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はじめに 

 

わが国では、従来の核家族化に加え、急速な少子高齢化や都市

化に伴って、家族・親族間だけでなく、地域福祉の基盤である地

域における人のつながりの希薄化が大きな課題となっています。

本市においても、全国及び福岡県平均より低いとはいえ高齢化率

が確実に上昇するなど、同じ課題を抱えています。 

これらの課題解決のために、本市では、平成 18 年度に、本市

における初めての地域福祉計画「春日市地域しあわせプラン」を、

平成 23 年度には、第２次地域福祉計画「春日市地域しあわせプ

ラン２０１１」を策定し、さまざまな取組を行ってまいりました。 

この間、10 年という時間が経過しましたが、平成 21 年度から安心生活創造事業（地域支

え合い活動）に着手するなど、「みんなで支え合う誰にも優しいまち」を目指して、「向こ

う三軒両隣」による身近な支え合いの仕組みづくりを進めてまいりました。そのような中、

平成 23 年３月に発生した東日本大震災は、この支え合いの仕組みが、災害など非常時の対応

の根幹となることを浮き彫りにするとともに、その重要性を改めて認識する機会ともなりま

した。 

これらを受けて、地域福祉を一層推進するためには、地域福祉事業の中核的な存在である

春日市社会福祉協議会との連携を今まで以上に密にする必要性があると判断し、この第３次

地域福祉計画を、同協議会の地域福祉活動計画と一体的に「地域福祉計画・地域福祉活動計

画」として策定することとしました。これにより、本市の地域福祉がさらに向上するものと

確信しております。 

最後に、この計画の策定にあたり、アンケートなどに御協力いただきました皆様、それぞ

れのお立場から地域福祉に関する貴重な御意見を賜りました春日市地域福祉計画策定検討会

の皆様、関係団体の皆様に、心から感謝申し上げます。 

 

平成 28 年３月 

 

 

春日市長  井 上 澄 和 
  



 

はじめに 

 

近年、急速な少子高齢化、社会的孤立、格差の拡大、虐待問題な

ど私たちを取り巻く福祉課題は多岐にわたり、複合化しています。 

それにともない、住民の抱える生活課題や、地域課題の解決を

図る「地域福祉」の必要性は年々高まっています。また、頻発す

る災害を契機に、助け合いの基盤としての「絆」や「つながり」

の重要性が再認識されています。 

一方で、人々の暮らし方や価値観が多様化し、人や地域とのつ

ながりが希薄になっている今日にあっては、現代を生きる人々の

感性や地域性に合う、ゆるやかでしなやかな、かつ強固な地域の

ありようが求められているように思われます。 

地域福祉を推進する団体と法で定められた本会は、地域福祉をとりまくこれらの社会情勢

の変化を踏まえながら活動を計画的に展開していくため、平成 19 年に、第 1 次となる「地

域福祉活動計画」を策定しました。「たすけあっていこうやなかね～みんなが みんなを 支

え合うまち～」の実現に向けて、小地域福祉活動の推進をはじめ、市から安心生活創造事業

（地域支え合い活動）を受託するなど、引き続き策定した第 2 次計画に活動内容を発展的に

継承しつつ、つながりの再構築について住民と共に考え協力しながら、具体的な仕組みづく

りを進めてまいりました。 

平成 28 年から平成 32 年までの５か年を計画期間と定めた今回の第３次計画では、春日市

の「地域福祉計画」と一体的に策定することで課題や役割等を共有化し、両計画のつながり

をより一層深めることができました。この計画を道しるべとして、今後も本会が福祉のまち

づくりの実践を進めていくのはもちろんのこと、それぞれの地域の実情に即した計画の実現

のためには、市民お一人おひとりの主体的な参画が不可欠と考えております。計画の趣旨、

理念を御理解のうえ、御支援と御協力を心からお願い申し上げます。 

最後に、策定にあたり熱心に御審議いただきました策定委員の皆様、貴重な御意見、御提

言をいただきました市民の皆様、関係機関の皆様に心からお礼と感謝を申し上げます。 

 

平成 28 年３月 
 

社会福祉法人 春日市社会福祉協議会  

会   長    友 廣 英 司  

  
春日市社会福祉協議会  

イメージキャラクター「ランティ」 
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 第１章 計画の概要 
１ 計画策定の趣旨 

 

 

急速な少子高齢化の進展により、わが国は急激な人口減少期に突入する

と考えられています。 

民間研究機関「日本創成会議」分科会は平成 26 年５月に「消滅自治体

リスト」を公表し、全国 1,800 市区町村（政令市の行政区を含む）の 

49.8％に当たる 896 自治体を「消滅可能性都市」と位置付け、地方に

衝撃を与えました。 

一方、本市の人口は増加傾向にありますが、国の推計によれば、今後本

市の人口は減少に転じ、2060 年には現在の人口の約６割になると言わ

れています。そのような人口減少社会に備え、地域のつながりを強めると

ともに、地域福祉の意識がより一層広まるよう地道な努力を重ねていく必

要があると考えています。 

少子高齢化に伴う人口構造の変化に伴い、核家族世帯が増加し、隣近所

との関係が希薄化するなど、私たちの地域を取り巻く環境は大きく変わっ

てきました。ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、障がい者、ひと

り親家庭などに加え、近年では貧困や格差に関する問題が深刻になってき

ており、また、生活困窮者への支援も喫緊の課題となっています。 

これらの課題を解決するためには、市民一人ひとりの努力（自助）、市

民同士の相互扶助※（互助・共助）、公的な制度（公助）の連携によって

子どもから高齢者まで市民の誰もが住み慣れた地域の中で安心して暮ら

せるような仕組みを作っていく必要があります。 

すべての市民が主役となって地域福祉を進めていくための指針となる

べき計画として、本計画を策定します。 

 

「相互扶助※」のように、用語の右肩に※印があるものは、巻末の資料編に説明

があります。 

 

  

１ 計画策定の趣旨 
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図表 1 本計画における、自助、互助・共助、公助の概念 

 
◆ 最近の国の考えでは、「自助」は自分の努力や市場サービスの購入、「共助」は介護保険など、

公的保険制度による負担、「互助」は費用負担が制度的に裏付けられていない自発的な支え合い、
「公助」は税による公の負担と整理されています。 

  

自 助 共 助 公 助

互 助
本人やその家族の力で

課題を解決すること

当事者の隣近所にいる人が

自発的に手をさしのべること

同じ課題を共有している人

同士による助け合い

行政による支援や公的な

サービスによって、個人では

解決できない生活課題に

対処すること

地域による支え合い

各種団体などによる事業や

ボランティア活動など、

組織化された支援活動

○

○

○

○

○

○
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２ 計画の位置づけ 

 
 

（１）地域福祉計画 

地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条に基づく行政計画です。 

本市では、「第５次春日市総合計画」（計画期間：平成 23 年度～平成

32 年度）の下位計画として位置づけており、高齢者、障がい者、子ども

などを対象とした福祉に関連する市の分野別計画と整合・連携を図りなが

ら、これらの計画のうち、地域福祉に関わるものを横断的につなげる計画

です。 

地域福祉活動への住民の参加を促し、市民の生活全般にわたる福祉の向

上を図ることを目的としています。 
 

（２）地域福祉活動計画 

地域福祉活動計画は、社会福祉協議会が策定する地域福祉の推進を目的

とした実践的な活動・行動計画です。 

市社会福祉協議会では、地域における福祉課題の解決を目指し、住民・

地域・福祉サービス事業者・ＮＰＯ※等の主体的な活動とそれを支える市

社会福祉協議会の活動について、お互いに連携しながら、本市の地域福祉

活動を具体的かつ計画的に明確化した計画です。 
 

市と市社会福祉協議会が連携し、両計画の整合性を保ちながら一体的に

策定します。 

  

２ 計画の位置づけ 
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３ 計画の期間 

 

 

本計画の期間は平成 28 年度から平成 32 年度までの５年間とします。

なお、社会情勢や市民ニーズの変化などに対応するため、必要に応じて計

画の見直しを行います。 

 

図表 2 地域福祉計画・地域福祉活動計画の期間 

 

  

３ 計画の期間 
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４ 計画の策定体制と市民参画 

 

 

（１）春日市地域福祉計画策定検討会の設置 

本計画を策定するにあたり、幅広い分野からの意見を踏まえ地域福祉推

進に係る検討を行うために、「春日市地域福祉計画策定検討会」を設置し、

協議を行いました。 

 

[春日市地域福祉計画策定検討会 開催概要] 

第 １ 回 

【開 催 日】 平成 27 年６月 25 日（木） 
【議事内容】 ・地域福祉計画の概要説明 

・第３次地域福祉計画策定スケジュールについて 
・現行地域福祉計画の進捗状況 

第 ２ 回 
【開 催 日】 平成 27 年９月 29 日（火） 
【議事内容】 ・アンケート結果について 

・２０１６計画の素案について 

第 ３ 回 
【開 催 日】 平成 27 年 11 月６日（金） 
【議事内容】 ・２０１６計画（素案）修正版について 

・評価指標等について 

第 ４ 回 
【開 催 日】 平成 28 年１月 29 日（金） 
【議事内容】 ・パブリックコメント等の提出状況について 

・２０１６計画（素案）について 

第 ５ 回 
【開 催 日】 平成 28 年２月 16 日（火） 
【議事内容】 ・２０１６計画（素案）修正報告 

・意見交換等 

 

 

春日市地域福祉計画策定検討会 

  

４ 計画の策定体制と市民参画 
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（２）地域福祉に関するアンケート調査の実施 

本計画の策定に先立ち、市民の地域福祉に関する意識や生活課題を把握

するために、｢春日市地域福祉に関するアンケート調査」を実施しました。 

 

[アンケート調査の実施概要] 

調 査 対 象 市内在住の満 20 歳以上の市民 2,000 人（無作為抽出） 

調 査 方 法 郵送による配布・回収 

調 査 期 間 
平成 27 年４月 10 日～平成 27 年６月２日 
※平成 27 年４月 24 日に礼状兼督促状を発送 

回 収 結 果 回収数：971 件（回収率 48.6％） 

 

（３）団体ヒアリングの実施 

計画策定段階における市民参加の一環として、地域の生活課題の洗い出

しとその解決策の検討を行うため、市内で活動している団体等にヒアリン

グシートを配布・回収し、意見をうかがいました。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

本計画の策定にあたっては、市民の意見を広く聴取するためパブリック

コメント※を実施しました。 
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５ 福祉分野における関連計画との連携 

 

 

老人福祉法、介護保険法、障害者総合支援法においては、地域福祉計画

と介護保険事業計画、障がい福祉計画との調和が保たれたものでなければ

ならないことを規定しています。その他、子ども・子育てに関する計画や

健康づくり支援計画等の関連計画についても、地域福祉計画と整合性が図

られなくてはなりません。 

地域にある生活課題は行政のみで解決できるものばかりではありませ

ん。各分野に関連する個別計画は行政計画である一方で、計画で掲げられ

た計画理念の達成を市民や地域と共に目指すという側面もあります。 

 そこで、地域福祉計画は、本市におけるすべての関連計画の策定にも積

極的に関与し、また連携を深めることで、本計画と個別計画との連携を図

ります。 

 

図表 3 福祉分野における関連計画と本計画の連携イメージ 
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春日市地域福祉計画
住民の自発的な福祉活動と行政サービスの連携

５ 福祉分野における関連計画との連携 
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６ 支え合うための地域の範囲 

 

 

地域にある生活課題に応じて、自治会単位の小地域におけるネットワー

ク※、中学校区を想定した中地域ネット、市全体を想定した大地域ネット

からなる重層的なネットワークによって、解決を図っていきます。 

 

図表 4 重層的地域ネットワークのイメージ 

 

６ 支え合うための地域の範囲 
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図表 5 中学校校区・自治会区図 
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 第２章 春日市の現状 
１ 統計から見る春日市の現状 

 

 

