2019 年度～2022 年度

あなたのそばで
あなたに応え
あなたと創る

社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会

はじめに
近年、社会福祉を取り巻く情勢は、急速に進行する少子高齢社会の中で、地域社
会や家庭の様相は大きく変容し、社会的孤立や経済的困窮を要因とする様々な生活
課題が顕在化しており、当事者個人の努力や公的な福祉サービスだけでは対応しき
れない状況が生まれてきております。
このような現状において、地域に暮らす人々が抱える生活上の様々な課題を、現
在あるいは将来の自分や家族が抱える課題として捉え、従来取り組んできた地域福
祉活動を一層充実させ、住民一人ひとりがお互いに力をあわせて地域を創ることが
重要であると考えます。
玉名市社会福祉協議会は、地域福祉の推進にあたり平成２２年度（２０１０年度）
からの第１期地域福祉活動計画、平成２７年度（２０１５年度）からの第２期地域
福祉活動計画を策定し、住民主体の原則に基づいて、行政や関係機関をはじめ地域
団体と連携・協働した取り組みに努めてまいりました。
そして、この度２０１９年度から２０２２年度までの４年間を計画期間として「地
域でつながる人と場づくり」「生活を支える体制づくり」「支え合いと助け合いの地
域づくり」を重点目標に取り組むことを柱とした「第３期玉名市地域福祉活動計画」
を策定しました。
これからも誰もが住み慣れた地域で安心していきいきと暮らしていくために、住
民に寄り添い、住民の声に応え、さらに住民との協働により地域福祉の推進に努め
てまいりますので、市民の皆様のより一層のご理解とご協力をよろしくお願いいた
します。
結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただいた策定委員会
委員の皆様、そして地域福祉座談会にご協力いただきました皆様に心から感謝申し
上げます。
平成３１年３月

社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会
会長 藏原 隆浩
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資料編

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、少子高齢化の進展や人口減少社会への突入とともに、核家族化の進行、価値観の
多様化など社会状況の変容に伴い、地域住民のつながりの希薄化など生活の場である地域
の状況も変化し、個人や世帯単位で複合的な支援を必要とする状況がみられ、対応が困難
なケースが浮き彫りとなってきています。

こうした中で、国では個人や地域が抱える複合的課題等への包括的な支援を行うため、
制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、住民一人ひとりの暮らし
と生きがいを地域とともに創っていく「地域共生社会」の考え方が位置づけられました。
地域共生社会の実現を目指すためには、支援を必要とする人への公的サービスの提供とい
う形だけではなく、地域住民同士の支え合いや助け合いが必要不可欠となります。

こうした背景において、平成 30 年度より行政が策定にした第 3 期玉名市地域福祉計画
（201８年度～2022 年度）が推進されています。その計画を実現・実行するための中核
をなす社会福祉協議会の行動のあり方を定める地域福祉活動計画を、玉名市地域福祉計画
と一体として策定し、より実効性を高めることを目指すとともに、近年の社会状況や国の
制度改正・動向を踏まえたものとするため、計画期間を変更し、第 3 期玉名市地域福祉活
動計画を策定します。
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２ 地域福祉とは
「地域福祉」とは、手助けや支援を必要としている人が抱える生活上の様々な問題や課
題を高齢者や障がいのある人、子どもといった対象別ではなく、自分たちが住んでいる「地
域」を中心に考え、誰もが安心して自立した生活を送ることができるよう、地域のつなが
りを深め、人々がともに助け合いながら、暮らしやすいまちづくりを進めていこうとする
取り組みのことです。
社会福祉法における地域福祉の推進に関する条文【社会福祉法第 4 条 地域福祉の推進】
（地域福祉の推進）
第4条

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

は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常
生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、
地域福祉の推進に努めなければならない。

３ 自助・互助・共助・公助の役割
人々が生活を営んでいる地域社会が、そこに住むすべての人たちにとって住みやすいと
ころとなるためには、公的な制度による福祉サービスが整備される（公助）だけでなく、
家族を含めた自らの行動（自助）や隣近所の住民同士などの身近な人間関係の中で、組織
化されていないけれども、お互い様の気持ちで支え合い、助け合うこと（互助）も大切に
なります。
同時に、地域住民や地域活動・地域福祉活動を行う人たちや福祉サービス事業者などが
地域において組織をつくり、それぞれが役割を担った活動（共助）は、家族機能の弱体化
や近隣住民同士の関係性の希薄化などが指摘されるなか、その重要度がますます高まって
います。

＜地域福祉の向上に向けた４つの助け＞
自助
個人や家族による支え合い・助け合い。
➡個人や最も身近な家族が解決にあたる

互助
身近な人間関係のなかでの組織化を前提としないお互い様の気持ちによる支え合い・助
け合い。
➡隣近所の友人や知人、別居する家族が、お互いに支え合い、助け合う
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共助
地域で暮らす人たちや地域活動・地域福祉活動を行う人たち、地域の施設・事業所など
が組織化し、協働していくことによる支え合い・助け合い。
➡「地域ぐるみ」で福祉活動に参画し、地域社会全体で支え合い、助け合う

公助
保健・福祉・医療その他の関連する施策に基づき、行政機関が公的な福祉サービスを提
供することや地域における福祉活動を支援することによる支え。
➡行政の取り組み
資料：第 3 期玉名市地域福祉計画より

～ それぞれの役割が「連携」し、つなぐことが大切です ～
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第２章

計画の概要

１ 地域福祉活動計画とは
地域福祉を推進するにあたり、中核的な役割を担う社会福祉協議会が、地域住民、社会
福祉に関する活動を行う者（個人・グループ・団体等）、社会福祉を目的とする事業（福祉
サービス提供等）を経営する者及び行政機関などと協力し、民間サイドからの福祉のまち
づくりを進めるための活動及び行動の計画が『地域福祉活動計画』となります。
社会福祉協議会が、この計画を策定するのは社会福祉法第 109 条で地域福祉を
推進することを目的とする福祉団体と位置づけられているためです。

２ 地域福祉計画との関係性
地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条に規定されている「市町村地域福祉計画」です。
玉名市では、平成 30 年度から第 3 期の地域福祉計画が推進されています。玉名市におけ
る地域福祉の推進のため、地域の様々な生活上の課題の解決に向けた取り組みを進め、
「と
もに生きる地域社会づくり」を目指すための「理念」と「仕組み」をつくる計画です。
地域福祉推進のための理念や仕組みを作る「地域福祉計画」と、その計画を実行するた
めの活動・行動のあり方を定める「地域福祉活動計画」は、いわば車の両輪のように、地
域住民をはじめとする地域福祉の推進に関わる様々な担い手の参加と協力を得ながら、取
り組みを展開するという共通の目的を持つもので相互に連携することが重要です。
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３ 地域福祉活動計画の期間
本計画の期間は、2019 年度から 2022 年度までの 4 ヵ年とします。
なお、本計画は、地域状況や法改正･制度改正を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。
計画／年度

地域福祉計画
(行 政)

地域福祉活動計画
(社会福祉協議会)

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

第 2 期玉名市地域福祉計画
2013 年度～2017 年度
第 3 期玉名市地域福祉計画
2018 年度～2022 年度

第 2 期玉名市地域福祉活動計画
2015 年度～2018 年度

期間変更

第 3 期玉名市地域福祉活動計画
2019 年度～2022 年度
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第３章

地域福祉の状況

１ 年齢別人口の推移
年齢層を平成 2 年と平成 30 年を比較していくと、50 歳代まで平成 30 年の人口が減
少していることから少子化が進んでいることがうかがえ、60 歳代から平成 30 年の人口
が大幅に増加しており、急速に高齢化が進んでいること見受けらます。
60 歳代の平成 30 年の人口が大きいのは、1947 年から 1949 年生まれの団塊の世代
と呼ばれる方々が 60 歳代後半となっている年齢層です。
年齢別人口構成の推移
0
9

平成３０年100代

54

1

平成 ２年100代

2

398
89
2,321

3,628

6,000

238
3,855

平成３０年８０代

942

1,564

平成 ２年８０代

4,507

平成３０年７０代

2,152

3,223

平成 ２年７０代

5,332

5,298

平成３０年６０代

3,853

4,851

平成 ２年６０代

3,950

4,178

平成３０年５０代

4,741

5,300

平成 ２年５０代

3,727

3,866

平成３０年４０代

4,863

5,191

平成 ２年４０代

3,575

3,501

平成３０年３０代

4,938

4,946

平成 ２年３０代

3,031

2,799

平成３０年２０代

3,489

3,928

平成 ２年２０代

3,039

3,036

平成３０年１０代

4,922

4,931

平成 ２年１０代

2,861

2,586

平成３０年０代

4,740
6,000

4,000

1,299

平成３０年９０代
平成 ２年９０代

（人）

2,000

4,382

平成 ２年０代

4,000

2,000

0
年齢（平成２年/平成３０年）

（人）

男

女

資料：玉名市 国勢調査データ 年齢別（昭和 55 年から平成 27 年）より
玉名市 人口速報 平成 30 年 3 月末日現在の人口と世帯（小学校区別年齢別総計票）より
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２ 年齢区分別人口の推移
平成 2 年から平成 30 年までの 28 年間で、総人口が 6,436 人減少し、年少人口（0～
14 歳）は 5,755 人減少、生産年齢人口（15～64 歳）は 10,466 人減少、老年人口（65
歳上）は 9,785 人増加しています。また、平成 30 年 3 月 31 現在で、高齢化率 32.6％、
年少人口比率 12.6％となっており、急速な少子高齢化が進んでいます。
年齢区分別人口の推移
50,000
45,000

73,286

72,900

47,096

45,764

73,041

71,809

45,153

69,391

66,850

66,604

43,419

40,000

70,000
60,000

40,962

35,000

36,630

50,000

30,000
40,000

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

16,532
14,238
11,356
12,898

14,164

19,322

18,319

21,811 30,000

20,826

20,000

10,071

12,026

9,107

8,477

8,409

0

10,000
0

平成2年

平成7年

年少人口
（0～14歳）

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成30年

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳以上）

総人口

※総人口は、年齢不詳を含む。
資料：玉名市 国勢調査データ 年齢別（昭和 55 年から平成 27 年）より
玉名市 人口速報 平成 30 年 3 月末日現在の人口と世帯（小学校区別年齢別総計票）より
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総 人 口（
人）

年齢 区分別人 口（
人）

37,301

３ 校区別人口構成
校区別の人口構成では、高齢化率が 30％以上の校区が 19 校区で、その中の６校区が
40％以上となっています。また、年少化率が 10％以下の校区が 5 校区となっており、世
帯員数もすべての校区が３人以下となっています。

校 区

世帯数

人 口

(世帯)

(人)

年少
人口

年少
化率

生産
人口

生産
人口率

(人)

(％)

(人)

(％)

