平成 31（2019）年 4 月
社会福祉法人

竜王町社会福祉協議会

し、その中から選ばれたものです。

昭和 62 年 8 月に制定して以来、研修や会議の際にご唱和を頂き、福祉

竜王町福祉憲章
私たちは、子孫に誇りうる福祉の
町づくりを実現するため、この憲章
を定めます。

一、 私たちは恵まれた風土に感謝
し、健康で明るく生きがいの

の心の広がりを支え続けています。

ある福祉の町をつくります。
一、 私たちは隣人互いに助け合い、
住みよい福祉の町をつくります。
一、 私たちはおもいやりの心を大
切にし、平和で心の通いあう
福祉の町をつくります。

この福祉憲章は、竜王町社会福祉協議会から町内の皆さまへ広く募集

はじめに
近年、日本は人口減少と少子高齢化が進み、核家族化や単
身世帯の増加、近所同士の付き合いや関係が希薄になり、公的
な福祉サービスだけでは対応しきれない生活課題を抱える方が
増加しています。
竜王町においてもその傾向は著しく、地域社会や家族のあり
方は大きく変化し、社会的な孤立や孤独の問題が深刻化してい
ます。
竜王町では自治会ごとに福祉委員会が組織され、多くの住民の主体的な参加により、子
育て支援から高齢者サロンまでそれぞれ身近な地域の福祉・生活課題に沿った小地域福
祉活動が展開されています。暮らしの中から生まれる活動は実に発想が豊かで多様です。
また、これからの「地域福祉」は様々な地域生活課題について、福祉の中だけで解決しよ
うとするのではなく、地域の幅広い分野・関係者との連携を進め、「福祉で地域づくりをして
いく」という積極的な発想が必要です。
このようななか、当協議会では「住み慣れた地域で安心していきいきと暮らせるまちづくり」
をめざして平成 14 年度に竜王町地域福祉活動計画（第 1 期）を、平成 26 年度に同活動計
画（第 2 期）を策定し、住民主体、官民協働の福祉のまちづくりに取り組んでまいりました。
今回、これまでの成果を活かし、新たな福祉課題への対応と今後 5 年間の住民を主体と
した地域福祉活動をみんなで進めていくための方向性を示す第 3 期計画を策定いたしまし
た。
行政計画である「竜王町地域福祉計画」の基本理念『みんなの「あい」でつくる福祉のまち
竜王』を竜王町地域福祉活動計画においても共有し、我が事・丸ごとの「地域共生社会」実
現に向けてのまちづくりを進めてまいりたいと考えています。
自分たちが暮らすまちの未来を話し合いながら策定された住民主体の計画であり、本計
画と行政の地域福祉計画が互いに補完しあい、協力しながら取り組みを進めていくことで、
竜王町における福祉の町づくりが結実していくものと考えます。
地域福祉活動は見えにくいものですが、それだけに中長期的な計画に基づく日々の取り
組みの積み重ねが重要です。本計画におきましても、地域住民、当事者の皆様と関係機
関・団体、行政の連携のもとに取り組みを進めてまいりたいと思います。
結びに、本計画の策定にあたりご協力いただきました地域住民の皆さまに感謝申し上げ
ますとともに、第 3 期竜王町地域福祉活動計画策定委員会ならびに同委員会作業部会の
皆さまに心から厚くお礼申し上げます。

社会福祉法人 竜王町社会福祉協議会

会長

杉本

一也
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第 1 章 地域福祉活動計画について
１．地域福祉活動計画の意味

社会背景

少子高齢化や核家族化が進み、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増えるなど、家族規模が縮
小し、家族で支えあう機能が弱くなっています。情報社会の中で個人の価値観の多様化や一人ひとりの生
活のあり方が多様になり、地域での人と人とのつながりが希薄になっています。
また現代社会には、支援が必要なひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加はもちろんのこと、高
齢者等の孤立死、ひきこもり（閉じこもり）、子育て家庭の孤立、貧困、虐待、自殺、大規模災害に対する不
安など様々な課題があります。
このように、住民の福祉の問題は多様化・複合化し、これまでの公的な福祉サービスだけでは十分な対
応が困難にもなってきています。
こうしたなか、国では、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らし
と生きがい、地域をともにつくっていく「地域共生社会」の実現を目指した改革が進められています。
一方竜王町では、自治会ごとに住民同士の見守り活動や交流活動など様々な取組みが展開されていま
すが、活動を運営してくださっている人材確保の課題や参加者の固定化などがあり、よりたくさんの人の関
わりを進めていくことが求められています。

地域福祉とは

「地域福祉」は、地域でともに暮らす人たちが、性別や年齢、障がいの有無、経済的な格差等に関
係なく、お互いに認めあい、支えあい、助けあいながら住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよ
うな地域社会をみんなで手を繋ぎあって築いていく取組みのことです。人と人とのつながりを基本とし
て、支援が必要な人もそうでない人も地域の福祉活動に参加し関わることで地域福祉の推進が図ら
れます。社会福祉法では、次のように地域福祉の推進について規定されています。
社会福祉法 第 4 条（地域福祉の推進）
地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う
者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員とし
て日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与え
られるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

社会福祉協議会について

社会福祉協議会（社協）は、地域福祉の推進を目的として法律（社会福祉法第 109 条）に位置づけら
れた、公共性の高い民間の社会福祉団体です。
この趣旨のもと、竜王町社会福祉協議会は「誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくり」を推進す
るため、町内の地域住民や福祉関係機関、企業、商店等が会員となって構成されています。
相談援助、ボランティア活動などの支援、共同募金運動への協力など、全国的な取組みから地域に暮ら
す皆さんの生活に寄り添った支援活動まで、様々な場面で地域福祉の推進に取組んでいます。
高齢になっても、障がいがあっても、病気になっても、誰もが安心して暮らし続けられるように、福祉のまち
づくりを進めています。
少子高齢社会の今、私たちが地域で暮らし続けるなかで様々な生活上の不安があります。その解決の
ためには行政をはじめとする公的な制度の利用に加えて、一人でも多くの住民が参加する地域福祉活動
の広がりが求められます。
竜王町社協事務局は、「住民の皆さんとともに地域福祉の推進に取組む事務局」であり、様々な活動や
事業に取組んでいきます。
上記の竜王町社協が取組む地域福祉は、社協会員を中心とした地域のあらゆる人や民間組織、団体、
法人、企業、商店、行政などと協働してすすめていくことが求められ、この協働する“ひと”や組織のすべて
が地域福祉を推進する主役となることから、これらすべてが広義の意味での社会福祉協議会といえます。
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この活動や行事って、そ
もそも何のためにやって
るんやったかいな？

高齢のお家で、粗大
ごみ出すのも大変な
んやて。近所で手伝
えへんやろか？

自分らだけであれも
これもできへんわ。
手伝ってくれそうな人
も居てへんし。

毎年、自治会役員
が変わる から、去
年の活動はよう分
からんわ。

ここ何年か、必ずどこかで大きい
災害があるな。
竜王町は大丈夫やろか？

活動資金が
ないと何もで
きんな。

地域の福祉課題の多様化・複雑化・潜在化

竜王町での小地域福祉活動の推進

竜王町の地域福祉活動については、各自治会単位で設置された福祉委員会が中核となって
取組んでいます。福祉委員会は平成６年から各地区において組織され、自治会との連携のも
と、福祉委員が中心となって運営されています。福祉委員会の構成は地区によって幾分異なり
ますが、自治会役員・福祉委員・民生委員児童委員をはじめ、福祉や社会教育関連組織構成
員として赤十字奉仕団・健康推進員・更生保護女性会・社会教育推進員・人権教育推進員等が
参画されています。
また、地域団体として女性会（婦人会）・老人クラブ・青壮年会・青年団・子ども会・子育て支援
グループ・おたっしゃ教室サポーター等も参画されています。
さらに、福祉協力員・ボランティア等の協力者が地域の活動を支えています。
組織体系や取組み内容は地域の実状に応じて様々ですが、『誰もがいきいきと安心して暮ら
せる地域づくり』という共通の目的があります。
こうした組織的な取組みを継続してすすめるとともに、福祉委員会を構成するメンバーや地域
団体、協力員・地域ボランティアが連携や協働して取組むことや地域住民一人ひとりが、自分た
ちの趣味や特技を活かした関わりや自分でできる範囲でのちょっとした手伝いなどの協力を得
ながら、少しずつ広げていくことがこれからの地域福祉の推進のポイントとなります。

地域福祉を推進するための道しるべ（計画）が必要

地域福祉活動計画とは

竜王町地域福祉活動計画は、地域福祉を推進する中核的な機関である社協が策定する計
画で、福祉活動を行う地域住民やボランティア団体、福祉・医療関係機関等の民間団体による
主体的かつ自発的な福祉活動を中心とした民間活動の行動計画です。
民間の立場から多様な民間団体や地域住民の参加・協働を促進して、様々な福祉活動を計
画化したり、新たな福祉課題に対応するための先駆的な事業を展開したりし、福祉活動やコミュ
ニティ活動を推進するための計画です。
竜王町社会福祉協議会では、平成 14 年 5 月に「第 1 期 竜王町地域福祉活動計画」を策定、
平成 26 年度に「第 2 期 地域福祉活動計画」を策定しました。この「第 2 期 地域福祉活動計画」
が平成 30 年度までの 5 ヶ年計画となっており、これからの地域福祉の推進に向けて平成 30 年
度に町行政が策定された「第 2 期 地域福祉計画」を基に、「第 3 期 地域福祉活動計画」を策定
しました。
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計画策定

・地域福祉活動計画づくりの意義
計画づくりには、以下のような意義や効果があります。
① 中長期的な見通しをもって、段階的・継続的に取り組んで行くことができる。
② 活動の優先順位や重点がはっきりする。
③ 活動がうまく展開されてきたか振り返り、次の課題を明らかにすることができる。
④ 地域の課題や目標を関係者で共有し、同じ方向を向いて連携・協働することができる。
⑤ 計画を公表することで、地域の福祉活動について広く地域住民の理解と協力が得られる。
⑥ 計画づくりの過程で人が育ち、地域の関係者の連帯も強くなる。

２．地域福祉活動計画の見方
（1）目標…地域福祉を推進するための目標を 3 つ掲げています。
・目標を達成するための考え方。
（2）基本計画…目標を達成するための計画。
【求 められること】 基本計画に対して、地域で求められることを記載しています。
【基本計画の方向】 基本計画についてどのようにすすめていくか、考え方を示しています。
（3）実施計画…基本計画をすすめるための行動計画。
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容

主に活動に関わる人たち

基本計画の方向に
ここで言う社会福祉協議会
活 動内 容を す す め るに あ た
沿い実施計画をすす
は前述（P.1 下部）の広義の意 り、主体となって活動する人や団
め るね らいや考え 方
体をあげています。
味です。
を表しています。
※「主に活動に関わる人たち」にあげられている人たちの記載について
紙面の関係上、活動にあたって一緒に考えたりすすめたりする人たちを全て書ききることが
できません。「主に活動に関わる人たち」にあがっている人たちだけですすめるという意味の内
容ではありませんのでご理解をお願いします。

（4）『主に活動に関わる人たち』について
・社協が一緒に手を繋ぎあいながらすすめたいと考える人たちです。

・以下のような表現で記載しています。

自治会、福祉委員会☆1、地域団体☆2、地域ボランティア☆3、民生委員児童委員、自主
防災組織、各団体役員、ひとり暮らし高齢者、老人会、シニア世代☆4、子育て世代、
子育て親子、未就園児親子、子ども、園児、小学生、中学生、当事者団体☆5、ボラン
ティアグループ（活動者）、にこにこプロジェクト参加者・関係者☆6、子育て応援自主
活動グループ、（町）こどもひろばスタッフ、福祉活動団体☆7、（町）老人クラブ連合会、
福祉関係機関（職員・利用者）、医療関係機関、教育委員会、学校運営協議会、小・
中学校、学校応援団事務局、企業、大企業の従業員、労働組合、農業事業所、商店、
銀行、消防署、派出所、消費生活相談員、行政相談委員、人権擁護委員、生活支援
コーディネーター、地域包括支援センター、行政、（滋賀）県行政、（滋賀）県社協、働
き・暮らし応援センター、ハローワーク、成年後見サポートセンター
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『主に活動に関わる人たち』の注釈

☆1

福祉委員会

☆2

地域団体

社協会長が委嘱する福祉委員の他、構成されるメンバーや呼び方
は自治会によって幾分異なります。
自治会によっては、下記の団体がない場合もあります。
ここでは、老人クラブ、赤十字奉仕団、壮年会、青年団、子ども会、
エルダー婦人会、婦人（女性）会を示しています。

☆3

地域ボランティア

地域の福祉活動を運営、協力、支援を実施される地域住民の人た
ちです。
ここでは、福祉協力員、社会教育推進委員、健康推進委員、おたっ
しゃ教室サポーター、コミュニティカフェを運営する有志ボランティ
ア、地域の役を終えて協力される人たちを示しています。

☆4

シニア世代

☆5

当事者団体

明確な年齢の定義はありませんが、ここでは概ね 60 歳以上の人た
ちを示しています。
町内にある当事者の集まりです。
手をつなぐ育成会、視覚障害者友の会、母子福祉のぞみ会、遺族
会、老人クラブ連合会。

☆6
☆7

にこにこプロジェクト プチどら★にこにこプロジェクトに参加する未就園児親子ボランティ
参加者・関係者

ア、スタッフ、訪問先のグループホームの職員・利用者です。

福祉活動団体

町内にある福祉活動を目的とした以下の団体です。
民生委員児童委員協議会、赤十字奉仕団、保護司会、更生保護
女性会。
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第 2 章 地域福祉活動計画のめざすところ
１．基本理念（みんながめざすもの）と目標（みんなで考えるこれからのこと）
◇基本理念

