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はじめに 

 当町の高齢化率は 2019（平成 31）年３月現在、

38.9%となっており、近いうちに 40%の大台を超

えるものと推測しています。今後は、65 歳以上高

齢者人口そのものは減少に転じますが、戦後生まれ

の団塊の世代の方々が 2025 年に 75 歳に到達し

ますので、より介護や医療を必要とする高齢者が増

えていくこととなります。 

 また、核家族化の進行や一人暮らしの高齢者の増

加に伴い、地域社会と個人との関わりが希薄化する

などの問題が当町においても以前に増して顕著化し

てきたように思われます。 

 このような中、町では社会福祉協議会と協力して 

「敬老のつどい」や「山北町社会福祉大会」など様々な事業の実施により「地域福祉の

推進」、「地域包括ケアの構築・深化」を進めていますが、これからは町や社会福祉協議

会といった公的機関のみならず、地域で暮らす町民の皆さま一人ひとりが主役となり、

より大きな力となって支えていくことが必要となります。 

このため、第 3 期山北町地域福祉計画の基本理念は「地域ぐるみで支え合う、健康

と福祉のまちづくり」と定め、今計画から町と同様に地域福祉の両輪を担う山北町社

会福祉協議会の「第 5 次山北町社会福祉協議会地域福祉活動計画」と一体的に策定

し、地域福祉に関し、より連携を図ることとしました。 

また、本計画の策定に併せ「こころの健康対策事業計画」を策定しました。この計

画は自殺対策基本法に定められた市町村自殺対策計画となります。全国的に自殺者数

は減少傾向にあるものの、未だに年間 2 万人を超える方がその貴重な命を自ら絶っ

ており、当町においてもゼロではありません。以前は自殺は個人の問題として考えら

れていた時代がありましたが、現在は、その背景に社会的要因を有することが多いこ

とから社会全体の問題として捉えられており、「地域福祉の推進」、「地域包括ケアの

構築・深化」が自殺者を減少させることにもつながると考えています。 

最後に本計画の策定にあたり貴重なご意見を頂いた策定委員会委員の皆さまをは

じめ、関係機関に対し心から感謝申し上げます。 

 

 

 

2019年（平成 31年）３月 
 

山北町長 湯川 裕司 
 



 

はじめに 

 地域福祉を取り巻く環境は、少子高齢社会の急速

な進展や地域社会の変化が重なり、支援が必要なひ

とり暮らし高齢者や認知症高齢者の増加、高齢者等

の孤立化、貧困の拡大など福祉や生活に対する様々

な課題が深刻化してきています。 

 このような中、誰もが住みなれた地域で安心して

暮らし続けられるよう、ボランティアや福祉関係の

団体など地域に関わる全ての人や団体が連携して、

支援が必要な人を支える仕組みをつくる「地域福祉」

の重要性が 一層高まっています。 

 こうした背景のもと、平成２６年３月に策定した「第４次地域福祉活動計画」の評

価を行うとともに、十分な検討を行い、地域で暮らす人々が性別や年齢、障がいの有

無などに関係なく、お互いに支え合い、助け合いながら、住み慣れた地域で安心して

暮らしていけるような地域社会づくりの取り組みをさらに推し進めるべく、今計画か

ら町の「第３期地域福祉計画」と一体的に向こう５年間の「第５次地域福祉活動計画」

を策定しました。 

 なお、本計画は、基本理念である「みんなの手で誰もが安心して暮らせる福祉のま

ちづくり」を実現するために、多くの皆様のご協力を得ながら推進していく地域福祉

活動推進プランです。ぜひ、この計画の趣旨、理念をご理解のうえ、計画の推進にご

協力いただきますようお願い申し上げます。 

 最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提案をいただきました策定委員

の皆さまをはじめ、関係機関の皆さまに心から感謝とお礼を申し上げます。 

 
 

 

 

2019年（平成 31年）３月 
 

社会福祉法人 

山北町社会福祉協議会 

会長 岩田 芳明 
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第１編 総論 

第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と目的 

近年の私たちを取り巻く社会環境は、様々な技術の進歩による生活の利便性が飛躍的

に向上しつつある一方、経済的な問題を伴う格差社会が拡大しつつあります。また、少

子高齢化・核家族化や経済の低成長、ライフスタイルの多様化・複雑化、「無縁社会」と

いう言葉に象徴される地域の連帯感の希薄化・孤立などが進み、これまでと同じ対策を

行っても十分な成果は得られない状況です。とりわけ、高齢者や介護を必要とする方、

障がいのある方などの自助のみでの生活が困難な方が増加し、暮らしにおける支援ニー

ズが増大、複雑化・多様化が進行する一方、若年層や中年層においてもストレスや生活

不安が増大し、自殺、ホームレス、虐待、ひきこもり、閉じこもり、生活困窮といった新

たな社会問題が表面化しています。また、子どもや青少年においても、いじめや虐待、

非行などが問題となっていることから、特定の層だけの問題ではなく社会全体の問題と

して、これら問題の解決に向けた動きが必要とされています。 

このような状況にある中、国が立てた目標は、地域において住民や団体、行政等が一

丸となって一人ひとりの生活課題に総合的に対応していく“我が事・丸ごと”の地域共

生社会の実現です。これは、様々な分野の問題が複雑に絡み合っている現状を考慮して

掲げられた目標で、制度・分野ごとの縦割りの支援体制や「支え手」・「受け手」という

関係を超えた体制づくりのことです。しかし、前述したとおり、現状では解決すべき問

題が多く、地域共生社会の実現はそれほど簡単なことではないと思われます。なぜなら、

問題を抱えることとなった原因や希望する解決方法（結果）などが、問題を抱える住民

一人ひとり異なるからです。また、複数の問題を抱えているとなると、なおさら複雑な

こととなります。 

そこで重要となるのは、地域福祉の推進に欠かせない「４つの助」です。「４つの助」

とは、自分の力で問題を解決する「自助」、ボランティアや住民同士の助け合いで問題を

解決する「互助」、介護保険制度などリスクを共有する仲間（被保険者）同士で支え合っ

て問題を解決する「共助」、税金を財源とする公的なサービスを利用して問題を解決する

「公助」のことです。これらが社会の共通理解となり、実行に移すことができれば、支

援の必要性や緊急性、特殊性などに応じた柔軟な対応ができると考えられています。そ

れは、将来的に地域共生社会にもつながります。 

本町では、これまで第２期山北町地域福祉計画、山北町社会福祉協議会では第４次山

北町地域福祉活動計画に沿って地域福祉の推進に取り組んできましたが、これらの計画

が 2018 年度（平成 30 年度）に最終年度を迎えたことにより、計画を見直す必要が出て

きました。その見直しに際し、国が新たに掲げた地域共生社会の実現という目標に向け

てより実効性の高い計画とするために、地域福祉計画と地域福祉活動計画を一体的に策

定することとしました。さらに、2016年（平成 28年）の自殺対策基本法の改正により策

定が義務付けられた市町村自殺対策計画も併せて策定することにより、地域福祉の推進

による自殺者の減少を図ることとしました。本計画は、この３計画「第３期山北町地域

福祉計画」、「第５次山北町社会福祉協議会地域福祉活動計画」、「第１次山北町こころの

健康対策事業計画」を一体的に策定したものであり、今後は現行の施策・事業の見直し

にとどまらない、自助・互助・共助・公助の適切なあり方の再構築を目指していきます。 
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２ 計画の位置づけ 

第３期山北町地域福祉計画は、社会福祉法 第 107条において策定が努力義務とされて

いる市町村地域福祉計画のことで、市町村における福祉分野の基本計画として、福祉の

推進のための施策を総合的に示すものです。 

第５次山北町社会福祉協議会地域福祉活動計画は、社会福祉協議会により策定される

福祉に関する計画のことで、社会福祉協議会を中心とした民間による福祉サービスなど

の福祉に関する取り組みの指針を示すものです。 

第１次山北町こころの健康対策事業計画は、自殺対策基本法 第 13条 第２項において

策定が義務付けられている市町村自殺対策計画のことで、市町村における自殺対策の取

り組みついて示すものです。 

また、これらの計画は、山北町総合計画を最上位計画とします。さらに、第３期山北

町地域福祉計画と第５次山北町社会福祉協議会地域福祉活動計画は互いに整合を図り、

連携して地域福祉の推進に努めていきます。第１次山北町こころの健康対策事業計画は、

第３期山北町地域福祉計画を上位計画とする自殺対策に特化した計画です。他にも福祉

分野の関連計画である高齢者福祉計画・介護保険事業計画、子ども・子育て支援事業計

画、障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画、健康増進計画・食育推進計画などと

も整合を図っていきます。 
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３ 計画の期間 

第３期山北町地域福祉計画、第５次山北町社会福祉協議会地域福祉活動計画、第１次

山北町こころの健康対策事業計画の３計画とも、2019 年度（平成 31 年度）を初年度と

し、2023年度を目標年次とする５年間を計画の期間とします。 

また、計画の期間中であっても、関連法の改正や社会情勢の大きな変化など、計画の

見直しが必要と思われる場合には計画の最終年度を待たずに計画の見直しを行います。 

 
2019年度 

（平成31年度） 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 

山北町 

総合計画 

      

山北町 

地域福祉計画 

      

山北町社会福祉協

議会地域福祉活動

計画 

      

山北町 

こころの健康対策

事業計画 

      

山北町 

高齢者福祉計画・

介護保険事業計画 

      

山北町 

子ども・子育て 

支援事業計画 

      

山北町 

障害者計画 

      

山北町 

障害福祉計画 

      

山北町 

障害児福祉計画 

      

山北町 

健康増進計画・ 

食育推進計画 

      

第３期計画 

第５次計画 

第１次計画 

第４期 

第６次 

第２次 

第７期計画 

第５期計画 

第１期計画 

第９期 

第４次 

第７期 

第３期 

第３次計画 

第１期 

第８期計画 

第６期計画 

第２期計画 

第２期計画 

第２次計画 

第５次計画 

（後期基本計画：分野別計画） 

 

第６次 
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４ 計画策定の方法と体制 

（１）山北町地域福祉計画策定委員会・山北町社会福祉協議会地域福祉活動計画

策定委員会・  

   山北町こころの健康対策事業計画策定委員会による協議・検討      

本計画の策定に際し、策定委員会を開催し、本計画の内容について協議・検討を行い

ました。策定委員は、町民代表、地域関係者、保健・医療・福祉関係者、行政関係者で構

成されています。（策定委員会設置要綱や委員名簿は、資料編に掲載しています。） 

（２）パブリックコメントの実施  

本計画への町民の意見を収集し、最終の計画に反映するために、次の要領でパブリック

コメントを実施しました。 
 

◎募集期間：2019年（平成 31年）1月 25日～2月 8日） 

◎募集方法：町ホームページに掲載 
 



第１編 総論 

5 

 

第２章 地域福祉を取り巻く現状 

１ 統計データから見た現状 

（１）総人口と世帯数の推移  

本町の 2018年（平成 30年）の総人口は 10,484人で、内訳は男性が 5,140人、女性が

5,344人です。2014年（平成 26年）以降の推移をみると、年々総人口は減少傾向にあり、

近年では毎年 300 人前後の減少となっています。性別では、男性より女性の方の減少幅

が大きくなっています。 

本町の 2018年（平成 30年）の世帯数は 4,211世帯で、１世帯あたり人口は 2.49人で

す。2014年（平成 26年）以降の推移をみると、緩やかではありますが、年々、世帯数・

１世帯あたり人口ともに減少傾向にあります。 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

5,897 5,796 5,635 5,495 5,344
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（２）年齢３区分別人口の推移  

本町の 2018年（平成 30年）の年齢３区分別人口は、０～14歳（年少人口）は 929人、

15～64歳（生産年齢人口）は 5,571人、65歳以上（老年人口）は 3,984人です。2014年

（平成 26 年）以降の推移をみると、０～14 歳（年少人口）、15～64 歳（生産年齢人口）

は減少傾向にあるものの、65歳以上（老年人口）は増加傾向にあります。 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

（３）高齢者割合（高齢化率）の推移  

本町の 2018年（平成 30年）の高齢者割合（高齢化率）は 38.0％で、前期高齢者（65

～74 歳）、後期高齢者（75 歳以上）がそれぞれ 19.0％です。2014 年（平成 26 年）以降

の推移をみると、前期高齢者（65～74 歳）、後期高齢者（75 歳以上）ともにその割合は

上昇傾向にあり、特に前期高齢者（65～74歳）の上昇幅が大きくなっています。 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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（４）人口ピラミッド  

本町の性別・年齢別人口は、次のグラフのとおりです。高齢者が多く、若者が少ない

つぼ型になっていることが特徴です。 

より詳しくみてみると、65～69歳で人口が最も多くなるなど、74歳までは男女ともに

類似した傾向となっています。しかし、75 歳以上は女性の方が男性よりも非常に多く、

特に 85～99歳においては、女性が男性の２倍以上の人口となっています。 

 

資料：住民基本台帳（2018年（平成 30年）４月１日現在） 
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（５）地区別人口  

本町の地区別人口は、次のグラフのとおりです。山北・岸・向原に人口が集中し、共

和・清水・三保の人口が少なくなっています。年齢別でみると、人口の少ない共和・清

水・三保において 65 歳以上（老年人口）より 15～64 歳（生産年齢人口）が多い、もし

くはそれほど差がないのに対し、人口が集中している山北・岸・向原においてはその差

が大きく、400～500人程度の差となっています。 

 

資料：住民基本台帳（2018年（平成 30年）４月１日現在） 

（６）人口動態の推移  

本町の 2018 年（平成 30 年）の人口の増減は－274 人で、内訳は自然増減（出生・死

亡）が－144人、社会増減（転入・転出）が－130人です。2014年（平成 26年）以降の

推移をみると、2014年（平成 26年）は社会増減（転入・転出）が少なく全体でも 83人

の減少でしたが、2015年（平成 27年）以降は 200人以上の減少が続いています。 

 

資料：人口統計調査（各年１月１日～12 月 31日） 
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（７）児童人口の推移  

本町の 2018 年（平成 30 年）の児童人口は 703 人で、内訳は就学前児童（０～５歳）

が 309 人、就学児童（６～11 歳）が 394 人です。2014 年（平成 26年）以降の推移をみ

ると、就学前児童（０～５歳）、就学児童（６～11歳）ともに減少傾向にあり、特に就学

前児童（０～５歳）の減少幅が大きくなっています。 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

（８）幼稚園児数・保育園児数・認定こども園園児数の推移  

本町の 2018 年（平成 30 年）の保育・教育施設に通っている就学前児童は 224 人で、

内訳は幼稚園園児が 42 人、保育園園児が 59 人、認定こども園園児が 123 人です。2014

年（平成 26年）以降の推移をみると、多少の増減はあるものの、毎年 230人前後で推移

しています。2017 年（平成 29 年）４月に認定こども園に移行したことにより、2017 年

（平成 29年）以降の幼稚園園児・保育園園児数は減少しています。 

 

