
1 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次 

嬉野市地域福祉計画 

（概要版） 
 

平成 30年３月 
嬉 野 市  



 

 

 

地域福祉とは、高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉などの対象者ごとの福祉サービスだけで

はなく、自分たちが住んでいる地域社会の生活課題を発見し、解決していこうとするものです。 

具体的には、支援を必要としている人やその家族が、地域社会の中で自立した生活を送ること

ができるように、公的サービスのみならず、地域住民のふれあい交流活動や見守り活動、助け合

い活動、健康づくりといった支援・支え合いを、地域でお互いに行っていくことであり、その「地

域での支え合い」を含め、住民と行政とが協働しながら、どのように進めていくか定めたものが

地域福祉計画です。 

 

 

 

自助とは・・・住民一人ひとりが個人の努力で自分の生活を営む個人の活動をいいます。 

共助とは・・・個人や地域組織による支えあい、助け合いの活動をいいます。 

公助とは・・・行政や公的機関が直接的に支援することをいいます。 

 

 
 
 

 
「嬉野市地域福祉計画」は、「嬉野市総合計画」を上位計画とした計画であり、高齢者福祉、

児童福祉・子育て支援、障がい福祉等、他の福祉分野における行政計画（嬉野市子ども・子育て

支援事業計画、嬉野市高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、嬉野市障がい者福祉計画、嬉野

市障がい福祉計画・障がい児福祉計画）との整合性・連携を図りながら、地域住民主体のまちづ

くりや幅広い地域住民の参加を基本として、市民の生活全般にわたる福祉向上を図ることを目標

とします。また「嬉野市地域コミュニティ基本方針」や「嬉野市地域防災計画」等の福祉以外の

分野の関連計画とも整合性を図って策定します。 

 
 

 
本計画の計画期間は、平成 30 年度から平成 34年度までの５年間とします。 

なお、経済、社会、地域の状況が大きく変化した場合には、計画期間途中においても、必要に

応じて見直しを行うものとします。 
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地域福祉概念図 

地域福祉計画とは １ 

計画の位置付け ２ 

計画の期間 ３ 



 

 
 

 

基本理念とは、本計画を推進する上で基軸となるものであり、本計画における全ての施策は基

本理念の実現に向けた構成となります。 

前期計画では、「ひとり暮らしの方、高齢者や若者、また障がいのあるなしにかかわらず、誰

もが等しく家庭や住み慣れた地域で、お互いに尊重し合いながら、ともに生きる暮らしを実現す

るためには、すべての市民がともに支え合い、お互いを思いやる心を持つことが大切」という認

識のもと、『生涯を通じて健康でいきいきと暮らせる福祉のまち うれしの』を基本理念としてい

ます。 

本計画においても、前期計画における基本理念を変更せず、引き続き理念の実現に向けた取り

組みを推進します。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

基本理念である「生涯を通じて健康でいきいきと暮らせる福祉のまち うれしの」の実現に向

け、計画期間の 5 年間で実現すべきこととして、次の４項目を「嬉野市地域福祉計画における基

本目標」として、総合的に推進します。 

 

基本目標１ ふれあいとつながりの場所づくり 

 

基本目標２ 安心・安全に暮らしていく体制づくり 

 

基本目標３ 適切な福祉サービスを利用できる仕組みづくり 

 

基本目標４ 誰もが地域福祉活動に参加できる環境づくり 

 
 

 

  

 

基本理念 

基本理念 ４ 

基本目標 ５ 

生涯を通じて健康でいきいきと 

暮らせる福祉のまち うれしの 



 

 

 

