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はじめに 

  

 

 本町では、平成２２年３月に「地域福祉計画」 

を策定し、基本理念「きらりと光る地域の絆～人 

と人との結びつきが生まれるまち 中井～」実現 

のため、着実な推進に努めてまいりました。 

 しかしながら、少子高齢化や核家族化が進行する社会において、価値観や生

活様式の多様化とともに、家庭や地域住民相互のつながり、支え合いが希薄化

するなど、私たちを取り巻く社会環境は大きく変化し、生活上の様々な問題が

顕在化や深刻化している要因の一つとなっています。 

 このため、改めて「人と地域のつながり」の大切さを認識し、行政はもとよ

り、地域に関わる全ての人が連携して、お互いに支え合う仕組みをつくる「地

域福祉」の重要性がより一層高まっています。 

このような状況を背景に、地域福祉計画の計画期間が終了することから、地

域福祉の取り組みをさらに進めるべく、第２次計画を策定いたしました。 

本計画では、平成２７年度から平成３１年度までの５か年を計画期間とし、

第１次計画の考え方を継承し、地域の『絆』や人との『つながり』が大切にさ

れ、誰もが住み慣れた地域で、安心・安全に暮らすことができるよう、さらな

る地域福祉の発展と充実を目指してまいります。 

今後、計画の推進にあたりましては、各関係機関との連携はもちろん、住民

や地域の皆様とともに考えながら、地域の福祉力を向上させていくことが不可

欠であります。住民の皆様の、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願

いいたします。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、多大なるご尽力を賜りました

地域福祉計画策定委員会委員の皆様、並びに貴重なご意見をいただきました関

係各位に心より感謝申し上げます。 

 

平成２７年３月 

 

中井町長 杉 山 祐 一 
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第 1章 計画の策定にあたり 
 

第 1節 計画の目的と背景 

本町では、平成 22 年３月に「きらりと光る地域の絆 ～人と人との結びつきが生

まれるまち 中井」を基本理念とする中井町地域福祉計画を策定し、様々な施策や事

業を展開してきました。 

しかしながら、少子高齢化や核家族化は一層進展し、ひとり暮らし世帯や高齢者世

帯の増加がみられるとともに、人々の価値観、生活習慣の多様化により、家庭や地域

における相互扶助機能は弱くなり、地域住民相互の社会的なつながりも薄くなるなど、

地域における生活や福祉を取り巻く環境は大きく変化しています。 

このような社会状況の中で、町を中心とした福祉施策の役割は極めて重要となって

おり、地域住民の自主的、自発的な支え合い、助け合いなどが、ますます必要となっ

てきています。 

本町においても、住民一人ひとりが真の豊かさを実感できる地域社会を築いていく

ための福祉施策を展開する必要があり、その目指すべき方向性を導くため、第２次中

井町地域福祉計画を策定するものです。 
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第２節 地域福祉とは 

少子高齢化の進行や一人ひとりの価値観の変化などにより、私たちを取り巻く環境

は大きく変化し、社会福祉に対するニーズが多様化しています。一人ひとりの福祉ニ

ーズに対応していくためには、これまでの公的サービスだけではなく、地域で互いに

支え合い、助け合って、福祉サービスを充実させることが必要となってきています。 

今、地域には、ひとり暮らしの高齢者、介護や子育てに悩んでいる家庭の問題など

が山積しています。行政サービスでしか解決できないこともありますが、近所の人が

気にかけたり、見守ったりしていくことで解決できる問題もあります。 

日常生活の身の回りで発生する問題を、まずは個人や家族が解決し（自助）、個人

や家族で解決できない問題は住民同士が支え合って地域で解決し（共助）、地域で解

決できない問題は行政や関係機関などが協力し合って解決する（公助）、このような

『自助』、『共助』、『公助』の仕組みをつくっていくことが求められています。 

さらに、一人ひとりが自立を基本としながらも、地域の「つながり」やともに支え

合い、助け合うという気持ちを持つことに加えて、これまで行われてきた住民自身に

よるボランティア活動や、事業者による福祉サービス、また、活発になっているＮＰ

Ｏによる活動なども含め、地域の中で大きなネットワークをつくっていくことが大切

です。 

このような、個人や地域で暮らす人々、様々な組織、そして行政との協働による一

体的な展開が重要となっています。 

地域で生活するすべての人の安心と幸せを実現するために、地域で暮らすみんなで

「助け合い」、「協力する」この『自助』、『共助』、『公助』を踏まえた「地域の助け合

いによる福祉」、これが『地域福祉』の考え方となります。 

 

■ 「自助」「共助」「公助」と地域福祉計画の関係図 

地域住民の主体的な 

活動で対応できるもの 

地域住民・行政・社会福祉協議会 

相互協力（協働）の領域 

  行政施策として 

 行うべきもの 

 
 
 
 

自助（自分・家族） 共助（地域） 公助（行政） 
 

 暮らしのニーズ 

（日常的な生活課題） 

身近な困り事、 

生活のしづらさ、苦労等 

福祉計画等 

高齢者保健福祉計画 

障害者計画 

子ども・子育て支援事業計画 

健康増進計画 

地  域  の  生  活  課  題 

相互協力 
自治会 

社会福祉協議会 

各種団体、組織等 
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第 3節 地域福祉計画・地域福祉活動計画とは 

「地域福祉計画」とは、社会福祉法第 107 条の規定により、「地域の助け合いによ

る福祉（地域福祉）」を推進するために、人と人とのつながりを基本として、「顔の見

える関係づくり」「ともに生きる社会づくり」を目指すための「理念」と「仕組み」

をつくる計画です。市町村が行政計画として策定します。 

社会福祉法第 109条の規定による「社会福祉協議会」は、地域住民のほか、民生委

員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育

など関係機関の参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活する

ことのできる「福祉のまちづくり」を目指した様々な活動を行っています。  

また、「すべての住民」「地域で福祉活動を行う者」「福祉事業を経営する者」が相

互に協力して、地域福祉の推進を目的とする実践的な活動・行動計画として、「社会

福祉協議会」が民間計画となる「地域福祉活動計画」を策定します。 

このような策定の趣旨を踏まえ、「地域福祉計画」を社会福祉協議会が策定する「地

域福祉活動計画」と連携した実行性のあるものとします。こうした視点のもと、本町

における地域福祉の基本理念と基本目標を共有しながら、町と社会福祉協議会とが緊

密に連携し、地域福祉を推進します。 

 

■ 「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」の関係図 

 

 
【 共 有 】 

地域の福祉課題、地域資源 

町と住民、関係機

関、事業者等相互の

協働による計画 

民間相互の協働 

による計画 

福祉活動の基盤整備 

住民参加の体制づくり 

連 携 

地域福祉計画 

（町） 

地域福祉活動計画 

（社会福祉協議会） 
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■（参考）社会福祉法（抄） 

 

第１条（目的） 

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福

祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における

社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適

正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進

に資することを目的とする。 

第４条（地域福祉の推進） 

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。 

第 107条（市町村地域福祉計画） 

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以

下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見

を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努め

るものとする。 

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 

第 109条（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に

掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区

域内における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

が参加し、かつ、指定都市にあっては（中略）、指定都市以外の市及び町村にあってはその

区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとす

る。 

１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

４ 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 
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第４節 計画の位置づけ 

「中井町地域福祉計画」は、社会福祉法に基づいた計画となります。また、中井町総

合計画を上位計画とし、福祉分野の基本目標である「安心して暮らせるまち」の実現を

目指し、地域福祉推進のための取り組みを定めるものです。 

さらに、本町の福祉の関連計画である「中井町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画」、「中井町障害者計画・障害福祉計画」、「中井町子ども・子育て支援事業計画」、「中

井町健康増進計画」との整合性を図るとともに、社会福祉協議会が策定する「地域福祉

活動計画」とも連携を図ります。 

 

■本計画と他関連計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中井町総合計画 
中
井
町
社
会
福
祉
協
議
会
地
域
福
祉
活
動
計
画 

福祉分野の基本目標「安心して暮らせるまち」 

中井町子ども・子育て支援事業計画 

中井町障害者計画・障害福祉計画 

中井町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

中井町地域福祉計画 

連携 

中井町健康増進計画 
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第５節 計画の期間 

本計画の期間は平成 27年度から平成 31年度までの５か年とします。ただし、計画

期間中においても、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。 

 

■本計画と他関連計画の期間 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

第五次中井町総合計画 

（平成 18年度～平成 27年度） 

 

前期基本計画 

（平成 18年度～

平成 22年度） 

後期基本計画 

（平成 23年度～平成 27年度） 

 

中井町地域福祉計画 

（平成 22年度～平成 26年度） 

第２次中井町地域福祉計画 

（平成 27年度～平成 31年度） 

中井町高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画（第４期）  

（平成 21 年度～平成 23 年度） 

中井町高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画（第５期） 

（平成 24 年度～平成 26 年度） 

中井町高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画（第６期） 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 

 

中井町障害者計画 

（平成 19年度～平成 23年度） 

中井町第２次障害者計画 

（平成 24年度～平成 29年度） 

 

中 井 町 第 ２期 障 害 福 祉 計 画 

（平成 21 年度～平成 23 年度） 

中井町第３期障害福祉計画 

（平成 24 年度～平成 26 年度） 

中井町第４期障害福祉計画 

（平成 27 年度～平成 29 年度） 

 

中井町次世代育成支援地域行動計画（後期計画） 

（平成 22年度～平成 26年度） 

中井町子ども・子育て支援事業計画 

（平成 27年度～平成 31年度） 

 中井町健康増進計画 

（平成 24年度～平成 33年度） 

第 4 次中井町社会福祉協議会地域福祉活動計画 

（平成 20 年度～平成 24 年度） 

 第５次中井町社会福祉協議会地域福祉活動計画 

（平成 27年度～平成 31年度） 
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第６節 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、高齢者保健福祉計画や子ども・子育て支援事業計画策

定時に行った意識調査を活用するとともに、本計画策定のため、町内の自治会、老人

クラブ、ボランティア団体、民生委員・児童委員や社会福祉協議会等の福祉関係団体

にアンケート調査を実施し、必要に応じて聞き取り調査を行いました。 

また、庁内において課題の整理、方策の検討を行い、公募町民や地域で活動する団

体の関係者で構成された策定委員会で計画案を検討し、パブリックコメント＊により、

広く町民の意見を募り、策定しました。 

 

 

■策定体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊パブリックコメント：意見公募手続のことです。行政機関が規則あるいは命令等を制定する

にあたって、事前に規則等の案を示し、その案について広く住民から意見や情報を募集しま

す。 

アンケート調査 
(高齢者保健福祉計画、 
子ども・子育て支援事業計画) 
・町民意識、意見の把握 
・地域の現状、課題の把握 

福祉関係団体への 

ヒアリング調査 
・中井町社会福祉協議会 

・中井町民生委員児童委員協議会 

庁
内
で
の
検
討 

策
定
委
員
会 

 

 

意見 

提案 

 

パブリック 

コメントの実施 

 

計画案 

中井町 

地域福祉計画 

 

地域の現状を踏まえた 

計画 
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総人口と世帯の推移（人、世帯） （人）

第２章 中井町を取り巻く現状と課題 
 

第 1節 人口、世帯 

１ 人口と世帯の推移 

本町の総人口は、減少傾向にあり、平成 26年は、9,759人で、平成 22年と比較す

ると、251人減少しています。 

世帯数は、平成 26年が 3,401世帯で、平成 22年と比較すると 68世帯の増加とな

っています。また、一世帯当たり人口は、平成 26年が 2.87人で、平成 22年と比較

すると 0.13人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口と世帯数の推移                        （単位：人、世帯／各年 10月１日現在） 

  平成 

７年 

平成 

12年 

平成 

17年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

総 人 口 10,398 10,222 10,173 10,010 9,989 9,807 9,831 9,759 

世 帯 数 3,045 3,067 3,192 3,333 3,392 3,325 3,381 3,401 

一世帯当たり人口 3.41 3.33 3.19 3.00 2.94 2.95 2.91 2.87 

資料：平成７年～平成 22年は国勢調査、平成 23年～平成 26年は神奈川県人口統計調査 
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平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

３区分人口の推移（人）

9,998 9,94410,01610,056
9,771 9,797

２ ３区分人口の推移 

年齢３区分人口は、「年少人口」と「生産年齢人口」が減少傾向にあり、「高齢者人

口」が増加傾向にあります。 

また、平成 26 年の「高齢化率」は、28.4％となり、平成 21 年より、6.5％増加し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３区分人口構成の推移                           （単位：人、％／各年１月１日現在） 