みんなの「あい」でつくる 福祉のまち竜王

今回策定の地域福祉活動計画は、竜王町地域福祉計画と同様に地域福祉の基本とも言える、「誰
もが人権を尊重され､その人らしく」「誰もがよりよく生きることができる」「誰もが参加・参画して、協働で」
ということを視点にしています。
「あい」とは、「他人への思いやり（愛）」「自分の住んでいる地域への“愛”着」を示しています。
そして、住民の皆さんと社会福祉協議会や行政が協働で「わかりあい」「わかちあい」「であい」「ふれ
あい」「支えあい」「助けあい」など、たくさんの「あい（＝愛）」であふれる、福祉のまちづくりを進めてい
くことを基本理念としています。
また、この基本理念の実現に向けて３つの目標を定め、その実施に向けて右ページの通り計画の体
系を設定し、小地域福祉活動の推進を展開します。

目標１ わかりあいわかちあいの関係づくり
誰もが地域に関心を持ち、障がいのある人や認知症高齢者等、支援を必要と
する人に対する理解を深めるとともに、自分の課題として受けとめ、積極的にで
きることに取り組めるよう、小さいころからお互いを尊重し、思いやりの気持ちを
育む福祉教育やボランティア活動などを推進します。

目標２ であいふれあいで絆づくり
住民同士がお互いに知りあい、信頼関係を築<ことが大切であり、困ったときに
は気軽に相談し、助けあいができるように、日頃から世代間交流や健康づくり、
おしゃべり、集う場など、お互いのつながりを深める場づくり、小地域福祉活動な
どの取組みを通して、地域の絆づくりを進めます。

目標３ 支えあい助けあいで暮らしづくり
支援が必要になっても、住み慣れた地域で必要なサービスを適切に利用し
て自立した生活を送れるように、住民と行政との協働の支えあいのネットワーク
を通し、相談体制をはじめきめ細やかな対応のための基盤づくりを進めます。
また、子どもや高齢者が犯罪に巻き込まれないよう、さらには、緊急時や災害
時の対応など、地域団体やボランティア団体などの助けあい活動を通じて、安
心できる暮らしづくりを進めます。
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２．基本計画（みんなで取り組む方向性）と
❷基本計画
（みんなで取り組む方向性）と
アクションプラン（実施計画）
（みんなで始める具体的な活動）
アクションプラン（実施計画）（みんなで始める具体的な活動）
町の地域福祉計画では、基本理念『みんなの「あい」でつくる福祉のまち竜王』の実現に向けて３つ
の目標を定め、それらを実現するための施策体系を設定しています。
地域福祉活動計画についても、小地域福祉活動の推進を図る意味から、町の地域福祉計画に沿っ
た目標を掲げています。この目標を実現していくため、基本計画を立て、地域住民・福祉委員会や地域
団体などの各種福祉団体とともにこの基本計画を進めていくためのアクションプラン（実施計画）を定め
ます。

基本計画
）

アクションプラン（実施計画）

（１）福祉の心を育みあう場づくり

① 子どもたちへの福祉教育
② 地域、関係機関・団体、企業での福祉学習の推進

（２）地域福祉活動への関わり・参加者の増加

① 地域の福祉活動団体へのサポート
② 福祉活動への参加促進
③ 地域福祉コーディネーターの活動の充実

（３）ボランティア活動・町民活動の充実

① ボランティア活動のきっかけづくり
② 多様なボランティア活動の推進
③ 「ボランティアセンター機能」の充実

（１）多様な交流の場づくり

① 子ども・子育て世代・高齢者を対象とした取組みの充実
② 多世代交流や多様な主体の交流の推進
③ 当事者団体、福祉活動団体の自主的な活動の推進

（２）住民相互の地域での見守り・支えあい活動の充実

① お互いのことを知りあうきっかけづくり
② 見守り活動の推進
③ 地域福祉コーディネーターとすすめる
住民の支えあい活動や仕組みづくりの推進
④ ボランティア活動の推進

（３）地域の活動拠点の活用

① 集会所、公共施設、福祉施設などを活用した地域の「縁側」
づくり

（１）相談･情報提供体制の充実

① 身近な地域で気軽に安心して相談しあえる関係の構築
② 総合的な相談体制の充実
③ 相談窓口や社会福祉諸制度の情報提供体制の充実

（２）権利擁護体制の充実

① 判断能力が不十分な人に対する援助の充実
② 誰もが自分らしく暮らせる地域づくり

（３）地域福祉のネットワークづくり

① 地域福祉コーディネート活動を活かした
地域と専門相談機関、行政を結ぶネットワークづくり

② 企業や商店等の地域福祉への参画の推進
（４）子育てや介護の環境整備

① 子育てや介護を行う人を支えあう取組みの推進

（５）就労や社会参加の支援

① 社会参加、生きがいづくりの推進
② 生活のしづらさをもつ人たちへの支援の推進

（６）防犯・防災等の安全なまちづくり

① 情報取得が困難な人への情報提供と啓発、防犯対策
② 近助事業の推進
③ 災害ボランティアコーディネーターの育成
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第 3 章 目標の実現に向けた活動の展開
目標❶ わかりあいわかちあいの関係づくり
誰もが地域に関心を持ち、障がいのある人や認知症高齢者等、支援を必要とする人に対
する理解を深めるとともに、自分の課題として受けとめ、積極的にできることに取り組めるよ
う、小さいころからお互いを尊重し、思いやりの気持ちを育む福祉教育やボランティア活動な
どを推進します。

目標❶ 基本計画（1） 福祉の心を育みあう場づくり
【求められること】
■小さい頃からともに生きる人権意識を育みあい、一人ひとりを大切にし、困っている人に気づき、仲
間と一緒に助けあいの活動をする喜びを分かちあうこと。
■住民がお互いに自分たちで助けあい、支えあうことを考え実践する意識の醸成。
■小さい頃から竜王町に愛着を持ち、ふるさとを大切に思う心を育みあい、一人ひとりが地域に関心
をもち自分の暮らしたい地域を考えること。

【基本計画の方向】
子どもたちが小さい頃から地域のさまざまな人とのかかわりの中で、思いやりの心と相互に助けあ
う意識、理解しあうコミュニケーションカを育み、高齢や障がいの理解をはじめ他者に対する理解や思
いやりを深められるよう、教育委員会や学校、家庭や地域団体、企業や商店、福祉施設が連携し、お
互いに学びあう場づくりを進めます。
様々な世代や立場の方が地域に関心をもち、自分の暮らしたい地域を考えるきっかけづくりを進め
ます。

実施計画① 子どもたちの福祉教育
計画の視点
●児童や生徒が人や物を
大切にし、他者に対する理
解や思いやりの心を育み
あえるよう当事者、ボラン
ティア、教育委員会、学
校、行政が連携して取組
みます。

社会福祉協議会の活動内容
・教育委員会や学校と連携した福祉学習の協議
※

主に活動に関わる
人たち
教育委員会、学校

・学校運営協議 会 との意見交換

学校運営協議会

・小中学校での福祉学習や体験講座の企画と運営

小中学校

・小学校での福祉学習発表
・当事者との交流の機会づくり

小学校

・中学校生徒会（福祉委員会）や先生との定期的な
意見交換

●乳幼児期から、様々な ・中学生の職場体験
人と関わる中で他者に対 ・こどもひろばでの中学生ボランティア体験
する思いやりの心を育みま
※
す。
・プチどら★にこにこプロジェク ト の実施

中学校

未就園児親子、福祉
関係機関職員・利用
者
自治会、福祉委員
会、地域団体、地域ボ
●地域福祉推進のしくみ ・地域における多世代、世代間交流事業の推進
ランティア
のひとつとしての赤い羽根
共同募金運動に対する理 ・助けあい、支えあい、思いやりの心を育む、赤い羽根 園 児 、 小 学 生 、 中 学
生、一般住民
解を深めることにより、助 共同募金作品コンクールの実施
けあいや支えあいの気持 ・共同募金運動について、竜王町の取組みを学びあう
ことで、子どもたちが主体的に児童や生徒同士で呼 小中学校、小中学生
ちの醸成を図ります。
びかけあう共同募金運動の推進
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実施計画② 地域、関係機関・団体、企業での福祉学習の推進
計画の視点

主に活動に関わる人
たち

社会福祉協議会の活動内容
・出前講座、学習会、福祉体験の実施

自治会、福祉委員

●様々な機会や媒体を活 ・福祉活動状況調査の実施
用して、高齢期の機能低
下や認知症、障がいに対 ・地域の福祉状況をまとめた地域カル テ※ の作成と
する理解を深めます。
定期的な更新、活用

会、民生委員児童委
員、地域団体、地域ボ
ランティア

・福祉に関わる出前講座情報の整理と
広報誌やホームページでの紹介

●地域の実情を知り 、自
自治会、福祉関係機
分たちが住む地域の実情 ・地域と福祉関係機関の交流活動の実施
関職員・利用者
をより分かり易くするため
のサポートを行います。
・企業や労働組合などとの交流、ボランティア講座等へ
企業、労働組合
の参加
※

●子どもから高齢者まで、 ・認知症キャラバン・メイ ト 活動
※
認知症サポータ ー の活動
を広げます。
・プチどら★にこにこプロジェクトを通じた親子ボランテ
ィアへの認知症理解の推進と勉強会の開催による認
知症サポーターの養成

＊策定委員会・作業部会でのご意見＊

※

ー、
にこにこプロジェクト参
加者・関係者

教育委員会と話をし
てみることも必要で
はないかな。

子どもの福祉教育につい
て、社協がやっていることを
もっと深めることはできない
かな。

中 学生 と顔 を合わ せ
て自分たちの地域の
ことを話合ってみたり
中学生のことをもっと
知るのも良いかも。

地域包括支援センタ

小学校の学校運営協
議会で意見を聞いて
みてはどうかな。

逆に社協のことももっ
と知ってもらう。
そういう関係づくりが
必要じゃないかな？
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福祉について、改めて学習
の機会をつくるのも大切だと
思うけど、環境の中で自然
に気持ちが養われていく。そ
ういう環境や機会をつくるこ
とが必要じゃないかな。

目標❶ 基本計画（2） 地域福祉活動への関わり・参加者の増加
【求められること】
■地域福祉活動の充実に向け、福祉委員会活動を地域住民全体の組織活動として展開したり、サポ
ートしたりできるような仕組みづくり。
■民生委員児童委員、福祉委員、赤十字奉仕団、健康推進員など地域福祉活動推進者の研修や交
流を深めるとともに、活動について住民の理解を進め、支援を必要とする人が適切な支援を受けら
れるようにすること。
■地域の福祉課題が多様化している中で、福祉の制度や身近な地域の課題等について理解を深め
られるような研修の充実。
■退職シニア世代が、培ってきた経験や技術を地域の福祉のために活かして、楽しみながら地域福
祉活動に携われるような取組み。
※

■地域の実情の把握や地域や住民ニーズの解決に向けた、地域福祉コーディネータ ーを媒介とした
関係諸団体とのネットワークづくり。

【基本計画の方向】
地域福祉活動を住民全体の活動として展開できるよう、取組みの啓発や仕組みづくりを推進します。
地域で福祉活動を推進している人の活動について住民が身近に感じられるよう、多様な媒体や機
会を活用して周知します。
また、地域福祉活動の推進者が研修会や意見交換会などに参加し、活動しやすい環境づくりを進
めます。
退職シニア世代が楽しみながら地域福祉活動に関われるよう、社協と町老人クラブ連合会などの
関係団体、自治会や福祉委員会と地区老人会との連携を図ります。

実施計画① 地域の福祉活動団体へのサポート
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容
・地域福祉三者研修会の実施
・福祉委員活動マニュアルの活用
・地域福祉ブロック別懇談会の実施

●福祉委員会活動の充実
を図ります。

主に活動に関わる
人たち

自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員

福祉委員、民生委員
・地域福祉活動推進者対象の研修、推進者同士の情
児童委員、地域団
報交換や交流の実施
体、地域ボランティア
・地域福祉活動やボランティア活動者や団体に対する
各団体役員、ボランテ
表彰
ィア

●自治会、福祉委員会、
・社会福祉大会、三者研修会、福祉活動推進者対象の 福祉委員
地域の各種団体の連携の
研修会、地域の勉強会で、地域の事例発表を実施
地域ボランティア
促進や強化を図ります。
自治会、福祉委員
・地域の福祉状況をまとめた地域カルテの作成と定期
会、地域団体、地域ボ
的な更新、活用
ランティア
●地域の福祉推進者が、
※
安心して地域での身近な
・未来へつなぐまちづくり交付 金 の活用
相談者として取り組めるよ
※
自治会、福祉委員会
う連携を図ります。
・福祉のまちづくり運動推進地区助成 金 の活用
・福祉委員会の会則づくり
・研修会や交流会、社協広報誌、ふくしだより、ホーム
ページを活用した福祉活動事例、民間助成金情報の 自治会、福祉委員会
紹介
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実施計画② 福祉活動への参加促進
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容

●福祉委員等の役の有無
※
に限らず、多くの地域住民 ・ちょボ ラ の考え方の啓発と取組みの推進
が多様な特技や技術や知
識を活かし、「いきがいや
・地域住民を対象とした懇談会の推進
やりがい感の創出」を通し
て、地域福祉活動に関わ
れるよう取り組みます。
・社協広報誌とホームページや受け手側の環境に配慮
したツールを活用した情報発信
●退職した人や子育てや
※
介護を終えた人たちの地 ・参加者の主体的な活動を図った、生涯現役事 業 や
域社会への積極的な参画 いきいき趣味活 動※ の実施
を図ります。
・シニア世代の先進地訪問など研修の実施
●培ったノウハウを活かし
て楽しみながら仲間づくり
や福祉活動に関われるよ ・町老人クラブ連合会との連携
う取り組みます。

