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計 画の趣旨

地域福祉計画について
①計画の位置づけ

計画策定の背景と目的

本計画は、地域福祉を推進するため策定する計画であり、本町における福祉に関する計画の上位計画です。
「第5次美浜町長期総合計画」を最上位計画とし、将来ビジョンである「緑と絆で築くまち

美浜」の実

近年、少子高齢化の進展により人口減少社会に突入するとともに、単身世帯の増加や近隣住民の関係が希

現に向け、健康・子育て・障害のある人・高齢者・地域福祉の分野との整合を図りながら策定しています。

薄化する中で、社会から孤立する人々が生じやすい環境となってきています。また、経済状況の変化などに

また、美浜町社会福祉協議会による「美浜町地域福祉活動計画」と連携しながら、美浜町における地域福

より、経済的困窮や社会的孤立の状態にある生活困窮者をめぐる問題も深刻化しています。

祉を推進していくものです。

2017年（平成29年）には社会福祉法が介護保険法等とともに改正され、国は、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、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、

第5次美浜町長期総合計画

人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』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

美浜町地域福祉活動計画

もにつくっていく『地域共生社会』を目指しています。
地域福祉の推進により「地域共生社会」の実現を目指すためには、これまでの生活支援を必要とする方へ
の行政からのサービス給付という形だけではなく、地域住民同士の支え合い・助け合いが必要不可欠となっ

美浜町地域福祉計画

てきます。こうした中で、高齢者をはじめ、誰もが地域の中で安心して、生きがいをもって生活していくた
めには、生活基盤となる地域において、お互いに助け合うしくみをつくっていくとともに、地域住民がボラ
ンティア等の福祉団体や民間事業者とともに、行政と協働して地域福祉を進めていくことが必要です。

第7期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画

地域みんなで支える包括的・共通的なしくみ

美浜町子ども・子育て支援事業計画

何らかの問題・課題を抱え、手助けを必要とする地域住民

高齢者

障害のある人

子ども・子育て家庭

高齢者施設

障害者施設

子ども・子育て施設

整合
連携

日高圏域障害者プラン2015

健康日高21（第2次）

関連計画

人 口ビジョン・美 浜 創 生 総 合 戦 略 等

②計画期間

こうした背景から、本町では、「地域福祉計画」を策定し、住民をはじめ関係機関や地域団体等との協働

この計画の期間は、2019年（平成31年）度から2023年度までの5年間とします。

を進め、誰もが安心してつながりながら住み続けられるよう、地域の様々な生活課題の解決に向けて取り組

また、計画の進行管理を行うとともに、必要に応じて内容の見直しを実施します。

みを一層推進していきます。

2018年度

2019年度

害のある人、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

2021年度

2022年度

2023年度
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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

2020年度

2016年度〜 後期基本計画
美浜創生総合戦略

第6次美浜町長期総合計画

2024年度

2025年度

第2次計画
前期基本計画

第2次美浜創生総合戦略

すいまちづくりを進めていこうとする取り組みのことをいいます。
2

3

③計画の策定体制
計画の策定にあたって、住民の意見・意向を十分に把握し、地域の主要な課題や特性を明らかにした上で
計画の策定を進めるため、様々な調査・分析などを実施しました。

将来像
地域福祉の将来像
本計画においては、住民とともに誰もが安心して住み続けられる福祉のまちづくりを目指して、地域福祉

連携・協働

の将来像を次のように掲げ、以下各施策を推進していきます。

美浜町
社会福祉協議会

美浜町

意見・調査

地域福祉の将来像

みんながつながる

意見・調査

地域福祉の施策体系

策定委員会

将来像

住民

基本目標

アンケート、ワークショップ
地域福祉の関心と

■ 調査概要

ワークショップ
■ 実施概要

多くの地域住民の皆さんの声をお聞きし、住民の

ア活動、生活上の課題や、これからの福祉のあり

視点を取り入れるために、地域福祉ワークショッ

方に対する考え方などをアンケート調査によりお

プを開催しました。

聞きしました。

■ 実施方法

■ 実施方法

地域ごとの環境の違いを鑑み、地区単位で班分け

●調 査 地 域：美浜町内全域

を行い話し合いをして頂きました。

●調査対象者：町内在住20歳以上の

●第1回議題：

住民2,000人
●配布・回収方式：郵送による配布・回収

地域の良いところ・悪いところの洗い出し
●第2回議題：
課題解決に向けた取り組み

●配布数：2,000票
●回収数：908票
●回収率：45.4％
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笑顔と安心のまち

「福祉」への関心、地域との関わり、ボランティ

みんながつながる

アンケート調査

■ 配布・回収状況

笑顔と安心のまち

人材を育む

しくみづくり

基本施策

取り組み

情報発信

⃝サービス情報提供体制の充実
⃝福祉関連の法制度等の周知・活用の促進

福祉教育
（福祉人材の育成）

⃝福祉教育・学習の推進
⃝差別・偏見の解消
⃝地域活動のきっかけづくり
⃝地域福祉人材の育成・発掘

地域コミュニティ・
地域活動の
創造・強化

⃝地域における住民交流の推進
⃝ボランティア活動の活性化
⃝地域活動団体の育成・支援
⃝地域活動のネットワークづくり
⃝社会福祉協議会への活動支援

地域でつながり、
支え合う

しくみづくり

地域における
安心と見守りの
体制構築

福祉サービスの充実

しくみづくり

⃝分野等を超えたネットワークづくり
⃝相談・ケアマネジメント体制の整備
⃝サービス評価体制の構築

バリアフリー化の推進

⃝移動のバリアフリー化
⃝情報伝達・コミュニケーションのバリア
フリー化
⃝住環境等のバリアフリー化

地域における社会参画
と活躍への支援

⃝障がい者・高齢者等の就労機会の拡大
⃝障がい者・高齢者等の社会参画の促進

地域で心豊かに
暮らせる

⃝地域ぐるみの安心と見守りの体制づくり
⃝災害時の安心体制
⃝孤立・孤独を防ぐ取り組み
⃝買い物等の日常生活への支援

権利擁護の推進

⃝権利擁護のしくみ整備
⃝苦情解決体制の整備
⃝虐待防止体制の整備
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施 策の展開