市民一人ひとり、地域・関係団体、行政がそれぞれの立場で、支えあい、連携をとりながら地域

福祉に取り組んでいきます。

（１） ふれあいの充実 

◆地域の中で、積極的にあいさつや声かけを行いましょう。 

◆地域の行事や活動に関心を持ち、積極的に参加しましょう。 

（２） 交流の場の確保 

◆公民館や研修センターなど身近な地域の施設を、交流活動や集いの場として活用しましょう。 

◆公共施設を利用するにあたっては、マナーを守って使用しましょう。  

（３） 身近な情報の活用  

◆地区の広報や回覧文書等には目を通し、家族の中で情報を共有しましょう。 

◆地域の情報に関心を持ち、地域の理解を深めるよう心がけましょう。 

◆ひとり暮らし高齢者などは緊急時の連絡先等について、隣近所に伝えておくよう心がけましょう。 

（４） 地域団体活動の促進 

◆地域のさまざまな団体の活動に関心を持ち、参加しましょう。 

◆困ったことがあったら、すぐに相談しましよう。 
◆地域福祉を担う人材の一人として、自身のできる範囲で地域活動に参加しましょう。 

（１） 地域共生社会の実現に向けた取組 

◆積極的にあいさつや声かけをするなど、普段からコミュニケーションをとりましょう。 

◆地域の民生委員・児童委員を把握し、活動に関心を持ちましょう。 

◆地域の活動や行事に積極的に参加するよう心がけましょう。 

（２） 防犯体制・交通安全対策の推進 

◆不審な人や車を見かけたり、不審な電話などの被害にあったら、周りの人や警察、市役所に連絡・相談しましょう。 

◆登下校時の子どもに、積極的に声かけをしましょう。 

◆市民一人ひとりが、交通安全を意識し、交通マナーを守るよう心がけましょう。 

（３） 災害時や緊急時の支援体制の強化 

◆災害時の緊急連絡先や避難場所等について、日頃から確認や準備をしておきましょう。 

◆高齢者や障がい者等の避難行動要支援者に配慮し、災害時には協力しましょう。 

◆災害時に備え、非常時持ち出し品や非常備蓄品の準備をしましょう。 

◆自分の身は自分で守るという意識を持っておきましょう。 

（４） 誰もが暮らしやすい環境の整備 

◆高齢者、障がい者等すべての人が利用しやすい生活環境づくりを心がけましょう。（障がい者用駐車スペースに駐車

しない、点字ブロック上に物を置かないなど） 

◆高齢者や障がい者等の移動を手助けしましょう。 

◆公共交通機関や乗合タクシーを積極的に利用しましょう。 

（１） 情報提供の充実 

◆広報誌や社協だよりに目を通す習慣を身につけましょう。 

◆福祉制度やサービス等に関心を持ち、情報を収集しましょう。 

具体的な取り組み 

 

６ 



 

（２） 相談支援体制の整備 

◆困りごとや不安を抱え込まないで、市の相談窓口や社会福祉協議会、民生委員・児童委員、区長などに気軽に相談

しましょう。 

◆周りに困っている人がいたら、行政や地域関係者の相談窓口を紹介してあげましょう。 

（３） 福祉サービスの充実 

◆自分の生活にかかわる福祉サービスに関心を持ち、必要なサービスを利用しましょう。 

（４） 権利擁護・苦情解決の推進 

◆成年後見制度や日常生活自立支援事業などのサービス利用者の財産や権利を守る制度について理解を深め、必要に

応じて活用していくよう心がけましょう。 

◆虐待と思われるようなことに気づいたら、すぐに行政や民生委員・児童委員などに相談しましょう。 

（５） 生活困窮者への自立支援の充実 

◆日頃から地域とのつながりを大切にしましょう。 

◆必要だと感じたら、相談窓口を活用しましょう。 

 