  平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

総 人 口 9,998 10,056 10,016 9,944 9,771 9,797 

年少人口（15歳未満） 1,267 1,301 1,261 1,231 1,190 1,151 

割合 12.7% 12.9% 12.6% 12.4% 12.2% 11.8% 

生産年齢人口（15～64歳） 6,540 6,461 6,299 6,187 5,920 5,853 

割合 65.4% 64.3% 62.9% 62.2% 60.6% 59.8% 

高齢者人口（65歳以上） 2,191 2,294 2,450 2,520 2,655 2,787 

割合 21.9% 22.8% 24.5% 25.3% 27.2% 28.4% 

（注）総人口には年齢不詳を含みますが、年齢３区分別構成割合は年齢不詳を除いて算出しています。  

資料：神奈川県人口統計調査 
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

３区分人口の推移（人）

9,683 9,5229,5749,628 9,458

３ 人口推計 

総人口は、減少傾向が続き、平成 31 年の総人口は、9,458 人と推計され、平成 27

年と比較すると 225人の減少が想定されます。 

  年齢３区分人口では、少子高齢化が進行し、平成 31年では、年少人口比率が 11.1％、

高齢化率が 35.3％と想定されます。年少人口割合は、５年間で 0.7％減少し、高齢化

率は、５年間で 4.7％増加することが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３区分人口構成の推移                                       （単位：人、％） 

  平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 

総 人 口 9,683 9,628 9,574 9,522 9,458 

年少人口（15歳未満） 1,144 1,122 1,088 1,066 1,047 

割合 11.8% 11.7% 11.4% 11.2% 11.1% 

生産年齢人口（15～64歳） 5,573 5,421 5,282 5,169 5,071 

割合 57.6% 56.3% 55.2% 54.3% 53.6% 

高齢者人口（65歳以上） 2,966 3,085 3,204 3,287 3,340 

割合 30.6% 32.0% 33.5% 34.5% 35.3% 

（注）人口推計にあたっては、神奈川県人口統計調査の平成 21 年～平成 25 年の人口を基に、コーホ

ート変化率法により行いました。 
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自然増減 社会増減 人口増減

（人）

４ 人口動態 

人口動態は、自然動態が平成 17年より、社会動態が平成 12年より、ともに減少と

なっていましたが、平成 25 年は、自然動態は減少していますが、社会動態の増加に

より、人口が増加しています。 

 

人口動態の推移                             （単位：人／各年１月１日～12月31日） 

区  分 

人   口 

自然動態 社会動態 
増減 

出生 死亡 自然増減 転入 転出 社会増減 

平成 ７年 83 64 19 488 460 28 47 

平成 12年 66 66 0 482 563 -81 -81 

平成 17年 56 103 -47 389 455 -66 -113 

平成 22年 57 91 -34 414 420 -6 -40 

平成 23年 56 100 -44 332 360 -28 -72 

平成 24年 46 107 -61 284 396 -112 -173 

平成 25年 37 97 -60 456 370 86 26 

資料：平成７年～平成 22年は国勢調査、平成 23年～平成 25年は神奈川県人口統計調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
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27
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高齢者単身

世帯

高齢者夫婦

世帯

６歳未満親族

のいる世帯

母子・父子

世帯

平成12年 平成17年 平成22年

（人）

５ 世帯類型の推移 

世帯類型は、核家族世帯、高齢者単身世帯、高齢者夫婦世帯、母子父子世帯が増加

傾向であり、６歳未満親族のいる世帯が減少傾向となっています。 

  平成 12年と比較すると、核家族世帯は 313世帯、高齢者単身世帯は 119世帯、高

齢者夫婦世帯は 251世帯増加しています。 

 

                                             (単位：世帯) 

区分 平成 12年 平成 17年 平成 22年 

一般世帯数（総世帯数） 3,067 3,192 3,333 

核家族世帯 1,786 1,924 2,099 

高齢者単身世帯 69 116 188 

高齢者夫婦世帯（注） 154 239 405 

６歳未満親族のいる世帯 361 346 331 

母子・父子世帯 23 27 27 

（注）高齢者夫婦世帯：夫又は妻のいずれかが 65歳以上の夫婦１組の一般世帯 

資料：国勢調査 
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第２節 自治会の状況 

１ 自治会加入率の推移 

自治会未加入者は増加傾向にあり、毎年 100人以上が未加入者となっています。平

成 26年では未加入者割合が 17.0％で、平成 21年に比較すると、7.1％増加していま

す。 

自治会未加入世帯も増加傾向にあり、平成 26年が 826世帯で、平成 21年と比較す

ると 302 世帯増加しており、平成 26 年では未加入世帯割合が 22.8％で、平成 21 年

に比較すると、7.7％増加しています。 

 

（単位：人、世帯、％／各年１月１日現在） 

  平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

総人口 9,942 9,986 9,928 9,850 9,785 9,811 

自治会未加入者 981 1,128 1,245 1,346 1,461 1,671 

未加入者割合 9.9% 11.3% 12.5% 13.7% 14.9% 17.0% 

総世帯数 3,478 3,529 3,569 3,586 3,569 3,629 

自治会未加入世帯 524 563 623 669 717 826 

未加入世帯割合 15.1% 16.0% 17.5% 18.7% 20.1% 22.8% 

資料：住民基本台帳  
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第３節 高齢者の状況 

１ 高齢者のいる世帯の状況 

高齢者のいる世帯は増加しており、国勢調査によると、平成 22 年が 1,477 世帯と

なり、平成 17年よりも 272世帯増加し、一般世帯数に占める比率は 44.3％となって

います。また、高齢者のいる世帯のうち、単身世帯は 188世帯、高齢者夫婦世帯※は

405世帯といずれも増加しています。 

※高齢者夫婦世帯：夫又は妻のいずれかが 65歳以上の夫婦１組の一般世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

高齢者単身世帯数：188世帯 

高齢者夫婦世帯数：405世帯 

一般世帯数 
3,192世帯 

一般世帯数 
3,333世帯 

高齢者単身世帯数：116世帯 

高齢者夫婦世帯数：239世帯 

高齢者のいる世帯 高齢者のいる世帯 
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２ 要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は増加しており、平成 26 年では、要支援認定者は 30 人、要

介護認定者は 334人となり、合計すると 364人となります。 

65歳以上の要支援・要介護認定者数を第１号被保険者数（65歳以上の人口）で除した

要支援・要介護認定率は、平成 26年では 12.9％となっています。 

 

（単位：人、％／各年９月末現在） 

 
平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

要支援認定者数 47 33 29 25 31 30 

要介護認定者数 256 260 280 288 317 334 

合計 303 293 309 313 348 364 

要支援・要介護認定率 13.9% 11.3% 11.9% 11.6% 11.9% 12.9% 

資料：介護保険事業状況報告書 
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第４節 障がい者の状況 

１ 障がい者数の推移 

障害者手帳所持者は、平成 26年が 505人で、平成 21年と比較すると 32人増加し

ています。手帳種別でみると、身体障害者手帳所持者は、平成 26年が 367 人で、平

成 21 年と比較すると 19 人増加しています。療育手帳(知的障害)所持者は、平成 26

年が 101人で、平成 21年と比較すると 5人減少しています。精神障害者保健福祉手

帳所持者は、平成 26年が 37人で、平成 21年と比較すると 18人増加しています。 

 

(単位：人、％／各年４月１日現在) 

 
平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

総人口 10,046 10,013 9,964 9,896 9,727 9,792 

身体障害者手帳 348 384 376 378 364 367 

療育手帳 106 96 102 97 99 101 

精神障害者保健福祉手帳 19 23 24 28 32 37 

総数 473 503 502 503 495 505 

手帳所持者の割合 4.7% 5.0% 5.0% 5.1% 5.1% 5.2% 

資料：中井町福祉課、神奈川県人口統計調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

第５節 子育て環境の状況 

１ 児童数の推移 

小学生以下（０～11歳児）の児童数の合計は、平成 26年が 871人で、就学前児童

数は 362人、小学生児童数は 509人となっています。小学生以下児童数の合計は、平

成 22年から減少し、平成 22年と比較すると 134人減少しています。 

小学生以下の児童数の推移                          （単位：人／各年４月１日現在） 

区 分 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

就学前児童数 459 411 402 382 362 

 

０歳児 66 50 56 47 38 

１歳児 76 65 45 57 48 

２歳児 76 78 68 49 62 

３歳児 75 74 83 66 57 

４歳児 68 73 75 86 68 

５歳児 98 71 75 77 89 

小学生児童数 546 553 528 519 509 

 

６歳児 86 99 72 78 85 

７歳児 90 86 100 73 81 

８歳児  96 88 85 97 73 

９歳児 87 97 86 86 96 

10歳児 95 88 96 87 86 

11歳児 92 95 89 98 88 

小学生以下児童数の合計 1,005 964 930 901 871 

                                資料：税務町民課 
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第６節 各種調査による住民意向 

１ 地域福祉計画策定のためのアンケート調査（１） 

 

（１）調査の概要 

調査対象 地域福祉関係団体（26団体） 

調査方法 調査票の配布・回収 

調査期間 平成 25年 11月～12月 

配布数 26件 

回収数 23件 

回収率 88.5% 

 

 

（２）活動の中での、日常の困りごとや地域の問題について 

〔主な意見〕 

基本目標 主な意見 

みんなで支え合う

地域づくり 

○中高年の男性の参加が少ない。 

○個人での活動に重きを置いている人が多い。 

○各活動の中心となるリーダーや企画者がいない。 

○高齢化のため自己所有地の草刈り、除草が出来ない。 

きめ細かな福祉の

取り組みが行われ

る地域づくり 

○公園で親子連れに会うことも少なく、友達を作りにくい。 

○高齢化に伴い、体力的に自治会活動（役員）に参加することが難しい。 

○自治会活動に負担を感じ、会に入らなかったり、脱会する者がいる。 

○少子高齢化のため祭事を行うことが困難である。 

安心・安全に暮ら

せる地域づくり 

○通学路や公園付近の子どもたちの安全面。 

○防犯灯の交換作業中、ＬＥＤは暗いのでどうにかしてほしい。 

○災害時の不安（豪雨等による土砂災害等）。 
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（４）活動をさらに活性化させるために、中井町(行政)の取り組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動上で困っていることでは、「メンバーの高齢化」が 82.6％と最も多く、次いで

「リーダー（後継者）が育たない」が 39.1％などとなっています。 

中井町の取り組みについては、「活動の担い手となる人材の育成」が 47.8％と最も多

く、次いで「活動に関する情報提供」が 43.5％などとなっています。 
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（５）支援が必要である方への対応・支援における課題や改善すべき点について 

〔主な意見〕 

基本目標 主な意見 

みんなで支え合う

地域づくり 

○高齢者、独居者、障がい者等が多く、今後も増える中、自主的な協力関

係が課題。 

○地域の助け合いや協力でまちづくりを進めるのが一番望ましい。 

○自治会に加入しない世帯への町の情報提供。 

○地域のリーダーの養成。 

安心してサービス

を利用できる地域

づくり 

○子育て支援センターや育児サークルの活動を積極的に伝える。 

○高齢者で独居の方への支援。 

○連絡が取りづらい方への対応について、町（担当課）の協力が必要。 

きめ細かな福祉の

取り組みが行われ

る地域づくり 

○自治会役員、行政関係者、民生委員、子ども会等、町の有志団体が共同

して、一つの目標に向かって行動すべき。 

安心・安全に暮ら

せる地域づくり 

○要援護者を把握しているので、台風や大雨後の戸別訪問を定期的に巡回

する等さらに充実する。 

 

 

（６）地域福祉推進のために取り組みや住民組織等との連携についての自由意見  

〔主な意見〕 

基本目標 主な意見 

みんなで支え合う

地域づくり 

○ボランティアに参加すべきだが、協力する人が少ない。 

○一人ひとりがボランティア精神で取り組むことが必要。 

○高齢化が進む中、自治会活動を通して、まずは参加することが必要。 

○地域活動も高齢者が多いので、協力、支援も大変。 

○行政（町）と地域（自治会等）との連携・協力を、定期的に進める。 

きめ細かな福祉の

取り組みが行われ

る地域づくり 

○子育てに優しい町をアピールできたら、若い世代の家族が増えるのでは

ないか。 

○社会福祉協議会の充実。 

○保護司の方が町の小中学校訪問を計画すると良い。 
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地域での支援体制を確保する

ひとり暮らしの高齢者等の孤立を解消する

地域活動の担い手を確保する

福祉に関する教育や啓発を進める

相談できる場を確保する

福祉に関する情報を提供する

個人・団体間のネットワーク化や連携を進める

災害から町民を守る

リーダー等の人材を育成する

活動拠点を整備する

バリアフリー化を進める

その他

（％）

２ 地域福祉計画策定のためのアンケート調査（２） 

（１）調査の概要 

調査対象 転倒骨折予防体操指導員（64人） 

調査方法 調査票の配布・回収 

調査期間 平成 25年 11月～12月 

配布数 64件 

回収数 48件 

回収率 75.0％ 

 