主に活動に関わる
人たち
自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員、地域団体、地域ボ
ランティア
自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員

シニア世代

老人クラブ連合会

実施計画③ 地域福祉コーディネーターの活動の充実
計画の視点
●生きづらさやしんどさを
抱え、また支援を必要とす
る住民やその家族の思い
を受け止め､公的制度など
の支援を必要とする状態
になる前に、住民同士で助
け合い、支えあうことがで
きるよう調整したり、適切
な相談窓口や連携先につ
ないだりできる人材の適正
な配置を進めます。
●地域の福祉課題に対
し、地域と協力した支援体
制づくりの実現に向けて、
地域の福祉活動推進者と
連携し課題解決への取組
みを進めます。

社会福祉協議会の活動内容

主に活動に関わる
人たち

・地域福祉コーディネーターを１名増員（小学校区域に
行政
各 1 名の配置）
福祉委員会、民生委
・地域の福祉活動推進者や関係福祉事業所や団体と 員児童委員、地域ボ
ランティア、福祉関係
の関係構築
機関・福祉活動団体
・社協地域福祉コーディネーターによる地域訪問、
地域福祉活動への参加
・地域の情報整理と課題、ニーズの抽出
・地域住民を対象とした懇談会の推進

自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員

・地域福祉活動が進みづらい地域へのアプローチと推
進
・地域と福祉関係機関の交流活動の実施
※

自治会、福祉関係機
関職員・利用者

●福祉関係の他の専門職 ・生活支援コーディネータ ー、ボランティアコーディネー
生活支援コーディネー
※
と連携して、取組みの充実
タ ー 、社協の地域福祉推進員と連携した、支えあい ター
を図ります。
仕組みづくりの推進
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目標❶ 基本計画（３） ボランティア活動・町民活動の充実
【求められること】
■地域の福祉活動への関わりは、中高年の女性が多く、男性や若者の参加を促すこと。
■高齢化が進行する中で、団塊の世代をはじめ元気な高齢者が、支援を必要とする高齢者や障がい
のある人を支え、楽しく活動できる工夫。
■様々な世代の住民のボランティア活動促進のため、身近でできるボランティア活動の紹介や教育委
員会や学校や企業、「ボランティア活動者の把握と多様な団体」との連携。
■住民の生活ニーズに対するボランティア活動の創出、始めやすいボランティアのきっかけづくり、ボ
ランティア全般の需給調整機能の充実。
■ボランティア活動の充実に向けて、地域や活動者同士がお互いの活動を認め合い、分かち合える
ような取組みや活動支援。
※

■ボランティアの活性化のため、様々な人が行き交えるようなボランティアセンタ ーの環境整備や機
能の充実。

【基本計画の方向】
誰もが住み慣れた地域で、より安心した暮らしを実現するため、ボランティア活動など、住民の主体
的な活動を展開します。
また、身近な地域の中で、みんなができることをお互いに役立て、助けたり、助けられたりする地域
づくりを目ざします。
福祉施設等と連携して、ボランティア体験ができる機会や場を設け、さらにボランティア受入れ先の
充実を進めます。

実施計画① ボランティア活動のきっかけづくり
計画の視点

●児童や生徒が、他者に
対する思いやりの心を育
めるよう取組みます。

●ボランティア活動の幅を
広げたり、始めたりする機
会を設け、ボランティア人
口の増加を目ざします。
●シニア世代が、楽しみや
生きがいを持って取組める
ボランティア活動を推進し
ます。
●子どもから高齢者まで、
身近な地域の中で、できる
ことからはじめられる取り
組みを進めます。

社会福祉協議会の活動内容

主に活動に関わる
人たち

・小中学校での福祉学習や体験講座の企画と運営支援

小中学校

・こどもひろばでの中学生ボランティア体験の実施

中学校

自治会、ボランティア
グループ
ボランティアグルー
・ボランティアのつどいの開催
プ・活動者
福祉委員会、民生委
・地域福祉コーディネーターの活動、福祉委員や民生
員児童委員、地域ボ
委員児童委員などの地域の福祉活動推進者との連
ランティア、福祉関係
携、福祉事業所との連携によるニーズの把握
機関・福祉活動団体
福祉委員、民生委員
・ニーズに合わせたテーマ型のボランティア講座の開催
児童委員、地域団
体、地域ボランティ
ア、企業・福祉施設等
・ボランティア入門講座の開催
従業員
・地域福祉やボランティアの活動者、団体に対する表彰
各団体役員、ボランテ
・ボランティアグループの把握

・新たなボランティア活動を始めるサポート
※

ィア

・善意銀 行 のボランティア立ち上げ助成を活用したボ 地域団体、地域ボラン
ティア
ランティアグループの創設
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・福祉委員会広報でのボランティア募集

福祉委員会

・ちょボラの考え方の啓発と取組みの推進

自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員、地域団体、地域ボ
ランティア

・シニア世代の先進地訪問など研修の実施

シニア世代

・幼い頃から福祉にふれる機会を提供できるようこども
未就園児親子
ひろばでの啓発
・プチどら★にこにこプロジェクトの実施

にこにこプロジェクト参
加者・関係者

実施計画② 多様なボランティア活動の推進
主に活動に関わる
人たち
自治会、福祉委員
・社協イベントボランティアの募集と、各世代、立場の
会、民生委員児童委
人が活躍できる場の提供
員、地域ボランティア
自治会、福祉委員、
民生委員児童委員、
地域団体、地域ボラン
・ニーズに合わせたテーマ型ボランティア講座の開催
ティア、企業・福祉関
●多様な福祉ニーズに対
係機関従業員
応できるようボランティア活
動の推進を図ります。
自治会、福祉委員、
民生委員児童委員、
・ボランティアに関する情報発信
地域団体、地域ボラン
ティア
●ボランティアが活躍でき
る場の充実を図ります。
自治会、福祉委員
・各地域で、自由に集まれる居場所づくりのボランティ 会、民生委員児童委
員、地域ボランティ
ア活動立ち上げ
●様々な分野の団体やボ
ア、福祉関係機関
※
ランティアが協力できる関
・学校応援 団 事務局との連携による、学校支援ボラン
学校応援団事務局
※
係を構築し、相互連携を深
ティ
ア
のボランティアのつどいや講座への参加促進
めた活動ができるよう、取
り組みを進めます。
・社会福祉大会でのボランティア協力依頼やボランティ
ア募集、ボランティア紹介
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容

・ボランティアのつどいの開催
・楽しくやりがいをもって取り組めるボランティア活動の
工夫
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ボランティアグルー
プ・活動者

*

ちょボラ＝日常の中でできるちょっとしたボランティアのことです。
地域の住民同士で少しのボランティア活動（助けあい）を行い、支えあいな
がら安心して暮らせる地域づくりをめざした活動です。

いきいきサロン

準備や後片付けなら手伝えるんだけど…。

ピッ

家で摘んだお花を飾ってもらおう。

役員さんだけじゃなく、福祉委

直接、暮らしの困りごとを支えるボランティア、地域で開催されている

員会に協力できるような仕組

サロンなどの福祉委員会活動に協力するボランティア、コミュニティカ

みを作ったらどうやろ？

フェ等ボランティアで活動している人をちょっとだけ手伝うボランティ
ア、地域では色々なボランティアの活動の形があるよね。
できることから…できることだけ…そんなちょっとしたボランティア活動
なら始めやすいんじゃないかな。

＊策定委員会・作業部会でのご意見＊
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実施計画③ 「ボランティアセンター機能」の充実
計画の視点

●地域での福祉活動や
様々なボランティア活動を
活性化できるよう、ボラン
ティアセンター機能の充実
を図ります。

●子どもから高齢者まで、
できることを地域で活かせ
るよう、ボランティアセンタ
ー機能の充実を図ります。

社会福祉協議会の活動内容

主に活動に関わる
人たち

・ボランティアコーディネーターの養成、研鑽

行政

・ボランティア人材バンクの整備

自治会、福祉委員
会、地域団体、地域ボ
ランティア、ボランティ
アグループ

・学校応援団との連携

学校応援団事務局

自治会、福祉委員
・社協広報誌、ホームページ、町公民館の常設展示、 会 、 地 域 ボ ラ ン テ ィ
診療所の TV スライド、メール配信サービスを活用した ア 、民生委員児童委
員、ボランティアグル
情報発信の充実
ープ
・社協ボランティアセンターの環境整備

・社協の福祉学習資機材の貸出物品の活用

・地域のニーズとボランティアの調整

※

・災害時の災害ボランティアセンタ ーの立ち上げ
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行政
自治会、福祉委員
会、各団体
自治会長、福祉委
員、民生委員児童委
員、地域団体、地域ボ
ランティア、ボランティ
アグループ・活動者

行政

目標❷ であいふれあいで絆づくり
住民同士がお互いに知りあい、信頼関係を築<ことが大切であり、困ったときには気軽に相談し、助
けあいができるように、日頃から世代間交流や健康づくり、おしゃべり、集う場など、お互いのつながり
を深める場づくり、小地域福祉活動などの取組みを通して、地域の絆づくりを進めます。

目標❷ 基本計画（１） 多様な交流の場づくり
【求められること】
■子育ての不安や悩みをお互いに話したり、交流できるきっかけづくり。
■少子高齢化がすすみ、年齢を問わず、異年齢の子どもを対象とした交流の場や
子どもたちが異世代との交流や接点をもてるきっかけづくり。
■高齢になっても、健康でいきいきとした生活を送れるような仲間づくり。
■障がいがある方が気軽に交流の場に参加できるような雰囲気づくり。

【基本計画の方向】
同じ悩みや不安などをかかえる者同士の交流の場、世代や障がいの有無に関わりなく地域住民
みんなが相互に理解しあい、いきいきと生活できるよう多様な交流の場やきっかけづくりを推進しま
す。

実施計画① 子ども・子育て世代・高齢者を対象とした取組みの充実
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容
・福祉委員会や当事者グループによる地域での子育て
サロン活動と竜王町子どもひろばの実施

●子育ての不安や悩みを
抱えたまま孤立することが
ないよう、保護者同士の交
流や情報共有を図ります。

●ひとり暮らしをはじめ高
齢者が孤立や閉じこもりが
ちにならないよう、交流の
輪を広げます。

主に活動に関わる
人たち
子育て親子、福祉委
員会、地域団体、地
域ボランティア、
子どもひろばスタッフ

・子育て講演会の実施

子育て親子

・竜王町こどもひろばだより、ホームページ、フェイスブ
ックによる子どもひろばや子育てにかかる情報の発
信

子育て親子、子どもひ
ろばスタッフ

・子育てを応援する自主活動グループの情報発信と積
極的な活動

子育て応援自主活動
グループ

・高齢者いきいきふれあいサロンや趣味活動の実施

自治会、福祉委員
会、地域団体、地域ボ
ランティア

・参加者の主体的な活動を図った、生涯現役事業や趣
味活動の実施

シニア世代

・シニア世代の先進地訪問など研修の実施
●各世代の交流活動に、
主体的に参加できるよう図
ります。

・交流の場に参加する方たちが一緒に作っていく取組
み方の啓発
・地域で子ども、子育て世代、高齢者を対象とした取組
みを運営される方同士の交流や情報交換会の実施と
好事例の紹介

福祉委員、健康推進
員、民生委員児童委
員、地域ボランティア

・レクレーション用品やイベント用品の無料貸出し

自治会、福祉委員
会、地域団体、ボラン
ティア団体
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＊策定委員会・作業部会でのご意見＊

元気な高齢の人は、“楽しみ”
高齢の元気な人が、地域の福祉活

がないと参加されないかな？

動に協力したり関わってもらったり

“健康”も意識が高いやろ。

できへんやろか？

虫送り・お精霊さんのお迎え・お地蔵

趣味と実益を兼ねたら参加さ

さんの前掛けづくりなど、季節ごとの

れるかもしれんな。

行事で作るものなどは、高齢の人が
教えながらみんなができると思う。

健康マージャンは、知ってる人が教
社協の生涯現役事業でやってるような

えながら知らん人も楽しめるみたい

ことを地域でもできへんかな？

やで。介護予防にもなりそうや。

地域に協力って言っても、何をやったら
良いか分からない人も多いんとちがう？
人がやっていることを見たりすると自分
にもできそうだからやってみようかな、と
いう気になるんとちがうやろか。
色んな取組みを見て回ることで活動のき
っかけができるんやないかな。
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実施計画② 多世代交流や多様な主体の交流の推進
計画の視点

主に活動に関わる
人たち

社会福祉協議会の活動内容
・誰もが気軽に集まれる居場所づくり

●年齢や障がいの有無に
かかわらず、世代を超え
て、気軽に集える場づくり
やつながりづくりを推進し
ます。

●自治会、福祉委員会、
健康推進協議会、老人
会、子ども会等の地域団
体の協働を促進します。

自治会、福祉委員
会、地域ボランティ
※
・コミュニティカフ ェ に取組む方たちの交流や情報交換 ア、福祉関係機関
会の実施
・歳末ふれあい事業助成金の活用

自治会、福祉委員会

・既存の取組みの協働や地域の実態に即した様々な
機会や方法での異世代との交流

自治会、福祉委員
会、地域団体、地域ボ
ランティア

・プチどら★にこにこプロジェクトの実施
・地域子育てサロンや竜王町こどもひろばでの異世代
との交流

●子どもを中心に考える、
異世代との交流やつなが
りづくりを推進します。

※

・子どもを中心に考えて多世代交流を図る子ども食 堂
の実施

にこにこプロジェクト参
加者・関係者
自治会、福祉委員
会、地域団体、地域ボ
ランティア
自治会、福祉委員
会、地域団体、地域ボ
ランティア、子ども

子どもの主体性を育めるような取組みなんてできないかな？

郷中（ごじゅう）教育？

子どもたちの異年齢集団活動を
やってみるのはどうやろ。

・大人は子どもの気持ちに寄り添い、ともに遊びを

子どもを預かる取組みじゃなくて、子ども同士で育

楽しみ、決めるのは子どもたち。

みあう場やきっかけづくり。

・おもちゃやボードゲーム、外遊び、宿題、子どもが

×

自分で選んで行動。

夏休みなどの長期休みだけでも実施できたら良い

子どもの遊び道具は、地域の集会所に置いて。

よね。

・小さな子から大きな子まで一緒に。
宿題を教え合ったり、お兄ちゃんお姉ちゃんと遊
んだり。
・子ども同士のいざこざは、子どもたちで解決。
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このような取組み『子どもの主体的な活動』は、
憧れ、探究心、挑戦意欲をかき立て深い学びへ
つながるといわれています。