（１）少子高齢化の進行 

本市の総人口は一貫して増加傾向にありますが（図表 7）、15 歳未満

である年少人口の割合は平成７年以降、減少傾向に転じているのに対し、

65 歳以上の老年人口は急激な増加傾向にあります（図表 8）。 

人口ピラミッド（図表 6）を見ると、現在人口が最も多い年齢階層は

男女ともに 40 歳代前半であることが分かります。この世代が高齢期に達

するまでに 20 年以上の猶予があることから、本市の高齢化は、他市町村

と比べれば、緩やかであると予想されます。 

本市の高齢化率を国、県と比較すると、国、県の平均値を大きく下回っ

て推移していることが分かります（図表 9）。その後の高齢化率の推移

を見ると、平成 26 年９月の全国平均では国民の４人に１人（25.9％）

が高齢者となっていますが、本市においては、約５人に１人（18.6％）

が高齢者という状況です。 

一方、地域別に高齢化の状況を見ると、春日南中地域福祉エリアの高齢

化率は 22.3％となっており、高齢化率が最も低い春日野中地域福祉エリ

ア（13.9％）と比較して約 1.6 倍の地域格差があることが分かります（図

表 10）。 

少子高齢化の進行は、若年労働力の減少による経済成長の衰退にとどま

らず、何らかの支援が必要な高齢者が増大するとともに、年金、医療、福

祉などの社会保障分野における現役世代の負担増大をもたらし、社会経済

全体に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。そのため、社会のあ

らゆる仕組みの中に、高齢者の自立を支え、社会参加を促すハード・ソフ

ト両面の整備が求められています。 

  

１ 統計から見る春日市の現状 
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図表 6 人口ピラミッド 

 

資料：住民基本台帳     平成 27 年３月 31 日現在 

図表 7 年齢 3 区分人口の推移 

 

資料：国勢調査    各年 10 月１日現在 
※ 年齢３区分人口には年齢不詳を含んでいないため各区分人口の和と総人口は一致しないことがあります。
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図表 8 年齢 3 区分別構成比 

 

資料：国勢調査    各年 10 月１日現在 
 

図表 9 高齢化率の推移 

 

資料：国勢調査    各年 10 月１日現在 
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図表 10 地区別人口及び高齢化率 

 

資料：住民基本台帳     平成 26 年４月１日現在 

※ 総人口には、陸上自衛隊（407 人）、自衛隊病院（70 人）、航空自衛隊（303 人）は含まない。 
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（２）転入者数と転出者数の推移 

本市と他市町村間の転出入の状況を見ると、平成 12 年頃までは年間 

9,000 人前後の転出入者数で推移していましたが、以後、減少傾向にあ

り、平成 22 年以降は 7,000 人前後で推移しています。現在は、市南部

の開発に伴い、転入者が転出者を上回っています（図表 11）。 

年齢階層別に転入・転出超過数を見ると、転出超過が著しいのは 20 歳

代前半を中心とした若い世代であることが分かります（図表 12）。これ

は、高校卒業後の大学進学や、就職に伴う転出の影響であるものと考えら

れます。また、これらの若い世代の転出は、女性より男性の方が多いこと

が特徴的です。 

一方、35～39 歳の女性と 10 歳未満の子どもについては、転入超過

であることが分かり、ファミリー層の転入がうかがえます。 

 

図表 11 転出入の推移 
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図表 12 年齢階層別・性別 転入・転出超過数 

 

資料：住民基本台帳人口移動報告 平成 25 年度 
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（３）要援護者の増加 

高齢化の進行に伴い、介護をはじめとする何らかの支援を必要とする要

援護者も増加しています。 

本市における 65 歳以上の要介護等認定者数及び要介護等認定率（第１

号被保険者数に対する要介護等認定者数の割合）の推移は図表 13 に示

すとおりですが、要介護等認定者数は平成 12 年以降増加傾向にあります。

また、要介護等認定率は平成 16 年度をピークに一旦低下傾向に転じまし

たが、平成 20 年度を境に、再び増加傾向となっています。 

 

図表 13 要介護等認定者数及び要介護等認定率の推移 

 

資料：介護保険事業状況報告     各年９月末日現在 
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障がい者手帳所持者は、図表 14 に示すとおり増加傾向にあります。

身体障害者手帳所持者数の増加は高齢化に伴う影響が考えられますが、療

育手帳所持者は比較的軽度なＢ１（中度）、Ｂ２（軽度）の増加が大きく

なっています。精神障害者保健福祉手帳所持者数は、他の障がいと比較し

て特に増加率が高くなっています。 

要援護者の増大に伴い、要援護者を支える家族の負担も大きくなります。

福祉サービスの利用や地域社会とのつながりを強めることなどによって

援護者の負担軽減を図ることも必要です。 

 

図表 14 障がい者手帳所持者数の推移 

 

資料：福祉支援課 

平成 12・16 年 4 月 1 日現在、平成 21 年 3 月末現在、平成 26 年 9 月末現在 
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（４）家族形態の多様化 

少子高齢化や産業構造の変化、人々の価値観の多様化などが相まって、

家族形態が多様化しています。多世代家族が減り、いわゆる核家族化が進

行するだけでなく、近年はさらに単独世帯が増える傾向にあります。 

世帯人数の減少は、必然的に家庭内の相互扶助機能の低下を招くことと

なります。支援の必要な子どもや高齢者、障がいのある人等を地域で見守

る必要性が高まっています。 

 

図表 15 高齢者のいる世帯の推移 

 

資料：国勢調査     各年 10 月１日現在 
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２ アンケート調査結果から見る春日市の現状 

 

 

（１）地域意識の醸成と地域福祉意識の啓発 

「地域社会の問題に対する住民同士の協力のためには、どのようなこと

が必要だと考えるか」という問いに対する回答としては、「自ら進んで日

頃から住民同士のつながりをもつように心がけること」を選択した人が最

も多くなっている（図表 16）一方で、ご近所との付き合い方については

「会えばあいさつをする程度」と回答した人の割合が 43.6％と最も多く、

「付き合いはほとんどない」と回答した人を含め、ほぼ半数の人が日頃あ

まり近所付き合いを意識せずに生活していることが分かります（図表 17）。 

近所付き合いの程度、考え方については年齢階層による差が顕著で、年

齢階層が低くなるにつれて、その親密度の低下や消極的傾向が目立ってい

ます（図表 18）。 

支え合いのまちづくりを推進するためには、市民一人ひとりの福祉に対

する意識の変革や地域への参加意識の啓発を行いながら、行政と地域住民

が車の両輪として相互に助け合い、また同時に歩調を合わせて進んでいく

ことが求められます。 

  

２ アンケート調査結果から見る春日市の現状 
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図表 16 地域社会の問題に対する住民同士の協力のために必要なこと 

 
資料：市民アンケート調査結果 

 

図表 17 ご近所の方との付き合い方 

 
資料：市民アンケート調査結果  
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図表 18 近所の方とほとんど付き合いが無い割合（年齢階層別） 

 

資料：市民アンケート調査結果 
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（２）地域における支え合いの強化 

自分や家族が高齢や病気、子育てなどで日常生活が不自由になったとき、

地域でどんな手助けをしてほしいかたずねたところ、「声かけや安否の確

認」が 48.2％と最も多く、次いで、「災害時の手助け」（45.6％）が

続いています。逆に、隣近所に高齢者や障がいのある人の介護、子育てな

どで困っている家庭があったらどんな手助けができるかたずねたところ、

「声かけや安否の確認」が 67.9％と最も多く、次いで「災害時の手助け」

（42.8％）が続いており、手助けしてほしいこととできることについて

は同じ傾向がみられます（図表 19）。 

住民同士の手助けが地域の中で日常的になされるよう、支え合う意識を

一層高めていく必要があります。    
 

図表 19 地域でどんな手助けをしてほしいか／できるか 

 

資料：市民アンケート調査結果  
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（３）ボランティア活動の促進 

現在ボランティア※やＮＰＯなどにおける活動に参加している人は全

体の 6.6％にとどまっていますが、約７割の人が何らかの地域活動に参加

しています（図表 20）。 

ボランティア参加の動機になることは人それぞれで、性別による傾向の

違いも若干見られますが、あくまでも、自らの活動意欲・意思を尊重し、

今後も、ボランティア人材の発掘・育成、ボランティア組織の育成を進め

ていく必要があります。 

また、地域活動に参加する際に苦労すること、参加できない要因となっ

ていることをたずねたところ、「活動する時間がないこと」が 37.2％と

最も多くなっていますが、｢参加するきっかけが得られないこと｣（23.5％）

や「身近に一緒に参加できる適当な人がいないこと」（17.6％）、「身

近に団体や活動内容に関する情報がないこと」（14.0％）が上位にあが

っています（図表 21）。 

今後も、市と市社会福祉協議会が連携を取りながら、ボランティア活動

に関する情報発信を行い、市民のボランティア活動への参加を促進すると

ともに、地域福祉の担い手となるボランティアリーダーを育成する必要が

あります。 
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図表 20 地域の活動に参加しているか 

 

資料：市民アンケート調査結果 
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図表 21 地域活動に参加する際に苦労すること、参加できない要因 

 

資料：市民アンケート調査結果 
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（４）バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり 

自分や家族が高齢や病気、子育てなどで日常生活が不自由になったとき、

地域でどんな手助けをしてほしいかとたずねた結果の４番目には「病院や

施設などへの送迎」（24.3％）、６番目には「買い物の手伝い」（19.

4％）があがっています（図表 19）。自力で外出できない高齢者や障が

い者の外出を支援することは、閉じこもりを防ぎ、社会参加を促進すると

ともに生きがいの創出にもつながります。地域の支え合い、助け合いの一

つとして外出支援の輪を広げていくことも重要です。 

また、心のバリアフリー※を図るとともに、ユニバーサルデザインの観

点から、施設などにあるバリアの解消を図る必要があります。 
 

（５）緊急時･災害時の助け合いの仕組みづくり 

自分や家族が高齢や病気、子育てなどで日常生活が不自由になったとき、

地域でどんな手助けをしてほしいかとたずねた結果、回答割合が２番目に

高かったのは「災害時の手助け」（45.6％）でした（図表 19）。また、

ひとり暮らしの高齢者など、災害発生時に気になる人が地域に「いる」と

回答した人も 28.6％と、「いない」と回答した人の割合（22.7％）を

上回っています（図表 22）。しかし、一方で、地震や風水害などの災害

に対する備えについては、「特に何もしていない」と回答した人が 50.1％

とほぼ半数にのぼり（図表 23）、自分の地区に自主防災組織があること

を知っている人の割合は 24.0％にとどまっているという現実もありま

す（図表 24）。 

市民一人ひとりが防災意識と災害時における対応能力の向上に努める

とともに、自主防災組織を中心に各地域で防災訓練を行い、子どもから高

齢者まで幅広い参加を求める中で、自分でできること・できないことの確

認をしてもらい、地理的条件等を前提とした地域ごとに配慮しなければな

らない課題とその対応策を検証しておくことが重要です。 
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図表 22 ひとり暮らしの高齢者など、災害発生時に気になる人が地域にいるか 

 

資料：市民アンケート調査結果 

 

図表 23 地震や風水害などの災害に対してどのような備えをしているか 

 

資料：市民アンケート調査結果 

  



■ 第２章 春日市の現状 

29 

 

図表 24 自分の地区に自主防災組織があることを知っているか 

 

資料：市民アンケート調査結果 
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 第３章 春日市地域しあわせプラン 2011 の総括 
１ 春日市地域しあわせプラン 2011 の進捗状況 

 

 

基本目標１ 顔の見える支え合いのまちづくり 

（１）地域福祉の意識づくり 

市民が地域活動に主体的に参加したり、地域での支え合いの仕組みをつ

くったりするためには、まずは市民の地域意識を高める必要があります。 

春日市地域しあわせプラン 2011（以下「第２次計画」という。）に

おいては、こうした地域意識を高めるとともに、地域における活動への積

極的な参加を促進しました。 

市社会福祉協議会でも、より幅広い世代が参加できるようテーマ設定に

工夫しながら福祉講演会や市民福祉講座、精神保健福祉講座を開催したり、

地域福祉懇談会を実施したりすることで、地域福祉に関する意識の浸透を

図りました。 

 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

「たまに立ち話をする程度」以上の近所づきあ
いをしている市民の割合（＊１） 

50.0％ 60.0％ 45.9％ 

自治会加入世帯率 80.5％ 82.0％ 
78.6％ 

（26 年度） 

注 （＊１）の現状値（平成 22 年度）及び結果値（平成 27 年度）は、市民

アンケート調査結果より（以下同じ） 

  

