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第４章 基本施策推進のための具体的取組 
 

活動目標１ 地域の底力・教育力を高めよう（人づくり）  

 

基本施策 １-① 住民の意識啓発と社会参加 

 

【現状と課題】 

市民懇談会では、「地域のつながりが希薄化している」「高齢化が進み地域の

行事が維持できない」など、地域組織や地域活動の継続が困難であるとの意見

がありました。地域でのつながりの希薄化による住民の活動意欲の減退と高齢

化による担い手不足が同時に進行しています。 

地域の底力を高めるためには、住民の地域活動への参加意欲の高揚が不可欠

です。また、高齢化により地域活動の継続が困難なケースについても、できる

範囲で活動への参加を促すことが大切です。今後も地域住民が積極的に地域活

動やボランティア活動に参加できるよう、なお一層の情報提供に努める必要が

あります。 

インターネット等に情報が氾濫する中、健康や子育てに関する誤った情報は

自分や大切な子どもの命に関わります。住民が適切な「自助」に取り組めるよ

う、特に子育てや健康などの分野では正確な情報の提供が求められています。 
 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

高齢者や障がい者等の生きがいを高める
イベントやボランティア活動への理解と
参加を促すためのイベントを実施 

継続実施 

福祉の市の開催（年１回） 
ボランティアまつりの開催（年１回） 

妊婦や乳幼児の保護者を対象に、子育て
に関する情報を得る場の提供 

継続実施 

子育てや食育等に関する講座を実施（年間２５回
程度） 

地域住民向けに健康に関する情報を得る
場の提供 

継続実施 

健康に関する講座を実施（年間６５回程度） 

福祉への理解の向上を目的に、講演会・
養成講座等を開催 

継続実施 

地区単位（年１回） 
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基本施策 １-② 福祉の輪づくり運動の推進 

 

【現状と課題】 

地域には、日常生活の中で何らかの手助けを必要としている人がいますが、

これら全ての人を行政だけで支援することは難しく、身近に暮らす地域住民が

お互いに助け合うことが必要です。 

市民懇談会では、高齢化、核家族化のため、「孤立死」の問題が課題として挙

げられました。孤立した人やひとり暮らし等の見守りが必要な人については、

自治会ごとにいる福祉員が重要な役割を担うことになっています。しかし、高

齢化が進み地域によっては福祉員の担い手が減少しているところもあり、今後

は地域で福祉員が持続的に活動できるよう、サポート体制を整備していく必要

があります。 

また、地域住民の参加のもと、見守りが必要な人へのネットワークづくりを

進め、地域での支援体制の充実を図っていくことも必要です。 

活躍を期待される団塊の世代をはじめ幅広い年齢層において、地域福祉活動

への参加の促進を図り、活動の担い手として協働し、多様なニーズに対応でき

るような体制づくりが求められています。 

 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

地域福祉活動の担い手である福祉員を対
象に研修を実施 

継続実施 

市全域の福祉員研修会（年１回） 
地区単位の福祉員研修会（随時） 
地区単位の福祉員、自治会長、民生委員・児童
委員との合同研修会（年２か所） 

高齢者や障がい者等の支援が必要な方へ
の見守り活動を推進 

継続実施 

支援を必要とする方に対し、地域の関係者の参
加のもと、民生委員・児童委員と市社会福祉協
議会の協働により、「ふれあいネットワークづ
くり」を推進 
（見守対象件数 平成２８年度１８１件→平
成３４年度２２０件） 
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基本施策 １-③ 福祉教育と人権教育の推進 

 

【現状と課題】 

地域には、子どもや高齢者、障がい者、外国人など様々な人が暮らしていま

す。地域の全ての人がその一員として、その人らしく、いきいきと暮らしてい

くためには、互いに尊重し合いながら支え合う意識を育むとともに、福祉や人

権について正しい知識を身につけることが大切です。 

近年、家庭内においても高齢者や障がい者、子どもなどへの虐待や家庭内暴

力（DV）など様々な問題や痛ましい事件が相次いで起きています。 

これらの問題を解決し共生社会を実現するためには、学校・家庭・地域にお

いて、積極的に福祉や人権に関する啓発活動を行い、社会全体の意識を向上さ

せていく必要があります。 

 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

ボランティア活動に参加しやすい環境を
つくるため、ボランティア体験講座を開
催 

継続実施 

（年１回） 

子育て家庭や高齢者との世代間の交流を
図る地域行事を開催 

継続実施 

（地区単位 年１回） 

小中学生への福祉教育推進のためボラン
ティア体験学習等を実施 

継続実施 

小学生を対象としたボランティアサマースクー
ルの開催（年１回） 
中学生を対象とした地域ボランティア体験学習
の開催（年１回） 

福祉の出前講座を開催 新規 

手話講座、高齢者疑似体験、車いす体験等の出前

講座の開催（年１０回） 

自治会長集会における人権に関する啓発
の実施 

継続実施 

（年１回） 
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活動目標２  地域でつながり支え合おう（地域づくり）  

