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第第第第４４４４章章章章    具体的取り組み具体的取り組み具体的取り組み具体的取り組み    

 

１１１１    新しい参加とつながりのしくみを生み新しい参加とつながりのしくみを生み新しい参加とつながりのしくみを生み新しい参加とつながりのしくみを生みだだだだそう！そう！そう！そう！    

 

（１）（１）（１）（１）みんなでみんなでみんなでみんなでつくつくつくつくる地域福祉る地域福祉る地域福祉る地域福祉    

【現状と課題】 

 

� 住民意識調査において、福祉サービスの最適な利用について行政が行うべきことについ

て聞いたところ、「福祉サービスに関する情報提供を充実する」が最も高く 59.9%でし

た。次いで、「福祉サービスの選択についての相談対応を充実する」が 30.8%でした。

このように、住民は行政に対して、福祉サービスに関する情報の提供や相談対応を求め

ています。 

� また、社会福祉協議会を知っているかどうかを聞いたところ、「名前も活動内容も知って

いる」が 30.4%、「名前は聞いたことがあるが、活動内容は知らない」が 47.4%、「名

前も活動内容も知らない」が 18.3%となっています。前回との比較をみると、大きな違

いはありません。 

� 同じ設問の「その他」の回答において、「納税については義務として税金を徴収されるが、

受けられるサービスや補助金制度など有効に活用できる情報などが全く伝わってこない。

基本的にこちらが窓口で相談しない限り情報をもらえない。高齢者の介護に関しては情

報がいろいろとあるが、障がい者に関してはほとんどない。障がい者は行政が把握して

いるのだから定期的に相談支援を行っていくべき」という意見がありました。 

� まちづくり座談会において、「社会福祉協議会が何をやっているのかよく分かっていない

ので、きちんとした PRが必要」という意見や、「地区の担当を決めて日出町社会福祉協

議会も一緒に地域の福祉体制を支援してほしい。地区のみで担うのも限界がある」とい

う意見がありました。 

� また、「地域福祉を担う人たちが福祉制度をしっかり理解し、また住民に広報することも

必要。介護保険制度や諸機関が何をやってくれるのかを住民に分かりやすく説明するべ

き」という意見も出されました。 

� これから地域福祉を進めていくには、その担い手である社会福祉協議会の役割は重要で

す。社会福祉協議会のスタッフは積極的に住民のところへ赴き、地域における存在感を

高めることが必要です。 

� 中学生アンケートにおいて、福祉について知りたいこと、経験したいことについて聞い

たところ、「手話や点字について」、「保育所や幼稚園などで乳幼児と話したり、遊んだり

すること」、「福祉の仕事について」、「福祉の基礎的なこと」などの項目で選択された割

合が高くなっています。このように中学生においても福祉に関する意識を持っており、

福祉教育を進めていく必要があります。 
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【現状と課題】（続き） 

� 住民意識調査において、前述のとおり、住民は行政が福祉サービスに関する情報提供の

充実や相談対応の充実を行うべきと考えていることが分かります。 

 

 

＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞ 

 

＜福祉サービスの最適な利用について、行政が行うべきこと＞ 

 

59.9

30.8

16.1

7.2

21.9

20.8

15.5

8.3

1.5

7.2

13.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

福祉サービスに関する情報提供を

充実する

福祉サービスの選択についての相談

対応を充実する

福祉サービス事業者への苦情やトラ

ブル解決の支援体制を整える

福祉サービスの内容を評価するしく

みを整える

相談窓口職員の知識、接遇の向上

行政や福祉サービス事業者の情報

公開をすすめる

住民が福祉に関する法律や制度な

どを学習できる機会を増やす

福祉サービス利用者の権利を守るし

くみを整える

その他

特にない

無回答・不明

＜複数回答＞

N=529
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＜社会福祉協議会を知っているかどうか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜福祉について知りたいこと、経験したいこと＞※中学生アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.1

34.0

20.0

22.8

41.0

14.0

15.1

34.2

18.9

20.8

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

福祉の基礎的なこと

福祉の仕事について

お年寄りや障がいのある人の生活を、疑似

的に体験すること

介護の技術や方法について

手話や点字について

お年寄りや障がいのある人が、利用したり、

生活している施設などを見学すること

お年寄りや障がいのある人と、交流すること

保育所や幼稚園などで乳幼児と話したり、

遊んだりすること

まちに出て、道路の歩きやすさや使いやす

さなどを調べること

特にない

無回答・不明

＜複数回答＞

N=544

30.4

27.8

47.4

52.7

18.3

16.7

3.8

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（N=529)

前回調査

（N=994)

名前も活動内容も知っている

名前は聞いたことがあるが、活動内容は知らない

名前も活動内容も知らない

無回答・不明

＜単数回答＞
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■取り組みの方向■取り組みの方向■取り組みの方向■取り組みの方向    

住民の求める情報を捉え、適切に広報、啓発していきます。社会福祉協議会は、住民の理

解を得られるよう、積極的に地域に赴きます。また、現在の小学生・中学生たちが将来、地

域の支え合い・助け合いに取り組むよう、福祉教育を進めていきます。 

 

【取り組み】 

１．広報・啓発活動の推進 

地域福祉に関する情報について広報・啓発に努め、地域で支え合うための交流活動の大切

さや地域での支え合い・助け合いに関する意識を高めます。 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●積極的に福祉に関する情報を収集します。 

●サービス内容を知らない人に情報を伝えます。 

●高齢者や障がいのある人、子どもの課題について理解を深めます。 

●高齢者や障がいのある人、子どもたちとふれあう機会をつくります。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●「社協だより」の発  

行  

分かりやすい内容でより多くの人が読むよう工夫し、社

会福祉協議会の活動内容を住民に伝えます。 

●ホームページの活 

用  

インターネットを活用し、地域福祉・ボランティア活動

等に関する情報提供を行います。 

●福 祉講座等の 実

施・意識啓発 

住民に関心をもってほしい内容について講演会、福祉講

座等を開催し、意識啓発を図ります。 

●社会福祉協議会の

活動についての周

知 

広報誌「社協だより」やＳＮＳなどを活用し、日出町社

会福祉協議会の社会的役割や活動、取り組みなどを広く

住民に周知していきます。 

行行行行    政政政政 

●「広報ひじ」やホー

ムページなどの活

用 

「広報ひじ」やホームページ、ＳＮＳなどを活用し、ボ

ランティア活動や地域福祉活動の PRを通じた広報・啓

発をするとともに、地域福祉推進に関する情報提供に努

めます。 

●福祉をテーマとし

たイベントや講演

会の開催 

福祉をテーマとしたイベントや講演会などを実施し、福

祉意識の高揚を図ります。 

●講演会等への参加

者増加の取り組み 

学ぶ機会へ多くの参加者を募るため、その開催などに関

する情報伝達を工夫するとともに、託児スペースの確保

に努めます。 
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２．福祉教育の推進 

性別や年齢、障がいの有無、国籍にかかわらず、すべての住民がお互いに思いやりの心を

持ち、地域に愛着が持てるよう、福祉教育を推進します。 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●一人ひとりが福祉に関する勉強会や研修へ積極的に参加するよう心がけます。 

●高齢者や障がいのある人に対する理解を深めます。 

●地域活動を通じて、高齢者や障がいのある人とふれあう機会をつくります。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●児童・生徒対象の福

祉体験学習の実施 

福祉教育のさらなる推進のため、児童・生徒を対象とし

た体験型の学習を実施します。 

●福祉に関する学習

機会の提供 

地域の資源や人材を生かしながら、認知症の理解や子育

て不安の解消、障がいや障がいのある人への理解など、

知る機会が少ない身近な福祉問題にかかわる課題や対

策などに関する学習会などを開催し、かつ、その継続に

努めます。 

行行行行    政政政政 

●福祉について身近

な話題をテーマと

した講演会等の開

催 

地域住民を支援する民生委員児童委員を対象として、住

民生活上の課題解決などをテーマとして研修を行いま

す。また、心の健康や性教育などをテーマに町内の中学

校、高校で出前講座を開催します。また、一般住民対象

とした講演会等を開催します。 

●子どもたちの豊か

な成長を促進する

ための福祉教育の

推進 

心の健康や性教育、食育などをテーマとして町内の中学

校、高校に出前講座、講演会を開催します。 

●住民の各年齢層に

おける福祉教育の

推進 

今後も「まちづくり座談会」を開催し、互助・共助意識

の醸成や共生社会の構築などをテーマに講演会や討論

会を実施します。 
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（２）地域活動への参加を誘う（２）地域活動への参加を誘う（２）地域活動への参加を誘う（２）地域活動への参加を誘うしくみしくみしくみしくみづくりづくりづくりづくり    

【現状と課題】 

 