１ 春日市地域しあわせプラン 2011 の進捗状況 
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（２）地域における交流･ふれあいの促進 

地域において、世代や職業など、その人の属性を超えた交流が活発に行

われることが、お互いを知り、思いやりの心を持つことにつながり、地域

福祉の基礎となると考えられます。 

従来から、高齢者の「ふれあい・いきいきサロン※」や「子育てサロン」、

「春日市福祉ぱれっと館」での障がい者に対する各種支援事業など、交流

やふれあいの場を設けるための事業を実施してきましたが、第２次計画で

は、より多くの地域で、また、世代を超えた交流が可能となるよう、その

拡充を図ってきました。 

 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

｢ふれあい・いきいきサロン」を設置している 
地区の割合 

71.4％ 
（25 地区） 

100.0％ 
（35 地区） 

97.1％ 
（34 地区） 
（26 年度） 

世代間交流事業を実施している地区の割合 
71.4％ 

（25 地区） 
100.0％ 

（35 地区） 

100.0％ 
（35 地区） 
（26 年度） 

 

 

子育てサロン 

 

ふれあい・いきいきサロン
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（３）地域における支え合いの強化 

普段から地域をよく知ることや、近所付き合いをし、お互いの顔の見え

る人間関係を築いておくことが「互助・共助」へとつながり、地域におけ

る支え合いの強化につながります。 

図表 10（14 頁）を見ると分かるとおり、高齢化の状況は地域毎に異

なります。また、一戸建ての多い地域やマンション等の集合住宅が多い地

域など、さまざまな地域特性があります。地域における支え合いは、それ

ら地域の実情に合わせた取組を進めているところです。 

市が市社会福祉協議会に委託して取り組んでいる安心生活創造事業※

の地域支え合い活動は、平成 27 年度中に新たに８地区の活動が開始され、

全 35 地区のうち 33 地区が実施、推進中です。市社会福祉協議会では、

地域での支え合いをさらに推進するため、地区単位で支援が必要な高齢者

への訪問活動や各種サロン活動※など、地域の特性に合ったさまざまな小

地域福祉活動を展開するとともに、困っている人を見逃さないネットワー

ク活動を進めています。 
 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

日常的な見守り訪問活動が行われている 
地区の割合（地域支え合い活動または独自の
取組実施地区） 

31.4％ 
（11 地区） 

100.0％ 
（35 地区） 

100％ 
（35 地区） 

近所の人に何か頼まれ、お手伝い（手助け） 
したことがあると回答した市民の割合（＊１） 

32.8％ 50.0％ 31.2％ 

 

 

春日市の地域支え合い活動 
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（４）心のバリアフリーの促進 

地域福祉においては、差異や多様性を認め合う地域住民相互の連帯が不

可欠です。そこで、障がいや認知症に対する正しい理解が得られるよう、

地域ぐるみの啓発活動を積極的に推進するとともに、人権教育の充実によ

り、心のバリアフリーやノーマライゼーション※、ソーシャル・インクル

ージョン※の浸透を図ってきました。また、市社会福祉協議会でも、福祉

教育※を推進し、さまざまな立場を理解する機会を提供するとともに、各

種事業や講座などを通じ、ノーマライゼーションやソーシャル・インクル

ージョンの理念の浸透を図りました。 
 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

暮らしの中でおこる生活上の問題で、高齢者
や障がい者に対して住民同士で協力すること
が必要と答えた市民の割合（＊１） 

62.3％ 80.0％ 57.0％ 

障がい者が住み慣れた地域で安心して暮ら
すことができる地域社会や制度の支えがある
と答えた市民の割合（＊２） 

52.4％ 70.0％ 52.8％ 

いきいきフェスタ春日の参加者数 1,100 人 3,000 人 3,200 人 

注 （＊２）の現状値（平成 22 年度）及び結果値（平成 27 年度）は、平成

26 年度市民意識調査結果より（以下同じ） 

 

 
 

 

福祉教育（車いす体験） 
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（５）ボランティア活動の促進 

市社会福祉協議会にはボランティアセンターがあり、市民のボランティ

ア活動への参加促進と支援を図っています。ボランティア新規登録者研修

やボランティアリーダー研修、災害ボランティア講座など各種研修・講座

などを通じ、新たなボランティアを育成するとともに、ボランティアのき

っかけづくりとなる講座や催しごとを開催しました。また、ボランティア

活動の育成を援助するために、個人ボランティアの活動先を確保する取組

も行いました。 

 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

地域の活動に参加している市民の割合（＊１） 69.4％ 80.0％ 66.1％ 

春日市ボランティアセンターにおけるボランテ
ィア団体構成人員数 

658 人 700 人 
597 人 

（26 年度） 

個人で活動するボランティア人数 303 人 350 人 
235 人 

（26 年度） 

 

 

 

 

地域福祉研修会 
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（６）地域における子育て支援の促進 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本市の人口はすでに減

少局面に差し掛かっているとされており、長期的な視点に立てば、他自治

体同様、大きく人口が減少することは避けられないものと考えられます。

人口は「出生」、「死亡」（自然動態）、「移動」（社会動態）の、いわ

ゆる「人口変動の三要素」のみで変動しますが、このうち「出生」につい

ては、子育て支援の促進等により、ある程度は少子化傾向を緩和すること

が可能です。 

今日の子育ての困難さは、子育てに不安やいらだち、悩みを抱えながら、

孤立した中で子育てをしている保護者が少なくないことにあります。そし

て、それが児童虐待の引き金になるケースも少なくありません。 

このような状況の中、平成 27 年３月に、「春日市子ども・子育てすく

すくプラン（春日市子ども・子育て支援事業計画）」を策定し、「子ども

と親が共に成長し、自立する」、「支援を要する子どもや家庭をみんなで

支える」、「地域の人々と家庭が共に寄り添う」、「多様な生活様式に合

わせた育児環境をつくる」の４つの基本目標のもと、未来の社会を担う子

どもたちのためのまちづくりを推進しています。 

市社会福祉協議会では、子育てサロンの実施によって子育て中の親の育

児負担の軽減を図るとともに、育児仲間同士が知り合う場や地域とのつな

がりづくりに努めました。また、子育て世代に対し、子どもとの接し方を

学ぶ場や子育ての疲れをリフレッシュできる場を提供することで、楽しん

で子育てができる環境づくりを行いました。 

 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

育児不安を解消し、子育てを楽しく余裕を持
って行うことができる地域社会や、制度の支え
があると回答した市民の割合（＊２） 

46.1％ 60.0％ 51.4％ 

｢子育てサロン」 を設置している地区の割合 
62.9％ 

（22 地区） 
100.0％ 

（35 地区） 

80.0％ 
（28 地区） 
（26 年度） 
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基本目標２ 利用者に合った必要なサービスが受けられるまちづくり 

（１）きめ細かな情報提供・相談支援体制づくり 

福祉サービスを必要とするすべての人が、自分に適した、質の高いより

良いサービスを自らの意思で選択・利用できるようにすることが理想です

が、現実には、相談窓口や情報、対応などがまちまちとなっており、利用

者にとっては分かりにくく、サービスが利用しにくいという声がありまし

た。 

そこで、福祉サービスに関する情報提供の充実を図るとともに、悩みや

問題を抱える人々が、いつでも気軽に相談することができ、複雑な相談に

対してはその内容を整理して、適切に対応できる相談支援体制の構築に努

めました。 

 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

保健・福祉の情報提供･相談体制について、
「満足」または「まあまあ満足」と回答した市民
の割合（＊１） 

16.2％ 30.0％ 16.9％ 

心配ごと相談の年間相談件数 160 件 200 件 
139 件 

（26 年度） 

上記心配ごと相談のうち解決した件数 85 件 110 件 
112 件 

（26 年度） 

地区別相談窓口の設置数 ３地区 10 地区 
１地区 

（26 年度） 
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（２）地域のニーズに対応したサービス基盤の整備 

高齢者や障がい者に対する介護・福祉サービスについては、「施設から

在宅、さらには地域へ」という大きな流れがあります。 

平成 27 年３月に策定した「春日市高齢者福祉計画 2015・第６期介

護保険事業計画」では、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を見据

え、春日市の将来像を明記するとともに、地域包括ケアシステムを具体化

することで今後の方向性を示しました。 

現在、地域包括ケアシステムの実現に向け、各関係機関との連携を十分

に行うとともに、地域住民同士や地域のつながりの構築に取り組んでいま

す。また、既存の介護保険制度の枠組みでは解決しきれない日常生活上の

ちょっとしたお困りごとに対応するサービスとして生活支援事業を展開

し、その支援を行う生活支援サポーターを養成しながら事業の推進を図り

ました。さらに市社会福祉協議会では生活支援事業の対象とならない方へ

の支援活動として、住民助け合いをもとに、おたすけサービス事業を実施

し制度間の狭間をつなぐ取組を行っています。 
 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

生活支援事業利用件数 206 件 300 件 
173 件 

（26 年度） 

生活支援事業サポーター数 16 人 25 人 
82 人 

（26 年度） 

 

 

おたすけサービス 
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（３）適切なサービス利用の促進 

市では、例えば、認知症高齢者や知的・精神障がい者など、判断能力が

不十分な人を対象とした成年後見の市長申立てや成年後見制度利用に伴

う費用の助成を行うなど、適切なサービス利用の促進を図っています。 

また、市社会福祉協議会においても、判断能力が不十分な人に対して、

福祉サービスの利用手続きの援助や日常的金銭管理などを行う、福祉あん

しんサービス事業を独自に展開しています。このほか、より判断能力の不

十分な方に対し、市社会福祉協議会が法人として成年後見を受任していま

す。利用契約件数は第２次計画時点とほぼ同水準に留まりましたが、広報

紙「しあわせ」や、あんしんサービスパンフレット等で事業周知を行い、

利用の促進に努めました。 
 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

福祉あんしんサービス事業の利用契約件数 30 件 50 件 
28 件 

（26 年度） 

 

基本目標３ 健やかにいきいきと暮らせるまちづくり 

（１）地域における健康づくり・介護予防の促進 

健康はすべての人にとっての願いであり、市民一人ひとりの健康は地域

福祉を支える基盤でもあります。また、年を重ねても生涯現役を目指し、

住み慣れた地域の中で自立して生活することは誰もが願うことです。 

健康づくりや介護予防は本来個人的な事柄ですが、仲間の必要な運動や

市内各地区で展開されている「ふれあい・いきいきサロン」など、地域ぐ

るみで取り組んだ方が効果や長続きが期待できることが少なくありませ

ん。そこで、平成 25 年３月に、「第２期いきいき春日 21 健康づくり

支援計画 春日市食育推進基本計画」を策定し、市民一人ひとりの生涯に

わたる健康の維持・増進と食育の推進を図り、実り豊かで満足できる生活

の質の向上を目指した取組を推進しました。 

市社会福祉協議会では、「ふれあい・いきいきサロン」を各地区の生き



■ 第３章 春日市地域しあわせプラン 2011 の総括 

40 

がいと健康づくりの拠点として捉え、サロン活動の支援に取り組んでいま

す。 
 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

一般健康診査受診者数 341 人 440 人 
358 人 

（26 年度） 

がん検診（胃がん、肺がん、大腸がん、子宮
がん、乳がん）受診者数 

18,641 人 24,230 人 
23,257 人 
（26 年度） 

いつまでも健康で過ごすことができるよう、健
康づくりや介護予防に取り組むことができる地
域社会や制度の支えがあると回答した市民の
割合（＊２） 

64.3％ 70.0％ 69.9％ 

 

（２）生きがい活動の促進 

心身ともに健康であってこそ、地域で元気に生活できます。身体的な健

康維持、健康回復などの取組はもちろんですが、長寿化により余暇時間が

増大し、いかに人生を謳歌するか、どのように自分らしくいきいきと暮ら

すかが、一人ひとりにとっての大きな課題となっています。 

市社会福祉協議会では、年代やボランティアスキルに応じ、また、今後

地域社会で必要とされる多様なニーズに合わせさまざまな講座を開催し

ました。また、活動を始めるためのきっかけづくりの場を提供したり、学

生や団塊の世代へのアプローチなどを検討したりするなど、生きがい活動

の拡大、促進を図りました。 
 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

高齢者が社会参加する機会が多く、高齢者の
多くが生きがいを感じて活動していると答えた
市民の割合（＊２） 

56.2％ 60.0％ 61.4％ 

地域の活動に参加している 60 歳以上の割合
（＊１） 

68.9％ 80.0％ 65.8％ 

シルバー人材センターの年間入会者数 73 人 100 人 
60 人 

（26 年度） 

上記を含めたシルバー人材センター会員数 494 人 525 人 
409 人 

（26 年度） 
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基本目標４ 安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 