（平成 30 年 3 月末日現在）
高齢者
高齢
世帯
人口
化率
員数
(人)
(％)
(人)

玉名町

5,844

12,692

1,660

13.08

7,316

57.64

3,716

29.28

2.17

築

山

3,346

8,394

1,563

18.62

5,074

60.45

1,757

20.93

2.51

滑

石

1,171

2,867

265

9.24

1,429

49.84

1,173

40.91

2.45

大

浜

1,072

2,793

306

10.96

1,497

53.60

990

35.45

2.61

豊

水

488

1,261

135

10.71

613

48.61

513

40.68

2.58

伊

倉

1,518

3,628

440

12.13

1,893

52.18

1,295

35.69

2.39

八

嘉

1,453

3,216

321

9.98

1,666

51.80

1,229

38.22

2.21

林

550

1,302

106

8.14

672

51.61

524

40.25

2.37

小

田

372

935

106

11.34

471

50.37

358

38.29

2.51

玉

名

881

2,123

287

13.52

1,160

54.64

676

31.84

2.41

月

瀬

243

593

38

6.41

299

50.42

256

43.17

2.44

石

貫

430

1,179

135

11.45

646

54.79

398

33.76

2.74

三ツ川

290

717

81

11.30

347

48.40

289

40.31

2.47

計

2,766

6,849

753

10.99

3,595

52.48

2,501

36.51

2.47

睦

合

1,572

3,789

440

11.61

2,034

53.68

1,315

34.71

2.41

大

野

1,589

3,898

555

14.24

2,129

54.62

1,214

31.14

2.45

高

道

1,342

3,370

427

12.67

1,742

51.69

1,201

35.64

2.51

1,101

2,759

287

10.40

1,440

52.19

1,032

37.40

2.51

玉 陵

梅

鍋
横

島

1,947

5,202

600

11.53

2,946

56.63

1,656

31.83

2.67

玉

水

1,041

2,876

325

11.30

1,554

54.03

997

34.67

2.76

小

天

1,017

2,614

283

10.83

1,366

52.26

965

36.92

2.57

小天東

222

642

49

7.63

336

52.34

257

40.03

2.89

玉名市

27,489

66,850

8,409

12.58

36,630

54.79

21,811

32.63

2.43

※平成 30 年 4 月より梅林校区、小田校区、玉名校区、月瀬校区、石貫校区、三ツ川校区が統合し玉陵校区となっています
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４ 要介護・要支援認定者の状況
要介護・要支援認定者数は、平成 28 年まで増加していましたが、平成 29 年度より玉
名市で介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、要支援 1・2 の認定者が減少し、平
成 28 年では 4,588 人の認定者から平成 30 年は 4,180 人の認定者へと 408 人減少し
ています。
要介護・要支援認定者の推移

（人）

5,000
4,500

308

511

524

538

526

512

489

501

351
要介護５

483
539

679

678

678
要介護２

677
965

1,013

1,094

1,132

927
1,500

860

要介護３

672

743
604

1,189

864

1,000

600

360

529

605

487

要介護４

506
730

500
2,500

346
480

528

396
540

2,000

370

328
455

3,000

388

382

4,000
3,500

380

679

678

684

683

要介護１

要支援２

515

500
627

736

680

735

684

466

要支援１

0
平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

資料：厚生労働省 介護保険事業状況報告月報（暫定）3 月末より

介護予防・日常生活支援総合事業とは
市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービ
スを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的
かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。
資料：厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ」より
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５ 障がい者手帳所持者の状況
障がい者手帳の所持者は、平成 30 年では身体障害者手帳所持者数が全体の 77％で
3,590 人、続いて療育手帳所持者数が 13％の 614 人、精神障害者保健福祉手帳所持者
数が 10％の 472 人となっています。
身体障害者手帳所持者数は、平成 26 年まで増加傾向でしたが、平成 27 年から減少傾
向となっています。療育手帳所持者数は、年々微増傾向にあり、精神障害者保健福祉手帳
所持者数は、平成 27 年まで増加傾向にありましたが、平成 28 年から減少しています。
障がい者手帳所持者の種別構成比
精神
10%
知的
13%

身体
77%
※平成 30 年 3 月末日現在の割合

障がい者種別構成の推移

（人）
5,000
4,500
4,000
3,500

348
371

395
400

406
426

502

490

488

472

469

595

596

614

614

3,846

3,828

3,768

3,710

3,590

452

3,000
2,500
2,000
1,500

3,469

3,610

3,727

1,000
500
0
平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
身体

知的

資料：玉名市障がい福祉計画より
玉名市総合福祉課より
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精神

（各年 3 月末日現在）

６ 生活保護受給の状況
生活保護受給世帯と受給人員は、平成 25 年まで増加にありましたが、平成 26 年から
平成 29 年まで微増減傾向となり、平成 30 年から減少しています。
平成 27 年 4 月から、生活に困窮している人が自立した生活を送ることができるよう支
援する生活困窮者自立支援制度が開始され、全国に相談窓口が設置されています。
生活保護受給世帯・受給人員の推移

（人）

700
564

600
500

446

595

575

597

609

（世帯）

526

481

400
300
200

356

383

424

453

445

457

466

424

平成20年

平成22年

平成24年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

100
0

世帯

人員

（各年 3 月末日現在）

資料：玉名市くらしサポート課より
熊本県健康福祉部長寿社会局社会福祉課「熊本県の生活保護」平成 28 年度統計資料より

生活困窮者自立支援制度とは
就職・住居・家計管理・子どもの学習など生活全般にわたる困りごとに対して、専門の支援
員が相談者一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、寄り添いながら、他の専門機関
と連携して、自立に向けた支援を行う制度です。
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７ 児童扶養手当受給資格者の状況
ひとり親家庭などに支給される児童扶養手当の受給資格者数は、母子世帯の受給資格者
数が年々増加傾向にありましたが、平成 29 年から減少傾向にあり、父子世帯の受給資格
者は、年々微増傾向にあります。
児童扶養手当受給資格者数の推移

（人）

750
700
650

71

65

54

61

613

601

平成24年

平成26年

70

71

600
550
500
547

573

630

640

平成27年

平成28年

614

596

平成29年

平成30年

450
400
平成20年

平成22年

父子世帯

母子世帯

（各年 3 月末日現在）

※支給停止者も含む。
※父子世帯は、平成 22 年 8 月より受給対象。
資料：玉名市子育て支援課より

児童扶養手当とは
父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と
自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
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８ 成年後見制度の利用状況
過去５年間の申し立ての件数を見ると、各類型（後見・保佐・補助）ともに増減を繰り返
している状況です。また、申し立てが多い類型は、各年を見ても後見開始の申し立てが１
番多く、続いて保佐開始、補助開始の順となっています。
今後、認知症高齢者等がますます増加することが予測されており、制度の需要も高まる
ことが予想されます。
（件）

50

過去5年間の申立件数
43

40

35

32

30

33

32

22

20
10

14
9
2

2

1

4

4

3

0

0
平成25年

平成26年
後見開始

平成27年

平成28年

保佐開始

補助開始

平成29年

※熊本県家庭裁判所玉名支部が管轄する２市４町の合算数です。
荒尾市、玉名市、玉東町、和水町、南関町、長洲町

成年後見制度の利用者数（玉名市）
利用者数

平成 30 年 12 月現在

後見

保佐

補助

任意後見

84 人

15 人

4人

2人

資料：熊本家庭裁判所玉名支部より

成年後見制度とは
判断能力が十分でない方（知的障がい者・精神障がい者・認知症の方など）を保護し支援す
るための制度です。例えば、介護契約等の身上監護を目的とする法律行為や預貯金の管理等の
財産管理に関する法律行為を援助するものです。
成年後見制度には、２つの種類があります。
○任意後見制度：将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、
「誰に」、
「どのような支援
をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
○法定後見制度：判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が援助者として成年後見人等を選
任する制度です。判断能力の程度など本人の事情に応じて、
「後見」、
「保佐」、
「補助」の３つの類型があります。
《本人の判断能力》
後見：判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐：判断能力が著しく不十分な方
補助：判断能力が不十分な方
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９ 年齢区分別人口の将来推計
2015 年の国勢調査を基に、2015 年 10 月 1 日から 2045 年 10 月 1 日までの 30
年間（5 年ごと）について国立社会保障・人口問題研究所が予測した将来人口の推移では、
2015 年から 2045 年までの 30 年間で、年少人口は、2,948 人減少、生産年齢人口は
15,153 人減少、老年人口は 2,006 人減少し、総人口が 20,107 人減少することが予測
されており、人口減少社会に突入していることがうかがえます。また、老年人口は、2025
年まで増加し、以降減少していくことが予測されています。
年齢区分別人口の将来推計
40,000

66,782

35,000

37,399

70,000

63,694
60,361
57,001
33,591

30,000

60,000

53,630
50,173
28,289

25,000

26,388

40,000

24,217

20,000

50,000

20,906

22,138

22,352

21,833

20,863

22,246
19,997

18,900 30,000

15,000
20,000

10,000
5,000

8,477

7,965

7,445

6,879

6,379

5,959

10,000
5,529

0

0
2015年

2020年

年少人口
（0～14歳）

2025年

2030年

生産年齢人口
（15～64歳）

2035年

2040年

老年人口
（65歳以上）

2045年
総人口

資料：国立社会保障・人口問題研究所 『日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）』より

- 14 -

総 人 口（
人）

年齢 区分別人 口（
人）

46,675

30,564

第４章

施策の展開

１ 基本理念
だれもが住み慣れた地域で安心していきいきと暮らしていくために、玉名市社会福祉協
議会は住民に寄り添い、住民の声に応え、さらに住民との協働により地域福祉を進めてい
ます。玉名市社会福祉協議会の基本理念であり、第１期及び第２期玉名市地域福祉活動計
画の基本理念ともなっている「あなたのそばで あなたに応え あなたと創る 玉名市社
会福祉協議会」を第３期地域福祉活動計画の基本理念として引き継ぐこととします。
基 本 理 念

あなたのそばで

あなたに応え あなたと創る
玉名市社会福祉協議会

２ 計画の構成
基本理念

重点目標

取り組み
① 福祉教育の充実
② 地域の担い手育成

あなた のそば で あなたに応え あなたと創 る

地域でつながる人
と場づくり
③ ボランティア活動の推進

④ 交流の機会の充実

① 広報・啓発活動の充実

生活を支える体制
づくり

② 相談支援体制の充実とアウトリーチの徹底
③ 利用者本位の福祉サービスの提供
④ 包括的な支援体制の推進

① 支え合いの体制づくり
支え合いと助け合
いの地域づくり

② 見守り活動の推進
③ 災害に備えた体制づくり
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３ 重点目標と取り組み
◆◆ 重点目標１ 地域でつながる人と場づくり ◆◆
ともに支え合う地域づくりを実現するためは、地域住民が相互に支え合う意識づくりと
活動を担う人づくりが大切となります。
そのために、地域に住む人同士が知り合い、支え合う意識を自然に育むことができるよ
う、地域での交流の場づくりを進めるとともに、人と人とがお互いを理解し尊重し合うこ
とができるよう、福祉教育の充実に取り組みます。
また、地域に住む人の豊富な経験や知識を地域の活動に活かすためのきっかけづくりや
地域で活躍する場を設けるなど、地域福祉活動の活性化に取り組みます。

