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第１章 地域福祉計画の基本的な考え方

１ 計画の策定の背景等

（１）計画策定の背景と趣旨

日本の社会は，少子高齢化や単身世帯・核家族化の進行など社会構造の変化により，

8050 問題，孤独死や虐待，子育て世帯の孤立や児童虐待，ダブルケア，引きこもり，ＤＶ

などの従来の社会保障制度では解決が困難な生活課題が増加しています。加えて，近隣

住民同士のつながりが希薄化し，地域での見守り力や課題解決力が低下しています。加

えて， 近年新型コロナウイルス感染症の影響等で，地域の行事や集まりも減少したことに

より，近隣住民同士のつながりが希薄化し，地域での見守り力や課題解決力の低下，困難

を抱える人の孤立化も危惧されています。

このような中，子どもから高齢者まで，障がいの有無にかかわらずすべての人々が一人

ひとりの暮らしと生きがい，地域をともに創り上げる「地域共生社会」に向けた取組を進めて

いくことが求められています。

国においては，平成 12 年の社会福祉法の改正により，地域福祉計画の策定が市町村

の努力義務と位置付けられて以降，現行の仕組みでは対応しきれない多様な生活課題を

解決するために，地域における支え合いの仕組みづくりが重要であること等が示されてき

ました。

また，団塊世代が 75 歳以上の後期高齢者となる 2025 年（令和７年）を目途に，医療や

介護，予防，住まい，生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向

けた取組が求められる中，平成 27 年には，多機関・多分野の協働による包括的な相談支

援体制と，高齢・障がい・児童等への福祉サービスを総合的に提供できる体制の構築を目

指す「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」が厚生労働省より公表されました。

平成 29 年には，制度や分野ごとに捉えられてきた課題等に対し，支援する側・される側

という関係を超えて，住民一人ひとりが「我が事」として捉え参画すること，さらに世代や分

野に関わらず「丸ごと」つながることで，すべての人の暮らしと生きがいを地域とともに創っ

ていく「地域共生社会の実現」が目標に掲げられるとともに，平成 30年には，市町村による

住民と行政等との連携による包括的支援体制づくりをはじめ，地域福祉計画策定の努力

義務化や福祉分野の共通事項を記載する「上位計画」としての位置づけが盛り込まれた

「改正社会福祉法」が施行されました。さらに，令和３年４月１日施行の社会福祉法改正に

おいては，国及び地方公共団体が地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供さ

れる体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずることを努力義

務とする「重層的支援体制整備事業」に関する事項が定められました。

現行の地域福祉計画・地域福祉活動計画の前期計画期間が，令和３年度で満了するこ

とから，社会福祉法をはじめとする各法令の制定・改正及び現在の社会の状況を踏まえ，

現行の計画をより充実したものとするため計画の改定を行います。また，取組にあたっては，

福祉関連部署をはじめ各関係機関と連携して進めていくこととします。
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（２）地域福祉とは

私たちを取り巻く社会環境は，少子高齢化・核家族化の進行，経済の低成長，地域の

連帯感の希薄化などにより，これまでとは異なった状況になってきています。

地域の住民一人ひとりが安心して暮らせる環境と幸せな生活を実現していくためには，

それぞれの地域の特性に合わせた福祉サービスの提供だけでなく，地域住民がともに支

え合い，助け合っていくことが大切です。

すべての住民一人ひとりの生活様式を大切にしながら，高齢，障がい，その他のさまざ

まな事情から福祉サービスを必要とするようになっても，これまでの家族，友人，知人との

つながりを大切に，文化やスポーツ，芸術，趣味などの社会的な活動に参加していくことで，

誰もが自分らしく，誇りをもって，地域の一員として安心していきいきと暮らすことができる福

祉のまちづくりの実現が「地域福祉」です。

そのためには，

住民自身による「自助」，

地域住民がお互いに助け合う「互助・共助」，

行政などが取り組む「公助」，

住民と行政がそれぞれの特長をいかしながら「協働」していくことが重要です。

（３）地域共生社会とは

地域共生社会とは，「支え手側」と「受け手側」というこれまでの固定した役割分担を超え，

市民がその人に応じた役割をもち，地域の関係団体等とつながりながら，共に支え合う地

域社会のことです。

これまで対応が難しかった「世帯の複合的な課題」や「制度の狭間（これまでの制度で対

象とならなかった課題）」をはじめ，ちょっとした日常の困りごとに柔軟に対応していこうとい

う取組が各地で始まっており，こうした取組を通じ，「地域共生社会づくり」を進めていくこと

が今後求められています。
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２ 地域福祉計画と地域福祉活動計画

「地域福祉計画」は，曽於市総合振興計画に基づき，地域福祉の推進に向けた基本理念

や基本目標，施策，取組の方向等を明らかにした行政（市）の計画です。一方，「地域福祉活

動計画」は，地域福祉の推進に向け，生活の困りごとの解決や生活に望むことを実現するため，

地域住民との協働，地域福祉活動団体等との相互協力のもとに社会福祉協議会が策定する

計画です。

地域福祉推進のための「基盤や仕組み」をつくる「地域福祉計画」と，それを実行するため

の，地域住民及び地域福祉関係団体等が主体的に関わる活動の在り方を定める「地域福祉

活動計画」は，言わば車の両輪です。

両計画は，曽於市の地域福祉の推進を目的として，お互いに補完・補強し，相互に連携す

る必要があることから，行政と社会福祉協議会の協働により，両計画を一体的に策定し，同じ

理念や方向性の下で曽於市の地域福祉を推進していくものとします。
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３ 他計画との関係

本計画は，福祉という観点からみた新たなまちづくりの方向性を指し示す総合的な計画で

す。最上位計画である「曽於市総合振興計画」の基本理念に基づき，高齢者や介護，障がい

者，子どもや子育て家庭，健康増進などの各福祉分野の総合的な指針を指し示すものです。

上位計画で記載されている理念との整合を図りつつ，下位計画における目標値の達成等

については，それぞれの計画において推進していくこととします。

４ 計画の期間

本市においては今回の計画が第２期の後期計画となります。計画の期間は令和４年度から

令和８年度までの５年間です。計画の進捗状況の評価を行ったうえで，以降においても，５年

間を一つの単位として，必要に応じて計画の見直しや改訂を行うものとします。

曽於市社会福祉協議会
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第２章 曽於市の現状

１ 人口及び世帯数

（１）人口の推移

国勢調査から本市の総人口をみると，令和２年時点で 33,310 人となっており年々減少

傾向にあります。

年齢３区分別にそれぞれの割合の推移をみると，年少人口（15 歳未満）はほぼ横ばい

で推移しているのに対し，生産年齢人口（15～64 歳）は下降傾向，老年人口（65 歳以上）

は上昇傾向にあります。また，令和２年時点の高齢化率は 41.4％となっています。

［出典］国勢調査（令和２年），鹿児島県「県人口移動調査（推計人口）」（平成 28 年～令和元年）

※総人口は年齢「不詳」を含む

（単位：人）

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年
（2016年） （2017年） （2018年） （2019年） （2020年）

　総人口 35,846 35,162 34,388 33,660 33,310

3,965 3,916 3,812 3,701 3,654

18,147 17,467 16,827 16,204 15,819

13,734 13,779 13,749 13,755 13,797

前期高齢者(65歳～74歳) 5,353 5,524 5,697 5,840 6,192

後期高齢者(75歳以上) 8,381 8,255 8,052 7,915 7,605

　高齢化率 38.3% 39.2% 40.0% 40.9% 41.4%

　年少人口（15歳未満）

　生産年齢人口（15～64歳）

　老年人口（65歳以上）

3,965 3,916 3,812 3,701 3701
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（２）人口の推計

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると，本市の人口は今後も減少していくもの

とされています。約 10年後の令和 12年には３万人を割り込み，約 25年後の令和 27年に

は２万人程まで減少すると推計されます。

また年齢３区分別の割合から高齢化率をみると，令和 17 年の 45.6％をピークに下降に

転じていくものと考えられています。

［出典］国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」

（単位：人）

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年
（2025年） （2030年） （2035年） （2040年） （2045年）

　総人口 30,703 27,895 25,318 22,845 20,416

3,568 3,239 2,946 2,674 2,402

13,524 11,992 10,827 9,816 8,784

13,611 12,664 11,545 10,355 9,230

前期高齢者(65歳～74歳) 5,913 4,718 3,613 3,064 2,912

後期高齢者(75歳以上) 7,698 7,946 7,932 7,291 6,318

　高齢化率 44.3% 45.4% 45.6% 45.3% 45.2%

　老年人口（65歳以上）

　年少人口（15歳未満）

　生産年齢人口（15～64歳）

3,568 3,239 2,946 2,674 2,402

13,524 11,992 10,827 9,816 8,784

13,611
12,664

11,545 10,355 9,230

30,703
27,895

25,318
22,845

20,416

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

令和7年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

令和27年

（2045年）

老年人口

（65歳以上）

生産年齢人口

（15～64歳）

年少人口

（15歳未満）

総人口

人口の推移（年齢３区分）

11.6% 11.6% 11.6% 11.7% 11.8%

44.0% 43.0% 42.8% 43.0% 43.0%

44.3% 45.4% 45.6% 45.3% 45.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和7年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

令和27年

（2045年）

老年人口

（65歳以上）

生産年齢人口

（15～64歳）

年少人口

（15歳未満）

年齢３区分別割合の推移



11

（３）世帯数の推移

① 一般世帯

令和２年における一般世帯は 15,266 世帯です。世帯数及び１世帯あたりの人員も年々

減少傾向にあります。

［出典］国勢調査

※平成 12 年は旧末吉町・旧大隅町・旧財部町の合算値。

② 母子世帯及び父子世帯

母子世帯及び父子世帯の推移をみると，母子世帯は減少しているのに対し，父子世帯は

横ばいで推移しています。

［出典］国勢調査

※平成 12 年は旧末吉町・旧大隅町・旧財部町の合算値。
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２ 高齢者の状況

（１）高齢者人口の推移及び推計

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば，本市における 65 歳以上の高齢者人

口は令和２年で 13,909 人，高齢化率 41.4％となっています。令和 27 年には，１万人を下

回り，高齢化率は 45.2％となると見込まれています。

［出典］国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」

※推計時点の数値であるため，令和２年は推計値である

（２）高齢者の住まい

夫 65歳以上，妻 60歳以上の夫婦１組の一般世帯（他の世帯員がいないもの）である高

齢夫婦世帯は減少傾向にあるのに対し，65 歳以上の高齢単身世帯は増加傾向にありま

す。

［出典］国勢調査

※平成 12 年は旧末吉町・旧大隅町・旧財部町の合算値。
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（３）要介護（要支援）認定者

本市の要介護（要支援）認定者は，令和３年３月末時点で2,866人となっており，平成 28

年をピークに減少傾向にあります。また要介護（要支援）認定率について鹿児島県及び全

国と比較すると，高い水準で推移している状況にあります。

［出典］厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム
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（４）認知症高齢者

認知症の高齢者に係る介護の度合いの分類である「認知症高齢者の日常生活自立度」

から本市の認知症高齢者数をみると，要介護認定者数は年々減少傾向にあるのに対して

認知症のある高齢者数は増加傾向にあります。

［出典］介護福祉課（各年４月時点）
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３ 障がい者の状況

（１）障害者手帳所持者

本市の障害者手帳所持者は令和２年時点で 3,221 人です。内訳の割合をみると，身体

障害者手帳所持者が 79.0％で最も高く，次いで療育手帳所持者が 14.9％，精神障害者

保健福祉手帳所持者が 6.1％となっています。

18 歳未満の障がい児は横ばいで推移しているのに対し，18 歳以上の障がい者は減少

傾向にあります。

［出典］第６期曽於市障がい福祉計画・第２期曽於市障がい児福祉計画（各年４月１日現在）
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（２）障がい児の保育・教育環境

特別支援学校における障がい児は，令和２年４月１日現在は 65 人です。小学部及び中

学部は増加している一方，高等部は減少しています。また，特別支援学級（固定）は直近

の４年間で，小学校が２倍，中学校が４倍に増加しています。

保育所・幼稚園における障がい児数は，令和２年４月１日現在７人となっています。

［出典］第６期曽於市障がい福祉計画・第２期曽於市障がい児福祉計画（各年４月１日現在）
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４ 地域活動の状況

（１）長寿クラブ

令和２年３月 31 日現在，市内の長寿クラブは 38 団体あり，加入者数は 1,236 人となっ

ています。クラブ数，加入者数ともに減少傾向が続いています。

［出典］福祉課（各年３月 31 日現在）

（２）社会福祉協議会

地域で暮らす住民や福祉，医療，教育の関連分野の関係者，さらに地域社会を形成す

る様々な専門家，団体機関によって構成される，公益性の高い非営利・民間の福祉団体

です。地域福祉を推進する中核的な団体として，誰もが安心して暮らすことができる福祉

のまちづくりを推進しています。

曽於市社会福祉協議会は，制度の狭間にある福祉課題や社会的支援を必要とする

人々の対応，地域の福祉ニーズの解決に向けて，小地域での見守りによるささえあいネッ

トワーク事業・ふれあい・いきいきサロン活動の推進・ボランティアの育成等，市行政とのパ

ートナーシップにより，地域住民や地域のあらゆる団体とが協働した，「福祉コミュニティづ

くり」と「地域に根ざした支援体制づくり」を進めています。

（３）民生委員・児童委員

令和２年３月 31 日現在，本市では 114 人の民生委員・児童委員（うち主任児童委員７

人）が活動しています。内訳は，末吉地区が 45 人（うち主任児童委員３人），大隅地区が

41人（うち主任児童委員２人），財部地区が 28人（うち主任児童委員２人）です。

民生委員・児童委員は，住民の生活状態を必要に応じ適切に把握し，援助を必要とす

る方の生活に関する相談に応じ，必要な助言や援助，福祉サービスを適切に利用するた

めの情報の提供，社会福祉を目的とする事業の経営者等と密接に連携し，その事業又は

活動を支援する一方，福祉事務所や関係行政機関の業務に協力する等の活動を行なっ

ています。民生委員・児童委員の中に，児童福祉に関わる問題を専門的に担当する主任

児童委員がいます。主任児童委員は，児童福祉・教育関係機関・施設等との連絡，区域

担当児童委員への援助活動，要援護児童・家庭への援助等の活動を行なっています。

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年
（2016年） （2017年） （2018年） （2019年） （2020年）

　クラブ数 （団体） 51 43 43 40 38

　加入者数 （人） 1,899 1,528 1,509 1,362 1,236
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（４）ボランティア

令和３年９月現在，本市のボランティアグループ登録団体は 95 団体，個人登録者数は

80人です。平成 30年以降，ボランティアグループ登録団体数は増加傾向にあります。

［出典］曽於市社会福祉協議会

今日，ボランティア，ボランティア団体・グループは様々な分野で活動し，社会的にも大

きな役割を担っています。ボランティア活動による生きがいづくりや福祉のまちづくり推進の

役割が期待されています。

ボランティアの相談や調整，情報の発信等支援窓口として，曽於市社会福祉協議会の

各支所にボランティア・市民活動センターが設置され，ボランティアコーディネーターが配

置されています。

ボランティア当事者や受け入れ側，支援者の意見・提言等を受け入れながら，コーディ

ネートする役割を担っています。

今後も，さらに地域福祉の担い手であるボランティアの支援を行い，地域が一体となり災

害時にも強い福祉コミュニティづくりの推進が重要です。

（５）NPO 団体

NPO とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で，様々

な社会貢献活動を行い，団体の構成員に対し，収益を分配することを目的としない団体の

総称です。

令和３年 12 月現在，主たる事務所の所在地を本市とする NPO 団体は 11 団体であり，

末吉地域に５団体，大隅地域と財部地域にそれぞれ３団体です。

156

131
137 139

80

82 77 77 82

95

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

平成28年

（2016年）

平成29年

（2017年）

平成30年

（2018年）

令和元年

（2020年）

令和２年

（2020年）

個人登録者数

ボランティアグループ

登録団体数



19

５ その他支援を必要とする人の状況

（１）生活保護受給者世帯数及び受給者数

令和２年３月現在，生活保護受給世帯は 259 世帯，受給者は 307 人です。平成 30 年

以降，受給世帯及び受給者数ともに減少傾向にあります。

［出典］福祉課（各年３月 31 日現在）

（２）成年後見制度利用者

法定後見には「後見」「保佐」「補助」の３つの類型があります。

「後見」類型は，判断能力がほとんどなくなってしまった人に適用されるもので，３類型で

最も重い類型に当たります。後見類型では，家庭裁判所に選ばれた「成年後見人」が「成

年被後見人」を法的に支援・保護します。

「保佐」類型は，判断能力が相当程度低下してしまった人に適用されるもので，３類型の

中で中間に位置する類型といえます。保佐類型では，「保佐人」が「被保佐人」を法的に支

援・保護します。保佐類型の対象者は，日常的な事柄は一人でできても，不動産取引等の

重要な法律行為を一人で行うのは不安があるような人です。

「補助」類型は，判断能力がある程度低下してしまった人に適用されるもので，３類型の

中では最も軽い類型に当たります。補助類型では，「補助人」が「被補助人」を法的に支援

します。補助類型の対象者は，日常生活については特に問題ない場合が多いといえます。

本市における令和２年 10 月時点の成年後見制度利用者数は，後見が 41 人，保佐が２

人となっています。

［出典］家庭裁判所（令和２年 10 月時点）
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（３）生活困窮者自立支援事業