（２）地域の活動を通しての主な課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な課題については、「活動参加者の交流を促進する」が 45.8％と最も多く、次い

で「地域での支援体制を確保する」と「ひとり暮らしの高齢者等の孤立を解消する」

が 33.3％などとなっています。 
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（３）活動の中での、日常の困りごとや地域の問題について 

〔主な意見〕 

基本目標 主な意見 

みんなで支え合う

地域づくり 

○地域活動への参加に関心がない人が多い。 

○男性の参加が少ない。 

○自治会退会者の増加。 

安心してサービス

を利用できる地域

づくり 

○交通機関の問題。 

○参加する人が少ない。 

○ひとり暮らしの方など、体操は苦手だが人との交流は望んでいる方がい

る。 

○これから生活の中で、認知症など不安を感じたりしている。 

きめ細かな福祉の

取り組みが行われ

る地域づくり 

○自分のスケジュールに合った所を選べる雰囲気作りが必要である。 

○各自の体の不具合改善に向けて、前向きな人が多い。 

○参加出来る人は一部の人だけと思われる。 

安心・安全に暮らせ

る地域づくり 

○ひとり暮らしの不安や体の痛みや衰えの心配事。 

 

（４）誰もが安心して暮らすことができるまちづくりのご意見・ご提案の自由意見  

〔主な意見〕 

基本目標 主な意見 

みんなで支え合う

地域づくり 

○男性の参加が少ない。 

○役の負担を感じることのないようなＰＲが必要。 

○地域住民が何をしたらよいか解らないので、キッカケがあれば活動しや

すくなる。 

○自治会の中の組の組織をお互いにもっと活用する。 

○楽しみながらボランティアができる制度も検討するとよい。 

○まずは、あいさつの励行を進める。 

きめ細かな福祉の

取り組みが行われ

る地域づくり 

○会員の高齢化のため、何かあった時の保険などがよい。 

 

安心・安全に暮らせ

る地域づくり 

○災害時に何が必要かなど、話し合いの場を設けることがよい。 

○各自治会単位でも知らない人がいるので行事を実施し、顔を合わすこと

により災害等があっても、知っている人には助けを求めたりできる。 
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３ 地域福祉計画策定のためのアンケート調査（３） 

（１）調査の概要 

調査対象 自治会長（27人） 

調査方法 調査票の配布・回収 

調査期間 平成 26年６月～７月 

配布数 27件 

回収数 21件 

回収率 77.8％ 

 

〔主な意見〕 

項目 主な意見 

現状と課題 ○自治会長の負担が大きい。 

○役員の改選時に、役員の選出に苦労している。 

○高齢化などにより、将来自治会の担い手がいなくなる。 

○核家族化で、家を継ぐ者がいない。 

○自治会の高齢化が進んでいる。 

○ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯が増加している。 

○自治会活動に若い世代の参加を増やす。 

○子どもの数が減っている。 

○若い世代の負担が大きい。 

○自治会費に見合うメリットのある活動にする。 

○消防団も高齢化が進んでいるので、消防団の負担軽減。 

○自治会への負担の軽減、自治会への助成の拡大。 

要望等 ○行政と自治会が連携し、自治会に加盟するようにする。 

○共助・互助の取り組みを考える。 

○若い世帯の流入を促進する。 

○民生委員・児童委員を含め、町との連携を強化する。 

○予防医療を強化する。 

○大規模災害等に備え、自治会未加入者などの情報がほしい。 

○平素からの協力体制の強化 

○生きがいや楽しみになるように行政側がＰＲや実施方法を検討する。 

○地域の自主的な地域福祉活動を側面から支援し、活動を活性化する。 

社会福祉協議会と

の連携 

○高齢者を対象とした先進的な事例の紹介やリーダーの育成。 

○積極的に自治会との連携を進める。 

○活動が把握できていない。 
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４ 地域福祉計画策定のためのアンケート調査（４） 

（１）調査の概要 

調査対象 講演会（地域の絆）参加者 

調査方法 井ノ口自治会連合会講演会で配布・回収 

調査期間 平成 26年６月 22日 

回収数 36件 

 

〔主な意見〕 

○自治会活動などに協力する人としない人に分かれている。 

○自治会活動への呼びかけを行っても、自分の意見で行動する。 

○自治会活動は、助け合って、住みよい町づくりの励みになっている。 

○地域の心がかよう、人のつながりが大切である。 

○高齢者や子どもたちとの交流の場に参加していきたい。 

○行政と活動団体や住民との協力体制を構築するには、行政の財政支援が必要である。 

○地域活動の活性化のためには、地域住民同士が交流できる場や機会を多くすることである。 

○人口減少、高齢化が問題である。 

○地域住民の交流を活発にするため、住民が多く参加できるようなレクリエーションからスタ

ートする。 

○人を引き付ける行事を実施する。 

○高齢者等に対する防犯活動を強化する。 

○生活の基本である「あいさつ」から始める。 

○住民の考え方などの多様化に対応することが重要である。 

○助け合い、支え合いなどを行政が真剣に取り組むべきだ。 

○隣近所のお付き合いが大切である。 

○子どもたちと地域の人たちとの交流が、学校行事だけでなく、普段からあればよい。 

○ものづくりの指導や交通ルールの指導などの環境づくりが必要である。 
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５ 地域福祉計画策定のためのヒアリング調査 

（１）調査の概要 

調査対象 
中井町社会福祉協議会 

中井町民生委員児童委員協議会 

調査方法 ヒアリング調査 

調査期間 平成 26年２月 21日 

 

（２）中井町社会福祉協議会 

〔主な意見〕 

基本目標 主な意見 

みんなで支え合う

地域づくり 

○身近な地域で顔が見える生活の体制づくりが必要である。 

○保健福祉センターの活用を中心として、それに生涯学習センターの活用

を加え、人づくりの２大拠点として進める。 

○高齢者と障がい者の保健福祉センターを中心とした見守りを強化する。 

○小地域福祉活動（サロン活動）の体制を進めるため、サロン活動が５地

域なので、既存の自治会活動を支援してサロン活動を強化する。 

○福祉団体では、老人クラブのあり方や活性化が必要となっている。 

○障がい者では、高齢化により福祉団体の解散などがあり、若い人を含め、

社会参加のための体制づくりが必要である。 

○地域福祉では、住民の各活動に対する行政支援と連携が重要である。 

○高齢化などにより、自治会加入者が減っていることが問題である。 

安心してサービス

を利用できる地域

づくり 

○各サービスを社会福祉協議会と町が連携して進めることが必要である。 

○民生委員・児童委員のあり方が変化しており、仕事が増えすぎているの

で、情報の一元化が必要である。 

○生活の情報を共有した見守り体制、ネットワークが必要である。 

きめ細かな福祉の

取り組みが行われ

る地域づくり 

○健康づくりなどのサロン活動では、特定の人だけではなく、なるべく多

くの人が参加できる体制づくりが必要である。 

○ボランティアとの連携が必要である。 

○制度以外で困っている人のためにも、相談体制の充実が必要である。 

○難病者の支援が必要となっており、社会参加が問題である。 

○成年後見制度では、専門職の配置や人材の確保が必要であり、総合相談

業務の充実が必要である。 

安心・安全に暮らせ

る地域づくり 

○在宅での生活を長くするには、デイサービス等が必要である。 

○高齢者の方は、自立を望んでいるので、支援が必要である。 

○自治会館までいけない人のため、身近で集える場所が必要である。 
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（３）中井町民生委員児童委員協議会 

〔主な意見〕 

基本目標 主な意見 

みんなで支え合う

地域づくり 

○地域活動に無関心であり、意欲がない人が多いのが問題である。 

○地域活動に若者を取り込むような行事や活動が少ない。 

○地域のサロン活動で、３世代の触れ合いを進めており、高齢者と子ども

の交流を深めることが必要である。 

○サロン活動、世代間交流は、場を提供しているだけになっており、参加

者も固定しているので、活動を活性化させることが必要である。 

○高齢化や家族の意向で、自治会役員の引き受け手がいないのが現状で、

自治会活動に熱意を持って取り組む人を増やすことが重要である。 

○自治会は、最初から未加入の人もいれば、活動していてやめる人もいる

ので、やめると独居老人になる可能性もあり、自治会に残るようにする

ことも必要である。 

○老人会がなくなった後、自治会館などで高齢者が集う会のようなものが

出来ているので、高齢者の交流のため、このような会の支援も必要であ

る。 

○子どもたちとの接点を増やすことが必要である。 

安心してサービス

を利用できる地域

づくり 

○地域活動の成果のＰＲ不足であり、情報提供を充実する必要がある。 

○広報の充実のため、各自治会に広報委員を置き、ＰＲを充実することが

必要である。 

きめ細かな福祉の

取り組みが行われ

る地域づくり 

○送迎ボランティアなどのサポート体制を充実する必要がある。 

○地域活動では、指導者や後継者が必要で人材の育成・確保が重要である。 

○健康づくりや生涯学習、スポーツ振興など、一緒に推進した方がよい。 

○自治会の民生委員・児童委員が１人の場合は、業務量が多いので、福祉

委員などを補助として付けるのもよいのではないか。 

○転倒骨折予防では、60～75歳が中心で、75歳以上の参加が課題である。 

○転倒骨折予防活動や「こゆるぎ体操」は、参加者が少ないので、新しい

参加者を増やすことが重要である。 

○地域活動では、１度参加すると継続するケースが多いので、最初のきっ

かけづくりが重要である。 

安心・安全に暮らせ

る地域づくり 

○自治会等で避難訓練等を実施しているが、防災の指導者が会長とは別に

必要であり、訓練を受けた後、実際に自治会まで内容が伝わっていない

のが問題である。 
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６ 子ども・子育て支援に関するアンケート調査より 

（１）調査の概要 

 １．就学前児童調査 ２．小学校児童調査 

調査対象 町内在住の就学前の児童全数 
町内在住の小学校（１年生から

３年生）の児童全数 

調査対象者数 413件 245件 

調査方法 郵送配布・郵送回収 学校配布・回収 

調査実施期間 平成 25年 12月 20日（金）～平成 26年１月 14日（火） 

回収数 193件 226件 

回収率 46.7％ 92.2％ 

 

（２）就学前児童 

○住んでいる地区については、「井ノ口中」が 27.5％、「井ノ口上」が 16.6％、「井ノ口下」が

14.5％と多くなっており、「井ノ口」地区で６割近くになっています。 

○子どもの数については、「２人」が 42.0％、「３人」が 26.9％、「１人」が 25.4％となってお

り、「１人」から「３人」で９割を超えていることにより、少子化の進行が考えられます。 

○子どもを見てもらえる親族・知人については、９割以上が「いる」と回答しており、その中で

も、「祖父母」の協力が多くなっています。 

○子育ての相談相手（場所）については、９割以上が持っており、中心は「祖父母等親族と友人

や知人」で７割を超えて多く、「子育て支援施設・ＮＰＯ」と「保育士」も３割を超えて、相

談相手となっています。 

○母親の就労状況については、約６割の人が就労しており、「フルタイム」が約２割、「パート・

アルバイト等」が約３割となっています。また、就労経験者は９割を超えています。 

○幼稚園や保育所などの教育・保育事業を定期的に利用している方は、７割を超えています。利

用している教育・保育事業は「認可保育所」が約６割、「幼稚園」が約３割となっています。

また、利用希望については「認可保育所」が５割を超え、「幼稚園」が４割を超えて多く、「認

定こども園」が２割を超えている状況となっています。 
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（３）小学校児童 

○住んでいる地区については、「井ノ口中」が 28.3％、「井ノ口上」が 19.5％、「井ノ口下」が

13.7％と多くなっており、「井ノ口」地区で６割を超えています。 

○子どもの数については、「２人」が 47.3％、「３人」が 29.2％、「１人」が 15.9％となってお

り、「１人」から「３人」で９割を超えていることにより、少子化の進行が考えられます。 

○日常的に子どもを見てもらえる親族・知人については、中心が「祖父母」で、母方と父方を合

わせて９割を超えて多く、「兄弟」や「友人」などの回答もあります。 

○子育ての相談相手（場所）については、中心は「祖父母等親族と友人や知人」で、「祖父母等

親族」が 69.0％、「友人や知人」が 81.4％と多く、「小学校教諭」や「保育士」も相談相手と

なっています。 

○母親の就労状況については、７割以上の方が就労しており、「フルタイム」が約２割、「パート・

アルバイト等」が約６割となっています。また、就労経験者は９割を超えています。 

○子どもが利用した事業については、「幼稚園」と「認可保育所」が５割を超えて多くなってい

ます。 

○子どもが利用することができればよかったと思う事業については、「一時預かり」が 46.0％、

「病児・病後児保育事業」が 23.5％、「幼稚園の預かり保育」が 23.0％と多くなっています。 
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７ 日常生活圏域ニーズ調査より 