実施計画③ 当事者団体、福祉活動団体の自主的な活動の推進
計画の視点
●同じ悩みや課題をもつ
方たちが、互いに支えあい
励ましあいながら、当事者
同士の交流や情報交換な
どの活動が継続できるよう
サポートします。

●福祉活動団体のそれぞ
れの目的に沿った自主活
動が継続できるようサポー
トします。

社会福祉協議会の活動内容

・当事者団体や福祉活動団体の助成金を活用した自
主的な活動の実施と情報発信

・子育て当事者のグループ化に向けた交流会の実施
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主に活動に関わる
人たち

当事者団体、福祉活
動団体

子育て世代、地域ボ
ランティア

目標❷ 基本計画（２） 住民相互の地域での見守り・支えあい活動の充実
【求められること】
■自ら周りの方たちに気軽に手助けや支えを求めたり相談したりできる関係づくり。
■個人情報保護条例やプライバシー意識の高まりなどにより、生活の不安や困りごと、課題を抱え
る人の情報が支援者に伝えられない、あるいは共有が困難であることへの対応。
■生活の不安や困りごと、課題を抱えたまま地域で孤立することのないような、地域住民、福祉関係
事業所、行政などの連携した取組み。
※

※

■各地域での、災害時要配慮 者 等と日ごろから相互に関わりあう、近助事 業 のような仕組みづく
り。
■生活のしづらさを抱える人たちへの既存の福祉サービスでは補えきれないことへの対応や支えあ
い活動の推進。

【基本計画の方向】
誰もが生活の不安や困りごとなどを抱えたまま、家庭や地域で孤立することがないよう、また、適
切に福祉サービスを利用できるよう、地域団体等と連携し、不安や困りごとなどを抱えた人の把握や
見守り体制の充実に努めます。
福祉サービスでは対応しきれない生活の困りごとについて、種々の福祉関係機関と連携して支援
したり、地域で支えあう活動の取組みの推進を図ります。

実施計画① お互いのことを知りあうきっかけづくり
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容

主に活動に関わる
人たち

・地域での見守り活動やサロン、コミュニティカフェ、お
※

●暮らしの不安や困りごと
がある人に気づける機会
をつくります。

●地域の中で情報を共有
するルールづくりを進めま
す。

●行政や福祉関係機関か
ら情報提供できるよう図り
ます。

たっしゃ教 室 、地域イベントなどの住民が集う場づく
り
自治会、福祉委員
・個人情報について適切な保護と活用の理解を促す研
修の実施

※

・住民アンケートや支え合いマッ プ づくりの実施

会、民生委員児童委
員、地域団体、地域ボ
ランティア、福祉関係
機関

・社協地域福祉コーディネーターによる地域訪問、地域
福祉活動への参加
・行政と連携した、暮らしの不安や困りごと、課題を抱
えた方の、民生委員児童委員をはじめとする地域住
民や福祉関係機関の方との戸別訪問や検討会議を
実施
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民生委員児童委員、
行政、福祉関係機関

実施計画② 見守り活動の推進
計画の視点
●身近な地域住民同士で
の見守りあいを推進しま
す。

社会福祉協議会の活動内容
・近助事業による定期的な見守り活動の実施
・福祉委員会や地域住民同士の見守り声かけ活動
・見守られ上手、助けられ上手講座の実施

●自ら周りの方たちに手
助けや支えを求められる
・見守りを兼ねた配食事業の実施
よう啓発を図ります。

●見守り活動で気づいた
変化を必要に応じてスム
ーズに制度や相談窓口に
つながるよう関係機関等と
の連携を図ります。

主に活動に関わる
人たち

・地域の実情に合わせた見守り機能の整備や支えあ
い活動の仕組みづくりに向けた協議

自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員、地域団体、地域ボ
ランティア

・地域住民を対象とした研修会や懇談会の実施
・地域福祉コーディネーターの福祉関係機関との連携
強化

福祉関係機関

実施計画③ 地域福祉コーディネーターとすすめる
住民の支えあい活動や仕組みづくりの推進
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容

・把握した個別や地域の課題の当事者の想いが反映
●地域でどのような取組み できるような話し合いの実施
ができるかを協議するた
め、当事者も含めた話し合 ・地域の実情に合わせた見守り機能の整備や支えあ
いを開催するとともに、新
い活動の仕組みづくりに向けた協議
たな福祉課題の把握と対
応等につなげていきます。
・ちょボラの考え方の啓発と取組みの推進
●日常生活の中でできる、
ちょっとした気遣いや手伝
い（ボランティア）での住民
の支えあいを推進します。

・高齢者の生活支援や介護予防の基盤整備を推進す
る生活支援コーディネーターとの連携

主に活動に関わる
人たち

自治会・福祉委員会・
民生委員児童委員、
地域団体、地域ボラン
ティア

行政、生活支援コー
ディネーター

実施計画④ ボランティア活動の推進
計画の視点
●多様な福祉ニーズに対
応するボランティア活動な
どのテーマ型の取組みを
推進します。

社会福祉協議会の活動内容

主に活動に関わる
人たち

・助成金や共同募金を活用した、生活支援ボランティア
の立上げ支援

自治会・福祉委員会・
地域団体、地域ボラン

・助成金や共同募金を活用した、地域の実情に即した
ボランティア活動の立上げ支援
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ティア

目標❷ 基本計画（３） 地域の活動拠点の活用
【求められること】
■身近な地域の中で、子どもから高齢者、妊産婦、障がいの有無に限らず誰でも利用しやすく、
気軽に集まれる場所づくり。
■住民の誰もが利用でき、多目的な活動が行える公共施設。
■既存の公共施設だけでなく、住民が気兼ねなく交流でき身近で柔軟に活用できる場。

【基本計画の方向】
誰もが身近な地域で活動できるよう、集会所や公共施設の他にも地域の福祉活動拠点となる場の
活用を促進するとともに、福祉施設を活用できるよう進めます。

実施計画① 集会所、公共施設、福祉施設などを活用した地域の「縁側」づくり
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容

主に活動に関わる
人たち

・地域の身近な拠点としてふれあいプラザを活用した
取組み
●様々な人の多様な活動
・身近な場所を活用した、地域でのサロンやコミュニテ
を推進するための、公共施
ィカフェなどの多様な交流活動
設、福祉施設、集会所、空
き家などを活動拠点とした
・身近な場所を活用した、地域での趣味活動、介護予
場づくりの活用を図りま
防、認知症予防、健康づくり、研修会など、多目的な
す。
取組み
●子育てや生活の知恵を
話し合える地域の「縁側」
づくりを目ざします。

・社会福祉法人の福祉施設での地域住民に開かれた
取組み（公益的取組み）の推進

・社会福祉法人の公益的取組みの情報交換会の実施
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自治会、福祉委員
会、ボランティア団
体、当事者団体、自
主活動グループ、地
域団体

社会福祉法人福祉関
係機関

目標❸ 支えあい助けあいで暮らしづくり
支援が必要になっても、住み慣れた地域で必要なサービスを適切に利用して自立した生活を送れるよ
うに、住民と行政との協働の支えあいのネットワークを通し、相談体制をはじめきめ細やかな対応のた
めの基盤づくりを進めます。
また、子どもや高齢者が犯罪に巻き込まれないよう、さらには、緊急時や災害時の対応など、地域団
体やボランティア団体などの助けあい活動を通じて、安心できる暮らしづくりを進めます。

目標❸ 基本計画（１） 相談・情報提供体制の充実
【求められること】
■地域で気軽に「助けて」「手伝って」が言える関係づくり。
■保健・福祉サービスについての住民への情報提供。
■福祉委員や民生委員児童委員が地域での身近な相談者として活動できるよう、各種の相談窓口
や社会福祉諸制度に関するタイムリーな情報提供。
■保健・福祉サービス等について、住民が身近な地域で誰に聞けばいいのかわかるように
すること。
■民生委員児童委員活動の地域内での連携やサポート体制。
■身近な地域での相談対応の充実を図るため、民生委員児童委員などの地域福祉活動に携わる
人たちと福祉関係機関や行政との関係強化。
■多様な福祉ニーズや複合的な福祉課題に対応できる、総合的な相談体制の構築。

【基本計画の方向】
地域で困っておられる人が、住み慣れた地域で安心した暮らしを続けられるよう、ご近所や福祉委
員、民生委員児童委員などに気軽に相談ができる関係づくりを支援します。
また、相談の受け手となる人材の育成や、地域の福祉関係者が活用できる有効な情報の提供を
行います。

実施計画① 身近な地域で気軽に安心して相談しあえる関係の構築
計画の視点
●小地域の福祉活動に携
わる人たちが、地域の福
祉課題を早期に発見でき
るよう情報の提供・交流に
努めます。

社会福祉協議会の活動内容
・既存の取組みの協働や地域の実態に即した様々な
方法での異世代との交流活動の実施
・地域での定期的な見守り声かけ活動の実施
・子育てサロン活動の実施

●地域内で主に区長、福
祉委員、民生委員児童委
員の連携が取れるようお
互いの役割の理解を図り
ます。
●民生委員児童委員が､
地域における身近な相談
者であることを、住民に広
く理解してもらえるよう、啓
発を図ります。

主に活動に関わる
人たち
自治会、福祉委員
会、地域団体、地域ボ
ランティア
子育て親子、福祉委
員会、地域団体、地
域ボランティア

・近助事業などの近所同士で助けあう仕組みづくりの
推進
・地域での住民懇談会や研修会の開催
・見守られ助けられ上手講座の実施
・地域福祉三者研修会、ブロック別懇談会、福祉関係
委員研修会の実施
・地域での民生委員児童委員活動のサポート
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自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員、地域団体、地域ボ
ランティア

・竜王町民生委員児童委員協議会の広報誌
「民児協りゅうおう」の定期的な発行と戸別配布

民生委員児童委員

・地域の福祉施設を身近な相談窓口として活用できる
よう、地域と福祉関係機関との関係づくりや交流活動
の推進

自治会、福祉委員
会、福祉関係機関

実施計画② 総合的な相談体制の充実
計画の視点
●暮らしの中の様々な悩
みや困りごとに対応する相
談体制の充実を図ります。
●ワンストップで相談対応
ができるような相談体制の
充実や複合的な課題に対
してきめ細やかな支援が
できるよう、福祉、医療、教
育関係機関の連携を図り
ます。

社会福祉協議会の活動内容

主に活動に関わる
人たち

・心配ごと相談所や弁護士無料法律相談会の実施

行政相談委員、人権
擁護委員、民生委員
児童委員

・地域福祉コーディネーターによる地域訪問での小地
域福祉活動に携わる人たちとの関係づくり

自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員、地域ボランティア

・行政、関係機関との意見交換や事例検討会の実施

●制度の狭間にあるニー
・関係部署や多職種が集まり、多面的な支援を検討す
ズに対して柔軟に対応でき
る会議での課題解決に向けた協議の実施
るよう努めます。

民生委員児童委員、
福祉・医療関係機関、
行政、地域包括支援
センター、生活支援コ
ーディネーター、相談
支援包括化推進員

実施計画③ 相談窓口や社会福祉諸制度の情報提供体制の充実
計画の視点

●どこに行けば相談できる
のか分かりやすくするよ
う、また、支援が必要にな
った時に、スムーズに支援
につながるよう相談窓口の
周知を図ります。

社会福祉協議会の活動内容

主に活動に関わる
人たち

・広報誌、ホームページ、町公民館の常設展示、診療
所の TV スライド、メール配信サービスを活用した情報 自治会、福祉委員
会、地域団体、地域ボ
発信の充実
ランティア、民生委員
児童委員
・地域で福祉活動に携わる人の研修会の実施

・福祉相談窓口の情報提供と活用

●民生委員児童委員や福 ・福祉関係諸制度の理解や相談機能の向上のための
祉委員など小地域福祉活
民生委員児童委員の研修の実施
動に携わる人たちが、適切
な助言や福祉サービスの
・竜王町民生委員児童委員協議会の広報誌
提供につなぐことができる
「民児協りゅうおう」の定期的な発行と戸別配布
よう情報提供体制の充実
を図ります。
・民生委員児童委員活動マニュアルの活用
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自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員

民生委員児童委員

目標❸ 基本計画（２） 権利擁護体制の充実
【求められること】
■今後、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者、知的障がいや精神障がい
のある人の増加が見込まれ、適切なサービス利用援助を行う権利擁護体制の充実。
■地域からの孤立や虐待を未然に防ぐことができるよう、地域や行政などとの連携体制。
■年齢や障がいの有無にかかわらず、お互いを尊重しあい、誰もがその人らしく暮らし続けられるこ
と。

【基本計画の方向】
認知症高齢者や障がいのある方等で判断能力の低下があっても、適切なサービスを利用すること
により住み慣れた地域で自分らしく生活できるよう支援します。また、普段から地域住民のつながりや
各関係機関の連携強化をすすめます。