生活困窮者自立支援法に基づき，生活上の様々な困難に直面している方々が，自ら問

題の解決を図り，自立した生活を送れるよう，一人ひとりの状況に応じた支援が行われてい

ます。

相談件数は平成 29年以降増加傾向にあり，令和２年時点では 146件となっています。

［出典］福祉課（各年３月 31 日現在）

（４）外国人住民

本市における外国人住民は令和２年時点で 362人です。

定住化等により外国人住民は今後も増加することも予想されることから，地域における共

生の推進がますます重要になっていきます。

［出典］国勢調査
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６ 市内施設の状況

本市の保健福祉関係施設の設置状況は，以下のとおりです。

（１）老人福祉・保健施設

本市には老人福祉施設関係において，特別養護老人ホームが 11 か所，養護老人ホー

ムが１か所，デイサービスセンターが 21 か所，グループホームが 13 か所あります。保健関

係では，介護老人保健施設が２か所，通所リハビリテーションが６か所あります。

末吉地域 大隅地域 財部地域 施設数合計 定員数合計

種 
 

別

特別養護老人ホーム 7 2 2 11 469

養護老人ホーム 1 0 0 1 -

老人デイサービスセンター 12 5 4 21 -

地域福祉相談センター 1 1 1 3 -

グループホーム 4 5 4 13 171

介護老人保健施設 1 1 0 2 169

介護療養型医療施設 0 0 2 2 92

通所リハビリテーション 2 3 2 7 -

地域包括支援センター 1 0 0 1 -

保健センター 1 1 1 3 -

居宅介護支援事業所 9 6 3 18 -

健康増進施設
「そお生きいき健康センター」

1 0 0 1 -

［出典］福祉課（令和３年 11 月現在）

単位：箇所・人

（２）障害児福祉施設・児童福祉施設

本市には，障害児福祉施設として知的障害児施設が１か所（末吉学園），児童通所支援

施設が４か所（ひまわりクラブ・放課後等デイともだち・発達支援事業所 蛍・ぴゅあはーと

末吉）あります。

また，児童福祉施設として児童養護施設が１か所，保育所・認定こども園が 16 か所あり

ます。

末吉地域 大隅地域 財部地域 施設数合計 定員数合計

種 
 

別

障害児入所施設 1 0 0 1 -

児童通所支援施設 3 1 0 4 -

児童養護施設 1 0 0 1 40

保育所・認定こども園 7 7 2 16 1,092

［出典］福祉課（令和３年 11 月現在）

単位：か所・人
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（３）障害者支援施設

本市における障害者支援施設の状況は以下のとおりとなっています。

末吉地域 大隅地域 財部地域 施設数合計 定員数合計

種 
 

別

居宅介護（ホームヘルプ） 2 2 2 6 -

重度訪問介護 2 2 2 6 -

行動援護 1 0 0 1 -

同行援護 0 0 0 0 -

療養介護 0 0 0 0 -

生活介護 4 1 0 5 186

短期入所 5 0 0 5
併設 17+

空床型

施設入所支援 3 0 0 3 155

自立訓練（機能訓練） 1 0 0 1 10

自立訓練（生活訓練） 1 0 0 1 10

就労移行支援 2 1 0 3 18

就労継続支援Ａ型 0 0 0 0 0

就労継続支援Ｂ型 5 3 2 10 204

共同生活援助（グループホーム） 4 0 0 4 45

計画相談支援 6 1 1 8 -

地域相談支援（地域移行・地域定着） 4 1 0 5 -

［出典］福祉課（令和３年 11 月現在）

単位：か所・人
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第３章 計画の基本的な考え方

第３章    

計画の

基本的な考え方
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第３章 計画の基本的な考え方

１ 基本理念

「地域福祉」の考え方に基づき，本計画の基本理念は行政と市民が協働して「地域福祉」に

取り組み，地域でも市民同士が助け合い，支え合うことにより誰もが暮らしやすい，共に助け合

うまちづくりを目指し，「健やかで共に支え合う福祉のまちづくり」を基本理念とします。
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２ 基本的視点

（１）暮らしの基本としての，生涯にわたる心と体の健康づくり

子どもの時からの福祉に対する意識づけをはじめ，地域住民での支え合い活動を推進

することで暮らしそのものを豊かにし，健康寿命を延ばしていきます。

幼児～青年 成人 高齢者

⚫ 地域で子育て

⚫ 子どものときからの健康

づくり

⚫ 福祉に対する意識づけ

⚫ 近隣との顔見知り

⚫ 地域での関係づくり

⚫ 生活習慣病予防

⚫ 地域で老後

⚫ 介護予防・健康維持

⚫ 地域での役割発揮によ

る生きがいづくり

安全な住まいや近所・地域の環境づくり・自助，互助・共助，公助の組み合わせ

健康を基本とした近所や校区社会福祉協議会や校区公民館，

各種団体・事業所での地域・人とのつながりづくり

（２）地域支え合いによる「暮らし・地域の豊かさ」のコミュニティづくり

アンケート調査からは「地域とのつながり」，「地域でのお互い様（お互いの支え合い）」

があることが，暮らしと地域の豊かさとして望まれていることがうかがえます。その理解・意識

づくりを地域福祉の基本として位置づけます。
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３ SDGs の理念

（１）SDGs とは何か

SDGs（エスディージーズ）とは，平成 27 年９月の国

連サミットで採択された「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals）」のことで，令和 12

年までに達成する 17の目標と 169のターゲットで構成

され，「誰一人取り残さない」ことを理念とした国際社会

共通の目標です。

SDGs は発展途上国だけでなく，先進国自身が取り組む普遍的なものであり，自治体に

おいても地方創生を推進するため，その達成に向けた推進が求められています。

（２）本計画において取り組む SDGs の目標

本計画においても，｢誰一人取り残さない｣という SDGs の理念に沿って，地域の生活課

題の解決に向けた福祉のまちづくりを持続的に推進していくこととします。

計画で主に取り組む SDGsの目標は，以下のとおりです。

貧困をなくそう

あらゆる場所で，あらゆる
形態の貧困に終止符を打つ

人や国の不平等をなくそう

国内及び国家間の不平等を
是正する

すべての人に健康と福祉を

あらゆる年齢のすべての
人々の健康的な生活を確保
し，福祉を推進する

住み続けられるまちづくりを

都市を包摂的，安全，レジリ
エントかつ持続可能にする

質の高い教育をみんなに

すべての人々に包摂的かつ
公平で質の高い教育を提供
し，生涯学習の機会を促進
する

平和と公正をすべての人に

公正，平和かつ包摂的な社
会を推進する

ジェンダー平等を実現しよう

ジェンダーの平等を達成
し，すべての女性と女児の
エンパワーメントを図る

パートナーシップで目標を
達成しよう
持続可能な開発に向けてグ
ローバル・パートナーシッ
プを活性化する
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第４章 地域福祉計画（施策の展開）

第４章    

地域福祉計画

（施策の展開）
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第４章 地域福祉計画（施策の展開）

推進目標１ 福祉サービスを充実させよう

○ 社会情勢が変化する事により住民の福祉ニーズも変化するため，行政が提供する福

祉サービスにおいても，多様で柔軟なサービスが求められています。

○ 曽於市では，多様化する福祉ニーズに応える事ができるように「多世代・多機能型拠

点」の「皆来館」の開設をはじめ，地域福祉相談センターへの社会福祉士の配置を行

い，地域住民や福祉リーダーが相談しやすい体制を整えるなど，柔軟な福祉サービス

の提供を行っています。

○ 市民アンケートの結果では，「保健や福祉のサービス」に「満足している」と回答した人

が 24.5％，「重要である」と回答した人が 63.9％となっており，重要であると感じている

市民は多いものの，満足度は低い傾向が伺えます。

現状

福祉サービスを充実させよう

福祉の情報を入手・交換・提供しよう

福祉の心を育てよう

地域の交流の場をつくろう

ボランティア活動を推進しよう

地域の担い手を育てよう

地域を見守り，支え合おう
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⚫ 行政が提供する福祉サービスだけでは限りがある事から，社会福祉協議会や福祉活動

団体，保健・医療・福祉に関わる企業等と連携して，福祉サービスの拡充を図っていく

必要があります。

隣近所で困っている人を支援し，気付いた事は行政の相談窓口や民生

委員・児童委員に報告・相談しましょう。

社会福祉団体や行政が発信している情報や広報紙を読むようにしましょ

う。

地域のボランティア活動に参加して，地域福祉活動を行いましょう。

福祉を必要としている人について，情報を共有しましょう。

有料ボランティアなどの福祉サービスを利用・参加しましょう。

必要な情報を共有し，行政や他の福祉活動団体と連携しましょう。

公的サービスで対応できない分野について，福祉ニーズに沿って，課

題解決に向け住民主体の活動をサポートします。

福祉サービスを充実させるために内部研修や住民のボランティア意識を

向上させるための研修を実施し，サービスの質の向上や福祉ニーズの

把握などを行うことで，課題解決のためのサービスを積極的に展開しま

す。

地域での見守り，支え合いの体制を整えるため，公民館や校区社会福

祉協議会と連携・協力し，「在宅福祉アドバイザー」の配置を推進しま

す。

校区社会福祉活動の充実を図り,身近な地域での見守り，生活支援体

制づくりを市と共に推進します。

ボランティア組織の活動を推進し，地域における福祉ニーズの解決を図

ります。

新規の福祉サービスを提供する福祉活動団体や，民間企業の支援を

行うとともに，福祉施設などのサービスにおいてきめ細やかなサービスを

提供できるよう，情報の提供と指導を行います。

民生委員・児童委員といった地域リーダーの研修や各種会議の充実を

図り，地域における福祉ネットワークを強化し，課題解決に向けた新たな

サービスの開発に取り組みます。

収入が少なく，生活や医療費等で困窮した方へは適切な相談体制を充

実します。

仕事と育児の両立に対する支援を目指し，地域で子育てを支援する取

組の充実を図ります。

課題

それぞれの取組
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1-1.保健や福祉サービスの満足度

1-2.保健や福祉サービスの重要度

満足している

24.5%

23.1%

20.0%

27.5%

普通

64.8%

59.0%

69.6%

62.3%

不満である

10.6%

17.9%

10.4%

10.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

全体(n=310）

39歳以下(n=39)

40～64歳(n=115)

65歳以上(n=138)

重要である

63.9%

62.9%

66.7%

61.1%

普通

35.4%

37.1%

31.5%

38.9%

重要ではない

0.7%

0.0%

1.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

全体(n=291）

39歳以下(n=35)

40～64歳(n=111)

65歳以上(n=126)
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推進目標２ 福祉の情報を入手・交換・提供しよう

○ 本市では，各種福祉サービスの利用や福祉制度に関する情報は，広報紙「市報そお」

をはじめリーフレット・ホームページ・相談員による相談等を通して市民に提供を行っ

ています。

○ 市民からの相談に対して状況に応じた支援の案内・提案を実施しています。

○ 市民同士が情報を交換し合える機会の提供として，市民が様々な情報を入手できるよ

う「生涯学習」への参加を推進し，民間業者や在宅福祉アドバイザーと連携した情報

ネットワークによる情報交換により，地域の見守りを実施してきました。

○ 市民アンケートの結果をみると，「福祉サービス利用支援事業」の事業内容を「知らな

い」と答えた人は 53.0％，「成年後見制度」の制度内容を「知らない」と答えた人は

39.0％，「ふれあい・いきいきサロン活動」の活動内容を「知らない」と答えた人は

38.5％となっており，平成 28 年に実施した前回調査と比較すると改善はしているもの

の事業や制度，活動についての認知度は５割から６割に留まっています。

⚫ 福祉の情報を必要とする市民が，情報を十分に入手・把握できるよう，地域の全ての人

に対して，適切な方法で必要とする情報を提供する体制づくりが課題となっています。

現状

課題

福祉サービスを充実させよう

福祉の情報を入手・交換・提供しよう

福祉の心を育てよう

地域の交流の場をつくろう

ボランティア活動を推進しよう

地域の担い手を育てよう

地域を見守り，支え合おう
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「ふれあい・いきいきサロン活動」に積極的に参加しましょう。

広報紙・リーフレット・ホームページを普段から目を通して，生活に必要

な情報を収集し，入手した情報を家族や知り合いに伝えましょう。

困った事や知りたい事がある時には，家族や知り合い，行政の相談員に

何でも相談しましょう。

「生涯学習講座」などの教養講座に積極的に参加しましょう。

「地域のイベント」や「自治会」などに参加・加入し，情報を収集しましょ

う。

地域で福祉サービスを必要としている人がいないか，日常の会話の中

で情報を交換しましょう。

住民同士で協力して情報を交換・共有できるように相談できる機会や人

材を確保しましょう。

「自治会」や「福祉活動団体」の活動を通じて得た「福祉に関する情報」

を，広報紙・パンフレット・セミナー・講座等を通じて，市民に情報提供を

行いつつ，自らの活動を発信しましょう。

地域の商業施設や行政施設，福祉施設などに「自治会」や「福祉活動

団体」の広報紙やパンフレットを設置し，活動ＰＲを行いましょう。

校区社会福祉協議会が発行している情報紙で住民活動を啓発しましょ

う。

年間４回発行する社会福祉協議会情報紙「手と手」で，校区社会福祉

協議会や市社会福祉協議会が行なっている活動の報告やＰＲを行いま

す。

「民間福祉団体」，「ＮＰＯ法人」，「ボランティア団体」と連携し，情報交

換や情報発信を行います。

地域住民の交流の場として，「交流事業」や「校区社会福祉協議会」に

おける活動，「ふれあい・いきいきサロン」，「子育てサロン」を支援・ＰＲ

し，交流や情報交換を活性化させます。

広報紙やホームページ等への福祉情報掲載や在宅福祉アドバイザー，

民間機関との連携により情報提供を行います。

情報の入手が困難な方を対象に，自治会・福祉活動団体・社会福祉協

議会と連携して，各種福祉情報や福祉制度の情報提供を充実させま

す。

「講演会」や「勉強会」を実施し，市民の「自治会」や「ふれあい・いきいき

サロン」，「子育てサロン」への活動参加を促進します。

定期的な「健康相談」の実施や相談員による，市民が気軽に相談できる

支援体制の周知と利用を推進します。

住民相互の支え合いの地域づくりを推進するために，「在宅福祉アドバ

イザー」の活動を支援します。

心身に障がいを抱える市民の意見の反映や，情報交換，交流を行なう

為の仕組みづくりを行います。

各種福祉団体において，代表者や関係者の情報提供・情報交換やスキ

ルアップ研修を実施し，構成員や住民の活動や交流を促進します。

市民の困りごとやニーズを，自治会・福祉活動団体・社会福祉協議会と

連携して，情報を共有し，円滑な対応・支援を実施します。

それぞれの取組
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2-1. 「福祉サービス利用支援事業」の認知度

2-2. 「成年後見制度」の認知度

2-3. 「ふれあい・いきいきサロン活動」の認知度

知っている

36.9%

47.0%

知らない

63.1%

53.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

前回調査

H28（n=531)

今回調査

R3(n=332）

知っている

50.9%

61.0%

知らない

49.1%

39.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

前回調査

H28（n=531)

今回調査

R3(n=336）

知っている

41.4%

61.5%

知らない

58.6%

38.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

前回調査

H28（n=526)