（１）緊急時･災害時の助け合いの仕組みづくり 

近年、地震や台風などの大規模自然災害が日本各地で発生し、防災の意

識もこれまでにないほど高まっています。 

本市では、「春日市地域防災計画」に基づき、各自治会に自主防災組織

を立ち上げ、防災に対する意識の向上に努めてきました。避難行動要支援

者※への情報伝達及び避難対策のために、「春日市避難行動要支援者避難

支援プラン」に基づき、自治会、民生委員・児童委員※、福祉推進委員等

の協力を得ながら、「地域支え合いカード」を作成し、避難行動要支援者

の居住地、身体状況、家族構成、福祉サービスの利用状況、緊急時の連絡

先等の把握に努めるとともに、災害時における安否確認や情報提供等がス

ムーズに行えるよう防災体制の充実を図りました。 

これは、市社会福祉協議会が市の委託を受け、安心生活創造事業に基づ

く地域支え合い活動として推進しており、同事業実施中の 33 地区のうち

29 地区はマップ作りとカードの登録をすでに実施しました。残りの地区

は 1 日も早く実施できるよう、現在準備を進めています。 

 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

地域の防災体制について、「満足」または 
「まあまあ満足」と回答した市民の割合（＊１） 

16.2％ 50.0％ 17.0％ 

災害時の避難場所を「知っている」市民の 
割合（＊１） 

74.6％ 90.0％ 69.0％ 

自分の地区に自主防災組織があることを 
「知っている」市民の割合（＊１） 

20.0％ 50.0％ 24.0％ 

地域支え合いマップづくりに取り組んでいる 
地区の割合（地域支え合い活動実施地区） 

25.7％ 
（９地区） 

100.0％ 
（35 地区） 

94.3％ 
（33 地区） 
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（２）地域における見守り・防犯活動の促進 

普段の何気ない付き合いが地域社会における相互の見守りや防犯につ

ながるものですが、住民相互の無関心や、地域での関係性の希薄化などが、

地域における犯罪を未然に防げない土壌として形成されはじめています。 

市では、平成 19 年度から始まった市を挙げての定期夜間パトロールに、

地域とともに取り組むとともに、防犯指導員が市内を巡回しながら、各自

治会と連携して見守り・防犯活動を展開しています。 

また、市社会福祉協議会では、各地域の福祉推進員の定例会や高齢者が

集まる場、安心生活創造事業（地域支え合い活動）の会議の場などにおい

て、防犯や消費生活に関する情報提供や啓発を行いました。 

 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

地域の防犯体制について、「満足」または 
「まあまあ満足」と回答した市民の割合（＊１） 

16.3％ 50.0％ 17.6％ 

市内の犯罪発生件数 1,852 件 1,670 件 
1,124 件 

（26 年度） 

 

 

 

 

地域支え合い活動（マップ作り） 
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（３）ユニバーサルデザインのまちづくり 

障がい者や高齢者が安心して快適に生活できる環境は、あらゆる人にと

って、安全性や利便性、快適性が確保されているということでもあります。 

本市では、｢高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

（通称：バリアフリー新法）や「福岡県福祉のまちづくり条例」に基づき、

公共施設や道路のユニバーサルデザインやバリアフリーに取り組みまし

た。 

また、市社会福祉協議会が実施する研修や講座等でユニバーサルデザイ

ンの理念を啓発し、誰もが安全で快適に感じるまちづくりを一歩ずつ進め

ました。 

 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

歩道が整備されており、歩きやすく快適である
と答えた市民の割合（＊２） 

45.1％ 60.0％ 47.7％ 

 

（４）生活環境の保全 

日々の快適な暮らしを確保するための生活環境の保全は、地域の重大な

関心事となっています。 

第２次計画策定の際に実施した地域福祉エリアワークショップにおい

て、「ねこが多くて困る」、「動物のフン害がある」などの生活課題が多

く挙げられていたことから、「ペットによるおおよその苦情件数」を評価

指標に掲げ取組を進めてきました。 

 

評  価  指  標 
平成 22 年度 

（実 績） 

目 標 結 果 

平成 27 年度 

良好な住環境が形成されていると答えた市民
の割合（＊２） 

72.6％ 80.0％ 62.2％ 

ペットによるおおよその苦情件数 70 件 63 件 
41 件 

（26 年度） 
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２ 春日市地域しあわせプラン 2016 に向けて 

 

 

地域福祉計画の推進に際しては、自治会や民生委員・児童委員をはじめ

とする地域の協力が不可欠です。本市には 35 の自治会があり、民生委

員・児童委員や市社会福祉協議会等と連携しながら、それぞれの自治会の

特色を生かした地域づくりを推進しています。 

地域福祉計画については、毎年度、計画の進捗を調査するために全自治

会に対してアンケートを実施しており、１年の管理サイクルで計画の進捗

を測定・検証するとともに、その結果を受け、次年度の行動に反映させて

います。 

平成 26 年度末のアンケート調査結果を見ると、地域が担う行動目標に

ついて、平成 23 年度当初に比べて、すべての項目において実施率が向上

しています。計画期間を１年残し多少の積み残しはあるものの、その多く

はすでに実施に向けた検討を行っています。 

一方で、「春日市地域しあわせプラン 2011」策定時点からの５年間

で新たに焦点化されてきた生活課題もあります。また、活発に行われてい

る地域活動をさらに円滑にするために、今回の計画の見直しに合わせて、

計画をステップアップしていきたい部分もあります。 

また、市社会福祉協議会では、平成 24 年度に「第２次 春日市地域福

祉活動計画及び春日市社会福祉協議会 発展・強化計画」を策定し、自治

会、民生委員・児童委員、地域住民ボランティア団体等と共に安心生活創

造事業（地域支え合い活動）を普及・充実させる活動等を行ってきました

が、市の計画と計画年度が異なるなど、全市一丸となって地域福祉に取り

組むには課題もありました。 

そこで、自治会をはじめとする地域の声も踏まえながら、次頁に挙げる

３項目を踏まえた計画の見直しを行いました。 

  

２ 春日市地域しあわせプラン 2016 に向けて 
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（１）評価指標の精度向上 

前期計画では、「みんなで支え合う誰にも優しいまち かすが」を基本

理念とし、４つの基本目標を定めるとともに、その基本目標ごとに基本施

策を掲げ、「地域住民」「福祉事業者等」「市社会福祉協議会」「市（行

政）」のそれぞれの主体毎に取組を明記し計画を進捗してきました。計画

には、「評価指標と目標」を設定することで、計画の進捗が数値で判定で

き、管理サイクルを適切にまわすことができるようになっています。 

今回の計画の見直しに際し、評価指標の目標到達度を見ると、５年間の

取組の成果があらわれているものと、今後の工夫を要するものがあること

が分かります。この見直しの中で、取組の追加、修正に加え、指標設定の

精度を高めていくことで、より適切な管理サイクルをまわせるように努め

ました。 

 

（２）「自助」「互助・共助」「公助」それぞれの強化 

地域福祉は、自助、互助・共助、公助それぞれが果たすべき役割があり

ます。今回の計画の見直しでは、それぞれを強化していく必要があると考

えています。行政が行うべき公助の取組充実はもちろんのことですが、互

助・共助では、今回の計画の見直しに市社会福祉協議会が参画し、「春日

市地域福祉活動計画」を一体的に策定することで、より具体的な取組を計

画に盛り込むこととしました。自助では、前期計画で「地域住民」という

くくりで取組をまとめていたのですが、この中には「自助」と「互助・共

助」の行動目標が混在していたことから、今回の見直しでは、「本人やそ

の家族が取り組むこと」と「地域が取り組むこと」に行動目標を分離し、

主体毎に取組内容がより明確になるように留意しました。 
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（３）生活困窮者に対する対応 

国税庁「民間給与実態統計調査（平成 25 年度）」によると、１年を通

じて勤務した給与所得者のうち、年間給与が 200 万円以下である割合は

24.11％であり、実に４人に１人となっています。世帯構成や世帯主が

扶養する人数等によっても考え方が異なりますが、就労していながら生活

の維持が困難である人（いわゆるワーキングプア）の問題は深刻であると

言えます。 

このような背景のもと、平成 25 年 12 月に生活困窮者自立支援法が成

立し、平成 27 年 4 月に施行されました。これを受け、地域福祉計画に、

下記の事項を盛り込むべきとされています。 

 

１．生活困窮者自立支援方策の位置づけと地域福祉施策との連携に関する事項 

２．生活困窮者の把握等に関する事項 

３．生活困窮者の自立支援に関する事項 

４．その他の留意事項等 

資料：平成 26 年３月 27 日厚生労働省社会・援護局長通知 

 

生活困窮者の中には、単に仕事に就けないだけでなく、疾病や障がい、

家庭環境など複合的な課題を抱え、既存の制度の枠組みでは対処が難しか

ったり、時間を要したりする状況が増えてきました。生活困窮者が抱える

複合的な問題に対応するには、一人ひとりの状況やニーズに応じ、自立に

向けた支援を、地域住民や関係機関などとの連携により実施することが必

要であると言えます。 

本計画では、「生活困窮者への自立支援」を重点課題と位置付け、基本

目標３に施策目標として追加しました。 
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 第４章 計画の基本理念と基本目標 
１ 計画の基本理念 

 

 

[基本理念] 

みんなで支え合う誰にも優しいまち かすが 

 

市民一人ひとりが住み慣れた地域で暮らし続けることは、本市が目指す

姿です。第 5 次春日市総合計画でも、「一人ひとりの住みよさを実現す

る」というテーマを掲げ取組を推進しています。 

本計画では、地域福祉の観点から、行政や社会福祉事業者をはじめ、地

域住民一人ひとりが地域の生活課題に主体的にかかわり、サービスの担い

手としても参画していく協働のまちづくりを実現することで、「一人ひと

りの住みよさを実現する」ことにつなげていきます。 

「春日市地域しあわせプラン 2011」では、「みんなで支え合う誰に

も優しいまち かすが」を基本理念として計画を推進してきましたが、本

計画においても、この理念を継承します。 
 
２ 計画の基本目標 

 

 

計画の基本理念「みんなで支え合う誰にも優しいまち かすが」を実現

するために、次に挙げる４つの基本目標を設定しました。 

 

[基本目標] 

基本目標１ 顔の見える支え合いのまちづくり 

基本目標２ 利用者に合った必要なサービスが受けられるまちづくり 

基本目標３ 健やかにいきいきと暮らせるまちづくり 

基本目標４ 安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 

  

１ 計画の基本理念 

２ 計画の基本目標 
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３ 計画の体系 

 
 
 

み
ん
な
で
支
え
合
う
誰
に
も
優
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い
ま
ち

か
す
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３．健やかにいきいきと暮らせるまちづくり

１ 地域福祉の意識づくりと心のバリアフリーの促進

２ 地域における交流・ふれあいの促進

２ 生きがい活動の促進

１ 地域における健康づくり・介護予防の促進

１ きめ細かな情報提供・相談支援体制づくり

２ 地域のニーズに対応したサービス基盤の整備

【基本目標】【基本理念】

３ 地域における支え合いとボランティア活動の促進

３ 適切なサービス利用の促進

２ 地域における見守り・防犯活動の促進

１ 緊急時・災害時の助け合いの仕組みづくり

３ ユニバーサルデザインのまちづくりと生活環境の保全

３ 生活困窮者への自立支援

２．利用者に合った必要なサービスが受けられるまちづくり

４．安全・安心・快適に暮らせるまちづくり

１．顔の見える支え合いのまちづくり

３ 計画の体系 
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 第５章 基本目標ごとの取組 
基本目標１ 顔の見える支え合いのまちづくり 

 

 