実施計画① 判断能力が不十分な人に対する援助の充実
計画の視点

●自分で判断することが
困難な場合でも、本人の
意志の尊重に努め、適切
なサービス利用ができるよ
う、相談支援体制の充実を
図ります。

社会福祉協議会の活動内容
・広報誌やホームページを活用した制度の紹介
※

・地域福祉権利擁護事 業 の活用
・地域福祉権利擁護事業の支援員の増員
スキルアップのための研修
※

・成年後見制 度 の活用

・福祉委員や民生委員児童委員への研修会等を通じ
●判断能力が低下または
た虐待防止の啓発
不十分な人の虐待を防止
・虐待を発見した時の速やかな対応の推進
し、その人たちの暮らしや
財産が守られるよう相談支
援体制の充実を図ります。 ・各関係機関との情報交換や共有

主に活動に関わる
人たち
自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員
行政、福祉関係機関
行政、県社協
行政、成年後見サポ
※
ートセンタ ー
福祉・医療関係機関、
自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員
行政、福祉関係機
関、東近江あんしんネ
※
ットワーク

実施計画② 誰もが自分らしく暮らせる地域づくり
計画の視点
●誰もが自他ともに尊重し
あい、安心して自分らしい
暮らしが継続できるよう、
地域づくりをすすめます。
●子育てや介護が必要な
高齢者、障がいのある人
がいる家庭でお世話や介
護のストレスを抱えたまま
孤立することがないような
地域づくりをすすめます。

社会福祉協議会の活動内容

主に活動に関わる
人たち

・地域でのサロン、コミュニティカフェ、地域イベントなど
の交流活動の実施
・地域での見守り声かけ活動の実施
・虐待を発見した時の通報義務の啓発

・人権啓発活動の実施
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自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員、地域団体、地域ボ
ランティア

目標❸ 基本計画（３） 地域福祉のネットワークづくり
【求められること】
■支援を必要とする人やその家族に対して、世帯の状況や複合的な福祉ニーズに対応する様々な
専門職や福祉関係機関の連携支援。
■支援を必要とする人の早期発見と適切な対応を図るため、福祉関係機関や地域団体による連携
促進。
■支援を必要とする人が普段の暮らしの中で直接関わる企業や商店等と連携した取組み。

【基本計画の方向】
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、行政関係課やサービス提供事業者、民
生委員児童委員、地域団体、住民と連携し、サービス提供や心のケア、相談対応・支援の充実に努め
ます。
あらゆる機会や場面での困りごとを様々な機関が関わり、支えあえるようなまちづくりをめざします。

実施計画① 地域福祉コーディネート活動を活かした
地域と専門相談機関、行政を結ぶネットワークづくり
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容
・地域福祉コーディネーターによる地域訪問での地域
福祉活動に携わる人たちとの関係づくり

●地域で困っている人に
対して、適切なサービスや
住民活動等を結びつけた
り、福祉関係機関や行政と
の連携によるネットワーク
づくりをすすめます。

主に活動に関わる
人たち
自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員、地域団体、地域ボ
ランティア

・地域福祉コーディネーターの民生委員児童委員協議
会の定例会議での地域の孤立しがちな世帯の状況
把握や民生委員児童委員との連携の強化

民生委員児童委員

・高齢者の生活支援や介護予防の基盤整備を推進す
る生活支援コーディネーターとの連携

行政、生活支援コー
ディネーター

・行政、福祉や医療の関係機関との意見交換や事例
検討会の実施

福祉・医療関係機関、
行政、生活支援コー
ディネーター、相談支
援包括化推進員、

・民生委員児童委員をはじめとする地域住民や福祉関
係機関の方との個別訪問や検討会議の実施

民生委員児童委員、
行政、福祉関係機関

実施計画② 企業や商店等の地域福祉への参画の推進
計画の視点
●地域住民の暮らしの困
りごとの解決に向け、企
業、商店が持つ機能が発
揮できるよう連携・協議を
図ります。

社会福祉協議会の活動内容
・企業、商店等との情報交換や交流会の実施

・暮らしの困りごとに対する、企業や商店等ができるこ
との協議と実施
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主に活動に関わる
人たち
企業、商店、銀行、消
防署、派出所、福祉
関係機関、医療関係
機関

目標❸ 基本計画（４）子育てや介護の環境整備
【求められること】
■子育ての不安や悩みをお互いに話したり、交流できる居場所づくり。
■高齢になっても、健康でいきいきとした生活を送れるような仲間づくり。
■介護者のストレスや精神的負担を軽減できるような交流の場づくり。

【基本計画の方向】
子育てや介護に関して、住民同士で相談しあい、支えあえる環境を整備します。

実施計画① 子育てや介護を行う人を支えあう取組みの推進
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容
・福祉委員会や当事者グループによる地域での子育て
サロン活動と竜王町子どもひろばの実施

●子育て、介護の不安や
悩みを抱えたまま孤立す
ることがないよう、悩みが
相談でき、支え合える環境
整備をすすめます。

主に活動に関わる
人たち
子育て親子、福祉委
員会、地域団体、地
域ボランティア、
こどもひろばスタッフ

・社協ホームページや広報誌を活用した子育て応援自
主活動グループの活動情報の発信

子育て応援自主活動
グループ

・子育て当事者のグループ化に向けた交流会の実施

子育て世代、地域ボ
ランティア

・地域の支えあい交流活動の充実と多世代交流の推進

自治会、福祉委員
会、地域団体、地域ボ
ランティア

・生涯現役事業での介護のつどいの開催

シニア世代

・認知症や障がいのある人がいる家族の交流の場づくり

・プチどら★にこにこプロジェクトを通じた親子ボランテ
ィアへの認知症理解の推進と勉強会の開催による認
知症サポーターの養成

当事者団体、NPO 法
人、行政
地域包括支援センタ
ー、
にこにこプロジェクト参
加者・関係者

【企業や商店等の地域福祉への参画とは？】
企業や商店等が、普段の業務を通じて地域住民の暮らしの安心につながるような活動を実施したり、業
務の中で気になる課題などを共有しあう場を設けたりして、課題の早期発見や早期対応を図ります。
既にこのようなことを実施されている企業や商店等もありますが、行政・福祉関係機関等とのネットワー
クを構築することでより効果的な企業や商店等の福祉貢献の増進を目ざします。
例えば…

・宅配業者、新聞・牛乳配達など訪問される業者による簡易な見守り活動。
・散髪屋さんが実施する、送迎サービス。
・宅配サービスを実施する商売業者による健康講座。
・銀行等での高齢者を狙った振り込め詐欺などの防止、注意、対応。
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目標❸ 基本計画（５）就労や社会参加の支援
【求められること】
■社会参加が困難な人への支援。
■雇用環境の変化や個人の特性・障がいにより就職活動や定着就労が困難な人の生活の困窮に
対する支援。
■健康寿命の延伸に伴うシニア世代の生きがいづくり。

【基本計画の方向】
高齢になっても、障がいがあってもその人にあった生きがいや暮らし方を見出せるように支援をすす
めます。
また、貧困等の困りごとを抱えている人に対し、生活の安定につながるような支援を行います。

実施計画① 社会参加、生きがいづくりの推進
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容
※

・働き・暮らし応援センタ ー、ハローワーク、県・町行
政、県社協との連携による就労支援

●社会参加が難しい人や
生きづらさを抱えた人が、
自立した、自分らしい生活 ・働きにくい人への、町内の福祉関係機関や農業など
を送れるよう受け入れ環境 就労体験の受け入れ先の開拓、勉強会、交流会の実施
の整備を図ります。
・参加者の主体的な活動を図った生涯現役事業や
いきいき趣味活動の実施
●シニア世代の生きがい
づくりをすすめます。
・老人会への生涯現役事業やいきいき趣味活動の啓発

主に活動に関わる
人たち
働き・暮らし応援セン
ター、ハローワーク、
県・町行政、県社協
福祉関係機関、農業
事業所
シニア世代

町老人クラブ連合会

実施計画② 生活のしづらさをもつ人たちへの支援の推進
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容
※

・生活困窮者自立支援制 度 を活用した就労支援
●生活に困窮する低所得
世帯に対して、生活の再
建や自立を図ります。

●働きづらさのある人が、
自立でき、安定した生活を
送れることをめざします。

主に活動に関わる
人たち
働き・暮らし応援セン
ター、ハローワーク、
県・町行政、県社協

・生活福祉資金貸付制 度 の活用

民生委員児童委員、
県社協

・就労体験の場の提供

福祉関係機関、農業
事業所

・ひきこもりについての研修会の実施

自治会、福祉委員会、
民生委員児童委員、教
育委員会、行政

・ひきこもり支援検討会の実施および支援連携体制づくり

民生委員児童委員、
教育委員会、行政

※
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目標❸ 基本計画（６） 防犯・防災等の安全なまちづくり
【求められること】
■地域全体で子どもを育てる風土づくりを通じた、交通安全の啓発や連れ去り等の犯罪防止。
■高齢者や障がいのある人などが消費者被害に遭わないよう、情報提供や注意喚起。
■災害時に配慮を要する人が、普段の生活で必要とする事項を日頃から周りの人に伝えておける
よう啓発すること。
■支援者よりも要配慮者の人数が多くなる地域もあり、少しでも支援に関われる人の呼びかけや
啓発の促進。

【基本計画の方向】
子どもや高齢者、障がいのある人などが、犯罪に巻き込まれないよう、地域ぐるみで防犯体制の充
実を図ります。
また、地域団体や住民等と連携し、日頃から地震や水害、火事などに備える減災・防災体制づくり
を進めるとともに、災害時にも安全に避難し、安否確認できるよう、避難・支援体制づくりを進めます。

実施計画① 情報取得が困難な人への情報提供と啓発、防犯対策
計画の視点
●詐欺や悪徳商法などの
消費者被害の未然防止に
取組みます。

●地域ぐるみでの防犯意
識の向上を図ります。

主に活動に関わる
人たち

社会福祉協議会の活動内容
・近助事業の実施による要配慮者への情報提供

自治会、自主防災組
織、福祉委員会

・民生委員児童委員、福祉委員等研修会の開催

自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員

・ひとり暮らし高齢者や地域の老人会に対する
※

詐欺や悪徳商 法 の手口の情報提供や注意喚起の
実施
●災害時の連絡や情報提
供体制の整備を進めま
す。

※

・スクールガード による登下校時の見守り活動の実施

自治会、ひとり暮らし
高齢者、老人会、消
費生活相談員
自治会、地域ボランテ
ィア、民生委員児童委
員

高齢者などを狙うオレオ
電話の前に貼れるよ

レ詐欺や振込め詐欺が

うなチラシを作ったら

まだまだ多いらしい。

どうやろ？

老人会や地域の行事で、啓
発を重ねていくことは大事な
ことやなぁ。

- 28 -

実施計画② 近助事業の推進
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容

主に活動に関わる
人たち

・災害時に、配慮を要する方をご近所で助けあう仕組
みづくり、災害を見据えた「近助事業」の各地域への
展開
・近助事業の説明会や既に取組んでいる地域の事例
紹介の実施
●災害時に、配慮を要す
る人たちが安全に避難し、
安否確認できるよう、日頃
の活動を通じた仕組みづく
りをすすめます。

・乳幼児、妊産婦、障がいのある方、高齢者など避難
時に配慮を要する人と行う消火や防災などの訓練の
実施

自治会、福祉委員
会、民生委員児童委
員、地域ボランティ
ア、自主防災組織

・自治会における自主防災組織活動と近助事業の連
携
・生活安全課、福祉課、社協がそれぞれ行う災害に向
けた取組みを理解しあい、一体的にすすめる協議の
実施
生活安全課…災害時要配慮者登録台帳の管理

それぞれが行って

福祉課…支え合いマップづくりの推進

いることを一体的に

社協…近助事業の推進

取組めないかな？

行政、福祉・医療関係
機関、

町全体で災害に向
けて考える場があっ
たら良いね。

まずは、具体的な取組みを実施
している所が集まって会議をも
つところから出来たら良いね。

実施計画③ 災害ボランティアコーディネーターの育成
計画の視点

社会福祉協議会の活動内容

・災害ボランティアコーディネーター育成講座の実施
●大規模な災害が発生し
たとき、竜王町と竜王町社
協が共同で設置する災害
ボランティアセンターで、ボ
ランティアコーディネートを
行う、災害ボランティアコー
ディネーターの人材育成に
取組みます。

・地域ぐるみの平常時の防災・減災活動の推進

主に活動に関わる人
たち
大企業の従業員、福
祉関係機関職員、民
生委員児童委員、地
域ボランティア
自治会、自主防災組
織

・行政と連携した大規模災害に向けた対応の協議
行政
・町防災訓練での災害ボランティアセンターの設置、運
営や災害ボランティアコーディネートの訓練の実施
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第 4 章 地域福祉を進める社協の基盤強化
１．事務局体制の整備
現状と課題
新たな福祉課題への対応や事業を充実するためには、地域福祉を推進する事務局体制の整備が
必要です。社協職員一人ひとりが専門性を更に高める取組みや社会福祉の専門知識、援助技術の
習得だけでなく、地域の様々な課題への対応能力や要望に応えられる幅広い知識の習得と自己研鑚
に努める必要があります。
また、職員一人ひとりがスキルアップや個々の業務をすすめるだけでなく、事務局内の連携体制を
整備することが必要です。
今後の取組み方針
社協職員の研修や勉強会を充実し、社協職員の専門性を高めます。
多種多様な業務の適正な分担を図り、職員一人ひとりの能力や適性を最大限に発揮できる環境づく
りを行います。
社協法人運営グル－プ、地域福祉推進グループ、在宅福祉推進グループの各グループ内およびグ
ループ間での、業務進捗状況の確認や共有を定期的に行います。