（１）調査の概要 

調査対象 65歳以上町民（第１号被保険者）より無作為に抽出した 1,000名 

調査方法 記名式、郵送による配布・回収 

調査期間 平成 25年 12月 

配布数 1,000件 

回収数 741件 

回収率 74.1％ 

 

（２）調査結果の主な内容 

項目 内容 

世帯構成等 ○「家族などと同居（二世帯住宅を含む）（85.0％）」が大多数を占め、「ひと

り暮らし」は 7.2％となっています。 

○世帯の人数は「２人（42.9％）が最も多く、次いで「３人」、「５人以上」

となっています。 

介護の状況 ○「介護・介助は必要ない（81.0％）」が大多数を占め、「何らかの介護・介

助は必要だが、現在は受けていない」「現在、何らかの介護を受けている」

はわずかとなっています。 

会・グループ

等への参加状

況 

○参加率が高いもの（「週４回以上」「週２～３回」「週１回」「月１～３回」

「年に数回」の合計）は、「町内会・自治会・老人クラブ」で５割弱となり、

「趣味関係のグループ」も比較的高い割合となっています。 

助け合いにつ

いて 

○いずれの設問においても、「配偶者」の割合が最も高く、６割前後となって

います。また、心配や愚痴を聞いてくれたり、聞いてあげる人は、「友人」

も比較的多いものの、病気のときに世話をしてくれる人や世話をしてあげ

る人は親族の割合が高くなっています。 

相談相手 ○家族や知人以外の相談相手は「いない（31.8％）」が最も多く、次いで「医

師・歯科医師・看護師」となっています。 

これからの生

活について 

○将来、介護が必要になった時に暮らしたい場所は、「自宅（68.2％）」が圧

倒的に多くなっています。また、在宅生活を続けるうえで、今後利用した

いサービス等は、「外出支援（買い物や通院）（42.4％）」が最も多く、次い

で「緊急時の通報システム」、「配食サービス」が３割前後となっています。

さらに「掃除支援」や「見守りや声かけ」、「調理支援」、「話し相手」の要

望も２割前後となっています。 
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第７節 中井町の地域福祉をめぐる主な課題 

１ 中井町の現状からの課題 

（１）人口の減少と少子高齢化の進行 

本町の人口は、ゆるやかな減少傾向が続き、人口推計では、平成 31 年が 9,458人

と推計され、平成 22年の 10,056人と比較すると、598人の減少となっています。 

３区分人口をみると、高齢者人口（65 歳以上）は、平成 21 年から平成 26 年まで

に 596 人増加し、人口推計では、平成 31 年が 3,340 人と推計され、平成 26 年より

553人増加し、高齢化率が 35.3％になると想定されています。 

一方、年少人口（15 歳未満）は、平成 21 年から平成 26 年までに 116 人減少し、

人口推計では、平成 31年が 1,047人と推計され、平成 26年より 104人減少し、構成

比率が 11.1％になると想定されています。また、生産年齢人口（15～64 歳）ととも

に減少傾向にあります。 

人口の減少と少子高齢化の進展は、社会経済活力の低下をもたらすことが懸念され

ます。そこで、少子高齢社会に暮らす子どもから高齢者まですべての世代の人々が安

心して暮らせる社会の構築が必要となってきます。 

 

（２）高齢者世帯の増加と核家族の増加 

本町の世帯数は、増加傾向にあり、核家族化が進行し、高齢者世帯、特に高齢者単

身世帯が増加しています。 

核家族化の進展により、従来家族がはたしていたさまざまな機能のうち、家事、育

児等の機能の一部が家庭外に求められるようになり、家族機能は低下しています。ま

た、自治会加入率の低下などにみられるように、地域コミュニティの希薄化も進んで

いるのが現状です。 

このような現状により、見守り活動が必要な世帯が今後も増加することが予想され

るとともに、地域における高齢者に向け、団塊の世代などの活力による地域力の強化

と世代間を超えた人々との間の「顔の見える」助け合いにより行われる安定的な地域

社会の実現が求められます。 
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（３）支援を必要とする人の増加 

本町の要支援・要介護認定者は年々増加しており、平成 26年 9 月末現在では、要

支援認定者が 30人、要介護認定者が 334人、合計すると 364人となります。また、

障害者手帳所持者は、505人となっています。 

このような状況から、それぞれの生活全体に着目し、できる限り地域の中でその人

らしい暮らしができるような基盤を整備していくことが必要です。 

 

２ アンケートなどからの地域課題 

（１）みんなで支え合う地域づくり 

自治会加入率の減少や高齢化などにより、地域活動が低下しています。また、地域

を基盤とする高齢者の自主的な組織である老人クラブの状況についても、「クラブ数」

や「会員数」が減少しています。そこで、自治会活動や各種団体の活性化を図るため、

小地域福祉活動（サロン活動）の強化や若者を取り込むような活動の実施が求められ

ます。 

加えて、地域の福祉活動を進めるために、保健福祉センターを拠点として、活動を

強化するとともに、各活動の中心となるリーダーの育成に努めることが課題となって

います。 

 

【主な意見】 

○高齢者と障がい者の見守りを保健福祉センターを中心に強化する。 

○身近な地域で顔が見える生活の体制づくり。 

○保健福祉センターの活用を中心に、生涯学習センターの活用を加え、人づくりの２

大拠点として進める。 

○小地域福祉活動を進めるため、既存の自治会活動を支援してサロン活動を強化する。 

○各種団体のメンバーの高齢化。 

○老人クラブのあり方や活性化が必要である。 

○若い人を含め、社会参加のための体制づくり。 

○住民の各活動に対する行政の支援と連携が重要である。 

○高齢化などによる自治会加入者が減っている。 

○自治会活動に熱意を持って取り組む人を増やすことが重要である。 

○地域活動に無関心であり、意欲がない人が多い。 

○地域活動に若者を取り込むような行事や活動が少ない。 

○老人会がなくなった後、神社などで高齢者が集う会のようなものが出来ているので、

高齢者の交流のため、このような会の支援も必要である。 

○子どもたちとの接点を増やすことが必要である。 

○各活動の中心となるリーダーや企画者がいない。 

○子育てを地域で支える環境づくり。 
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（２）安心してサービスを利用できる地域づくり 

 各サービスについては社会福祉協議会や関係団体と連携して、充実することが求め

られます。また、相談体制の充実とともに、情報の一元化などが課題となっています。 

 

【主な意見】 

○各サービスを社会福祉協議会と連携して進める。 

○民生委員・児童委員のあり方が変化しているので、情報の一元化が必要である。 

○生活の情報を共有した見守り体制や高齢者でひとり暮らしの方への支援が必要で

ある。 

○制度以外で困っている人のためにも、相談体制の充実が必要である。 

○地域活動の成果のＰＲ不足であり、情報提供を充実する必要がある。 

○要介護認定者数が増加する中、高齢者の状況把握や必要な支援を充実する。 

○子育て支援センターや育児サークルの活動を積極的に伝える。 

○子どもを安心して生み、育てられる環境づくり。 

○移動手段の確保。 

 

 

（３）きめ細かな福祉の取り組みが行われる地域づくり 

 社会福祉協議会などの関係団体の強化やボランティアとの連携の充実が重要とな

っています。また、サロン活動の充実と指導者や後継者の育成・確保も課題となって

います。 

 

【主な意見】 

○社会福祉協議会の充実を図る。 

○指導者や後継者が必要であるため、人材の育成・確保が重要である。 

○健康づくりや生涯学習、スポーツ振興など、一緒に推進した方がよい。 

○健康づくりなどのサロン活動では、なるべく多くの人が参加できる体制づくり。 

○ボランティアの連携が必要である。 

○難病者の支援が必要となっており、社会参加が問題である。 

○成年後見制度では、専門職の配置や人材の確保と総合相談の充実が必要である。 

○自治会の民生委員・児童委員が１人の場合は、福祉委員などを検討する。 

○地域活動では、最初のきっかけづくりが重要である。 

○自治会役員、行政関係者、民生委員、子ども会など、町の有志団体が共同して、一

つの目標に向かって行動する。 

○子育てに優しい町をアピールできたら、若い世代の家族が増える。 
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○自分のスケジュールに合った所を選べる雰囲気づくり。 

○送迎ボランティアなどのサポート体制を充実する 

 

 

（４）安心・安全に暮らせる地域づくり 

 

 子どもたちの通学路や公園付近の安全面強化や防災対策の充実が求められます。ま

た、高齢者の不安などへの対応が課題となっています。 

 

 

【主な意見】 

○子どもたちの通学路や公園付近の安全面を強化する。 

○災害時の（豪雨等による土砂災害等）対応を充実する。 

○要援護者の把握をさらに充実する。 

○ひとり暮らしによる不安や体の痛みや衰えの心配ごとなどへ対応する。 

○自治会館までいけない人のため、身近で集える場所が必要である。 

○自治会等で、防災の指導者を会長とは別につくる。 
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第３章 計画の基本理念と基本目標 
 

第１節 計画の基本理念 

本町では、「きらりと光る地域の絆 ～人と人との結びつきが生まれるまち 中井

～」を基本理念として、地域住民の一人ひとりが、人と人との「つながり」を大切に

し、顔の見える関係を構築し、そこから生まれる人や地域の絆 (ネットワーク)によ

り、誰もが安心して暮らせる仕組みづくりを目指してきました。 

しかしながら、人口の減少、少子高齢化の進行、高齢者世帯や核家族世帯数の増加、

家族機能の低下や地域の人間関係の希薄化などが、課題となっています。 

そこで、「きらりと光る地域の絆 ～人と人との結びつきが生まれるまち 中井～」

を前計画から引き継ぎ、基本理念とします。そして、個人の多様性を認め合い、相手

の立場を理解し、優しさを実践できる「地域社会」を築いていくために、基本理念の

実現に向けて、様々な施策や事業を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

きらりと光る地域の絆 

～人と人との結びつきが生まれるまち 中井～ 
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第２節 計画の視点 

計画の視点は、地域福祉を推進していくにあたって、基本理念を達成するため、こ

れまでに実施した各種調査やヒアリングなどを踏まえ、設定します。 

 

計画の視点 １ ふれあい、支え合いの地域づくり 

「向こう三軒両隣」と昔からよく言われるように、「近所付き合い」が地域づくり

の基本となります。まずはあいさつや声かけからはじめ、地域のつながりを深めてい

くとともに、地域で行われているさまざまな活動の活性化を図り、地域のみんなでふ

れあい、支え合える地域づくりを目指します。 

 

計画の視点 ２ 地域福祉を推進する地域づくり 

地域福祉を進めるため、社会福祉協議会やボランティア活動・ＮＰＯ＊活動などへ

の支援を図るとともに、様々な活動を担う人材育成が必要となります。住民・関係団

体・町・社会福祉協議会などが協働・連携し、地域福祉を推進する地域づくりを目指

します。 

 

 

計画の視点 ４ 安全・安心な地域づくり 

地域で幸せに暮らしていくためには、安全で安心な生活の確保が前提条件となりま

す。災害や犯罪などから住民の生活を守るための活動を進めるとともに、虐待やいじ

め、暴力など、人権侵害への対応やＳＯＳを見逃さない地域づくりを目指します。 

 

＊ＮＰＯ：Non-Profit Organization 又は Not-for-Profit Organization の頭字語で、ボラン

ティア活動や市民活動などの社会貢献活動を行う営利を目的としない組織や団体のことで

す。 

計画の視点 ３ 福祉サービスが利用しやすい地域づくり 

地域において自立した生活を支援していくためには、福祉サービスをはじめとし

て、住民の生活に関わるさまざまな分野の支援を充実させていく必要があります。子

どもから高齢者まで、障がいのある人もない人も、すべての人が情報を共有し、いつ

でも福祉サービスを利用できる地域づくりを目指します。 
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第３節 計画の基本目標 

基本理念の実現に向けて、前計画から引き続き、町の課題を踏まえた以下の４本の

基本目標を設定して施策に取り組みます。 

 

基本目標 １ みんなで支え合う地域づくり 

福祉は人づくりが重要と言われるように、福祉への興味・関心を持つことは、人権へ

の配慮や福祉活動に参加することへの動機につながり、地域福祉を推進していくうえで

大きな意味を持っています。中井町に住むすべての住民が福祉への理解を深める機会を

持ち、子どもから大人までが生涯を通じてお互いを思い合う福祉の心を育む教育・学習

を推進し、福祉意識の醸成を図ります。 

また、地域住民やボランティアをはじめ、地域活動団体・ＮＰＯなど地域福祉を担う

人々の発掘・育成を進めるとともに、自治会などのコミュニティ活動を充実し、活気あ

る地域福祉のまちづくりに取り組みます。 

施策の方向 

１ 支え合い活動の充実 

２ 地域ボランティア、ＮＰＯの育成・活動の推進 

３ 地域福祉の意識の醸成 

 