� 住民意識調査において、地域活動やボランティアを行っているかどうかを聞いたところ、

「ある」が 49.1%、「ない」が 48.8%となっています。前回との比較をみると、ほとん

ど変わっていません。 

� 地域活動やボランティア活動の動機として、「地域活動の一環として」が最も高く 56.5%

でした。次いで、「もち回りのため」が 32.3%、「周りの人に誘われて」が 20.8％、「社

会の役に立ちたい」が 19.6%となっています。前回との比較をみると、「自分の成長・

生きがいとして」、「社会の役に立ちたい」の割合が減少しています。 

� 地域活動やボランティア活動を行っている人は減っていませんが、動機として「自分の

成長の・生きがいとして」、「社会の役に立ちたい」といった積極的なものが減少して、「も

ち回りのため」といった否定的なものが増加しており、活動する動機の変化が見られま

す。 

� また、参加したことがない人が参加するようになるために必要と思われることを聞いた

ところ、「住民の興味をひき、参加したいと思えるよう、周知・広報の仕方を工夫する」、

「勤務している人が参加しやすいよう、時間や日程を工夫する」等の項目で高くなって

います。参加していない人が参加できるように、さまざまな工夫が必要になっています。  

� まちづくり座談会において、「人材を育成するには、子どもたちへの働きかけが大切。子

どもが自然にボランティアをするように大人が見本を見せる」という意見がありました。

このように大人たちが積極的にボランティア活動をする姿を子どもたちに見せることが

大切です。 

� また、「ボランティアに参加しようとする若い人はいない。仕事をして精いっぱいでゆと

りがない。ボランティア活動をする人も高齢化していて、若い人には馴染みがないよう

に思う」という意見もありました。 
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＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞ 

＜地域活動やボランティアの経験＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域・ボランティア活動をした（している）動機＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.1

49.1

48.8

48.4

2.1

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（N=529)

前回調査

（N=994)

ある ない 無回答・不明

＜単数回答＞

8.8

8.5

19.6

20.8

12.3

0.8

9.6

56.5

32.3

1.2

3.8

1.5

16.2

8.0

26.8

18.0

14.5

1.6

7.0

58.0

26.2

1.8

4.1

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自分の成長・生きがいとして

自分の能力・技能を活かしたい

社会の役に立ちたい

周りの人に誘われて

仲間・友人を得る

就職に役立てたい

福祉に関心がある

地域活動の一環として

もち回りのため

特にない

その他

無回答・不明

今回調査（N=260) 前回調査（N=488)
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＜地域活動やボランティアに参加していないひとが参加するために必要なこと＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1

7.6

25.5

20.6

40.6

8.9

39.1

4.5

13.2

25.5

7.6

23.6

21.1

42.5

9.4

32.8

3.3

18.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

地域活動やボランティア活動について、「参加しましょう」

とお互いに声をかけあう

ＰＴＡや消防団などの団体を通じて情報を発信する

地域活動に関する年間・月間カレンダーやボランティア

活動の予定などを各家庭に配布する

住民がよく集まる場所（地域の商店、病院、コンビニ、銀

行、郵便局など）に、地域活動やボランティア活動の情

報などを掲載できる情報スペースを設ける

住民の興味をひき、参加したいと思えるよう、周知・広報

の仕方を工夫する

講演会やセミナー等による啓発活動を行い、住民の意

識向上を図る

勤務している人が参加しやすいよう、時間や日程を工夫

する

その他

無回答・不明

今回調査（N=529) 前回調査（N=994)

＜複数回答＞

N=529
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■取り組みの方向性 

 より多くの人が地域活動やボランティア活動に参加できるよう、多様な取り組みを行い、

さまざまな主体が協働できる環境を整えます。 

 

【取り組み】 

１．ボランティアの育成と新しい参加者層を巻き込んでいく工夫 

ボランティアに関する啓発活動やボランティア体験等を通じて、ボランティア活動への関

心を高めることで、ボランティアの育成を図るとともに、各団体間のネットワーク化や地域

活動に新しい参加者層を巻き込むことに取り組みます。 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●各自がボランティア活動に参加するよう心がけます。 

●家族がボランティア活動に参加する場合は、できる限り協力します。 

●ボランティア活動をするときには、他の人にも声をかけ合って行います。 

●できるだけ多くの人が地域活動に参加できるよう、時間や日程等を調整できる

ようなアイデアを出し、各種広報にＳＮＳ等も活用し、新たな参加者が増えて

いくように取り組みます。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●行事、各種広報を通

じた広報・啓発 

社会福祉協議会が実施する行事や各種広報を通じてボ

ランティア活動への参加を働きかけます。 

●ボランティア養成

講座の実施 

地域コミュニティにおける支援を推進するために、地域

の問題や課題の解決への考え方や取り組みを学ぶ講座

を開催します。 

行行行行    政政政政 

●ボランティアの育 

成  

社会福祉協議会と連携し、多様なボランティアの育成に

努めます。 

●青少年の地域活動

やボランティア活

動などの社会参加

活動の促進 

青少年の地域活動やボランティア活動などの社会参加

活動を促進します。 

●ボランティア活動

全体の活性化 

ボランティア関係団体や組織のネットワーク化を支援

し、連携を図りながら、ボランティア活動全体の活性化

に取り組みます。 
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２．協働の体制づくり 

各種団体活動の支援と連携を行います。また、各種 NPO や事業所と連携しながら、さま

ざまな主体が協働して地域課題の発見と解決を行うしくみをつくります。 

 

取組主体取組主体取組主体取組主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●他団体との情報交換を行います。 

●積極的に情報を発信し、知恵と力を出し合い、さまざまな主体と協力や連携

をするように努めます。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●各種団体との連絡調  

整  

●協働事業の実施 

●各団体間のコーディ

ネーション 

●さまざまなNPO、各

事業所と連携し、地域

課題の発見と解決を

行えるしくみづくり 

住民が主体的に地域課題を見つけ、自ら解決できる

よう環境を整えます。 

行行行行    政政政政    

●各種団体活動の広報

と活動支援 

●各種団体の協働事例

の紹介 

●先進的取り組みに対

する表彰制度の創出 

●協働が行えるための

庁内の調整 

住民が主体的に地域課題を見つけ、自ら解決できる

よう環境を整えます。 
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（３）（３）（３）（３）地域の特性を活かしたまち地域の特性を活かしたまち地域の特性を活かしたまち地域の特性を活かしたまちづくりづくりづくりづくり    

【現状と課題】 

 

� 住民意識調査において、地域活動やボランティア活動に参加している人に対して、どの

ような活動なのかを聞いたところ、「区・自治会の活動」が最も高く 66.9%でした。次

いで、「子ども会の活動」が 36.9%、「PTAの活動」が 32.3%となっています。前回と

の比較をみると、「区・自治会の活動」、「子ども会の活動」、「PTA の活動」の割合が増

加しています。「子ども会の活動」、「PTA の活動」の割合が増加したことをみると、子

どもをとおして地域に参加する人が増えたということが言えます。一旦参加した人を地

域につなぎ止めながら、世代交代させていく事も必要です。 

� 同じ問のその他回答では、「空き缶拾い」「施設でボランティア」「災害ボランティア」「防

犯」「職場内の活動」などがあり、多様な地域への参加形態がみられます。多様な地域へ

の参加形態があることをもっと発信する必要があります。 

� まちづくり座談会においては、地域の役員について、「役割が多すぎる」「老人会であっ

ても役割が多く、次の人材が出てこない」「班の機能が低下。老人会も同じ。加入する人

が減っている」といった意見がありました。 

� 町内には、役場の主催事業から独立したものや、地区公民館、社会福祉協議会など運営

主体の異なるサロン（通いの場）が約 60 組織あるとみられますが、お互いの存在や活

動内容を理解し、話し合い、交流するなどして、それぞれの活動活性化につなげていく

ことが重要です。 
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＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞    

 

＜実際に活動している内容について＞ 

 

 

66.9

4.6

36.9

12.3

32.3

1.5

16.9

8.8

6.9

9.6

7.7

5.4

59.2

5.5

26.6

18.9

22.1

3.9

14.5

15.4

5.9

13.1

6.1

6.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

区・自治会の活動

女性会の活動

子ども会の活動

老人クラブの活動

ＰＴＡの活動

子育てサークルの活動

スポーツ団体の活動

趣味等のサークル活動

消防団・自主防災組織の活動

ボランティア団体での活動

社会福祉協議会での活動

その他

今回調査（N=260) 前回調査（N=488)

＜複数回答＞
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■取り組みの方向 

 既存の地域活動やさまざまな主体への参画形態があることを示しながら、地域活動へ参画

する人の数を増やしていきます。また、地域の拠点をつくり、誰もが気軽に立ちよれるよう

にし、住民同士の交流を図ります。 

 

【取り組み】 

１．自治区に密着した活動の促進 

身近な地域活動団体である自治区活動や老人クラブ、子ども会活動をはじめ、サロン活動

など地区に住む住民が中心となって取り組んでいる活動を支援します。 

 

 

取組主体取組主体取組主体取組主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●各自が自治区や老人クラブ、子ども会に加入するよう心がけます。 

