者や家族からの相談に応じ必要な助言・指導を行うとともに、精神保健福祉

に関する正しい知識と理解の普及に努めるなど、精神障害者の地域生活を支援し、精神

障害者の自立と社会参加の促進を図るために、所定の養成講座終了後、京都府に委託を

受けた民間の協力者。

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）

コミュニティソーシャルワークとは、イギリスにおいて提案されたコミュニティに焦

点をあてた社会福祉活動・業務の進め方で、地域において、支援を必要とする人々の生

活圏や人間関係等環境面を重視した援助を行うとともに、地域を基盤とする支援活動を

発見して支援を必要とする人に結びつけたり、新たなサービスを開発したり、公的制度

との関係を調整したりすることをめざすものです。コミュニティソーシャルワーカーと

は、このコミュニティソーシャルワークを行う者。

（さ行）

在宅介護支援センター

高齢者やその家族が必要とするときに、いつでも相談に応じられるよう、２４時間体

制で保健・福祉の専門家を配置し、介護に関する様々な相談や各種保健福祉サービスと

の連携・調整、利用手続きの代行を行ったり、介護機器の展示及び使用方法の指導等を

行う機関で、保健福祉サービス全般を取り扱う総合窓口としての役割を果たしている。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）

「Corporate Social Responsibility」の略で、直訳すると「企業の社会的責任」。企

業においては活動するにあたって、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、従業
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員、投資家、地域社会等の利害関係者に対して責任ある行動をとるとともに、説明責任