資料：福祉課・学校教育課（各年４月１日現在） 
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（９）ひとり親世帯数の推移  

本町の 2018年度（平成 30年度）のひとり親世帯は 63世帯で、内訳は母子家庭世帯が

60 世帯、父子家庭世帯が３世帯です。2014 年度（平成 26 年度）以降の推移をみると、

2016年度（平成 28年度）以降は、母子家庭世帯、父子家庭世帯ともに減少傾向にありま

す。 

 

資料：児童扶養手当受給者台帳（各年度３月 31日現在・2018年度（平成 30年度）は 11月１日現在） 

（10）生活保護受給世帯数の推移  

本町の 2018 年度（平成 30 年度）の生活保護受給世帯は 57 世帯、保護率は 1.35％で

す。2014 年度（平成 26 年度）以降の推移をみると、多少の増減はあるものの、毎年 60

世帯前後、1.30％前後で推移しています。 

 

資料：福祉課（各年度４月１日現在） 
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（11）高齢者世帯数の推移  

本町の 2018 年度（平成 30 年度）の高齢者世帯数は 1,272 世帯で、内訳は独居高齢者

世帯が 459世帯、高齢者夫婦世帯が 507世帯、その他の老人世帯が 84世帯、昼間独居高

齢者世帯が 222世帯です。2014年度（平成 26年度）以降の推移をみると、年々増加傾向

にあり、特に独居高齢者世帯の増加幅が大きくなっています。 

 

資料：山北町民生委員児童委員協議会（各年度４月１日現在） 

 

（12）寝たきり高齢者数・認知症高齢者数の推移  

本町の 2018年度（平成 30年度）の寝たきり高齢者は 19人、認知症高齢者は 20人です。

2014年度（平成 26年度）以降の推移をみると、2017年度（平成 29年度）までは多少の増

減はあるものの、大きな変化はありませんでしたが、2018 年度（平成 30 年度）には寝た

きり高齢者・認知症高齢者ともに 20人前後と、近年では最も少なくなっています。 

 

資料：山北町民生委員児童委員協議会（各年度４月１日現在） 
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（13）要支援・要介護認定者数の推移  

本町の 2018年度（平成 30年度）（見込値）の要支援・要介護認定者数は 674人で、内

訳は軽度の要支援１・２が 117 人、中度の要介護１・２が 252 人、重度の要介護３～５

が 305人です。2016年度（平成 28年度）以降の推移をみると、微増傾向にあり、どの要

介護度区分においても微増しています。また、2018 年度（平成 30 年度）以降も引き続

き、要支援・要介護認定者数は微増傾向が続くと推計されています。 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年度３月 31日現在） 

（14）障害者手帳所持者数の推移  

本町の 2018 年（平成 30 年）の障害者手帳所持者数は 624 人で、内訳は身体障害者手

帳所持者数が 474人、療育手帳所持者数が 95人、精神障害者保健福祉手帳所持者数が 55

人です。2014年（平成 26年）以降の推移をみると、2016年（平成 28年）に身体障害者

手帳所持者数が 42人増加したことで全体の人数も増加し、それ以降は横ばい傾向で推移

しています。 

 

資料：福祉課（各年４月１日現在） 
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（15）自殺者数の状況  

※自殺に関するデータは、個人が特定されない形で掲載することが推奨されているため、

ここでは 2013年（平成 25年）～2017年（平成 29年）の合算の数値を掲載しています。 

ここ５か年における本町の自殺者数は合計 13 人で、性別でみると、男性が 10 人

（76.9％）、女性が３人（23.1％）で、大半を男性が占めています。国や県と比較しても、

男性の割合が高くなっています。 

年代別にみると、本町の 2014年（平成 26年）～2017年（平成 29年）の年代別自殺者

は、40～50 歳代が５人（38.5％）、60～70 歳代が４人（30.8％）で多くなっています。

国や県と比較すると、20～30歳代が少なく、80歳以上が多くなっています。 

≪ 性別 ≫ 

 

≪年代別≫ 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 
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自殺に関する地域の分析及び地域特性（地域の課題）の把握のため、自殺総合対策推

進センターがとりまとめた「地域自殺実態プロファイル」では、本町の地域特性は以下

のとおりです。 

上位５区分 
自殺者数 
５年計 

割合 
自殺死亡率 
(10 万対)※1 

背景にある 
主な自殺の危機経路※２ 

１位: 男性 40～59 歳無職同居 ３ 23.1％ 661.7 
失業→生活苦→借金＋家族間の不和 

→うつ状態→自殺 

２位:男性 60 歳以上有職同居 ２ 15.4％ 53.9 

①【労働者】身体疾患＋介護疲れ→ 

アルコール依存→うつ状態→自殺 

②【自営業者】事業不振→借金＋介

護疲れ→アルコール依存→うつ状態

→自殺 

３位:女性 20～39 歳有職同居 １ 7.7％ 1879.9 

①非正規雇用→生活苦→借金→ 

うつ状態→自殺 

②仕事の悩み→うつ状態→休職／ 

復職の悩み→自殺 

４位:男性 40～59 歳無職独居 １ 7.7％ 892.1 
失業→生活苦→借金→うつ状態→ 

自殺 

５位:男性 60 歳以上有職独居 １ 7.7％ 251.6 
配置転換→転職＋死別・離別→ 

身体疾患→うつ状態→自殺 

順位は自殺者数の多さに基づき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順として、上位５区分まで掲載。 
自殺率の母数（人口）は平成 27年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計した。 
「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ＮＰＯ法人ライフリンク）を参考にした。 

資料：地域自殺実態プロファイル【2018更新版】（自殺総合対策推進センター） 
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２ アンケート調査から見た現状 

本町における現状と課題を明らかにし、本計画策定のための資料とするために、関連

計画策定時に実施したアンケート調査結果を参考に、町民の福祉への関心や要望等をま

とめました。 

利用したアンケート調査の概要は次の表のとおりです。 

調査名 設計 

平成 29 年 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

対象：要介護１～５の認定者を除く 65歳以上の全町民 3,420

人 

方法：郵送配布・郵送回収 

期間：2017年（平成 29年）２月１日～２月 17日 

有効回収数：2,786票（81.5％） 

平成 29 年 

在宅介護実態調査 

対象：町内在住の 65歳以上の要介護１～５の認定者 361人 

方法：訪問配布・訪問回収 

期間：2017年（平成 29年）４月 20日～５月 12日 

有効回収数：284票（78.7％） 

平成 25 年 

子ども・子育て支援事業計画策定に 

向けた利用ニーズ把握のための調査 

対象：町内在住の就学前児童のいる 283家庭 

方法：園配布・園回収、郵送配布・郵送回収 

期間：2013年（平成 25年）11月 14日～11月 25日 

有効回収数：210票（74.2％） 

平成 29 年 

障がい福祉計画 

アンケート調査 

一般町民 

対象：町内在住の 18歳以上 256人を無作為抽出 

方法：郵送配布・郵送回収 

期間：2017年（平成 29年）３月１日～３月 31日 

有効回収数：113票（44.1％） 

当事者 

対象：町内在住の障害者手帳所持者 614人 

方法：郵送配布・郵送回収 

期間：2017年（平成 29年）３月１日～３月 31日 

有効回収数：381票（62.1％） 

平成 27 年 

健康及び食生活に 

関する 

アンケート調査 

幼児５・６歳 

保護者 

対象：町内在住の５・６歳の児童の保護者 66人 

方法：園配布・園回収 

期間：2015年（平成 27年）10月 27日～11月 17日 

有効回収数：47票（71.2％） 

小学５年生 

対象：町内の学校に通う小学５年生 86人 

方法：学校配布・学校回収 

期間：2015年（平成 27年）10月 27日～11月 17日 

有効回収数：83票（96.5％） 

中学２年生 

対象：町内の学校に通う中学２年生 87人 

方法：学校配布・学校回収 

期間：2015年（平成 27年）10月 27日～11月 17日 

有効回収数：76票（87.4％） 

16～18 歳 

対象：町内在住の 16～18歳 300人を無作為抽出 

方法：郵送配布・郵送回収 

期間：2015年（平成 27年）10月 27日～11月 17日 

有効回収数：69票（23.0％） 

成人 

対象：町内在住の 20歳以上 1,000人を無作為抽出 

方法：郵送配布・郵送回収 

期間：2015年（平成 27年）10月 27日～11月 17日 

有効回収数：434票（43.4％） 
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◎ 調査結果を見る際の注意事項 

（１）回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。 

（２）百分率は小数点以下第２位を四捨五入して算出しています。このため、百分率の合計

が 100％にならないことがあります。 

（３）１つの質問に２つ以上答えられる“複数回答可能”の場合は、回答比率の合計が 100％

を超える場合があります。 

（４）グラフやコメントにおいて、選択肢を省略して掲載している場合があります。 

（５）この調査結果は、各調査から主な設問を抜粋したものです。 

 

 

 

（１）グループ等への参加状況  

グループ等への参加状況は、【⑥自治会】では「参加している」が 41.3％と、「参加し

ていない」の 26.8％を上回っています。一方、それ以外のグループ等では、いずれも「参

加していない」が「参加している」を上回っており、特に【④学習・教養サークル】と

【⑤老人クラブ】では「参加していない」がそれぞれ半数を超えて多くなっています。 

 

資料：H29介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

(N=2,767)

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤老人クラブ

⑥自治会

⑦収入のある仕事

15.5 

24.8 

32.6 

8.3 

10.1 

41.3 

22.4 

49.2 

44.3 

38.6 

53.6 

54.9 

26.8 

44.5 

35.3 

30.8 

28.8 

38.1 

35.1 

32.0 

33.1 

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

参加している 参加していない 無回答
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（２）地域住民有志による地域づくりへの参加意向  

 

地域住民有志による地域づくりへ

の参加意向は、「参加してもよい」が

49.4％と最も多く、次いで「参加し

たくない」が 34.9％、「是非参加し

たい」が 7.3％となっています。ま

た、「是非参加したい」と「参加して

もよい」を合わせた『参加してもよ

い』は 56.7％となっています。 

 

 

資料：H29介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査 

（３）家族や友人・知人以外の相談相手  

家族や友人・知人以外の相談相手は、「医師・歯科医師・看護師」が 31.9％と最も多く、

次いで「社会福祉協議会・民生委員」が 21.1％、「地域包括支援センター・役場」が 13.6％

などとなっています。一方、「そのような人はいない」は 25.6％となっています。 

 

資料：H29介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

(N=2,767)

是非

参加したい

7.3%

参加

しても

よい

49.4%

参加

したくない

34.9%

無回答

8.3%

その他

そのような人はいない

無回答

(N=2,767)

医師・歯科医師・看護師

社会福祉協議会・民生委員

地域包括支援センター・役場

自治会・老人クラブ

ケアマネジャー

31.9 

21.1 

13.6 

7.8 

4.5 

6.4 

25.6 

15.9 

0% 10% 20% 30% 40%
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（４）今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス  

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスは、「移送サービス（介護・福祉

タクシー等）」が 19.4％と最も多く、次いで「外出同行（通院、買い物など）」が 18.4％、

「見守り、声かけ」が 13.4％などとなっています。一方、「特になし」は 36.4％となっ

ています。 

 

資料：H29在宅介護実態調査 

 

無回答

調理

買い物（宅配は含まない）

サロンなどの定期的な通いの場

ゴミ出し

その他

特になし

掃除・洗濯

(N=283)

移送サービス
（介護・福祉タクシー等）

外出同行（通院、買い物など）

見守り、声かけ

配食

19.4 

18.4 

13.4 

9.2 

8.8 

7.8 

7.8 

7.4 

6.7 

3.5 

36.4 

20.5 

0% 10% 20% 30% 40%
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（５）子育てに日常的に関わる方  

子育てに日常的に関わる方は、「父母ともに」が 62.4％と最も多く、次いで「祖父母」

が 43.3％、「保育所」が 36.2％などとなっています。 

 

資料：H25子ども・子育て支援事業計画策定に向けた利用ニーズ把握のための調査 

（６）子どもを預けられる親族・知人の有無  

子どもを預けられる親族・知人の有無は、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親

族にみてもらえる」が 53.3％と最も多く、次いで「日常的に祖父母等の親族にみてもら

える」が 47.1％、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がい

る」が 21.0％などとなっています。 

 

資料：H25子ども・子育て支援事業計画策定に向けた利用ニーズ把握のための調査 

父親

認定子ども園

その他

無回答

(N=210)

父母ともに

祖父母

保育所

母親

幼稚園

62.4 

43.3 

36.2 

31.0 

19.0 

0.0 

0.0 

5.2 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

(N=210)

緊急時もしくは用事の際には祖父母等
の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族に
みてもらえる

緊急時もしくは用事の際には子どもを
みてもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・
知人がいる

いずれもいない

53.3 

47.1 

21.0 

6.2 

4.8 

3.3 

0% 20% 40% 60%
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（７）子育てについて気軽に相談できる相手の有無  

 

子育てについて気軽に相談できる

相手の有無は、「いる／ある」が

93.3％、「いない／ない」が 0.5％と

なっています。 

 

 

 

 

資料：H25子ども・子育て支援事業計画策定

に向けた利用ニーズ把握のための調査 

（８）子育てについて気軽に相談できる相手  

子育てについて気軽に相談できる相手は、「友人や知人」が 84.7％と最も多く、次いで

「祖父母等の親族」が 84.2％、「子育て支援施設・ＮＰＯ」が 25.5％などとなっていま

す。 

 

資料：H25子ども・子育て支援事業計画策定に向けた利用ニーズ把握のための調査 

(N=210)

いる／ある

93.3%

いない／ない

0.5%

無回答

6.2%

その他

(N=196)

友人や知人

祖父母等の親族

子育て支援施設・ＮＰＯ

保育士

幼稚園教諭

近所の人

かかりつけの医師

保健所・保健センター

自治体の子育て関連担当窓口

民生委員・児童委員

84.7 

84.2 

25.5 

19.4 

19.4 

18.9 

15.3 

10.7 

1.0 

0.0 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（９）教育・保育事業の定期的な利用の有無  

 

教育・保育事業の定期的な利用の

有無は、「利用している」が 65.2％、

「利用していない」が 34.3％となっ

ています。 

 