基本目標 ２ 安心してサービスを利用できる地域づくり 

地域には、様々な実情や生活上の課題を持った人々が生活しています。これらの課題

を地域が抱える課題として捉え、住み慣れた地域において自立した生活を送り続けるこ

とができるよう、地域全体で支援していく仕組みづくりが必要です。 

そのため、町で提供される福祉サービスの充実を図るとともに、一人ひとりが多様な

生活課題に身近な地域で適切に対応できるよう、利用者とサービスをつなぐ相談機能や

調整機能の強化を進めます。 

施策の方向 
１ 福祉サービス施策の推進 

２ 地域における相談体制と情報提供の充実 
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基本目標 ３ きめ細かな福祉の取り組みが行われる地域づくり 

地域福祉は、一人ひとりが地域で自分らしく安心して暮らしていけるよう、その地域

に関わるすべての人の力で推し進めていくものです。そのためには、地域に住む住民同

士がともに自治を担う主体として、個人の人権を尊重し合い、協働しながら住みよい地

域づくりを進めていくことが必要です。地域住民、地域の関係団体、町が協力し合い、

地域の中のＳＯＳに地域ぐるみで対応できる仕組みづくりを進めます。 

施策の方向 

１ 地域福祉を支える地域づくり 

２ 要援護者に対応した地域づくり 

３ 既存資源を活用した交流の拠点づくり 

 

基本目標 ４ 安心・安全に暮らせる地域づくり 

誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるには、防災面や防犯面に対する地域の見

守り体制を高めることが大切です。このため、自治会、民生委員・児童委員、サービス

提供事業所や社会福祉協議会等がお互いに連携を図り、緊急時の対応や防犯体制の強化

に努めます。 

また、町内の生活空間のバリアフリー＊化を進めるとともに、移動が困難な方に対す

る交通手段を確保し、誰もが安心して外出し、社会に参加できる環境づくりに努めます。 

施策の方向 
１ 地域の防災・防犯体制の強化 

２ 誰にもやさしいまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊バリアフリー：本来、住宅建築用語で使用するもので、障害のある方が社会生活をしていく

上で障壁（バリア）となる段差を取り除くという意味です。広くは障害のある方の社会参加

を困難にしている社会的、経済的、心理的なすべての障壁の除去という意味で用いられます。 
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第４節 計画の圏域 

本計画においては、身近な地域における住民同士の主体的な助け合い、支え合い活

動が展開され、顔の見える関係づくりを推進することが目的となります。 

この活動の「身近な地域」という範囲の捉え方は、一人ひとり異なることが考えら

れるため、活動主体に応じて計画上の「圏域」を柔軟に捉えることが必要です。 

現在、社会福祉協議会では、地域福祉の活動として、自治会を単位に、小地域福祉

活動を推進しています。このため、本計画では、地域福祉の重要な役割を担っている

各自治会を基本的な圏域として捉えるとともに、小学校区や町全域といったより広域

的な範囲における調整機能等の強化、また、必要に応じて自治会を基本に組・隣近所

への活動の小地域化を充実させることで、町としての地域福祉体制の構築を図ります。 

 

■重層的な圏域の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中井町全域 

小学校区 

自治会 

組・隣近所 

第１層：町単位 
広報・情報提供、専門的な相談、サービス調整、

関係機関との連絡調整など 

第２層：小学校区単位 
地域福祉拠点の機能充実、地域課題の共有、 

団体との連絡調整など 

第３層：自治会単位 
小地域福祉活動の推進、生活課題の把握、日常

的な交流活動、生活支援活動の展開、防犯・防

災の取り組みなど 

第４層：組・隣近所単位 
小地域福祉活動の推進、声かけ、見守り、縁側

のお付き合い、助け合い・支え合い活動など 
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第５節 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 施策の方向 

1 
みんなで支え合う 

地域づくり 

1 支え合い活動の充実 

2 地域ボランティア、ＮＰＯの育成・活動の推進 

3 地域福祉の意識の醸成 

2 
安心してサービスを 

利用できる地域づくり 

1 福祉サービス施策の推進 

2 地域における相談体制と情報提供の充実 

3 
きめ細かな福祉の取り組み 

が行われる地域づくり 

1 地域福祉を支える地域づくり 

2 要援護者に対応した地域づくり 

3 既存資源を活用した交流の拠点づくり 

4 
安心・安全に暮らせる 

地域づくり 

1 地域の防災・防犯体制の強化 

2 誰にもやさしいまちづくり 

 

 

 

【 計画の視点 】 

１ ふれあい、支え合いの地域づくり 

２ 地域福祉を推進する地域づくり 

３ 福祉サービスが利用しやすい地域づくり 

４ 安全・安心な地域づくり 

 

【 基本理念 】 

きらりと光る地域の絆 

～人と人との結びつきが生まれるまち 中井～ 
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第４章 基本施策の展開 
 

第 1節 重点的な取り組み 

 前計画の取り組み結果や各種調査結果からの課題を解決するため、各基本目標を横断

的に結びつけ、計画全体を進める取り組みを「重点的な取り組み」として位置付け、推

進します。 

 

重点的な取り組み １ 福祉を支える地域の活性化 

○町民誰もが、生きがいをもって社会参加し、地域における支え合いのため、地域コミ

ュニティの活性化に努めます。 

○自治会活動やサロン活動、各種交流活動を強化し、地域の活性化に努めます。 

○福祉を推進する人材を育成します。 

○自治会との連携を強化し、福祉活動を充実します。 

 

重点的な取り組み ２ 地域福祉を支えるしくみの構築 

○福祉の取り組みを進めるため、社会福祉協議会などの関係団体との連携を強化しま

す。 

○包括ケア体制の充実や介護予防・健康づくり・生きがい対策を推進します。 

○要援護者への見守り活動や成年後見等の生活支援体制を充実します。 

 

重点的な取り組み ３ 災害時における要援護者支援 

○災害時の要援護者への支援体制を進めるとともに、要援護者の把握、情報の共有など

に努めます。 

 

重点的な取り組み ４ 生活困窮者の自立支援 

○生活困窮者の自立支援を関係団体と連携して進めます。 
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1 地域見守り活動の推進

2 地域における健康づくり活動の推進

3 老人クラブ活動への支援

1 ボランティアの育成支援

2 ボランティア・ＮＰＯ活動への支援

3 企業のボランティア活動の促進

4 団体交流の場づくり

1 福祉教育の推進

2 世代間交流の支援

3 地域福祉の意識の向上

4 地域福祉コーディネーターの育成支援

1 地域ケア活動の推進

2 在宅福祉の充実

3 介護予防の充実

4 福祉サービス機関との連携強化

5 権利擁護の推進

6 生活困窮者への支援

1 総合的な相談体制の充実

2 情報提供体制の充実

3 情報の共有化と個人情報の保護

1 自治組織による地域福祉活動支援

2 社会福祉協議会との連携強化

3 民生委員・児童委員との連携強化

1 虐待の早期発見・早期解決

2 社会的孤立者等への対応

3 潜在的な要援護者の把握の充実

1 地域の行事への支援強化

2 健康づくり活動による交流づくり

3 誰もが集える環境の充実

1 地域防災体制の強化

2 災害時における地域支援体制の強化

3 子どもたちの安全の確保

4 地域防犯体制の強化

1 人にやさしい地域づくり

2 移動手段の確保

3 移送サービスの充実

基本目標 施策の方向 施策（事業）

1
みんなで支え合う
地域づくり

1 支え合い活動の充実

2
地域ボランティア、ＮＰＯ
の育成・活動の推進

3
きめ細かな福祉の取り組み
が行われる地域づくり

1 地域福祉を支える地域づくり

3 地域福祉の意識の醸成

2
安心してサービスを
利用できる地域づくり

3
既存資源を活用した
交流の拠点づくり

2
地域における相談体制と
情報提供の充実

1 福祉サービス施策の推進

2 要援護者に対応した地域づくり

4
安心・安全に暮らせる
地域づくり

1 地域の防災・防犯体制の強化

2 誰にもやさしいまちづくり

第２節 基本目標の方向 
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基本目標１ みんなで支え合う地域づくり 

施策の方向 １ 支え合い活動の充実 

 

≪ 現 状 と 課 題 ≫ 

 

地域福祉を進めていくためには、地域でのふれあいや交流を通じて町民同士の日常的

な付き合いを深め、お互いに関心を持ち合うことが重要となりますが、自治会未加入者

の増加や地域活動の停滞など、地域コミュニティが弱くなっているのが現状です。 

そこで、町民の交流を深めるには、身近な地域で住民同士が話し合える場づくりを進

めていくとともに、隣近所同士でのあいさつや声かけなど、できることからつながりを

広げていくことが求められます。さらに、すべての住民が気軽に参加できる交流の場づ

くりを通じて、住民同士の交流を活発化し、身近な地域で支え合える関係づくりを進め

ていくことが必要です。また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増えているた

め、地域の民生委員・児童委員と協力して見守り活動をさらに充実することが求められ

ます。 

 

 

≪ 本 施 策 の 目 標 指 標 ≫ 

 

指標名 現 在（平成 26年） 平成 31年度 

転倒骨折予防体操指導員（人） 64 90 

老人クラブ会員数（人） 134 170 
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自助 住民一人ひとりが取り組むこと 

・自分が活動に参加するときは、周りの参加していない人にも声をかけ、誘って参加し

ます。 

・あいさつなど、身近なことから隣近所など地域の人との交流を深めます。 

・回覧板はできるだけ直接手で渡し、身近な交流の機会を大切にします。 

共助 社会福祉協議会が取り組むこと 共助 地域が協働で取り組むこと 

・小地域での懇談会を開催して、地域での

福祉ニーズや生活課題の把握に努める

とともに、地域福祉活動に携わる人たち

との連携を深めます。 

・独居高齢者や障がいのある人等の社会的

孤立を防ぐための社会参加活動を設け

るとともに、生活支援としての見守りネ

ットワークの構築に努めます。 

・地域の要援護者も気軽に参加できる小地

域福祉活動の拡充に努めます。 

・あらゆる地域住民に対して、活動への参

加を呼びかけます。 

・必要とされる地域活動を積極的に立ち上

げます。 

・興味の持てる活動から参加してもらうな

ど、気軽に参加できるきっかけづくりに

取り組みます。 

・気軽に参加できるサロン活動の充実を図

ります。 

公助 町が取り組むこと 担当課 

地域見守

り活動の

推進 

○地域の中で支え合いながら、誰もが安心して暮らすことが

できるよう、地域内での登下校時を含む子どもの見守り活

動、認知症やひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯など

の見守り活動を民間事業者と連携して推進します。 

○自治会、町全体へとあいさつ・声かけ運動を展開し、近所

付き合いや助け合いを大切にする地域づくりを推進しま

す。 

総務課 

健康課 

福祉課 

地域にお

ける健康

づくり活

動の推進 

○地域における健康づくり推進プログラムの実施を支援し

ます。 

○健康づくりのきっかけや継続化のため、身近な参加機会の

確保に努めます。 

○健康づくり推進者による活動を支援します。 

健康課 

老人クラ

ブ活動へ

の支援 

○老人クラブ活動は、生きがいと健康づくりにおいてその役

割が一層重要なものとなるため、老人クラブ連合会及び各

クラブの支援をします。 

健康課 
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施策の方向 ２ 地域ボランティア、ＮＰＯの育成・活動の推進 

 

≪ 現 状 と 課 題 ≫ 

 

少子高齢化が進行する中、ひとり暮らし高齢者をはじめ、子育て支援など地域におけ

る生活課題は多様化するとともに、その数も増えてきています。こうした地域の多様化

する福祉課題、生活課題に対応していくため、住民一人ひとりが地域の中で日常的に支

え合い、助け合うとともに、地域の福祉を担うボランティアやＮＰＯなどの団体や組織

の活動がより重要となっています。 

また、団塊の世代に地域活動へ積極的に参加してもらう仕組みづくりを進めるととも

に、住民だけでなく町内に立地する企業も含め、町内にいる人すべてが一体となって活

動に取り組める環境づくりを進めていくことが必要です。 

そこで、町民の能力や知識を地域活動に活かすことができるシステムの構築づくりが

求められるため、人材活用システムとして「まちづくりパートナー制度」を導入してい

ます。 

 

 

≪ 本 施 策 の 目 標 指 標 ≫ 

 

指標名 現 在（平成 26年） 平成 31年度 

（社会福祉協議会） 

ボランティア登録者数（人） 
226 248 

（社会福祉協議会） 

ボランティア登録団体数（団体） 
12 14 
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自助 住民一人ひとりが取り組むこと 