○地域福祉座談会より
「勉強も大切だが心の教育をもっとしてほしい」、
「住民に現状認識と関心を促す」、
「地
域住民に対する福祉の啓もうや啓発の機会を多く設定する」などの意見が出され、福祉
に対する関心と理解を高める取り組みが求められていることを感じました。また、
「年を
取っても社会貢献できるシステムづくり」、「リーダーの育成」、「行事などにボランティ
アの協力があれば」などの意見も出され、福祉活動を担う人材の発掘や育成とその担い
手をつないでいく取り組みの必要性を感じました。
地域の公民館活動やお祭り、イベント、遊び場が必要との意見が多く出され、身近な
地域で誰もが参加でき、交流ができる場を求めている人が多いことがうかがえました。

○玉名市地域福祉計画策定時の住民アンケート・分野別課題調査より
◦地域で支え合いの活動を活発にしていくには、福祉活動の意義と重要性の啓発、支援
ができる人の育成が必要で、福祉に関する理解を深めるためには、当事者の話や交流
する機会が必要であるとの考えが多い。
◦高齢者や障がい者、子どもなど、どの分野でも交流する機会が求められている。
◦高齢者への声かけや見守り、ゴミ出しなどの生活支援、施設訪問などの地域活動やボ
ランティア活動に参加したいと思う人が多い。

◇◇ 取 り 組 み ◇◇
① 福祉教育の充実
年齢や性別、障がいの有無などに関係なく、住民一人ひとりが地域の一員としてともに
支え合う福祉意識の醸成と福祉力向上につながる学習会や研修会などに取り組みます。ま
た、教育機関に働きかけ、児童や生徒を対象とした福祉教育の充実を図ります。
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② 地域の担い手育成
地域で主体となり活躍できる担い手の育成を目的とした各種養成講座を開催し、受講者
が積極的に活躍できる場や機会を提供します。また、地域で活動する福祉団体と連携し充
実した活動が行われるよう支援します。

③ ボランティア活動の推進
ニーズの発掘とボランティア活動の把握に努め、関係機関との情報共有と連携を図ると
ともにボランティア活動をしたい人、また、それを必要としている人からの相談に応じ、
それぞれの希望に沿ったつながりがもてるようにコーディネート機能の充実に取り組みま
す。また、各種養成講座受講者へボランティア登録やボランティア活動の紹介を行ってい
きます。
ボランティアとは
一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動
と言われており、活動の性格として、
「自主性（主体性）」、
「社会性（連帯性）」
、
「無償性（無給
性）」等があげられる。ボランティア活動を行い、実費や交通費、さらにはそれ以上の金銭を得
る活動を「有償ボランティア」と呼ぶ例もある。
資料：厚生労働省社会・援護局 地域福祉課「ボランティアについて」より

④ 交流の機会の充実
身近な地域で日常的に高齢者や障がい者、子どもなど、誰もが気軽に楽しく集える場や
お互いに悩みを語り合い交流を深めることのできる場を充実させ、住民が主体となり地域
でつながる居場所づくりを進めます。また、福祉への理解と関心を高めるための啓発の場
づくりに努めます。
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◆◆ 重点目標２ 生活を支える体制づくり ◆◆
地域で誰もが安心して自分らしく生活していくためには、必要な時に適切な支援を受け
ることができる体制の整備が大切となります。
そのために、地域における多様な福祉ニーズを的確に受けとめ、適切なサービス利用に
つながる情報提供や相談体制の充実を図るとともに関係機関との連携強化に取り組みます。

○地域福祉座談会より
ＪＲ・バス等の公共交通が不便な地域があるため、
「高齢になり食料品が買いに行けな
いのでバス等の整備」、
「路線バスの巡回を増やす」などの移動についても多くの意見が
出され、移動手段の確保は日常生活を営む上で不可欠であるだけでなく、積極的な社会
参加を促すためにも大変重要であると感じました。

○玉名市地域福祉計画策定時の住民アンケート・分野別課題調査より
◦社協広報誌「きずな」から福祉サービスに関する情報を入手している人が少ない。
◦福祉に関する支援の相談先として期待されており、適正な利用につながるきめ細やか
な情報の提供と専門性の高い相談支援が求められている。
◦必要な人が必要なサービスを受けられていない実態がある。
◦気軽に相談できる雰囲気や環境が求められている。
◦虐待の早期発見や防止、複合的な問題への対応には関係機関と情報を共有し、連携を
図ることが必要である。
◦複雑かつ多問題化している生活上の課題の解決に向けた取り組みが求められている。

◇◇ 取 り 組 み ◇◇
① 広報・啓発活動の充実
より多くの住民が情報を活用できるよう広報誌やホームページを通してわかりやすく最
新の福祉情報を提供します。また、ボランティア活動や地域の様々な活動の情報を収集し
広報誌やホームページへ掲載し広く周知することで参加と関心を促します。

② 相談支援体制の充実とアウトリーチの徹底
専門性の向上に努め、様々な生活課題に対する不安の解消と課題解決に向けた助言や支
援、また専門機関への適切な橋渡しなど、相談支援体制の充実を図ります。また、地域社
会からの孤立、サービスや支援の拒絶など、必要な支援につながらない人へ積極的に働き
かけ、課題解決に取り組みます。
アウトリーチとは
社会福祉の利用を必要とする人々のすべてが、自ら進んで申請をするわけではない。そこで、
社会福祉の実施機関はその職権によって潜在的な利用希望者に手を差し伸べ、利用を実現させ
るような積極的な取り組みのことをいう。
資料：社会福祉用語辞典より
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③ 利用者本位の福祉サービスの提供
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、多様なニーズに対応できる福
祉サービスの提供に努め、従来の制度やサービスでは対応困難な課題について、ニーズを
把握し、必要とされる新たなサービスを展開します。

④ 包括的な支援体制の推進
地域の組織や団体、関係機関、事業所などと連携・協働し支援を必要とする人や世帯を
包括的かつ継続的に支援できる体制づくりを進めます。

◆◆ 重点目標３ 支え合いと助け合いの地域づくり ◆◆
地域で、支え合いや助け合いの必要性を強く感じている一方、近年は地域への関心がな
い人や地域との関わりを持たない人が増加し、住民同士の結びつきの希薄化が指摘されて
います。住民の誰もが生きがいを持ち、安心して暮らすことのできる地域社会を確立する
ためは、行政サービスだけではなく、住民一人ひとりが地域のことや隣近所、周囲の人に
関心をもち、ともに支え合う関係が地域の中で形成されることが大切となります。
そのために、地域住民が抱える多様な生活課題を解決していく支え合いの体制づくりと、
日頃からの地域のつながりや住民主体による活動を支援します。
また、災害などの緊急時に備え、平常時からの「顔の見える関係づくり」を支援します。

○地域福祉座談会より
世代間や隣近所、地域内などそれぞれの場面でつながりや関わりが必要との意見が多
く聞かれ、人と人とのつながりや地域社会との関わりが少ない住民が増えつつある状況
がうかがえました。
子ども達や高齢者などへの見守り活動、防犯や災害訓練など安心して暮らすことので
きる地域づくりを進めるためには、日頃からの挨拶や隣近所との関係を築きながら住民
同士の支え合いや助け合いによる人にやさしい地域づくりの必要性が感じられました。

○玉名市地域福祉計画策定時の住民アンケート・分野別課題調査より
◦地域の中で暮らしていくために自分にできることは、できるだけ地域での出来事に関
心を持つと思う人が多い。
◦福祉は、行政と住民が協力しながら、地域で支え合うべきと考えている人が多い。
◦自分ができる支援と地域に求める支援ともに、安否確認の声かけや災害時の手助けと
考えている人が多い。
◦災害などの緊急時の備えとして、避難方法の確認の次に日頃からの隣近所との挨拶や
声かけ、つきあいが重要と思っている人が多い。
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◇◇ 取 り 組 み ◇◇
① 支え合いの体制づくり
ともに支え合う地域づくりの啓発に努め、ふれあいネットワーク未設置校区の福祉活動
をより一層促進するために、地域に働きかけその必要性と意義について、理解を求めてい
きます。また、既に設置され活動が展開されている校区については、協議の場や活動の場
に積極的に参加し、情報提供や助言を行うなど継続的な支援に努めます。
ふれあいネットワークとは
地域の中で、支援が必要な方々を地域に合った支え合い活動で助け合い、地域の困りごとを
その地域全体で解決できる仕組みを作ることで、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるま
ちづくりを目指すものです。

② 見守り活動の推進
地域で安心して暮らすことができるよう福祉協力員の設置に取り組み、民生委員・児童
委員と福祉協力員が協働した見守りや声かけ活動を推進していきます。
民生委員・児童委員とは
民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、同じ地域で生活する住民の一員として、
住民からの様々な生活上の困りごとや心配ごとに関する相談に応じ、必要な支援を受けられる
よう、地域の専門機関へのつなぎ役としての役割を担っています。
資料：全国民生委員児童委員連合会「民生委員・児童委員とは」より

福祉協力員とは
地域の支え合い活動を推進していくため、地域から選任された地域福祉活動を支える地域ボ
ランティア。行政区ごとに 50 世帯あたり１名を目安に選任され、民生委員・児童委員等と連
携しながら見守りや声掛け活動を中心に、地域で取り組まれている福祉活動などへの協力を行
っています。

③ 災害に備えた体制づくり
大規模災害時に開設する「災害ボランティアセンター」を円滑に運営するには、住民を
はじめ多くのボランティアの理解と協力が必要であることから、住民参加による実践的な
訓練と支援者の養成に取り組みます。また、近隣の社会福祉協議会と連携を強化するため、
合同訓練等を検討していきます。
災害ボランティアセンターとは
災害による被災者・被災地支援を目的に、ボランティア活動を円滑に行うために設置される
災害復興支援に特化したボランティアセンターです。
近年では、災害発生後に全国からボランティアが被災地に駆けつけて来るようになり、被災
者を支援したいボランティアと支援を受けたい被災者との窓口となり、双方を調整し、「つな
ぐ」役割をつとめます。
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４ 事業の推進
玉名市社会福祉協議会事業体系図
重点目標／取り組み