 

 

 

資料：H25子ども・子育て支援事業計画策定

に向けた利用ニーズ把握のための調査 

（10）年間を通じて、平日、定期的に利用している教育・保育事業  

年間を通じて、平日、定期的に利用している教育・保育事業は、「認可保育所」が 57.7％

と最も多く、次いで「幼稚園」が 38.0％、「幼稚園の預かり保育」が 12.4％などとなっ

ています。 

 

資料：H25子ども・子育て支援事業計画策定に向けた利用ニーズ把握のための調査 

(N=210)

利用している

65.2%

利用して

いない

34.3%

無回答

0.5%

ファミリー・サポート・センター

(N=137)

認可保育所

幼稚園

幼稚園の預かり保育

子育て支援センター

その他

認定こども園

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

家庭的保育

自治体の認証・認定保育施設

居宅訪問型保育

57.7 

38.0 

12.4 

2.9 

1.5 

0.7 

0.7 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

0% 20% 40% 60%
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（11）平日、定期的に教育・保育事業を利用している理由  

平日、定期的に教育・保育事業を利用している理由は、「子どもの教育や発達のため」

と「子育てをしている方が現在就労している」がともに 61.3％と最も多く、次いで「子

育てをしている方が就労予定がある／求職中である」と「子育てをしている方が病気や

障害がある」がともに 2.2％、「子育てをしている方が家族・親族などを介護している」

が 1.5％などとなっています。 

 

資料：H25子ども・子育て支援事業計画策定に向けた利用ニーズ把握のための調査 

（12）障がい福祉への関心の有無  

 

障がい福祉への関心の有無は、「あ

る程度関心がある」が 56.6％と最も

多く、次いで「あまり関心がない」

が 24.8％、「非常に関心がある」が

9.7％などとなっています。また、「非

常に関心がある」と「ある程度関心

がある」を合わせた『関心がある』

は 66.3％、「まったく関心がない」

と「あまり関心がない」を合わせた

『関心がない』は 27.5％となってい

ます。 

資料：H29障がい福祉計画アンケート調査 

≪一般町民≫ 

子育てをしている方が
学生である

その他

無回答

(N=137)

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が
現在就労している

子育てをしている方が
就労予定がある／求職中である

子育てをしている方が
病気や障害がある

子育てをしている方が
家族・親族などを介護している

61.3 

61.3 

2.2 

2.2 

1.5 

0.0 

2.9 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80%

(N=113)

非常に

関心がある

9.7%

ある程度

関心がある

56.6%

あまり

関心が

ない

24.8%

まったく

関心がない

2.7%

無回答

6.2%
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（13）在住地域における障がいのある方への理解・対応の状況  

 

在住地域における障がいのある方

への理解・対応の状況は、「わからな

い」が 44.2％と最も多く、次いで「少

し足りないと思う」が 32.7％、「足

りていると思う」が 15.0％などとな

っています。また、「全然足りないと

思う」と「少し足りないと思う」を

合わせた『足りないと思う』は

38.0％となっています。 

 

 

資料：H29障がい福祉計画アンケート調査 

≪一般町民≫ 

（14）障がいのある方への理解・対応が不足している点  

障がいのある方への理解・対応が不足している点は、「交通機関や建物が障がいのある

方の利用に配慮されていないこと」が 65.1％と最も多く、次いで「仕事や収入」と「ま

ちかどでの人の視線」がともに 39.5％、「教育の機会」が 37.2％などとなっています。 

 

資料：H29障がい福祉計画アンケート調査≪一般町民≫ 

(N=113)

全然足りない

と思う

5.3%

少し

足りない

と思う

32.7%

足りている

と思う

15.0%

わから

ない

44.2%

無回答

2.7%

(N=43)

交通機関や建物が障がいのある方の
利用に配慮されていないこと

仕事や収入

まちかどでの人の視線

教育の機会

特に感じることはない

近所づきあい

地域の行事や集まり

行政職員の応対や態度

店員の応対や態度

その他

65.1 

39.5 

39.5 

37.2 

25.6 

18.6 

11.6 

9.3 

2.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%
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（15）山北町で障がいのある方が働けるようにするために必要なこと  

山北町で障がいのある方が働けるようにするために必要なことは、「会社や事業所等へ

雇用するための財政支援を充実する」が 43.4％と最も多く、次いで「行政自身がもっと障

がいのある方を雇用する」と「通所施設などでの就業を拡大する」がともに 38.9％、「就

学中の障がいのある児童に対して、きめ細かな進路指導を行う」が 38.1％などとなってい

ます。 

 

資料：H29障がい福祉計画アンケート調査≪一般町民≫ 

（16）町主催の自殺予防対策講演会への参加状況  

 

町主催の自殺予防対策講演会への

参加状況は、「参加したことがある」

が 0.9％、「参加したことはない」が

96.5％となっています。 

 

 

 

 

資料：H29障がい福祉計画アンケート調査 

≪一般町民≫ 

特に行政がすべきことはない

無回答

(N=113)

会社や事業所等へ雇用するための
財政支援を充実する

行政自身がもっと障がいのある方を
雇用する

通所施設などでの就業を拡大する

就学中の障がいのある児童に対して、
きめ細かな進路指導を行う

わからない・その他

43.4 

38.9 

38.9 

38.1 

11.5 

0.9 

8.8 

0% 20% 40% 60%

(N=113)

参加した

ことがある

0.9%

参加した

ことはない

96.5%

無回答

2.7%
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（17）町主催のゲートキーパー養成講座への参加状況  

 

町主催のゲートキーパー養成講座

への参加状況は、「参加したことがあ

る」が 0.0％、「参加したことはない」

が 96.5％となっています。 

 

 

 

 

資料：H29障がい福祉計画アンケート調査 

≪一般町民≫ 

（18）職場に対する希望  

職場に対する希望は、「障がいのことを理解してくれること」が 15.7％と最も多く、次

いで「障がいのある方が働きやすいように環境が工夫されていること」が 10.5％、「体調

にあわせて休みや遅刻・早退ができること」が 9.7％などとなっています。一方、「特に

ない」は 33.1％となっています。 

 

資料：H29障がい福祉計画アンケート調査≪当事者≫ 

(N=113)

参加した

ことがある

0.0%

参加した

ことはない

96.5%

無回答

3.5%

その他

わからない

特にない

無回答

(N=381)

障がいのことを理解してくれること

障がいのある方が働きやすいように環
境が工夫されていること

体調にあわせて休みや遅刻・早退がで
きること

仕事に慣れるまで、誰かが付き添って
くれること

障がいのある人がたくさん働いている
こと

15.7 

10.5 

9.7 

3.9 

1.6 

0.8 

12.1 

33.1 

32.5 

0% 10% 20% 30% 40%
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（19）平均的な睡眠時間  

平均的な睡眠時間は、小学５年生では「８時間以上９時間未満」が 32.5％と最も多く、

次いで「７時間以上８時間未満」と「９時間以上」がともに 27.7％などとなっています。

また、「６時間未満」と「６時間以上７時間未満」を合わせた『７時間未満』は 12.0％、

「７時間以上８時間未満」と「８時間以上９時間未満」と「９時間以上」を合わせた『７

時間以上』は 87.9％となっています。 

中学２年生では「６時間以上７時間未満」が 43.4％と最も多く、次いで「６時間未満」

と「７時間以上８時間未満」がともに 19.7％などとなっています。また、『７時間未満』

は 63.1％、『７時間以上』は 34.1％となっています。 

16～18歳では「６時間未満」が 43.5％と最も多く、次いで「６時間以上７時間未満」

が 39.1％、「７時間以上８時間未満」が 15.9％などとなっています。また、『７時間未満』

は 82.6％、『７時間以上』は 17.3％となっています。 

成人では「６時間未満」が 35.3％と最も多く、次いで「６時間以上７時間未満」が

34.6％、「７時間以上８時間未満」が 21.0％などとなっています。また、『７時間未満』

は 69.9％、『７時間以上』は 28.6％となっています。 

 

資料：H27健康及び食生活に関するアンケート調査 

 

小学５年生 (N=83)

中学２年生 (N=76)

16～18歳 (N=69)

成人 (N=434)

※0.0％非表示

2.4 

19.7 

43.5 

35.3 

9.6 

43.4 

39.1 

34.6 

27.7 

19.7 

15.9 

21.0 

32.5 

10.5 

1.4 

6.2 

27.7 

3.9 

1.4 

2.6 

1.6 

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

６時間未満 ６時間以上７時間未満

７時間以上８時間未満 ８時間以上９時間未満

９時間以上 無回答
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（20）ここ１年くらいの日常生活における悩みや不安、イライラの有無  

ここ１年くらいの日常生活における悩みや不安、イライラの有無は、中学２年生では

「時々感じる」が 42.1％と最も多く、次いで「よく感じる」が 40.8％、「あまり感じて

いない」が 14.5％となっています。また、「よく感じる」と「時々感じる」を合わせた『感

じる』は 82.9％となっています。 

16～18歳では「時々感じる」が 53.6％と最も多く、次いで「よく感じる」が 33.3％、

「あまり感じていない」が 13.0％となっています。また、「よく感じる」と「時々感じ

る」を合わせた『感じる』は 86.9％となっています。 

 

資料：H27健康及び食生活に関するアンケート調査 

（21）ストレスの有無  

ストレスの有無は、成人では「ある程度感じる」が 51.8％と最も多く、次いで「あま

り感じない」が 24.4％、「大いに感じる」が 14.5％などとなっています。また、「大いに

感じる」と「ある程度感じる」を合わせた『感じる』は 66.3％、「ほとんど感じない」と

「あまり感じない」を合わせた『感じない』は 31.3％となっています。 

2010年（平成 22年）と比較すると、『感じる』が 7.8ポイント高くなっています。 

 

資料：H27健康及び食生活に関するアンケート調査 

 

中学２年生 (N=76)

16～18歳 (N=69)

※0.0％非表示

40.8 

33.3 

42.1 

53.6 

14.5 

13.0 

2.6 

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

よく感じる 時々感じる

あまり感じていない 無回答

成人

2015年（平成27年） (N=434)

2010年（平成22年） (N=231)

14.5 

10.4 

51.8 

48.1 

24.4 

32.0 

6.9 

8.7 

2.3 

0.9 

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

大いに感じる ある程度感じる

あまり感じない ほとんど感じない

無回答
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（22）朝、目覚めた時の調子  

 

朝、目覚めた時の調子は、「十分で

はないが、だいたい疲れはとれてい

る」が 63.1％と最も多く、次いで「疲

れがとれていない」が 18.7％、「疲

れがとれてすっきりしている」が

16.1％となっています。また、「疲れ

がとれてすっきりしている」と「十

分ではないが、だいたい疲れはとれ

ている」を合わせた『疲れがとれて

いる』は 79.2％となっています。 

資料：H27健康及び食生活に関する 

アンケート調査 

（23）この１年間のボランティア活動への参加状況  

 

この１年間のボランティア活動へ

の参加状況は、「参加したことがあ

る」が 24.0％、「参加したことはな

い」が 72.4％となっています。 

 

 

 

 

資料：H27健康及び食生活に関する 

アンケート調査 

（24）地域の人々の繋がりの強さ  

 

地域の人々の繋がりの強さは、「ど

ちらかといえば強い方だと思う」が

35.5％と最も多く、次いで「どちら

かといえば弱い方だと思う」が

27.9％、「弱い方だと思う」が 23.0％

などとなっています。また、「強い方

だと思う」と「どちらかといえば強

い方だと思う」を合わせた『強い方

だと思う』は 45.9％、「弱い方だと

思う」と「どちらかといえば弱い方

だと思う」を合わせた『弱い方だと

思う』は 50.9％となっています。 

資料：H27健康及び食生活に関する 

アンケート調査 

成人
(N=434)

疲れがとれて

すっきり

している

16.1%

十分では

ないが、

だいたい

疲れは

とれている

63.1%

疲れが

とれていない

18.7%

無回答

2.1%

成人
(N=434)

参加した

ことがある

24.0%

参加した

ことはない

72.4%

無回答

3.7%

成人
(N=434)

強い方

だと思う

10.4%

どちらかと

いえば

強い方

だと思う

35.5%

どちらかと

いえば

弱い方

だと思う

27.9%

弱い方

だと思う

23.0%

無回答

3.2%
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第２編 地域福祉計画 

第１章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

高齢者福祉や障がい者福祉、子育て支援など、福祉分野が担っているテーマは、私た

ちの生活に非常に深く根付いたものが多くなっています。そのため、それぞれに対する

支援や計画策定はこれまでも行われてきました。しかし、それらはそれぞれのテーマに

特化した支援や計画であり、テーマ同士の関係はそれほど強くはありませんでした。 

本計画は、地域福祉という人と人のつながりに目を向け、その関係から必要に応じた

支援につなげようというものであり、福祉分野の総合的な計画、また、福祉分野の個別

計画の上位計画として位置付けられています。そのため、地域や住民同士における支援

の輪を広げることに重点を置いた計画になっています。 

地域福祉の推進において重要な「４つの助」、自分の力で問題を解決する「自助」、ボ

ランティアや住民同士の助け合いで問題を解決する「互助」、介護保険制度などリスクを

共有する仲間（被保険者）同士で支え合って問題を解決する「共助」、税金を財源とする

公的なサービスを利用して問題を解決する「公助」は、この地域や住民同士における支

援の輪、つまり地域ぐるみの支援体制を現したものです。また、国が目指す姿として示

した、地域において住民や団体、行政等が一丸となって一人ひとりの生活課題に総合的

に対応していく“我が事・丸ごと”の地域共生社会についても、この地域ぐるみでの支

援体制と通じるものがあります。 

そのため、本計画の基本理念は、地域福祉や地域共生社会の考え方に通じる ≪地域ぐ

るみ≫ という言葉に加え、福祉分野だけでなく、福祉分野と強い関わりのある医療・健

康分野についても足並みを揃えて取り組んでいこうという考えから、前計画の第 2 期地

域福祉計画の基本理念を踏襲し、【 地域ぐるみで支え合う、健康と福祉のまちづくり 】

とします。 

 

 