●地域のサロン活動に参加するよう心がけます。 

●自治区に加入している人は、加入していない方を加入するように誘い、地域

活動へ参画する人の数を増やしていきます。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●住民主体の活動支援 

自治区の活性化や地域の課題解決に向けた住民参画

型の活動を支援し、住民が主体的に取り組む活動を支

援します。 

行行行行    政政政政    

●コミュニティ活動の

活性化のための関係

機関の連携強化 

（自治区への加入 

促進） 

自治区やさまざまな主体が連携して、地区の避難訓練

や赤十字活動、環境美化活動を推進するなど、地域行

事への新しい参加とつながりのしくみをつくります。 

●老人クラブや子ども

会等の活動の支援 

活動内容を活性化し、魅力ある活動を展開できるよう

に支援します。老人クラブは、５年後に 76自治区中

で 55クラブが活動していることを目標に、廃止・休

眠中の老人クラブに対し、活動再開を促していきま

す。子ども会は、未加入の子どもが加入してもらえる

よう声かけや支援を行います。 

●地域のサロン活動の

企画等の支援 

地域のサロン活動について、住民が主体的に企画・立

案等に取り組み、芸術、文化、スポーツなど多様な活

動を展開できるように支援します。 
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２．さまざまな活動場所の確保 

地域における活動を活性化するために、住民同士の話し合いの場や活動の拠点としての場

の確保を進めます。 

 

３．他の分野との連携 

地域課題の解決を福祉分野のものと限定せず、各分野と連携し、総合的に取り組みます。 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●公共施設の利用にあたっては、マナーを守って使用します。 

●集まる場所の自主的な運営をします。 

●場所が機能するためのアイデアを出します。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●ひとり暮らしの高齢

者や障がいのある

人、ひきこもりの方

やその家族等が交流

できる場の提供 

ひとり暮らしの高齢者や障がいのある人、その家族が

集い、交流を深めることができる場や団体を支援しま

す。 

●気軽に集まることが

できる居場所づくり 

新規または既存の住民活動による通いの場等につい

て、活発化・継続化できるよう支援を行います。 

行行行行    政政政政    

●活動拠点となる保健

福祉センターなどの

公共施設等の利用の

促進 

新たな公共施設の建設計画等と整合性を図り、高齢者

福祉、地域福祉、障がい者福祉、子育て支援団体等に

対し「使いやすさ、清潔さ」など改善できる部分を検

討し、利用を促進することに取り組みます。 

●公民館活動の支援 

住民の交流の場となるよう公民館の機能を充実させ

ます。 

●空き店舗などの活用

及び、利用の支援 

運営、財源など民間の活力やアイデアを得ながら、誰

もがいつでも気軽に立ち寄れるよう空き店舗等を活

用し、効率的・効果的に運営が行えるよう支援します。 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●地域課題をみんなで話し合い、解決するアイデアを出し合います。 

●地域課題解決のために協力し合います。 

●課題解決型のソーシャル・ビジネス、コミュニティ・ビジネスなどを立ち上

げます。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●連携先の発見 

地域課題を解決するために必要な資源や人材を発掘

します。 

行行行行    政政政政    

●課題解決に関する情

報提供等 

地域課題を解決するために必要な情報、助言を行いま

す。また、各分野が連携しやすくなるようコーディネ

ートを行います。 



 

56 

 

２２２２    地域の核となるリーダーを育成しよう！地域の核となるリーダーを育成しよう！地域の核となるリーダーを育成しよう！地域の核となるリーダーを育成しよう！    

 

（１）地域福祉の（１）地域福祉の（１）地域福祉の（１）地域福祉の担い手の育成と支援担い手の育成と支援担い手の育成と支援担い手の育成と支援    

【現状と課題】 

 

� 住民意識調査において、助けが欲しいと思う項目について聞いたところ、「特にない」を

除くと、「急病になったときの看病」が最も高く 9.8%でした。次いで、「外出時の車等

による送迎」が 6.2%となっています。前回との比較をみると、大きな違いは見られま

せん。割合は小さくなっていますが、住民の生活の中においてこのような小さなニーズ

はあると考えられます。このようなささいな事柄でもサポートできる対象だと考えられ

ます。 

� また、地域の中で助け合い活動としてできることを聞いたところ、「特にない」（32.3％）

を除くと、「地域行事の手伝い」が最も高く 25.9%でした。次いで、「安否確認の声かけ」

が 21.2%、「環境美化活動」が 19.1%となっています。このように、助け合いについて

も参加したい意向がみられます。 

� 様々な社会構造も変化してきており、本町においても人口減少の状況が見受けられ、地

域づくりに取り組む担い手の円滑な世代交代が重要な課題です。日ごろ地域の活動に無

関心な方やＵＩＪターンなどで転入してこられた方々など、年齢や性別を問わず、それ

ぞれの人が持った知識や経験等、一人ひとりの個性を地域の中で活かしてもらい、将来

的には地域福祉の新たな担い手になってもらえるよう、継続的に声かけを行うことが重

要です。 

� ちょっとした事柄でも手助けできるような体制をつくり、それを地域共生社会実現に向

けた第一歩とすることが必要です。 

� まちづくり座談会において、地域の中で自主的に活動している人たちもいるので、そう

した方々への各種のサポートが必要です。 

� このような地域の人たちの中にある人的資源を地域福祉のためにうまく調和させながら、

地域共生社会の実現を目指す必要があります。 
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＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞    

 

＜助けて欲しい事柄＞ 

 

4.2

0.9

6.2

0.6

5.5

9.8

4.0

4.0

3.2

5.1

4.2

4.7

2.6

1.5

1.3

59.4

10.4

3.6

1.6

6.0

0.7

3.7

10.1

3.4

3.9

1.8

4.4

3.9

4.9

2.7

1.0

1.6

57.8

13.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

買い物、食事の世話

掃除・洗濯

外出時の車等による送迎

薬の管理

心配事など相談相手

急病になったときの看病

外出時の子どもの世話

役場などへの届出

ゴミ出し

安否確認の声かけ

地域行事の手伝い

環境美化活動

日常の話し相手

日常の金銭管理（銀行、郵便局等での年金

受け取りなど）

その他

特にない

無回答・不明

今回調査（N=529) 前回調査（N=994)

＜複数回答＞
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＜地域の中で助け合い活動としてできること＞ 

 

 

 

5.5

5.3

9.1

1.1

6.8

2.5

5.9

4.7

5.7

21.2

25.9

19.1

11.3

0.6

1.5

32.3

8.5

4.6

3.1

8.1

1.8

7.8

2.3

4.6

4.4

4.3

20.0

23.9

21.1

17.1

1.1

2.2

29.3

11.3

0% 10% 20% 30% 40%

買い物、食事の世話

掃除、洗濯

外出時の車等による送迎

薬の管理

心配事などの相談相手

急病になったときの看病

外出時の子どもの世話

役場などへの届出

ゴミ出し

安否確認の声かけ

地域行事の手伝い

環境美化活動

日常の話し相手

日常の金銭管理（銀行、郵便局等での年金受

け取りなど）

その他

特にない

無回答・不明

今回調査（N=529) 前回調査（N=994)

＜複数回答＞
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■取り組みの方向 

 日常におけるささいなことでも助け合えるような環境をつくります。各種サポーターを養

成し、地域の中で活躍できるように環境を整備します。 

 

【取り組み】 

１．地域福祉を支える人材及び各種サポーターの育成 

地域の支え合いに関する専門的な研修を実施し、担い手の育成を行います。 

 

取組主体取組主体取組主体取組主体    施策内容施策内容施策内容施策内容    主な活動例主な活動例主な活動例主な活動例    

住住住住    民民民民    

●各種サポーター養成講座へ参加します。 

●地区での研修修了者の活用を考えます。 

●地域の活動をやっていて楽しかったことを他の人に伝えます。 

●「みんなでやろう」と声かけします（輪を広げるために周囲を意識します）。 

●ちょっとしたことであれば近所の人の頼まれごとを引き受けます。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●地域の支え合いに協

力してくれる各サポ

ーターの養成・啓発 

介護予防、認知症予防、生活支援等、これからの高齢

者をとりまく環境に対応する各サポーター等の養

成・啓発を行います。 

●各種サポーターの活

用PR 

各種サポーター養成講座受講の PRを行います。 

行行行行    政政政政    

●人材育成の推進・啓発

活動    

人材育成の推進・啓発を行います。 

●各種支援サポーター

養成講座の開催・支援    

各種支援サポーター養成講座の開催・支援を行いま

す。 

●生活支援コーディネ

ーターを活用して地

域支援 

地域に不足するサービスの創出や地縁団体の担い手

育成、高齢者などが活動する場の確保など、地域課題

を住民が自ら解決できるような環境を整えるために、

生活支援コーディネーターが支援を行います。 

●住民の自主活動への

支援  

地域で独自に活動している人に対するサポートを行

います。 
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（２）（２）（２）（２）民生委員児童委員への支援民生委員児童委員への支援民生委員児童委員への支援民生委員児童委員への支援    