今回調査

R3(n=330）
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推進目標３ 福祉の心を育てよう

○ 人が特定の場所に居住するという事により，その地域の住民と関わり合いを持つ機会

が多く発生し，住民同士の良い関係をいかに構築するかが重要になってきます。

○ 地域福祉においても，隣近所との関わり合いが希薄になっている中で，住民と住民が

共に助け合う仕組みを構築する為に，近隣住民に関心を持ち，隣人を思いやる事の

できる「福祉の心」を育てる事が求められています。

○ 本市では，学校教育において福祉を体験的に学ぶ取組や道徳教育での他者を思い

やる教育について取り組んでいる他，高齢者や障がい者との交流活動を通して，差別

や偏見をなくす取組が行われています。

○ 市民アンケートの結果においては，地域福祉を推進するために「学校教育・社会教育

を通して福祉教育を充実する」と回答した人は 23.5％（H28 前回調査：26.8％）となっ

ています。

⚫ 今後，福祉教育カリキュラムの見直し，子どもの発達段階に応じた体験的な活動を積極

的に取り入れ，福祉教育に関わる知的理解，心情の育成，実践力の育成を総合的に

推進する必要があります。

現状

課題

福祉サービスを充実させよう

福祉の情報を入手・交換・提供しよう

福祉の心を育てよう

地域の交流の場をつくろう

ボランティア活動を推進しよう

地域の担い手を育てよう

地域を見守り，支え合おう
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地域の福祉学習会や福祉講座，清掃活動に積極的に参加し，高齢者

や障がいのある人とのふれあう機会を持ちましょう。

行政や社会福祉協議会，福祉活動団体から配布される広報紙を読み，

福祉の心を育てましょう。

地域で行われる行事への参加を知人や隣近所に呼びかけましょう。

福祉に関する講座や，福祉の心を養うためのイベントや行事を実施し

て，福祉の心を育てましょう。

福祉に関連する研修や講座に出席して，効果的に福祉の心を養う為の

方法について検討しましょう。

イベントやボランティア養成講座を実施し，市民・福祉団体・企業が高齢

者や障がい者に対する理解を深める機会を提供します。

児童や生徒を対象にした福祉活動体験学習等を，総合的な学習の時

間や夏休み期間中を利用して例年開催しています。また，事業へのボ

ランティア参加の促進も行っています。

各校区社会福祉協議会を中心に，認知症等の理解を深めるための出

前講座を開催しています。

地域福祉の啓発イベントや行事などにおいて，地域福祉に関する意識

の啓発を行います。

学校教育において地域福祉に関する学習を実施します。

3-1. 地域福祉を推進するために必要なこと

47.6%

46.6%

37.3%

36.7%

26.0%

24.4%

23.5%

21.9%

16.4%

13.8%

7.7%

6.4%

0% 20% 40% 60%

誰でも気軽に立ち寄れる地域の福祉活動の拠点づくり

身近な相談窓口の充実

住民の福祉意識を高めるための広報，啓発を強化する

地域で支え合うしくみをつくる

地域福祉活動を推進するリーダー等の育成が必要

地域福祉に取り組むための財源の確保

学校教育・社会教育を通して福祉教育を充実する

地域福祉活動に対する支援が必要

ボランティア，ＮＰＯの育成を支援する

ＳＮＳ（Facebook，Twitter等）を活用した情報発信を行う

先進活動事例などの情報発信を行う

その他

(n=311)

それぞれの取組



39

推進目標４ 地域の交流の場をつくろう

○ 地域における福祉情報の入手・交換や，福祉サービスの提供，新たな福祉リーダーと

なる担い手育成を行なうためには，きっかけとなる地域の交流の場づくりが不可欠で

す。

○ 曽於市では，子育て支援センターにおける「育児講座」や「子育て講演会」などの，子

育て世帯の交流・相談の場を設けている他，高齢者が専門知識や経験を活かして若

年者とふれあう「世代間交流」の機会づくりも実施しています。

○ 市民アンケートの結果においては，「地域の活動にどの程度参加していますか」という

質問に対して，「よく参加している」「ある程度参加している」と答えた人が 51.0％となっ

ており，「住民同士が支え合う地域づくりに必要なこと」では「地域の人々が知り合い，

ふれあう機会を増やす」が 52.3％，「同じ立場にある人同士の連携・協力関係を築く」

が 41.9％となっています。

⚫ 住民同士での支え合いを行なう上で「地域での交流」が重要であると感じている住民が

多いにもかかわらず，地域の活動への参加が少ない現状をいかに改善していくかが課

題となっています。

現状

課題

福祉サービスを充実させよう

福祉の情報を入手・交換・提供しよう

福祉の心を育てよう

地域の交流の場をつくろう

ボランティア活動を推進しよう

地域の担い手を育てよう

地域を見守り，支え合おう
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地域での行事やサロン活動，防災・防犯活動に，隣近所を誘い合って

参加しましょう。

隣近所と会った時には，あいさつを心がけ，話しかけ交流するようにしま

す。

知り合った地域の人たちと，会話や相談をして，人と人のつながりの輪

を広げましょう。

地域の行事を行なったり地域住民がふれあえる場を作ったりましょう。

地域の行事や活動に協力し，地域住民の参加を呼びかけましょう。

独自のイベントや祭りなどを実施して，参加を呼びかけ，地域住民が交

流できるきっかけを作りましょう。

実施するイベントについて，心身に障がいを持つ人や乳児から高齢者

まで，誰でも参加できるように開催方法や内容を検討しましょう。

地区での福祉リーダー（自治会長や在宅福祉アドバイザー）を中心にし

た関係者を集め，地域の福祉課題や防災・防犯活動，サロン活動など

について話し合える場を作りましょう。

ミニデイやサロンの開設や運営の支援，開催状況の把握を行い，住民

へ情報提供する事により地域福祉活動への参加を推進します。

福祉団体やボランティアの研修を実施して，相互の情報交換による交流

を行なうとともに，より地域における交流を深める為の調査・分析を行い

ます。

地域での見守りや支え合い活動を通して課題を見つけ，地域の状況に

応じた場づくりを行っていきます。

住民，福祉リーダー，障がい者といった，様々な団体・個人において子

どもから高齢者までが交流できる交流の場・居場所づくり・繋がりづくりを

推進します。

市民や福祉活動団体，社会福祉協議会等が行なう市民の交流活動へ

の助成を行います。

市全体における災害・防災訓練や防災出前講座，防犯活動を実施しま

す。

様々な公共施設を市民の交流の場として有効活用できるように，提供し

ます。

商店や企業等に対して，地域交流に活用できる施設やスペースの提供

や開放について働きかけを行います。

市民体育祭や市民祭など，住民の交流を目的としたイベントを実施しま

す。

市民や文化団体等が自ら活動する，質の高い文化・芸術活動の振興を

推進します。

相談や情報交換の場を積極的につくると共に，親子の交流の場づくりを

さらに推進します。

それぞれの取組
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4-1. 地域の活動への参加状況

4-2. 住民同士が支え合う地域づくりに必要なこと

参加している

51.0%

17.5%

49.6%

58.5%

参加していない

49.0%

82.5%

50.4%

41.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

全体(n=343）

39歳以下(n=40)

40～64歳(n=119)

65歳以上(n=164)

52.3%

41.9%

28.6%

26.1%

25.8%

12.5%

9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域の人々が知り合い，ふれあう機会を増やす

同じ立場にある人同士の連携・協力関係を築く

支え合う地域づくりに関する情報の提供や啓発を行う

自治会活動・校区社協活動・ボランティア活動への参加を促

す

要支援者に対する理解や関わり方について学ぶ

地域で活動する団体相互の交流を図る

その他

(n=329)
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推進目標５ ボランティア活動を推進しよう

○ 市民が独力で解決できない問題について，公的サービスにおける対応が難しい課題

や福祉のニーズを充足させる為には，地域住民による様々なボランティア活動が重要

になります。

○ 令和３年９月現在，本市では 95のボランティア団体と， 80人の個人登録ボランティア

が活動しており，ボランティア団体・ＮＰＯ法人・社会福祉協議会等が連携して，「地域

住民同士が相互に支え合う地域社会」を形成する為の地域協働の体系づくりを推進

しています。

○ ボランティア養成講座の実施によるボランティアの育成や，「在宅福祉アドバイザー」を

通じた地域の「見守り活動」，「ふれあい・いきいきサロン活動」の実施により市民の福

祉ニーズの把握に努めています。

○ 市民アンケートの全体の結果では，ボランティア活動について「重要である」と答えた

人は 42.9％，ボランティア活動に「関心がある」と答えた人が 52.2％となっています。ま

た年齢階層別にみると「関心がない」とする 39歳以下の人は７割を超えています。

○ 曽於市を「ボランティア活動が盛んなまち」にするために必要だと思うことについては，

活動に関する講座や研修会等を開催することや活動に関する情報提供及び募集の

仲介，活動拠点の整備等が挙げられています。

○ ボランティア活動の重要性の意識は低いものの，活動については約半数の関心があり，

研修や情報提供を強化していくことにより「ボランティア活動が盛んなまち」の推進・強

化につながるものと考えられます。

現状

福祉サービスを充実させよう

福祉の情報を入手・交換・提供しよう

福祉の心を育てよう

地域の交流の場をつくろう

ボランティア活動を推進しよう

地域の担い手を育てよう

地域を見守り，支え合おう
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⚫ 若年層におけるボランティア活動への関心度の低さが際立っています。

⚫ ボランティア活動を活性化させるために必要な事として，具体的な講座や研修会を求

める声や，情報提供及び募集の仲介を求める声が多く挙がっており，ボランティア活動

に関する情報を必要としている市民に，どのように情報を提供し，マンパワー（人的資源）

を増加させていくかが課題となっています。

ボランティア活動や研修会，講座に積極的に参加し，活動の体験を友

人や知人に伝え，仲間を増やしましょう。

ボランティア登録をして，特技や経験を活かしましょう。

誰でも参加できるボランティア活動を企画・開催しましょう。

住民同士でボランティアの情報収集・発信を行い，ボランティアに参加

できる機会を増やしましょう。

自治会や福祉活動団体の活動内容をＰＲして，ボランティア活動につい

て学び，活動できる機会を提供しましょう。

ボランティア活動への助言や支援を行い，ボランティア育成に協力しま

しょう。

ボランティアとその支援を必要とする人をつなぎ，交流や活動を支援し

ます。

ボランティアの活動経験に合わせ，安心して活動を続ける事ができるよう

に，相談・支援を行い，課題解決のための目的別ボランティア養成講座

の開催等を行います。

ボランティアグループが継続して活動を続けられるように，相談や支援を

行い，活動内容の周知を図り，様々な活動場面を提供し，活動への参

加を広く呼びかけます。

ボランティアや福祉活動団体への助成金情報を含めた情報の提供や，

ボランティアが活動する福祉活動の場と機会を積極的に提供します。

地域で行なわれている福祉活動をＰＲするためのイベントの開催や，ボ

ランティア育成を目的とした「ボランティア学習講座」の開催，福祉活動

活性化の為の制度の検討を行います。

ボランティアの啓発活動として，企業や学校に対してボランティア活動へ

の参加を呼びかけるとともに，ボランティア団体や福祉活動団体が情報

交換や連携を行う機会や，新たなボランティア人材の発掘・育成を行な

えるような機会を提供していきます。

技能や特技を持つ高齢者が交流しあい，共に活躍できる場の提供と，

活動の為の仕掛けづくりを行います。

市民同士の助け合い活動を広く普及・啓発していくために，地域で助け

合い活動を実践している団体やグループの活動内容を広く市民に広報

するなど，活動の支援に努めます。

課題

それぞれの取組
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5-1. 市民におけるボランティア活動の「重要度」

5-2. 市民におけるボランティア活動の「関心度」

5-3. 曽於市を「ボランティア活動が盛んなまち」にするために必要だと思うこと

重要である

42.9%

31.6%

43.6%

48.1%

普通

53.1%

65.8%

51.8%

47.3%

重要ではない

4.1%

2.6%

4.5%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

全体(n=294）

39歳以下(n=38)

40～64歳(n=110)

65歳以上(n=129)

関心がある

52.2%

26.8%

53.8%

58.0%

関心がない

42.1%

73.2%

41.9%

34.4%

その他

5.7%

0.0%

4.3%

7.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

全体（n=335）

39歳以下（n=41）

40～64歳（n=117）

65歳以上（n=157）

39.4%

36.0%

28.4%

26.8%

25.9%

12.0%

0% 20% 40% 60%

ボランティア活動に関する講座や研修会等を開催する

ボランティア活動の情報提供及び募集の仲介を行う

ボランティア活動者の拠点を整備する

ボランティア活動にポイント制・有償制を導入する

ボランティア活動を常時受け入れる施設等がある

その他

（n=317)
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推進目標６ 地域の担い手を育てよう

○ 市民が快適な生活を送るための様々な社会福祉制度が存在しますが，各地域におい

て多様化する福祉ニーズに対処する為には，「民間福祉団体職員」や「ボランティア」

といった，地域住民による「福祉の担い手」の育成が重要になります。

○ 本市においても，市社会福祉協議会や校区社会福祉協議会をはじめ，民生委員・児

童委員，ボランティア，在宅福祉アドバイザー，民間の福祉サービス従業者など，様々

な立場における福祉リーダーが活動しています。

○ 市民アンケートの全体の結果では，曽於市の地域福祉を推進するために「地域福祉

活動を推進するリーダー等の育成が必要」と回答した人が 26.0％となっています。

⚫ 少子高齢化などの影響により，福祉リーダーの高齢化やなり手不足が課題となっており，

自治会や有償ボランティアの育成，運営が困難になっている組織への支援などが求め

られています。

現状

課題

福祉サービスを充実させよう

福祉の情報を入手・交換・提供しよう

福祉の心を育てよう

地域の交流の場をつくろう

ボランティア活動を推進しよう

地域の担い手を育てよう

地域を見守り，支え合おう
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地域に関心を持ち，地域で行なわれる行事に積極的に参加しましょう。

ボランティア講座や研修などに参加して，地域福祉活動について学び

ましょう。

隣近所で声を掛け合い，市民の地域で行なわれる行事への参加を推

進し，地域のリーダーとなれる人材の育成を行いましょう。

団体活動を通じて，福祉活動の新たなニーズや現状を把握し，市民に

周知しましょう。

福祉活動団体やボランティアグループを対象にしたスキルアップ講座や

研修を実施し，福祉活動を増進・継続させる為の新規リーダーの育成を

推進します。

校区社会福祉協議会を中心とした地域でのリーダー養成を行います。

市社会福祉協議会や校区社会福祉協議会の組織の充実を図り，運営

に必要な人材の発掘や育成における支援を行います。

民生委員・児童委員の自主性を尊重しつつ，多様化する福祉ニーズに

対応し，地域の住民一人ひとりの立場に立った相談・支援活動ができる

よう，地区協議会活動を支援し研修活動などへの支援を行います。

福祉活動に関するセミナーや講演会，研修会等に積極的に参加し，常

に新しい情報や福祉サービスにおける手法を調査・研究し，福祉団体

や市民に対しての情報提供に努めます。

6-1. 地域福祉を推進するために必要なこと 再掲

47.6%

46.6%

37.3%

36.7%

26.0%

24.4%

23.5%

21.9%

16.4%

13.8%

7.7%

6.4%

0% 20% 40% 60%

誰でも気軽に立ち寄れる地域の福祉活動の拠点づくり

身近な相談窓口の充実

住民の福祉意識を高めるための広報，啓発を強化する

地域で支え合うしくみをつくる

地域福祉活動を推進するリーダー等の育成が必要

地域福祉に取り組むための財源の確保

学校教育・社会教育を通して福祉教育を充実する

地域福祉活動に対する支援が必要

ボランティア，ＮＰＯの育成を支援する

ＳＮＳ（Facebook，Twitter等）を活用した情報発信を行う

先進活動事例などの情報発信を行う

その他

(n=311)