地域ぐるみで支え合う、健康と福祉のまちづくり 

自助 互助 

共助 公助 
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２ 基本目標 

（１）住民参加のまちづくり  

地域福祉は、その言葉どおり、地域ぐるみでの支援体制のことであり、地域で生活を

営む全ての住民が対象となります。そのため、地域福祉の推進に向けて、まずは住民が

福祉への関心を高め、その必要性を認識することが重要です。さらに、住民同士での支

え合い・助け合いの機会において、とまどうことなく支援を要請したり、その要請に応

えたりできるよう、日頃から住民同士が交流できる機会を設けたり、住民同士での支え

合い・助け合いの拠点となる場を整備したりするなど、環境づくりにも注力していかな

ければなりません。また、住民主体のＮＰＯやボランティアなど、より専門的な支援を

行うことができる団体の育成にも努め、多様化・複雑化するニーズに対応できるよう、

支援の幅を広げていきます。 

（２）福祉サービスの充実と提供体制の整備  

住民やボランティアなどの支援では十分でない場合には、行政や民間によって提供さ

れる福祉サービスを受けることになります。しかし、高齢化による人材の不足に加え、

ニーズの多様化・複雑化により、支援する側の人材の不足が大きな社会問題となってい

ます。そこで、様々なニーズに対応できるよう、福祉サービスの充実に努めることはも

ちろんのこと、福祉サービスを提供する人材の育成・確保、ひいては将来的に福祉を支

えていくリーダーの育成・確保を行っていくことが喫緊の課題とも言えます。また、い

くら福祉サービスを充実させても、利用されなければ意味がないため、福祉サービスに

関する情報提供や福祉サービス利用に関する相談体制の整備などにも努め、支援を必要

としている方が必要な支援を受けられるようにしていきます。 

（３）豊かに暮らせる生活支援システムの整備  

生活とは、衣食住だけのことではなく、家族や知人、近隣住民などとの交流や趣味な

どの生きがい活動、就労や地域活動などの社会参加など、非常に幅広い活動が含まれま

す。衣食住を安定させることは生命活動の維持のためには重要ではありますが、それら

が安定したら支援は不要というわけではありません。日々の生活を営むためには、心身

の健康の維持・増進は基本的なことですし、生きる意味となる生きがいをもつことや生

活の拠点となる地域での活動に参加することも重要であることから、それらを支援して

いく必要があります。また、就労は収入源となるだけでなく、社会とのつながりを維持

する上で大切な役割となることから、就労意向のある方への就労先の紹介やワークライ

フバランスのとれた働き方の支援などを行うことも求められています。 

（４）安心して暮らせるまちづくり  

日々の生活において、安心・安全が守られているということはとても心強いものです。

特に日本各地で地震や水害などの災害が相次いでいる中、起こりうる災害への対策をで

きる限り進めて被害を最小限に食い止めることは住民一人ひとりの命を守る上で非常に

重要な役割をもちます。また、安心・安全は災害対策に留まらず、日常的に利用してい

る道路や歩道、施設の整備などにも関わります。例えば、道路の段差をなくしたり、エ

レベーターや車いすなどでも利用できる設備のあるトイレを整備したりするなどが、こ

れに当たります。さらに、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインを取り入れること

は、外出時の安心・安全が確保されるだけでなく、身体の痛みなどで外出を控えてしま

うような方でも外出しやすくなるという面で、非常に有効な手段だと考えられます。 



第２編 地域福祉計画 

31 

 

３ 計画の体系 

 

①福祉教育の推進

②学習機会の拡充

③人権教育の推進

④男女共同参画社会の推進

①活動の活性化

②住民同士の交流の推進

③参加しやすい環境づくり

①人材の育成・確保

②福祉を担うリーダーの育成・確保

③専門職の育成・確保

①サービス提供基盤の整備

②成年後見制度、権利擁護事業

③サービスの質の向上

④地域包括ケアシステムの深化

①情報提供体制の充実

②相談支援体制の充実

③関係機関との連携の強化

①健康づくりの推進

②生きがいづくりの推進

（３）住みやすい生活環境の整備

基本目標１
住民参加のまちづくり

基本目標２
福祉サービスの充実と

提供体制の整備

基本目標３
豊かに暮らせる

生活支援システムの整備

基本目標４
安心して暮らせる

まちづくり

（１）福祉意識の醸成

（２）地域住民の交流の場づくり 

（１）地域福祉を支える人材の確保 

（２）多様な福祉サービス事業の推進 

（３）利用しやすいサービス提供体制の
　　　構築

（１）健康づくり、生きがいづくり 

（１）地域ぐるみの防災・減災対策の推進

（３）ＮＰＯ、ボランティア等の育成と活動の促進 

（２）協働によるまちづくり 

（３）就労支援の推進 

（２）地域ぐるみの防犯対策の推進
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第２章 施策の展開 

基本目標１ 住民参加のまちづくり 

地域で生活を営む住民は、地域福祉の推進において欠かせない存在です。それは、住

民一人ひとりが隣近所や地域で支援を必要としている方に少しの支援をするだけで、支

援を必要としている多くの方の生活を支えることができるからです。支援の内容は、ゴ

ミ出しや草取り、買い物や通院の付き添い、子どもや高齢者の見守りなど、できる範囲

のもので十分であり、支援者の生活において負担が生じるような難しいものである必要

はありません。地域福祉は、そのような住民同士の支え合い・助け合いによって成り立

っている部分が大きいことから、住民の参加が必要不可欠と言えます。そのため、福祉

への住民の関心を高めたり、支援に必要な知識を身に付ける機会を設けたり、支援を必

要としている方と支援のできる方を結び付けたりするなど、直接的な支援というよりは

住民の支援につなげるための取り組みを着実に行うことが必要となります。 

一方で、高齢化の進行やライフスタイルの多様化などの理由から、必要とされている

支援も多様化・複雑化しており、住民だけで全ての支援要請に対応できるわけではあり

ません。そこで、住民を主体としたＮＰＯやボランティアなどの団体のように、知識や

技術をもち、より専門的な支援ができる団体を育成したりすることにも注力し、地域に

おいて実施できる支援の幅を広げていく必要があります。 

 

（１）福祉意識の醸成  

①福祉教育の推進 

 すべての人々が福祉に対する認識と理解を深めていけるよう、「広報やまきた」

や町のホームページなどの多様な情報媒体を活用して、福祉情報の提供や地区

（住民）福祉協議会が実施する事業への参加呼びかけなど、地域の課題から地

域住民が自主的に福祉を学べる福祉教育の推進に努めます。 

 認定こども園や保育園、幼稚園、小・中学校において、異年齢との交流や体験学

習、総合的な学習の時間など、あらゆる場面を活用して児童・生徒の人間性を養

う福祉教育を実施していきます。 

 中学３年生を対象とした認知症サポーター養成講座や幼児を対象とした人権擁

護委員による人権教育などを実施したり、中学生の職場体験の場として保育園

や認定こども園に協力してもらったりするなど、幼児や児童・生徒が専門的な

知識に触れる機会を設け、福祉教育への関心を向上させます。 

 ＰＴＡや地域との連携をさらに深め、障がいのある人に対する正しい理解の浸

透、人権教育の推進、男女共同参画社会の実現を図るよう、教育委員会との連携

を強化していきます。 

 社会福祉協議会を通じて、世代間交流を行っている地区（住民）福祉協議会へ助

成を行い、地域における福祉教育の機会の充実を図ります。 
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②学習機会の拡充 

 身近な地域で福祉に対する地域住民の理解が深まるよう、自治会・老人クラブ

等の要請に応じた出前講座を実施するなど、学習機会の拡充に努めます。 

 より福祉意識が地域に浸透していくよう、住民参加型の福祉教育の場を充実す

るとともに、地域福祉活動を行う中核的存在である社会福祉協議会が実施する

事業への支援と連携の強化に努めます。 

③人権教育の推進 

 すべての住民が心豊かに暮らすために、お互いの人権を尊重し合い、差別のな

い明るい社会の実現に努めます。 

 教育委員会が年３回発行している人権啓発チラシを全戸配布し、住民が人権に

ついて考える機会を設けることで、人権への理解を深めます。 

 人権擁護委員による人権相談や人権啓発活動の実施や、人権講演会の開催、人

権啓発物品の配付などを行うことで、人権について学ぶことができる機会の充

実に努めます。 

④男女共同参画社会の推進 

 社会のあらゆる場面において、固定的な役割分担意識の是正に向けた啓発を推

進し、男女共同参画の観点に立った地域づくりに努めます。 

（２）地域住民の交流の場づくり  

①活動の活性化 

 自治会や地域コミュニティの要請に応じて各種の出前講座を実施するなど、地

域住民の連帯意識の向上を図る自治会活動や身近な地域コミュニティ活動等を

支援・助成していきます。 

 社会的な孤立や孤独死を防ぐため、身近な地域でのあいさつや声かけ、見守り

等を促進し、地域の住民同士が知り合い、交流するという意識の浸透を図ると

ともに、民生委員児童委員による見守りや情報提供により、地域における見守

りネットワークを構築し、生活困窮者など支援を必要とする人の情報把握に努

めます。 

 社会福祉協議会や地区（住民）福祉協議会、地域包括支援センター、自治会、老

人クラブ、ＮＰＯなど、さまざまな活動主体によって展開される地域活動を通

じて、地域住民が楽しみながら交流を深めることができるよう、それぞれの活

動の活性化に努めます。 
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②住民同士の交流の推進 

 子どもから高齢者まで地域のあらゆる人が交流できるよう、特に、閉じこもり

がちな高齢者の社会参加の機会を増やせるように、小地域サロンの運営主体と

なる自治会の理解のもと、地域の社会資源である集会所などを活用し、小地域

サロンを設置する社会福祉協議会への支援に取り組みます。 

 山北駅前にある山北町ふるさと交流センターなど町内の施設を活用し、誰もが

無料でつどい、交流できる場づくりの拡充に努めます。 

③参加しやすい環境づくり 

 町が主催する各種イベントや地域活動、ボランティア活動等にあたっては、障

がい者など住民誰もが参加しやすい運営方法や環境づくりに取り組みます。 

 介護ボランティアポイント制度におけるボランティア活動は、ゴミ出しや買い

物支援等決して難しい内容ではなく、手軽に登録・参加ができる制度です。ま

た、このような比較的軽微な支援はヘルパー等専門職でなくても十分に行うこ

とができ、介護人材不足の解消にも寄与することとなります。障がいのある人

も無理のなく参加ができるように努めていくと同時に「参加したい」と思える

動機づけの検討に取り組みます。 

（３）ＮＰＯ、ボランティア等の育成と活動の促進  

 ボランティアを身近に感じ、気軽に参加してもらえるよう、社会福祉協議会と

連携し、広報やまきた、町や社会福祉協議会のホームページ、コミュニティ掲示

板等を活用して、ボランティア団体の紹介や募集など、ボランティアに関する

情報提供を充実します。 

 社会福祉協議会との連携のもと、ボランティア講座などの充実を図り、ボラン

ティアの養成に努めます。 

≪ 指標 ≫ 

項目 単位 
現状値 目標値 

2017 年度 
（Ｈ29 年度） 

2023 年度 

ボランティアの登録数 人 153 180 

資料：山北町第５次総合計画 
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基本目標２ 福祉サービスの充実と提供体制の整備 

福祉サービスは、特に専門的な支援を必要としている方にとっては生活を支える大事

な支援の１つであり、ＱＯＬ（Quality of Life：生活の質）の維持のためにも重要なも

のです。また、介護者や保護者などの負担を軽減させる目的でも利用されており、支援

を必要としている当事者以外にも欠かせないものとなっています。しかし、高齢化の進

行やニーズの多様化・複雑化により、福祉サービスを充実させる必要があるとともに、

支援をする側の慢性的な人材不足が大きな問題となり、将来的に十分な福祉サービスが

提供できなくなることが危惧されています。そのため、今現在必要な人材の確保・育成

に留まらず、将来的に福祉を引っ張っていくリーダーの確保・育成も先延ばしにするこ

とができない事項でもあります。 

また、福祉サービスを整備するだけでは意味がなく、支援を必要としている方が利用

して、機能の維持・改善や介護者・保護者の負担軽減、人権の保護など、好ましい結果

をもたらすことで福祉サービスが機能したと言えます。したがって、福祉サービスの利

用につなげるための情報提供や相談体制を充実させ、関連機関同士が連携して必要な支

援を多分野から提供することができるよう、福祉サービスの利用のしやすさの向上にも

努めていく必要があります。 

 

（１）地域福祉を支える人材の確保  

①人材の育成・確保 

 学校、保護者、地域等の連携を深め、介護ボランティアポイント事業への小学

生以上の登録や、中学生の介護現場の体験や中学３年生を対象とした認知症サ

ポーター養成講座の開催など、若いうちから介護を体験する機会を設け、子ど

もの健全育成を図る社会奉仕活動や体験活動等を推進することにより、将来の

福祉サービスを担う人材の育成に努めます。 

 住民が地域福祉に関心を持ち、一人ひとりが地域福祉の担い手として、できる

範囲の実践活動につなげていけるよう、学校教育や生涯学習における福祉教育

の充実に努めます。 

②福祉を担うリーダーの育成・確保 

 地域福祉を推進していくには、率先して活動に参加するリーダー的存在が不可

欠です。社会福祉協議会や地区（住民）福祉協議会との連携のうえ、介護予防事

業ボランティアを対象とした研修や、民生委員児童委員協議会を対象とした各

種研修を実施することで、地域における福祉活動を担うリーダーとして活躍で

きる人材の発掘と育成に努めます。 
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③専門職の育成・確保 