２．地域福祉財源の確保
現状と課題
竜王町社協の事業運営は、①社協会員の皆さんからの社協会費（一般会費、賛助会費）、②町など
から受けている補助金や委託事業費、③共同募金地域配分金などによって賄われています。
社協では、福祉に携わる人のみでなく、地域福祉の推進活動に賛同された住民の皆さんや、団体・
法人・企業・商店の皆さんに社協会員になって頂き、同時に皆さんからお寄せいただく会費を社協が
実施する地域福祉推進事業の財源として活用しています。
今、地域において住民同士ともに支えあい、助けあう考え方が国の方針にも打ち出され、地域福祉
のニーズは高まっていますが、社協会員の加入率は減少傾向にあります。
これから、より充実した地域福祉を推進していくためには、より多くの人に会員制度の理解を広げ加
入率の向上を目指していく必要があります。
今後の取組み方針
①地域福祉活動をより多くの人たちと手を繋ぎながらすすめ、主体的に活動に関わる中で会員制
度の理解を広げます。また、地域福祉活動は、自分たちの住むまちをより暮らしやすくするため
の身近な活動であること、社協会員となることで間接的に地域社会への貢献活動にも繋がるとい
うことについて、広報活動等を充実させて周知を継続するとともに皆さんにご理解頂けるようすす
め会費納入率の向上に努めます。
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②国の示す方針を基に、竜王町の福祉のまちづくりを町行政と社協が一体的に進められるよう、町
福祉課と定期的な連携会議を開催して社協が担う地域福祉推進事業の理解をすすめ、地域福
祉活動を充実できるよう財源の確保に努めます。
③歴史ある共同募金運動が、自分たちのまちを良くするしくみであることの周知を継続してすすめる
とともに、あらゆる人たちからご寄付を集められるよう募金方法を工夫しながら寄付額の増額に
努めます。

３．地域住民と協働で取組む支えあいのネットワークづくり
現状と課題
地域福祉の推進には、地域の課題やニーズを発見し、受けとめ、地域の資源をつなぐなど暮らしを
支えあうネットワークを築くキーパーソンが必要です。この役割を担う地域福祉コーディネーターを社
協に位置づけ、地域や活動の場への訪問による地域や関係機関等との関係づくりや状況把握、ネット
ワークづくりを行っています。地域共生社会の実現に向け、我が事・丸ごとの仕組みづくりが求められ
ている現在、この様な取組みがますます重要となってきます。
地域の福祉課題に対し、地域福祉コーディネーターが社協の地域福祉推進員と常に連携しながら、
地域の関係者や専門職・町に設置される生活支援コーディネーターと協働して解決を図ったり、地域
で支えあう仕組みづくりが求められます。
今後の取組み方針
地域福祉コーディネーターの地域訪問を継続し、生活支援コーディネーター等とも協働しながら、
様々な機会を通じて福祉関係団体や関係機関等との関係づくりを行い、ネットワークづくりをすすめま
す。
訪問活動で得た地域等の状況を定期的に事務局内会議で共有し、課題に対する解決策の検討や
地域福祉の推進に向けた対応の協議や部門間の他職員と連携した対応を行い、自治会や福祉委員
会などと協働し、地域での支えあい活動の仕組みづくりを推進します。

４．総合的な相談支援体制の強化
現状と課題
複合的・多様な福祉ニーズを抱える人や世帯が、竜王町でも潜在的にあります。福祉ニーズを早期
に発見して早期対応につなげられるよう積極的な訪問活動が求められます。
複合的・多様な福祉ニーズには、単独の相談機関では十分に対応できない場合もあり、多分野の
機関の協働による相談支援が必要です。
また、多分野の機関や相談窓口の担当者のより柔軟な連携や、関わる相談支援機関を調整する役
割を担うものが必要です。多分野の機関の連携を進めるには、町行政と一体的にすすめることも必要
です。
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今後の取組み方針
地域の福祉活動の場への訪問活動で地域の福祉活動に携わる人たちとの関係づくりや関係機関
等との連携強化をすすめます。そして、多様な福祉ニーズを抱えたり孤立しがちな世帯を多面的に支
えられるよう、社協事務局内でのグループ間連携や多分野の機関との連携をすすめます。

５．ボランティア活動の推進
現状と課題
地域の福祉活動に携わる人の人材不足の声が聞かれます。逆に地域の福祉活動に貢献したい、
また地域の居場所や縁側づくりをしたいと思いがあっても役職がないなどで活動されていない人がい
ます。地域には、手伝ってほしいと声をかけられたら手伝うとか、社会に貢献したいという思いをもって
おられる人もいます。
地域でのボランティア活動者や様々なボランティア団体等、ボランティア活動をされている人はたくさ
んいるものの、地域住民やボランティア活動をする人たち、またボランティア活動者同士、相互に交流
できる機会が少ない状況です。ボランティア活動をよりいっそう推進するために地域住民がボランティ
アに触れる機会や相互交流が求められます。
今後の取組み方針
地域の役を終えた後でも役に就いた人へのサポートや自分のできる範囲での地域福祉活動への
関わりや暮らしの困りごとに対する手伝い（ちょっとしたボランティア＝ちょボラ）をする人を広げられる
よう啓発やボランティア講座を行います。
社会貢献活動につながるよう、社協が実施する事業にボランティアで関われる機会をつくります。
誰でも気軽に立ち寄れるボランティアセンターの拠点づくりに努めます。

６．大規模災害の対応に向けた基盤整備
災害時要配慮者を地域で支える仕組み「近助事業」を各自治会に展開できるようすすめ、それぞ
れの地区の地域性を活かした取り組み方法を話し合い、災害時の支援・平常時の見守り活動の充実
を図ります。
行政や社協がそれぞれ行う防災に向けた取組みを理解しあい、大規模災害に向けた対応など一
体的にすすめるに協議を実施します。 また、行政等の関係機関や町内企業、住民の皆さんの協力を
得ながら、災害ボランティアコーディネーターの養成を行い、いざという時に有効に機能する災害ボラ
ンティアセンターの設置運営体制を整えます。
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第 5 章 計画の推進（みんなですすめる計画）

１．協働による計画の推進
地域福祉活動の主役は地域に暮らす住民一人ひとりです。住み慣れた地域で、支え・支られながら
助けあえる地域社会を実現させていくためには、行政や社協の取組みだけでは不十分であり、あらゆ
る人や組織、団体、事業所等との協働が不可欠となります。
地域に暮らす人たちをはじめ、自治会、福祉委員会、地域ボランティア（団体）、地域団体、福祉・医
療関係機関等が協働して計画を推進していくことが重要です。
更に、この計画の推進には、行政と社協の連携を強化するとともに、企業や商店等、竜王町内に従
業する人たちとの協働も求められます。

２．計画の進行管理
計画の期間は、2019 年度から 2023 年度までの 5 年間とします。
本計画に基づいて事業や活動を実施し、社協地域福祉推進部会において定期的に進捗確認を行
い、推進を図ります。併せて計画の評価を行い、次期の地域福祉活動計画につなげます。
また、社協の各年度の事業計画を作成する際には、本計画を反映したものとし年度終了時には本
計画の進捗に照らし合わせて事業の実施状況を振り返ります。

年間計画作成⇒

2020 年度

年間計画作成⇒
振返り、
本計画進捗確認

2021 年度

年間計画作成⇒
振返り、
本計画進捗確認

2022 年度

年間計画作成⇒
振返り、
本計画進捗確認

地域福祉活動計画の評価
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2023 年度

年間計画作成⇒
振返り、
本計画進捗確認

振返り、
本計画進捗確認

第４期地域福祉活動計画の策定・実施

2019 年度

参 考 資 料
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参 考 資 料
第１節 地域福祉活動計画の策定方法
１．竜王町地域福祉計画との関係
地域福祉活動計画は、社協と関係機関・団体等と地域の皆さんが協働で地域福祉推進
に取り組むための行動計画として位置づけられ、地域の皆さんの積極的な参画を得なが
ら実現していけるものとなります。
町行政が平成 30 年度に策定した「地域福祉計画」と社協の「地域福祉活動計画」は
地域の福祉課題等を共有し、その解決に向けそれぞれの役割を明確にして、本町におけ
る地域福祉を推進する一体の関係にあります。

第五次竜王町総合計画
整合

竜王町地域福祉計画

整 合

【関連計画】
・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

連携・協働

竜王町地域福祉活動計画

・竜王町障がい者計画

（竜王町社協）

・竜王町子ども・子育て支援事業計画
・健康いきいき竜王 21 プラン

【関係図】
地域団体
NPO・
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

ｻｰﾋﾞｽ
事業者
住民
ｻｰﾋﾞｽ・支援の
受け手であり
担い手

企 業
協働
支援

商 店
関係機関

協働
支援

行 政
社会福祉協議会

●住民の地域福祉活動促進のための

基盤強化
●専門的な支援を必要とする困難事例
に対応
●住民との協働のつながりの円滑化

協働
連携

- 35 -

●住民と行政機関との橋渡し
●具体的な地域福祉活動の推進
●ボランティアの養成等

２．地域福祉活動計画ができるまで
地域福祉活動計画は、社協が地域福祉推進の中核的な役割を担い、地域住民の皆さんや町内
の様々な関係機関、町行政と一体となりつつ、それぞれの役割を分担しながら地域福祉を考え、行
動していくための指針となるものです。
町行政の「地域福祉計画」と社協の「地域福祉活動計画」は、地域福祉の推進を図る上で一体的
に考える必要があることから、社協においては地域福祉計画に連動して、地域福祉活動計画を策
定しました。
（１）策定委員会
計画の策定にあたっては「学識経験者」「保健・福祉関係者」「職域・住民組織団体代表」「関係行
政機関職員」「住民(公募による)」の各分野から 13 人で構成される「竜王町社会福祉協議会地域
福祉活動計画策定委員会」を設置し、龍谷大学の笠井賢紀准教授に策定委員会のアドバイザー
を担って頂き、意見交換を重ねました。
第1回

平成 30 年 4 月 27 日

第5回

平成 31 年 1 月 22 日

第2回

平成 30 年 6 月 22 日

第6回

平成 31 年 2 月 6 日

第3回

平成 30 年 8 月 24 日

第7回

平成 31 年 3 月 26 日

第4回

平成 30 年 11 月 9 日

（２）作業部会
（1）の策定委員会委員より 6 人の委員で構成され、策定委員会へ提出する資料の原案を作る
ため、計画に関わる各項目に対し話し合いや意見交換を深め、作業部会にも笠井准教授にアド
バイザーとして関わって頂きました。
第1回

平成 30 年 6 月 1 日

第5回

平成 30 年 10 月 15 日

第2回

平成 30 年 6 月 15 日

第6回

平成 30 年 12 月 5 日

第3回

平成 30 年 7 月 24 日

第7回

平成 30 年 12 月 20 日

第4回

平成 30 年 9 月 28 日

（３）地区別（ブロック別）懇談会
社会福祉協議会では以前より、毎年、住民懇談会を開催して地域の福祉課題を話し合い、そ
の解決方法を一緒に考える機会として、下記の住民懇談会を開催してきました。この場で頂いた
ご意見を計画に反映しております。
・平成 26 年度…町内 5 ブロックに分かれ、地域福祉の関係者である区長・民生委員児童委員・
福祉委員・福祉委員会メンバーの皆さんと、特に「コミュニティカフェ」の取組みや「災害時の要
配慮者支援活動を見据えた日頃の見守り声かけ活動」について話合いました。
・平成 27 年度…町内５ブロックに分かれ、地域福祉の関係者である区長・民生委員児童委員・
福祉委員・福祉委員会メンバーの皆さんと、特に「コミュニティカフェ」の立上げについて、ユニ
ークな運営方法を語りあう中で現実の取組みと結びつける話合いを行いました。
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・平成 28 年度…町内 4 ブロックに分かれ、地域福祉の関係者である区長・民生員児童委員・
福祉委員・福祉委員会メンバー・子ども会役員の皆さんと、特に「多世代（異世代）交流」につい
て話合いました。
・平成 29 年度…町内 4 ブロックに分かれ、地域福祉の関係者である区長・民生員児童委員・
福祉委員・福祉委員会メンバー・子ども会役員の皆さんと、多世代交流を目ざした「子どもを中
心に考える地域づくり」について、地域の活動者の事例発表を基に話合いました。
（４）地域福祉コーディネーターの活動（平成 27 年度から社協に 1 名配置）
地域福祉コーディネーターの地域訪問での自治会長、福祉委員、民生委員児童委員、福祉委
員会メンバー、協力員、地域ボランティアなどの人たちとの関わり、地域の交流活動などに集まる
住民の皆さんとの信頼関係づくり、福祉施設への訪問など様々な活動の中から聞かれた声や感
じたことを計画に反映しています。
■地域訪問等実績（回数）
＊おたっしゃ教室
＊地域の健康教室
＊高齢者サロン
＊子育てサロン・児童向け活動
＊子育て世代自主グループの活動
＊コミュニティカフェ
＊福祉委員会
＊老人クラブ
＊シニア自主グループ
＊ボランティア関係
＊個人を支援する地域支援者会議
＊こどもひろば
＊自治会主催イベント
＊子ども会イベント
＊こども食堂
＊当事者団体の活動
＊学童（竜小・西小）
＊施設と地域の交流
＊高齢者施設
＊障害者施設イベント
＊視察研修
＊視察研修受け入れ
＊相談・連絡・調整