重点目標１
地域でつながる人と場づくり
《取り組み》
①福祉教育の充実
②地域の担い手育成
③ボランティア活動の推進
④交流の機会の充実

玉名市地域福祉計画
基本目標Ⅳ
気軽に参加できる環境づくり

重点目標２
生活を支える体制づくり
《取り組み》
①広報・啓発活動の充実
②相談支援体制の充実
とアウトリーチの徹底
③利用者本位の福祉サービス
の提供
④包括的な支援体制の推進
玉名市地域福祉計画
基本目標Ⅰ
支援につながる仕組みづくり
基本目標Ⅱ
連携した支援ができる体制づくり

事業名
(1)発達障害児子育て学習支援事業
(2)一日お父さん・お母さん事業
(3)高齢者ふれあい事業
①ふれあい会
②あいあい交流会
(4)ふれあいいきいきサロン推進事業
(5)福祉まつり
①岱明福祉まつり
②横島福祉まつり
③天水福祉まつり
(6)ワークキャンプ事業
(7)高齢者と子どものふれあい事業
(8)地域子育て支援拠点事業
(9)高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業
(10)総合的な学習の支援
(11)福祉現場実習の受入れ
(12)救急法等の講習活動
(13)手話体験教室
(14)地域福祉団体合同研修会
(15)福祉功労者表彰
(16)ボランティアセンター運営
(17)ボランティア情報誌発行事業
(18)福祉団体等との連携と活動支援
(19)福祉協力校事業
(20)特別支援学級への助成
(21)小学校の空き教室を活用した地域交流活性化事業
(22)ちびっこ広場遊具の修理
(23)指定管理施設の管理運営

(1)広報誌発行事業
(2)社協ホームページの管理運営
(3)メール配信システムの充実
(4)心配ごと相談所設置事業
(5)無料法律相談事業
(6)包括支援センター運営
(7)認知症施策総合推進事業
(8)サービス苦情相談窓口及び苦情解決第三者委員会設置運営
(9)夏休み子どもデイサービス事業
(10)外出支援サービス事業
(11)高齢者水中ウォーク教室
(12)福祉バス運行事業
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重点目標／取り組み

重点目標２
生活を支える体制づくり
《取り組み》
①広報・啓発活動の充実
②相談支援体制の充実
とアウトリーチの徹底
③利用者本位の福祉サービス
の提供
④包括的な支援体制の推進
玉名市地域福祉計画
基本目標Ⅰ
支援につながる仕組みづくり
基本目標Ⅱ
連携した支援ができる体制づくり

重点目標３
支え合いと助け合いの地域づくり
《取り組み》
①支え合いの体制づくり
②見守り活動の推進
③災害に備えた体制づくり
玉名市地域福祉計画
基本目標Ⅲ
安心して暮らせる基盤づくり

その他の事業
（計画推進に該当しない事業）

事業名
(13)福祉機器等貸出事業
①福祉機器貸出
②備品貸出
(14)居宅介護支援事業
(15)訪問介護事業
(16)通所介護事業
(17)居宅介護・重度訪問介護事業
(18)障害者移動支援事業
(19)ふれあい援助事業
①ふれあいサービス
②ふれあいデイ
(20)シルバー料理教室
①シルバー料理教室
②シルバー料理サロン
(21)ファミリーサポートセンター事業
(22)地域福祉権利擁護事業
(23)安心生活支援事業
(24)法人後見事業
(25)緊急援護資金貸付事業
(26)生活福祉資金貸付事業
(27)福祉金庫貸付事業
(28)高額療養費等貸付事業

(1)ふれあいネットワーク事業
(2)福祉協力員設置事業
(3)生活支援体制整備事業
(4)地域生活支援活動推進事業
(5)災害ボランティアセンター機能強化事業

(1)社協会員募集事業
(2)共同募金運動への協力
(3)日赤会員募集への協力
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玉名市社会福祉協議会の事業推進
社会福祉協議会では、下記の事業に取り組んでいきます。

◆◆ 重点目標１ 地域でつながる人と場づくり ◆◆
◇◇ 取り組み ◇◇
①福祉教育の充実 ②地域の担い手育成
④交流の機会の充実

③ボランティア活動の推進

事業名・内容

計画期間の取り組み

(1)発達障害児子育て学習支援
(親子育ちの応援学級)

将来を見据えた事業展開を
考え実施していく。また、子
どもの年代に合わせたプロ
グラムの検討や参加者同士
でこれまでの経験や知識を
語り合える関係性をつくり
上げていく。

心身に発達の遅れや発達障がいの
ある子どもとの関わり方を学ぶ場
と参加者が交流する機会を提供
し、子育てに関する不安や悩みを
解消し、自らの育児力を向上させ
ることを支援する。

(2)一日お父さん・お母さん事業
ひとり親家庭を対象に家族のふれ
あいの場を提供し、家庭間の交流
を深めながら参加者同士の仲間づ
くりや児童の健全育成を目的に交
流会や一日旅行等を実施する。
玉名市母子寡婦福祉連合会と共催

(3)高齢者ふれあい事業
ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯
を対象にふれあいの機会を提供す
る。

本事業がニーズに合わない
状況となっており、新たな
事業に転換する。また、玉名
市母子寡婦福祉連合会活動
が自主的に展開されるよう
必要な支援を行う。

2019

年
2020

度
2021

2022

事業内容の充実

新たな事業へ転換

①ふれあい会(岱明地区)
ふれあいネットワーク活動
の中で実施する住民主体の
サロン活動へ移行してい
く。

ふれあいネットワーク活動の充実

②あいあい交流会(天水地区)
ふれあいネットワーク活動
の中で実施する住民主体の
サロン活動へ移行してい
く。

ふれあいネットワーク活動の充実

(4)ふれあいいきいきサロン推進 日常的な交流ができる関係
づくりや支え合いの強化に
事業
公民館等で実施されているふれあ
いいきいきサロン活動を支援し、
活性化を図る。

つながるように地域活動へ
必要な支援を行い、住民主
体の取り組みを支える。
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地域活動を支援し拡充

事業名・内容

(5)福祉まつり
身近な地域で、地域住民がお互い
に支え合い安心して暮らせるまち
づくりを目指し、地域福祉活動に
携わる団体やグループ、福祉施設
等と協働して交流や体験の場を提
供する。

計画期間の取り組み

2019

年
2020

度
2021

①岱明福祉まつり
開催時期や参加団体・ボラ
ンティア募集の方法を検討
し、より多くの住民やボラ
ンティアに参加協力しても
らえるよう努める。

実施方法を見直し継続

②横島福祉まつり
開催時期や参加団体・ボラ
ンティア募集の方法を検討
し、より多くの住民やボラ
ンティアに参加協力しても
らえるよう努める。

実施方法を見直し継続

③天水福祉まつり
開催時期や参加団体・ボラ
ンティア募集の方法を検討
し、より多くの住民やボラ
ンティアに参加協力しても
らえるよう努める。

(6)ワークキャンプ事業
福祉への理解と関心を高め、ボラ
ンティア活動に対するきっかけづ
くり、社会連帯意識の高揚を目的
として実施する。

(7) 高齢者と子どものふれあい事業
(ふれ愛一本松交流館)
一本松団地周辺住民を対象に高齢
者の介護予防や子ども達が安心し
て遊べる場を提供し、高齢者と子
ども達の交流を推進する事業を計
画し実施する。

これまでの福祉枠に固執し
ないプログラムを立案し、
社協事業との関わりの中
で、参加者をつなげていく
など周知の徹底に努める。

実施方法を見直し継続

実施方法を見直し継続

地域住民が交流する場であ
り、積極的な住民の協力と
参加を得ながら活動の充実
に努める。
現行のまま継続

(8) 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 講習会や交流活動の充実に
努め、継続していく。
(たまっ子らんど)
子育て中の親子が安心して集うこ
とができる場を提供し、育児相談
や子育てに関する講習、学習会、子
育て関連の情報提供を行う。

(9)高齢者世話付住宅生活援助
員派遣事業

現行のまま継続

安心した在宅生活を支し、
継続していく。

居住する高齢者に対し、生活援助
員を派遣して生活の相談や指導、
安否確認、関係機関との連絡対応
等のサービスを提供することによ
って、在宅生活を支援する。

(10)総合的な学習の支援
学校からの依頼により児童や生徒
が福祉について理解しやすい体験
学習や講師派遣、地域のボランテ
ィア等による学習支援を行う。

現行のまま継続

学校の依頼内容に応じたプ
ログラムが実施できるよう
職員の専門性の向上に努
め、継続していく。
現行のまま継続
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2022

事業名・内容

(11)福祉現場実習の受入れ
社会福祉援助技術現場実習や高校
生インターンシップなど実習生の
希望に沿ったプログラムを提供
し、将来を担う人材育成に努める。

(12)救急法等の講習活動
(救急員養成講座)
心肺蘇生やＡＥＤの使い方、応急
手当などの知識と技術を学ぶ講習
会を実施し、事故防止の普及・啓発
を行う。

(13)手話体験教室
聴覚障がい(者)を理解し、コミュニ
ケーション手段としての手話を体
験する機会を提供する。

(14)地域福祉団体合同研修会
市内の地域福祉に関わる団体や地
域福祉に関心のある方を対象に、
地域の中のつながりを見つめ直
し、互いに助け合い、安心して暮ら
せる地域づくりを推進することを
目的に地域の課題解決に向けた取
り組みや地域福祉の学習の場とす
る研修会を実施する。

(15)福祉功労者の表彰
地域において永年ボランティア活
動などの善行を継続して行われて
いる方や高額寄付、金品寄付等の
福祉功労者を表彰する。

計画期間の取り組み

2019

年
2020

度
2021

安定的な受入れができるよ
う指導者の育成と確保に努
める。
指導者を育成し継続
日赤活動が認知されるよう
広報誌やホームページ以外
にも市役所や九州看護福祉
大学、社協各支所にチラシ
やポスターを配布し、周知
に努める。
聴覚障がい（者）への理解や
手話を知る最初のきっかけ
づくりの場となるため充実
した内容となるよう講師や
協力者へ意見を聞き、開催
日や時間等について検討を
行う。

実施方法を見直し継続

実施方法を見直し継続

地域福祉の啓発と各種団体
等の学びの場となるため、
充実した内容に努め、実施
する。

実施方法を見直し継続

広く認知されるよう実施時
期を固定し、地域福祉団体
合同研修会と併せて実施す
る。
実施方法を見直し継続

ニーズの発掘とボランティ
ア活動の把握に努める。ま
ボランティア活動を推進するた
た、ボランティアコーディ
め、ボランティアについての相談・
ネータ—の資質向上に努
支援や活動の場を提供する。
め、コーディネート機能の
充実を図る。

(16)ボランティアセンター運営

実施方法を見直し継続

(17)ボランティア情報誌発行事業 活動の場である地域に出向
地域住民へボランティアに関する
情報を提供するための広報誌等を
発行する。

き、情報を収集し、ボランテ
ィア活動・情報を発信して
いく。
実施方法を見直し継続
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2022