それぞれの取組
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推進目標７ 地域を見守り，支え合おう

○ 本市では，市民や民間業者，在宅福祉アドバイザーと連携協力し，地域において支

援を必要としている人の見守りを実施しており，３町にそれぞれ設置している地域福祉

相談センターなどによる戸別訪問を通じて，見守り体制の構築や地域実情の実態把

握，関係機関との連携を行なっています。

○ また，小地域ごとに「支えあいマップづくり」を推進しており，「地域課題の抽出」や「個

人・地域の課題の把握」に努め，地域課題解決策として新規のサロンを設置するなど，

支援活動を行なっています。

○ 防災面では，市内各校区で自主防災組織が設置され活動していますが，高齢化が進

み，人員も不足しています。

○ 市民アンケートの結果からは，近隣の付き合いの中で「話し相手」や「一人暮らし高齢

者等の見守り」，「災害時の安否確認・避難誘導」といったもので手助けできることと手

助けしてほしいことがマッチしていることがわかります。

現状

福祉サービスを充実させよう

福祉の情報を入手・交換・提供しよう

福祉の心を育てよう

地域の交流の場をつくろう

ボランティア活動を推進しよう

地域の担い手を育てよう

地域を見守り，支え合おう
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⚫ 地域福祉の基本である，住民同士の共同による地域の見守り・支え合いを，どのような

方法で活性化させていくかについて，支援体制を整備していくことが求められています。

⚫ 平常時の見守りから緊急時の見守りや対応等まで，どのようにして需要と供給を結び付

けていくのか研究・検証が必要です。

日ごろから一人暮らしの高齢者や障がい者への声かけや訪問を行い，

近所付き合いを大切にしましょう。

身近に助けが必要な人がいた場合や，見守りで気付いたことがあった

場合は，地域の福祉リーダーに連絡・相談しましょう。

福祉団体やボランティアグループが実施する地域の行事やイベントに，

積極的に参加しましょう。

地域で活動している自主防災組織や防災訓練，見守りネットワークなど

に参加・協力しましょう。

住民同士による地域の見守り体制を整備し，スクールガードや防犯パト

ロールなどを通じた声かけ活動を行いましょう。

災害に対応する自主防災組織の整備や防災訓練の実施，避難場所や

避難経路の確認を行いましょう。

災害時に避難が必要になる人の有無や，避難方法，避難時の支援方

法について確認しておきましょう。

地域住民で構成される自主防災組織との連携や防災時ボランティア制

度の普及啓発を行います。

各自治会や福祉活動団体で知り得た情報を，発信し，団体同士で協

力・連携して地域における助け合い活動を推進しましょう。

行政における相談窓口とも連携し，要配慮者の情報交換や見守り体制

の運用方法の助言や指導を仰ぎましょう。

地域の活動団体や福祉の関係機関と定期的な連絡会議を開催し，情

報交換を行います。

新しい在宅福祉アドバイザーの育成や，住民参加型サービスの推進を

します。

見守りを行なう為の情報ネットワークを通じた，福祉リーダーへの情報提

供を行います。

福祉制度や行政の福祉サービスでは支援できない，多様な福祉ニーズ

に柔軟に対応します。

ボランティア・市民活動センターの活動を支援し，地域課題を住民ととも

に解決する為の取組を推進します。

地域の見守りが必要な高齢者や障がい者において，市社会福祉協議

会が新聞販売所，ガス会社，飲料販売所，電力会社，石油販売・管工

事組合，企業，商店，福祉施設等と見守り協定を締結しており，今後は

さらなる見守りの強化を図っていきます。

課題

それぞれの取組
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見守り活動や情報ネットワークの強化に向けて，福祉活動団体への情

報提供，啓発活動を行います。

自治会加入を推進するとともに，加入しやすい自治組織の在り方を検討

し，地域担当職員等の支援体制を構築します。

地域の福祉リーダーである「在宅福祉アドバイザー」や「自治会長」，「民

生委員・児童委員」について，市民が気軽に連絡や相談できるように，

活動内容の啓発に努めます。

福祉活動における地域拠点の提供・整備を行います。

適切なサービスを継続的に受けられるように，出前講座や市民相談，

「高齢者」「障がい者」「子育て」といった各分野における専門相談窓口

の整備を促進します。

災害時における適切な対応を行う為の，防災組織の運営や防災対策，

地域ニーズに沿った避難所の整備，運用方法の検討を行います。

社会福祉協議会が実施している「在宅福祉アドバイザー」や曽於市が実

施している「見守り対策事業」の訪問員による，見守り・声かけを実施し，

安心して暮らせるまちづくりを推進する福祉ネットワーク事業を展開しま

す。

地域の見守りが必要な高齢者や障がい者において，協定による市社会

福祉協議会，地域の方々，新聞販売所，ガス会社，飲料販売所，電力

会社，石油販売・管工事組合等と把握した情報を共有できるネットワー

クづくりを目標とし，推進します。

7-1. 近隣の付き合いの中における「手助けしてほしいこと」と「手助けできること」

短 時 間 の 子 ど も の 預 か り

話 し 相 手

一 人 暮 ら し 高 齢 者 等 の 見 守 り

手助けしてほしいこと（n=335） 手助けできること（n=337）

な い

そ の 他

災 害 時 の 安 否 確 認 ・ 避 難 誘 導

病気時の看病，医療機関への連絡

家 の 簡 単 な 修 理 や 電 球 の 取 替

病 気 時 な ど の 家 事 の 手 伝 い

買 い 物 ・ 通 院 等 の 付 添 い

14.9%

9.0%

2.7%

6.0%

8.7%

9.3%

13.1%

13.7%

5.1%

54.0%

60% 40% 20% 0%

32.0%

38.9%

7.1%

16.3%

11.9%

12.8%

11.9%

19.9%

4.5%

25.8%

0% 20% 40% 60%
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第５章 地域福祉活動計画

第５章    

地域福祉活動計画
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第５章 地域福祉活動計画

１ 地域福祉活動計画とは

曽於市が策定する地域福祉計画と連携・協働して地域住民をはじめ，福祉・保健等のあら

ゆる関係団体や事業者が地域福祉の推進に主体的に関わるための具体的な活動の計画で

す。

住民等が地域生活課題の解決や生活支援の仕組みづくりなど地域の活動に積極的に参

加し，地域社会の基盤となる地域福祉をどのように推進していくかが記載されています。

２ 社会福祉協議会の役割

2-1.地域福祉推進の位置づけ

社会福祉協議会は，地域福祉を推進する役割が社会福祉法（第 109 条）に位置づけられ

ています。

社会福祉協議会は，「地域福祉」という公共性の高い活動を担う法人として設置されている

ため，社会福祉法に明記される根拠となっています。その役割を発揮するため，民間組織と

して開拓性，即応性，柔軟性を活かし，地域の課題解決のための事業の開発や住民等が主

体となって地域福祉活動に取り組む主体形成など地域福祉を推進する中核的な団体として

の役割が求められています。

2-2.活動の原則

社会福祉活動には次の５つの原則があります。

① 住民ニーズ基本の原則 住民の潜在・顕在化した個別の生活課題を発見し，個別課題の解
決を図りながら地域課題を探り，活動を進めます。

② 住民活動主体の原則 地域課題解決のために，住民の地域福祉への関心を高め，地域を
基盤とした助け合い・支え合い活動を行うためのしくみづくりや新た
な支援サービスの開発を行います。

③ 民間性の原則 公益性の高い民間組織として，あらゆる地域資源（人，もの，団体，
活動，建物など）とのネットワークを活かし，開拓性，即応性，柔軟
性のある活動を行います。

④ 公私協働・計画性の原則 行政とパートナーシップをとり，多職種の民間団体とも連携を図りな
がら，計画的な地域福祉事業を展開します。

⑤ 専門性の原則 各種に専門職が働く福祉の専門職集団という強みを活かし，住民
の福祉活動の組織化，住民への質の高い福祉サービスの提供な
どに努めます。
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３ 地域福祉活動を充実するために

3-1.地域のコーディネート機能を発揮します

地域住民とのつながりのみならず，福祉関連事業所や学校，各種団体等とのネットワーク

を構築し，地域福祉推進のプラットホームとして情報の交換・共有，協働の場をコーディネー

トする役割を果たすことで，福祉活動の充実を図ります。

あらゆる社会資源がつながる環境を作っていくことが大切です。

3-2.地域住民と相互の信頼関係を築きます

地域福祉を推進するためには，生活課題を抱えている人や支援をする人など，その主体と

なる地域住民や地域福祉活動団体等との相互の信頼関係が重要となります。地域において，

顔が見え，身近に感じる社会福祉協議会である関係性を大切にします。
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3-3. 社会福祉協議会としての地域福祉推進の財源確保と専門性の高い職員の育

成をします

様々な地域福祉推進を担うことで，社会福祉協議会への理解を促し，社会福祉協議会費

や寄付，共同募金等への理解と協力をお願いしていきます。

また，地域住民へ質の高い福祉サービスやコミュニティソーシャルワークが提供できるよう，

専門性の高い職員の育成，確保を行っていきます。

 自助 

健康づくりなど充実した生活の基本となる本人や家族

の活動の支援

 互助･共助 

地域住民・各種団体・福祉事業所等，市民全体で地域

支え合いの充実を進める

 公助 

公的機関・福祉事務所等との連携・協働による地域支

え合いの工夫
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４ これからの地域福祉活動への取組

4-1.地域包括ケアの構築と地域共生社会の実現に向けた住民主体の活動のしくみ

づくりを推進します

住み慣れた地域で安心して，その人らしく暮らし続けるために，住まい・医療・介護・予防・

生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が求められています。また，特

に生活支援においては，支える側，支えられる側という固定的な立場ではなく，一人ひとりが

その地域の一員として役割を持ち，相互に認め合い，共に支え合いながら，安心して生活で

きる地域共生社会を実現していくことが重要です。

社会福祉協議会は，地域住民が地域にある生活課題を自分のこととして捉えていくことを

推進しながら，これまで協働で取り組んできた様々な地域福祉活動をさらに充実していくと共

に新たな活動の展開を図っていきます。

少子高齢化や過疎化などの進行により，地域住民のつながりが一層希薄化していくことで

地域力の低下や社会的孤立の増加が懸念され，地域環境や生活環境の変化による生活に

密接した課題がある中，校区社会福祉協議会を基盤としたより身近な地域におけるつながり

づくりと互助の強化に取り組みます。

また，すべて公的なサービスでは担うことができない現状から，住民の参加により福祉ニー

ズの解決に取り組んでいく住民参加型在宅福祉サービスを充実していきます。

そのために，地域福祉活動に取り組む主体形成をはじめとする活動を支援していきます。

4-2.権利を擁護するためのしくみづくりを推進します

曽於市は高齢化率も高く，独居高齢者世帯や認知症状を持つ人も増加しています。また，

障がい者等で必要なサービスが受けられないまま地域に潜在している人も少なくありません。

自分の努力だけでは，生活が維持できない場合に，憲法第 25条「生存権の保障」第 11条

「基本的人権の尊重」第 13 条「幸福権の保障」等に基づき，個人が尊厳をもって地域社会の

中でその人らしい生活が送れるように支援することが社会福祉の理念です。この理念に基づ

き，何らかの事情により，思いや意志を伝えることができず，社会的に不利益を受ける人の代

弁を行う（権利擁護）ため，社会福祉協議会は，権利擁護センターにおいて総合的な相談援

助，福祉サービス利用支援事業，法人後見事業に取り組み，日常的な金銭管理を含めた福

祉サービス支援や身上保護，財産管理を行います。また，中核機関として成年後見制度の

利用促進に取り組みます。

4-3.地域福祉活動と共同募金運動を一体的に展開します。

地域福祉活動を支援するための民間資金である共同募金への理解や協力の輪を広げま

す。共同募金は地域から孤立をなくし，みんなが社会の一員として包み支え合うしくみづくり

を行う地域福祉活動に使われます。多様化・複雑化する地域のニーズの解決のために，共

同募金運動と一体的に地域福祉活動を推進していきます。
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4-4.社会福祉法人の組織化と公益活動の展開を推進します

社会福祉法人は，公益性・非営利性を踏まえ，地域における公益的な取組を実施する責

務があります。

「地域における公益的な取組」とは，地域に起こる様々な生活課題や地域課題に着目し，

その解決に向けて，支援を必要とする人に対し，制度外の福祉サービスや活動を提供するこ

とです。

社会福祉協議会は，地域福祉を推進する協議体としての特性を発揮して，社会福祉法

人・社会福祉施設等と協働した福祉サービスに取り組みます。
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５ 協働による地域福祉への取組

5-1.多様な支え合いを担う地域の人材を育成します

子どもから高齢者まで広く福祉教育を進め，住民に対する地域福祉に対する意識を高め

ることで人材育成の土壌を作ります。

ボランティアの育成，認知症サポーターの養成，さらに地域での介護予防を進めるサポー

ターや障がいがある方への支援者など各年代に応じた人材育成を行い，また，これらの人材

に活躍の機会を提供します。

制度内の福祉サービス，制度外の福祉サービスや活動を行っていくためには，担い手を

確保することが重要課題です。仕事の従事者だけでなく，ボランティアを含め幅広い福祉人

材の確保・質の高い人材の育成に努めます。

地域福祉の意識づくり ボランティア養成 活躍の場

幼児

児童

生徒

・高齢者等との交流体験

・福祉やボランティアについて

の正しい知識と理解

・学校における福祉出前講座

・ボランティア体験活動

・ふれあい・いきいきサロン等

での交流

・校区社会福祉協議会活動へ

の参加

青壮年

・近隣での支え合いの必要性

の理解と多様な担い手の養成

・地域のボランティアリーダー

の養成

・自身の健康づくりや地域との

つながりの重要性の意識づくり

・認知症サポーター養成講座

・生活支援ボランティア等の研修

・目的別ボランティア養成講座

・障がいがある方への支援者

養成講座

・校区社会福祉協議会活動へ

の参加

・地域での見守り活動や生活

支援のボランティア

・福祉施設への訪問

高齢者

・居場所，役割，参加の重要性

の理解と活躍の意識づくり

・シニアボランティア講座 ・シルバー人材センター

・校区社会福祉協議会活動へ

の参加

・ふれあい・いきいきサロン活

動のリーダー

・地域での子どもの見守り活動等

意識づくり・知識の修得・活躍の場（例）
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5-2.福祉座談会を支援します

校区社会福祉協議会による一層の支え合い活動

を推進するため小地域での座談会を推進します。

住民が見えている地域の範囲はそんなに広くはあり

ません。また，地域の状況は様々です。

地域状況に応じた日常の見守りや生活支援活

動，災害時の支援活動などの支え合い活動が取り

組まれるよう，行政，社会福祉協議会，在宅福祉ア

ドバイザー，自治会，民生委員・児童委員との連携

を図っていく必要があります。座談会は地域の状況

に応じた内容で開催します。

5-3.支え合いマップから要援護者の支援へつなぎます

支え合いマップは，50～70 世帯程を範囲とした地域の課題を抽出するための一つの方法

です。地図上で要援護者の普段の地域とのつながりや見守り活動，地域で暮らす人同士の

支え合いや助け合いのつながりを見つけ出し，課題解決の方法を住民で考えていきます。ま

た，特に専門的な支援の必要な人や世帯については，専門機関につなげるなどフォーマル

な福祉サービスの利用につなげることにもつながります。

さらに，専門機関と地域住民とで支援の検討を行うなど，地域ならではの支援体制づくりに

取り組みます。
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5-4.総合的なコミュニティ活動の中で地域福祉活動を推進します

既存の各種団体活動や地域活動を福祉の視点で工夫することで，高齢者や子育て・障が

い者支援につながるように，コミュニティ活動全体で福祉の意識づくりを進めます。このことに

より，幅広い住民のかかわりと市の取組を地域福祉につなげていきます。

5-5.協働による計画の推進

市，社会福祉協議会，地域住民，福祉関連団体・事業所が，地域福祉の推進を共有し，

それぞれに役割を担いながら力を合わせて取り組むこと(協働)が必要です。
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６ 校区別地域福祉活動計画の策定

6-1.26 校区社会福祉協議会を基盤にした地域福祉活動を推進します

小学校区をエリアとする校区社会福祉協議会（26校区）を設立し，日常生活圏域での見守

り活動，地域課題の掘り起こしやつなぎ，サロン活動などを行っています。

地域の生活環境や立地などが異なるため，地域課題に取り組む体制づくりを校区エリアで

行います。校区社会福祉協議会活動を通じて，住民参加を促進し，福祉への理解と関心を

高めることで，地域福祉の主体形成を図ります。

また，校区エリアからさらに網の目の細かい民生委員・児童委員担当区というエリアで支え

合いマップの手法を活用し，地域課題の抽出や生活支援の仕組みづくりに取り組みます。

6-2.地域福祉活動の拠点づくりを推進します

地域福祉の推進において，身近な生活圏域で人と人がつながり，相互に支え合っていくこ

とが大切です。現在の地域生活課題の多くは，住民同士のつながりの希薄化や社会的孤立

などが要因となっています。

一人ひとりが地域の一員として自分らしく生活できる地域を目指して，「居場所・役割・参加」

の機会を作り，住民同士がつながり，それぞれが役割をもちながら支え合っていく文化を再

構築していくために，相談や介護予防，サロン活動，多世代交流など多様な活動を行う地域

福祉活動の拠点づくりを推進していきます。
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財部校区北俣
社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