（１）現状と課題 

本市の面積は 14.15 平方キロメートルであり、県内で最も面積が小さ

な自治体です。東西約４キロメートル、南北約 5 キロメートルの小さな

地域に 10 万人を超える市民が暮らしていますが（図表 7）、これは、１キ

ロ四方に７千人以上の市民が生活している計算になります。人口密度は県

内の市町村の中で最も高く、それが、最も大きな地域特性の一つであると

言えます。 

人口密度が高いことは、隣人との距離が近く、支え合いをしながら生活

するのに適しているように思えます。しかし、現実には、私たちは隣人と

強いつながりを保って生活できているでしょうか。 

少子高齢化、核家族化に加え、生活様式の変化、価値観の多様化などに

よって、地域のつながりはどんどん希薄になっていると言われています。

隣人との物理的な距離は近くとも、そのちょっとした異変に気付いたり、

困りごと、心配ごとをいち早く察知したりすることが困難な状況は、「顔

の見える」関係づくりは道半ばと言わざるを得ません。 

社会には、男性、女性、性的少数者、子どもや高齢者、障がいのある人、

外国人など、さまざまな人が暮らしています。すべての市民があらゆる人

を分け隔てなく受け入れ尊重することが求められています。特に、学校教

育や生涯学習の場などで人権や国際理解に対する取組を進め、人権尊重の

理解を深めていくことも重要です。 

アンケート調査結果からは、普段、近所との付き合いがほとんどないと

回答した人が１割程度ありました（図表 17）。隣人や地域との関わりを

持てぬまま地域に対する関心が薄れてしまっているのであれば、まずは地

域に関わりを持つきっかけを作りながら、また、地域で交流できる機会を

持ち、支え、支えられる関係づくりを少しずつでも築いていくことが大切

です。 

基本目標１ 顔の見える支え合いのまちづくり 
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ボランティアは地域福祉を支える重要な担い手であり、多様化する地域

課題の解決のため、柔軟かつ機動的な活動の実践者としての役割が期待さ

れています。そのため、さらなる活動の充実や人材の育成が求められてお

り、今後もボランティアに対する理解と関心を促し、次代の地域福祉を担

う人材の育成をしていく必要があります。 

ボランティアに関する市民の関心や意識は着実に高まっている一方で、

実際の活動者数は大幅には増加しておらず、ボランティアグループの後継

者不足も課題となっています。参加意欲を高める仕掛けづくりを工夫し、

活動人口の増加を図るとともに、ボランティア団体の活性化を図るための

リーダーの発掘・育成にも力を入れていくことが望まれます。同時に、ボ

ランティアの果たす役割・意義等を社会全体として理解していくことも、

ボランティア活動の発展に欠かすことができない重要なポイントになる

と考えられます。 

 

（２）今後の取組 

１）地域福祉の意識づくりと心のバリアフリーの促進 

地域福祉に対する意識を高めるために、隣近所との関わりの大切さに

ついて理解を深め、自らが地域を構成する一員であるとの自覚によって、

地域における活動への積極的な参加を促進します。 

自治会や学校、市社会福祉協議会、地域の事業者等との連携により、

各種啓発活動や人権教育の充実、さらには地域における多様な市民の交

流・ふれあい機会の充実により、心のバリアフリーと多様性の理解を促

進します。 
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① 本人やその家族が取り組むこと 

●問題を抱えている人がどのような悩みや心配ごとがあるのか、気にかける

ようにします。 

●高齢者や障がい者など、支援を必要とする人に対する知識を得るように努

めます。 

●あいさつや声かけなどを行い、隣近所との関わりを持ちます。 

●地域の情報に関心を持ち、地域の理解を深めます。 

●地域に根付いている祭りや行事などに積極的に参加することで地域のこ

とを知り、地域への愛着を高めます。 

●性別や年齢、障がいの有無、国籍などにかかわらず、地域に暮らす一人ひ

とりがお互いに尊重されるよう、多様性の理解に努めます。 

●日常生活を営む上で必要な援助を素直に声に出し、助けられ上手になるよ

う努めます。 

●支援を必要とする人でも、地域に貢献できることを積極的に行います。 

●一人ひとりが人権尊重の意識を醸成し、すべての人に思いやりを持って接

するようにします。 

 

② 地域が取り組むこと 

●誰もが参加しやすい地域行事づくりを進めます。 

●住民同士の自主的な話し合いの中で、地域参加の意識付けを行うためのル

ールづくりを行うなど、地域活動の習慣化を図ります。 

●高齢者や障がい者に限らず、お互いさまの人間関係を築き、みんなが明る

く暮らせる地域づくりを目指します。 

●地域で人権を侵害するような状況を発見した際は、関係機関と連携し、迅

速かつ適切に対応します。 
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③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●地域との大切な連携機会であるさまざまな行事に参画し、福祉情報の提供

やサービス利用当事者の現状の発信を行うことにより、福祉意識の啓発を

行います。 

●福祉サービスを受ける高齢者や障がい者などが、地域の行事に気軽に参加

できるよう、情報提供など参加支援を進めます。 

●高齢者や障がい者など、当事者の立場を体験する機会の充実に努めます。 

●障がいや障がい者に対する理解を促進するため、障がい福祉サービス利用

者と地域住民との交流の場づくりに努めます。 

●ユニバーサルデザインによる製品の紹介、普及に努め、共に生きる社会づ

くりを支援します。 

 

④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●広報紙「しあわせ」や市社会福祉協議会のウェブサイト（いわゆるホーム

ページ）、さまざまな講座や研修など、市社会福祉協議会が携わるあらゆ

る媒体、機会を活用して、住民が相互の多様性を理解し、地域で互助・共

助・共生できるような情報を、市、自治会、事業者、ＮＰＯなどと連携し、

発信・啓発します。 

●地域と連携し、見守り・支え合いの支援体制を整備する中で、幅広い年代

の住民が地域に関われるよう、そのきっかけづくりに努めます。 

●福祉教育を推進し、さまざまな立場を理解する機会を提供します。 

●住民を含む多様な主体の参加に基づき、地域において支え合いの意識が醸

成されるよう支援していきます。 

●適切な見守りや通報など、市、民生委員・児童委員を含めた関係機関、自

治会などと連携し、虐待の防止、早期解決に取り組みます。 
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⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●人権教育や各種講座の開催などにより、隣近所との関係の重要性や地域福

祉推進の必要性・重要性についての意識啓発を行うとともに、先進的な他

地区の取組内容などに関する情報提供に努めます。 

●学校では、コミュニティスクールなどを通じて、児童生徒の地域福祉への

理解を深めていきます。 

●障がいや認知症に対する正しい理解が得られるよう、地域ぐるみの啓発活

動を積極的に推進します。 

●人権教育の充実により、心のバリアフリーやノーマライゼーション、ソー

シャル・インクルージョンの浸透を図ります。 

●市が主催する行事にだれもが参加できるようにするとともに、障がいの有

無や種別、程度に関わりなく共に集い、理解を深めることができる各種の

イベント開催を推進します。 

●民生委員・児童委員や関係機関との連携を密にし、虐待や暴力に関する事

案の早期発見に努めます。 

●人権侵害事例を発見・対応するため、県をはじめとする関係機関や地域と

の連携強化を図ります。 

 

２）地域における交流・ふれあいの促進 

地域における市民の交流・ふれあいを促進するため、各種交流行事の

情報発信に努めるとともに、誰もが気軽に集うことができる交流スペー

スの確保と交流機会の充実を図ります。 

特に、子どもや子育て家庭と地域の交流・ふれあいを促進し、子育て

しやすいまちづくりをするために、春日市子ども・子育て相談センター

を子育てに関する相談・支援の拠点施設と位置付け、子育て情報の収

集・発信、相談体制の充実に努めるとともに、市社会福祉協議会と連携

を図りながら、子育てサロンなどへの支援を行います。 
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① 本人やその家族が取り組むこと 

●積極的にふれあい・いきいきサロンなどの地域行事へ参加します。 

●子ども会や老人（シニア）クラブなどと連携を進めることで、世代間交流

を図ります。 

●隣近所や地域の気の合う仲間同士が日常生活の延長として集い、語らい、

楽しむ場を積極的に持つよう心がけます。 
 

② 地域が取り組むこと 

●地区の公民館や集会施設などを地域の交流の場として活用していきます。 

 

③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●学校と連携し、体験学習を通じた交流を図ります。 

●福祉サービス利用者と地域住民が一緒に楽しめる行事を企画･開催しま

す。 
 

④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●「ふれあい・いきいきサロン」や「子育てサロン」など市社会福祉協議会

が関わる交流会や催しを通じて、幅広い世代が地域へ参画できるよう促し

ます。 

●要援護者情報の把握や民生委員との連携強化を図るとともに、福祉推進委

員同士の情報交換の場を提供し、地域における交流・活動の促進をサポー

トします。 
 

⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●地域でのふれあい活動に関する各種事業の拡充を図ります。 

●市民の交流の現状や情報などを広報紙や市のウェブサイトを通じ広く伝

え、交流を促進します。 

●高齢者や障がい者のみならず、多世代が気軽に楽しめる交流の機会づくり

に努めます。 

●公共施設以外の居場所の確保策について、他市町村の実践例等の情報収

集・発信に努めます。 
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３）地域における支え合いとボランティア活動の促進 

安心生活創造事業（地域支え合い活動）を通じて、住民参加のもとで、

地域の実情に即した地域福祉活動やネットワーク型の支援活動が展開

されるよう、地域福祉力の向上を図ります。 

市民のボランティア参加の機会を増やすため、ボランティア情報の収

集・提供の充実を図ります。また、市民のボランティア活動への参加意

欲を高めるために、市と市社会福祉協議会が連携し、地域福祉の担い手

となるボランティアリーダーを育成し、現在活動しているボランティア

団体などの運営を支援します。 

 

① 本人やその家族が取り組むこと 

●地域社会の一員として、できることから、できる範囲で、ボランティア活

動に参加します。 

●地域で支え・支えられる関係をつくります。 

●市や市社会福祉協議会が実施する講演会や研修会に積極的に参加します。 

●自分が住んでいる地域に関心を持ち、地域のことについて考える時間を持

ちます。 

●ボランティアの重要性や、支え合いの大切さなどを積極的に話し合いま

す。 

 

② 地域が取り組むこと 

●地域での孤立を防ぐため、日常的なふれあいから始まる声かけ、安否確認

など交流を活発にします。 

●民生委員・児童委員や福祉推進委員などの役割を理解し、その活動を積極

的に活用するとともに、個人情報の保護に配慮しながら地域の支え合いに

必要となる情報交換に努めます。 

●地域福祉活動に必要となる個人情報の取り扱いについては、地域の話し合

いによるルールづくりに取り組みます。 
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③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●サービス提供の機会を通じて安否確認を行い、状態の変化や異変を察知

し、適切な関係機関へつなげていきます。 

●事業を通じ、福祉におけるふれあいの大切さを啓発するとともに、情報を

提供します。 

●ボランティアの受け入れを積極的に行い、事業所内だけでなく、地域にお

けるボランティア活動にもつなげていきます。 
 

④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●ボランティア講座等の開催を通じて、地域福祉を担う住民の掘り起こしに

つなげます。また、ボランティア講座の受講者のニーズを汲み取り、適切

な情報提供を行うとともに、参加希望者が増えるように工夫します。特に

団塊世代の、ボランティアの掘り起こしや人材育成に努めます。 

●個人ボランティアに対して、相談などにきめ細かに対応します。 

●地域での日常的な見守りと合わせた支援体制の充実が図れるように努め

ます。 

●地域支援ネットワークの連携強化を行っていくとともに、地域福祉エリア

での福祉活動の充実を図るため、情報共有の推進に努めます。 
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⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●自治会単位の小地域におけるネットワークにとどまらず、中学校区を想定

した中地域ネット、さらには市全体を想定した大地域ネットといった重層

的なネットワーク（図表 4）の構築を図るとともに、個人情報の取り扱

いに配慮しつつ、地域福祉の推進にとって必要不可欠な各種情報の収集・

提供に努めます。 

●体験活動などを通じてボランティアの重要性を啓発するとともに、ボラン

ティア活動に関する情報の収集・提供を行います。 

●学校におけるボランティア体験学習の継続実施により、児童、生徒の理解

を深めます。 

●市民参加による協働のまちづくりを推進するため、ボランティアやＮＰＯ

が積極的に活動できる環境整備を進めていくとともに、活動支援の充実を

図ります。 

 

（３）評価指標と目標 

評 価 指 標 平成 22 年度 
現 状 

(平成 27 年度) 
目 標 

(平成 32 年度) 