 県や医師会、社会福祉協議会、サービス提供事業者等と連携して、医療・介護・

福祉専門職を対象とした研修会等の情報提供を行うとともに、それら研修会等

への参加を積極的に促し、専門性の向上や提供するサービスの質の向上に努め

ます。 

 保護者の勤務形態の多様化などに対応するため、土曜日の保育サービスや平日

の時間延長などの多様で柔軟な保育サービスを担う人材の確保に努めます。 

（２）多様な福祉サービス事業の推進  

①サービス提供基盤の整備 

 住民ができるだけ長い期間、住みなれた地域で安心して生活ができるよう、庁

内関係課と社会福祉協議会及び地域包括支援センターで継続的に情報交換会を

実施し、多様なサービス事業者との連携のもと、子育て世帯、高齢者、障がい者

及び生活困窮者に関する必要なサービスの基盤整備に努めます。 

 足柄上地区在宅医療介護連携支援センターにおいて、在宅生活を続けるために

必要な医療・介護連携を検討していきます。 

 障がい者やその家族のニーズを把握し、自己決定と自己選択の尊重のもと、障

害者計画及び障害福祉計画に基づいた障がい福祉サービス、地域生活支援事業

の充実に努めます。 

 健康福祉センター内に設置された子育て支援センターの活用を促進させるなど、

町やＮＰＯなどが実施する子育て支援サービスの充実に努めます。 

 子育て世帯、高齢者、障がい者に対する各種サービスに関する具体的な方向性

については、多様な個別のニーズに応えられるよう利用者の視点に立って、子

ども・子育て支援事業計画等それぞれの個別事業計画と連携を図っていきます。 

 生活困窮者自立支援等の充実を図りつつ、地域の中でひきこもりの人等を受け

入れて、自立の支援を図ります。 

②成年後見制度、権利擁護事業 

 認知症や知的障がい、精神障がい等により、判断能力が不十分な人が財産の管

理やサービスを利用する際に不利益を被らないよう、社会福祉協議会と連携し

て成年後見制度、権利擁護事業の周知に努めます。また、課題を共にする足柄上

地区１市５町と協力し、「（仮称）成年後見センター」の立ち上げの検討を行いま

す。 
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③サービスの質の向上 

 よりよい福祉サービスが提供されるよう、介護や障がいサービス事業者等と連

携して、利用者の立場に立った質の高いサービスの確保と向上に努めます。 

 サービスの利用に際して発生するトラブル等を適切に解決するため、福祉課、

保険健康課、社会福祉協議会（地域包括支援センター）の窓口相談において随時

受付をするとともに国保連合会苦情相談の案内を継続的に行うなど、苦情相談、

解決の仕組みづくりに努めます。 

④地域包括ケアシステムの深化 

 地域包括支援センター３職種（主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師）の正

規職員配置や資格を持つ臨時職員の配置、毎月の地域ケア会議の定例開催を実

施し情報の共有化を図ることで地域包括支援センターの機能強化・地域ケア会

議の充実を図ります。 

 社会福祉協議会の自主財源確保の検討や、ボランティア団体への助成やアドバ

イスを行うことで、社会福祉協議会の活性化・地域福祉ＮＰＯ等の活動支援に

努めます。 

 町内介護保険各事業所において施設の地域住民への開放や地域に溶け込むため

のイベントを実施することで、地域密着型サービス事業所の地域づくりへの参

加を推奨します。 

【地域包括ケアシステムのイメージ】 
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（３）利用しやすいサービス提供体制の構築  

①情報提供体制の充実 

 すべての住民が福祉に関する情報を入手し、活用できるよう、「広報やまきた」

や町や社会福祉協議会ホームページなど、あらゆる媒体の活用を通じて、福祉

サービスに関する情報提供に努め、必要に応じては個別通知も行います。 

 聴覚、言語・音声機能などの障がいのため意思伝達が困難な人が、日常生活の中

で必要な情報を受け取ることができるよう、意志疎通支援者派遣事業の普及・

啓発や手話通訳者の同行援護事業の実施、補聴器購入の助成、役場窓口への補

聴器の設置、イベント時の手話通訳者への依頼等を実施していきます。 

②相談支援体制の充実 

 住民だれもがいつでも気軽に福祉に関する様々な相談ができるよう、地域での

相談活動や各種相談窓口の周知に取り組むとともに、役場や社会福祉協議会で

の窓口相談の随時受け入れや民生委員児童委員協議会による訪問や心配ごと相

談などを通じて、相談支援体制の充実に努めます。 

③関係機関との連携の強化 

 地域包括支援センター主催による福祉課、保険健康課、社会福祉協議会の担当

者が出席する情報共有を目的とした情報交換会を定期的に実施するなど、情報

提供・相談を行う窓口と、サービスを提供する関係機関との連携・強化に努めま

す。 

 高齢者、障がい者、子育て世帯、生活困窮者の枠組みにとらわれず、総合的な情

報提供と相談対応ができるよう、地域ケア会議などにおいて地域包括支援セン

ターや民生委員児童委員、サービス提供事業者との連携を強化し、支援体制の

仕組みづくりを構築していきます。 

≪ 指標 ≫ 

項目 単位 
現状値 目標値 

2017 年度 
（Ｈ29 年度） 

2023 年度 

成年後見制度(町長申立て・障がい者)の利用数 ※１ 人 ３ ５ 

成年後見制度(町長申立て・高齢者)の利用数 ※２ 人 ４ ５ 

意思疎通支援者派遣件数※３ 人 ５ ７ 

資料：※１山北町第５次総合計画、※２保険健康課、※３推計 
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基本目標３ 豊かに暮らせる生活支援システムの整備 

ただ日々を淡々と過ごしながら年を重ねていくことは、人間の本分ではありません。

私たちは、日頃から生命の維持に必要な活動の他にも、心身の健康維持や楽しみや息抜

き、生きがいなどを目的として様々な活動を行っています。その活動は一人ひとり異な

り、家族との団らんや友人との交流に生きがいを感じる方もいれば、趣味のスポーツ活

動や文化活動に一生懸命取り組む方、ボランティア活動や働くことにやりがいを見出す

方もおり、実に様々です。これらの活動は、長い目で見ると心身の健康に関わってくる

と考えられるものであると同時に、生きる意味・生きる目的となることも多く、大切な

活動です。 

そして、そのような活動に関しても支援を必要としている方がいることから、その要

請に応えていく必要があります。生きがいを感じる活動等の機会を提供することはもち

ろんのこと、様々な活動を行うための基礎となる健康づくりや、生きがいを見つけるた

めの活動、活動に参加するために必要な支援（移動手段や一時預かりサービスなど）、就

労意向やボランティア意向のある方の紹介など、その支援の内容は多様です。そのため、

より多くの方の生活が豊かとなるよう、関連機関・関連団体と連携を密にとりながら事

業を進めていく必要があります。 

 

（１）健康づくり、生きがいづくり  

①健康づくりの推進 

 町の『第２次健康増進計画・食育推進計画』に掲げる「身体活動・運動」、「休養・

こころの健康づくり」、「アルコール・たばこ」、「歯・口腔の健康」、「健診」、「食」

の６つの分野に関しての取り組みを推進するとともに、住民自らが健康づくり

に関心を高め、また改善に取り組んでいく意識の高揚を図ります。 

 国保、後期高齢医療制度における特定健診、特定健診の対象とならない 30歳代

は町独自のさくら健診を実施し、定期的な健康診断の受診機会を設け、疾病の

早期発見につなげていきます。 

 健康づくりの拠点となる健康福祉センターにおいて、健康相談、国保被保険者

に対する特定保健指導を実施し、健康リスクの高い方への取組みを継続的に実

施していきます。 

 がん検診や特定健康診査等の受診率の向上を図り、疾病の早期発見、生活習慣

病の重症化予防に努めます。 

 住民が、日頃から健康管理やスポーツ・レクリエーションなどに取り組み、生涯

にわたり心身ともに健康で充実した生活が送れるよう、健康スポーツ大会の開

催や活動場所・用具の提供、パークゴルフ場の活用など、支援の強化に努めま

す。 

 高齢者が自ら健康づくりと介護予防に取り組むことができるよう支援すること

により、要支援、要介護状態となることを予防し、活動的で生きがいのある生活

を送ることができる地域社会の実現を目指します。 
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 自らの介護予防も兼ねた介護ボランティアポイント事業を実施し、楽しく介護

予防に取り組める工夫を進めていきます。 

 住民だれもが健康づくりに取り組めるよう、運動できる施設や設備の充実に努

めるともに、山北体育館の跡地利用を検討します。 

②生きがいづくりの推進 

 各種講習会など、住民のライフスタイルに応じた生涯学習の機会や場の充実・

拡充などの環境づくりに努めます。 

 町民文化祭など、生涯学習の成果を発表する場を設けるとともに、その成果を

介護予防事業やまちづくり活動に結びつける仕組みづくりを推進します。 

 障がいの有無にかかわらず、誰もが参加できるスポーツ、文化芸術活動の振興

を図るとともに、就労の場の提供や学習・スポーツ、ボランティア活動を通じた

社会参加を推進していきます。 

 （２）協働によるまちづくり  

 地域福祉活動の中心的存在である社会福祉協議会や地区（住民）福祉協議会の

機能を強化し、住民の社会参加活動に対する意識の高揚を図るとともに、自治

会活動やコミュニティ活動への参加を呼びかけます。 

 福祉サービスに関する情報の提供や苦情相談等の身近な窓口として大きな役割

が期待されている民生委員児童委員など、地域福祉の推進を担う人材を、介護

ボランティアポイント事業等を通じて確保・育成に努めます。また、民生委員児

童委員協議会を対象とした研修会を実施し、その資質の向上に努めます。 

 地域包括支援センター主催による福祉課、保険健康課、社会福祉協議会担当者

が出席する情報共有を目的とした情報交換会や足柄上地区在宅医療介護連携支

援センター主催の研修会など、町や社会福祉協議会が民生委員児童委員、サー

ビス提供事業者や医療機関などの関係機関と身近な地域で活動を行っている組

織と協働し、地域福祉のネットワークづくりに取り組み、生活困窮者など支援

が必要な方の情報の把握に努めるとともに民生委員児童委員協議会への情報提

供を行います。 
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（３）就労支援の推進  

 仕事と生活のバランスがとれた多様な働き方の選択・見直しができるよう、働

く女性及び働く意欲を持つ女性のための情報提供窓口の充実に努め、必要に応

じて関係機関につないでいきます。 

 ファミリー・サポート・センター事業や子育て支援センターなどの各種子育て

支援サービスの充実を図ることにより、子育てにゆとりをもち、安心して仕事

ができるような環境づくりに努めます。 

 2018年（平成 30年）10月から足柄上５町で「病児保育事業」を開始しました。

本事業は子どもの急な発熱等で保育園に預けられないような場合を想定してい

ます。今後は必要な時に当該サービスを利用することができるよう、サービス

の周知及びサービス内容の充実に努めていきます。 

 高齢者が長年培ってきた知識と経験を活かし、地域社会の一員として生きがい

と健康保持のために働くことができるよう、高齢者の就労支援に努めるととも

に、山北町シルバー人材センターへの助成や活用促進を行います。 

 就労移行支援事業を通じて障がい者の一般就労への移行を支援します。また、

一般就労が困難な方の就労環境づくりを推進するため、就労継続支援事業所の

活用による福祉的就労の場の確保及び充実、障害者地域作業所 KOMNY（コムニー）

への支援を図ります。 

 生活困窮者に対して、いち早く就職に結び付けられるよう、県保健福祉事務所

や関係機関と連携して雇用や生活等に関して総合的な支援を行います。 

≪ 指標 ≫ 

項目 単位 
現状値 目標値 

2017 年度 
（Ｈ29 年度） 

2023 年度 

ファミリー・サポート・センターの利用件数※１ 人 770 800 

子育て支援センターの利用件数※２ 人 11,688 12,500 

障がい者の就労件数※３ 人 ９ 12 

就労継続支援Ａ型（雇用型）の利用者数※４ 人 １ ２ 

就労継続支援Ｂ型（非雇用型）の利用者数※５ 人 39 45 

資料：※１・３福祉課、※２山北町第５次総合計画、※４・５推計 
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基本目標４ 安心して暮らせるまちづくり 

安心・安全は、地域において住民の命を守るためになくてはならないものです。その

反面、すぐに結果が出るものでもありませんが、万が一地域で災害や事故が起こったら

…と想像し、被害を出さない・被害を最小限にするために各種対策を行うことはとても

重要なことです。特に、地震大国である我が国は常に災害と隣り合わせという状況にあ

ります。近年、地震だけでなく台風や河川の氾濫による水害被害も多くなっているよう

に、災害はいつどこで起こるかわかりません。そのため、災害が起こる前に、避難経路

や避難所、避難のタイミングについて詳しく取り決めたり、備蓄しておく物資の内容や

数を適正なものにしたり、自力での避難が難しい方を把握して支援体制を整えたりして

おくことは、いざという時の安心・安全を守ることにもつながります。 

また、安心・安全は、日常生活とも大きく関わっています。例えば、日頃から利用して

いる道路の凸凹や入口前に数段の階段がある施設などは、車いすや杖等では利用しにく

かったり、転倒の危険性があったりするなど、安心・安全とは言えません。この解決策

として、全国的に誰もが利用しやすいことを目指したユニバーサルデザインを取り入れ

ることが浸透してきており、本町においても取り組みを進めている最中です。今後は、

この取り組みが進むことで、転倒や身体の痛みなどで外出を控えている方が、少しずつ

外出に抵抗がなくなることにも期待できます。 

 