財部校区北俣社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

35 6 36

1

校区の現状 ５年後の校区像

○以前にも増して移動に関する課題が多い

○免許返納後の移動手段，買い物の心配

○タクシーの利用が難しい方がいるなど，

目に見えづらいところで困りごとを抱えて

いる方が増えてきている

○災害があった時の見守り体制づくりなども

必要と感じられる

◉ 災害発生時に地域と行政や消防などと連携

してきちんと対応できる地域

◉ かつてあった「隣組」のように，つながりのあ

る地域にしたい

◉ 子ども，若者が定着し居続けられる地域に

したい

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

ネットワーク会議の開催

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長

研修会の実施

アドバイザーによる見守り活動

支え合い

マップづくり事業
自治会別の作成 各自治会関係者

歳末たすけあい事業
高齢者への配食を通じて見守りや関係づ

くりを行う

自治会長
校区社協役員
在宅福祉アドバイザー

情報紙発行 年一回校区社協の情報紙を発行 校区社協役員

ふれあい活動

中学校ボランティア団体と共同でのひま

わりの植栽活動

財部中学校
校区社協役員

財部 3 校区社協合同での絵手紙配布活動

高齢者，小学生との関係づくり
校区社協役員

緊急連絡カード 緊急連絡カードの見直し，確認
校区社協役員
民生委員・児童委員
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財部校区南俣
社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

財部校区南俣社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

18 5 30

2

校区の現状 ５年後の校区像

○ 一人暮らしの増加により，地域からの

孤立が増加している。

○ サロン等に参加しない人が心配である

（つながりがつくれない）。

○ 地域で生活される認知症の人とその

家族への支援（認知症の人への関わ

りと家族への寄り添い）

○ 地域福祉活動の担い手が不足してい

る。

○ 地域福祉活動の情報発信が不足して

いる。

○ 地域で生活されている人の把握とつな

ぎの強化が必要である。

◉ 地域の福祉の心を育て，みんながつながり

支え合う南俣地域

事業名 内容 参加者

ささえあいネットワーク

事業

ネットワーク会議の開催
民生委員・児童委員，在宅福祉

アドバイザー，自治会長

アドバイザーによる見守り活動
民生委員・児童委員，在宅福祉

アドバイザー，地域住民

地域座談会の開催
地域の情報共有と課題解決を考える座談会を

開催する。(支え合いマップの活用)

民生委員・児童委員，在宅福祉

アドバイザー，自治会関係者

ふれあい・いきいき

サロン活動の推進

地域住民の通いとつながりづくりの場の開設

を推進

民生委員・児童委員，在宅福祉

アドバイザー，地域住民

福祉大会の開催
90 歳以上の表彰や講話等により福祉への関心

を高め，地域のつながりの強化を図る

校区社協役員，地域住民，財部

中学校ボランティア

情報紙の発行 年１回校区社協の情報紙を発行 校区社協役員

ふれあい活動

財部 3 校区社協合同での地域高齢者への絵手

紙の配付

高齢者，小学生との相互の交流と福祉教育

財部小学校，校区社協役員

緊急連絡カードの配付 緊急連絡カードの配付と見直し
校区社協役員，民生委員・児童

委員，在宅福祉アドバイザー

福祉セミナーの開催
地域福祉活動の担い手育成を目的に住民を対

象としたセミナーの開催

校区社協役員，民生委員・児童

委員，在宅福祉アドバイザー，

地域住民
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財部校区下財部
社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

財部校区下財部社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

18 5 38

3

校区の現状 ５年後の校区像

○自治会未加入者の増加が進み，周知や

活動，訪問などにも難しさが出ている。

行政，市社協などに提言として伝えたい

こともある。

○高齢化が進むところと新規に入ってくる

住民が多い地域がはっきりしてきており

地域によってかかわり方を考える必要が

ある。

○福祉への理解が進んでいない，福祉へ

関りを持つきっかけがない方も多い。

○独自のささえ合い体制を自治会と連携し

て組織だって取り組んでいく地域もある。

◉ 福祉への理解が地域住民に届くことを大き

な目標とする。

◉ 福祉への認識を高め，地域の課題を自分ご

ととしてとらえられる地域になる。

◉ 若い世代も校区の活動に参画する，そのた

めの人材の育成ができる。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

ネットワーク会議の開催

在宅福祉アドバイザー

校区社協役員

民生委員・児童委員

自治会長

研修会の実施（先進地視察等）
役員

民生委員・児童委員など

アドバイザーによる見守り活動 在宅福祉アドバイザー

支え合いマップ

づくり事業
自治会別の作成 各自治会関係者

情報紙発行 年１回校区社協の情報紙を発行 校区社協役員

ふれあい活動
地域高齢者へ小学生からの絵手紙配布事業

（財部３校区合同事業）

財部小学校

校区社協役員

緊急連絡カード 緊急連絡カードの見直し，確認

在宅福祉アドバイザー

校区社協役員

民生委員・児童委員

地区別サロン啓発活動
地区別にサロンを開催し，地域住民に対し

てサロン活動への啓発を行う

役員

民生委員・児童委員など
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財部南校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

財部南校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

26 5 19

4

校区の現状 ５年後の校区像

○ 地域全体として移動に関する課題が

大きい（免許返納・福祉タクシーに乗る

までが移動できない・集いの場までの

移動など）

○ 空き家が増加してきた。

○ 介護が必要な方が増加している。

○ サロンなど通いの場よりも送迎付きの

介護サービスを利用する方が増えた。

◉ 子ども，高齢者，その他の年代も含めた多

世代が交流を持つことができる場がある

地域にしたい。

◉ 世代や所属などに関わらず，お互いに顔

の見える関係ができることで，遠慮なく声

がかけられ，助けあえる地域にしたい。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

ネットワーク会議
在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他

見守り活動

アドバイザー研修

校区社会福祉協議会

活動
総会，役員会の開催 関係者

テーマ別課題解決事

業（ふれあい食堂）

多世代が交流し，顔の見える関係づくりの

きっかけとなる集まりの場として食の提

供をきっかけとして行う

関係者
地域住民

ふれあい・いきいき

サロン活動

校区内サロン設置数３か所

体操教室１か所

地域住民
ボランティア団体

出前茶話会

軽スポーツ推進お試し

サロン

校区全体で取り組む。自治会単位以下の少

ない人数でも集まり，つどいの場に参加し

てもらうきっかけとして，校区から軽スポ

ーツを介して集まりの楽しさを伝える機

会を持ってもらう。

民生委員・児童委員
関係者，地域住民
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財部北校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

財部北校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

18 4 21

5

校区の現状 ５年後の校区像

○ 自然災害が多い。

○ 一人暮らし高齢者世帯が多い。

○ 障がい者に対する支援が十分でない。

○ 簡単な相談事を話せる相手がいない。

○ 地区にお店がない等の不便さがある。

○ 空き家が多い。

◉ 一人ひとりが地域の一員として支え合い，

安心して暮らす財部北校区

事業名 内容 参加者

ささえあいネットワーク

事業

ネットワーク会議の開催

校区社協役員，民生委員・

児童委員，在宅福祉アドバ

イザー，自治会長

アドバイザーによる見守り活動

民生委員・児童委員と在宅福祉アドバイ

ザーの意見交換会

支え合いマップづくり

事業

地域情報の共有と課題解決を目的に支え

合いマップを活用する

民生委員・児童委員，在宅

福祉アドバイザー，自治会

関係者

お惣菜をご自宅まで事

業

要援護者宅に訪問し，見守り，支援のき

っかけにお惣菜をお届けする

校区社協役員，民生委員・

児童委員，在宅福祉アドバ

イザー

校区サロン.買い物支

援の開催

校区内のサロン活動の啓発をはかり，絵

手紙，寄せ植えなどと福祉の講話などを

行い，困りごとの解決のきっかけになる

よう買い物支援を行う

校区社協役員，民生委員・

児童委員，在宅福祉アドバ

イザー

校区社会福祉大会の

開催

地域住民の福祉意識の向上を図るため福

祉大会を開催する

校区社協役員，民生委員・

児童委員，在宅福祉アドバ

イザー，地域住民
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中谷校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

中谷校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

6 1 13

6

校区の現状 ５年後の校区像

○災害時に心配がある

○商店がなく，買い物が不便

○ゴミ出し草取り墓の維持管理などに困難

がある

○買い物，病院のための移動手段がない

○将来に不安を感じる人が多い

○人口，子どもの少なさから地域の担い手

不足，行事も減少している

○コミュニティ協議会と地域全体で総合的に

課題に取り組んでいく計画が進んでいる

◉ 買い物や軽作業など困りごとに応えられ

る体制をつくる

◉ 色々な相談を受け止められる窓口がある

◉ 行事を存続し，多くの参加を維持できる

◉ 高齢者が憩いの場を求めた時に参加でき

るようにする

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

ネットワーク会議の開催
在宅福祉アドバイザー
自治会長
民生委員・児童委員

アドバイザーによる見守り活動 在宅福祉アドバイザー

支え合いマップの作成 自治会別支え合いマップの作成 各自治会関係者

アンケート調査 高齢者の要望を確認する 校区内関係者

高齢者の要望に対す

る対応

アンケート調査からニーズを洗い出し，コ

ミュニティ協議会と一体的に買い物支援

や軽作業補助などの体制づくりを行う

校区内関係者

相談窓口設置 相談日の設置，各戸訪問を行う
校区社協役員
民生委員・児童委員

憩いの場所の設置

ふれあいいきいきサロンの設置
地域住民
ボランティア

集落単位で場所を設置し，希望にあった気

軽に集まれる場所を提供する
校区社協役員



68

中部校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

中部校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

36 8 43

7

校区の現状 ５年後の校区像

○ 36の自治会があり，活動が広域に渡るた

め，校区の実態を把握しにくい。

○ これまでの活動を支えてきた世代が高齢

化しており，後継者育成が課題である。

○ 見守り声掛け活動はそれぞれの地域で

よく実践されている。見守り対象者の把

握が課題である。

○ 地区公民館との連携が必要である。

◉ 隣，近所を中心とした声掛けや助け合い

が自然にできる校区社協。

◉ 何でも相談しやすい人間関係や情報の提

供ができる校区社協。

◉ 校区公民館と協力し，広域な活動や連携

ができる校区社協。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声
かけ，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他

② ネットワーク会議の開催(年２回)

③ アドバイザーと民生委員・児童委員に
よる情報交換

ふれあい交流事業

母の日（９５歳以上在宅者）訪問・５月母
の日，花束贈呈訪問
父の日（９３歳以上在宅者）訪問・６月父
の日，花束贈呈訪問

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員

役員研修会
年間を見通した活動計画の作成
民生委員・児童委員との情報交換
研修会等への参加

役員
在宅福祉アドバイザー

地域交流事業 校区公民館主催の「敬老会」への協力
在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
地域関係者 他
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東部校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

東部校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

15 2 16

8

校区の現状 ５年後の校区像

○高齢者の自治会脱会が加速している。

○災害時対策や日常での生活状況の確認，

地域住民同士のつながりが希薄化してい

る。

○校区社協見守りの活動が自治会に浸透し

ていない。自治会に入っていない人への

周知が難しい。

○75才以上の世帯調査を行った。

○マップづくりを 2か月に 1回行っている。マ

ップづくりを行うことで知らず知らずのうち

に気になる人に目が行くようになり，複数

での見守りが行えるようになった。

○体操教室が２つできて，集いの場が増え

た。

◉ふれあい交流会を続けていく。

◉見守り活動の大切さを伝えながら，少しでも

多くの人に活動を知ってもらう。

◉一人で食事をする（孤食）回数を減らすた

め，皆で食事をする機会をつくるなど，孤食

の解消をする企画を実行する。

◉マップづくりを基に体操教室やサロンなどの

集いの場を増やしていく。

◉買い物に困る地域もあり，新たな買い物支

援や買い物に困らない仕組みがあると良

い。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他

② ネットワーク会議の開催(年２回)

③ アドバイザーと民生委員・児童委員に
よる定例会の開催（2 か月に 1 回）

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課
題，住民のつながりや活動などの状況を見
える化する。それを共有し，必要な生活支
援などについて一緒に考え実践する。（自
治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

ふれあい交流会

そば作り，健康講話，体操

校区住民

餅つき

テーマ別

課題解決事業

孤食の解消，防災などを見守りの啓発を兼

ねて行う。
75 歳以上の世帯
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西部校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

西部校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

16 2 17

9

校区の現状 ５年後の校区像

○高齢者世帯が増えている。また，親子

（80・50）世代が地域との関わりが希薄化

している。

○自治会未加入者が増え，小中学生の親

が地域の事を知らない。多世代での繋が

りができなくなっている。

○サロン，体操教室，高齢者クラブ，グラウ

ンドゴルフ等が行われ，見守りや生きがい

づくりが行われているが，今後担い手が

いないことが心配。

○助成金が少なく，校区社協の存続ができ

るか心配。

◉ マップづくりを活用し，サロン，体操教室等

が各自治会にできることで，見守りや生きが

いの場づくり強化になる。

◉ 子育て講座や地域行事への親子参加を増

やすことで，福祉教育が地域に浸透し，地

域活動が充実する。

◉ 在宅福祉アドバイザーの定例会を開催し，

課題解決に向けた話し合いを行うことで，見

守り強化や活動支援に繋がる。一人ひとり

が支え，支えられる地域の実践。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他

② ネットワーク会議の開催（年 2 回）

③ アドバイザーと民生委員・児童委員に
よる定例会の開催

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課
題，住民のつながりや活動などの状況を見
える化する。それを共有し，必要な生活支
援などについて一緒に考え実践する。（自
治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

高齢者のつどい

地域の高齢者に参加していただき，子ども
達やボランティア団体等からの歌や踊り
等催しを行う。参加できない高齢者への子
ども達からのメッセージに菓子等添えて
見守り訪問を行う。

校区住民

地域福祉啓発研修事業
多世代参加による研修会や行事を行う。ま
た，合同サロンを開催することで，小地域
での見守りの強化になる。

校区住民
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南部校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

南部校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

17 4 24

10

校区の現状 ５年後の校区像

○一人暮らしの高齢者，自治会未加入世

帯，空き家が増えている。

○コロナ禍での行事の自粛や計画の中止

により，多世代での交流が減った。小・中

学生が 120 名を超える地域であるが，地

域行事への参加者が減ることで，住民同

士の関係が希薄になっている。

○近隣のサロンへ歩いて行けなくなった方

がいる。

○小地域で集まってお茶飲みをしている所

がある。

○川内団地のマップづくりから，在宅福祉ア

ドバイザーの人員増加となり，見守り活動

の強化につながった。また，子ども食堂が

はじまり，子どもから高齢者の方が参加さ

れ，交流につながっている。

◉ 多世代を対象とした防災教室や交通安全

教室，グラウンドゴルフ大会，年末・年始行

事等を行い，交流を図ることで希薄化を無く

し，高齢者から子どもまで繋がる地域とな

り，声かけや見守り活動の強化となる。

◉ 小地域での集いの場（サロン・体操教室）が

増えることで地域が元気になる。

◉ 支え合いマップづくりを継続し，小地域の課

題解決に向けた取組を実践。

◉ 校区社協とコミュニティ協議会が連携し，地

域福祉の取組を実践。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長，校区役員，他

② ネットワーク会議の開催（年 2 回）

③ アドバイザーと役員，民生委員・児童
委員による意見交換会

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課
題，住民のつながりや活動などの状況を見
える化する。それを共有し，必要な生活支
援などについて一緒に考え実践する。（自
治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

高齢者と子どもの集い

年末（餅つき大会他），年始（鬼火焚き他）
に開催し，高齢者と子ども達が交流を図る
ことで，地域での見守りや声かけに繋が
る。

地域住民

多世代交流事業

高齢者から子どもを対象に，防災教室，交
通安全教室，グラウンドゴルフ大会等を計
画し，多世代の交流強化を図ることで，地
域での見守りや声かけに繋がる。

地域住民
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北部校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