「たまに立ち話をする程度」以上の近所づきあ
いをしている市民の割合（＊１） 

50.0％ 45.9％ 60.0％ 

近所の人に何か頼まれ、お手伝い（手助け）し
たことがあると回答した市民の割合 
（＊１） 

32.8％ 31.2% 50.0％ 

暮らしの中でおこる生活上の問題で、高齢者や
障がい者に対して住民同士で協力することが
必要と答えた市民の割合（＊１） 

62.3％ 57.0％ 80.0％ 

障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らす
ことができる地域社会や制度の支えがあると
答えた市民の割合（＊２） 

52.4％ 52.8％ 70.0％ 

地域の活動に参加している市民の割合 
（＊１） 

69.4％ 66.1％ 80.0％ 

育児不安を解消し、子育てを楽しく余裕を持っ
て行うことができる地域社会や、制度の支えが
あると回答した市民の割合（＊２） 

46.1％ 51.4％ 60.0％ 

｢子育てサロン」 を設置している地区の割合 
62.9% 

（22 地区） 

80.0％ 
（28 地区） 

（平成 26 年度） 

100.0％ 
（35 地区） 
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基本目標２ 利用者に合った必要なサービスが受けられるまちづくり 

 

 

（１）現状と課題 

本市には、行政が提供する公的なサービスや、市社会福祉協議会をはじ

めとする社会福祉法人が実施しているサービス、NPO 法人やその他の主

体によるサービスなどがあり、さまざまなサービスによって地域を支えて

います。 

数多くのサービスがあることは、多様化する生活課題に対する解決の受

け皿があるという良い面もありますが、一方では、どこに相談すればよい

のか分からなかったり、サービスの内容が分かりにくかったり、サービス

の存在すら認知されなかったりする面もあります。 

特に、複合化した生活課題を抱えている人にとっては、対象となる課題

毎に複数の窓口が存在することになり、混乱が生じることもあり得ます。 

本市では、地域包括支援センターやケアマネジャー、市社会福祉協議会

が中学校区毎に配置しているコミュニティ・ソーシャルワーカー※、今後

配置予定の高齢者を対象とした生活支援コーディネーター※などが、課題

を抱えている人と地域を結び付けたり、生活支援や公的支援制度の活用を

調整したりすることで、課題解決の道筋をつけようとしています（図表 

25）。 

基本理念にある「みんなで支え合う誰にも優しいまち かすが」の、「誰

にも優しいまち」とは、公的なサービスの制度の隙間にある人も含め、す

べての市民に光をあて、関わる人や地域、関係機関が一丸となって手を差

し伸べ課題を解決していくことができるまちの姿です。 

  

基本目標２ 利用者に合った必要なサービスが受けられるまちづくり 
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（２）今後の取組 

１）きめ細かな情報提供・相談支援体制づくり 

福祉サービスに関する情報提供の充実を図るとともに、小地域ネット

ワークをベースに、身近なところでいろいろな人が相談に乗ってくれる

ような地域の仕組みづくりを行い、住民の立場に立った相談支援体制を

構築します。また、専門的かつ複合的なサービスニーズにも対応できる

よう、相談窓口の体制強化を図るとともに、関係機関との連携のもと、

地域にある人的、物的、技術的資源を組み合わせ、適切に連携ができる

体制を整備していきます。 
 

① 本人やその家族が取り組むこと 

●生活する上で困ったことがあれば、事態が重大化したりして手遅れになる

前に、身近な相談窓口へ気軽に相談します。 

●市や市社会福祉協議会の広報紙や市のウェブサイトに掲載される福祉に

関する情報を積極的に収集します。 

●広報紙やパンフレット等に目を通し、福祉サービスに関する情報の把握と

制度理解を深めるとともに、地域における口コミや回覧板等を活用して、

地域情報のネットワーク化に努めます。 
 

② 地域が取り組むこと 

●民生委員・児童委員や福祉推進委員のみならず、住民一人ひとりが身近な

相談窓口として相談にのり、適切な機関につなげるとともに、支援を必要

としている人の把握など、地域における情報の収集に努めます。 
 

③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●事業者自ら福祉サービスに関する情報発信と相談支援を行うとともに、行

政機関や市社会福祉協議会などの相談窓口との情報交換を行い、情報ネッ

トワークの一翼を担います。 

●地域ケア会議※等に専門的な立場で参加・協力を行い、多職種間協働の支

援体制の構築やネットワークの強化に努めます。 
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④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●インフォーマルサービス※も含めた本市における地域福祉に関する総合的

な情報共有、情報発信を行います。 

●小地域ネットワークの構築支援を通して、地域の身近な相談支援体制の整

備を促進していきます。 

●ネットワークの強化と社会資源の開発を行い、複合化する多様なニーズに

対応できるよう、コーディネート機能の充実を図ります。 

●365 日いつでも気軽に相談できる体制づくりを行います。 

●職員のさらなる資質・能力向上を図り、複雑・多様化する福祉課題に対応

することができるような体制づくりに努めます。 
 

⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●広報紙への掲載や出前講座の開催などにより、福祉制度やサービス提供の

仕組み、さらにはサービス事業者の情報など、分かりやすい情報提供に努

めます。 

●専門的かつ複合的なサービスニーズにも対応できるよう、相談業務従事者

の知識と技術を高め、相談窓口としての体制強化を図ります。 

●困難事例の解決について、地域ケア会議や関係者による連絡会議などを開

催し、関係機関のそれぞれの役割などを確認し、より利用者のニーズに沿

った適切なサービスが提供できるよう、ケアマネジメント※体制の充実を

図ります。 

●多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、高齢者の地域

での生活支援体制の整備を推進する「生活支援コーディネーター」を配置

し、生活支援サービスを充実させるとともに、高齢者の社会参加を推進し

ていきます。 

●多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働の取組を推進し、生

活支援コーディネーターのバックアップを行う協議体の設置を進めます。 
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第２層 中学校区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３層 個々の生活支援サービスの主体 

第１層 春日市区域 

 

図表 25 高齢者を対象とした生活支援コーディネーターの役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省資料をもとに作成 

  

資源開発

○地域に不足するサービスの創出

○サービスの担い手の養成

○活動の場の確保 など

ネットワーク構築

○関係者間の情報共有

○サービス提供主体間の連携

の体制づくり など

ニーズと取組

のマッチング

○地域の支援ニーズとサービス

提供主体の活動をマッチング

など

生活支援

コーディネーター
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２）地域のニーズに対応したサービス基盤の整備 

市民ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、在宅サー

ビスのみならず、施設・居住系サービス基盤の整備と生活交通の利便性

向上を図ります。 
 

① 本人やその家族が取り組むこと 

●日常生活で感じている生活課題を、行政をはじめとするさまざまな機関や

団体に伝えます。 
 

② 地域が取り組むこと 

●地域における助け合いにより、お互いの在宅生活を支え合うとともに、公

民館・空き家などを利用した、地域主導・住民主体のサービスを検討しま

す。 
 

③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●地域の利用者ニーズに沿ったサービス提供のあり方を検討し、ＮＰＯやボ

ランティア、その他の地域資源との連携も図りながら、その実現に努めま

す。 
 

④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●地域にある生活課題の把握に努めることで、新たに必要となるサービスを

開拓し、柔軟に対応していきます。また、生活支援サポーターによる生活

援助を行います。 
 

⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●住み慣れた地域における在宅生活をできる限り維持できるよう、地域に密

着したサービスの提供を促進するとともに、事業者やＮＰＯ、ボランティ

アなど、多様なサービス主体の参入促進を図ります。 

●地域のサービスニーズの把握・検証とその整備・実現に努めます。 
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３）適切なサービス利用の促進 

福祉サービス事業者に対し、第三者評価の実施と結果の公開を促すと

ともに、成年後見制度※や日常生活自立支援事業※、さらには苦情解決

制度の周知を図り、適切なサービス利用を促進するとともに、迅速な問

題解決を図ります。 

また、利用者が、自らの能力を活かし地域で自立した生活ができるよ

う、適切なサービス利用を促進します。 
 

① 本人やその家族が取り組むこと 

●サービスについての知識を深めるとともに、サービス事業者に関する情報

を積極的に収集します。 

 

② 地域が取り組むこと 

●サービス事業者に関する情報や苦情対応についての情報を共有します。 

 

③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●事業者自ら第三者評価を実施し、結果を地域住民に公開していきます。 

●利用契約時の事前説明など、契約当事者としての説明責任を果たします。 

●苦情受付担当者の配置や第三者委員の設置など、事業者内での苦情解決体

制の整備を進めます。 

 

④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●関係事業所との連携を強化し、福祉あんしんサービス事業を周知すること

で、適切なサービス利用を促進し、判断能力が不十分な人が安心して暮ら

せるように支援します。 

●法人成年後見事業の周知強化を図り、法人後見の利点を保つよう体制整備

に努めます。 
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⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●事業者のサービス実施体制、第三者評価の結果など、事業者の積極的な情

報提供を促進していきます。 

●成年後見制度や日常生活自立支援事業、さらには苦情解決の仕組みの周知

を図り、適切なサービス利用を促進するとともに、万一の場合の迅速な問

題解決を図ります。 

 

（３）評価指標と目標 

評 価 指 標 平成 22 年度 
現 状 

(平成 27 年度) 
目 標 

(平成 32 年度) 

保健・福祉の情報提供・相談体制について、「満
足」または「まあまあ満足」と回答した市民の
割合（＊１） 

16.2％ 16.9％ 30.0％ 

住民参加型在宅福祉サービス※の利用件数 
（市社会福祉協議会事業） 

－ 
604 件 

（平成 26 年度） 
664 件 

福祉あんしんセンターへの相談件数 
（市社会福祉協議会事業） 

98 件 
130 件 

（平成 26 年度） 
143 件 
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基本目標３ 健やかにいきいきと暮らせるまちづくり 

 

 

（１）現状と課題 

WHO では、健康について、「健康とは、完全な肉体的、精神的及び社

会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」

（官報第 7337 号 昭和 26 年 6 月 26 日より）と定義しています。基

本目標３で掲げる「健やかにいきいきと」という文言には、心身の健康の

他に、仕事や趣味、生きがい、経済的な事項などを広範に含んでいます。 

心身の健康については、「第 2 期いきいき春日 21 健康づくり支援計

画・春日市食育推進基本計画（平成 25 年３月）」、「第４次春日市障害

者福祉長期行動計画（平成 27 年３月）」、「第４期春日市障がい福祉計

画（平成 27 年３月）」、介護予防については「春日市高齢者福祉計画 2015・

第 6 期介護保険事業計画（平成 27 年３月）」など、本市の各所管課が

個別計画をそれぞれ策定し、取り組んでいるところです。これら個別計画

においても、地域福祉は最も基本的な考え方として位置づけられています。 

生きがいづくりでは、退職などによって、これまで属していた組織から

距離を置くことになった人（主に高齢者）が地域に溶け込み、地域の担い

手として尊重し合う関係づくりが極めて大切であると考えています。 

これまで培ってきた技術や知識を活かしたり、地域に対する貢献をした

りすることで、地域を通じて生きがいを持つことは、「健やかにいきいき

と暮らせる」ために必要不可欠であると言えます。 

複合的な生活課題を抱えがちな生活困窮者については、地域との連携の

もと、しかるべきサービスへとつなげていくことが大切です。生活困窮者

の抱える問題がより深刻化・複雑化する前に迅速な把握を図り、適切な対

応につなげていく必要があります。 

  

基本目標３ 健やかにいきいきと暮らせるまちづくり 
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（２）今後の取組 

１）地域における健康づくり・介護予防の促進 

住民一人ひとりが健康づくりの意識を高め、地域ぐるみで健康づくり

を実践するとともに、各地区単位で実施する介護予防の取組によって、

健康寿命の延伸を図ります。 
 

① 本人やその家族が取り組むこと 

●住民一人ひとりが健康づくりの意識を高め、生活習慣の改善など、健康づ

くりを実践するとともに、年に 1 回は健康診査を受け、自らの健康状態

のチェックを行います。 

●地域で開催される「ふれあい・いきいきサロン」等などに積極的に参加し

ます。 
 

② 地域が取り組むこと 

●隣近所、同世代など、気軽に集まることのできる仲間同士でウォーキング

や散歩を行うなど、ふれあいの一環として健康づくりの習慣化を行いま

す。 

●地域の実情を踏まえて、「ふれあい・いきいきサロン」などを実施します。 
 

③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●自立に向けたセルフケア（自己管理）を支援していきます。 