（１）地域ぐるみの防災・減災対策の推進  

 地震や台風、風水害に備えて、国・県・町・事業所・防災関係機関及び住民が一

体となって防災対策にあたる体制を整備するとともに、「山北町地域防災計画」

で掲げている施策や取り組みについて、関係機関との連携を密にし、被災時に

おける支援の実効性を確保します。 

 災害対策基本法の改正に基づき、平成 18年から実施している「災害時要援護者

支援制度」は、平成 29年８月より「避難行動要支援者支援制度」へ移行しまし

た。それに伴い、町に名簿の作成が義務付けられている避難行動要支援者登録

制度について啓発を行うとともに、各地域における自主防災組織、民生委員児

童委員について、活動や内容の周知を図ります。 

（２）地域ぐるみの防犯対策の推進  

 地域住民が安心して暮らせるよう住民、学校、民生委員児童委員協議会、事業

者、警察、行政等関係団体が一体となって防犯活動に取り組む犯罪のないまち

づくりを進めます。特に、全国的にも振り込め詐欺、消費者被害など高齢者を対

象とした犯罪が増加していることを踏まえ、振り込め詐欺の出前講座の開催や

民生委員児童委員による戸別訪問による注意喚起等高齢者自身の意識啓発に努

めます。 
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（３）住みやすい生活環境の整備  

 主に独居高齢者で自宅内にて老衰し身動きがとれない場合や、虐待の可能性が

ある場合など、緊急的に保護する必要がある場合に町負担で町内介護事業所に

一時的に保護し、気力・体力の回復を図る「高齢者等緊急時一時保護事業」を実

施します。 

 新設及び改修時に、誰もが制約を受けずに行動できるよう、歩行空間や公共交

通機関、公共施設などでさまざまな人が利用しやすいよう利用者の視点に立っ

たユニバーサルデザインを推進します。 

 住民の生活利便性向上のため、町内循環バスの運行および循環バス運行地区高

齢者に回数券の助成をしたり、山間部に居住する高齢者にタクシー助成を行っ

たりするなど、交通不便地域に住む高齢者に対する支援をするとともに、社会

福祉協議会による「お出かけ号」の運行をするなど、町独自の交通サービスの充

実を図ります。また、高齢者の運転操作ミスによる事故が多発している現状を

踏まえ、これらの移動支援の充実を図ることで運転免許証の自主返納を促しま

す。 

 新設及び改修時に、ユニバーサルデザインの視点に立った道路の計画的な整備

を進めます。 

 幅の広い歩道、歩道の段差解消、点字ブロックの敷設、スロープの設置など、新

設及び改修時に、利便性や安全性、景観等に十分に配慮した歩行空間の整備に

努めます。また、障がい者専用の駐車場の整備や歩行空間の障害物の除去に努

めます。 

 通学路等については、新設及び改修時に、安全性に十分配慮した幅の広い歩道

の整備に努めていきます。 

≪ 指標 ≫ 

項目 単位 
現状値 目標値 

2017 年度 
（Ｈ29 年度） 

2023 年度 

避難行動要支援者登録制度の登録人数 人 550 600 

資料：福祉課 
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第３編 地域福祉活動計画 

第１章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

福祉分野は非常に幅が広く、妊娠中から高齢者までのすべてのライフステージにおけ

る住民が関わる事柄に対応しています。そのため、支援を必要としている住民に支援が

きちんと行き渡るよう、社会福祉協議会では行政や民間の事業所などと協力・連携しな

がら、日々地域福祉の推進に努めています。 

しかし、高齢化の進行による介護や支援を必要とする方の増加、女性の社会進出によ

る子育て支援のニーズの増加、いじめや虐待、暴力被害の増加など、支援を必要とする

方は増加の一途を辿っています。また、潜在的なニーズも含めると、更に多くの方が支

援を必要とする、もしくは将来的に必要とする状況にあると思われます。そのため、今

後もこれまでのように住み慣れた地域での生活を支援したり、一人ひとりが自分の意志

で選択した人生を歩めるように支援したりするためには、今一度地域福祉の考え方を広

め、住民等との協働を一層進めていく必要があります。 

地域に支援を必要とする住民がいるように、その支援要請に応えられる住民も数多く

存在します。要請される支援の中には、ゴミ出しや草取り、買い物や通院の付き添い、

子どもや高齢者の見守りなど、少しの手助けや気配りで解決するものも多くあるからで

す。もし対応できない支援を求められた場合には、行政や社会福祉協議会につなげても

らうことで、適切な支援を提供することができます。一方で、核家族化の進行や近所付

き合いの希薄化によって、地域の方とあまり交流をしていない住民が多く、地域の方に

支援を要請することやその要請に応えることは一筋縄ではいかないのが現状です。 

そのような状況にあるものの、今後、社会福祉協議会として目指す社会は、国が掲げ

た目標である“我が事・丸ごと”の地域共生社会です。近所付き合いの希薄化という課

題はあるものの、根気よく地域福祉の推進の理解を求める啓発活動を継続したり、住民

の交流の機会を設けたり、ボランティア活動の紹介などをしたりする等、民間の機関で

あることを十分に活かして柔軟に住民の理解を求めていくこととします。そして、将来

的に地域において住民、行政、社会福祉協議会、民間の事業所等が互いに手をとって協

力・連携することができれば、例え介護や支援を必要とする状態になっても、仕事と育

児の両立を望んだとしても、緊急な保護が必要な状態になったとしても、必要な支援や

保護が受けられることが保証された安心して暮らせる町、地域共生社会へと近づくこと

ができます。 

そのような社会の実現ができるよう、本計画の基本理念は、前計画の第４次地域福祉

活動計画の基本理念を踏襲し、【 みんなの手で誰もが安心して暮らせる福祉のまちづく

り 】とします。 

みんなの手で 

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり 
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２ 基本目標 

（１）地域で自立生活できる支援づくり  

高齢者福祉計画・介護保険事業計画は、住み慣れた地域に可能な限り高齢者が住み続

けられることを目指して策定されていますが、この考え方は高齢者に限らずすべての住

民にも適応できるものです。特に家族や友人、知人の存在や地域への愛着を理由として、

住み慣れた地域において生活をしたいと思う方は多いと思われることから、住み慣れた

地域で自立した生活を送るための支援を確立しておくことは、将来的な人口減少を食い

止めることにも一役買うことと思われます。しかし、少子高齢化や核家族化などを理由

として、介護や子育て、その他支援を必要とする状態になった際に、住み慣れた地域で

の生活を諦めなければならないケースもみられます。そのため、地域の福祉を担う社会

福祉協議会として、住民が住み慣れた地域で可能な限り生活を継続することができるよ

う、地域として様々な立場にある住民の自立生活を支援するための体制を整え、安心し

て生活できる地域・環境をつくっていくことが必要です。 

（２）共に支え合う社会づくり  

地域における支え合いは、住民一人ひとりの努力や住民同士の助け合いにはじまり、

より専門的な知識をもつ団体やボランティアなどによる支援、行政による公的な支援な

ど、とても広い範囲で行われるものです。したがって、地域における支え合いを継続し

ていくためには、これら支え合いに関わる多くの人材が必要となります。また、支援の

ニーズが増加したり、支援の内容が多様化・複雑化したりすることにより、更に多くの

人材が必要となることは明らかです。しかし、現実は慢性的な人材不足が問題視されて

おり、少子高齢化の進行に伴い、今後更に人材が不足していくことが予想されます。そ

こで、地域において福祉への関心を高める活動やボランティアの育成、活動拠点の確保

などを行うことで、将来的に福祉を担う人材を確保・育成していくことは非常に大きな

意味をもちます。また、地域で活動する福祉団体へも支援を継続し、その存在を後世に

つなげていけるように取り組んでいきます。 

（３）組織・事務局体制の整備  

地域における福祉を担う存在である社会福祉協議会は住民から信頼され、頼られる存

在であり続けなければなりません。定期的な理事会および評議員会の開催や部会の設置

をはじめとする組織・事務局の体制整備だけでなく、住民とふれあう機会として社会福

祉大会を開催したり、広報紙「社協やまきた」を全戸配布したりするなど、住民に地域

福祉や社会福祉協議会についての関心や認知を高める活動を行っていきます。今後は、

住民がより地域福祉についての関心を高め、実際に支え合いに参加することができるよ

う、社会福祉大会や広報紙「社協やまきた」の内容を見直したり、ホームページなどで

の情報提供に取り組んでいきます。 
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３ 計画の体系 

 

（１）総合相談システムの充実 ①各専門分野の相談事業の実施

①紙おむつ・尿とりパット給付事業の実施

②移送サービス事業の実施

③給食サービス事業の実施

④配食サービス事業の実施

⑤理容・美容サービス事業の実施

⑥一人暮らし高齢者防火指導事業の実施

⑦見守りネットワーク事業の実施

⑧レスパイトサービス事業の支援

⑨高齢者等の生きがい事業の実施

①日常生活自立支援事業の実施

②成年後見制度・権利擁護事業の実施

③第三者委員による苦情解決窓口の充実

①地区社協活動を支援するための助成金交付

②地区社協の活動内容の充実

①小地域サロン活動の設置推進・運営支援

②地域活動実践者の育成

③支え合いサービス事業の実施

①福祉団体への適切な助成金交付

②福祉団体活動の活性化を促す協働事業の実施

①ボランティアの発掘と登録の促進

②ボランティア育成講座の開催

①ボランティアセンターの機能強化

②ボランティア活動保険の加入促進

③ボランティア団体活動補助金の適切な交付

④災害時における救援ボランティアの体制整備

⑤災害ボランティアセンター合同訓練の実施

（６）福祉教育の推進 ①福祉体験学習の実施

①理事会、評議員会、各種部会の定期的開催

②理事の担当制による部会の設置

（２）事務局体制の強化 ①職員の研修会等の定期的開催

①一般会費、賛助会費の実施

②収益事業の開発・検討

①広報紙「社協やまきた」の紙面の充実

②ホームページの充実と有効活用

③社会福祉大会の実施

（２）地域で生活するための
　　　サービスの提供

（１）地区社協活動の支援 

（３）福祉団体の支援 

基本目標１
地域で自立生活できる

支援づくり

（３）福祉サービス利用支援と質の向上 

（２）小地域福祉活動の充実 

基本目標３
組織・事務局体制の整備

（４）福祉人材の育成と確保 

（５）ボランティアセンターの充実 

（１）組織体制の強化 

（３）自主財源の確保 

（４）広報・公聴・啓発活動の充実 

基本目標２
共に支え合う社会づくり
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第２章 施策の展開 

基本目標１ 地域で自立生活できる支援づくり 

高齢者の主な計画である高齢者福祉計画・介護保険事業計画は、住み慣れた地域に可

能な限り住み続けることができることを目指して策定されています。この考え方は、高

齢者に限らず、すべての住民に適用できます。家族や友人、知人がいる地域で生活を続

けたいと思うことも、長く住んでいて愛着がある今の地域での生活を続けたいと思うこ

とも、十分有り得る想いだからです。しかし、少子高齢化や核家族化の進行などに伴い、

高齢者のみの世帯や親等の支援を受けられない子育て世代などが増えるなど、日常生活

に不便を感じる人が増加している一方で、その不便さを解消するための支援を提供する

若い人材が不足しているという問題があります。そのため、不便さの解消や改善を求め

て、住み慣れた地域を去るという選択をする方々もいます。 

そこで、住み続けられる地域・住みやすい地域とするため、自立した生活のための支

援を提供できる体制を確立することが喫緊の課題です。地域には高齢者だけでなく、障

がいのある方や子育て中の方など、多様な支援を求めている方がいるため、行政や関連

分野との連携をとりながら、必要な人に適切な量の支援を提供することができるよう、

取り組んでいく必要があります。 

 

（１）総合相談システムの充実  

①各専門分野の相談事業の実施 

 日常生活における住民の相談に対し、民生委員児童委員や介護支援専門員、社会

福祉士、地域包括支援センター職員等の専門職による相談体制の充実を図り、心

配ごと相談、日常生活自立支援事業、介護相談等を実施していきます。 

（２）地域で生活するためのサービスの提供  

①紙おむつ・尿とりパット給付事業の実施 

 在宅で寝たきりの老人等で、介護保険料が第１・第２段階で住民税が非課税の

方に対し、介護者の経済的・精神的な負担を軽減するため、紙おむつを給付して

いきます。 

②移送サービス事業の実施 

 一般の交通手段を利用することが困難な高齢者や障がいのある方の外出時の利

便を図るため、医療機関、公共機関、商店、金融機関などの運行範囲を拡大しな

がら実施していきます。 
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③給食サービス事業の実施 

 在宅で生活している、ひとり暮らしの高齢者・高齢者世帯を対象に、月２回バラ

ンスのとれた食事を提供し、健康保持を図るとともに、安否確認・孤独感を和ら

げるため実施していきます。 

④配食サービス事業の実施 

 在宅で生活している、ひとり暮らしの高齢者・高齢者世帯を対象に、毎週月曜日

から金曜日の夕食を定期的に提供し、安否確認をするとともに、健康の保持や

孤独感の解消、健康状態の確認を行うため実施していきます。 

⑤理容・美容サービス事業の実施 

 在宅の寝たきりの高齢者の方と理容・美容所の利用が困難な障がい児者の方の

在宅福祉の推進を図るため、対象者の自宅を訪問する理容・美容サービスを実

施していきます。 

⑥一人暮らし高齢者防火指導事業の実施 

 小田原市消防本部の協力を得て、ひとり暮らし高齢者の安否と火災予防の啓発

を兼ねて、電気、ガス器具等の点検など防火指導を実施することで、地域で日々

の安心な暮らしができるよう啓発に努めます。 

⑦見守りネットワーク事業の実施 

 高齢者に対して、地域全体で見守りや訪問等を行い、日常的に安否を確認する

とともに、異常等を発見したときに迅速に対応できる体制を確保することによ

り、高齢者が住みなれた地域で尊厳を保ちながら、いつまでも安心して生活を

続けられるよう、地域包括支援センターを中心に見守りネットワークを組織し

支援していきます。 

 見守りネットワーク事業に関するポスターを商店や金融機関等に掲示していた

だき、事業の周知や住民同士の支え合いを進めていきます。 

⑧レスパイトサービス事業の支援 

 町内に居住する障がい児者世帯に対し、施設や学校等の夏季長期休暇中に障が

い児者を預かることにより、家族の方の身体的・精神的な負担の軽減を図るた

めに、実施団体への支援に努めます。 

⑨高齢者等の生きがい事業の実施 

 高齢者等の仲間づくりの場としてのいきいきサロンや高齢者の健康づくり交流

の場としてのニコニコ健康体操を実施していきます。 
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（３）福祉サービス利用支援と質の向上  

①日常生活自立支援事業の実施 

 判断能力が十分でない高齢者や障がいのある方に対し、福祉サービスの利用手

続きの援助や日常的な金銭管理、書類等の預かりを行うことにより、権利擁護

を図るとともに地域での自立した生活を送れるように援助を実施していきます。

また、地域包括支援センターや民生委員からの相談で、この事業を利用する方

もいることから、今後も各分野との連携に努めます。 

②成年後見制度・権利擁護事業の実施 

 認知症や知的障がい、精神障がい等により、判断能力が不十分な方が財産の管

理やサービスを利用する際に不利益を被らないよう、町と連携し成年後見制度

や権利擁護に向けて事業に取り組んでいきます。 

③第三者委員による苦情解決窓口の充実 

 利用者の苦情、相談、不満などに迅速適切に対応できる体制づくりのため、苦情

解決第三者委員を委嘱するなど苦情解決の充実を図ります。 
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基本目標２ 共に支え合う社会づくり 

現代社会においてＡＩ（人工知能）やロボットなどが徐々に産業に参画するようにな

り、福祉分野においても介護ロボットの活用が進んでいます。しかし、現段階では福祉

分野における多くの活動は、人間の力に委ねられているのが実情です。さらに、少子高

齢化の進行やライフスタイルの多様化、女性の社会進出などの様々な理由により、支援

ニーズは増加、多様化・複雑化しており、福祉を担う人材不足が慢性化していることが

問題となっています。 

そこで、国が掲げた“我が事・丸ごと”の地域共生社会の実現という目標が重要な意

味をもちます。地域共生社会とは、制度や分野の縦割りや支える側・受ける側といった

関係を超えて、地域における住民や団体などが我が事として、地域が丸ごとつながる社

会のことであり、その社会の実現のためには住民一人ひとりが欠かすことのできない存

在とされています。住民一人ひとりが重要であることは、地域福祉の推進が「４つの助

（自助・互助・共助・公助）」で支え合うことを基本としていることからも見てとれます。

このように住民一人ひとりの参画が必要な状況にあることから、社会福祉協議会は住民

の福祉への関心を高める活動やボランティアの育成、活動拠点の確保、地域で活動する

福祉団体への支援などを通じ、住民が自分のことのように地域のことを考えることがで

きるように支援していきます。 

 