北部校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

17 3 18

11

校区の現状 ５年後の校区像

○地区住民の高齢化が進み，環境美化な

どのボランティア活動や北部まつりへの

参加者が減り，諸々の活動継続への影響

は大きい。

○世代は問えないが自治会未加入の世帯

もあり，現状のままでは消滅する自治会も

出てくる。

○グラウンドゴルフ大会では高齢部大会，

長寿クラブ大会，親子ふれあい大会，女

性部による大会があり，地区住民が青空

の下体を動かし絶好のコミュニケーション

の場となっている。参加者の大部分は高

齢者が占めている。

○自治会ごとでそれぞれ子ども会の行事

（地区公民館を使い一泊泊まりのキャンプ

や焼き肉，ソーメン流し）を行っている。

◉ 自治会ごとにそれぞれ行っている子ども

会の行事を北部校区社協と北部地区公

民館の活動に移行できるよう話し合う。

◉ 自治会未加入世帯は子どもの地域行事

参加を通し，それに付いてくる親同士のコ

ミュニケーションも生まれてくると考える。

◉ ほっとカフェ北部事業やグラウンドゴルフ

大会に現役世代を取り込み，活動が尻す

ぼみとならないようにしたい。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
地区社協役員 他

② ネットワーク会議の開催(年 2 回)

③ アドバイザーと民生委員・児童委員に
よる定例会の開催（毎月）

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課
題，住民のつながりや活動などの状況を見
える化する。それを共有し，必要な生活支
援などについて一緒に考え実践する。（自
治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
校区社協役員・自治会長
地域関係者 他

ほっとカフェ北部事業

地区住民ならどなたでも気軽に集い，お茶
を飲みながら語らい，交流して楽しむ場。
北部地区公民館と北部青少年館での毎月
2 回開催。

地区住民

異世代交流事業

しめ縄，餅つき，ソーメン流しなどを行い，
校区民のコミュニケーションを図る。自治
会未加入世帯の参加の呼び掛けや，世代間
交流を深める場とする。

地区住民
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高岡校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

高岡校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

10 2 15

12

校区の現状 ５年後の校区像

○少子高齢化が進み，令和 6 年 3 月に小

学校が閉校予定。

○多世代での交流が難しくなってきている。

○自治会単位での行事は減ってきている

が，元気な高齢者はグラウンドゴルフをし

ている。

○サロン 3 か所，長寿クラブ 2 か所あるが，

後継者がいない。継続が心配。

○商店が無く，近隣からの移動販売（週 2

回），乗合タクシー，子どもの支援等で買

い物や病院受診を行っている。

◉ 校区の行事を継続し，中高校生はボランテ

ィアとして参加，高齢者から子どもまで多世

代の交流を図ることで，地域が元気になる。

◉ 支え合いマップづくりから，集いの場（サロ

ン・体操教室）が増え，小地域での見守りの

強化や後継者の育成に繋がる。

◉ 校区公民館（コミニティ協議会），子ども会と

連携し，地域福祉の取組を実践。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動 在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員
自治会長 他

② ネットワーク会議の開催（年 2 回）

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課
題，住民のつながりや活動などの状況を見
える化する。それを共有し，必要な生活支
援などについて一緒に考え実践する。（自
治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

テーマ別事業

福祉のつどい（9 月）を行い，福祉活動の

啓発，世代間のふれあいを行う。

歳末ふれあい交流会（12 月）を行い，赤

い羽根共同募金活動，世代間交流，見守り

を兼ねて高齢者世帯へのそば，赤飯等の配

布を行う。

地域住民



74

檍校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

檍校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

23 4 39

13

校区の現状 ５年後の校区像

○高齢化率が 54％になり，認知症や一人

暮らしの高齢者が増加している。空き家も

多い。

○子どもは少ないが，小学生とのふれあい

の場を年 2～3 回行っている。メインは年

末に行う社協ふれあいの場で，餅つきや

そば作りなどを行いながら地域住民との

交流の場となっている。

○年に 1 回校区社協主催でグラウンドゴル

フ大会を行い，地域住民の交流の場とな

っている。

◉要援護者との関係づくりの構築や，小さな変

化にも早期に気づくために，１年交代ではな

く継続した在宅福祉アドバイザーを増やす。

◉認知症予防や引きこもり防止のために，ふ

れあい・いきいきサロンや体操教室を増や

す。

◉子どもの少ない自治会は単独での活動が行

いにくいため，子どもの多い自治会で一緒に

活動したり，校区社協としての活動を行う。

◉校区公民館と校区社協の連携を行う。

事業名 内容 参加者

ささえあいネットワーク

事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他

② ネットワーク会議の開催（年 2 回）

③ アドバイザーと民生委員・児童委員に
よる定例会の開催

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課
題，住民のつながりや活動などの状況を見
える化する。それを共有し，必要な生活支
援などについて一緒に考え実践する。（自
治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長・公民館役員
地域関係者 他

ふれあい事業

グラウンドゴルフ大会

校区住民あおき祭り

多世代交流
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岩南校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

岩南校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

7 2 12

14

校区の現状 ５年後の校区像

○ふれあい・いきいきサロンは３か所，体操

教室は３か所での活動をしている。活動

を続けていくためには後継者の育成が課

題となっている。

○子どもから大人まで１００名くらい参加する

福祉大会を毎年行っている。小学生によ

る福祉作文の発表やコーラス，抽選会，

講演会などを行っている。

○公民館から助成金をもらい，校区住民及

び子どもたちとの活動として「元気だそお

岩南」を開催している。

○お店がなく，車がないと不便な地域だが，

志布志から移動販売が来ており助かって

いる。ふれあいバスも通っており，末吉中

心地に行くことにはそれほど困らない。

○小学校が福祉教育に積極的で，多世代

の交流も多い。

◉ 色んな催しの会で参加しやすい雰囲気の

会を増やしていく。

◉ 地域の未来を「わがこと」として捉え，自主

性を持った住民が多い地域を目指す。

◉ 体操教室は自治会ごとの方が活動しやす

いという声も多いため，５か所に増やす。

◉ 地域の人が参加する地域全体の行事に

お金を使い，地域の人に喜んでもらい，共

にささえ合う地域をめざしていく。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他

② ネットワーク会議の開催(年 3 回)

③ アドバイザーと民生委員・児童委員に
よる定例会の開催

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課
題，住民のつながりや活動などの状況を見
える化する。それを共有し，必要な生活支
援などについて一緒に考え実践する。（自
治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

校区社協福祉大会事業
小学生による福祉作文の発表や福祉ポス
ター展示，コーラス，抽選会，講演会など
を行う。

校区住民

ふれあい活動事業

小学生とのグラウンドゴルフ大会

校区住民
小学校入学式，卒業式に高齢者コーラスグ
ループ参列

小学生との交流（高齢者への絵手紙プレゼ
ント活動）
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岩北校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

岩北校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

13 3 16

15

校区の現状 ５年後の校区像

○少子高齢化で子どもの減少，高齢者（世

帯）等が増加している。

○一部の地域に移動販売（週 2 回）が来て

いるが，買い物に困っている人がいる。

○認知症の方や一人暮らしの方が増えつ

つある状況の中，サロンや体操教室が増

え，小地域での見守りに繋がっている。

○グラウンドゴルフ場があり，週数回の練習

や地域での大会（奇数月）が開催され，

集いの場になっている。しかし，移動手段

がなく来れない方もいる。

◉ 高齢者と子ども（小・中・高生）とのふれあい

の機会を続けることで，地域が元気になる。

◉ 在宅福祉アドバイザーが継続することで，

見守り活動が充実する。

◉ 地域公益活動買い物支援や移動販売の拡

大促進，近隣同士での買い物支援の仕組

みを考えなら，買い物に困らない地域にな

る。

◉ サロン，体操教室，長寿クラブが増えること

で，見守りの強化や個々の生きがいに繋が

る。

◉ 様々な内容の講演会を開催することで，認

識を深め，地域を良くする仕組みづくりに繋

がる。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

①地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動 在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員
自治会長 他

②ネットワーク会議の開催(年 2 回)

岩北ふれあい事業

多世代交流（餅つき，レクリェーションな
ど）を行う。
また，参加できなかった高齢者・障がい者
世帯等へ見守りを兼ねた甘酒配布を行う。

小学生・高齢者
在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他

岩北を元気にする事業

元気で楽しく地域で暮らし続けるために，
講演会（メンタルヘルス・認知症サポータ
ー養成講座，防災・交通安全等）やふれあ
いの場を活用した催しを行う。

地域住民全員
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諏訪校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

諏訪校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

24 4 23

16

校区の現状 ５年後の校区像

○少子高齢者が進み，地域行事への参加

者が少ない。

○自治会役員の若返りで，高齢者とのコミュ

ニケーション不足が感じられる。

○自治会長が在宅福祉アドバイザーを兼務

しており，自治会未加入者を含め，継続

的な見守り活動が十分ではない。

○サロンや体操教室等集いの場が少ない。

◉ 継続的な在宅福祉アドバイザーの強化で，

年数回の意見交換会を開催し，校区社協役

員や民生委員・児童委員と連携し，課題解

決に向けた見守りの体制づくりができる。

◉ マップづくりを活用し，サロン，体操教室が

各自治会にできることで，見守りや生きがい

の場づくり強化になる。

◉ 多世代で地域行事へ参加する仕組みを考

えることで，コミュニケーションがとれる。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他

② ネットワーク会議の開催(年 2 回)

③ アドバイザーと民生委員・児童委員に
よる意見交換会の開催

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課
題，住民のつながりや活動などの状況を見
える化する。それを共有し，必要な生活支
援などについて一緒に考え実践する。（自
治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

高齢者の集い
高齢者が参加し，小学生の発表や一緒にゲ
ーム等でのふれあいを行う。

小学生
民生委員・児童委員
地域関係者 他

多世代交流事業

歳末に多世代での交流（しめ縄作り，餅つ
き等）を行い，参加できなかった高齢者宅
へ子ども達が書いたメッセージカードと
赤飯等準備し，見守りを兼ねて訪問。

地域住民
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光神校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

光神校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

13 2 14

17

校区の現状 ５年後の校区像

○少子高齢化が進み，高齢者世帯，一人

暮らし世帯，空き家が増えてきている。

○校区社協活動と校区公民館活動の連携

ができていない。

○災害に対して地域体制が不十分である。

○サロンや体操教室があり，見守りの強化

や生きがいの場になっている。

○校区社協事業で要援護者宅の見守りを

兼ねた弁当配布を行い，喜んでいただい

ている。

◉ 校区社協，在宅福祉アドバイザー，民生委

員・児童委員，関係機関等との意見交換会

を行い，継続的な地域活動を目指すこと

で，小地域（自治会外含む）で見守りや災

害・防災等の強化に繋がる。

◉ 支え合いマップづくりを活用し，集いの場

（サロン・体操教室）が増えることで，見守り

や引きこもり防止，生きがいの場になる。

◉ 校区社協事業やイベント等，校区公民館と

連携することで，高齢者から子どもまで参加

者が増え，お互いが顔見知りになることで，

声をかけあい見守りの強化になり，地域も

元気になる。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 消防団，他

② ネットワーク会議の開催(年 2 回)

③ アドバイザーと民生委員・児童委員，関
係機関による意見交換会の開催

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課
題，住民のつながりや活動などの状況を見
える化する。それを共有し，必要な生活支
援などについて一緒に考え実践する。（自
治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

光神ふれあい食事事業

光神ふれあい食事会（弁当配布）を年 3 回
開催。孤食を防ぎ，子ども達と交流。参加
できない要援護者宅へ見守りを兼ねて弁
当配布を行う。

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

多世代交流事業
歳末に音楽やイベント等を通して，子ども
から高齢者，地域の施設入所者との交流を
行い，絆を深める。

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者
施設入所者 他
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深川校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

深川校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

17 3 17

18

校区の現状 ５年後の校区像

○「深川の集い・福祉大会」を主事業に，要

支援者見守り活動，世代間交流の活動を

行ってきたが，参加者も同じ顔ぶれ，高

齢化，減少化してきている。

○活動もマンネリ化し，本来の校区社協の

活動が浸透されず，利用されていない。

役員のなり手不足も顕在化している。

○サロン（4 か所）や体操教室（2 か所）等集

いの場が少しずつ増えてきた。

○免許返納等により，買い物に困っている

人がいる。

◉ コミュニティ協議会が設立し，校区社協も活

動に参画し，福祉分野での地域住民へのア

ンケートを実施することで，福祉課題を把握

し，見守り活動の強化，買い物支援等の取

組を実践する。

◉ サロンや体操教室が小地域で増えること

で，見守りの強化や生きがいづくりに繋が

る。

◉ 世代間交流を充実させ，顔見知りになるこ

とで，お互いの見守り活動に繋げる。

事業名 内容 参加者

ささえあいネットワーク

事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他

② ネットワーク会議の開催(年 2 回)

③ 見守り活動の検討会

地域福祉活動事業

① アンケートの実施（課題の掘り起こし，
魅力アピール等） 在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員
自治会長 他② コミニティ協議会と連携し，課題解決

に向けた策定等の検討

世代間交流事業

【深川の集い】
① 子どもから大人まで参加のグラウンド

ゴルフ大会
② 小学生が書いたクリスマスカードとマ

スク等を添えて，要援護者宅へ見守り
を兼ねて訪問 地域住民

【福祉大会】
地域福祉のテーマを元に式典を行う。福祉
作文発表，ポスター等の掲示。多世代の交
流等行う
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柳迫校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

柳迫校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

17 3 24

19

校区の現状 ５年後の校区像

○地域コミュニティ協議会が発足し，校区社

協，公民館が連携しながら，安心安全な

地域づくりを進めている。

○在宅高齢者が減り，空き家が多くなってき

た。小集落では自治会の維持ができるか

心配。

○新興住宅建設により，若い世代が増えて

はきたが，親同士や地域とは希薄な方が

いる。

○多世代交流の拠点である「皆来館」の活

動を通して，柳迫校区以外からも多くの

方々が利用していただいている。

○サロンや体操教室が増え，住民同士の見

守りや生きがいにも繋がっている。

◉コミニティ協議会と連携し，在宅福祉アドバイ

ザーや地域内外の住民が繋がる活動，住民

一人ひとりが地域を見守る体制づくりの強化

を行う。

◉再度全地域で支え合いマップづくりを行い，

住民同士の繋がりや課題を把握し，集いの

場づくり（サロン・体操教室）や関係機関への

繋ぎ，可能な生活支援体制づくりを行う。

◉コミニティ協議会と協同し，多世代での交流

の場をつくり，子ども達が参加することで，若

い世代の親も一緒に地域行事に参加し，繋

がりがもてる。

◉「皆来館」では，地域からの要望や社会情勢

の変化に応じながら，多世代交流の拠点と

し色々な活動の取組を行い，関係機関への

つなぎ役も担う。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他② ネットワーク会議の開催(年 2 回)

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課題，
住民のつながりや活動などの状況を見える
化する。それを共有し，必要な生活支援など
について一緒に考え実践する。（自治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

福祉大会事業

校区の世代間交流，福祉活動の啓発，地域に

おける見守り活動の発表，福祉功労者，小学

生の福祉作文発表，敬老者へのお祝い等。

地域住民

多世代交流事業

子ども達が作ったもち米で，おこわ作りを

行い，子ども達のメッセージカードを添え

配布。また，小学校との交流を行う。

小学生
在宅福祉アドバイザー
自治会長
民生委員・児童委員
地域関係者 他

皆来館事業

お食事会，子育てサロン，ほっとカフェ，
茶飲ん場，ゆったり太極拳，リラックス体
操，絵手紙，児童クラブふれ愛活動，多世
代交流の拠点活動など。

全住民
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岩川校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