事業名・内容

計画期間の取り組み

(18)福 祉 団 体 等 と の 連 携 と
活動支援

人的支援
各種福祉団体が充実した活
動が図られるよう支援のあ
り方を職員が認識し必要な
支援を行う。

安心して暮らせる福祉のまちづく
りを目指し、各種福祉団体や関係
機関等と連携し地域福祉を推進す
る。また、地域の各種福祉団体が充
実した活動が図られるよう必要な
人的支援や活動費の支援を行う。

(19)福祉協力校事業
市内小・中学校・高校の福祉活動を
推進し、福祉の心を育成すること
を目的に学校からの申請に基づ
き、審査し活動費の一部を助成す
る。

活動費助成
財源となる社協会費、寄付
金、共募配分金への理解と
協力を求め、現行を維持し
つつ、各団体の活動を支援
していく。
事業説明会の実施や実際に
活動の場に参加し、助成金
が有効活用されるよう働き
かけを行う。また、その活動
の様子を広報誌やＨＰで紹
介し、活動の活性化に繋げ
ていく。

福祉協力校の説明会と同様
に実施し、助成金が有効活
特別支援学級で必要な機材・備品・
用されるよう働きかけを行
教材等の購入費を助成することで
う。また、特別支援学級の備
障がいのある子どもたちの教育環
品予算等の現状を確認し、
境の充実を図る。
本事業の必要性を検討す
る。

2019

年
2020

度
2021

2022

自立的活動を支援

現行を維持し継続

実施方法を見直し継続

(20)特別支援学級への助成

(21)小学校の空き教室を活用した
地域交流活性化事業
小学校の空き教室を校区住民の交
流や世代間交流の場として活用す
る。

(22)ちびっこ広場遊具の修理
神社の境内や公民館の空き地等に
設置されている遊具の修理等を行
う。

実施方法を見直し継続

ふれあいネットワーク活動
の中で実施する住民主体の
サロン活動へ移行してい
く。
ふれあいネットワーク活動の充実
申請に応じて修理・撤去を
行う。

現行のまま継続
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事業名・内容

(23)指定者管理施設の管理運営
公共施設の管理運営を行う。
①玉名市福祉センター
〈管理期間〉
2015 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
②岱明ふれあい健康センター
〈管理期間〉
2015 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
③横島総合保健福祉センター
〈管理期間〉
2016 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
④天水老人憩の家
〈管理期間〉
2019 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日

計画期間の取り組み

2019

年
2020

度
2021

2022

①玉名市福祉センター
地域ニーズに合った事業を
実施し、福祉活動の拠点と
して充実を図る。
市と協議

②岱明ふれあい健康センター
市の方針に応じ、管理運営
を行う。また、今後の福祉活
動拠点のあり方について検
討が必要。

市と協議

③横島総合保健福祉センター
地域ニーズに合った事業を
実施し、福祉活動の拠点と
して充実を図る。
市と協議

④天水老人憩の家
地域ニーズに合った事業を
実施し、福祉活動の拠点と
して充実を図る。
現行のまま継続

◆◆ 重点目標２ 生活を支える体制づくり ◆◆
◇◇ 取り組み ◇◇
①広報・啓発活動の充実 ②相談支援体制の充実とアウトリーチの徹底
③利用者本位の福祉サービスの提供 ④包括的な支援体制の推進
事業名・内容

(1)広報誌発行事業
住民へ様々な福祉情報を提供する
手段として広報誌「きずな」を発行
する。

(2)ホームページ管理運営
社協のホームページの管理運営を
行い、必要な情報を必要な時に得
ることができるよう情報発信を行
う。

計画期間の取り組み
活動の場に出向き、地域や
各種団体の活動の情報を収
集し、多くの方に興味を持
っていただけるようにわか
りやすく、見やすい誌面づ
くりに努める。また、ボラン
ティアに関する情報面も併
せ充実させていく。

2019

年
2020

実施方法を見直し継続

随時更新し、最新の情報を
掲載する。また、地域や各種
団体の活動を掲載できるよ
う情報を収集する。
事業内容の充実
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度
2021

2022

事業名・内容

(3)メール配信システムの充実
社協で実施する事業や福祉情報な
ど、利用者が希望する情報を、携帯
メールを使って配信する。

計画期間の取り組み

2019

年
2020

度
2021

活用の多い包括支援センタ
ーで継続していく。
運用状況を勘案し翌年度か
らの実施継続を検討する。
実施継続の検討

(4)心配ごと相談所設置事業
地域住民の困りごとの相談窓口と
して「心配ごと相談所」を開設す
る。

(5)無料法律相談事業
日常生活における悩みの中で法律
的な知識を必要とする諸問題につ
いて、参考意見の提供を行う。

(6)包括支援センター運営
高齢者に関する総合相談機関とし
て、地域で暮らす高齢者の在宅生
活を支援する。

(7)認知症施策総合推進事業
認知症地域支援推進員を配置し、
地域の実情に応じて、地域におけ
る認知症の人とその家族への支援
体制を構築する。

利用が少ない状況であるた
め、協力団体の民生委員児
童員連絡協議会の意見を聞
き本事業の廃止を検討す
る。廃止後は、職員が直接対
応していく。
市庁舎・各支所の窓口にチ
ラシを配布し事業を周知す
る。また、利用者へアンケー
ト調査等を実施し、本事業
が住民にとって、有効的な
活用となっているか評価し
ていく。
職員の確保に努め、支援困
難事例へ対応するために今
後も各種職能団体が開催す
る研修会に積極的に参加し
職員の資質向上に努める。

廃止の検討

実施方法を見直し継続

現行のまま継続

今後もキャラバン・メイト
養成研修や認知症応援団養
成講座を開催し、修了者が
活動に参加しやすい環境を
つくっていく。
実施方法を見直し継続

(8)サービス苦情相談窓口及び 苦情申出者に誠意を持って
苦情解決第三者委員会設置 対応し、第三者委員の立ち
合いという選択肢を提示し
運営
本会が提供する福祉サービス等へ
の苦情相談を受付け、適正に対応
する。

苦情解決に取り組む。

(9)夏休み子どもデイサービス

対象者へ周知の充実を図る
ため、児童数のチラシを学
校を通じて配布する。また、
実績をもとにニーズ状況を
確認し次年度からの事業継
続を検討する。ボランティ
ア募集について、これまで 実績をもとに継続検討
の依頼先だけではなく、
様々な周知方法を勘案し募
集する。

小学１年生から３年生の児童を対
象に、学習や遊び、異世代間のふれ
あい活動を通して、児童の健全な
育成を図り実施する。２会場で実
施。

実施方法を見直し継続
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2022

事業名・内容

(10)外出支援サービス事業
身体上又は環境上かつ経済上の理
由により、一般の交通機関を利用
することが困難な在宅の高齢者等
に対し、病院等医療機関への送迎
を実施する。

(11)高齢者水中ウォーク教室
横島総合保健福祉センターの温水
プールを活用し、生活機能、運動機
能低下を予防するための水中ウォ
ーク教室を実施する。
また、水中ウォークを広く普及し
てもらうサポーターの養成を行う
水中ウォークサポーター養成講座
を開催する。

(12)福祉バス運行事業
路線バスが運行されない地域にお
いて、福祉送迎バスを運行して高
齢者の交通手段を確保し、社会参
加を推進する。

(13)福祉機器等貸出事業
病気やケガ等により一時的に福祉
機器（介護ベッド、車いす等）を必
要とされる方への貸出を行う。ま
た、社協所有の備品を貸出すこと
により、住民の地域福祉活動及び
福祉学習の増進を図る。

計画期間の取り組み

2019

年
2020

度
2021

2022

受診のための交通手段の確
保をすることで自立した在
宅生活の継続を支援し安全
なサービス提供を行ってい
く。
現行のまま継続
チラシやポスターなどわか
りやすいプログラム内容を
掲載し、新たな広報先を広
げ市全域へ周知する。

現行のまま継続

わかりやすいルート表や時
刻表を作成し、今後も利用
者の要望に柔軟に対応しな
がら実施する。
現行のまま継続

①福祉機器貸出
介護保険利用者の申請につ
いて、担当の介護支援専門
員の意見を聞き、その必要
性を適正に判断し貸出しを
行い、在宅生活を支援する。 貸出要件を見直し継続

②備品貸出
貸出し備品を選択し直し、
貸出し管理を保管支所で行
う。
実施方法を見直し継続

(14)居宅介護支援事業
ケアプランや介護予防・日常生活
支援総合事業における介護予防ケ
アマネジメントを行う。

専門職としての資質向上に
努め、職員数を保持し継続。

現行のまま継続

(15)訪問介護事業
訪問介護事業所として、利用者の
居宅を訪問し介護サービスを提供
する。

介護保険制度の動向を踏ま
え、人材確保と事業継続の
ための体制づくりに努め
る。
介護保険制度の動向を踏まえ継続
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事業名・内容

(16)通所介護事業
地域密着型通所介護事業所とし
て、利用者に入浴や食事等の介護
サービスを提供する。

計画期間の取り組み

2019

年
2020

度
2021

2022

2019 年度内に事業廃止を
含め協議し、今後の方針を
固める。

廃止を含め協議

(17)居宅介護・重度訪問介護事業 介護保険制度の動向を踏ま
居宅介護サービスとして、障がい
（身体・知的・精神）のある方に介
護サービスを提供する。

え、人材確保と事業継続の
ための体制づくりに努め
る。
障害者総合支援法の動向を踏まえ継続

(18)障害者移動支援事業
歩行困難な身体障がい者等に外出
時の支援を行うことで、地域で自
立した生活と社会参加を促す。

地域生活支援事業の動向を
踏まえ、実施していく。

現行のまま継続

(19)ふれあい援助事業
公的サービスや制度の対象となら
ない方で、病気やケガ、施設からの
一時帰宅等で介護サービスや日中
の見守り支援が必要な方に、訪問
介護サービスやデイサービスを提
供する。

①ふれあいサービス
公的サービス等が利用でき
ない方への支援を確保する
ためのサービスとして継続
する。

現行のまま継続

②ふれあいデイ
通所介護事業にあわせ事業
廃止を含め協議。

廃止を含め協議

(20)シルバー料理教室
調理経験の少ない一人暮らし高齢
者等が地域で自立した社会生活を
送ることができるよう栄養知識及
び調理技術の習得の機会を提供
し、生きがいづくりと仲間づくり
の場として実施する。

①シルバー料理教室
参加者を一人暮らし高齢者
等から男性高齢者へ対象者
を広げ、地域で自立した生
活が送れるよう支援する。

実施方法を見直し継続

②シルバー料理サロン
参加者の料理技術の向上を
図るなど、自立性を支援し
自主サークル活動へ移行す
る。
自主サークルへ移行

(21)ファミリーサポートセンター事業 協力会員の増員に努め、コ
子育てのお手伝いをして欲しい方
（依頼会員）と子育てのお手伝い
をしたい方（協力会員）とをつな
ぎ、住民同士の相互援助活動によ
り地域の子育てを支援する。