 

基本施策 ２-① つながりの場づくり 

 

【現状と課題】 

核家族化やひとり暮らしの高齢者が増加している状況では、地域での交流も

希薄になりがちです。そのため、ひとり暮らしや寝たきりの高齢者、障がい者

などとは、特に生活上の変化を察知できる関係づくりが重要となってきていま

す。 

市民懇談会では、「ふれあいいきいきサロン」について、「本来、来てほしい

閉じこもりがちな人や孤立している人が来てくれない」「高齢化が進み集まりた

くても集まれない」など、参加者に関する課題や、「お世話係に負担が集中して

いる」などの担い手の課題が指摘されました。  

サロンは、高齢者の生きがいやつながりづくりの場として有効な手段です。

今後は、高齢者の更なる参加を促進するとともに、対象を障がい者や児童など

にも広げ世代を越えたつながりの場としての機能を持たせるなど、柔軟なサロ

ンの運営を推奨していく必要があります。 

また、市と市社会福祉協議会は民間の３５事業者（平成２８年度）と協定を

結び、地域での見守り活動について協力体制を構築しています。本計画期間中

においても引き続き、民間事業者との連携を更に強化していく必要があります。 

 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

地域の中で気軽に集える「ふれあいいきい
きサロン」を拡充し、利用促進を図る 

継続実施 

サロンへの参加促進及び対象者の拡大 
新規サロンの開設 
（平成 2８年度 31件→平成 34年度 38件） 

助け合いや支え合い活動を推進するとと
もに、話し合いの場をつくるため、住民懇
談会を開催 

継続実施 

（地区単位 年１回） 

民間業者との見守り協力体制の充実を図
る 

継続実施 

民間事業者と見守り活動について事例の共有、改
善点の研究を行う（関係者会議 年１回） 

協定締結事業者の拡大 

（平成２８年度３５件→平成３４年度６０件） 
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基本施策 ２-② 地域福祉活動の拠点機能の充実 

 

【現状と課題】 

地域で住民同士が交流したり、様々な団体が活動したりするためには、それ

ぞれの地域における社会資源を有効に活用しながら、地域福祉活動の拠点を作

っていくことが必要です。やない市民活動センターのある柳井市文化福祉会館

をはじめ各地区の公民館、小・中学校など地域の公共施設、自治会の集会所な

どは、高齢者・障がい者・児童等の「交流の場」等の活動拠点として活用する

ことができます。 

より活発な地域活動や地域での見守りが行えるよう、今後も身近で利用でき

る場を増やしていくことが求められています。 
 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

ボランティアグループの育成を支援し、ボ
ランティアセンターの充実を図る 

継続実施 

ボランティア体験講座の実施（年１回） 

ボランティアグループ連絡協議会交流会・研修会
の実施（年１回） 

ボランティアまつりの開催（年１回） 

やない市民活動センターの利用の推進 継続実施 

広報誌交柳プラスを発行（年６回） 

 

 

○西福祉センター 柳井市柳井４８２３番地２ 

隣保館、児童館、老人憩いの家が併設された施設です。会議室、和室、調

理実習室ほか 

 

○柳東文化会館 柳井市柳井 1029番地 

柳東地区にある市民の文化生活の向上及び住民福祉の増進に貢献するこ

とを目的として設置された施設です。大ホール、和室、調理室ほか 

 

○伊保庄北文化会館 柳井市伊保庄４８６４番地１８ 

伊保庄小田地区にある市民の文化生活の向上及び住民福祉の増進に貢献

することを目的として設置された施設です。大会議室、和室、調理室ほか 

◎地域福祉活動の拠点として活用されている公共施設の一部を紹介します。 
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基本施策 ２-③ 包括的な支援体制の整備 

 