●介護予防に関する知識の伝達により、住民の意識の啓発に努めます。 
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④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●各地区で展開されている「ふれあい・いきいきサロン」など、地域ぐるみ

の健康づくりの取組が効果を高め、また長続きするよう支援します。 

●全国の先駆的な事例や情報交換を進め、地域住民への理解と浸透を図りま

す。 

●健康づくり、介護予防などに意識の高い住民を掘り起し、地域において活

躍できるような仕組み・担い手づくりの取組を進めるとともに、これらの

活動に参加すること自体が担い手自身の生きがいや健康にもつながると

いう啓発も行っていきます。 

 

⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●自分の健康は自らつくるという意識の定着や健康であることの大切さを

啓発します。 

●健診などを通じた市民の健康情報管理、経年的な情報提供などにより、市

民の継続的な健康づくりを支援していきます。 

●食生活改善推進員など、健康づくりを支援するボランティアの養成を行

い、地域における活動を広げていきます。 

●介護予防に関する講演会や研修会などを開催し、基本的な知識の普及と住

民の意識の啓発に努めます。 
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２）生きがい活動の促進 

団塊の世代の市民などが、自らの知識や経験、能力、技術を活かし、

生涯学習や就労、ボランティア活動、地域福祉活動など、生きがいを感

じることのできる機会を増やします。 

 

① 本人やその家族が取り組むこと 

●自らの意思や意欲に基づき、地域活動や生涯学習、スポーツ、就労など、

生きがいを感じることのできる場を地域で探し、実践します。 

●自らの技術や経験を次世代に伝え広めることで、生きがいを追求します。 

 

② 地域が取り組むこと 

●地域の中で、高い技術や豊かな経験を持つ人材を発掘し、その技術や経験

を伝え広める機会をつくります。 

 

③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●サービスの提供機会などを通じ、利用者の生きがいやニーズの把握に努

め、地域のさまざまな活動につながる情報を提供していきます。 

 

④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●ボランティアに対する敷居を下げ、誰でも気軽に参加することができるよ

う、分かりやすく周知し、啓発します。 

●団塊の世代など、退職された方が持つ経験や知識などを活かせる、生きが

い講座を研究・企画します。 

●関係機関と連携して、福祉団体活動や個人ボランティアの支援強化を図り

ます。 
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⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●生涯学習機会を充実するとともに、地域福祉活動の推進役の養成を図るな

ど、市民が地域で生きがいを持って取り組む市民活動を支援します。 

●高齢者の能力や経験が活かせるよう、シルバー人材センターへの登録を呼

びかけ、就労機会の確保に努めます。 

●子どもから高齢者まで、あらゆる世代の市民が文化・スポーツ活動に親し

むことができるよう、各種教室・イベントなどを実施しながら、活動の普

及・推進を図ります。 
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３）生活困窮者への自立支援 

生活困窮者が抱える複合的な問題に対し、関係機関が連携し、包括的

な対応を図るとともに、一人ひとりの状況を把握し、個別に目標を設定

したうえで、ニーズに応じた制度の活用を検討します。 

市社会福祉協議会や他の社会福祉法人などとの連携をさらに深める

とともに、これまでの枠組みにとらわれず、福祉、保健、雇用、教育、

住宅、産業など多方面にわたる分野及び地域住民の協力を得ながら、生

活困窮者の支援を通じた地域づくりを行います。 

 

① 本人やその家族が取り組むこと 

●生活困窮に至る前に、各種機関に相談します。 

●生活に困窮したら、速やかに地域や行政などに知らせます。 

 

② 地域が取り組むこと 

●日ごろの見守りや地域活動などを通して生活困窮者の発見に努めます。 

●生活困窮者の情報を共有し、行政や専門機関などにつなぐとともに、地域

で支えるための取組を検討します。 

●生活困窮者のニーズを十分に汲み取るよう努めます。 

 

③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●地域組織と連携しながら、生活支援に取り組みます。 

●生活困窮者の社会参加の第一歩として、ふれあい・いきいきサロンなど住

民が集まる場への参加を促進します。 
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④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●支援機関や関係団体との協働を深め、地域住民の理解と協力を求めなが

ら、セーフティネット施策の支援を行います。 

●生活困窮者の自立と尊厳につなげる支援に努めます。 

●生活困窮者の早期把握や見守りなどの包括的な支援策を図ります。 

●生活困窮者が社会とのつながりを実感でき、相互に支え合う地域構築を目

指します。 

●生活福祉資金事業と生活困窮者自立支援事業との連携充実を行います。 

 

⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●生活困窮者自立支援法が定める、自立相談支援事業、住居確保給付金の支

給をはじめ、官民協働による地域の支援体制を構築し、生活困窮者の自立

の促進に関し包括的な支援を実施します。 

●生活困窮者自立支援制度について周知啓発します。 

●生活困窮者の実態と課題の把握・分析を行い、支援の充実を図ります。 

●住民や専門機関との連携による自立支援を行います。 

 

（３）評価指標と目標 

評 価 指 標 平成 22 年度 
現 状 

(平成 27 年度) 
目 標 

(平成 32 年度) 

いつまでも健康で過ごすことができるよう、健
康づくりや介護予防に取り組むことができる
地域社会や制度の支えがあると回答した市民
の割合（＊２） 

64.3% 69.9％ 70.0％ 

高齢者が社会参加する機会が多く、高齢者の多
くが生きがいを感じて活動していると答えた
市民の割合（＊２） 

56.2％ 61.4％ 60.0％ 

地域の活動に参加している 60 歳以上の割合 
（＊１） 

68.9％ 65.8％ 80.0％ 

生活困窮者自立相談支援窓口における 
相談件数 

－ 257 件注 310 件 

注：平成 28 年２月末現在 
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基本目標４ 安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 

 
 

（１）現状と課題 

平成 23 年３月に発生した東日本大震災では、東北地方を中心に甚大な

被害を受けました。その後も各地で発生する火山の噴火や大雨による水害

などが、市民の災害に対する不安感を高める要因になっています。 

県内においても、平成 17 年３月に発生した福岡県西方沖地震に加え、

平成 21 年７月の中国・九州北部豪雨や平成 24 年７月の九州北部豪雨な

どの水害、土砂災害も発生し、決して災害と無縁ではありません。 

このような災害発生時には、高齢者や障がい者、子どもなど、避難に特

別な支援を必要としている「避難行動要支援者」に対する支援が緊急の課

題となっています。 

そのような中、東日本大震災から得られた教訓を今後に活かし、災害対

策の強化を図るため、平成 25 年６月に災害対策基本法が改正され、各市

町村において地域の特性や実情を踏まえた、実効性のある避難支援体制を

構築していくことが求められるようになりました。 

本市では、避難行動要支援者が日頃から孤立しないよう、平成 23 年４

月から「春日市災害時要援護者避難支援プラン（現・春日市避難行動要支

援者避難支援プラン）」を運用し、避難行動要支援者などの登録や、地域

との情報共有を進めてきましたが、今後は、災害対策基本法改正の趣旨を

踏まえ、災害対策としての機能をさらに強化する方向で、見直していく必

要があります。 

また、これまでにない新たな手口や形の犯罪事件のニュースにふれるこ

とも増え、それが近年の地域の関係性の希薄化と絡めて分析、解説される

こともあります。地域のつながりが強ければ、普段と変わったことがあれ

ば住民の記憶に残りやすく、声かけなどをすることで事件を未然に防ぐこ

とができる可能性が高まります。地域における組織的な防犯活動も効果的

ですが、普段からの市民一人ひとりの心がけで、地域の防犯力は飛躍的に

高まると考えています。  

基本目標４ 安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 
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（２）今後の取組 

１）緊急時・災害時の助け合いの仕組みづくり 

｢春日市地域防災計画｣に基づき、地域において相互に助け合える地域

防災ネットワークの形成を推進し、地域の防災力の一層の向上に努める

とともに、「春日市避難行動要支援者避難支援プラン」の取組を推進し

ます。 

 

① 本人やその家族が取り組むこと 

●避難場所や安全な避難経路などを家族で確認しておきます。 

●近所の信頼できる人に、あらかじめ災害時の声かけをお願いしておきま

す。 

●行政からの広報など、災害時に役立つ情報は分かりやすい所に置いておき

ます。 

●自分の避難場所は事前に確認しておきます。 

●日頃の近所付き合いの中から、災害時に協力し合い、助け合うことができ

る防災体制を整えます。 

●普段から家族で防災の話をするなど、防災意識を高めます。 

●非常用の持出袋を準備し、災害時の備えをします。 

●自分の身は自分で守るという意識を高めます。 

 

② 地域が取り組むこと 

●防災訓練を通じ、避難場所、避難経路などの確認を行うとともに、避難行

動要支援者に配慮した防災体制の点検を行います。 

●日頃から高齢者や障がい者などの存在を認識し、災害時には家族や隣近所

での情報伝達、救助などが円滑に行えるようにするとともに、春日市避難

行動要支援者避難支援プランの推進に積極的に協力します。 
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③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●防災意識の啓発に努め、災害時の安全確保策が十分に行われるよう、家

族・介護者等と情報を共有し、連携するよう努めます。 

●福祉事業所のハード・ソフト面を活かし、高齢者や障がい者などに配慮し

た福祉避難所※として、その機能が果たせる体制づくりに努めます。 

 

④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●一人暮らし高齢者などに対し見守りや声かけができる基盤づくりを自治

会、民生委員、地域住民ボランティア団体などと一緒に行う安心生活創造

事業（地域支え合い活動）を充実させることで、緊急・災害時に対応でき

る近隣のつながりづくりを支援します。 

●支え合いマップ作りや支え合いカード登録を促進して、地区に対する情報

提供や情報共有を行い、自主的な防災活動の強化につなげます。 

●市の「春日市避難行動要支援者避難支援プラン」に基づき、関係機関と連

携して地域の支援体制を構築します。 

●災害ボランティアセンター※の支援体制の充実を図ります。また、災害ボ

ランティアセンターと関係機関との連絡体制を整備し、連携と周知に努め

ます。 

 

⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●災害発生に備え、複数の情報伝達手段を整備し、確実に市民に正確な情報

を提供する体制を整備します。 

●「春日市避難行動要支援者避難支援プラン」を推進し、広報紙への掲載や

説明会の開催などにより、その内容を周知します。 

●災害時の安全を確保できるよう、避難行動要支援者やその家族、介護従事

者、民生委員などに対して、避難場所や避難経路の確認、さらに、非常持

出品の備えや避難時の心構えなど防災知識の普及・啓発を行います。 

●避難所用緊急物資の整備を図ります。 

●一般の避難所で共同生活が困難な避難行動要支援者が安心して避難生活

ができるよう福祉避難所の充実を図ります。 
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２）地域における見守り・防犯活動の促進 

地域の安全は地域で守るという意識を高め、日頃からの付き合いと情

報の共有によって、地域の防犯力を高めます。 

 

① 本人やその家族が取り組むこと 

●戸締まりをしっかりしておくなど、普段から気を引き締めて防犯対策をし

ます。 

●暗い夜道をなるべく歩かないなど、自分の身は自分で守るという気持ちを

持って事故や事件を未然に防ぐよう心がけます。 

●地域における犯罪を防止し、安全で安心して暮らせる地域とするため、防

犯のための地域活動やボランティア活動への理解を深め、積極的に参加し

ます。 

●子ども 110 番の家の設置に協力します。 

 

② 地域が取り組むこと 

●犯罪の特徴や発生箇所、さらには不審者の情報等、防犯につながる情報を

警察署や防犯協会各支部など関係機関から収集し、地域で情報の共有を図

ります。 

●防犯パトロール体制を整備し、地域の安全は自分たちで守ります。 

 

③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●福祉サービス利用者などを犯罪から守るため、遭遇しやすい犯罪情報を周

知します。 

●地域の一員として、地域の防犯活動に積極的に参加します。 
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④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●多様化する犯罪の被害情報や対策について、地域への啓発と周知に努める