・身近でできるボランティア活動について考え、実行に移します。 

・ボランティア養成講座や体験講座に積極的に参加します。 

・積極的にボランティア活動に関する情報を得るように努めます。 

共助 社会福祉協議会が取り組むこと 共助 地域が協働で取り組むこと 

・ボランティアの育成と支援を行います。 

・ボランティア相互の交流と情報交換の場

づくりを行います。 

・ボランティア活動の参画を促す場づくり

としてボランティア講座を開催します。 

・ボランティア講座の開催や福祉行政の提

供を行い、ボランティア活動への参加を

促進します。 

 

・自分たちが行っている活動の情報を、地

域に積極的に発信します。 

・他のボランティア活動グループとの連携

を充実させます。 

・ボランティア体験講座など、地域活動に

関する講座や研修会の開催に努めます。 

・ボランティア活動の中心となるリーダー

の育成に努めます。 

公助 町が取り組むこと 担当課 

ボランテ

ィアの育

成支援 

○町民がまちづくり、地域活動へより参画しやすい仕組みづ

くりを構築し、町民との協働のまちづくりを推進します。 

○ボランティア活動への参加者を、今後のまちづくりの担い

手として育成します。 

○ボランティア育成のため、多様な取り組みに努めます。 

○団塊の世代等の新規ボランティアの養成や現任ボランテ

ィアの資質向上の支援を継続的に実施します。 

地域支援課 

健康課 

福祉課 

ボランテ

ィア・NPO

活動への

支援 

○各種ボランティア団体・NPO法人に対して情報の充実を図

るとともに、活動内容を広報紙等で積極的に発信するな

ど、各種団体の活動を促進するための支援を行います。 

地域支援課 

企業のボ

ランティ

ア活動の

促進 

○企業に対して、社会貢献への理解を働きかけ、福祉・教育・

文化・環境・安全等に関するまちづくり活動への協力を呼

びかけ、住民、企業、行政との協働のまちづくりを進めま

す。 

地域支援課 

 

団体交流

の場づく

り 

○保健福祉センターを中心に、集会所や公共施設等を活用

し、各種ボランティア団体・NPO法人等が協力・連携を図

るための交流の場づくり、団体間のネットワークづくりを

推進します。 

健康課 

福祉課 
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施策の方向 ３ 地域福祉の意識の醸成 

 

≪ 現 状 と 課 題 ≫ 

 

本町では、少子高齢化や核家族化の進行に伴い、高齢者世帯及びひとり暮らし高齢者

世帯が増加しています。同時に、地域での人と人とのつながりが希薄化し、かつての地

縁、血縁で結ばれた地域社会においては、当然のこととして行われてきた相互扶助機能

も低下していると言われています。また、自治会の未加入者も年々増加するなど、地域

への関心が低下しているのが現状です。 

そこで、高齢化が一層進み、高齢者福祉や高齢者の社会参加に対するニーズの増加が

見込まれることから、高齢者福祉をはじめとする福祉全般に対する住民の理解を深める

ことが求められます。 

さらに、福祉の学習の場づくり、人権啓発活動や住民同士の交流の機会を充実させ、

福祉意識の高いまちづくりを進める必要があります。 

また、認知症への地域住民の理解など、地域の高齢者が安心して暮らせるように意識

の向上を図ることも重要となっています。 

 

 

≪ 本 施 策 の 目 標 指 標 ≫ 

 

指標名 現 在（平成 26年） 平成 31年度 

認知症サポーター＊１数（人） 94 350 

地域福祉コーディネーター＊２ 数(人) 25 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1認知症サポーター：認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援

する応援者です。認知症サポーター養成講座を受講した人となります。 

＊2地域福祉コーディネーター：地域福祉推進のため、課題やニーズを発見し、受け止め、地域

の資源をつないでいく、地域での生活を支えるネットワークの中心になる人材です。 
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自助 住民一人ひとりが取り組むこと 

・人権について学習する場に積極的に参加します。 

・こども園、保育園や学校での体験活動に加え、家庭内においても継続的に子どもの福

祉の心を育めるような教育を行います。 

・リーダー育成のための研修や講座などに参加します。 

共助 社会福祉協議会が取り組むこと 共助 地域が協働で取り組むこと 

・子育て世代の相互交流と社会参加を促進

するため、未就園児とその親の自主的な

活動を支援します。 

・福祉教育を推進するため、福祉関係団体

の協力を得ながら、小学校や中学校で行

う総合的な学習の時間の取り組みに協

力します。 

・ともに学び、ともに助け合う心を育む場

づくりとして、こども園、保育園等で中

学生や高校生等の青少年の体験学習の

機会を設けます。 

・高齢者や障がいのある人が、地域におい

て健康で生き生きと、ともに暮らすこと

のすばらしさを学ぶ機会を企画します。 

・活動を行うにあたり、あらゆる人権につ

いて配慮します。 

・積極的にこども園、保育園や学校との交

流の機会をつくります。 

・高齢者の知識や経験を生かした世代間交

流の機会を充実させます。 

・地域のリーダーとして、積極的な活動に

努めます。 

・福祉施設の見学や体験学習などを開催

し、身近な福祉について考え、理解する

場を設けます。 

・自治会や老人クラブなどの団体で社会貢

献活動を展開し、若い世代へ手本を示し

ます。 

公助 町が取り組むこと 担当課 

福祉教育

の推進 

○小学校や中学校の総合的な学習時間などに、地域住民、地

域活動団体、福祉関係者等の協力を得ながら、地域の実情

に応じた福祉教育を推進します。 

教育課 

世代間交

流の支援 

○世代間交流等による地域活性化活動を引き続き支援しま

す。 

○子育て支援を図るため、子育て支援センターと地域住民と

の交流を推進します。 

地域支援課 

福祉課 

地域福祉

の意識の

向上 

○地域福祉に対する理解や高齢者・障がいのある人・児童等

に対する人権意識を深めるための各種講座を開催し、地域

福祉に対する意識の向上を図ります。 

○認知症予防に関する普及啓発に力を入れるとともに、理解

者・協力者である認知症サポーターの養成に努めます。 

○徘徊老人の見守りや通報体制の確立を図ります。 

健康課 

福祉課 

地域福祉

コーディ

ネーター

の育成支

援 

○地域福祉活動の推進役となる地域福祉コーディネーター

の育成・支援を、社会福祉協議会と協働で進めます。 

福祉課 
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基本目標２ 安心してサービスを利用できる地域づくり 

施策の方向 １ 福祉サービス施策の推進 

 

≪ 現 状 と 課 題 ≫ 

 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、それぞれに適した多様な福

祉サービスの利用が可能であるとともに、サービスの量的・質的向上が重要となります。 

そのため、町では、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、子ども・子育て支援事

業計画や障害者計画・障害福祉計画等の個別計画により、福祉サービス施策を進めてい

くことになりますが、住民ニーズの多様化や近年の社会福祉改革・制度改正の中で、公

的なサービスだけでは十分に対応できない状況もみられています。 

そこで、利用しやすい福祉サービスの充実と、安心して最適な福祉サービスが利用で

きる体制の強化を目指すとともに、今後の福祉サービスの充実にあたっては、社会福祉

協議会や事業者をはじめ、地域活動団体等との連携を図り、福祉サービスの質の向上や

地域との協働による幅広いサービス提供に努めていく必要があります。 

また、日常生活自立支援事業や成年後見制度については、サービスを必要とする方々

が増えると考えられることから、さらに社会福祉協議会や関係機関と連携し、取り組み

の強化を図ることが必要となっています。 

 

 

≪ 本 施 策 の 目 標 指 標 ≫ 

 

指標名 現 在（平成 26年） 平成 31年度 

元気高齢者数＊（人） 2,446 2,700 

ミニデイサービス登録者数（人） - 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊元気高齢者数：高齢者数－介護保険認定者数のことです。 
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自助  住民一人ひとりが取り組むこと 

・必要な時にサービスが利用できるよう、サービス提供事業所などの情報を日頃から得
るように努めます。 

・福祉サービスについての正しい認識を深めます。 
・成年後見制度等各種制度についての正しい知識を深めます。 
・適切な福祉サービスの利用を心がけます。      

共助 社会福祉協議会が取り組むこと 共助 地域が協働で取り組むこと 

・地域の要援護者が安心して生活できるよ
うに、生活支援サービスの充実に努めま
す。 

・成年後見制度や日常生活自立支援事業の
理解を深めるとともに、法人後見など、
権利擁護体制の構築に努めます。 

・在宅生活の維持と介護サービスの利用支
援の充実を図るために居宅介護支援サ
ービスを提供します。 

・きめ細かな包括ケアの推進のため地域包
括支援体制の充実・強化に努めます。 

・人材活用や地域活動を促進する町の介護
予防・生きがい活動の推進に協力しま
す。 

・実施している各種福祉サービスにおい
て、利用者の立場に立った質の高いサー
ビスの提供に努めます。 

・地域で支援が必要な人を把握し、町や社
会福祉協議会、民生委員・児童委員等へ
つなげます。 

・福祉サービスを補完する活動に積極的に
取り組みます。 

 

公助 町が取り組むこと 担当課 

地域ケア
活動の推
進 

○保健・医療・福祉分野の関係団体・組織の協力のもと、地
域包括支援センターを中心に、相談業務など、各種機能を
強化し、地域包括ケア体制の充実を図ります。 

健康課 

在宅福祉
の充実 

○誰もが住み慣れたこの町で、安心して暮らし続けられるよ
う、高齢者福祉・障がい者福祉により、在宅福祉サービス
の充実を図ります。 

○子育て支援センターを中心として、子育て支援の充実を図
ります。 

健康課 
福祉課 

介護予防
の充実 

○介護予防の普及啓発に取り組むとともに、多くの高齢者が
介護予防に取り組む場の確保と予防事業への参加が必要
な方の把握と利用促進に努めます。 

健康課 

福祉サー
ビス機関
との連携
強化 

○保健・医療・福祉分野の各事業所、専門機関との連携を促
進し、福祉サービスの提供を総合的に強化します。 

○関係機関や子育て支援関係者との協力体制を強化し、子育
てしやすい地域づくりを進めます。 

健康課 
福祉課 

権利擁護
の推進 

○権利擁護・成年後見制度に関する周知啓発、情報提供を行
うとともに、関係機関と協力し支援します。 

○日常生活自立支援事業や成年後見制度の推進のもと、権利
擁護を一層充実します。 

福祉課 

生活困窮
者への支
援 

○生活保護に至る前の段階の自立支援の強化を図るため、生
活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施を図ります。 

福祉課 
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施策の方向 ２ 地域における相談体制と情報提供の充実 

 

≪ 現 状 と 課 題 ≫ 

 

福祉ニーズが多様化・複雑化している中、子ども、高齢者、障がいのある人などの問

題が複合的に発生することがあるため、効果的かつ適切な情報提供や総合的・専門的な

相談機能の充実が求められています。そのため、事業者や関係機関との連携を一層深め、

サービスの提供を総合的に調整する体制の確立が求められています。 

また、少子高齢化が進行する中、ひとり暮らし高齢者をはじめ、子育て支援など地域

における生活課題が多様化していることにより、地域の多様化する福祉課題、生活課題

に対応していくことが必要です。 

このような状況の中、住民が抱える課題や問題を早期に発見し、適切に対応できるよ

う、行政の情報提供機能の向上はもちろん、様々な情報へのアクセスがだれでも容易に

行える体制の整備を進めるとともに、地域の中での身近な相談から総合的・専門的な相

談まで、多様化・複合化するニーズに対応した相談支援体制の充実が重要となります。 

さらに、より多くの人に情報が行き渡るよう、情報提供のバリアーフリー化を進め、

高齢者や障がいのある人を含め、だれもが等しく必要な情報を得られる環境づくりを進

めていく必要があります。 
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自助 住民一人ひとりが取り組むこと 