（１） 福祉・人権教育と福祉に関する広報・啓発の推進 

◆福祉や人権に関わるさまざまな問題に関心を持ち、講演会や学習会、交流行事等に積極的に参加し理解を深めまし

ょう。 

◆広報誌やパンフレットなどをきちんと読み、正しい知識を得ましょう。 

◆地域福祉について家族の間で話し合う時間をつくりましょう。 

（２） ボランティア活動の推進 

◆まずは自分から積極的にできることを行い、「ちょこっとボランティア」を心がけましょう。 

◆地域のボランティア活動や自治会活動などの地域で行われている活動に関心を持ち、自分でできるボランティア活

動をみつけ、参加しましょう。 

（１） ふれあいの充実 

◆地域の中で、積極的にあいさつや声かけを行いましょう。 

◆地域の行事や活動に関心を持ち、積極的に参加しましょう。 

（２） 交流の場の確保 

◆公民館や研修センターなど身近な地域の施設を、交流活動や集いの場として活用しましょう。 

◆公共施設を利用するにあたっては、マナーを守って使用しましょう。 

（３） 身近な情報の活用 

◆地区の広報や回覧文書等には目を通し、家族の中で情報を共有しましょう。 

◆地域の情報に関心を持ち、地域の理解を深めるよう心がけましょう。 

◆ひとり暮らし高齢者などは緊急時の連絡先等について、隣近所に伝えておくよう心がけましょう。 

（４） 地域団体活動の促進 

◆地域のさまざまな団体の活動に関心を持ち、参加しましょう。 

◆困ったことがあったら、すぐに相談しましよう。 

◆地域福祉を担う人材の一人として、自身のできる範囲で地域活動に参加しましょう。 

  



 

（１） 地域共生社会の実現に向けた取組 

◆民生委員・児童委員などは、地域全体で連携・協力して、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を中心に訪問や