岩川校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

38 13 60

20

校区の現状 ５年後の校区像

○大隅町の中心部。自治会数・住民の数共

に一番多い校区。面積・人口共に多い

故，自治会ごとに地域性が異なる。また

規模的に難しいのか岩川校区民が一堂

に会したり参加したりする機会はない。岩

川校区という意識より，岩川（市役所付

近），八合原（上の方），自分の自治会と

いう捉え方が強いように思われる。各自治

会ではサロンや長寿会，グラウンドゴルフ

が行われている。自治会によって未加入

者も多い。合併前の集落の姿に戻りつつ

あり，コロナの影響もあり増々その感は否

めない。今後高齢化が進み，多方面にお

いて連携がなくなり，自治会運営にも影

響が出始めました。現に崩壊集落も起こり

つつ有ります。

◉今の岩川本町にしても，40 代の方で地元勤

めの人数は 2～3 名，自治会にしても役員を

担う若い人達が引き受けるとは限りません。

民生委員・児童委員，在宅福祉アドバイザ

ー，自治会長等々を担う者が出来る地区と

出来ない地区との格差が生じる。外部から

の知恵，力を借りる必要もあり。一つの校区

としてまとまった活動を行うより，小地域ごと

の地域課題を表出・情報共有することから始

めたい。また，広い校区を有利ととらえ，関

係機関と協働しながら，一人ひとりのために

活動を行うことを積み重ねていきたい。

事業名 内容 参加者

ささえあいネットワーク

事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か

け，見守り，安否確認活動 在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員

自治会長 他

② ネットワーク会議の開催(年 2 回)

③ アドバイザーと民生委員・児童委員によ

る定例会の開催

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課題，

住民のつながりや活動などの状況を見える

化する。それを共有し，必要な生活支援など

について一緒に考え実践する。（自治会単位）

在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員

自治会長

地域関係者 他

校区社協と民生委員・

児童委員の定例会

岩川校区は地域が広いためそれぞれの自治

会で地域性も異なっている。校区社協と民生

委員・児童委員が情報の共有や意見交換を行

い，連携を密にすることでお互いの活動がス

ムーズになるように定例会を開催。（1 か月，

１時間，最寄りの自治公民館にて）

校区社協役員

民生委員・児童委員

年賀状配布

見守り対象者の方に児童・生徒が作成した年

賀状を届ける。児童生徒に支えあい事業の説

明を行うことで地域活動の魅力を伝え，年賀

状を受取った方からの感想も児童生徒にお

返しする。

大隅中学校，岩川小学校

在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員

自治会長

地域関係者 他
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菅牟田校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

菅牟田校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

9 2 11

21

校区の現状 ５年後の校区像

○菅牟田校区は，曽於市の中でも小規模

の校区であり，高齢化率も約 60％であ

る。アドバイザー設置自治会は100％であ

り，見守り活動も通年通して積極的に行っ

ている。ふれあい・いきいきサロンは未設

置だが，グラウンドゴルフ活動がいくつか

あり，グラウンドゴルフに参加できなくなっ

た方もご近所を行き来はしている。高齢

世帯や男性の一人暮らしの方が増えつ

つあるので気軽に声をかけあう関係を築

きたいとは思っている。三社神社，宮下神

社，小学校と合同の元気まつりや振興大

会等，そば祭りなど校区民が参加するイ

ベントも多くあり，小規模だからこそまとま

りやすい素地があり，可能性も高い。

◉ 前向きな現状維持を目指す！！

◉ 今あるものを活かし，交流・社会参加の場

を増やし，多世代交流を行う。そうした集

いの場でのつながりが日常のつながりに

結び付くように声掛けをし続け，例え外出

が難しくなってもお互いに気にかけあう適

度な関係を構築したい。

事業名 内容 参加者

ささえあいネットワーク

事業

①地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動 在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員
自治会長 他

②ネットワーク会議の開催(年 2 回)

アドバイザー研修会

８月下旬実施
①研修
②意見交換（情報共有）
➂敬老の日訪問について打合せ

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

敬老祝い訪問

9/20 前後実施
小学生に高齢者へのメッセージを書いて
もらい，祝いの品とともに 85 歳以上の方
に届ける。（11 月の県民週間の招待状も兼
ねる）

菅牟田小学校児童，
在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

グラウンドゴルフにお

いでよ

校区内で不定期に行われているグラウン
ドゴルフを定期開催にし，近くの方が参加
しやすくする。

民生委員・児童委員
長寿会，自治会長
地域関係者 他
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笠木校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

笠木校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

14 4 17

22

校区の現状 ５年後の校区像

○岩川の町の隣に位置し，認定こども園，小学
校，認知症グループホーム等の福祉施設や
郵便局がある校区。令和３年よりコミュニティ協
議会も立ち上がり地域の一体感が高まりつつ
ある。校区の中心部は福祉施設や地域活動
を行う人材が存在しておりサロン活動等行わ
れているが，中心部から離れるほど個々人が
それぞれの生活をしている。自治会行事で集
まることも無くなり，自治公民館に行くこと・家
族以外と話をする機会も減ってきている。中心
部での行事は，移動手段がないことや歩行に
不安があることなどから参加できる方が限られ
てきた。高齢世帯は近隣に住む子どもが買
物・病院受診の支援をしており，近所や自治
会に頼ることは少ない。ただ，公民館等の除
草作業を自主的に行う方や散歩や墓で出会
えば話がはずむと聞くので，きっかけがあれ
ばお互いに助け合えるような方が多いのでは
ないかと思う。

◉ 見守り・声掛けを継続して積極的に行い，子

どもから高齢者まで，何歳になってもお互い

に助け合える地域にしていきたい。

事業名 内容 参加者

ささえあいネットワーク
事業

① 地域ネットワークによる日常的な声かけ，

見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員

校区公民館三役 他② ネットワーク会議の開催（年２回）

笠木校区社会福祉大
会

小学校児童による福祉作文，民生委員・児童委

員やアドバイザーの紹介，福祉講演を行うこと

で，校区公民館・学校・校区社協が連携を深め，

福祉活動に対する校区民の方から協力が得ら

れるようにする。

小学校

在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員

自治会長

地域関係者 他

福祉の集い

レクリエーションや会食。新型コロナウイルス

の影響等で家にこもりがちな高齢者が一日を

楽しく過ごし，笠木に住んで良かったと感じて

いただきたい。

在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員

校区公民館三役，地域住民

関係機関 他

笠木校区
いきいき合同サロン

サロンの交流の場づくり，連携意識・地域づく

りの高揚を図る。

いきいきサロン

体操教室

在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員

校区公民館三役

地域関係者 他

健康づくり
コミュニティ協議会と共同で体操教室開設を

目指す。体操教室開設に向けて各自治会で広報

の場を設ける。

コミュニティ協議会

在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員

自治会長

地域関係者 他
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大隅北校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

大隅北校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

5 5 22

23

校区の現状 ５年後の校区像

○曽於市の西部に位置し，霧島市福山町と
接している。畜産や農業が盛んな地域。
自治会組織検討委員会を経て自治会の
合併を行い，平成 31 年度より６つの自治
会に編成。大きく５つの区域（緑：梶ケ
野，東迫 黄：おりた 白：坂元 赤：二重
堀 青：榎木段，東坂元）に分けられてお
り，５つの区にそれぞれ長寿会がある。地
域おこし団体の「おろんの会」や代行サ
ービスを行う「ボランティア結」もあり，地域
活動が盛んな地域である。高齢になって
からの自治会の脱会や比較的若い世代
の未加入者（特に男性），また運転免許
返納者の増加も増えてきている。

◉ 見守り活動やささえ合いマップ作成を通し

て，お互いに見守り，支え合い，助け合う地

域を構築する。これまでの活動に加え，未

加入者や児童・児童の親等比較的若い世

代を巻き込んだ認知症に関する取組を行う

ことで，世代を超えた交流をし，住民同士の

つながりを太くしたい。

事業名 内容 参加者

ささえあい

ネットワーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他

② ネットワーク会議の開催（年 2 回）

③ アドバイザーと民生委員・児童委員に
よる定例会の開催

支え合いマップづくり

事業

マップを活用して地域にある地域生活課
題，住民のつながりや活動などの状況を
見える化する。それを共有し，必要な生
活支援などについて一緒に考え実践す
る。（自治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他

認知症に理解の深い

地域

認知症理解について段階を踏みながら共
感・受容の波紋を広げていく。
① 認知症サポーター養成講座全色受講
② 最新の行方不明者捜索ツール勉強会&

実際の捜索現場の声を学ぶ
③ 行方不明者捜索訓練

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長，消防団
地域住民，関係機関 他

サロン会で福祉の集

いを実施

地域の交流の場づくり，連携意識の高揚
を図る。地域に校区社協役員が出向き，
自治会・長寿クラブとコラボして講演等
意見交換を行う。

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
地域関係者 他
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恒吉校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

恒吉校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

17 5 20

24

校区の現状 ５年後の校区像

○ 高齢者が多く，一人暮らしが多い。子どもは少なく，
若者もいない。免許返納する方も増えている。校区
内に郵便局は 2 か所あるが商店やガソリンスタンドは
ない。山間部や崖部が多く，台風・大雨が降るとがけ
崩れによる倒壊する家屋，通行止めになる道路があ
る。コロナウイルス感染症の影響もあるが，住民の交
流がなくなってきている。高齢になってから自治会を
脱退する方も多い。いきいきサロンも世話役がいなく
なり，以前は 8団体あったが現在 3団体と数が減って
いる。個人情報に敏感でなんでも話せる雰囲気がな
くなりつつある。

○ 校区社協と公民館の連携がスムーズに行われてお
り，地域の現状や課題解決について話し合え，実行
できる人材が多い。またコミュニティ協議会の設立に
向けて拠点つくりなど前向きな検討が行われており，
校区社協として役割を果たしていきたい。

◉ つながりを広げていきたい。

◉ 支え合いマップに取り組み，一

人ひとりの生活しづらさを共有

し，その課題に対して出来るとこ

ろからやっていき，一つずつ解

決していく。その積み上げを続

け，恒吉校区で出来るだけ長く

住み続けられるようにしていきた

い。

事業名 具体的な活動 参加者

ささえあいネットワ
ーク事業

① 地域ネットワークによる日常的な声かけ，見守
り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー，民生

委員・児童委員，自治会長

他② ネットワーク会議の開催（年 2 回）

支え合いマップづく
り事業

マップを活用して地域にある地域生活課題，住民の
つながりや活動などの状況を見える化する。それを
共有し，必要な生活支援などについて一緒に考え実
践する。（自治会単位）

在宅福祉アドバイザー，民生

委員・児童委員，自治会長，

地域関係者 他

緊急連絡シート
配布

令和元年度よりかかりつけ病院記入欄を付け加え
全世帯に配布。状況の変化を毎年確認する。

在宅福祉アドバイザー，民生委

員･児童委員，自治会長 他

高齢者ゴミ出しサ
ポート＆ゴミ拾い大
作戦

高齢者や一人暮らし（特に粗大ごみを出すことに困
難を感じている）世帯に対し，ゴミ出し支援を行う。
同時に校区内のゴミ拾いを行い，高齢者や子どもた
ちの交流も兼ねる。（12 月中旬）

在宅福祉アドバイザー，民生

委員・児童委員，自治会長，

校区住民 他

恒吉校区福祉大会

校区内の様々な方に集まってもらい小学生の福祉
作文，合奏，合唱，アドバイザーの紹介やサロンの
活動発表を行う。レクリエーションをしながら会話
を楽しみ，楽しい交流の場を図る。校区社協の活動
啓発も行う。

小学校，在宅福祉アドバイザ

ー，民生委員・児童委員，自

治会長，地域関係者 他

災害時の対応

校区住民が災害に対して語り合える場（各自治会）
を設け，有事に速やかに行動できるようにする。
・各個人の避難経路・避難場所の確認
・避難所での過ごし方の確認（設備，役割等）

地域住民，民生委員・児童委

員，自治会長，消防団，地域

関係者 他

つながり深める

認知症等の病気により，行方不明になる方が毎年のよ

うにある。自治会と一緒に行方不明捜索について学

び，訓練を行う。また，一人ひとりの生活スタイルを

お互いに理解しておくためにも「つながる場（サロン，

長寿会，体操教室等）」を積極的に開設していく。その

ための支援の方法も検討していく。

在宅福祉アドバイザー，民生

委員・児童委員，自治会長，

消防団，地域住民，関係機関

他
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大隅南校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

大隅南校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

17 4 15

25

校区の現状 ５年後の校区像

○曽於市の南西部に位置し，鹿屋市輝北町に
接している。大規模農家が多く，親世代は子
ども世代の農業の手伝いをいくつになっても
し続ける。子どもらは大隅南に家は建てず，岩
川等の町の方から通ってくる。また，大規模農
家の研修生で外国の方も多く住んでいる。
2021 年（令和 3 年度）に小学校行が閉校とな
り，地域の拠点となるべき存在がなくなった。
2021.11 よりコミュニティ協議会設立の準備が
始まっている。自治公民館で集まることも減
り，よりあう機会が減っている。ただ，道路清掃
などは年齢に関係なくお互いに力を合わせて
いるところもあり，高齢となっても役割を果たそ
うという気持ちは強い。近所付き合いやお互
いの見守りは意識せずともできている地域な
ので，集うことや語り合うきっかけを提案し続け
たい。

◉ 令和５年コミュニティ協議会が立ち上が

る，小学校が閉校になるなど今までとは違

うことが起こり，未来が想像し難いが，良

いと思うことにチャレンジし，方向性を修正

しながら前に進んでいきたい。

◉ コミュニティ協議会に参加し，必要と思わ

れる様々なこと（小学校跡地を活用し，子

ども・高齢者・農業研修生の交流の場等）

をその都度提案しながら，地域がふれあ

いや交流が盛んになるようにし，大隅南に

住んでよかったと思ってもらいたい。

事業名 内容 参加者

ささえあいネットワーク
事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動 在宅福祉アドバイザー

民生委員・児童委員
自治会長 他

② ネットワーク会議の開催（年 2 回）

③ アドバイザーと民生委員・児童委員によ
る定例会の開催

支え合いマップづくり事
業

マップを活用して地域にある地域生活課題，
住民のつながりや活動などの状況を見える
化する。それを共有し，必要な生活支援など
について一緒に考え実践する。（自治会単位）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長，地域関係者 他

認知症サポーター養成
講座

開催時期（夏休み期間中など）や参加対象を
広げ，多くの校区民に参加していただき，繰
り返し認知症について学び続けたい。

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長，消防団
地域住民，関係機関 他

福祉
グラウンドゴルフ大会

校区住民の福祉向上と親睦を図る。小学校の
グラウンドでグラウンドゴルフを行い，公民
館に移動して交流。交通安全の講習会も行
う。（11 月 23 日）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長，地域関係者 他

ミニ門松の配布
見守りを兼ね，ミニ門松を作成し，独居高齢
者へ配布。（12 月 29 日）

長才会
在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長，地域関係者 他

独居高齢者宅の草払い
独居高齢者宅の草払い及び校区内のロード
ミラー清掃

長才会
在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会，地域関係者 他

緊急連絡カードの配布 緊急連絡カードを配布する
在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長，地域関係者 他
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月野校区

社会福祉協議会活動計画（概要）

校区社協名称 区分

月野校区社会福祉協議会

自治会数 民生委員・児童委員数 在宅福祉ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ数

24 6 35

26

校区の現状 ５年後の校区像

○月野校区は大隅町の北西部に位置し地
区公民館のある地域から八合原まで東
西に広く，また高低のある土地となって
いる。アドバイザー設置自治会は 100％
であり，見守り活動も通年通して行って
いる。地域の活動としては，ふれあい・い
きいきサロン 3 か所，グラウンドゴルフが
5 か所，月野村おこし会などがある。ま
た，校区社協と公民館との連携も常日頃
からできている。

○大雨時には月野川の氾濫，土砂災害，
通行止めが起きる箇所がある。崖下・川
岸に住んでいる方がいるため，避難時の
対応はもちろん平時のつながりが大切だ
と感じている。

◉ 「安心して暮らせる明るい月野校区民」を目

指す。避難訓練を実施することで全世代の

交流も兼ねること，校区社協が主催で行うこ

とで自治会加入・未加入の区別なく校区民

として安全のために行動することを意識す

る。また，災害時の対応に備えて平時のつ

ながりが大切という事で体操教室の立ち上

げを公民館組織とともに検討，推進する。

事業名 内容 参加者

ささえあいネットワーク
事業

① 地域ネットワークによる日常的な声か
け，見守り，安否確認活動

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他② ネットワーク会議の開催（年 2 回）

大雨災害避難訓練

月野校区内で毎年自治会避難訓練を行う。全
ての地区で行う様に数年計画する。日々の安
全対策，地域住民や消防団の連携を確認。ま
た，実施時には他の地区の自治会長も参加し
てもらい，自分の地域の安全対策について検
討してもらう。