（１）地区社協活動の支援  

①地区社協活動を支援するための助成金交付 

 地区（住民）福祉協議会の活動を支援するために、助成金を交付していきます。 

②地区社協の活動内容の充実 

 地区（住民）福祉協議会は、地域の特性を踏まえ、地域に密着した活動を推進し

ています。地区社協活動は、従前から自主性、独立性が重んじられていますが、

社会福祉協議会としては、地域状況の把握、活動支援、評価等を十分行い情報収

集及び地区（住民）福祉協議会の情報提供、活動支援の強化を図っていきます。

また、各活動を社会福祉協議会の広報紙に掲載して、活動をＰＲする機会を設

けていきます。 
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（２）小地域福祉活動の充実  

①小地域サロン活動の設置推進・運営支援 

 高齢者や子育て中の親子などが気軽に立ち寄り、抱える孤独感、孤立感の解消

や悩みごとなどを話し、楽しいひとときを過ごすなど交流、仲間づくりの場と

して、各地区への小地域サロン活動の設置推進、運営支援に取り組んでいきま

す。 

②地域活動実践者の育成 

 地区（住民）福祉協議会と連携し、身近な地域での福祉の学習会や交流会の開催

し、自分の住んでいる地域がどのような町で、どのような福祉課題があるのか

を共有し、必要な福祉知識を学び助け合いの輪を広げる機会をつくっていきま

す。 

 社会福祉大会での講演会や地域福祉研修会として地区（住民）福祉協議会の役

員等に福祉に関する研修会を開催し、地域活動について学べる様々な機会を設

けていきます。 

③支え合いサービス事業の実施 

 生活課題を抱える人への個別支援活動や住民による身近な地域での問題解決に

取り組んで行きます。 

（３）福祉団体の支援  

①福祉団体への適切な助成金交付 

 町内にある各福祉団体の福祉活動事業に対し、助成金を交付していくとともに、

連携の強化に努めます。 

②福祉団体活動の活性化を促す協働事業の実施 

 福祉団体の会員減少などにより、行事等の参加者が減少傾向にあるため、活動

の活性化を促すために広報紙に会員募集のお知らせを掲載するなど、福祉団体

との連携と協働による事業を検討していきます。 



第３編 地域福祉活動計画 

53 

 

（４）福祉人材の育成と確保  

①ボランティアの発掘と登録の促進 

 町内にあるボランティア団体の情報提供機能の充実や、広報紙への掲載などを

通じた新たなボランティアの発掘と登録を積極的に促進します。 

②ボランティア育成講座の開催 

 年々多様化してきている福祉ニーズに対応するための講座、研修会を開催する

ため、足柄上地区でボランティア講座を研究するなどして、講座、研修会の充実

を図ります。また、広域に対応ができる事業については、広域対応を推進してい

きます。 

（５）ボランティアセンターの充実  

①ボランティアセンターの機能強化 

 ボランティアセンター及びボランティアコーディネーターの機能強化等の充実

に努めます。また、ボランティア活動についての種々の相談等に対して、敏速に

コーディネートを行っていきます。 

②ボランティア活動保険の加入促進 

 町内在住のボランティアに対し、ボランティア保険料の 1/2 を助成するなど、

加入を促進していきます。 

③ボランティア団体活動補助金の適切な交付 

 町内にあるボランティアグループに対し、活動助成という点を明確にして、補

助金の交付を実施していきます。 
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④災害時における救援ボランティアの体制整備 

 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルを基本にして社会福祉協議会

役員、関係機関、行政や民生委員児童委員との連携・協力のもと、万一の災害に

備えた対策の検討を行っていく中で、救援ボランティア活動を効果的に実施し

ていく体制と、救援ボランティアの人材育成の検討、整備をしていきます。 

 災害ボランティア養成講座を継続して開催し、災害時の救援ボランティア登録

を推進していきます。 

⑤災害ボランティアセンター合同訓練の実施 

 災害が発生したときに、社会福祉協議会が設置する「災害ボランティアセンタ

ー」の役割や運営方法について、足柄上地区１市５町社会福祉協議会職員によ

り合同訓練を実施していきます。 

（６）福祉教育の推進  

①福祉体験学習の実施 

 福祉教育を目的として高齢者施設での中学生福祉体験学習や車イス・手話・点

字を体験する福祉教育一日体験を実施していきます。 
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基本目標３ 組織・事務局体制の整備 

社会福祉協議会は、1908年（明治 41年）に中央慈善協会として設立され、民間の社会

福祉活動を推進することを目的としてこれまで活動を続けてきました。社会情勢の変化

や少子高齢化の進行、核家族の増加、障がいのある方の増加、生活困窮者の増加など、

私たちが置かれている状況は刻々と変化を続けており、社会福祉協議会もその変化に柔

軟に対応できるように支援の内容や幅を見直してきました。そして、これからも地域に

おける福祉の推進のために、住民のニーズに応えることができるように日々努めていき

ます。 

また、住民のニーズを正しく把握するためには、住民に地域福祉や社会福祉協議会に

ついて関心をもってもらうことや、事業や取り組みについて知ってもらうことで、信頼

関係を築くことが大事なことだと思います。そのため、定期的な理事会や評議員会の開

催や部会の設置といった組織・事務局体制の整備を行うだけでなく、住民が参加できる

社会福祉大会の開催や広報紙 社協やまきたの全戸配布、ホームページにおける情報提

供の充実などを通じて、住民が地域福祉や社会福祉協議会について知る機会を充実させ

ていきます。 

 

（１）組織体制の強化  

①理事会、評議員会、各種部会の定期的開催 

 理事・評議員の構成については、できる限り広い範囲から選任するほか、社会福

祉協議会組織や使命また福祉動向などへの理解を求め、責任ある執行体制を確

立できるようにし、執行機関としての理事会、議決機関としての評議員会、各種

部会を定期的に開催していきます。 

②理事の担当制による部会の設置 

 企画総務部会と事業推進部会の２部会を設置し、理事会の機能強化と円滑な運

営について研究テーマに従って協議し、事業計画の立案を行うとともに事務局

と一体となった業務推進を目指していきます。 

（２）事務局体制の強化  

①職員の研修会等の定期的開催 

 職員の資質（専門性）の計画的な向上を目指し、県社会福祉協議会や足柄上地区

社協連絡会等の研修会など、経験や階層に応じた職員研修を開催していきます。 
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（３）自主財源の確保  

①一般会費、賛助会費の実施 

 会員になることによって、地域福祉の推進や社会福祉協議会活動に参加すると

いう意識を持っていただくように、地域住民、団体、組織に働きかけ、あらゆる

機会を通じて広報活動に努め、住民の理解を得て会員制度の充実に努めていき

ます。 

②収益事業の開発・検討 

 現在は自主財源の確保のために自動販売機やマッサージ機の設置、駐車場の経

営を行っていますが、安定的な財政基盤を築くために、収益事業の開発を引き

続き検討していきます。 

（４）広報・公聴・啓発活動の充実  

①広報紙「社協やまきた」の紙面の充実 

 住民の皆さんが必要とする福祉関連情報の発信や社会福祉協議会の活動、事業

の予定や結果等を掲載した広報紙「社協やまきた」を毎月発行しています。今後

も引き続き、広報紙の内容を充実していきます。 

②ホームページの充実と有効活用 

 新たな広報・公聴媒体として、ホームページを開設、公開していますが、引き続

きホームページのリニューアルや細かな更新を通じて、内容を充実していきま

す。 

③社会福祉大会の実施 

 社会福祉協議会の事業として、住民の福祉と健康に対して理解を深めるととも

に、功労者の表彰や地区（住民）福祉協議会の活動発表、講演会など、幅広い交

流を通じ福祉の推進と健康づくりを図ります。 
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第４編 こころの健康対策事業計画 

第１章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

自殺は、その背景に社会的要因を有することが多いことから、社会の問題として捉え

られるようになりました。国としても、2016 年（平成 28 年）に自殺対策基本法を改正

し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して、自殺対策を総合的・

効果的に推進していくこととしました。本町でも、国の動きに沿った自殺対策を進めて

いく考えであることから、基本理念を【誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現

を目指して】とし、救える命を救うために自殺対策の推進を図ります。 

２ 基本目標 

（１）地域におけるネットワークの強化  

自殺が社会の問題と言われるように、地域や社会における支援体制や連携体制は自殺

対策に非常に大切な要素となります。縦横のネットワークをより強固にし、異なる分野

の支援につなげるなど、適切な支援が提供できるように努めていきます。 

（２）自殺対策を支える人材の育成  

現代社会はストレスを抱える人が多く、誰もが自殺に追い込まれる可能性があり、幅

広い分野で自殺対策に関わる人材が必要となります。そのため、ゲートキーパー養成講

座を受講して自殺を考えているサインに気が付けるようにする等、日頃から自殺対策の

一翼を担う人材を確保・育成していく必要があります。 

（３）住民への啓発と周知  

住民は自殺や自殺対策に関する正しい知識を身に付け、誰もが自殺に追い込まれる可

能性があることを認識する必要があります。その後、自分や身近な方を守ろうとより専

門的な知識を身に付ける等、自殺対策を支える人材としての活躍にも期待されます。 

（４）生きることの促進要因への支援  

生活困窮、健康問題、家庭問題等を抱え、特に自殺のリスクが高いと思われる方を対

象とした様々な支援を通じて、生きることの促進要因を増加させ、生きることの阻害要

因を減少させられるよう、取り組んでいきます。 

（５）児童生徒に対する「いのちの教育」  

困難に直面した際に視野が狭くなりがちな児童生徒が周囲の大人を頼ることを躊躇す

ることがないよう、学校でＳＯＳの出し方に関する教育を行うとともに、児童生徒を支

える大人が対応できるよう、様々な支援の方法の周知を図ります。 

誰も自殺に追い込まれることのない 

社会の実現を目指して 
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３ 計画の体系 

 

 

４ 数値目標 

自殺総合対策大綱において、国の数値目標は「2026年までに、自殺死亡率を 2015年と

比べて 30％以上減少させる（13.0以下にする）」と定められています。 

しかし、本町では人口規模が小さく、国と同様に自殺死亡率の数値目標を定めること

は具体性に欠けます。より明確な数値目標とするため、本町では、2013年から 2017年に

おいて平均して毎年 2.6人が亡くなっているという状況から、計画最終年度の 2023年ま

でに、年間自殺者数を０人とすることを数値目標に掲げます。 

 

（１）地域における連携・ネットワークの強化

（２）特定の問題に対する連携・ネットワークの強化

（１）様々な職種を対象とする研修 

（２）一般住民を対象とする研修 

（３）町職員、学校教育・社会教育に関わる人への研修

（４）関係者間の連携調整を担う人材の育成 

（５）寄り添いながら伴走型支援を担う人材の育成 

（１）リーフレット・啓発グッズ等の作成と活用 

（２）町民向け講演会・イベント等の開催 

（３）メディアを活用した啓発 

（１）居場所づくり活動 

（２）自殺未遂者等への支援 

（３）遺された人への支援 

（１）いのちの教育

（２）自殺予防教育

基本目標１
地域におけるネットワークの強化

基本目標５
児童生徒に対する「いのちの教育」

基本目標４
生きることの促進要因への支援

基本目標３
住民への啓発と周知

基本目標２
自殺対策を支える人材の育成
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第２章 施策の展開 

基本目標１ 地域におけるネットワークの強化 

我が国の自殺者は減少傾向にあるものの、未だに年間２万人以上の方が自殺をしてい

る状況で、１日あたり 55人以上が自殺していることになります。 

自殺の原因は、様々な分野の複数の問題が複雑に絡み合ったものであることが多く、

それらを別々に対応することは効率的ではない状況にあります。このような状況を踏ま

え、国は 2016 年（平成 28 年）の自殺対策基本法を改正し、自殺対策において、保健、

医療、福祉、教育、労働、その他の関連施策と有機的に連携を図り、総合的に実施して

いくこととしました。 

また、自殺が誰にでも起こり得る危機であることから、そのような危機を乗り越える

ためには日常的な支え合い・助け合いが必要不可欠です。そのため、様々な分野の関係

者だけではなく、行政や民間企業、民間団体、ボランティア、住民などを含めた地域が

一丸となって、協働して自殺対策を総合的に推進していく必要があります。 

本町では、自殺のリスクが高い方や見守りが必要な方に関する情報提供・情報共有や

別分野の支援へつなげる等、それぞれの立場の役割を明確にした上で、様々な立場の方

が連携・協働できる体制を整えていきます。 

 

（１）地域における連携・ネットワークの強化  

自殺対策においては、医療、保健、生活、教育、労働等に関する相談等、様々な関

係機関のネットワークづくりが重要です。住民と行政、関係機関が顔の見える関係

を築きながら協働し、地域ぐるみで支え合うまちづくりを推進します。 

（２）特定の問題に対する連携・ネットワークの強化  

様々な問題が複雑化する前に、より早い段階での問題解決ができるよう、庁内す

べての窓口での対応力向上と連携体制の整備に努めます。 
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基本目標２ 自殺対策を支える人材の育成 

現代の社会・経済状況の中で個人を取り巻く環境も多様化・複雑化し、ストレスを感

じる機会も多くなっています。そのような中で、複数の問題を抱え、自殺を考えるほど

精神的に追い込まれるということは、特別な人の出来事ではなく、誰にでも起こりうる

可能性があります。 

また、自殺は追い込まれた末の死と言われるように、自殺の原因は、生活困窮や健康

問題、家庭問題、勤務問題など、様々で複雑であることがほとんどです。そのため、医

療、福祉、保健、警察、消防、行政等の様々な分野が連携しながら問題の解決に当たる

必要性があります。 

しかし、自殺対策と聞くと自殺のネガティブなイメージが先行してしまうこともあり、

自殺対策に積極的に取り組む人や自分が自殺対策の一翼を担う存在であると認識してい

る人は、それほど多くありません。それでも、自殺対策が様々な悩みや生活上の困難を

抱える人に対しての早期の“気づき”につながるため、自殺対策の意味や目的の理解を

求め、ゲートキーパー養成講座や研修会などを通じて、自殺対策を支えていく人材を確

保・育成していく必要があります。 

本町でも、自殺対策を支える人材の育成に向けて住民の立場や業種に応じた研修会を

開催する等、自殺対策について考える機会を設けられるよう努めていきます。 

 