・積極的に福祉に関する情報を得るように努めます。 

・福祉サービスなどの得られた情報は、情報を共有し合い、悩み事や不安も日ごろから

相談し合える仲間づくりに努めます。 

・回覧板などを利用し、住民同士で必要な情報の伝達や共有を図ります。 

・地域の中に困っている人がいたら、相談相手になるように努めます。 

・不安や悩みがあったら、一人で悩まずに各種相談窓口や相談員を活用します。 

共助 社会福祉協議会が取り組むこと 共助 地域が協働で取り組むこと 

・要援護者を地域で支える相談体制に向

け、窓口体制を充実します。 

・高齢者等の在宅生活を支援する総合相談

窓口である地域包括支援センターの拡

充に努めます。 

・地域の要援護者を地域住民が支えられる

ように、傾聴ボランティアの育成を進め

ます。 

・社協広報紙や地区懇談会等を活用し、在

宅サービス事業の利用促進や日常生活

自立支援事業等の周知啓発を図ります。 

・団体やサービス提供事業所の情報を、住

民が得やすいように工夫します。 

・地域ごとに活動の広報紙や情報誌などを

つくります。 

・相談窓口の情報を入手し、必要な人に教

えるとともに、自らも相談相手になるよ

うに努めます。 

・専門的な相談支援が必要な人について

は、適切に行政機関へ繋げます。 

・地域福祉に関わる問題について、情報交

換や意見交換ができる場をつくります。 

公助 町が取り組むこと 担当課 

総合的な
相談体制
の充実 

○高齢者については地域包括支援センター、障がいのある人
については相談支援事業者、子育てについては子育て支援
センターが総合的な窓口となり、相談に対応します。 

○高齢者の相談が増加することが今後も見込まれることに
より、相談窓口となる地域包括支援センターの相談体制の
強化等、引き続き支援体制の充実を図ります。 

○身近な相談窓口として、社会福祉協議会や民生委員・児童
委員などの各種相談員の活動支援を推進します。 

健康課 
福祉課 

情報提供
体制の充
実 

○国の示すウェブアクセシビリティ＊に対応していくととも
に、多様な情報提供手段により、住民誰もが福祉の各種サ
ービスの情報を受けられるよう努めます。 

○広報紙やリーフレットを活用した各種サービスに関する
情報提供を図るとともに、住民が各種サービスについて理
解しやすい冊子等の作成に努めます。 

○高齢者や障がいのある人へ、個人情報の保護に配慮しなが
ら、民生委員・児童委員や地域住民等によるきめ細かな情
報を提供できる体制を構築します。 

企画課 
健康課 
福祉課 

情報の共
有化と個
人情報の
保護 

○関係機関・団体間で情報の共有化を図りながら、個人情報
の保護に配慮し、地域課題に協働で取り組みます。 

福祉課 

 

＊ウェブアクセシビリティ：利用するすべての人が、年齢や身体的制約、利用環境等に関係な

く、Webで提供されている情報に問題なくアクセスし、コンテンツや機能を利用できることで

す。 
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基本目標３ きめ細かな福祉の取り組みが行われる地域づくり 

施策の方向 １ 地域福祉を支える地域づくり 

 

≪ 現 状 と 課 題 ≫ 

 

少子高齢化や核家族化が進行する中、ひとり暮らし高齢者をはじめ、子育て支援など

地域における生活課題は多様化するとともに、さらに増加が見込まれます。こうした福

祉課題や生活課題に対応していくため、地域住民が支え合い、助け合い、地域の力で解

決していくことが求められています。 

しかしながら、人々の就労形態や居住形態の変化、価値観の多様化などを背景に、自

治会未加入世帯が増加し、地域のつながりが希薄化し、子育て、高齢者・障がいのある

人への支援、防災・防犯などの様々な分野における地域内の問題解決能力が低下してい

る状況もみられます。 

そのため、地域における団体や組織の活動が、より地域に根づき、活性化していくよ

う、自治会や個々の小地域福祉活動の充実と、人材育成、関係機関や団体間の連携強化

が必要です。 

また、小地域福祉活動など、地域の活動支援は社会福祉協議会がその中心的な役割を

果たしていますが、今後、さらなる地域福祉の推進を図るため、町と社会福祉協議会の

連携を一層深め、住民主体の地域福祉活動を側面から支援し、自治意識の高い地域づく

りを進めていく必要があります。 

  

 

 

≪ 本 施 策 の 目 標 指 標 ≫ 

 

指標名 現 在（平成 26年） 平成 31年度 

（社会福祉協議会） 

小地域福祉活動指定地域数（地区） 
9 21 
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自助 住民一人ひとりが取り組むこと 

・地域の一員として、地域活動の企画や運営に主体的に参加します。 

・隣近所であいさつをかわし、日頃からの近所付き合いを大切にします。 

・隣近所での声かけや見守り活動などに積極的に参加します。 

・自治会活動に積極的に参加します。 

共助 社会福祉協議会が取り組むこと 共助 地域が協働で取り組むこと 

・多職種協働による地域での要援護者の地

域の支援ネットワークの構築に向けた

地域包括支援体制の拡充に努めます。 

・家庭機能の低下や地域社会機能の脆弱化

による社会的な孤立、虐待等に対応した

地域での見守り体制づくりと生活困窮

者対策を進めます。 

・小地域における自主的な福祉活動の定着

化と地域支援サービスの拡充に努めま

す。 

・自主的な地域活動を積極的に実施しま

す。 

・ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯

などへ声をかけ、訪問活動を充実させま

す。 

・地域全体での交流が広がるよう、高齢者

や障がいのある人など、誰もが気軽に参

加できる行事を企画します。 

・虐待を未然に防ぐための見守り活動を行

い、問題の早期発見に努めます。 

・身近な地域における見守り活動を組織的

に進めるため、見守りネットワークの構

築、実施に向けた話し合いを行います。 

公助 町が取り組むこと 担当課 

自治組織

による地

域福祉活

動支援 

○自治会をはじめとする地域組織活動の活発化を図るため、

自治会への加入や活動への参加を促進します。 

○地域における生活課題に連携して取り組むため、自治会又

はブロック単位で、誰もが参加でき、地域の情報を共有し、

みんなで支え合い、助け合える体制の構築を促進します。 

地域支援課 

健康課 

社会福祉

協議会と

の連携強

化 

○地域福祉を推進するうえで中核となる組織として、今後も

連携を強化するとともに、必要な支援を行い、基盤強化を

図ります。 

○生活困窮者の自立支援を連携して進めます。 

福祉課 

民 生 委

員・児童委

員との連

携強化 

○地域福祉の担い手である民生委員・児童委員の活動強化を

引き続き推進していくとともに、必要な情報の提供や研修

の実施等、活動への支援を行います。 

○民生委員・児童委員の活動等への理解を図り、地域の身近

な相談役として活動しやすい環境づくりを推進します。 

福祉課 
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施策の方向 ２ 要援護者に対応した地域づくり 

 

≪ 現 状 と 課 題 ≫ 

 

高齢者や子ども、障がいのある人への虐待が社会問題化していますが、虐待を未然に

防ぎ、虐待があった場合には早期に対応できるよう、関係機関との連携を強化していく

とともに、保護者や介護者の負担を軽減する支援の充実を図ることが必要となっていま

す。 

また、少子高齢化、核家族化、生活様式やニーズが多様化する中で、すべての町民が

その人らしい生活を送る権利が保障され、必要な援助が受けられる環境を充実していく

ことが求められますが、高齢者などの引きこもり等の対策については、適切な情報の把

握と必要なサービスの提供が必要です。 

さらに、社会的孤立など福祉サービスの利用に結びつきにくい事例などには、関係機

関、民生委員・児童委員を中心とした地域のネットワークの構築や情報とニーズの把握

が必要です。 
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自助 住民一人ひとりが取り組むこと 

・隣近所であいさつをかわし、日頃からの近所付き合いを大切にします。 

・隣近所での声かけや見守り活動などに積極的に参加します。 

共助 社会福祉協議会が取り組むこと 共助 地域が協働で取り組むこと 

・家庭機能の低下や地域社会機能の脆弱化

による社会的な孤立、虐待等に対応した

地域での見守り体制づくりを進めます。 

・生活困窮者の支援のため生活つなぎ資金

貸付制度等の周知や心配ごと相談事業

を推進します。 

・地域包括支援センターと関係機関の円滑

な連携を図り、早期発見・早期解決に取

り組みます。 

・虐待を未然に防ぐための見守り活動を行

い、問題の早期発見に努めます。 

 

公助 町が取り組むこと 担当課 

虐待の早

期発見・早

期解決 

○高齢者、障がいのある人や子ども等に対する虐待に対し

て、民生委員・児童委員、事業所や警察等関係団体による

虐待防止のネットワーク構築を図るとともに、虐待に関す

る啓発を広く住民に行い、虐待の未然防止や早期発見・早

期解決に努めます。 

○相談体制や子育て支援に関する情報の提供も継続して行

うとともに、必要に応じて関係機関等への情報提供・連携

を図るよう努めます。 

○要保護・要支援児童の転入出時において、情報提供による

市町村間での連携を適切に行い、支援の継続を実施しま

す。 

○関係課と協力し、居住実態が把握できない児童・生徒の把

握及び確認に努めます。 

健康課 

福祉課 

社会的孤

立者等へ

の対応 

○経済的自立及び支援のための横断的なネットワークの構

築と支援を推進します。 

健康課 

福祉課 

潜在的な

要援護者

の把握の

充実 

○要援護者の把握及びサービス利用のための地域ネットワ

ークの構築と支援を推進します。 

○要援護者への対応も含めた防災訓練などの実施に努めま

す。 

○要援護者の生活支援に対する人材育成に努めます。 

健康課 

福祉課 
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施策の方向 ３ 既存資源を活用した交流の拠点づくり 

 

≪ 現 状 と 課 題 ≫ 

 

地域福祉を推進していくためには、地域住民自らがお互いに交流を深め、地域の問題

は地域のみんなで協力して解決していこうとする意識が必要です。そして、居住年数や

居住形態、年齢などによって異なる地域に対する意識の違いを埋め、交流を活性化させ

ていくためには、地域で、既存資源を活用し、地域住民をはじめ、高齢者や子ども、様々

な人が楽しみながら「交流する場」があることも重要になります。 

そこで、気軽に集まることができる機会を充実させるとともに、既存施設を活用した

地域の拠点づくりを進めることが必要です。 

 

 

≪ 本 施 策 の 目 標 指 標 ≫ 

 

指標名 現 在（平成 26年） 平成 31年度 

転倒骨折予防体操教室実施自治会数 

（自治会） 
16 20 

（社会福祉協議会） 

サロン活動実施地域数(地区) 
5 10 
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自助  住民一人ひとりが取り組むこと 

・地域で実施されている行事や活動に積極的に参加します。 

・公共施設を積極的に利用します。 

共助 社会福祉協議会が取り組むこと 共助 地域が協働で取り組むこと 

・要援護者等の支援体制づくりとして、自

治会館等の身近な拠点の有効活用に努

めます。 

・保健福祉センターを活動拠点とした生き

がい・介護予防対策事業との連携を図り

ます。 

・日常的に地域の人と交流できるような活

動を企画・実施します。 

・地域の行事やイベントなどに積極的に参

加できる体制づくりを進めます。 

・活動に利用できそうな地域の施設を有効

に活用します。 

・子育て中の親や子どもたちなどが交流で

きる子育て支援サークルやサロン活動

などを展開します。 

公助 町が取り組むこと 担当課 

地域の行

事への支

援強化 

○地域内でのコミュニケーション、連帯を深めるきっかけと

して、地域における様々な行事の活性化を図ります。 

○自治会や地域団体の自主活動の育成・支援を図ります。 

地域支援課 

健康づく

り活動に

よる交流

づくり 

○高齢者を中心に、自主的・継続的に取り組む健康づくり活

動を推進し、地域や社会への参加のきっかけづくりに努め

ます。 

○高齢者人口が増加する中で、地域の高齢者が健康づくり、

介護予防を含めたサロン活動・自主活動の場づくりを地域

包括支援センターとともに進めます。 

健康課 

誰もが集

える環境

の充実 

○地域で気軽に集い、話をすることができる場をつくるとと

もに、仲間づくりを推進し、地域の支え合いを図ります。 

 

健康課 

福祉課 
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基本目標４ 安心・安全に暮らせる地域づくり 

施策の方向 １ 地域の防災・防犯体制の強化 

 

≪ 現 状 と 課 題 ≫ 

 

近年、台風や大雨等による自然災害や、子どもや高齢者が犯罪に巻き込まれるケース

が増えてきており、住民の防災・防犯に対する関心が高まっています。 

また、平成 23 年３月に発生した東日本大震災により、災害発生時における地域での

助け合いの大切さについて再認識することとなりました。また、震災をはじめ、近年の

台風等の影響による集中豪雨などの被害も多数発生しており、こうした災害への日頃か

らの備えが大変重要な課題となっています。 

さらに、地域の安心・安全を支える防犯活動や、交通安全対策などについても同様に

町民との協働が必要となっています。 

そこで、急傾斜地を抱える本町では、土砂災害の危険区域が多く、隣近所で見守り、

助け合う地域防災の重要性は高く、特にひとり暮らし高齢者や障がいのある人、寝たき

りの方などは、災害時や緊急時に支援が必要となります。 

さらに、最近では、子どもや高齢者を狙った犯罪が多発しており、そうした被害に巻

き込まれないようにするため、隣近所での交流や見守り、声かけを通して、日頃からの

つながりを強めるとともに、地域活動団体や関係機関との連携を強化し、防犯に対応で

きる地域づくりを進めていくことが必要となっています。 

 

 

≪ 本 施 策 の 目 標 指 標 ≫ 

 