ーディネートの充実を図
る。

現行のまま継続
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事業名・内容

(22)地域福祉権利擁護事業
認知症や知的障がい、精神障がい
等により日常生活を営むのに支障
がある方に対し、福祉サービス利
用援助を中心として支援を行う。

(23)安心生活支援事業
成年後見制度及び地域福祉権利擁
護事業の補完的な事業として、社
協独自に利用者と契約し福祉サー
ビス利用援助を中心として支援を
行う。

(24)法人後見事業
法人として成年後見人等を受任
し、認知症、知的障がい、精神障が
い等によって物事を判断する能力
が十分でない方の権利を守り、地
域で安心して日常生活を送れるよ
う支援する。

(25)緊急援護資金貸付事業
旅行困窮者(行旅人)に対し、玉名駅
から近隣の福祉事務所所在地のＪ
Ｒ駅までの切符を貸し出す。

計画期間の取り組み

2019

年
2020

度
2021

困難事例に対応するために
医療・福祉関係機関はもと
より法務関係機関との更な
る連携・関係づくりを行い、
より安定性のある事業を展
開していく。
現行のまま継続
緊急性のある事案に対応
し、本来利用すべき地域福
祉権利擁護事業や成年後見
制度への移行を支援してい
く。
現行のまま継続
専門的な知識が必要とされ
るため、自己研鑚を積み業
務を行う。また、中核機関の
設置については、その実態
と動向を踏まえ市と協議し
ていく。

現行のまま継続

本事業のあり方に向けて市
と協議を進める。

市と協議

(26)生活福祉資金貸付事業
低所得者、障害者又は高齢者の世
帯を対象に、資金の貸付けと必要
な援助指導を行い経済的自立や社
会参加の促進を図り、安定した生
活を送れるように支援する。

(27)福祉金庫貸付事業
低所得世帯に対し、緊急かつ一時
的に必要とされる資金を貸付け支
援する。

本所・支所で相談対応がで
きるよう職員間で学習会を
行い対応の充実を図る。

対応の充実を図り継続
本所・支所で相談対応がで
きるよう職員間で学習会を
行い対応の充実を図る。

対応の充実を図り継続

(28)高額療養費等貸付事業
高額な医療費の支払いが困難な世
帯に対して、自己負担額を除いた
額の貸付けを行うことで、安心し
て治療を受けることができるよう
支援する。

本所・支所で相談対応がで
きるよう職員間で学習会を
行い対応の充実を図る。

対応の充実を図り継続
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◆◆ 重点目標３ 支え合いと助け合いの地域づくり ◆◆
◇◇ 取り組み ◇◇
①支え合いの体制づくり
事業名・内容

(1)ふれあいネットワーク事業
誰もが住み慣れた地域で安心して
暮らせるまちづくりのために、住
民相互による支え合いの体制づく
りを推進する。

(2)福祉協力員設置事業
地域で困りごとを抱えた方々の見
守り活動を中心に地域福祉活動を
支える地域ボランティアとして行
政区ごとに５０世帯あたりに１人
を基本に設置に取り組む。

(3)生活支援体制整備事業
(生活支援コーディネーター)
生活支援コ—ディネーターを配置
し、地域ニーズの調査や生活支援
の担い手の養成、サービスの開発
等に取り組み、高齢者の生活支援・
介護予防サービスの提供体制の充
実を推進する。

(4)地域生活支援活動推進事業
(たまな生活サポートセンター)
地域住民による支え合いの体制づ
くりを推進し、高齢者等が住み慣
れた地域で自立した生活が営める
よう日常生活等の支援活動を実施
する。

(5) 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー
機能強化事業
災害時に開設するボランティアセ
ンターとして、立ち上げ模擬訓練
や災害ボランティア講習会等を実
施し、災害時に機能できるボラン
ティアセンターの体制づくりを行
う。

②見守り活動の推進

③災害に備えた体制づくり

計画期間の取り組み
ふれあいネットワーク活動
（支え合い活動）が地域の
実情にあった体制で取り組
みが展開されるよう設置単
位の見直しを検討し実施す
る。

2019

年
2020

度
2021

実施方法を見直し継続

民生委員との繫がりをつく
り、地域の見守りや声かけ
活動の充実を支援する。

実施方法を見直し継続
地域へ出向き、担い手や地
域資源を把握し必要な活動
への協力依頼や働き掛けを
行う。
実施方法を見直し継続

生活課題を支援する人材の
発掘と育成に努め、支援が
必要な方への有効な社会資
源となるようへ周知を図
り、センターの有効活用に
繋げていく。

実施方法を見直し継続

訓練等の実施内容を検討
し、センター支援者の養成
を進めていく。

実施方法を見直し継続
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その他の事業（計画推進に該当しない事業）
事業名・内容

(1)社協会員募集事業
住民参加による地域福祉活動の推
進を基本とし、
「誰もが住み慣れた
まちで安心して暮らすことのでき
る福祉のまちづくり」の実現を目
指し、会員募集を実施する。

(2)共同募金運動への協力
地域福祉の推進を目的に、様々な
地域の課題解決に取り組む民間団
体を支援する募金運動を市全域で
実施する。

(3)日赤会員募集への協力
日本赤十字社の人道的な活動に賛
同し、活動を支える会員と活動資
金を募集する。

計画期間の取り組み

2019

年
2020

度
2021

地域に出向き、地域課題を
理解・支援し、地域に必要と
される社協となり認知され
ることで会員加入の増加へ
繋げる。
実施方法を見直し継続
新たな募金手法の取り組み
と配分金事業を広報誌やホ
ームページ、事業実施時に
分かりやすく伝え、募金額
の維持に努める。
実施方法を見直し継続
会費の使途や必要性につい
て十分な説明や周知に努め
る。

現行のまま継続
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５ 計画の進行管理
活動計画は、地域での福祉活動を実際に推進していくための計画です。そのため、
「ＰＤ
ＣＡサイクル」を活用し、進捗状況の把握を行い評価・見直しを実施し目標達成に向けた
進行管理を行います。

計画の策定
（Plan）

計画の実行
（Do）

地域の福祉課題を
明らかにし、課題解
決のための計画を
策定します。

計画に基づき、地域
福祉活動を実施し
ます。

進行管理のための
ＰＤＣＡサイクル
見直し･改善
（Act）

検証･評価
（Check）

評価結果を踏まえ
必要に応じて改善
を行います。

計画の進捗状況の
確認、事業の評価を
行います。
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第５章 策定の体制とプロセス
１ 計画策定の体制
計画の策定にあたり、策定委員会と策定事務局を設置し検討しました。
策定委員会は、学識経験者をはじめとする住民組織の代表者や福祉関係団体の代表者、
ボランティア団体、行政機関の方々で構成され、社協職員による策定事務局が策定委員会
と協議を図りながら進めました。
また、地域住民の声を聴き、寄り添った地域福祉活動の展開を目指し、地域福祉座談会
の開催と玉名市地域福祉計画策定時に実施されました住民アンケート、分野別課題調査を
活用させていただき計画策定に反映するとともに、計画素案についての意見を求めるため
に、パブリックコメントの募集を行いました。

計画の策定
策定委員会

策定事務局

学識経験者
住民組織代表者
福祉関係団体の代表者
ボランティア団体
行政機関

社会福祉協議会職員

発展･強化策定事務局
社会福祉協議会職員

地域福祉座談会

分野別課題調査
高齢者福祉・介護や児童福祉・子育て支
援、障がい福祉、生活困窮者支援などに関
わる福祉専門職および民生委員･児童委
員へ記述式の調査。
平成 29 年 8 月実施

住民アンケート
20 歳以上の住民の中から 1,500 名を無作
為抽出し、アンケートを実施。
平成 29 年 8 月 5 日～8 月 18 日実施
・福祉について
・地域での生活について
・地域活動やボランティアについて
・福祉サービスについて
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各団体より校区を代表して参加。
区長会協議会
民生委員児童委員連絡協議会
老人クラブ連合会
身体障害者福祉協議会
ボランティア連絡協議会
ＰＴＡ連絡協議会
消防団
母子保健推進員
テーマ「これからの地域を考える」

パブリックコメント
インターネット等を通じて広く募集。
平成 31 年 2 月 15 日～2 月 27 日実施

２ 地域福祉座談会の開催
第３期玉名市地域福祉活動計画の策定にあたって、
『これからの地域を考える』をテー
マとして、日頃より地域の福祉活動にご尽力いただいている皆様から直接、様々なご意見
や地域の状況をご提示頂き、本計画をより地域に根差した計画とするために開催しました。
○開催日時・会場
日時 平成３０年１２月２日（日）１３時３０分から
会場

岱明ふれあい健康センター

トレーニング室

○参加者
参加にあたっては、以下の団体よりご出席いただきました。
・玉名市区長会協議会

・玉名市民生委員児童委員連絡協議会

・玉名市老人クラブ連合会
・玉名市身体障害者福祉協議会
・玉名市ボランティア連絡協議会
・玉名市ＰＴＡ連絡協議会
・玉名市消防団 ・玉名市母子保健推進員
○座談会の内容
ワークショップ形式で進め、４つの班に分かれ話し合いを行いました。
オリエンテーション

・座談会の目的や地域福祉活動計画の説明
・玉名市の現状について集計データをもとに説明
・班ごとに自己紹介
・ワークショップの約束事を説明

座 談 会
（ワークショップ）

① 「将来、どんな地域だったら、しあわせだと感じますか」を
テーマに、参加者が幸せな地域像を描いて、思い思いの意見
を出し合いました。
② 「住み続けたい幸せな地域を目指すために、どんな取り組
みが必要ですか」をテーマに、それぞれが考える取り組みを
出し合い、同じ内容の意見を整理し、まとめた意見にタイト
ルを付けていきました。
③ 「住み続けたい幸せな地域を目指すために、それぞれがで
きることはどんなことがありますか」をテーマに、前項でま
とめたタイトルごとに意見を出し合い、整理しました。