を果たしていくことが求められている。

社会福祉協議会（略して「社協」）

地域福祉推進のため、全国、都道府県、市町村ごとに住民や地域の社会福祉関係機関

によって組織された民間福祉団体。具体的には、地域福祉を推進する事業のための調

査、総合的企画、連絡・調整、助成、普及・宣伝、人材研修等を行う。

主任児童委員

児童委員のうち、厚生労働大臣の指名により、児童の福祉に関する機関と児童委員と

の連絡調整を行うととともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う者。

障害者生活支援センター

在宅障害者の地域生活を支援するため、相談や情報の提供、福祉サービスの利用援

助、社会生活訓練、地域住民との交流等を行うことにより、自立と社会参加を促進する

機関。

小地域ネットワーク活動

市町村内の特定区域を単位に、より細かく分割した地域で行われる福祉活動。具体的

には、小・中学校区や自治会単位などによって地域を細分化し、援助を要する在宅の高

齢者や障害のある人等の生活を支援するために、近隣の住民参加にもとづき、関係者の

協働と連携した見守りや訪問、その他様々な生活支援の取組を進める活動。

身体障害者相談員

市町村からの委託を受け、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害

のある者の相談に応じ、必要な援助を行う、社会的信望があり、かつ、身体に障害のあ

る者の更生援護に熱意と識見を持つ民間の協力者。

成年後見制度

判断能力が不十分なため、契約の締結等の法律行為における意思決定が困難な人に対

し、その不十分な判断能力を補い、本人が損害を受けることなく、本人の権利が守られ

るようにする制度。「法定後見制度」（後見・保佐・補助の制度）と「任意後見制度」

から成る。

ソーシャルインクルージョン

社会福祉制度の網の目からもれ、社会的排除・摩擦や社会的孤立という状況にある人

々を、社会的つながりを構築することによって、排除や摩擦から援護し、健康で文化的

な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという考え方。

（た行）
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地域子育て支援センター

地域の子育て家庭に対して、子育て相談、子育てサークル等の支援、保育サービス情

報の提供等を行う、地域の子育て支援の拠点として保育所等に併設する。

地域包括支援センター

市町村又は委託を受けた法人が設置し、地域支援事業を行う、 介護保険法で定められ

た、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合

的に行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援する機関である。要支援認定者

への介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所でもある。全市町村に設置されて

おり、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が配置され、専門性を生かして相互連

携しながら業務にあたっている。

知的障害者相談員

市町村からの委託を受け、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者やその保

護者の相談に応じ、必要な援助を行う、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する

更生援護に熱意と識見を持っている民間の協力者。

（な行）

ノーマライゼーション

1950年代、北欧において、知的障害者の処遇に関して唱えられたもので、その後の広

がりの中で、今日では、社会福祉分野における重要な理念のひとつとなっている。福祉

サービスの利用者も一般市民と同様に地域社会の中で普通の生活が送れるような条件を

整えることが大切であり、すべての人が共に生活できる社会が通常の社会であるとする

考え方をいう。

（は行）

バリアフリー（コミュニケーションバリアフリー）

高齢者や障害のある人が地域の中で普通に暮らせる社会づくりをめざすノーマライゼ

ーションの理念に基づいて、物理的環境、文化・情報、制度や心理的な障壁（バリア）

を取り除いていこうという考え方。

コミュニケーションバリアフリーとは、視覚や聴覚に障害のある人との意思伝達を容

易にするため、点字や拡大文字、手話通訳や要約筆記、コミュニケーション機器等多様

な情報伝達手段を活用した環境を整備することや理解を広げること。

ピア・カウンセラー

「ピア（peer）」は「仲間、同僚」の意味。共通の社会的背景、体験等を持つ人同士

の、互いに支え合う関係を前提とした相談活動を行う人のこと。例えば、障害のある人

のピア・カウンセリングでは、障害のあるピア・カウンセラーとの関わりを通して、相

談者である障害のある人自身が自己決定と自己選択の力を強くすることをめざしてい

る。
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ファミリーサポートセンター

急な残業や子の急病等、既存の施設等では応じきれない変動的、変則的な育児又は介

護の需要に対応するため、地域において住民間の相互援助活動を支援する。

福祉サービス

社会福祉を目的として地方公共団体や民間団体等によって提供されるサービス一般を

いう。また、狭義には、社会福祉法第２条に規定される第一種社会福祉事業及び第二種

社会福祉事業によるサービスを意味する。

福祉サービス第三者評価

事業者でも利用者でもない第三者の評価機関が、事業者と契約を締結し、専門的かつ

客観的な立場から、福祉サービスの内容や質、事業者の経営や組織運営等を評価するこ

と。評価結果を広く利用者や事業者に提供することにより、利用者の選択を援助し、サ

ービスの質の向上に向けた事業者の取組を促進する。

福祉サービス利用援助事業

認知症や精神障害等のため福祉サービスの利用等に支障がある人に対し、利用者との

契約により、福祉サービスの利用に関する相談、助言、手続きの援助、利用料の支払い

（日常的金銭管理）等福祉サービスの適切な利用のために必要な援助を行う事業。

福祉的トリアージ

災害時に高齢者や障害者などの要配慮者の避難に際し、配慮の程度に応じて優先順位

をつけ、福祉避難所や一般避難所への避難すべきか等の判断を行うこと。

母子福祉推進員

京都府知事の委嘱により、母子家庭等の生活・経済上の問題について、相談・援助を

行うとともに、各保健所に配置された母子自立支援員の協力機関として業務を行う民間

の協力者。

ボランティアコーディネーター

ボランティア活動をしたい人とボランティアを依頼したい人との調整やボランティア

活動に関する相談・企画、ボランティア（団体）の育成、普及啓発、ボランティアとの

協働による在宅福祉サービスの開発等住民のボランティア活動を支援する専門職。

（ま行）

民生委員・児童委員

厚生労働大臣の委嘱により、住民の福祉の増進を図るため、社会奉仕の精神を持っ

て、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助や情報提供を行い、社会福祉事業

者や社会福祉活動を行う者と密接に連携し、関係行政機関の業務に協力する者。また、

民生委員は児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行う児童委員に充てられ

る。
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（や行）

ユニバーサルデザイン

高齢者や障害のある人の生活や活動に不便となる障壁（バリア）を取り除く「バリア

フリー」という考え方を一歩進めて、すべての人の利用しやすさを最大限配慮した、環

境や製品、サービス、システム等のデザインのこと。

ワークショップ

住民参加型共同作業。複数の人々が、創造性を発揮し、具体的な作業を通して合意形

成を図り、成果物をつくりあげていく集まりのこと。住民参加の有効な手法として、近

年よく用いられる。
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