H27 年度
２９
１２
３
１６
３
１

H28 年度
２９
２
５
１１
８
２９
６
２１
５
１１
５

H29 年度
３７
１
６
１２
１１
２０
９
９
１０
４
日常的
１
１
１
１

H30 年度
３７
５
４
４
３６
１
５
１０
２
日常的
７
３
１
３

２
５

３

８

３７１

２６４

１
５
１
８６４

７０９

活動事例を一部紹介

地域訪問の現場で、肌で感じながら地域の人たちの様々な思いを受け止め、その場で求めら
れるアイディアや情報を提供し、人と人とがつながる思いを語り合いながら地域の福祉活動の
活性化を図ってきました。
 地域の福祉活動を運営する人たちの運営上の悩みを受け止めたり、他地区の取組みを
紹介したり他地区の活動とつないだりすることで解消を図る。
 子育中のお母さんの気持ちに寄り添い、その方たちの社会に貢献したい気持ちを醸成し、
子育てを応援するグループ結成のきっかけをつくる（交流会の開催）。
 地域の居場所や縁側づくりの考え方や趣旨を伝え続ける。
 住民さんの将来や健康上の不安を持ちつつも地域の活動に積極的に参加されている姿
を励ます。
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第２節 竜王町の状況
１．概況
本町は、滋賀県の東南部蒲生平野に位置し、東に雪野山、西に鏡山という２つの山に囲まれて
います。この山 々 は竜神が祀られていたことから「竜王山」と呼ばれ、町名の由来にもなっていま
す。
北は近江八幡市、東は東近江市、南は湖南市、西は野洲市にそれぞれ接しています。
町には鉄道駅がありませんが、中央部を名神高速道路が東西に横断し、大津市とは約 30 ㎞、京
都市とは約 40 ㎞の距離にあり、立地条件を活かして、町域南部には大規模自動車工場等が立地し
ています。
平成 22 年には名神竜王インターチェンジを核としたアウトレットモールが開業するとともに、平成
23 年には竜王町役場を中心とするタウンセンターエリアに大型スーパーが開業し、併せて医療機関
も開業するなど利便性の向上が図られています。
町内は 32 の行政区があり､福祉委員会や地域で活躍するボランティアの人たちを中心に小地域福
祉活動に取り組まれています。

２．人口や世帯構造の特性
◆国勢調査による本町の人口は、平成７年をピークに緩やかな減少傾向を示し、世帯数について
は横ばいの状況です。1 世帯当たりの人員は減少傾向にあり、世帯規模の縮小が進んでいます。
◆住民基本台帳による平成 30 年 12 月末現在の人口は 12,142 人、世帯数は 4,391 世帯となってい
ます。
グラフ ■総人口・総世帯数の推移

（人、世帯）

14,000
12,000

3.96

12,672

13,650

13,370

13,280

12,916

12,896

12,142

10,751

10,000

3.37

3.32

6,000
2,718

4.5
4.0
3.5

3.44

8,000

4,000

（人/世帯）

3,760

3,968

4,029

3.08

4,311

3.00

2.93

4,413

4,302

3.0
2.77
4,391

2.5
2.0
1.5
1.0

2,000

0.5

0

0.0
昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成30年
総人口

総世帯数

1世帯当たり人員

資料：平成2７年までは国勢調査（各年10月1日現在）、平成30年は住民基本台帳
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◆年齢３区分別人口構成では、０～14 歳の年少人口割合は低下を続け、平成 30 年には 13.3％にな
っています。一方、65 歳以上の高齢者人口割合（高齢化率） は上昇を続け、平成 17 年には年少
人口割合を上回り、平成 30 年には 26.5％となり、少子高齢化が一層進行しています。
グラフ ■年齢３区分別人口構成の推移
0%

20%

60%

平成2年

21.3

平成7年

20.0

14.6

平成22年

13.3

平成27年

13.4

平成30年

13.3

100%
12.1

66.7

12.0

66.1

13.9

67.1

17.2

平成17年

80%

65.1

22.8

昭和60年

平成12年

40%

15.7

68.4

17.0

67.8

18.9

62.7

23.9

60.2

0～14歳

26.5

15～64歳

65歳以上

資料：平成2７年までは国勢調査（各年10月1日現在）、平成３０年は住民基本台帳

◆本町の高齢化率は、平成７年以降全国および滋賀県水準より低い値で推移していました。これは、
本町特有の人口構造として、町内に立地する工場の社員寮があり、生産年齢層（特に 20 代から 30
代の独身層）が毎年一定数いることが要因となっています。 しかし、平成 30 年には、滋賀県の高
齢化率より本町の高齢化率が上回っています。
グラフ ■高齢化率の推移の全国および滋賀県との比較
30.0

(%)

25.0

23.0

20.0

17.3

15.0
10.0

12.1
10.8
10.3

14.1
12.1(県)
12.0

14.5(国)
13.9

15.7

20.1

20.7

26.6
24.2
23.9

27.7

26.5

25.8
25.3

25.7

18.1

17.0
16.1(県)

18.9

12.0

5.0
0.0
昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 平成30年
竜王町

滋賀県

全国

資料：平成2７年までは国勢調査（各年10月1日現在）平成2９年以降は住民基本台帳
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◆高齢者世帯数は年々増加し、平成 27 年は 1,849 世帯で、一般世帯総数に占める割合は 43.5％で、
滋賀県平均 40.4％より高くなっています。
◆ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯が高齢者世帯総数に占める割合は、平成 12 年には 10.3％
と１割を超え、平成 27 年には 32.2％と上昇傾向にありますが、滋賀県平均の 50.1％よりは低い状況
です。
グラフ ■高齢者世帯数の推移
(世帯)
2000

1,849

1500
1000

37
52

500

1,013

37
53

1,152

1,334

46
72

81

192

142

90
177

275

403

1216

1282

1264

1194

1254

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

1062

924

66

1,611

1,531

1,429

0
昭和60年

平成2年

ひとり暮らし

夫婦

同居等

総数

資料：国勢調査（各年10月1日現在）
注）夫婦はいずれかが６５歳以上の世帯

３．対象者別の状況
◆障害者手帳所持者数は、全体では平成 18 年度に大きく増加し、19 年度には一旦減少しましたが、
それを除くとおおむね増加傾向にあります。
◆平成 29 年度の障がい種別の手帳所持者数は、身体障害者手帳所持者が 507 人、療育手帳所持
者が 124 人、精神障害者保健福祉手帳所持者が 99 人となっています。
グラフ ■障がい種別障害者手帳所持者数の推移
(人)
800
600

682
530
25
64

575 588 599
51

38
67

42
74

80

470

472

468

71
86

632 647 657

708 718
678 699

65

69

73

82

83

60

88

94

95

99

102

105

109

489

493

497

510

524

521

526

55

694 709 733
93

95

111

114

490

500

730

93

99

121

124

519

507

400
200

441

525

0

精神障害者保健福祉手帳所持者
療育手帳所持者
身体障害者手帳所持者
資料：平成17年度までは竜王町障がい福祉計画（平成19年3月）
平成18年度以降は東近江健康福祉事務所事業年報
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総数

◆介護保険の要介護等認定者数は、平成 30 年 9 月末現在では 562 人、要介護等認定率は 17.2％
で、全国の 18.3％より低く、県の 17.1％より高くなっています。
◆平成 25 年と比べて、要支援１、２の割合が高くなり、その他は低くなっています。
重度の要介護４および最重度の要介護５は合わせて 18.5％で、滋賀県の 20.7％や全国の 21.5％に
比べて低くなっています。
グラフ ■要介護等認定者数と認定率の推移
(人)
600
500
400
300
200

374

350

364

16.0

16.1

16.1

15.2

15.2

15.3

14.8

15.1

14.7

398
16.6

449

423

17.5

17.2

17.0

16.6
15.8

460

16.7

16.4

491

480

542

509

17.8

17.9

18.0

18.0

18.1

17.0

17.1

17.2

17.2

16.9

17.1

16.9

16.9

17.1
17.1

(%)
22.5

562

20.0

18.3

17.5

17.2
17.1

15.0

15.7

12.5

100
0

10.0

認定者数

竜王町

滋賀県

全国

資料：各年介護保険事業状況報告（各年9月末現在）
注）認定率＝第1号認定者数÷第1号被保険者数

グラフ ■要介護度別認定者の構成
（％）
竜王町
平成25年
竜王町
平成30年
滋賀県
平成30年
全国
平成30年

7.8

8.5

14.7

22.1

10.1

11.6

13.9

要支援１

18.4

31.0

12.5

13.9

要支援２

13.9

18.9

21.7

19.1

20.1

17.4

要介護１

要介護２
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13.0

10.7

10.0

7.8

14.5

11.9

8.8

13.2

12.2

9.3

要介護３

資料：介護保険事業状況報告（平成30年9月末現在）

13.1

要介護４

要介護５

◆生活保護の受給状況は、平成 30 年度月平均で被保護世帯数が 15 世帯、被保護人員は 19 人で、
平成 20 年度に一旦減少しましたが、その後は増加傾向を示しています。
◆平成 14 年度以降の保護率は、平成 16 年度に 1.19 に上昇し、平成 20 年度には 0.22 となりました
が、以後は上昇に転じ、平成 30 年度は 1.57 となっています。
しかし、東近江管内全体よりも一貫して低い数値で推移しています。
グラフ ■生活保護受給状況の推移

(世帯、人)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

10
7

5

4

平成18年度

3 3

19年度

20年度

5

6

6

21年度

7

22年度

7

9

23年度

10

11

12 12

24年度

被保護世帯

25年度

14 14

26年度

16 16 16

27年度

17

28年度

19
16

29年度

19
15

30年度

被保護人員

資料：東近江健康福祉事務所事業年報
注）各年度月平均

グラフ ■生活保護率の推移

6
(‰)

5.36

5

4.45

5.16

5.1

5.07

1.32

1.37

5.43
5.02

4.48

4
2.7

3
2

1.66

1.75

1.93

1.19

1
0

1.95

0.43

0.7

1.8
0.76

0.82

1.9

0.49

3.06

1.89

0.22

0.45

0.52

竜王町

0.71

0.88

0.97

1.14

東近江管内

資料：東近江健康福祉事務所事業年報
注）保護率は被保護人員の人口千人当たりの率
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1.55

1.57

第３節 ボランティア団体一覧

ボランティア団体（福祉活動ボランティア）
竜王町では、町内の福祉活動を支える多くの福祉活動ボランティアがおられます。
誰もがいきいき暮らせるふれあいのまちづくりを支える大きな存在です。
グループ名

活動場所

活動内容

竜王町赤十字奉仕団

竜王町内各地域
竜王町内福祉施設

竜王町健康推進協議会

竜王町内各地域

竜王町更生保護女性会

竜王町内各地域

竜王町盲人ガイドヘルパー
ひまわり

要請のあった各地

点字点訳

各家庭

朗読ボランティア
グループエコー

竜王町立図書館

ボランティア万葉

万葉の里

おはなしサークル
「トトロ」

竜王町立図書館
竜王町内各地域
竜王町内幼稚園

かめかめくらぶ

竜王町公民館

タートル倶楽部

竜王町内

グループぐらちゃん

竜王町内

シニアボランティア
「菜の花グループ」

竜王町内

信濃地区ボランティア会
「ほほえみ会」

信濃地区内
安楽寺

善光寺川花いっぱいの会

善光寺川河川敷

福祉施設での１日奉仕作業、寝たきり高齢者への友愛訪
問、炊き出し訓練、各地区での小地域福祉活動。
地域各所での健康作り活動の推進、各所での健康料理教
室、健康維持の啓発活動。
地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動、犯
罪をした人・非行のある少年の改善更生、子育て支援・施
設等への慰問。
視覚障害者友の会の歩行訓練等のお手伝い。
視覚障がい者のお手伝い。
竜王町内の小学校で行われる福祉学習の講師。
視覚障がい者の方へ点訳活動。
竜王町内の小学校で行われる福祉学習の講師。
視覚障がいの方への町広報誌の朗読、録音テープの作
成。
火曜日～土曜日の５日間は、「洗濯たたみ」や「ほころび修
繕」。
日曜日は、午後１時半～４時まで喫茶コーナーを開催。
絵本の読み聞かせをメインに、ペープサート、大型紙芝
居、大型絵本、仕掛絵本、ストーリーテリング、パネルシア
ター、手遊び等で、おはなし会を実施。
小学生・社会人・主婦等いろんな仲間が集まり、当事者か
ら手話や障がいについて学んでいる。
小学校や老人会・自治会などへの出前講座や聴覚障がい
者理解のための講演会・講話等を実施。
子育てをされているお母さんの応援。
子育てのストレスを解消してもらうために月に 1 度お茶会
（定例会）、年に 1 度親子レクリエーションを実施。
幼稚園児への食育活動や、手作り調理で高齢者等へ給
食・配食活動。
退職シニアメンバーで構成されたグループ。
環境美化活動や、子育て支援（流しそうめんや餅つき）、
学校支援、日曜大工、行事などに出向きこだわりのおいし
い珈琲のドリップサービスの実施。
地域内の清掃、安楽寺の清掃を、有志でボランティアグル
ープを作り取り組んでいる。
空き缶拾いやごみ拾い、安楽寺のお堂の掃除、障子の張
替え等を実施。
芝桜とマツバギクの植栽、育成・維持管理及び啓発活動。

竜王清流会

善光寺川河川敷

町内河川の美化活動や除草作業。

NPO 法人外出支援
ボランティアスマイル

町内,近隣市町

要支援、要介護、障がい者の方の通院や外出の送迎。

＊平成 31 年 3 月現在、社協が把握しているボランティア団体の一覧です。
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ボランティア団体（趣味活動ボランティア）
趣味活動ボランティア・・・趣味や特技をボランティア活動に生かしておられるグループ。
地域や福祉施設など様々な所からのご依頼を受けて、出前で演芸
披露や教養活動等をしてくださっています。
グループ名