発

表

・班ごとに話し合った内容を発表

ワークショップとは
様々な立場の人々が集まって、自由に意見を出し合い、互いの考えを尊重しながら、意見や
提案をまとめ上げていく手法です。
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○参加者からいただいた意見
１班
テーマ１ 将来、どんな地域だったら、しあわせだと感じますか
◦経済的に安定している
◦国籍や年齢に関係なく挨拶が交わせる地域
◦安全な地域
◦子どもも若い人も高齢者も元気
◦元気で過ごして居れること
◦子供の大声が聞こえる社会
◦不幸な人がいない地域
◦文化的伝統が続く
◦共助活動が盛んであること
◦交通が便利(バスが多く)
◦子供の声がする地域
◦子供たちが外で安全に遊べる地域で見守る環境
◦仕事があること
◦安全で安心な町
◦福祉が充実している
◦空気がおいしいところ
◦運動施設が充実している
◦安心して暮らせること
◦食べ物がおいしい
◦地区役員のバランスが取れた地域
◦近くに食料品店があること
◦ワールドカップが開催できる地域
◦医療環境が充実している地域
テーマ２ 住み続けたい幸せな地域を目指すために、どんな取り組みが必要ですか
『企業誘致』に関すること
◦自宅から通える
◦起業支援
◦産業の誘致
◦地域に企業を増やす(仕事場)
『子育て支援』に関すること
◦保育所を増やす
◦教育費を少なくする
◦子供の遊び場(安心して遊べる)がほしい
『ボランティア活動への補助』に関すること
◦ボランティア活動への金銭的補助
◦老人会活動への金銭的補助
『高齢者が住みやすい社会』に関すること
◦高齢者が住みやすい社会への努力
◦巡回バス等の移動手段の確保
◦路線バスを増やす
◦高齢になり食料品が買いに行けないので
バス等の整備
『伝統芸能の継承』に関すること
◦地域ぐるみの祭りやイベントを開催し続ける
◦伝統芸能を子ども達に習得してもらう
◦地域の古くから続く伝統行事を全員で取り
組んでもらいたい
『大型ストア』に関すること
◦ショッピングストアや大型ストア(遊べる、食べる場がある)
◦買い物できる所を作る
◦気楽に飲食できる場所がほしい
『その他』
◦国際基準のスポーツスタジアムの建設
◦市内のおいしいものコンテストを行う
◦産業(玉名市)の見学や体験できる場所
◦福祉活動の中心となる社協出張所等の場所等があれば
◦公共施設の市民利用料の無料か低料金設定
◦福祉活動の中心となる人の育成
◦地域ごとにボランティアによる安全パトロールを行う
◦公助にばかり期待せず共助が大事
◦若い人を増やす(子どもを増やす)
テーマ３ 住み続けたい幸せな地域を目指すために、それぞれができることはどんなこと

がありますか
『子育て支援』に関して
◦子供の遊び相手に協力する
◦見守りボランティア
◦子ども食堂ボランティア
◦老人が子どもの見守りをする
『ボランティア活動への補助』に関して
◦老人会活動費の内容を周知する努力
◦寄付金や募金を補助金へ補充
◦送迎ボランティアや買い物ボランティア等のシステム化
◦魅力ある公民館活動
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『高齢者が住みやすい社会』に関して
◦医療費の補助の増額
◦元気な高齢者が支援を必要な高齢者の支援
◦無料タクシーの導入または配達サービスの確保
◦路線バスの巡回を増やす
『伝統芸能の継承』に関して
◦小学校の授業に取り入れる
◦伝統ごとへの補助金の増額
◦保存会をつくる
『大型ストア』に関して
◦場所の提供
◦誘致活動への参加
『企業誘致』に関して
◦市長や市議等の選挙時の対応
◦市役所の方々の努力
◦地域座談会を行い市民の声を聞いてほしい
◦土地の提供
◦道路の整備
『地域ごとにボランティアによる安全パトロール
を行う』に関して
◦安全パトロールを任意で募りステッカー等
を配布し自由な時間にパトロールする
『公助にばかり期待せず、共助が大事』に関して
◦共助に全力投球

２班
テーマ１ 将来、どんな地域だったら、しあわせだと感じますか
◦子どもたちの笑顔があふれている
◦子ども達にもたくさん声を掛け合える地域
◦お茶飲み仲間がいること
◦自分の取柄を活かし、笑顔が毎日見れる町
◦隣近所で仲良くできる
◦近所の友達とお茶のみができる
◦人と人とのふれ合い
◦ご近所付き合いができる地域
◦子供たちの成長や大人の健康を知り喜び合える地域
◦家の窓を開けて行き交う人と挨拶ができる地域
◦たくさん取れた野菜や果物などを分け合える協働の地域
◦他人同士でも気使いながら話し合う
◦病気しても医療費が安い地域
◦ご近所に声を掛け合えるつながりあう地域
◦買い物が近場でできる地域
◦地域活動に積極的に参加する人が多い地域
◦まつり行事に親子や孫が一緒に参加できる地域
◦高齢者にも優しく寄り添える心ある地域
◦地域の祭りの開催
◦公民館を車いす等で利用できること
◦駐車スペースに車いすマークがあること
◦地域の福祉関係者の方が活発なこと
テーマ２ 住み続けたい幸せな地域を目指すために、どんな取り組みが必要ですか
『イベント・祭り』に関すること
◦まつりを主体的に取り組む
◦いだてんに関係したイベントの開催
◦地域のお祭りや行事、イベントの継続(細く
長く続ける)
◦ウォークラリー
◦行事などにボランティアの協力
『人を育てる』に関すること
◦担い手の負担の軽減
◦活動に対する表彰など
◦地域の住民に対する福祉の啓もうや啓発の
機会を多く設ける
◦地域のリーダー的存在が求められる社協活動
が重要
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『コミュニケーション』に関すること
◦広報誌を配る時に一声かけてコミュニケーションを取る
◦地域の人がふれあうコミュティー(異年齢の人が集いお喋りや交流)
◦小中学校の登下校時に道路に出て声かけをする
◦学校と地域のつながり
◦年齢や世代の近い人同志が定期的に集うお茶のみ場
◦見守り隊がなくなった
◦一人暮らしへの弁当配布は喜ばれているので続けたい
『子どもの居場所』に関すること
◦子供を預けられる場所
◦遊び場が必要
◦THE 寺小屋 子ども達の居場所づくり(放課後や夏休みなどに安全で楽しく過ごせる場所)
『社会的環境』に関すること
◦地域の生活は変化するものなので新しい環境に柔軟な対応が必要
◦引っ越してきた人が相談できるための顔見知りの場
『自然環境』に関すること
◦学校の草取りを地域の人たちも手伝う
◦川のゴミなどの回収
◦各自の心構えでゴミを減らしエコ活動を行う
◦学校の環境をよくする
『健康』に関すること
◦ラジオ体操での健康
テーマ３ 住み続けたい幸せな地域を目指すために、それぞれができることはどんなこと

がありますか
『イベント・祭り』に関して
◦地域の方や参加者に役割を持ってもらう
◦地域のコミュニケーションを強める
◦資金集めのため広告等で寄付を集める
◦役割ごとに適任者が自主的に務める
◦イベントの内容と参加者側が共感できるものでないと難しい
◦自分から率先して団体の協力
『人を育てる』に関して
◦一つの目的や目標に向って心を一つにする
◦人を育てる基本は親から受けた教育が大切
◦同じ経験をした人たちが時間をかけて
ゆっくりつなぎ続けていく
『コミュニケーション』に関して
◦挨拶を交わす
◦楽しいよ、おいでおいでと誘い合わせる
◦一人暮らし高齢者への弁当配布
◦市役所や地域の行事に積極的に参加する
◦見守り隊の復活
◦学校と地域のつながりを強化する
『子どもの居場所づくり』に関して
◦異世代間の交流を通して支いあえる人間関係を作っていく
◦夏休みに遊びの学校を開く
◦遊びの森づくり
◦公民館を利用した学習の場
◦遊び場、居場所づくりもコミュニケーションが必要
『社会的環境』に関して
◦農産物の販売
『自然環境』に関して
◦資源回収
◦学校の草取りを地域の人たちにも手伝ってもらう
『健康』に関して
◦通い場やゆた～っと元気体操、いきいき活動に参加する
◦公民館での体操を一人ひとりに呼びかける
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３班
テーマ１ 将来、どんな地域だったら、しあわせだと感じますか
◦子供たちを親と地域の人とで協力して育てていければ幸せ
◦隣近所との交流があること
◦買い物などが便利であること
◦子どもたちが元気に公園で遊んでいること
◦病院や学校、買い物がすぐ近くにあれば幸せ
◦家族が将来近くに帰って来れること
◦地域みんなで助け合うこと
◦心の貧しくない社会
◦いじめがない地域が幸せだと思います
◦老若男女が明るくあいさつをかわせる町(地域)
◦一人ひとりの元気がでる町
◦向こう三軒両隣りであいさつのできる様な知見になること
◦親子が公園で遊ぶ地域
◦人間関係に於いて夕日が丘三丁目で暮らしたい
◦とにかく健康
◦組織活動でたすけあいが活発な地域
◦元気に健康でいること
テーマ２ 住み続けたい幸せな地域を目指すために、どんな取り組みが必要ですか
『交通手段の確保』に関すること
◦自分で買い物がしたい
◦車の移動手段が充実すれば
◦買い物や通院等の利便性
◦公のいろんなサービス等を広く教える
『地域のつながり』に関すること
◦子供が笑顔になれるような取組が必要
◦地域の人たちが子育てに参加し、関わって
もらう
◦隣近所との交流について(日頃より交流して
自助、互助、共助に繋げる)
◦共助一人歩きで地域に一体感がないのでま
とめる組織づくりを行い、細部に手が届く
地域にする
◦縦割りをしっかりして横のつながりが行き届く地域にする
『教育の充実』に関すること
◦国会議員が地域のことをもっと真剣に思えば少しは変わると思う
◦個人主義ではなくつながりを大切に
◦自分の住む地域の活動に参加する
『企業誘致』に関すること
◦仕事がある
◦玉名にたくさんの企業が出来てほしい
◦世帯所得が全体的に上がっていけば
テーマ３ 住み続けたい幸せな地域を目指すために、それぞれができることはどんなこと

がありますか
『地域のつながり』に関して
◦家庭学の教育や学校教育の充実
◦災害訓練
◦徘徊してもいい町づくり
◦地域マップを作成してもらえるといい
◦かねての近所付き合いを大事にする
◦いざという時は遠い親戚より近くの他人が
必要かつ大事である(共助)
◦子ども食堂
◦声かけし、参加をうながす
◦各組織一同に会しての話し合いを行う
『交通手段の確保』に関して
◦法律など条例等の策定
◦公のサービス機関をお知らせする
◦地域でアンケートを取ってもらう
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『教育の充実』に関して
◦育てる親の意識を変える
◦勉強も大切だが心の教育をもっとしてほしい
◦コミュニティスクールの充実を今以上に
◦教育が不十分な家庭の改善
『企業誘致』に関して
◦玉名出身の企業者を調べてお願いする
『教育の充実』に関して
◦育てる親の意識を変える
◦勉強も大切だけれど心の教育をもっとしてほしい
◦コミュニティスクールの充実を今以上に取り組む
◦教育が不十分な家庭の改善