（１）様々な職種を対象とする研修  

医療、福祉、保健の分野に加え、警察や消防、行政、民生委員児童委員、ボランテ

ィア等も、日常的に自殺と深い関わりのある業務を行っていることから、様々な業

種や職種の方に対してゲートキーパー養成講座や研修会等、日常の業務で活かせる

自殺対策の知識を身に付けられる機会を設けます。 

（２）一般住民を対象とする研修  

住民を対象とした研修会や講習会で自殺対策に関する事柄について触れる等、自

殺対策についての正しい知識を得たり、自殺対策を考えたりする機会を設けるよう

に努めます。また、自殺対策に関心がある住民に対しては、より専門的な知識を得

るためのゲートキーパー養成講座の受講を勧めるなど、自殺対策を支える人材の確

保・育成に努めます。 
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（３）町職員、学校教育・社会教育に関わる人への研修  

町職員や教職員は日頃から住民に触れる機会が多いことから、医療や保健分野と

は別の形で、自殺対策の一翼を担うことができる存在です。そのため、町職員や教

職員に対して研修会を開催し、自殺のリスクが高くなる方の特徴や自殺を考えてい

るサインの気付き方等を周知し、いち早く自殺のリスクの高い住民に気が付いて支

援につなげられるようにします。 

（４）関係者間の連携調整を担う人材の育成  

自殺は複数の要因が複雑に絡み合った原因に起因することがあるため、自殺対策

もそれらの要因を解決に導けるように複数の関係分野が連携して対応していく必要

があります。そこで、関係者間の連携調整を担えるリーダー的存在となる人材を確

保・育成することで、より円滑な関係者間の連携の実現を目指します。 

（５）寄り添いながら伴走型支援を担う人材の育成  

自殺対策は支援１つで終わるものではなく、自殺のリスクが低下するまで、時に

長い時間をかけて支援を続けていくものです。必要に応じて、対象となる自殺リス

クのある方の担当者となる人材を確保し、きめ細かい支援と見守りができるように

努めていきます。 
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基本目標３ 住民への啓発と周知 

自殺は社会の問題であり、誰もが自殺に追い込まれる可能性があります。しかし、昔

の考え方のように、自殺は個人の問題であり、自分は弱くないから自殺には追い込まれ

ないという認識をもった方もいます。その認識のままでは、実際にその方が自殺に追い

込まれてしまった場合にその事実を認められず、他者に助けを求めない可能性もありま

す。また、たとえ身近な方が自殺に追い込まれていたとしても、そのサインに気が付く

ことはないと思われるため、支援にもつながりません。このように、自殺についての間

違った認識は、自分や身近な方を救う道を自ら断ってしまうことになる可能性もありま

す。そのため、まずは自殺や自殺対策について正しい知識・認識をすべての住民にもっ

てもらい、自殺は誰にでも起こり得る危機であること、また、危機に陥った際には他者

に助けを求めることが適当であることを住民の共通認識とする必要があります。 

本町では、自殺対策に関心をもつきっかけとなる啓発活動をはじめとし、より専門的

な知識を身に付ける機会や日常的な自殺対策の情報収集の方法等を通して、住民が自殺

対策へ関心をもち、様々な知識や情報を得ることができる環境づくりに取り組んでいき

ます。 

 

（１）リーフレット・啓発グッズ等の作成と活用  

自殺対策を特別なものとして捉えるのではなく、住民が日常生活において自殺対

策を身近に感じられるよう、広報のためのリーフレットやチラシ、ポスター等を作

成し、配布や掲示を通じて、自殺対策の重要性の啓発・周知に努めます。 

（２）町民向け講演会・イベント等の開催  

住民を対象とした自殺対策に関する講演会・イベント等を開催することで、住民

が自殺対策ついて関心をもつきっかけづくりを行います。 

（３）メディアを活用した啓発  

県と協力しメディアを活用して、色々な媒体から自殺対策に関する情報を得られ

るようにすることで、より多くの住民の目に留まるようにします。特に相談窓口等

の支援に関する情報等については、わかりやすく見やすいレイアウトや内容とする

等、情報が収集しやすくなるように努めます。 
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基本目標４ 生きることの促進要因への支援 

生きることの促進要因とは、生きることに対するやる気が出る事柄のことです。また、

逆に生きることの阻害要因は、生きることを妨げる事柄のことです。自殺はこの阻害要

因が促進要因を上回ることでリスクが高まると言われていることから、自殺対策は促進

要因を増やして、阻害要因を減らすといった促進要因と阻害要因の両方へのアプローチ

が必要だとされています。 

特に生活困窮者やひとり親、子育て世代、高齢者、障がいのある方、犯罪被害者、失業

者、自殺未遂者、自死遺族等は、自殺のリスクが高いとされています。これらの方々に

共通しているのは、阻害要因が増える可能性のある状況に置かれているということです。

そこで、これらの方々に対して支援を行うことで、促進要因を増加させるという取り組

みが行われています。立場が様々であることから、必要とされている支援は多岐に渡り

ますが、一人ひとりが必要としている支援を的確に行う必要があります。 

本町では、孤立や孤独を感じることなく、相談することができる場、または落ち着い

て日常的に滞在できる場として、様々な立場に応じた居場所づくりを行います。また、

関係分野と連携しながら、自殺未遂者や自死遺族の支援にも取り組み、生きることの促

進要因の増加につなげられるように努めていきます。 

 

（１）居場所づくり活動  

孤立や孤独を感じることで、他者に相談したり、支援を求めにくくなったりする

ことを避けるため、気軽に話をしたり、落ち着いて滞在したりすることができる場

としての居場所づくりを行います。また、関連機関や関係団体と連携して適切な支

援につなげていきます。 

（２）自殺未遂者等への支援  

自殺未遂者等は再度自殺に踏み切ることも考えられることから、より手厚い支援

が必要とされています。そこで、適切な精神科医療につなげたり、警察や消防、医

療機関等と連携して地域生活を見守ったりするなど、専門的な見地からの支援を行

っていきます。 

（３）遺された人への支援  

自死遺族等は、家族や友人を自殺によって失ったことによる悲しみに加え、自殺

を止められなかった自分を責めてしまうことで、後追い自殺のリスクが高まるとさ

れています。自死遺族等が少しでも元の生活に近い生活を送ることができるよう、

自死遺族等の心のケアや必要な情報の提供、自死遺族団体の支援等に取り組んでい

きます。 
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基本目標５ 児童生徒に対する「いのちの教育」 

児童生徒や青少年の自殺の報道に、胸を痛める方も少なくありません。児童生徒の生

活範囲は、家庭と学校が主で、地域から出ることはそれほど多くはありません。そのた

め、児童生徒は困難に直面した際に頼れる場所が家庭か学校に限定されてしまうと思い

こむ傾向があります。このような昨今の自殺の実態から、国では若年層への取組の必要

性を重視し、重点施策として学校における自殺予防教育を導入することとしました。 

 本町では、この考えに賛同し、学校教育において自殺予防につながる教育を推進する

こととします。特に自殺の予防活動を重視し、児童生徒の生活の基盤となる校内の環境

をより安心で居心地のよい場所にすることに尽力します。安心できる環境で、授業をと

おして「いのち」について学ぶことは、自他の生命を尊重することや自己肯定感の育成

につながります。また、思春期の悩み多きこの時期に、自分の心をみつめ、心の健康を

保つ方法を身に付けることは、生涯にわたるメンタルヘルスの基礎づくりとして、心の

危機に陥ったときの対処法を学ぶことにもなります。さらには、ＳＯＳの出し方に関す

る教育も取り入れ、自ら助けを求めることができるよう指導していきます。 

 

（１）いのちの教育  

道徳科を中心として、各教科・領域において「いのち」について学び考える授業

を実施します。多様性を認め合い、受容的人間関係の中で自己肯定感を育成する教

育を実施します。 

（２）自殺予防教育  

国の自殺予防教育プログラムを参考に実施し、早期の問題認識とメンタルヘルス

の基礎となる力を養います。児童生徒間のつながりを大切にし、心の危機に陥った

自分自身や友人への関わり方を学ばせます。教職員はよい聞き手として児童生徒に

関わり、信頼関係を大切にするとともにＳＯＳの出し方に関する教育を行います。 
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第５編 計画の推進と進行管理 

第１章 計画の推進 

１ 町民や関係機関等との協働 

本計画は、福祉という住民にとって身近な分野がテーマであること、また、誰もが自

殺に追い込まれる危機に直面する可能性があることなどを踏まえ、行政だけでなく、関

係機関・関係団体や民間企業・事業所、そして住民が協働で計画の推進に取り組むこと

が重要だと考えられます。 

行政は、計画の主導や進行管理を担うことが想定されます。また、日常業務において

支援を必要としている方に気づくことや実際に支援につなげることにも努め、率先して

地域福祉・自殺対策の推進に努めます。 

関係機関・関係団体は、その専門性を活かし、適切な支援を提供したり、別分野の支

援へとつなげたりすることが求められています。 

民間企業・事業所は、関係機関・関係団体と同じく、その専門性を活かして、地域福祉

や自殺対策に寄与することが期待されます。また、職場における問題が住民の不安や悩

みを助長することも考えられることから、長時間労働や休養不足、ハラスメントなどの

予防に努めることも求められています。 

住民は、自らが地域福祉や自殺対策を支えることができる人材であることを自覚し、

支援を必要としている人に手を差し伸べることができるよう、福祉に関心をもったり、

必要な知識を身に付けたりすることが求められています。また、実際に支援を必要とし

ている人に気付いたら、支援をしたり、必要な支援へとつなげたりすることが期待され

ます。さらに、支援を必要とする側であった場合には、状況が悪化する前に身近な人や

相談窓口、行政に勇気をもって相談することも重要なことです。 

２ 計画の公表と周知 

本計画策定後は、計画書の作成や概要版の作成・全戸配布、町ホームページ・社会福

祉協議会ホームページでの公表を通じて、関係機関・関係団体や民間企業・事業所、住

民にも広く周知を図るとともに、あらゆる機会を通じて計画の周知に努め、町が一丸と

なって計画の推進に取り組める体制を整えます。 
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第２章 計画の進行管理 

１ 計画の進捗管理 

本計画で示した事業や取り組みが適切に推進されているかを確認するため、各事業や

取り組みの進捗状況を適宜確認し、順調に進んでいる、または見直しが必要なのかを評

価・判断します。 

２ 計画の進行管理 

地域福祉の推進や自殺対策の推進において、本計画が十分な働きができているかどう

かを把握する体制を整えておくことは、計画策定の上で非常に重要なこととなります。

本町では、ＰＤＣＡサイクルを構築し、Ｐｌａｎ（計画）→Ｄｏ（実行）→Ｃｈｅｃｋ

（点検）→Ａｃｔｉｏｎ（見直し）の流れに沿って、庁内関係課、社会福祉協議会等と

協議し、必要な改善が継続的にできるように努めていきます。また、計画の進行を点検

する組織を新たに立ち上げます。 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ 
（計画） 

Ａｃｔｉｏｎ 
（見直し） 

Ｄｏ 
（実行） 

Ｃｈｅｃｋ 
（点検） 
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資料編 

１ 策定経過 

年月日 内容 

平成 30年 9月 19日 

・委員長、副委員長の選出 

・骨子案の承認 

・今後のスケジュール 

平成 30 年 12 月 26 日 

・計画素案について 

・パブリックコメントの実施について 

・今後のスケジュール 

平成 31 年 

1 月 25 日～2 月 8 日 
・パブリックコメントの実施 

平成 31 年 2 月 25 日 ・計画案の承認 
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２ 山北町地域福祉計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 この要綱は、社会福祉法第107条の規定に基づく山北町地域福祉計画（以下「計

画」という。）を策定するため、山北町地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」とい

う。）の設置に関し、必要事項を定める。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、計画の策定に必要な事項について、調査、審議及び調整を図るものとす

る。 

（組織） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、10名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１）保健・医療・福祉関係者 

（２）地域関係者 

（３）行政関係者 

（４）町民代表 

（５）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者 

３ 前２項のほか、必要に応じて助言者を置くことができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の終了年度末の３月31日とする。ただし、

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５条 委員会に、委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長、副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、会議を総理し、委員会を総括する。 

４ 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。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に出席を求め、又は資料

の提供を求めることができる、 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

（その他） 

第８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、委員長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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３ 山北町地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

（目的及び設置） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人山北町社会福祉協議会（以下「町社協」という。）が

住民の活動を基礎にした、誰もが安心して暮らすことのできる福祉の町づくりを推進す

るため、地域福祉の指針となる基本計画の策定に関し必要な事項を協議するため、地域

福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。 

（１）地域福祉活動計画の策定に関すること。 

（２）地域福祉活動計画を策定するための調査及び研究に関すること。 

（３）その他計画を策定するために必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、17名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町社協会長が委嘱する。 

（１）町社協理事・評議員 

（２）住民組織代表 

（３）関係施設・団体及び行政機関の役職員 

（４）前各号に掲げるもののほか、町社協会長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定終了までの機関とする。ただし、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５条 委員会に、委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。 

３ 委員長は、会議を総理し、委員会を総括する。 

４ 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。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認める場合は、関係者の出席を求め説明及び意見を聞くこと

ができる。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、町社協内に置く。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成25年３月８日から施行する。 
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４ 山北町地域福祉計画策定委員会・ 

山北町社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会・ 

山北町こころの健康対策事業計画策定委員会委員名簿 

 
要綱第３条２項 

規定 
氏 名 

（敬称略） 
所属・役職 

１ 

町民代表 

河合 剛英 山北町連合自治会 会長 

２ 小菅 象一郎 山北町民代表（公募） 

３ 

地域関係者 

矢吹 浩 山北町老人クラブ連合会 会長 

４ 
岡部 小百合 

（副委員長） 
山北町ボランティア連絡協議会 会長 

５ 

保健・医療・福祉 

関係者 

瀬戸 一男 

（委員長） 
山北町民生委員児童委員協議会 会長 

６ 工藤 茂男 
特定非営利活動法人 

KOMNY やまなみ工芸 所長 

７ 湯川 嘉一 
社会福祉法人静友会 理事長 

ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾌ中川 施設長 

８ 依田 由美子 
山北町保険健康課 

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

９ 行政関係者 山崎 佐俊 山北町 副町長 

10 
保健・医療・福祉 

関係者 
諸星 要一 山北町社会福祉協議会 副会長 

 

≪事務局≫ 

 
氏 名 

（敬称略） 
所属・役職 

１ 湯川 浩一 山北町福祉課 課長 

２ 尾崎 雄一 山北町福祉課 主幹 

３ 相原 道博 山北町社会福祉協議会 事務局長 

４ 相原 圭二 山北町社会福祉協議会 事務局次長 

５ 内田 敦 山北町保険健康課 主幹 
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