【現状と課題】 

 

� 住民意識調査において、民生委員児童委員の認知度を聞いたところ、「知らない」が最も

高く 42.3%でした。「顔も名前も知っている」は 33.3%、「名前だけ知っている」は

13.2%、「民生委員児童委員がわからない」が 8.1%となっています。 

� まちづくり座談会においては、「地域福祉をつくるためには、行政、日出町社会福祉協議

会、区長、民生委員の縦横の情報共有が必要」や、「民生委員が持っている情報は表面的

すぎる。区長と民生委員が密に協力しあう必要がある」という意見が多数ありました。

個人情報保護に則りながら、情報の共有が必要となっています。 

� また「民生委員の数が少ない」「民生委員の数が足りない。一人の担当地域が広すぎる。

地区わけの見直しを」という意見などがありました。 

� 地域福祉で重要な役割を果たしている民生委員児童委員について、情報の共有のあり方、

業務のあり方等を根本から考える必要があります。 

 

 

＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞    

    

＜民生委員児童委員を知っているか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.3

33.8

13.2

11.9

42.3

44.0

8.1

7.7

3.0

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（N=529)

前回調査

（N=994)

顔も名前も知っている 名前だけ知っている

知らない 民生委員児童委員がわからない

無回答・不明

＜単数回答＞
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■取り組みの方向 

 地域福祉の主な担い手である民生委員児童委員が、地域の中で活動しやすいように、さま

ざまな支援を行っていきます。 

 

【取り組み】 

1．民生委員児童委員を支援する体制づくり 

 民生委員児童委員が地域で活動しやすくなるよう、行政と社会福祉協議会が連携しながら

支援していきます。 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    施策内容施策内容施策内容施策内容    主な活動例主な活動例主な活動例主な活動例    

住住住住    民民民民 

●民生委員児童委員への理解を深めます。 

●民生委員児童委員の活動に協力します。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●（高齢者等）見守りネ

ットワークへの協力 

民生委員児童委員とともに、地域で自らＳＯＳを発す

ることができない方々を把握するために、見守りネッ

トワーク（孤立ゼロ社会推進プロジェクト）に協力し

ます。 

●民生委員児童委員協

議会との協働・活動支

援 

民生委員児童委員が円滑に活動できるよう、事務的支

援を行います。また、住民の相談支援業務に関して、

民生委員児童委員と協力して諸問題の解決に取り組み

ます。 

行行行行    政政政政 

●民生委員児童委員活

動の重要性の広報・周

知 

民生委員児童委員活動の重要性を広報・周知します。 

●民生委員児童委員の

あり方の検討 

民生委員児童委員が、支援を必要とする方々に対して

どのような活動に取り組むべきであるか、そのあり方

を検討します。また、自治区内で民生委員児童委員を

補佐する役割の配置などについても、今後検討してい

きます。    
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（３）（３）（３）（３）交流とつながりの中から担い手の発掘交流とつながりの中から担い手の発掘交流とつながりの中から担い手の発掘交流とつながりの中から担い手の発掘    

 

【現状と課題】 

� まちづくり座談会において、住民間の交流を促すことに関して、「グラウンドゴルフは参

加しやすい。広がりやすい。軽スポーツで広がりやすい」や、「ハッピー教室の活動が活

発でよい」「打ち上げ、反省会にての交流を増やす」「今ある行事に参加する人を増やす」

という意見がありました。 

� また、「行事があると分かっていても交通手段がないので、家、近所まで迎えに来てくれ

るシステムが欲しい」という意見もありました。交流するためにも交通手段の確保は重

要となっています。 

� 地域において、孤立しがちな人たちの社会参加を促すための場や機会の充実を図ってい

くことが大切です。また、身近な地域にふれあいの場が充実していくことにやりがいを

見出していただける方を探し出し、交流活動に参画してもらい、将来的には諸活動の担

い手になってもらえるように、行政やさまざまな主体が連携してリーダーの育成に取り

組むことが重要です。 

 

 

■取り組みの方向 

社会参加を促すため、ともすれば地域において、孤立しがちな人たちが、身近なところで

気軽に参加でき、ふれあうことができる場や機会の充実を図ります。 

 その取り組みにより、交流活動への参加や地域の支え合い、人と人とのつながりに興味や

関心をもっていただくことで、将来的には地域福祉活動の担い手になってもらえるように、

さまざまな支援を行っていきます。 
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【取り組み】 

１．サロン活動等交流の場の充実及び多様な担い手の発掘 

 住民が地域の中で孤立することがないように、さまざまな人たちが交流できる環境を整備

し、住民同士が交流を通して、地域力を高めます。 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●可能な範囲で、積極的に外出する機会を設けるよう心がけます。 

●自分や家族が興味や関心のある交流の機会について、その情報の収集に努め、

積極的に参加するよう心がけます。 

●開催されるサロン活動へ積極的に参加します。 

●興味や関心のある活動については、将来的には担い手になるよう心がけます。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●親子の交流の場の提

供 

明るく開放的な空間や子どもの発達に応じた遊具や遊

びを提供し、子育て中の親子の交流を促します。 

●子育てサークル等の

支援  

地域の母親クラブや子育てサークルを育成・支援し、

それらと協働して充実した子育てに取り組み中の親子

の支援を行います。 

●さまざまな問題を抱

える方が気軽に相談

できる場所を提供 

心身の障がいや生活上の困りごとなどを、ひとりで抱

え込まずに気軽に相談でき、同様の方々が集い、交流

を深めることができる場を設けます。 

行行行行    政政政政    

●さまざまな人たちの

交流の場の充実及び

多様な担い手の発掘 

高齢者や子育て家族など、異年齢・異世代で集い、そ

れぞれの特徴を生かし、交流を深めることができるよ

うな場の充実を図ります。また、活動参加者の中から、

将来的には諸活動の担い手となる方を発掘し、育成・

支援していきます。 

●子ども同士の交流の

場の充実 

放課後や長期休暇中、子ども同士でともに遊んだり、

学んだりできる交流の場を、地域公民館などを活用し

た身近なところに設けます。 

●障がいのある人同士

の交流の場の充実 

福祉サービス事業所などと協力しながら、障がいのあ

る人同士がともに語り合い、交流を深めることができ

る交流の場を設け、充実を図ります。 

●家族介護者や子育て

家族の保護者などの

交流の場の充実 

家族介護者や子育て家族の保護者などが、お互いに悩

みを語り合い、また、休息がとれるような交流の場を

設け、充実を図ります。 

●ひきこもりやその家

族など、同じ悩みを抱

える人たちの交流の

場の充実 

ひきこもりの人やその家族など、同じような状況にあ

り、類似した悩みや課題を抱える本人や家族同士が語

り合い、交流を深めることができるような場を設け、

充実を図ります。 
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３３３３    みんなをみんなをみんなをみんなを認めあい、支え合うまちづくりをしよう！認めあい、支え合うまちづくりをしよう！認めあい、支え合うまちづくりをしよう！認めあい、支え合うまちづくりをしよう！    

 

（１）さまざまな住（１）さまざまな住（１）さまざまな住（１）さまざまな住民同士の交流の促進民同士の交流の促進民同士の交流の促進民同士の交流の促進    

 

【現状と課題】 

 

� 住民意識調査において、近所との付き合いの程度を聞いたところ、「あいさつをする程度

の付き合い」が最も高く 60.9%でした。次いで、「困ったときにお互い助け合うような

付き合い」が 27.8%となっています。前回と比較すると、「あいさつをする程度の付き

合い」が 8.4 ポイント増加し、「困ったときにお互い助け合うような付き合い」が 8.4

ポイント減少しています。これからすると、徐々に地域の結びつきが弱まっている傾向

にあることが分かります。 

� 中学生アンケートにおいて、地域で問題となっていると思うことを聞いたところ、「道ば

たのゴミが増えた」が最も高く 27.9％でした。次いで、「通学路に危険な箇所がある」

「特にない」「あいさつをしない人が多い」「地域の活動に参加する人が少ない」「隣近所

との交流が少ない」「地域の活動に参加する機会が少ない」となっており、おおよそ 20

～25％となっています。「あいさつをしない人が多い」を選択した中学生は、24.3％と

なっています。 

� 近所の人たち同士があいさつを通して、互いに気にかけ合う関係をつくり、地域福祉の

基盤である地域の力を高める必要があります。また、困ったときに助け合うような関係

を地域の中で作っていく必要があります。 

 

＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞    

 

＜近所との付き合いの程度＞ 

4.0

3.8

60.9

52.5

27.8

36.2

2.8

2.7

0.6

1.0

1.1

1.9

2.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回(N=529)