活動場所

ふるさと一座

依頼のあった地域

玉ちゃんハッスル会

依頼のあった地域

オカリナドレ美

依頼のあった地域

ちあばーる夢組

依頼のあった地域

よしの音

依頼のあった地域

茶道サロン will

依頼のあった場所

千芳の会

依頼のあった地域

仲よしばあばあず

依頼のあった地域

花柳春翔波

依頼のあった地域

ちりれんげ

依頼のあった地域

色々なジャンルの曲を二胡という中国の伝統楽器で演奏。

琵琶湖蕎麦打ち愛好会

依頼のあった場所

手打ち蕎麦の実演・実食・手打ち蕎麦体験。

ひょっこりひょうたん島

依頼のあった地域

ラリマー

依頼のあった地域

一乗 かなめ

依頼のあった地域

YUDAI

依頼のあった地域

活動内容
手品・うた・おどり・劇などそれぞれの得意技を豪華に披
露。
地域のふれあいサロン、敬老会、福祉施設等を訪問し、レ
クリエーションやハーモニカ演奏、歌謡、玉すだれ等を披
露。
オカリナ演奏でなごやかな雰囲気を演出。
オカリナの演奏、簡単な体遊び、会場の皆で一緒に歌を
歌う。
６０代の女性を中心とするチアダンスグループ。
チアダンスだけではなく、オカリナ、フラダンス、手遊び、小
人ダンス、カラオケ等の披露。
よし笛の素朴で優しい音色にあう童謡や唱歌、皆が口ずさ
む事が出来る曲の演奏。
抹茶・和菓子等を食べていただき、茶を点てる等の体験。
高齢者や障がい者の方たちが楽しめるよう、「裏千家立礼
式」国際的なテーブル式のお茶会の実施。
二つの流派の舞踊を、歌にあわせて披露。
見てくれている方々に楽しんでいただけるように、楽しいお
話などもしています。
うた、踊り、詩吟、詩舞、創作ダンス、寸劇、玉すだれ、スコ
ップ三味線等の披露。
古典舞踊だけではなく、新舞踊や舞踊体操をふまえた舞
踊の披露。
古典舞踊や新舞踊、舞踊体操、着物の着付けの指導の実
施。

笑いを通じて二人羽織で「詐欺被害防止」の呼びかけを実
施。
小人ダンス、白黒ダンス、手遊び、歌遊び、バーチャンバ
ンドの披露。
よし笛の演奏
よし笛とカホン等のほかの楽器とのセッション
腹話術、コミックマジック（参加型など）、うた、オカリナ演奏
等の披露。
ピアノの弾き語り
自分の曲や皆が口ずさめる曲の披露。

＊平成 31 年 3 月現在、社協が把握しているボランティア団体の一覧です。
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竜王町社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会設置要綱
竜王町社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会設置要綱(平成 11 年 6 月 1 日施行)
の全部を改正する。
(設置)
第１条 社会福祉法人竜王町社会福祉協議会（以下「本会」という。）が、竜
王町地域福祉活動計画(以下「活動計画」という。) を策定するため、竜王
町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。
(所掌事務)
第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 活動計画の調査及び検討に関すること
(2) 活動計画の立案に関すること
(3) その他活動計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第３条 委員会は、１３人以内の委員(以下「策定委員」という。)で組織する。
２ 策定委員は、次に掲げる者のうちから、本会会長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 保健・福祉関係者
(3) 職域・住民組織団体を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 公募に応募した住民
(任期）
第４条 策定委員会の任期は、活動計画策定完了までとする。ただし、選出機関及び団体の
任期が終了した場合は、新規に任命され、及び選出された者に委嘱する。
２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第５条 委員会に委員長及び副委員長各 1 名を置き、委員の互選によりこれを定める。
２ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その
職務を代理する。
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（作業部会の設置）
第６条 この委員会に作業部会を設置する。
２ 部会は、委員長が指名する者をもって構成する。
３ 部会に、部会長を置く。
４ 部会長は、部会員の互選による。
５ 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
６ 部会長は、作業の結果を委員会に報告するものとする。
（会議）
第７条 委員会の会議は委員長が、部会の会議は部会長が招集し、委員長又は部会長がそ
の議長となる。
２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。
（関係者の出席）
第８条 議長は、必要に応じて策定委員会、部会に関係者の出席を要請し、助言を求めるこ
とができる。
（事務局）
第９条 委員会の事務局は、竜王町社会福祉協議会事務局内に置く。
（その他）
第１０条 この要綱の施行に関し必要な事項は、本会会長が別に定める。
付 則
（施行期日）
１ この要綱は、平成２４年８月１０日から施行する。
（招集の特例）
２ 第７条の規定にかかわらず、この要綱の施行後最初に招集される委員会、部会は、本会
会長が招集する。
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地域福祉活動計画策定委員会 委員名簿
氏
鎌田 勝治

名

所属機関・役職等（委嘱時）

（委員長）

自治会連絡協議会会長

雨森 千恵美 （副委員長）

訪問看護ステーションゆげ 管理者

奥村 昭

＊

滋賀県社会福祉協議会地域福祉部課長

杉本 重剛

＊

竜王町社会福祉協議会 理事

小林 江里子

竜王町民生委員児童委員協議会 会長

寺田 孝明

やまびこ福祉会やまびこ作業所 所長

坂口 直司

＊

NPO 法人りゅうおう 理事長

村居 美穂

＊

こどもひろば、プチどら★にこにこプロジェクト スタッフ

北川 沙耶

竜王町青年団 代表

山田 東吾

＊

嶋林 さちこ

竜王町老人クラブ連合会 会長
竜王町役場住民福祉主監

西村 美佐子

＊

蔵口 きよ江

一般公募
一般公募
（順不同・敬称略）
（＊策定委員 兼 作業部会員）

❏ アドバイザー：笠井 賢紀 氏（龍谷大学 社会学部コミュニティマネジメント学科 准教授）
❏ 社協事務局
氏

名

役職等

北村 孝弘

事務局長

西村 智恵美

事務局次長、地域福祉推進グループリーダー

伊藤 哲治

地域福祉推進グループサブリーダー

井上 澄重

地域福祉推進員

岡田 彩加

地域福祉推進員

宮川 節子

地域福祉コーディネーター
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第４節 用語の説明
あ行
悪徳商法
一般消費者を対象に、組織的、反復的に敢行される商取引であって、販売者が不当な利益を得
るような、その商法自体に違法な手段・方法が組込まれた商法をいいます。

いきいき趣味活動
高齢者の閉じこもりを予防し、趣味活動の場を提供して積極的な仲間づくりと同世代または異世
代とのふれあい交流を図るとともに、健康増進と生きがいづくりを目的として、種々の活動を行いま
す。

おたっしゃ教室
竜王町で平成 18 年度より実施されている、自治会館や公民館、集落センターなど身近な場所を
活用した介護予防活動のことをいいます。地区により、日時や場所、内容なども異なり、体操・レクリ
ェーション・歌・小物づくりなど様々な内容で活動が行われています。

か行
学校運営協議会
地域との緊密な連携を図り、外部から意見を求めるなど、公立学校の運営や教育のあり方に地
域住民などの第 3 者の意向を反映させる目的で設置される協議会。

学校応援団
保護者・地域住民によって構成される、学校での学習活動、安心・安全の確保、環境整備などに
ついて協力・支援を行うボランティア組織をいいます。

学校支援ボランティア
学校応援団に登録されたボランティアのことをいいます。

近助事業
災害時要配慮者に対し、有事の際の災害情報や避難情報等の伝達やできる範囲で避難誘導等
近 隣の人同士で ○
助 けあう仕組みのことをいいます。
を行う支援者を概ね 3 人設定し ○
有事の際にスムーズな行動がとれるよう、支援者と要配慮者の日頃からの声かけ見守り活動を
推進しています。

子ども食堂
子どもを中心に地域の誰もが一緒に食事をすることで顔の見えるつながりをつくる交流活動をい
います。子ども食堂では、一緒に食事をするだけでなく、勉強や遊びを通した世代間交流も行われ
ます。

コミュニティカフェ
地域住民の誰もが気軽に立ち寄ることができ、安心した居場所としてみんなが集え、住民同士の
つながりや支え合いができる居場所をいいます。
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さ行
災害時要配慮者
災害時に高齢者、障害者、乳幼児等の避難において特に配慮を要する人のことをいいます。

災害ボランティアセンター
災害ボランティアの人たちが円滑かつ効率的に活動を行えるよう調整する機関であり、有事の際
に被災地に社協が中心となり設置する拠点のことです。

支え合いマップ
地区の気になる人（支援が求められると考えられる人）とその人への住民のかかわりをマップ（住
宅地図）に印し、支えあい活動の実施状況や支援が不足している状況を把握してその地区の課題
を可視化するものです。

生涯現役事業
概ね 60 歳以上の人を対象に、閉じこもりを防止し、趣味活動や生涯学習の場を提供することで、
積極的な仲間づくりと同世代および異年齢層とのふれあい交流を図ることにより、健康増進を図る
事業のことです。余暇活動、交流支援、運動器機能向上、文化活動、自主学習、ボランティア活動
など様々なプログラム内容で実施しています。

スクールガード
学校の児童や生徒を犯罪や事故、不審者から守ることを目的として、学校内や周辺地域（通学路
など）を見回りするボランティアのことをいいます。

生活困窮者自立支援制度
就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性などにより、現に経済的に困窮し最低限度の生
活を維持することができなくなるおそれある人に対し、他機関と連携した相談支援をはじめ、支援計
画を立て計画に基づいた就労支援等を実施することで、本人の自立した生活を促進するための制
度です。

生活支援コーディネーター
高齢者の生活支援や介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において生活支
援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネットワー
ク構築の機能）を果たす人のことをいいます。

生活福祉資金貸付制度
低所得世帯、障がい者または高齢者のいる世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うこ
とにより、経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送ることを目的とした福祉の
貸付制度です。

成年後見サポートセンター
成年後見制度を利用するための支援を行う公的な相談窓口です。

成年後見制度
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分なために、財産管理や契約など
の手続きが困難な人に対し、本人の行為の代理または行為を補助する者を選任する制度です。

善意銀行
善意の寄付による金品等を預託し、社会福祉の増進に貢献し、かつ多くの町民の利用に共感を
得る事業により支給や貸与する仕組みのことです。
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た行
地域カルテ
自治会ごとの地域の人口動向や福祉活動に携わる人材、活動状況などの情報を集約したもので
す。

地域福祉権利擁護事業
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が低下した人が自立し安心して地域生活
を送ることができるよう、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理等を行う事業です。

地域福祉コーディネーター
地域の福祉ニーズや個別の課題を地域訪問などにより把握し、地域住民同士あるいは行政や福
祉関係機関等と連携・調整しながら課題の解決に導く「つなぎ役」としての役割があります。

地域包括支援センター
高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者を支える中核的
機関として、包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援事業、権利擁護業務、
包括的・継続的ケアマネジメント業務）および指定介護予防支援業務を実施するために設置される
ものをいいます。

ちょボラ
日常の中でできる「ちょっとしたボランティア」のことです。

な行
認知症サポーター
「認知症サポーター養成講座」を受講し、認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族
を温かく見守り、支援する人のことをいいます。

認知症キャラバン・メイト
「認知症サポーター養成講座」の講師役を務める人のことをいいます。

は行
働き・暮らし応援センター
障がいのある人の「働く」ことと「暮らす」ことを一体的にサポートする専門機関です。
障がいのある人の就労ニーズと企業の雇用ニーズを結びつける取組みをすすめるともに、実習
の実施、職場の定着、就労に伴う生活のサポート等を関係機関と連携して実施します。

東近江あんしんネットワーク
障がいのある人が利用する社会福祉施設等福祉サービス事業所ならびに障がいのある人を雇
用する事業所に対する意見、要望、苦情等の相談に応じ、解決を図ることを通して、権利侵害の未
然防止を図る協議会のことです。

福祉のまちづくり運動推進地区助成金
地域の福祉活動を実施する地区に対して活動助成金を交付することにより福祉委員会活動を支
援し、地区住民が住み慣れた地域で安心して生活を続けることができる福祉の町づくり運動を推進
するための竜王町社協から交付される助成金のことです。
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プチどら★にこにこプロジェクト
未就園児親子が町内の高齢者施設を訪問し、相互交流を図る竜王町社協の独自事業です。認
知症の理解、施設への貢献活動、福祉学習やボランティア意識の醸成をすすめます。

ボランティアコーディネーター
住民のボランティア活動を支援し、その活動においてその人ならではの力が発揮できるよう人と
人、人と組織をつないだり、調整を行う人のことをいいます。

ボランティアセンター
ボランティア活動の推進機関です。ボランティア活動をしたい人と地域や福祉関係機関等からの
要望をつなげる役割を持ちます。また、ボランティア人口を増やす様々な取組みを行います。
ボランティア活動中の事故等を補償するためのボランティア保険の手続きも行います。

ま行
未来へつなぐまちづくり交付金
住民自治の振興とすべての世代が笑顔で暮らし続けられる地域共生社会を実現するため、地域
住民による安全、安心なまちづくりや地域の課題を解決する自主的な取組等に対し、自治会を対象
として竜王町から交付される交付金のことです。

プチどらくんとプチどらちゃん
平成 23 年 3 月に社協の子育て支援事業「こどもひろば」の愛
称を『プチどら』と決めました。
これは、竜王（ドラゴン）のちっちゃい子（プチ）といういつくしみ
を込めたネーミングです。
そのマスコットキャラクターとしてプチどらくん、プチどらちゃん
が誕生しました。緑色のプチどらくんがお兄ちゃん、ピンク色のプ
チどらちゃんが妹、の双子です。こどもひろばで育てているかわ
いいプチトマトをヒントに誕生しました。
竜王町の誰もがいきいき暮らせるふれあいのまちであり続け
るよう応援してくれています。
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社会福祉法人 竜王町社会福祉協議会
住 所
電 話
FAX

： 〒520-2552 蒲生郡竜王町小口 4-1
： ０７４８－５８－１４７５
： ０７４８－５８－３７３９

ホームページ
http://www.shakyo.or.jp/hp/1129/
『竜王町社協』で検索
ホームページの QR コード

LINE＠ QR コード

プチどらフェイスブック QR コード

（小地域福祉活動の推進に役立つ
情報発信。）
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（こどもひろばの情報発信。）
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