基本目標2

（1）地域コミュニティ・地域活動の創造・強化

各施策における取り組み

●地域における住民交流の推進●

本計画は、各施策について、「住民の取り組み」と「町の取り組み」を記載し、住民の皆様と町が協働し
て地域福祉を作り上げることをめざしています。将来像の「みんながつながる

地 域 で つ な が り 、 支 え 合 う し く み づくり

笑顔と安心のまち」の実現

住民の取り組み
・幅広い年代層がふれあう世代間交流の場に積極的に参加しましょう。

に向けて、以下の取り組みをすすめていきます。

・自治会の行事や集会へ参加しましょう。

※ここでは計画書本編に記載している施策のうち、一部を抜粋し掲載しています。

町の取り組み
・地域における住民主体の通いの場を支援します。

基本目標1

地域福祉の関心と人材を育むしくみづくり

（1）情報発信
●サービス情報提供体制の充実●

・親子が楽しめるちびっ子広場の充実を図ります。
・認定こども園、小中学校で世代間交流を実施し、地域の方々（高齢者など）との交流を行います。

（2）地域における安心と見守りの体制構築
●地域ぐるみの安心と見守りの体制づくり●

住民の取り組み

住民の取り組み

・様々なイベントや広報等を利用して情報を収集し、必要な情報を手に入れましょう。

・子どもやひとり暮らしの高齢者等、地域の見守りが必要な人が身近にいないか、また、そう
した方への手助けができないか考えてみましょう。

町の取り組み
・広報等を活用し、情報提供を実施します。

（2）福祉教育（福祉人材の育成）
●地域福祉人材の育成・発掘●

・困っている方や心配な方がいれば、民生委員・児童委員や町・地域包括支援センター等専門
機関に相談しましょう。

町の取り組み
・民生委員・児童委員による見守り活動を支援します。

住民の取り組み

・地域における高齢者の見守り体制を整備します。

・個々の興味や関心のある地域活動・ボランティア活動に、特技を生かすなどして参加してみ
ましょう。

・補導員による長期休暇中の夜間パトロールを実施します。

・認知症サポーター養成講座等の興味ある講座を受講してみましょう。

町の取り組み
・民生委員・児童委員の育成、支援に取り組みます。
・広報等による老人クラブ、シルバー人材等の周知、啓発を実施します。
・認知症サポーター養成講座を実施します。
・元気な高齢者を増やし、担い手づくりに努めます。
・住民自らが健康づくりや介護予防に取り組める人材育成をします。

・母子保健推進員による乳幼児とその保護者の見守りを支援します。

（3）福祉サービスの充実
●相談・ケアマネジメント体制の整備●
住民の取り組み
・様々な相談窓口についての情報収集をしましょう。
・困った時はひとりで悩まずに、相談しやすい人に相談しましょう。また、身近な方の問題や
困りごとの相談に乗りましょう。

町の取り組み
・各部門の連携を強化し、相談機能の充実を図ります。
・民生委員・児童委員、行政相談委員の相談員としての活用を周知します。
・弁護士による法律相談の利用を周知します。
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基本目標3

地域で心豊かに暮らせるしくみづくり

（1）バリアフリー化の推進
●情報伝達・コミュニケーションのバリアフリー化●
住民の取り組み
・情報収集が困難な方には、交流しつつ、情報共有をしていきましょう。

町の取り組み
・防災行政無線デジタル化を進め、60歳以上の方及び身体障害者手帳等の交付を受けている方
に戸別受信機を無償貸与します。
・町内放送のメール配信サービスへの登録サポートを行います。
・御坊、日高圏域1市5町で、手話奉仕員の養成講座を行っています。

（2）地域における社会参画と活躍への支援
●障害者・高齢者等の社会参画の促進●
住民の取り組み
・自分のペースで、地域活動に積極的に参加してみましょう。

町の取り組み
・地域活動の情報提供を促進し、参画の機会を促進します。
・スポーツ・レクリエーション活動などの地域活動を推進します。
・健康・生きがいづくり・介護予防や社会参加等の支援の充実を行います。

（3）権利擁護の推進
●権利擁護のしくみ整備●
住民の取り組み
・相手の人権を尊重しましょう。
・日常生活自立支援事業・成年後見制度等について学ぶ講演会や講座に参加し、情報を積極的
に収集しましょう。

町の取り組み
・成年後見制度の周知、啓発を行います。
・成年後見制度利用支援事業の整備を図ります。
※計画本文は町役場・町ホームページ等でご覧いただけます。
※計画や各施策等の詳しい内容などについては、下記までお問い合わせください。
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発 行 年 月：平成31年3月
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福祉保険課

美浜町役場
〒644-0044

和歌山県日高郡美浜町和田1138-278

電話：0738-22-4123（代）