安否確認などの見守り活動を行っており、今後も継続していきましょう。 

◆地域でひとり暮らし高齢者の緊急時の連絡体制を把握しておきましょう。 

◆地域内で問題を発見したときの相談・連絡のための連絡網をつくりましょう。 

◆地域の中で見守り活動を組織的に進めていくために、見守りネットワークの構築・強化について話し合う場を設け

ましょう。 

◆生活支援体制整備事業の第 2 層協議体において、各地区での住民ニーズ把握と支援について住民主体のサービスを

見つけてもらうよう話し合いを重ねながら検討を行っていきます。 

（２） 防犯体制・交通安全対策の推進 

◆戸締りや不審者に気をつけるようにお互いに声をかけ合いましょう。 
◆不審者や危険箇所等の防犯情報を共有し、注意しましょう。 

◆学校や PTA などの関係団体や警察など公的機関と連携し、地域の中での自主的な防犯活動や交通安全対策を進めま

しょう。 

 ◆子どもの見守り等の活動をさらに推進しましょう。 

（３） 災害時や緊急時の支援体制の強化 

◆危険箇所等の点検調査や防災訓練の実施、防災マップ等の作成等、地域で防災対策を講じましょう。 

◆要援護者マップを作成するなど、子どもやひとり暮らしの高齢者、障がいのある人など災害時や緊急時の要援護者

について把握し、関係機関などと情報を共有しておきましょう。 

◆高齢者や障がいのある人も参加して、日ごろから地域単位で防災訓練を行いましょう。 

（１） 情報提供の充実 

◆高齢者世帯やひとり暮らし高齢者と連絡を密にし、情報を伝えましょう。 

◆地域の区長、民生委員・児童委員などは、福祉サービスや福祉活動に関する情報を伝えましょう。 

◆地域活動や行事など身近な場における情報を伝えましょう。 

（２） 相談支援体制の整備 

◆社会福祉協議会や民生委員・児童委員、区長などは、身近な地域の相談役として活動しましょう。 

（３） 福祉サービスの充実 

◆サービス事業者は保健・医療・福祉専門職の研修会や勉強会、情報共有の機会に積極的に参加しましょう。 

◆民生委員・児童委員等は積極的に研修会等に参加し、市民への情報提供を行いましょう。 

（４） 権利擁護・苦情解決の推進 

◆成年後見制度や日常生活自立支援事業などの利用が必要な人を把握し、利用につなげましょう。 

◆サービス事業者は、サービス利用者一人ひとりの人格を尊重してサービスを提供しましょう。 

◆虐待を未然に防ぐため、見守り活動を通して、問題の早期発見に努めましょう。 

◆個人情報の取り扱いやプライバシーについて、十分注意を払いましょう。 

（５） 生活困窮者への自立支援の充実 

◆支援が必要だと思われる人がいたら、関係機関へ相談しましょう。 

◆気軽に相談できる環境づくりに努めましょう。 
◆民生委員・児童委員等は必要な知識を学べるように研修会等に参加し、制度の理解や市民への周知を図りましょう。 

（１） 福祉・人権教育と福祉に関する広報・啓発の推進 

◆地域の中にある施設や人材を活かし、福祉教育や人権教育に関する勉強会や研修等を開催しましょう。 

◆地域の中で福祉に関して話をする機会をつくりましょう。 

◆企業は障がいのある人に対する法定の雇用率を守るよう努めましょう。 

（２） ボランティア活動の推進 

◆ボランティアに関する学習会を開いたり、自分たちが行っているボランティア活動の内容等について情報提供して

いきましょう。 

◆学校のボランティア活動と連携した取り組みや活動を進めましょう。 

◆団塊の世代や高齢者の経験や能力を地域活動に活かす場を設けましょう。 

◆嬉野市社会福祉協議会ボランティアセンターを充実させ、ボランティアの育成や活動支援に取り組みましょう。 

◆ボランティア団体同士が連携して、よりよい活動を展開しましょう。 

 



 

（１） ふれあいの充実 

◆ユニバーサルデザインの観点で、誰もが気軽に参加しやすい地域でのふれあい、交流の機会、行事やイベント等の

開催の機会を関係団体と協力し促進します。 

 ◆地域合同での行事やイベント、地域活動等について、情報を集約し広報やホームページなどを通じて情報提供の充実

を図ります。 

（２） 交流の場の確保 

◆地域住民の交流の場、活動の場として、それぞれの地域にある研修センターやコミュニティセンター等の公共施設

の利用を促進します。 

◆民間施設を気軽に利用できるように、各方面との調整を行いその情報を市民に提供します。 

◆公共施設の利用について、利用しやすいしくみづくりに取り組みます。 

（３） 身近な情報の活用 

◆個人情報の管理について、民生委員・児童委員の研修や学習会の充実を図ります。 

◆各地区の地域活動について情報提供を行います。 

（４） 地域団体活動の促進 

◆地域福祉に関わるさまざまな団体と連携し、活動内容等の広報や、活動の場の提供等の活動支援に努めます。 

◆地域福祉推進に向けて、社会福祉協議会や地域コミュニティとは特に緊密に連携していきます。 

 