４班
テーマ１ 将来、どんな地域だったら、しあわせだと感じますか
◦子供の声が聞こえる
◦インフラが整備されている
◦隣人との友好関係
◦子どもを叱ることができる地域
◦運転免許を返納しても不自由なく暮らせる地域
◦老人会や婦人会がなくなっているがそれに替わる組織ができること
◦犯罪のない地域
◦困った時の駆け込み先があること
◦移動販売がある ◦近所で買い物ができること
◦障がい者や健常者の区別なく暮らせること
◦健康で充実した生活ができてる
◦学校の行き帰りが安全
◦交通弱者にやさしい地区
◦夜間の子ども病院がある
◦怒る老人や若者が少ない地域
◦隣近所の顔の見える地域
◦近所の人たちがゴミ出しや電球取換えをしてくれる
◦ちょっとした手助けをしてくれる地域(気軽に頼める関係)
◦無料タクシー
◦世代間の交流が盛んな町
テーマ２ 住み続けたい幸せな地域を目指すために、どんな取り組みが必要ですか
『場の提供』に関して

◦空き家を利用したふれあいの場がほしい
◦空き校舎の有効利用
◦高齢者の学習の場を作る
◦卒業生達が数年後に帰ってこられる環境づくり
◦誰もが参加できる楽しい場を作り「人と人とのつながり」を持つ
◦参加できることは幸せなので参加できる場をもっと多くしてほしい
◦年を取っても社会貢献できるシステムづくり
◦公共施設の有効利用
『安全な地域創り』に関すること
◦街灯の増設や防犯カメラの新設
◦あいさつ運動
◦事故や犯罪がなくなる地域の見守り
◦見守り活動の充実
『行政のきっかけ』に関すること
◦活動に必要な資金の予算化
◦行政の積極的な取組み(指導)
◦玉名市民に現状認識と関心を促す
◦行政や議員からの状況説明
『お助け隊』に関すること
◦生活補助ボランティアセンターの設置
◦地域それぞれにお助け隊を発足させる
『その他』
◦リーダーの育成
◦働く場の提供
◦いきいきふれあいや健康体操の推進
◦スクールバスの有効利用や交通弱者への支援
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テーマ３ 住み続けたい幸せな地域を目指すために、それぞれができることはどんなこと

がありますか
『場の提供』に関して
◦空き家の借用料は行政が予算化して活用する
◦児童数減に伴う空き教室の利用
◦場を提供して家や施設の利用公開を行政や社協で
◦小学校や中学校の空き教室の利用(年間契約)等
『安全な地域づくり』に関して
◦高齢者による子どもの下校時の見守り活動
◦安心安全マップを地域で作り上げる
◦子どもを見守ってくれる家や場所
◦災害時の避難行動要支援者の安全誘導
◦あいさつ運動
『行政のきっかけ』に関して
◦定期的な議員報告会の開催
◦社協が今回のまとめを行政へ要望を行う
◦非常時の連絡網の拡充
◦楽しみ方や脳トレ等その地域で出来るよう
おぜん立てをする
『お助け隊』に関して
◦地域お助け隊へ地域住民が参加する
◦ゴミ出しや電球替えなど近所の人が助けて
あげる
『リーダーの育成』に関して
◦リーダー候補者の把握・登録・講習
『働く場の提供』に関して
◦積極的な企業誘致
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３ 策定委員会の開催
策定事務局から提示された計画内容について、協議・検討し活動計画の最終確認を行い
ました。
第１回

平成 30 年 11 月 21 日（水）
計画の概要について

第２回

平成 31 年 2 月 12 日（火）
計画の素案について

第３回

平成 31 年 3 月 8 日（金）
計画最終案の検討・承認について

４ 住民アンケート・課題調査の活用
第３期玉名市地域福祉計画策定時に実施されました住民アンケートと分野別課題調査を
活用させていただき計画の策定に反映しました。

① 住民アンケート
【方

法】

20 歳以上の住民の中から 1,500 名を無作為抽出し、地域福祉に関する意識や経験な
どについてのアンケート。
【主な設問項目】
◦福祉について
◦地域での生活について
◦地域活動やボランティア活動について
◦福祉サービスについて

② 分野別課題調査
【方 法】
高齢者福祉・介護や児童福祉・子育て支援、障がい福祉、生活困窮者支援などに関わる
福祉専門職および民生委員・児童委員に対して、記述式の調査票を配布し回答を求める分
野別課題調査。
【主な設問項目】
◦支援を必要とする人たち（高齢者福祉・介護分野であれば「ひとり暮らし高齢者」など）
やその家族が抱える生活上の課題とその解決に向けた方策について
◦支援を必要とする人たちやその家族に対する行政サービスについての課題とその解決に
向けた方策について
◦支援を必要とする人たちやその家族を取り巻く地域が抱える課題とその解決に向けた方
策について
◦避難行動要支援者に対する支援活動、認知症高齢者に対する支援、虐待発生の防止など
に対し、地域社会で求められる取り組みについて
資料：第３期玉名市地域福祉計画より
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５ 計画の評価
第２期地域福祉活動計画の評価
活動計画は、地域福祉を推進するにあたり社会福祉協議会が、地域住民はじめ福祉関係
団体及び行政機関などと協力し推進する必要があります。そのため見直しなどの必要があ
った場合は、福祉関係団体の多くが属する社協評議員会・理事会へ報告を行っています。
また、関連する制度改正や福祉課題の把握を行い、新たなニーズの変化に応じた計画の
見直しを行います。
ここでは、第３期活動計画の策定にあたり、第２期活動計画で定めた重点目標の達成に
向けて取り組んだ内容と引き続き第３期活動計画へ反映する内容について整理しました。

第２期地域福祉活動計画の重点目標
重点目標１ 福祉の心を育てるしくみづくり
共に支え合う心の醸成と福祉活動を支える人材育成を進め、より多くの方々に福祉の理
解と偏見のない地域社会づくりに取り組みます。
■福祉プログラムの充実

■教育機関との連携強化

■福祉講座の実施

重点目標２ 地域のニーズに応えるしくみづくり
地域に根差した新しい情報を多元的に提供し、身近な相談窓口の充実と福祉の専門的支
援の充実に取り組みます。
■専門機関との連携
■権利擁護体制の充実
■新たな福祉ニーズ・制度への対応
■広報誌掲載内容の充実
■メール配信システムの活用

■活用しやすいホームページへの改善

重点目標３ 支え合う地域のしくみづくり
参加と協働による住民相互の活動を中心とした地域づくりと地域の社会資源を活かした新しい
活動形態に取り組みます。
■ふれあいネットワーク未設置校区の立ち上げ支援
■ふれあいネットワーク設置地区への活動支援

■地域ぐるみの防犯・防災対策の推進

○重点目標の達成に向けて取り組んだこと
重点目標１ 福祉の心を育てるしくみづくり
誰もがやさしさや思いやり、多様性を認め合い「共に生きる力」を育む福祉教育の充実
のため、教育機関との連携を図りながら、地域の様々な人材や社会資源とのつながりをつ
くり「福祉のこころ」の育成に取り組みました。
児童や生徒が福祉についての理解と関心を深めるため、総合的な学習の時間を活用し、
当事者の講話を多く取り入れるなど、心に働きかけ、理解しやすい学習プログラムを取り
入れた内容で実施し、認知症の方を含む高齢者や障がい者への理解を深める取り組みを進
め、ワークキャンプ事業では、福祉関係者や事業所と連携し、体験的な学習の機会を提供
しました。また、特別支援学級助成事業や福祉協力校事業を実施することで学習の場の環
境づくりと、地域とつながる福祉活動の充実に取り組みました。
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地域や職場で認知症サポーターの養成を進めるとともに、たまな認知症応援団養成講座
を実施し、やさしい地域づくりに向けて、応援者の育成に努めました。
子どもの発達にあわせた関わり方を学ぶ場として、親子育ちの応援学級を開催し、子育
てに関する不安や悩みを解消し、子とともに成長できる喜びを感じ、自らの育児力を向上
させることを支援しました。
地域福祉に関わる各種団体を対象に、地域の中のつながりを見つめ直し、お互いに助け
合い、安心して暮らせる地域づくりを目的に、地域福祉の学習の場とする地域福祉団体合
同研修会を実施しました。

～ 第３期活動計画へ反映すること ～
これからも地域住民をはじめ関係機関や各種団体とつながりをもち、地域福祉に関する人
材の育成と福祉教育の推進に取り組みます。
重点目標２ 地域のニーズに応えるしくみづくり
地域住民の身近な生活課題を地域住民とともに解決する体制づくりを推進するため、た
まな生活サポートセンターを創設し、住民主体による高齢者の生活課題の解決に取り組み
ました。
介護予防・日常生活支援総合事業への制度移行に伴い、包括支援センターでは、高齢者
の支援を円滑に進められるように、制度についての理解に努めるとともに実施に向けての
体制づくりを整え、地域の高齢者支援を包括的・継続的に行う中核機関として、介護予防
ケアマネジメント業務や高齢者の実態把握、虐待への対応を含む総合相談に応じ、高齢者
やその家族、地域の福祉向上に努めました。また、家計相談支援事業や生活福祉資金貸付
事業に取り組み、家計に問題を抱えている生活困窮者からの相談に応じ、関係機関と連携
しながら必要な情報や専門的な助言と指導等を行い、早期に家計が再生されるよう支援し
ました。
認知症や精神の障がい等により判断能力が不十分な方々を保護し支援するため、法人と
して成年後見人等を受任するとともに、関係機関や事業所と連携を図り円滑な事業推進と、
運営協議会を開催し、支援状況の報告や対応についての相談を行い、適正な法人後見事務
を確保しました。

～ 第３期活動計画へ反映すること ～
これからも地域福祉を自らの活動として受け止め、住民参画と協働の促進を図るためリニ
ューアルに着手したホームページや社協だより等の様々な媒体を活用し、事業の啓発や積
極的な広報活動の展開に努めます。
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重点目標３ 支え合う地域のしくみづくり
地域住民が住んでいて良かったと思える地域づくりを主体的に考え、積極的に取り組み
に参加し、地域課題の解決に向けた支え合い活動の基盤となるふれあいネットワークの組
織づくりに向けた働き掛けと、各行政区へ困りごとを抱えた方々の見守り活動を中心に地
域の福祉活動を支える地域ボランティアとなる福祉協力員の設置に取り組みました。また、
認知症のある方やその家族が安心して暮らせる地域づくりを目指し、地域の方々の参加と
協働で、命のひと声訓練を実施しました。
災害発生時に災害ボランティアセンターの運営を支援し、被災地の一日も早い復旧・復
興のため、青年会議所と協力協定を締結し、災害時における受援体制の構築に取り組みま
した。

～ 第３期活動計画へ反映すること ～
これからも地域社会の「つながり」の再構築を目指し、地域の誰もが支え合いの主体とな
れるよう担い手の創出と養成、活動する場の確保に努めます。
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