指標名 現 在（平成 26年） 平成 31年度 

子ども安全パトロール員登録数（人） 69 80 

わんわんパトロール隊の登録者数（人） 148 200 

防犯灯設置数（基） 1,139 1,163 

安全安心メール登録者数（人） 318 600 
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自助 住民一人ひとりが取り組むこと 

・個人情報に配慮しながら、隣近所の高齢者、障がいのある人、妊産婦や乳幼児など、

災害時に支援が必要な人の把握に協力します。 

・自主防災組織の活動に積極的に協力します。 

・避難場所や防災設備を定期的に確認します。 

・地域の防犯活動に積極的に参加します。 

・子どもや高齢者を狙った犯罪を防ぐため、注意を呼びかけるなど見守りを行います。 

・隣近所と顔見知りになり、犯罪が起きにくい地域にします。 

共助 社会福祉協議会が取り組むこと 共助 地域が協働で取り組むこと 

・災害対応のため、関係団体との相互理解

を深め、人材の育成に努めます。 

・既存のボランティアグループや団体等へ

の災害時での活動の周知や意識啓発に

努めます。 

・災害時や緊急時における支援活動を円滑

に実施するため、見守り活動のネットワ

ーク構築に努めます。 

・町との協働により災害ボランティアの発

掘・育成や災害ボランティアセンター運

営マニュアルの徹底化を図ります。 

・団体やサービス提供事業者間で、災害時

の対応について話し合う機会を持ち、地

域情報の共有化を図ります。 

・災害時や緊急時における要援護者の把握

を行います。 

・自主防災組織を中心に、避難訓練や防災

教室を開催し、地域防災力を高めます。 

・子どもたちとの交流を深めながら、交通

安全や防犯を進めるため、登下校時の見

守り活動を充実させます。 

・地域の中の様々な団体・事業所と連携し、

地域ぐるみの防犯活動を展開します。 

公助 町が取り組むこと 担当課 

地域防災
体制の強
化 

○個人情報に留意しながら災害時の要援護者を把握し、民生
委員・児童委員や各地域、関係機関で支援できる体制の構
築を推進します。 

○各地域における自主防災組織の育成に努めるとともに、地
域が主体となった防災訓練等を通じて、地域住民の防災意
識と地域防災力の向上を図ります。 

○高齢者や障がいのある人等の社会福祉施設においても、災
害時に迅速に対応できるように努めます。 

総務課 
健康課 
福祉課 

災害時に
おける地
域支援体
制の強化 

○災害発生時において、自力で避難することが困難な人をは
じめとする災害時要援護者などの安全を確保するため、福
祉及び防災関係機関と関係団体、地域などが連携し合い、
的確かつ迅速に取り組んでいけるよう、総合的な支援体制
づくりを進めます。 

総務課 
福祉課 

子どもた
ちの安全
の確保 

○地域住民等による児童生徒の登下校の見守りや、子ども
110 番の家、「わんわんパトロール隊」などにより、地域
で子どもや家庭を見守る体制を強化します。 

総務課 
教育課 

地域防犯
体制の強
化 

○被害が多発する振り込め詐欺や、青少年を巻き込む犯罪を
防ぐため、地域や関係団体・機関との連携を強化し、町民
一人ひとりの防犯意識の向上を図ることで、犯罪を未然に
防げる地域づくりに取り組みます。 

総務課 
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施策の方向 ２ 誰にもやさしいまちづくり 

 

≪ 現 状 と 課 題 ≫ 

 

本町には駅がなく、公共交通手段がバスに限られることや、医療機関や商業施設が近

くにあまりないことから、通院や買い物などの日常的な外出時において、十分な移動手

段がない交通弱者が多いと考えられます。 

また、高齢者や障がいのある人の地域での生活や社会参加を促進するうえで、誰もが

安心して歩ける歩道の確保や公共施設の段差解消など、バリアフリーを取り入れた人に

やさしいまちづくりを進めていく必要があります。 

そこで、住民一人ひとりにとって、自分たちの住む地域が快適でいつまでも住み続け

たい場所であるために、バリアフリー化の推進や、外出・移動しやすい環境づくりが求

められます。 

また、実証運行中のオンデマンドバスが、住民にとってさらに便利で使いやすい交通

手段となるように、地域公共交通会議を開催して運行内容の見直しを図るとともに、地

域・住民の利用ニーズに対応し、便利で持続可能な交通システムを提供するため、交通

事業者との連携や理解・協力体制を強化する必要があります。 

 

 

≪ 本 施 策 の 目 標 指 標 ≫ 

 

指標名 現在（平成 26年） 平成 31年度 

（社会福祉協議会） 

福祉有償運送登録者数（人） 
223 250 

（社会福祉協議会） 

福祉有償運送＊利用者数（人/延べ） 
1,802 2,500 

（社会福祉協議会） 

送迎ボランティア登録者数（人） 
6 10 

 

 

 

 

 

 

＊福祉有償運送：NPO法人等が、障害者・要介護認定者をはじめとする移動困難な方を対象に、

営利には及ばない範囲での対価のもと、自家用自動車で個別運送することです。 
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自助 住民一人ひとりが取り組むこと 

・バリアフリーの視点から、道路や施設の状態を確認し、危険な箇所があったら町に連

絡します。 

・交通機関や駐車場を利用する時は、高齢者や障がいのある人の利用を妨げないように

します。 

・点字ブロックの上に立ち止まったり、荷物を置かないなど、バリアフリーに対する理

解を深めます。 

共助 社会福祉協議会が取り組むこと 共助 地域が協働で取り組むこと 

・地域の要援護者の外出支援と移送サービ

スの充実に努めます。 

・安全で安定的な福祉有償運送サービスの

提供に努めます。 

・介護予防支援活動と連携した移送システ

ムの提供に努めます。 

・施設等のバリアフリーについて確認しま

す。 

・地域行事の開催の時などは、住民相互の

協力で送迎を行います。 

・外出を支援するボランティアの育成に努

めます。 

・外出が必要なとき、地域住民による乗り

合わせなど、車で送迎できる仕組みを考

えます。 

公助 町が取り組むこと 担当課 

人にやさ

しい地域

づくり 

○誰にとっても利用しやすい公共施設の環境づくりに努め

ます。 

○新たな歩道の整備や既設歩道の段差・傾斜の解消等、歩道

の利用環境の向上に努めます。 

○安全な道路環境の整備と維持・管理の向上に努めます。 

まち整備課 

移動手段

の確保 

○路線バスの運行維持に努めるとともに、生活圏にあわせた

移動手段の確保を目指し、近隣市町や交通事業者と連携

し、住民ニーズに対応した交通システムの提供に努めま

す。 

企画課 

移送サー

ビスの充

実 

○ボランティアによる送迎サービスへの支援を図り、介護予

防事業等への参加をしやすくするなど、移送サービスの充

実を促進します。 

○移動が困難な方が、気軽に外出する機会が増えるよう、引

き続き、福祉有償運送サービス等による地域の交通手段の

確保に努めます。 

健康課 

福祉課 
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第５章 計画の推進に向けて 
 

第１節 計画の普及・啓発 

本町の地域福祉を推進していくうえでは、本計画の目指す地域福祉の方向性や取り

組みについて、住民、事業者、活動団体、行政等、計画に関わるすべての人が共通の

理解を持つことが必要です。 

そのため、広報紙や町ホームページなど各種媒体を通じて広く住民に計画を周知し

ていきます。 

さらに、ボランティア養成講座や生涯学習などの機会を通じて、地域福祉計画の普

及・啓発に取り組みます。 

 

 

第２節 パートナーシップの構築 

地域福祉の活動主体は、地域に暮らす住民一人ひとりであり、誰もが福祉サービス

の担い手となり、また、受け手にもなります。 

地域のみんなが支え合いながら、誰もが安心して暮らせるまちを実現するためには、

行政の取り組みに加えて、地域住民と協働で取り組んでいくことが欠かせません。 

また、住民以外にも、地域の中で活動するボランティア団体、ＮＰＯ、企業、関係

団体・機関、サービス提供事業者も、地域福祉推進にあたっての重要な担い手となり

ます。 

計画の推進にあたっては、これら地域福祉を担う主体とのパートナーシップを構築

し、それぞれが担うべき役割を認識し、それぞれの役割を果たしながら効果的な施策

の推進を目指します。 
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■各種団体等の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 計画の進行管理と評価 

本計画に基づく施策を推進するにあたっては、全庁的な体制のもと、計画の進捗状

況の把握・点検を図り、進行管理及び評価に努めます。 

また、本計画は行政の取り組みだけでなく、住民、ボランティア団体、関係団体等

が協働のもとで推進していく性格が強いことから、これら協働者の代表で構成する

「中井町地域福祉計画推進委員会」により、公正かつ住民の視点に立った評価を行い

ます。 

これら進捗状況や評価の結果については公表し、住民の意見を募り反映させていき

ます。 

 

 

 

地域住民、NPO、ボランティア、企業など 

地域福祉活動の実践者(主役) 

民生委員・児童委員 

地域の相談役 

社会福祉協議会 

地域福祉の推進役 

社会福祉事業者 

専門的な福祉サービスの提供 

行政 

地域福祉の基盤づくり 

地域ぐるみの福祉活動の 

積極的な展開 

地域住民やボランティア等と 

連携した相談・援助活動の推進 

地域団体の連携をコーディネートし、 

地域ぐるみの活動を推進 

専門機能を生かし、地域団体等と 

連携した福祉サービスの提供 

地域ぐるみの活動が展開しやすい 

基盤づくり 
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資料編 
 

１ 中井町地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、中井町地域福祉計画策定委員会の設置に関し、必要な事項を定め

る。 

（設置） 

第２条  社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づく地域福祉計

画を策定するため、中井町地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

（所掌事項） 

第３条  委員会は、次に掲げる業務を所掌する。 

（１）  地域福祉計画策定に関する調査研究 

（２）  その他、計画策定に関し必要な事項 

（組織） 

第４条  委員会は、１０人以内をもって組織する。 

２  委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

  （１）  医療関係者 

  （２）  保健福祉関係者 

  （３）  町民を代表する者 

  （４）  公益を代表する者 

  （５）  その他町長が必要と認める者 

（任期） 

第５条  委員の任期は、委嘱の日から計画策定終了年度末の３月３１日までとする。 

２  委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条  委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２  委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第７条  委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。ただし、最初

の会議は、町長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３  委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、

意見を聞くことができる。 

４  会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（庶務） 

第８条  委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

（委任） 

第９条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同

意を得て委員長が定める。 

 

      附  則 

  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附  則 

  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
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２ 中井町地域福祉計画策定委員会委員名簿 

 

委嘱区分 所属役職等 氏  名 備考 

医療関係 りゅう医院 医師 劉     崙 
 

保健福祉関係 

中井町民生委員児童委員 

協議会 会長 
芦 田 博 行 副委員長 

中井町社会福祉協議会 

会長 
城  所  勲 

 

中井町老人クラブ連合会 

会長 

渡 邉 明 英 平成 26年４月１日～ 

近 藤 國 雄 
平成 26年３月 20日～

平成 26年３月 31日 

中井町ボランティア連絡 

協議会 会長 
尾上 三希江 

 

町民代表 

中井町自治会連合会 会長 

加 藤 正 美 平成 26年４月１日～ 

和 田 信 雄 
平成 26年３月 20日～

平成 26年３月 31日 

公募 相 原    實   

公募 藤 江 洋 子   

公益代表 

中井町議会議員 戸 村 裕 司 委員長 

小田原保健福祉事務所 

足柄上センター保健福祉課長 
福 田 順 一   

（敬称略） 
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３ 中井町地域福祉計画策定過程 

年月日 項目 内容 

平成 25年 

11月～12月 
地域福祉関係団体調査 

○地域活動団体（26団体）と転倒骨折

予防体操指導員（64人）に調査票を

配布 

平成 26年 

２月 21日(金) 
ヒアリング調査 

○民生委員児童委員協議会及び社会福

祉協議会を対象にヒアリング調査を

実施 

平成 26年 

３月 20日（木） 

第１回中井町地域福祉計画

策定委員会 

（１）地域福祉計画について等 

（２）中井町の現状と課題について 

平成 26年 

８月 29日（金） 

第２回中井町地域福祉計画

策定委員会 

（１）第２期中井町地域福祉計画 

（第１次素案）について 

平成 26年 

11月 14日（金） 

第３回中井町地域福祉計画

策定委員会 

（１）第２次中井町地域福祉計画 

（第２次素案）について 

平成 27年 

１月９日(金) 

   ～ 

1月 30日(金) 

パブリックコメント 

○町ホームページ及び町内公共施設 

４か所において、計画素案を公表し、

パブリックコメントを実施 
 

（意見はありませんでした） 
 

平成 27年 

２月 19日（木） 

第４回中井町地域福祉計画

策定委員会 

（１） 第２次中井町地域福祉計画（案）

について 
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