【現状と課題】 

少子化・高齢化、人口減少が進むと同時に、共働き世帯の増加など家族の在

り方も変化し、福祉に関する課題も多様化しています。例えば、８０５０問題、

ダブルケア、障がいのある子の親が高齢化し介護を要する世帯、様々な課題が

複合している世帯などがあります。このような事例では、従来、高齢者や障が

い者、児童といった専門分野ごとに取り組まれてきた支援では対応しきれない

制度の狭間といった課題も出てきています。また、「ごみ屋敷」や「高齢者の引

きこもり」などは、既存の制度で対応できない課題であり、当事者は社会的に

孤立し、ときに地域から「排除」の対象となることもあります。 

こういった課題に対して、行政は既存の分野や制度を越えて対応しなくては

なりません。また、地域住民一人ひとりが「他人事」を「我が事」と思い、福

祉サービスを支える側にもなり、地域全体で困りごとのある世帯を「丸ごと」

支援する環境を整備する必要があります。 

そのため、福祉に関係する部署に限らず市全体で連携を図り、市社会福祉協

議会や地区社会福祉協議会、コミュニティ組織等と協働して、包括的に支援が

できる体制の整備が求められています。 

 また、市社会福祉協議会は、地区社会福祉協議会圏域を単位とした協議体を

設置し、生活支援コーディネーターと生活支援サービスの提供主体（地域住民、

NPO法人、民間事業者、ボランティア、社会福祉法人等）が連携して、高齢者

等の在宅生活を地域で支える仕組みづくりを進めていく必要があります。 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

包括的な支援体制の整備の推進 新規 

分野を越えた意見交換会の開催（年１回） 

生活支援体制整備事業の実施 新規 

市内を１３地区に分け順次事業を開始し、平成３
２年度末までに全地区で実施 

地区社会福祉協議会との協働による地域
づくりを図るため、意見交換会を実施 

継続実施 

（各地区年１回） 
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活動目標３  福祉サービスを利用しやすい環境をつくろう （環境づくり）  

 

基本施策 ３-① 相談体制と情報提供体制の充実 

 

【現状と課題】 

 生活や福祉に関する相談は、市の窓口や子育て支援センター、地域包括支援

センター、相談支援事業所、福祉サービス事業者などで実施しています。しか

し、近年は相談も複雑・多様化し、個別の相談窓口だけでは対応が困難な事例

が増えています。市民懇談会でも日常の困りごとについて、どこに相談してい

いか分らないという指摘がありました。 

そのため、様々な困りごとや悩みごとを気軽に相談できる体制や関係団体と

連携した総合的な相談体制の整備、窓口間のネットワークの強化等を図るとと

もに、地域住民に向けて、なお一層の周知活動が必要です。 

 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

心配ごと相談の実施 継続実施 

（月１回） 

福祉無料法律相談の実施 継続実施 

高齢者、障がい者を優先に、法律問題の初期相談
を実施（月１回） 

無料法律相談の実施 継続実施 

（月１回） 
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基本施策 ３-② 安心して利用できる福祉サービスの提供 

 

【現状と課題】 

健康づくり、疾病予防、医療、リハビリ、介護へと連なる福祉サービスは、

利用者の意思に基づき提供されることが望まれています。また、保健・医療・

介護・福祉の関係機関が連携し、安心して利用できる福祉サービスの充実を図

る体制づくりが求められています。 

福祉サービスは、従来行政が中心になって提供してきましたが、今では、介

護保険法や障害者総合支援法などにより、社会福祉法人、企業、NPO法人など

様々な主体により提供されています。 

普段の生活には支障はないものの病気やけがなどにより支援が必要になった

場合の柔軟な手助けや、災害時や緊急時の迅速な支援など多様化する福祉ニー

ズに、よりきめ細かに対応するためには、福祉サービス事業者と連携したサー

ビスの量や質の確保・向上が求められています。 

 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

日常生活に困られている高齢者や障がい
者の方に福祉に理解をもった地域の方が
訪問し、お手伝いをする有料在宅福祉サー
ビスを実施（会員制） 

継続実施 

やない市社協だより・ホームページ等での周知 

心身の健康に関する相談ができるよう保
健センターにおいて、成人や妊産婦、乳幼
児の健康相談事業を実施 

継続実施 

健康相談の日（毎週月・水・金） 

乳幼児健康相談・栄養相談を実施（毎月１回） 
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基本施策 ３-③ 利用者の保護と支援 

 

【現状と課題】 

介護保険法や障害者自立支援法（現行法：障害者総合支援法）の制定により、

福祉サービスの仕組みは受動的な「措置」制度から利用者が自ら選び利用する

「契約」制度へと転換が図られました。利用者は様々なサービスとその提供者

を自らの意思で自由に選べるようになりましたが、その反面適切な利用を支援

するための仕組みが必要となっています。 

また、認知症高齢者の増加が予想される中で、権利擁護に関する課題も指摘

されています。そのため、判断能力が十分でない人が、権利侵害に遭わないよ

うに成年後見制度などを活用して利用者の権利を守る取組が必要となっていま

す。 

 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

認知症の高齢者や、障がい者等で判断能力
や日常生活に不安がある人を対象に、福祉
サービス等の援助を行う地域福祉権利擁
護事業を実施 

継続実施 

やない市社協だより・ホームページ等での周知 

民生委員児童委員協議会での周知（年 1回） 

成年後見制度の利用促進と支援 継続実施 
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基本施策 ３-④ 生活困窮者自立支援の体制づくり 