（１） 地域共生社会の実現に向けた取組 

◆地域における支え合い・助け合いのネットワークの構築・強化に向けて関係団体を支援するとともに、情報提供や

啓発活動を進めます。 

◆地域における支え合い・助け合いのネットワーク活動における個人情報の取り扱いや守秘義務を守ることに関する

啓発を図ります。 

◆生活支援体制整備事業の第 1 層、第２層協議体において、各地区や団体の活動について把握し、住民主体のボラン

ティア活動として可能なものについては、地域コミュニティなどと連携しながら広げていくように働きかけを行い

ます。 

（２） 防犯体制・交通安全対策の推進 

◆警察署をはじめ各関係団体、地域の協力を得ながら、犯罪の防止に関する助言や情報提供を行い、市民の安全確保

のための施策を推進します。 

◆市民の防犯や交通安全意識を高めるため、広報誌での周知啓発や講座を開催するなど、各種の啓発活動を充実します。 

◆交通事故の犠牲者となりやすい高齢者や幼児等には、交通安全専門指導員による交通安全教室を行い、交通弱者に

よる交通事故の未然防止に取り組んでいきます。 

◆街灯や見通しの悪い場所へのミラーの設置等を検討します。 

 
（３） 災害時や緊急時の支援体制の強化 
◆避難行動要支援者の情報を民生委員・児童委員、消防署、警察署の関係団体と情報を共有することにより、災害時

の安否確認や避難支援を円滑に実施できる体制づくりを進めます。 

◆災害別の避難場所や避難経路の周知、講座や広報誌等で防災に関する情報提供を充実し、住民の防災意識を高めます。 

◆防災ボランティアの育成に努めます。 

（４） 誰もが暮らしやすい環境の整備 

◆公共施設や公民館などのトイレ等のバリアフリー化を進めます。 

◆高齢者や障がいのある人に配慮した、安全な道路環境の整備に努めます。 

◆市報やホームページ等を活用して、バリアフリーやユニバーサルデザインについて周知し、市民の認識を深めてい

きます。 

◆生活道路や公共施設等について、ユニバーサルデザインの視点に基づいて、計画的に整備していきます。 

◆高齢者や障がいのある方など、移動が困難な人のニーズを把握し支援が必要な人達に対するサービスや情報提供の

充実を図ります。 

◆利用者の意見を反映し、乗合タクシー等、公共交通の利便性の向上を図ります。 

◆「嬉野市ひとにやさしいまちづくりプラン」、「嬉野市地域公共交通総合連携計画」等の周知・推進を図ります。 



 

 

（１） 情報提供の充実 

◆地域に出向いて、福祉サービスや制度についてわかりやすく説明する機会を設けます。 

◆広報誌やパンフレットなどの紙媒体での情報については、読みやすくわかりやすいものとなるよう、内容やレイア

ウトなどを工夫します。 

◆各種団体との連携強化を図り、情報交換の実施や勉強会等の支援を行います。 

（２）相談支援体制の整備 

◆悩みを抱えた人の相談窓口について周知します。 

◆福祉に関する問い合わせや相談に対応するとともに、必要に応じて関係機関や部署につなぐ総合的な相談支援体制

を整備します。 

◆子育て支援センターや地域包括支援センターなどの分野ごとの専門相談機関や身近な地域の相談先について、市民

への周知と利用促進に努めます。 

◆研修等により各種相談員の資質向上を図ります。 

（３） 福祉サービスの充実 

◆地域ケア体制の核としての地域包括支援センターの機能の充実を図ります。 

◆障がいのある人の自立と社会参加の促進、保護者の負担軽減を図るため、障がい福祉サービス、地域生活支援事業

等の充実を図ります。 

◆子育て中の親が交流したり、気軽に相談できる場として、ファミリー・サポートセンターの機能充実とともに、保

育サービスの充実を図ります。 

（４） 権利擁護・苦情解決の推進 

◆広報誌やホームページ、地区での講話等で成年後見制度等について周知啓発を図ります。 
◆市民後見人の養成に取り組むとともに、市民後見人が安定的に活動できる組織体制の構築に努めます。 

◆虐待に関する相談窓口について、広報誌やホームページ、地区での講話等で周知を図ります。 

◆個人情報の取り扱いやプライバシーについて十分に注意を払い、守秘義務を守ります。 

（５） 生活困窮者への自立支援の充実 

◆生活困窮者自立支援を図るために、「自立相談支援事業の充実」「就労に関する支援」「住居確保給付金の支給」「家

計改善に関する助言」「生活福祉資金の活用」などを推進します。 
◆相談窓口や制度に関する情報提供を行い、周知を図ります。 

◆関係機関や地域とのネットワークづくりを推進します。 

 

（１） 福祉・人権教育と福祉に関する広報・啓発の推進 

◆学校教育や社会教育の中で、ボランティア活動や交流等の体験活動や実践を通じた福祉教育を進めます。 

◆福祉について身近な話題をテーマとした講演会等を開催し、福祉教育や人権教育の充実を図ります。 

◆企業に障がいのある人に対する法定の雇用率を守るような広報・啓発に努めます。 

◆ボランティア活動や福祉活動のＰＲを通じて、地域福祉活動の大切さを広報・啓発します。 

（２） ボランティア活動の推進 

◆さまざまなボランティアや NPO 活動の実態を把握するとともに、活動の場の提供など、活動の支援や広報活動を図

ります。 

◆ボランティアやＮＰＯ等に関する情報を提供し、市民の参加を促進します。 

◆研修への講師の派遣など、ボランティア育成のための支援を行います。 
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