前回（N=994）

全く関わっていない あいさつをする程度の付き合い

困ったときにお互い助け合うような付き合い 親密な付き合い（家族同様）

わからない その他

無回答・不明

＜単数回答＞
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＜地域の問題となっていること＞※中 2 アンケート 

 

 

 

 

24.3

14.3

3.7

19.5

27.9

5.1

4.2

5.9

22.1

22.6

21.5

12.9

25.9

25.0

1.7

2.9

0% 10% 20% 30%

あいさつをしない人が多い

災害時にどうしたらよいかわからない

犯罪が増加している

交通マナーが悪い

道ばたのゴミが増えた

地域での子どもの見守りがなされていない

子どもや高齢者、障がいのある人に対する

虐待がある

一人で住んでいる高齢者に支援がなされて

いない

隣近所との交流が少ない

地域の活動に参加する人が少ない

地域の活動に参加する機会が少ない

障がいのある人への理解が不足している

通学路に危険な箇所がある

特にない

その他

無回答・不明

＜複数回答＞

N=544
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■取り組みの方向 

隣近所の人たちや地域の人たちとのかかわりを深め、お互いに支え合い、助け合うことで、

同じ地域で生活する誰もが、地域社会において孤立することなく、安全で安心な暮らしがで

きることを目指します。 

 

【取り組み】 

１．住民同士の交流の活性化による地域のつながりの強化 

「地域の交流はあいさつから」という認識を住民みんなで共有し、日ごろからの声かけ

を徹底することで、行きかう人々同士の声かけやあいさつであふれる地域づくりを推進し

ます。また、身近な地域において世代間交流などをはじめ、年齢の違いや障がいの有無に

かかわらず、だれもが気軽に集い、ふれあうことができる機会をつくり、地域のつながり

の強化を図ります。 

 

 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●「地域の交流はあいさつから」という認識を共有し、あいさつ運動を実践し

ます。 

●行きかう人々同士が声かけやあいさつのできる環境づくりに努めます。 

●子どもは地域の一員という認識のもと、自分の子・他人の子の区別なく声か

けや見守りを行える環境づくりに努めます。 

●日ごろから会話やコミュニケーションの機会を持つように心がけます。 

●地域の行事や地域活動に自ら積極的に参加できるように心がけます。 

●子どもとともに地域行事に参加するなど、親子でふれあう時間を大切にしま

す。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●サロン活動を通じた子育て支援の

実施 

地域のサロン活動において、子どもや子

育て家庭との交流についての活動提案

とそのコーディネートを実施します。 

●高齢者等の世代間交流の実施 

児童館において料理教室や伝統文化活

動を通じて子どもとその家庭、高齢者等

の世代間交流を定期的・継続的に実施し

ます。 
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行行行行    政政政政    

●あいさつ運動の推進 

各小中学校、役場職員、各区長、民生委

員児童委員等の関係機関が連携し、地域

におけるあいさつ運動を実施します。 

●見守りネットワーク（孤立ゼロ社会

推進プロジェクト）への参加促進 

住民や各種団体、企業などが一体とな

り、自らＳＯＳを発することができない

方々を日ごろから見守り、また異変等に

気付いた場合は、関係者と情報共有を行

うとともに、速やかに現況確認するな

ど、支援体制を充実させます。 

●地域での交流活動へのＰＲ及び参加

促進 

老人クラブ活動、子ども会活動、地域で

の諸活動のみならず、さまざまな交流活

動の情報提供に努め、住民交流の促進に

努めます。 

●地域の社会資源を活用した世代間交

流ができる環境づくりの推進 

町内には多くのボランティア団体があ

り、任意団体も含めて多様な社会資源を

活用しながら、子どもとお年寄りのふれ

あい食堂を展開する等、子どもから高齢

者までの世代が交流できる環境づくり

を進めます。 

●各種団体や自主グループ間の交流を

促進 

次世代のリーダー育成は、各種団体共通

の重要課題であるため、指導者やリーダ

ーの育成も含めて公共団体が地域へ関

わる新しいしくみづくりに取り組みま

す。 
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（２）（２）（２）（２）みんなで支え合う生活支援体制の充実みんなで支え合う生活支援体制の充実みんなで支え合う生活支援体制の充実みんなで支え合う生活支援体制の充実    

 

【現状と課題】 

 

� 住民意識調査において、日ごろ不安に思っていることを聞いたところ、「老後の生活や介

護に関すること」が最も高く 46.9%でした。次いで、「自分や家族の健康に関すること」、

「生活費など経済的問題」となっています。前回調査と比較すると、「自分や家族の健康

に関すること」、「地域防災に関すること」で減少がみられます。 

� 老後の生活や介護のこと、自分の健康に関すること等は地域福祉に関わっており、これ

らの不安に対しては、町が支援体制を整備して、どのような施策を展開しているかを住

民に知らせることが重要です。また、これから協力し合って地域の福祉を守っていく必

要性のあることを訴えることが肝要です。 

� 住民意識調査において、自分が住んでいる地域（小学校区）にどの程度満足しいるかに

ついて聞いたところ、「不満」と「少し不満」を合わせた『不満である』については、「防

犯施設（外灯や看板など）が整っているため、安心して生活できる」が 44.3%で最も高

く、次いで、「障がいのある人が快適に暮らせる施設・サービスが整っている地域である」

が 40.9%となっています。「満足」と「まあまあ満足」を合わせた『満足である』につ

いては、「通勤や買い物など、日常生活に便利な地域である」が 36.9%で最も高く、次

いで、「青少年が健全に育つ環境である」が 36.4%となっています。 

� 日常生活に関係する項目については満足度が高く、防犯や防災などに関する項目につい

ては満足度が低くなっています。 
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＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞    

    

＜日ごろ不安に思っていること＞ 

 

 

30.6

46.9

27.8

13.8

11.2

4.5

4.3

6.6

4.5

10.6

0.9

8.5

16.8

0.9

6.8

35.7

45.9

26.9

13.3

6.4

4.2

7.3

7.5

11.4

16.8

1.7

6.2

20.1

0.7

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自分や家族の健康に関すること

老後の生活や介護に関すること

生活費など経済的問題

仕事に関すること

育児・子育てに関すること

家族・親戚との人間関係

近所の人との関係

住まいに関すること

地域の治安に関すること

地域防災に関すること

人権問題に関すること

地区・自治会活動に関すること

特にない

その他

無回答・不明

今回調査（N=529) 前回調査（N=994)

＜複数回答＞
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＜住んでいる地域の満足度＞    

 

3.0

1.7

9.5

9.3

13.6

12.1

15.9

13.6

4.5

6.2

14.6

10.2

9.8

11.2

5.1

3.6

20.4

19.8

18.0

18.5

25.0

26.8

13.4

16.4

29.7

23.6

21.6

25.9

51.6

53.1

31.9

39.9

27.8

38.2

44.4

43.7

48.6

52.6

35.3

43.9

45.9

46.7

23.6

25.1

23.6

18.3

20.8

16.8

7.2

7.9

21.6

15.9

11.2

13.2

13.0

8.7

11.0

11.3

10.8

7.2

16.1

9.6

2.3

1.9

7.4

4.0

5.1

4.0

5.3

2.6

5.7

5.1

3.8

5.5

3.8

4.7

5.3

6.0

4.5

4.9

4.2

5.1

4.3

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１．安心して子どもを産み、のびのびと子育てが

できる地域である

２．青少年が健全に育つ環境である

３．医療施設が近くにあり、充実しているので、

急な病気のときでも安心である

４．近くに子どもが多く、にぎやかで明るい地域

である

５．通勤や買い物など、日常生活に便利な地域で

ある

６．公民館や公園などの施設が利用しやすい地域

である

７．障がいのある人が快適に暮らせる施設・サー

ビスが整っている地域である

８．障がいのある人が快適に暮らせる雰囲気が

整っている地域である

９．高齢者がいきいきと暮らしている地域である

10．日常の会話やふれあいが多い地域である

11．防犯施設（外灯や看板など）が整っているた
め、安心して生活できる

12．防犯体制（見守り、声かけなど）が整ってい
るため、安心して生活できる

13．災害時などの避難施設（公民館、広場など）
が整っているため、安心して生活できる

14．災害時などの支援体制などが整っているた
め、安心して生活できる

不満 少し不満 普通 まあまあ満足 満足 無回答・不明

＜単数回答＞

N=529
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■取り組みの方向 

 子どもから高齢者、そして社会的に弱い立場にある人など、誰もが安心して暮らせるよう

に、各種支援を進めていきます。 

 

【取り組み】 

１．子育て支援の充実 

関係機関と連携しながら、多様なニーズに対応した保育サービスの充実を図るとともに、

地域子育て支援拠点などの地域子育て支援事業を充実させ、相談業務の強化に努めます。 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●各自が保育サービスや子育て支援・母子保健事業について理解することに努

めます。 

●子育て中の人への理解を深め、身近な支援を進めます。 

●困っている人がいたら、声をかけます。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●訪問型子育て支援事