 

【現状と課題】 

本市における生活保護受給世帯の数はおおむね横ばいで推移しています。し

かし、我が国全体では、厳しい社会経済情勢の影響で、生活保護の受給者は増

加しています。また、最低限の生活を維持できない「生活困窮者」の増加が懸

念されています。 

このような中、平成２７年に生活困窮者自立支援法が施行され、自立相談支

援事業や住居確保給付金などが盛り込まれた生活困窮者自立支援制度がスター

トしました。「生活困窮者」には、障がいの疑いのある人やニート、引きこもり

の人など地域とのつながりが弱いケースがあります。また、生活保護から脱却

した人についても、うまく自立できず再び生活保護を受給するというケースも

あります。 

「生活困窮者」が生活保護に至る前に安定して自立ができるよう、関係機関

が連携して、早期に、かつ、継続的に支援することが必要です。 

本市でも、生活困窮者自立支援制度を運用し、「生活困窮者」に対して支援を

行っています。 

 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

自立相談支援事業・住居確保給付金の実施 継続実施 

 

相談窓口の地域住民への周知 継続実施 

広報やない・ホームページ等での周知 
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活動目標４ 安心・安全に暮らせるまちをつくろう（福祉のまちづくり）  

 

基本施策 ４-① 災害に備える安全対策の充実 

 

【現状と課題】 

近年、大規模な災害が多発しています。市民懇談会でも、多くの地区で防災

に関する意見があり、地域住民の関心の高さが伺えます。 

災害はいつ起こるか分りません。日頃からの備えが重要です。特に避難につ

いては、災害の種類ごと、地域ごとに注意すべき点が異なります。 

そのため、住民が地域の特徴を把握した上で、日頃から「自分の身は自分で

守る」という心構えを持ち地域とのつながりを大切にしながら、地域ぐるみで

支援体制と自主防災体制の充実を図っていくことが求められています。 

 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

防災講習会等を通じた防災知識の普及・啓
発と情報提供 

継続実施 

講習会等の開催数（年３０回） 

自主防災組織の結成促進と活動支援 継続実施 

自主防災組織の新規設立数（年２０組織） 
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基本施策 ４-② 災害時要配慮者・避難行動要支援者の支援体制の整備 

 

【現状と課題】 

高齢者や障がい者の中には、災害時に、自力での避難が困難な人もいます。

災害の被害を減らすには、地域ぐるみで支援が可能な人が支援を必要とする人

を助けることができるよう、地域と行政が情報を共有して支援体制を構築して

いくことが重要です。 

国は、平成２５年の災害対策基本法の改正で、高齢者、障がい者、乳幼児そ

の他の特に配慮を要する人を「要配慮者」とし、その中でも特に避難が困難で

支援が必要な人を「災害時避難行動要支援者」と位置付け、市町村は避難行動

要支援者の名簿を作成することが義務付けられました。 

柳井市防災計画においても避難行動要支援者の要件を定めています。要支援

者名簿を作成し、引き続き地域ぐるみでの支援体制づくりに取り組む必要があ

ります。 

 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

災害時要配慮者の避難支援体制の整備 

 

継続実施 

地区巡回訪問での救急医療情報キットの配布、救
急情報カードの活用と情報更新（年１回） 

避難行動要支援者名簿の作成と制度の周
知 

継続実施 

広報やない・ホームページ等での周知 
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基本施策 ４-③ 生活交通手段の確保 

 

【現状と課題】 

 本市においては、高齢化率が全国や山口県の平均を上回る水準で進んでいま

す。高齢化に伴ってひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加する中、

自動車を運転できる人が一人もいない世帯もあります。このような世帯に対し

ては、日々の買い物や医療機関の受診のための公共交通などの移動手段の確保

やサービスについて、対策を検討する必要があります。市民懇談会においても

要望の多かった項目として、交通弱者である高齢者などの移動手段の確保が挙

げられました。 

 今後も高齢化・核家族化の傾向は続くものと推測され、生活交通手段の確保

対策について更に取組を進めていく必要があります。 

 

具体的な施策等の取組 

施策等の取組内容 目標指標等 

高齢者などの移動手段の研究 継続実施 

柳井市生活交通活性化協議会の中で研究・検討を
行う 

高齢者福祉タクシーや障がい者（児）福祉
タクシーの助成 

継続実施 

福祉車両（車いす乗車用）の貸出し 継続実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