とともに、安心生活創造事業（地域支え合い活動）を推進することで、犯

罪を未然に防ぐことができるような地域ネットワーク活動の支援に努め

ます。 

●犯罪被害の防止に取り組むとともに、被害にあった場合の相談や援助がで

きるように、消費生活相談員や関係機関との連携強化に努めます。 

 

⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●青色回転灯装着車両によるパトロール巡回や、防犯設備の充実に努め、地

域の安全環境づくりを支援します。 

●警察署と連携し、防犯情報の共有を図ります。 

●発生箇所や内容など、具体的な犯罪発生情報の提供に努め、防犯意識の高

揚を図ります。 

●高齢者を狙った悪質商法の手口や被害についての情報提供や、被害の予防

意識の啓発を進めます。また、地域や団体などでの学習の機会を利用して

知識の普及・啓発に努めます。 
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３）ユニバーサルデザインのまちづくりと生活環境の保全 

ユニバーサルデザインのまちづくりを推進するとともに、自力で外出

することが困難な人への外出支援の輪を広げていきます。 

また、騒音などの生活公害やペットの飼育マナーの向上など、日常生

活における環境保全について、日々の交流の中で話し合い、地域におけ

る快適な暮らしを確保します。 

 

① 本人やその家族が取り組むこと 

●杖や車いすを利用する人にとって移動の大きな妨げになる違法駐車や駐

輪はしないなど、意識改革を図ります。 

●地域への迷惑とならないよう、ルールとマナーを守り、ペットの適正な飼

育に努めます。 

 

② 地域が取り組むこと 

●地域の支え合いの一環として、自力で外出できない人の外出支援の輪を広

げます。 

●学校や商店街などと連携して、地域におけるバリアに関する情報の交換な

どをすることで、その改善方策を検討、実行します。 

 

③ 福祉事業者等が取り組むこと 

●サービス利用者などの居宅内外での暮らしがより安全・快適になるよう、

日頃から危険箇所やバリアのチェックを行い、その人にあった助言を行い

ます。 

●居宅改修などに際し、利用者の現在の状態を把握し、専門的な見地から生

活しやすい環境づくりの助言を行います。 
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④ 市社会福祉協議会が取り組むこと 

●研修や講座・広報活動での周知において、ユニバーサルデザインの理念の

普及・啓発に努めます。 

●事業や活動を展開する際は、ユニバーサルデザインの理念に基づいた配慮

を行います。 

●住民参加型のサービスを安定的・継続的に提供することができるよう、人

材の発掘・育成に努め、障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域で生

活を続けることができるように支援していきます。 
 

⑤ 市（行政）が取り組むこと 

●「バリアフリー新法」、「福岡県福祉のまちづくり条例」に則り、バリア

フリー、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。 

●移動支援サービスなど、外出支援の仕組みが有効に活用されているかどう

か点検するとともに、より有効性の高い支援方策がないか検討し、施策の

充実を図ります。 

●ごみ出しのマナーやペットの適正な飼育など生活環境の保全に関して、市

民と地域への啓発を行います。 
 

（３）評価指標と目標 

評 価 指 標 平成 22 年度 
現 状 

(平成 27 年度) 
目 標 

(平成 32 年度) 

地域の防災体制について、「満足」または「ま
あまあ満足」と回答した市民の割合（＊１） 

16.2% 17.0％ 50.0％ 

災害時の避難場所を「知っている」市民の 
割合（＊１） 

74.6% 69.0％ 90.0％ 

自分の地区に自主防災組織があることを 
「知っている」市民の割合（＊１） 

20.0% 24.0％ 50.0％ 

地域の防犯体制について、「満足」または「ま
あまあ満足」と回答した市民の割合（＊１） 

16.3％ 17.6％ 50.0％ 

歩道が整備されており、歩きやすく快適で 
あると回答した市民の割合（＊２） 

45.1％ 47.7％ 60.0％ 
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 第６章 計画の実現のために 
１ 関係機関等との連携・協働 

 

 

地域福祉に関わる施策分野は、福祉・保健・医療のみならず、教育、就

労、住宅、交通、環境、まちづくりなど多岐にわたっているため、民生委

員児童委員連合協議会、自治会、老人（シニア）クラブ、福祉事業者、医

師会、歯科医師会、薬剤師会、学校、PTA、NPO、ボランティア団体そ

の他各種団体も地域福祉の重要な担い手となります。 

計画を推進していくにあたっては、これら地域福祉を担う主体が、市・

市社会福祉協議会とも連携を取り、それぞれの役割を果たしながら協働し

ていくことが重要となります。 

連携・協働を具体的に進める一例として、現在、介護保険法の中で位置

付けられている「地域包括ケアシステム」が挙げられます。 

「地域包括ケアシステム」は、高齢者が住み慣れた地域で最後まで安心

して暮らし続けるために、生活の基盤となる「住まい」「医療」「介護」

「生活支援」「介護予防」が一体的に提供される仕組みです。その中でも、

特に「生活支援」や「介護予防」は、行政が主となる「公的機関による解

決機能の強化」と、ふれあい・いきいきサロン活動や地域における見守り

など、住民が主となる「地域における解決の仕組みづくり」の両方を充実

させていくことが大切であり、今後より一層、市、市社会福祉協議会、専

門機関、そして住民が連携・協働していく必要があります。 

  

１ 関係機関等との連携・協働 
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２ 計画の進捗管理 

 

 

この計画は、市と市社会福祉協議会が一体となり着実に取り組むととも

に、市民、地域活動団体、ボランティア・ＮＰＯ、福祉サービス事業者な

どとも連携しつつ進めていきます。そのため、平成 20 年度に設置した｢春

日市地域福祉推進会議｣において、国の社会福祉制度改革の動向も十分に

見極め、福祉分野の個別計画などとも連携を図りながら、推進体制の整備

と計画の点検・評価を行っていきます。 

また、市民参画による計画の推進を担保するため、引き続き「市自治会

連合会福祉委員会」に進捗状況を報告し、意見交換を行います。 

 

２ 計画の進捗管理 
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 資料編 
１ 春日市地域福祉計画策定検討会委員名簿 

 

 

選出区分 氏 名 所属団体等 

学 識 経 験 者 小川 全夫 九州大学名誉教授 

市  民 

梅﨑 孝彦 市民公募 

來田 冨士雄 市民公募 

地域福祉の推進 
に 関 係 す る 者 

茨木 喜代子 春日市福祉団体等連絡協議会（福祉ボランティア連絡協議会） 

上村 充子 春日市福祉団体等連絡協議会（春日市シニアクラブ連合会） 

金子 浩一 春日市商工会（理事） 

小出 順子 ＮＰＯ法人子ども未来ネットワーク春日 

齋藤 留美子 昇町保育所（所長） 

鈴木 加代子 春日市民生委員児童委員連合協議会（評議員） 

手島 宏樹 春日市校長会（大谷小学校校長） 

仲光 志賀子 筑紫地区地域活動支援センターつくしぴあ（施設長） 

中村 泰久 特別養護老人ホームかすがの郷（施設長） 

廣田 茂忠 春日市自治会連合会（副会長・若葉台東地区自治会長） 

渕上 倫子 春日市北地域包括支援センター（副室長） 

宮 﨑  明 春日市社会福祉協議会（事務局長） 

 
◆ 選出区分の中での並びは氏名五十音順。 

  

１ 春日市地域福祉計画策定検討会委員名簿 
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２ 用語集 

 

 

［あ行］ 
 

 安心生活創造事業 
ひとり暮らしの高齢者や障がい者が孤独死や餓死、虐待被害に遭わない

よう、行政や社会福祉協議会、ボランティア団体などが、介護保険や医療

保険でカバーできない安否確認などの見守り活動や地域での支え合いを推

進する事業。 

 

 インフォーマルサービス 
隣近所の人や地域社会、ボランティアなどが行う、非制度的な援助のこ

と。 

 

 NPO 
Not-for-Profit Organization の略で、民間非営利組織のこと。ボラン

ティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称で、

さまざまな分野において社会の多様化したニーズに応える重要な役割を

果たすことが期待されている。 

 

［か行］ 
 

 ケアマネジメント 
福祉や医療などのサービスと、それを必要とする人のニーズをつなぐ手

法。 

 

 コミュニティ・ソーシャルワーカー 
地域の中で支援を必要とする人の困りごとを共に考え、援助することを

通じて、地域と人とを結び付け、生活支援や公的支援制度の活用を調整す

る福祉の総合相談員。 

  

２ 用語集 
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［さ行］ 
 

 災害ボランティアセンター 
災害発生時のボランティア活動を効率的・効果的に推進するために、総

合的な調整を行う目的で開設される組織。ボランティアの募集・受け入れ

や情報提供、派遣調整、関係団体・災害対策本部との連絡調整等の様々な

活動を行う。 

 

 サロン活動 
地域で高齢者や障がい者、子育て中の人々が気軽に立ち寄り、会話やレ

クリエーション、趣味活動を楽しみながら仲間づくりや生きがいづくりな

どを行うことができる場。 

 

 住民参加型在宅福祉サービス 
「住民」たちが「参加」して、地域で援助を必要とする人に対して、「在

宅福祉サービス」を行う地域福祉活動のこと。既存の制度やサービスでは

補いきれない多様なニーズに対応するために、住民同士で助けあう仕組み。

多様な運営主体によって活動が行われている。 

 

 生活支援コーディネーター 
高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを

目的とし、地域において、そのサービスの提供体制の構築に向けたコーデ

ィネート機能を果たす人のこと。 

 

 成年後見制度 
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十

分ではない人について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法

的に支援する制度のこと。 

 

 相互扶助 
地域社会などで問題が生じた場合に、その地域社会や集団の中で互いに

助け合い援助し合うこと。 

 

 ソーシャル・インクルージョン 
全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活

の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念。 
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［た行］ 
 

 地域ケア会議 
ケアマネジャー、訪問看護師、民生委員・児童委員などの介護の専門職

と住民が参加する会議。具体的な介護事例の検討を通して、地域の医療、

介護、生活支援サービスなど専門諸職の連携の仕方などについて議論をし、

提言などを行う。 

 

［な行］ 
 日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などのうち、判断能力が不

十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基

づき、福祉サービスの利用援助などを行う事業。 

 

 ネットワーク 
社会福祉の領域では、人間関係のつながりの意味で用いることが多く、

具体的には、地域における住民同士の情報交換や交流、団体との連携など

複数のつながりを指すもの。 

 

 ノーマライゼーション 
障がいのある、なしに関わらず、一般社会の中で同じように生活するこ

とが正常なことであり、本来の望ましい姿であるという考え方。 

 

［は行］ 
 

 パブリックコメント 
行政機関が政策や規則等を制定するにあたって、その制定しようとする

政策などの趣旨、目的、内容等の必要な事項を公表し、広く市民から意見

や情報、改善案などを募集する手続きのこと。 

 

 バリアフリー 
障壁（バリア）となるものを取り除くことをいう。床の段差を解消した

り、手すりを設置したりするなどといったハード面だけではなく、近年で

は、すべての人の社会生活を困難にしている物理的、社会的、制度的、心

理的なさまざまな障壁を除去するという意味で用いられてきている考え

方。 
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 避難行動要支援者 
必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な

場所に避難するなど、災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人のこ

と。 

 

 福祉教育 
社会福祉問題を学習テーマにしたり、福祉の活動体験などを行ったりす

ることで、お互いが共感できる心を育み、また、人と人との関わりについ

て考えるきっかけとなることを目指した教育のこと。 

 

 福祉避難所 
災害が発生した時に、高齢者や障がい者、妊婦など、一般の避難所では

生活に支障があり、特別な配慮を必要とする人を受け入れる指定避難所。 

 

 ふれあい・いきいきサロン 
仲間づくりや多世代交流を行う、ふれあいの場・集いの場。地域住民が

運営する場。 

 

 ボランティア 
自発的な意志に基づき、金銭的な見返りを求めることなく、地域社会を

住みよくしたり、他者を支えたりするなどの社会的活動やそれに携わる人

のこと。 

 

［ま行］ 
 

 民生委員・児童委員 
地域における身近な相談相手。住民が生活上の悩みを抱え、誰かに相談

したいときや、社会福祉の制度を利用したいときなど、常に住民の立場に

立って相談を受ける人のこと。民生委員法、児童福祉法に基づき各市町村

に設置され、厚生労働大臣より委嘱が行われる。 
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