業の実施 

地域住民ボランティア（ホームビジター）を養成し、

アウトリーチ活動をすることにより、孤立した子育て

家庭を支援し、子育て家庭のストレス軽減や不安解

消、子育てスキルの獲得など、地域における新たなつ

ながりを生みだします。 

●ファミリー・サポー

ト・センター事業の実

施 

子育てサポーター（まかせて会員）を養成し、地域住

民同士の助け合いの活動を促進します。 

●子育て支援拠点事業

の実施 

妊娠中の方から子育て中の親子が気軽に集い、相互交

流や子育ての不安、悩みを相談できる場を提供しま

す。また、子どもの興味や関心を大切にしながら発達

に応じた環境づくりに努めます。 

●児童館事業の実施 

親子ふれあい活動や職業体験活動など、地域住民や地

域団体、学校関係等が連携して事業展開を行います。 

●利用者支援事業の実  

施  

地域の教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情

報収集、提供に努めます。また子育てに関する相談・

助言を行うとともに、関係機関との連携調整を円滑に

するため、この事業の理解・認知を深めます。 

●子育て情報の広報 

子育て支援センターが発行する通信、ホームページ、

ＳＮＳなどを通じて、行事予定や活動内容の周知を図

り、子育て情報を発信します。 
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行行行行    政政政政    

●保育環境の整備 

通常保育事業をはじめ、延長保育事業や一時保育事業

等の多様な保育サービスの充実を図り、保育環境の整

備を進めます。 

●放課後児童の育成環境

の整備 

共働き家庭など留守家庭の児童を対象に、児童クラブ

運営事業を実施するとともに、すべての児童を対象に

放課後子ども教室を実施し、子どもたちの安全・安心

な放課後の居場所を提供することで、子どもたちの健

全な育成を図ります。 

●子育て支援拠点の整備 

子育て支援拠点において子育てに対する悩みや不安

についての相談援助を実施します。また、子育て親子

の交流の場の提供と交流の促進を図るとともに、子育

て関連情報の提供を行います。 

●子育て情報の広報 

子育て支援拠点が発行する広報チラシと「広報ひじ」、

ホームページを通じて行事予定や活動内容の周知を

図ります。 

●児童虐待防止 

保健・医療・福祉・教育・警察などの関係機関と連携

を図り、児童虐待の未然防止や早期発見と家庭への援

助等を行います。 

●子どもの貧困対策への

連携支援 

子どもの将来が各家庭の事情等によって左右される

ことなく、また貧困が世代を超えて連鎖することもな

く、すべての子どもたちが夢と希望を持って成長して

いけるように、教育・福祉等の関連部局が連携し、対

象となる家庭への生活支援・経済的支援などの援助等

を行います。 
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２．高齢者支援の充実 

介護予防や介護保険サービス、生きがいづくりを充実し、高齢者の地域における自立と社

会参加を支援します。 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●各自が介護予防や介護保険制度などについて理解することに努めます。 

●生活習慣に関心を持ち、自身の健康づくりを進めます。 

●地域の高齢者の生きがいづくりを地域のみんなでサポートします。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●介護保険（居宅・訪問

介護）事業に関連した

情報提供 

居宅介護支援、訪問介護などの介護保険以外に、高齢

者にとって必要となる情報などを適宜提供します。 

●生活福祉資金貸付事

業の実施 

経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る

ため生活福祉資金の貸付を行います。 

●関係機関や他の事業

所との連携 

シルバー人材センターや他介護保険事業所との、介護

保険外サービスの情報収集と共有を行います。 

●高齢者虐待の防止 

保健・医療・福祉・警察などの関係機関と連携を図り、

高齢者虐待の防止に努めます。 

行行行行    政政政政    

●見守り支援 

高齢者が尊厳を持ってその人らしい暮らしができる

よう、地域包括支援センターによる訪問活動や緊急時

の対応等についての支援に努めます。 

●地域包括ケアシステ

ムの推進 

生活に支援が必要となった高齢者自らの意思に基づ

き、適切な医療・介護・生活支援等のサービスを提供

し、住み慣れた地域や家庭で自立した生活を送ること

ができるよう支援します。 

●高齢者生活支援 

日常生活の自立度が低く、見守りを必要とする高齢者

を対象に、地域ネットワーク（配食）事業や住宅改修

支援事業等のサービスを提供します。 

●介護予防への取り組

み 

要支援・要介護状態になることを予防するとともに、

要支援・要介護状態になった場合においても可能な限

り住み慣れた地域で生活を営むことができるよう、介

護予防の推進に努めます。 

●介護サービスの拡充 

介護が必要となった場合に必要なサービスを利用す

ることができるよう、介護保険制度についての周知を

図るとともに、サービスの充実に努めます。 

●高齢者虐待の防止 

保健・医療・福祉・警察などの関係機関と連携を図り、

高齢者虐待の防止に努めます。 
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３．障がいのある人への支援の充実 

「障がい者計画及び障がい福祉計画」に基づき、ノーマライゼーションの推進と障がい福

祉サービスの充実により、障がいのある人の自立と社会参加の促進を図ります。 

 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●各自が障がい福祉サービスなどについて理解することに努めます。 

●障がいの特性を知り、障がいのある人への理解を深めます。 

●地域住民の連携を強めて、障がいのある人の地域参加を進めます。 

●障がいのある人が働ける場所を提供します。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●障がい福祉サービス

の実施 

利用者が安心してサービスを利用できるよう、居宅介

護保険事業・訪問介護事業ともに住民の方に寄り添

い、サービスを提供します。また、必要に応じて他へ

のサービスのつなぎを行います。 

●生活福祉資金貸付事

業の実施 

経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る

ため生活福祉資金の貸付を行います。また、制度の周

知を行います。 

●関係機関や他の事業

所との連携 

関係機関や他の事業所と連携し、情報共有を図りま

す。また、制度の周知を行います。 

行行行行    政政政政    

●障がい福祉サービス

の提供 

障がいのある人の障がいの程度や勘案すべき事項に

応じて、障がい福祉サービス等を提供するとともに、

サービス提供体制についての整備を進めます。 

●障がい年金・手当制度

の周知 

障がいのある人が地域社会の中で自立した生活を営

むための年金・手当制度について、周知と充実に努め

ます。 

●障がいのある子ども

への療育支援 

障がいのある子どもが持っている能力を最大限に伸

ばし、社会的に自立するための力を身に付けることが

できるよう、適切な指導と教育的支援を行います。 

●障がいのある人たち

への就労支援 

障がいのある人の持つ能力を最大限に生かせるよう、

多様な働く場の確保と就労支援体制の充実に努めま

す。 

●障がいのある人たち

への虐待防止 

保健・医療・福祉・教育・警察などの関係機関と連携

を図り、障がいのある人たちへの虐待防止に努めま

す。 
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４．権利擁護の推進 

認知症や障がいがあっても適切なサービスを利用し、安心して地域で生活することができ

るよう、権利擁護制度の周知徹底に取り組むとともに、取り組みの充実を図ります。 

 

 

 

取組主体取組主体取組主体取組主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民    

●各自が日常生活自立支援事業や成年後見制度について理解することに努めま

す。 

●各自が必要に応じて日常生活自立支援事業や成年後見制度を利用するように心

がけます。 

●サービス提供事業者は、権利擁護の制度について熟知し、利用者に助言できる

ようにします。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●成年後見制度の周知 

判断能力が十分でなくなっても地域で安心して暮らせ

るよう、成年後見制度の周知を図ります。 

●日常生活自立支援事

業の実施 

判断能力が不十分な方の地域生活を支援するため相談

や情報提供、日常的な金銭管理を実施します。 

●生活困窮者支援 

相談窓口で受け付けた相談に対し、問題解決、家計相談

機関、就労に関する相談機関、その他さまざまな機関に

対してのつなぎを行います。 

行行行行    政政政政    

●日常生活自立支援事

業や成年後見制度に

ついての周知・利用促

進 

認知症、知的障がい、その他の精神上の障がいがあるこ

とにより、財産の管理または日常生活等に支障が生じる

可能性がある方に対し、日常生活自立支援事業や成年後

見制度について相談に応じます。必要に応じて申立て支

援をし、利用を促進させます。 

●地域での生活が困難

な人への対応、権利擁

護 

弁護士と社会福祉士で構成される高齢者虐待対応チー

ムを締結し、必要に応じてチーム派遣を依頼します。ま

た、権利擁護の相談窓口として大分県社会福祉士会に電

話等で相談しながら、虐待や困難事例に対応します。 

●権利擁護支援のため

の地域連携ネットワ

ークの構築 

権利擁護支援のための地域連携ネットワークの構築に

向けた取り組みを行います。 
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５．さまざまな困難を持つ人への支援 

 ひきこもり、生活困窮者、社会的孤立、社会復帰要支援者等、助けることが難しい人たち

をできるだけ把握し、必要な支援を行います。 

 

 

 

 

 

取組主体取組主体取組主体取組主体    施策内容施策内容施策内容施策内容    主な活動例主な活動例主な活動例主な活動例    

住住住住    民民民民    

●地域の中での見守りを行います。 

●地域における声かけを行います。 

●ひきこもり、生活困窮者、社会的孤立、社会復帰要支援者等をみかけたら、

公的機関等に相談します。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

    

●複合的な見守り体制

による、ひきこもり、

生活困窮者等の情報

収集 

既存の見守りネットワーク等に協力していくことで、

ひきこもりの方、生活困窮者等を発見し、必要な機関

につなげていきます。 

●地域福祉の担い手に

対する「制度のはざま

の課題」へのアプロー

チに関する研修 

「制度のはざま」で十分な福祉を受けられない人に向

けて、どのようにアプローチするか等の研修を行いま

す。 

●相談支援体制の確立 

「制度のはざま」で十分な福祉サービスを受けられな

い人に向けた相談体制を確立します。 

●さまざまな困難を持

つ人の自立相談支援

事業の充実 

ひきこもり、生活困窮者等に向けた相談援助事業を行

います。 

行行行行    政政政政    

●地域福祉の担い手へ

の各種支援 

地域福祉を担う人への支援を行います。 

●情報の共有 

さまざまな困難を持つ人に関して、どこにどのような

人がいるのかということを把握し、関係機関と共有し

ます。 

●さまざまな困難を持

つ人への総合的支援

システムの構築 

さまざまな困難を持つ人に対して、地域生活課題に関

する相談を包括的に受け止める体制を整備し、地域と

連携して支援できるようなシステムを確立します。 

●住宅確保要配慮者へ

の支援 

他の施策との関係に配慮しながら、住宅確保要配慮者

への総合的支援を行います。 
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６．包括的な福祉サービスの展開 

 地域の実情に応じて、高齢者、障がいのある人、子ども・子育てなど、すべての福祉分野

にわたり、包括的な福祉サービスの提供を目指します。 

 

取組主体取組主体取組主体取組主体    施策内容施策内容施策内容施策内容    主な活動例主な活動例主な活動例主な活動例    

住住住住    民民民民    ●世代を超えた交流を行います。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●総合的な福祉サービ

スの提供に向けた取

り組み 

総合的な福祉サービスの提供に向け、関係機関・団体

等と連携し、情報共有や周知支援を行います。 

行行行行    政政政政    

●総合的な福祉サービ

スの提供に向けた取

り組み 

総合的な福祉サービスの提供に向けた環境整備を行

います。 
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７．災害時の総合的支援 

災害にみまわれたときに、地域の住民が協力し、避難・救護・救援などの活動を円滑に行

えるよう、緊急時要援護者の所在など、個人情報等のプライバシーに配慮しながら支援体制

の強化を図ります。 

 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    施策内容施策内容施策内容施策内容    主な活動例主な活動例主な活動例主な活動例    

住住住住    民民民民    

●「自分の身は自分で守り、自分たちの地域は自分たちで守る」という『自助・

互助・共助』意識を高めます。 

●些細なことで簡単に行政や消防を頼らず、「応急的に対処できることは自分た

ちで行う」ということを、各家庭や地域で意識するようにします。 

●避難行動要支援者に関する個人情報が流出しないように管理を徹底します。 

●避難行動要支援者の状況を適時に把握するため、地域の団体等が連携して避

難行動要支援者を見守るためのネットワークを構築します。 

●避難行動要支援者の日常生活の中で得られる地域の情報について、個人情報

に配慮しつつ、民生委員児童委員や自治区等と連携を図りながら個別避難計

画の策定に取り組みます。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

    

●避難行動要支援者の

見守り体制への協力 

町や民生委員児童委員と協力して、地域の避難行動要

支援者を見守ることに努めます。 

●避難行動要支援者の

個別避難計画策定へ

の協力 

町との協働により、ひとり暮らし高齢者等の避難行動

要支援者の個別避難計画を策定していくことに協力

します。 

●防災のための教室や

講座への支援 

地域で行われる防災のための教室や講座への支援を

行います。 

●災害ボランティアネ

ットワークの構築と

マニュアルの見直し 

発災時のボランティアセンター運営に関して、平常時

のつながりの為、ネットワークを構築し、人材を養成

します。災害ボランティア受け入れと円滑な運営の

為、マニュアルを見直します。 

●災害時活動資材の整  

備 

災害ボランティア活動に必要な資材を整備します。 
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行行行行    政政政政    

●避難行動要支援者見守

り支援 

社会福祉協議会と連携し、地域における避難行動要支

援者を見守るためのネットワークをつくるために必

要な支援を行います。 

●避難行動要支援者への

実態把握と登録者の増

加 

避難行動要支援者名簿に登録した人の実態調査や登

録内容の変更について確認を行い、支援の要否を把握

するとともに、登録者数の増加に努めます。 

●避難行動要支援者の個

別避難計画策定への指

導・助言 

避難行動要支援者支援の個別避難計画策定に関する

地域の取り組みについて、指導や助言を行います。 

●避難行動要支援者シス

テムの体制強化 

避難行動要支援者システムが有効に活用されるよう

に町の体制の強化を図ります。 

●災害時・緊急時に援助

を受けやすくするため

の支援 

緊急時に住民自身が個人情報をあらかじめ記載し、居

宅に格納しておく「緊急医療情報キット」の配布や「緊

急通報システム」の設置など、既存の福祉サービスを

組み合わせて、災害時等に住民が他者からの援助を受

けやすくなるように支援を行います。 

●各関係機関との連携 

平時より警察署・消防署、福祉避難所協定施設などと

の一層の連携強化を図るとともに、情報の共有のあり

方について協議を行います。 
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（３）（３）（３）（３）みんなが住みやすいまちづくりみんなが住みやすいまちづくりみんなが住みやすいまちづくりみんなが住みやすいまちづくり    

 

【現状と課題】 

� 住民意識調査において、「障がいのある人が快適に暮らせる施設・サービスが整っている地域

である」「障がいのある人が快適に暮らせる雰囲気が整っている地域である」「高齢者がいき

いきと暮らしている地域である」これらの項目について、自分が住んでいる地域（小学校区）

にどの程度満足について聞いたところ、「高齢者がいきいきと暮らしている地域である」につ

いては、満足している割合が高くなっています。それに比べて、「障がいのある人が快適に暮

らせる施設・サービスが整っている地域である」「障がいのある人が快適に暮らせる雰囲気が

整っている地域である」については、不満の方が割合が高くなっています。 

� どのような人でも住みやすいまちという観点から、町全体を見渡すことが必要となります。 

 

 

 

＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞＜アンケート結果より＞    

    

＜地域生活における満足度＞ 
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13.6

4.5
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7.2

7.9

21.6

2.3

1.9

7.4

5.3

6.0

4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

障がいのある人が快適に暮らせる施設・サービ

スが整っている地域である (N=529)

障がいのある人が快適に暮らせる雰囲気が整っ

ている地域である (N=529)

高齢者がいきいきと暮らしている地域である

(N=529)

不満 少し不満 普通 まあまあ満足 満足 無回答・不明

＜単数回答＞

N=529
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■取り組みの方向 

「日出町障がいある人もない人も健やかで安らかに暮らせるまちづくり条例」の基本理念

に基づき、性別や年齢、障がいの有無にかかわらず、誰もが同じ地域社会の一員として尊重

される社会の実現を目指し、支え合いのしくみづくりの啓発や福祉教育の機会などの充実を

図ります。 

 

【取り組み】 

1．ユニバーサルデザインの推進 

 ユニバーサルデザインの考え方に基づき、住まいや公共的施設などのバリアフリー化や移

動面のバリアフリー化に一体的に取り組みます。 

 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●各自が、点字ブロックに駐輪をしたり、路上や障がい者等専用駐車場に駐車

したりしないように心がけます。 

●各自が、出かける際に近所の人に声をかけ、必要に応じて買い物や送迎の手

伝いをするよう心がけます。 

●自治区などの地域の組織で、危険箇所の点検を行います。 

●地域で外出困難な人がいる場合は、地域のお店で配達サービスを行うことな

どを検討します。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●住民に対するユニバ

ーサルデザインの啓

発 

ユニバーサルデザインの啓発と情報提供などを行い

ます。また、障がい者のスポーツや日常生活に関して、

その状態を正しく理解してもらえるように、関係機関

の協力も得て、障がいのある人の話を伝え、また体験

してもらう機会を設け、啓発していきます。 

行行行行    政政政政    

●生活道路のユニバー

サルデザイン化 

生活道路のユニバーサルデザイン化や歩道の整備に

努めます。 

●公共の施設における

ユニバーサルデザイ

ン化 

すべての人が利用しやすいように、公共施設や公園な

どのユニバーサルデザイン化を推進します。 

●コミュニティバスの

運行 

交通手段の確保を図るため、住民のニーズを基にして

コミュニティバスの運行を進めます。 
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2．心のバリアフリー（人権教育）の推進 

一人ひとりが人権を正しく理解し、人権意識を高め、自らの課題として日常生活の中に活

かせる人権感覚を身に付けるよう、教育・啓発に努めます。地域の資源や人材を活かしなが

ら、人権や福祉教育に関する学習会などを開催し、かつ、その継続に努めます。また、幼少

期からの教育が重要との観点から、特に、子どもや親子を対象とした学びの場の充実を図っ

ていきます。 

 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●高齢者や障がいのある人に対する理解を深めます。 

●福祉教育や人権教育に関する勉強会や研修等に積極的に参加します。 

●人権や福祉の問題について理解を深めます。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●福祉教育、人権教育の

拡充 

福祉教育を推進するため、児童や生徒を対象とした福

祉に関する学習支援の充実を図ります。 

●講習会、擬似体験学習

などの企画 

講習会や擬似体験学習などを企画し、高齢者や障がい

のある人などに対する理解を深める福祉教育の機会

を設けます。  

行行行行    政政政政    

●「日出町障がいのある

人もない人も健やか

で安らかに暮らせる

まちづくり条例」の啓

発 

障がいに関する理解を深めるための学習会・座談会を

開催します。 

パンフレットやホームページで啓発活動を推進しま

す。 

●多様な学習機会の提

供 

人権教育の授業等の充実を図るとともに、人権に関す

る啓発資料や視聴覚教材等の充実を図り、幼児から高

齢者まで多様な教育機会の提供に努めます。 

●講演会内容の工夫 

各課係などで開催を予定している講演会などについ

て、調整の機会を設け、それぞれを関連付けるなどの

工夫を凝らすことで、より充実した企画となるよう努

めます。 



 

83 

 

３．快適な生活環境づくり 

地域の居住環境の快適性を高め、魅力的なまちにするため、地域組織や活動グループによ

る道路や公園などの環境美化活動を支援するとともに、ごみ出しルールの徹底やポイ捨て・

不法投棄の防止などに取り組みます。 

 

 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●各自が環境美化に関心を持ち、環境美化活動に積極的に参加します。 

●各自がごみ出しのルールを守ることやポイ捨て・不法投棄などをせず、マナ

ーを守ります。 

●地域のみんなで環境美化を推進するとともに、ルールなどについて共有する

ようにします。 

●道路や公園などの清掃活動に、地域のみんなで取り組みます。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●地域における環境美

化活動の支援 

地域で行われている環境美化活動について、老人クラ

ブや子ども会などが取り組むことを支援します。 

行行行行    政政政政    ●環境美化の推進 

「日出町空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する

条例」に基づき、町全体で環境美化の推進を図ります。 
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４．防犯活動の充実 

 お互いに声をかけ合うことで、地域での犯罪を防止します。自主防犯組織への支援、啓発

等を行い地域の安全を守ります。 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●みんながあいさつを心がけ、安全なまちづくりを目指します。 

●地域の防犯パトロール隊に参加したり、協力したりします。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●「社協だより」等を通

じた啓発及び情報提

供 

「社協だより」やフェイスブック等を通じて防犯に関

する啓発及び情報提供を行い、日出町社会福祉協議会

が防犯活動を行う理由も啓発していきます。 

●「社協だより」等を通

じた防犯に関する啓

発及び情報提供 

団体等と連携し、防犯への呼びかけを行います。警察

署・消費生活センター等にご協力をいただき、高齢者

の集まるサロン等で講話を行う支援を行います。 

行行行行    政政政政    

●自主防犯組織への支

援・指導 

日出町防犯協会連合会が自主防犯組織への支援・指導

を行います。防犯パトロール隊に対しては、ベストや

帽子等必要物資を配布し、パトロールしやすい環境整

備に努め、パトロール隊が結成されていない地区につ

いては、支援・指導を行います。 

●防犯パトロール隊の

結成支援 

防犯パトロール隊が結成されていない地域について、

日出町防犯協会連合会から呼びかけを行い、体制の強

化に努めます。 

●犯罪防止に関する情

報提供 

日出町防犯協会連合会が広報「まもるくん」を発行し、

犯罪の発生件数や犯罪抑止に関する情報提供を行い

ます。 

●各種機関との連携 

日出町防犯協会連合会と学校の連携により情報の交

換を行います。４月に新幼稚園児、新１年生に対し、

不審者への注意喚起を記載したクリアファイルの配

布を行い、中学生には自転車ワイヤー型鍵の配布を検

討します。 

●防犯についての啓発

活動  

日出町防犯協会連合会と警察署が連携し、防犯につい

ての啓発活動を行うとともに、地域の防犯パトロール

隊との連携を強化し、防犯対策の一層の推進を図りま

す。警察と連携を密にし、不審者情報等については警

察から提供を受け防犯パトロール隊へ周知し、また防

災行政無線を使い、振り込め詐欺防止の啓発を行いま

す。 
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５．日常の防災体制の充実 

 災害発生時に円滑な避難及び救助を行うことができるよう、意識啓発、災害ボランティア

の育成や自主防災組織への支援を行っていきます。 

 

取組取組取組取組主体主体主体主体    取り組むこと取り組むこと取り組むこと取り組むこと    内内内内    容容容容    

住住住住    民民民民 

●日ごろより防災を意識し、避難経路や避難場所をあらかじめ調べておきます。 

●災害の時に体の不自由な人や避難の難しい人はいないか、地域のことを理解

するように努めます。 

●些細なことで簡単に救急車を呼ぶと、重篤な患者の緊急搬送に対応できない

場合があるため、各家庭や地域で、このことを意識するようにします。 

●地域の避難訓練に参加します。 

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

協議会協議会協議会協議会    

●防災のための教室や

講座への支援 

地域で行われる防災のための教室や講座への支援を

行います。 

●災害ボランティア設

置マニュアルの作成 

災害が起きた場合にだれが、どのように動くのかを事

前に明確にする災害ボランティア設置マニュアルを

作成します。 

●災害ボランティア養

成講座の実施 

災害時に重要な役割を担う災害ボランティアを養成

する講座を開催します。また、災害時ボランティアと

して活動しうる有資格者（看護師・介護福祉士）等の

確保を行い、定期的に交流会を行います。 

●災害時活動資材の整

備 

災害ボランティア活動に必要な資材を整備します。 

行行行行    政政政政    

●各関係機関との連携 

平時より警察署・消防署との一層の連携強化を図ると

ともに、情報の共有のあり方について協議を行いま

す。 

●防災意識の啓発 

防災を常に意識するように啓発を行います。また、緊

急でない限りは、110番、119番しないように周知

を行います。 

●自主防災組織への指

導・助言 

各地域の自主防災組織への指導・助言を行うととも

に、関連する資料の提供を行います。 

●各地区への講師の派

遣 

地区での研修への講師派遣を行います。 

●消防団員の増加 

地域防災・減災体制維持のため、消防団員の入団を促

進します。 
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４４４４    取り組みのまとめ取り組みのまとめ取り組みのまとめ取り組みのまとめ    

 

 行政は、住民の自発的な活動を支援し、また、社会福祉協議会や関係機関と協働して地域

の課題解決に取り組んでいきます。そして、さまざまな主体と連携しながら、基本理念であ

る「人を大切にするまち」をつくっていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●小学生・中学生たちが、将来、地域の支え合い・助け合いに取り組むよう、福祉教育を進

めていきます。また、「みんなが地域づくりの担い手！」という意識を醸成します。 

●より多くの人が地域活動やボランティア活動に参加できるよう、多様な取り組みを行いま

す。誰もが気軽に立ち寄れる地域の場所をつくり、住民どうしのつながりをつくっていき

ます。 

●日ごろ行事に参加していない方にも声をかけ、地域活動に参加し、地域のつながりをつく

り、そのつながりを広げていきます。 

基本目標１を実現するために 

 

●興味や関心のある活動には積極的に参加し、日常におけるささいなことでも助け合えるよ

うな環境をつくります。 

●交流活動への参加や地域の支え合い、人と人とのつながりに興味や関心をもっていただく

ことで、将来的には地域福祉活動の担い手になってもらえるように、さまざまな支援を行

っていきます。 

●身近な地域で、さまざまな人たちが交流する場を充実させるために、声かけや手伝いなど

できることを実践します。 

基本目標２を実現するために 

 

●災害時等の避難支援体制を整備し、同じ地域で生活する誰もが、地域社会において孤立す

ることなく、安全で安心な暮らしができるようにします。 

●「日出町障がいある人もない人も健やかで安らかに暮らせるまちづくり条例」の基本理念

に基づき、性別や年齢、障がいの有無にかかわらず、誰もが同じ地域社会の一員として尊

重される社会の実現を目指し、地域づくりの支援を行います。 

●地域のみんなが協力しながら、子どもから高齢者、そして社会的に弱い立場にある人など

を助け、誰もが安心して暮らせる地域にしていきます。 

基本目標３を実現するために 