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長
消防団，公民館関係者，地
域住民 他

元気で健康月野区民

体操教室やサロンを立ち上げ，月野校区民の
心身の健康づくりを進める。
① 公民館組織の理解と協力を得るよう，全

体会で説明を行う
② 体操教室支援者養成講座があるときは積

極的に参加する
➂ 既存の体操教室やサロンの見学に行く

地域住民
校区社協役員
民生委員・児童委員
公民館関係者
自治会長 他

座談会

民生委員・児童委員毎にアドバイザーと自治
会長による座談会を開催し，情報共有・災害
時の対応・日々の見守り活動・課題の早期発
見に努める。（6 月）

在宅福祉アドバイザー
民生委員・児童委員
自治会長 他

師走の集い
福祉の学習，グラウンドゴルフを行い，校区
民の交流を図る。（12 月）

校区住民

民生委員・児童委員の
集い

校区の民生委員・児童委員が安心して活動で
きるように，情報共有の場を設定する。（小
学校での活動後）

校区社協役員
民生委員・児童委員
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第６章 成年後見制度の利用促進について

第６章    

成年後見制度の

利用促進について

（曽於市成年後見制度利用促進基本計画）
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第６章 成年後見制度の利用促進について

１ 策定の背景

成年後見制度は，認知症高齢者や障がい者など判断能力の不十分な人のために財産管

理や契約を代わって行う後見人などを選任する制度であり，平成１１年民法の一部改正により，

従来の禁治産制度が見直しされ，平成１２年から制度が始まっています。

一方，障がい者の人権や尊厳等に向けて「障害者の権利に関する条約」が発効し，国にお

いては平成 26年１月に批准されています。

平成 28年５月には，「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（以下「法」）という。）が施

行され，国ではこれまでの取組と，さらにノーマライゼーション，自己決定権の尊重，身上保護

の重視に向けた制度理念の尊重を図ることとされ，平成 29年には国の「成年後見制度利用促

進基本計画」が閣議決定しています。

これにより，概ね令和３年度までに「当該市町村の区域における成年後見制度の利用促進

に関する施策についての基本的な計画」を定めるよう努めること，利用促進に向けて必要な体

制の整備を講ずることが明示されたことに基づき，「曽於市老人福祉計画及び第８期介護保険

事業計画」や「曽於市障がい者福祉計画」との整合，連携を図り「曽於市成年後見制度利用

促進基本計画」を策定するものです。

２ 計画の位置づけ・期間

本市では，本計画を「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第１４条第１項「当該市町

村の区域における成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画」として

位置づけます。

また，健やかで共に支え合う福祉のまちづくりをめざす「曽於市地域福祉計画」と連携して

一体的に策定します。

なお，本計画の期間は第２期曽於市地域福祉計画と整合性を図るため，令和４年度から令

和８年度までの５年間とします。

計画策定にあたっては専門的知見を有する専門職である弁護士，司法書士，社会福祉士

や地域包括支援センター，曽於市社会福祉協議会等と成年後見制度利用促進に関する検

討会や勉強会を実施し，検討を重ねました。

（曽於市成年後見制度利用促進基本計画）
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３ 成年後見制度について

成年後見制度とは，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

十分でない人の権利を守る支援者（成年後見人等）を選ぶことで，本人を法律的に支援する

制度です。

平成１２年４月の介護保険制度の導入に伴い，福祉サービスが原則的に「措置」から「契約」

に移行したことに併せ，判断能力に不安がある人への支援制度として成年後見制度（民法改

正による），日常生活自立支援事業（厚生労働省補助制度）がそれぞれ創設されました。

成年後見制度は大きく分けて２つ，法定後見制度と任意後見制度があります。

○法定後見制度

認知症や知的障がい，精神障がいにより判断能力が十分でない状態となった人の権利を

守るため，申立により家庭裁判所が選任した支援者がつく制度。

○任意後見制度

自分の判断能力が衰えてきた時に備えてあらかじめ支援者を誰にするか，将来の財産管

理や身の回りのことについて何を支援してもらうか，自分で決めておくことが出来る制度。

判断能力の低下が比較的軽度な人の権利擁護のための制度です。

認知症や知的障がい，精神障がいにより判断能力が一定程度あるが十分でないことで

様々なサービスを適切に利用することが困難な人を対象に，契約に基づく福祉サービスの

利用援助や日常の金銭管理等，地域で安心して暮らせるよう支援する事業です。

成年後見制度の種類

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用支援事業）
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４ 曽於市の現状

（１）成年後見制度利用対象者見込み

アンケートの結果，施設利用者の中で利用見込みの者は１００人，日常生活自立支援事

業利用者から移行により利用見込みの者は１３人となり，合わせて１１３人の利用見込みの

者がいることがわかりました。

【市内医療機関，介護・障がい関係事業所への実態把握調査】

① 施設利用者の中で 1）～9）に該当する者の数

② 要支援者 761 人中以下に該当する者の数

［出典］成年後見制度に関する実態把握調査（令和２年７月）

【日常生活自立支援事業利用者の成年後見制度移行状況調査】

③ 移行の必要性のある者の数

④ 移行が必要と思われる者の親族の状況

⑤ 移行が必要で親族による申立の状況

［出典］日常生活自立支援事業利用者の成年後見制度移行状況調査（令和２年７月）

1） 本人の判断能力が不十分であるため，消費者被害に遭ったことがある。 19人 2.5% 

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

要支援者合計 761人 100.0% 

3.2% 

7.1% 

57.2% 

25.5% 

0.8% 

0.7% 

1.2% 

2.0% 

9人 

15人 

24人 

54人 

法
律
行
為

虐
待
被
害
等

財
産
管
理

そ
の
他

本人の判断能力が不十分であるにもかかわらず，管理すべき財産が高額（おおよそ５０
０万円以上）である。

税金や施設利用料・その他借金等を現に滞納しているが，本人の判断能力が不十分で
あるため，適切に対応できていない。

本人の判断能力が不十分であり，商品を次々購入する等，収入に見合った適切な支出
ができない。

その他困難な事例があるが，本人の判断能力が不十分であるため，適切に対応できて
いない。

本人の判断能力が不十分であり，不動産の処分や遺産分割協議など，日常的な金銭
管理を超える法律行為を行えない。

435人 

本人の判断能力が不十分であり，必要な医療・介護・福祉サービスの利用契約を理解
できず，利用が進まない又は本人が利用を拒否している。

194人 

本人の判断能力が不十分であるため，預金や年金を取り上げられるなど，家族等から
経済的虐待を受けている又はその疑いがある。

本人の判断能力が不十分であるため，家族等から4）以外の虐待（身体的・精神的・性
的・ネグレクト等）を受けている又はその疑いがある。

6人 

5人 

身寄りがない又は近隣市町村内に頼れる親族がいない。 18人 

親族はいるが協力を得ることが困難である。 82人 

合計 100人 

1）

2）

当面の間，移行の必要性を感じない 34人 

ある程度早い段階での移行が必要と思われる　※ 13人 

既に成年後見制度を利用している 0人 

合計 47人 

1）

3）

2）

※「ある程度早い段階」とは，今後１年程度を想定しています。

親族がいる 13人 

親族がいない 0人 

合計 13人 

1）

2）

親族による成年後見等申し立てが期待できる 0人 

親族による成年後見等申し立てが期待できない 13人 

合計 13人 

2）

1）
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（２）成年後見制度利用者・申立等の状況

① 成年後見制度利用者

本市では，法定後見が９割を占め，補助・任意後見利用者は０人となっています。

類型 後見 保佐 補助 任意後見 計

平成 30年 10月 38 3 0 0 41

令和元年 10月 36 2 0 0 38

令和２年 10月 41 2 0 0 43

［出典］家庭裁判所

② 市長申立の件数

市長申立件数は増加傾向にあり，認知症や知的障がいで身寄りのない方への支援が必

要となっています。

年  度 平成 21 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度

件  数 1 1 0 5 3

(内)高齢者 1 1 0 3 3

(内)障がい者 0 0 0 2 0

［出典］介護福祉課

③ 日常生活自立支援事業利用の状況

利用者件数は年々増加しており，令和２年度では 56件となっています。

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度

実利用件数 29 30 31 44 56

［出典］社会福祉協議会

④ 曽於市における高齢者虐待相談・通報件数

高齢者虐待相談・通報件数，虐待判断件数ともに増加しています。

［出典］介護福祉課
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（３）成年後見制度の認知度・相談窓口認知度

「成年後見制度」の制度内容を知らない人は 78.3％（Ｈ28年調査 82.2％），日常生活自

立支援事業（福祉サービス利用支援事業）を知らない人は 83.4％（Ｈ28 年調査 88.9％）と

なっており，認知状況は改善しているものの依然として認知度は低い状況にあります。

［出典］曽於市の地域福祉に関する市民アンケート調査

※平成 28 年調査は無回答を除外して再集計しています。

また，市民の権利擁護を目的とし，身近な場所で気軽に相談及び利用できる「曽於市社

会福祉協議会権利擁護センター」については，H28 年調査で過半数以上が「必要である」

と回答していました。平成 30年２月に開設されてから２年が経過していますが，同センター

自体を「知らない」とする割合は８割を超えており，認知度は低い状況にあります。

［出典］曽於市の地域福祉に関する市民アンケート調査

※平成 28 年調査は無回答を除外して再集計しています。

知っているし，制度内容

も知っている

21.7%

17.8%

知っているが，制度内

容は知らない

39.3%

33.1%

知らない

39.0%

49.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

成年後見制度の認知状況

R2年調査(n=336)

H28年調査(n=529)

78.3%

82.2%

知っているし，制度内容

も知っている

16.6%

11.1%

知っているが，制度内

容は知らない

30.4%

25.8%

知らない

53.0%

63.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日常生活自立支援事業

の認知状況

R2年調査(n=332)

H28年調査(n=529)

83.4%

88.9%

必要であ

る, 56.6%

必要でな

い, 3.7%

わからな

い, 39.6%

H28年調査（n=535）

権利擁護センターの必要性
知っている

し事業内

容も知って

いる, 10.1%

知っている

が事業内

容は知ら

ない, 27.6%
知らない, 

62.3%

R2年調査（n=326）

権利擁護センターの認知状況
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５ 曽於市の課題

○ 虐待・消費者被害・セルフネグレクト等困難ケースの相談・通報等件数が増加して

おり，相談支援人材不足及び専門的な知識やスキル不足もあり専門職種との連

携が必要となっています。

○ 対象者が高齢者や障がい者であり，同一世帯及び親族に複数の問題を抱えてお

り複合的な対応が求められています。

○ 成年後見制度の認知度が低く，生活困窮・ひきこもり・権利擁護等の相談窓口が

複数あり住民へ認知されにくく，対応に時間がかかり連携のしづらさがあります。

○ 担当者が相談を一人で抱え込み悩むことが多く，長期的支援による負担の増加

や迅速な支援のしづらさもあります。

① 権利擁護に関する相談や虐待通報・判断件数の増加

② 日常生活自立支援事業利用者や成年後見制度市長申立件数の増加

③ 制度についての認知度が低く本当に必要な人へ支援が届いていない

④ 相談支援機関等個々の支援者の抱え込みや負担の増加

⑤ 専門的な相談支援を担える人材が少ない

⑥ 後見人等担える人材が少ない

６ 取組の基本目標

本市の高齢者，障がいのある人の状況や成年後見に関する国の動向を踏まえ，誰もが

住み慣れた地域で，地域の人々と支えあいながら，尊厳をもってその人らしい生活が継続

できることを目的に，権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに取り組みます。

曽於市の課題
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７ 具体的な取組

（１）地域連携ネットワークの体制整備

地域において権利擁護支援が必要な人を把握し，相談に応じ，成年後見制度の利用

に結び付けるために，地域における福祉・医療・地域の関係者や法律の専門家・行政など

が連携して対応する必要があります。

そのためには，関係部署や関係機関が連携した体制づくりに取り組むとともに，身近な

相談機関である地域包括支援センター等との情報の共有化やケース検討等図る機会を設

け，ネットワークの整備に努めます。また，権利擁護支援や成年後見制度に関する専門相

談への対応や，後見等の運用方針等について家庭裁判所との情報交換や調整等に対応

できるよう，法律・福祉の専門職団体や関係機関が支援できる体制を整えていきます。

1）市の機能・役割

⚫ 司令塔機能

地域の権利擁護支援，成年後見制度の利用促進に向けて，全体構想の設計（市

基本計画策定）

⚫ 監督機能

協議会等活用しながら市基本計画の実現に向けた進捗管理と中核機関の適正

な運営を監視する

２）中核機関の機能・役割

⚫ 事務局機能

地域連携ネットワークが円滑に機能するための総合調整（協議会運営）

⚫ 進行管理機能

権利擁護支援の方針検討，成年後見制度の利用に向けた検討，モニタリング・

バックアップの検討及び専門的判断

（２）中核機関の設置

中核機関とは，地域連携ネットワークの運営の中心となり①広報機能，②相談機能，③

成年後見制度利用促進機能，④後見人支援機能を有し，権利擁護支援の総合相談窓口

となる機関です。

令和３年 10 月に，曽於市社会福祉協議会を中核機関として位置づけました。①広報機

能や②相談機能を中心に運営しながら，未実施機能についても今後計画的な整備に努

めていきます。

地域連携ネットワークの体制整備
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① 広報機能

権利擁護に関する支援が必要な人は，自ら相談に行けず，ＳＯＳをあげられないことが多

くあります。アウトリーチ(訪問型支援)等の方法を駆使し早期発見に努め，速やかに必要な

支援に結びつけることが重要です。地域住民等で支援に関わる関係者，専門職，日常生活

の中で接する金融機関や商店等が権利擁護の必要性に関する知識や成年後見制度の効

果等について理解を深めるためのアプローチが必要です。誰もが成年後見制度を正しく理

解できるよう，市民ニーズを踏まえた分かりやすい制度の周知に努めます。また，支援が必

要な人が適切な制度利用等に結びつくよう，情報提供や理解促進につながる機会の充実

を図ります。

１）わかりやすい講演会・講座の開催

⚫ 住民や関係者等に対する制度の周知（出前講座，講演会等）

⚫ 行政・地域の関係者・地域の相談支援機関に対する制度の周知（関係者向け研

修会，出前講座等）

２）広報活動の推進

⚫ わかりやすいパンフレットを作成し，公共施設等に配置し，相談窓口，講演

会，出前講座，様々な機会で配付・説明

⚫ 事業や制度の周知にあたって，市や関係機関の広報紙やホームページなど活

用した周知

３）早期支援につなげるための相談窓口の周知

⚫ 制度利用に至っていない人が早期支援につながるよう，相談窓口の周知の強化

○ 権利擁護支援講演会等の受講者数

○ 権利擁護支援講演会等の実施回数

○「知らない」の回答率（曽於市の地域福祉に関する市民アンケート調査より）

平成 28 年 令和 3 年 令和 8 年

成年後見制度を「知らない」とする割合 82.2％ 78.3％ 10％減少

日常生活自立支援事業を「知らない」とする割合 88.9％ 83.4％ 10％減少

権利擁護センターを「知らない」とする割合 － 89.9％ 10％減少

※上記「知らない」については，同調査の選択肢において「知っているが，内容は知
らない」及び「知らない」とする割合の合計値です。

主な取組

取組指標
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② 相談機能

地域の関係者等の気づきや発見により市や相談支援機関等に相談が入り，相談支援機

関で本人の意思決定支援や支援の必要性，適切な支援内容等検討（アセスメント）を行い，

権利擁護支援が必要と思われるケースは中核機関へつなぎます。定期的に権利擁護支援

会議を行い，権利擁護に関する支援の必要性等について検討を行い，成年後見制度の利

用が適切と判断された場合は成年後見制度利用促進の段階へ進みます。成年後見制度の

利用以外の支援内容が適切と判断された場合は，日常生活自立支援事業の検討や法律

的な助言を行うとともに，相談支援機関等が適切にケースのモニタリングを行い，本人の状

況の変化に応じて再度支援方策の検討を行います。

任意後見契約が締結されているケースについては，モニタリングと支援方策の検討過程

で任意後見監督人選任の申立てを促すタイミング等についても検討する必要があります。

１）専門職相談会または相談支援の実施（弁護士・司法書士・社会福祉士）

２）権利擁護支援会議の実施

○ 権利擁護に関わる相談件数

○ 専門職相談会の実施回数及び件数

○ 権利擁護支援会議の実施回数及び件数

主な取組

取組指標
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③ 成年後見制度利用促進機能

利用者がメリットを実感できる制度の運用のため，財産管理のみでなく，意思決定支援・

身上保護も重視した適切な後見人等の選任や利用者の意思決定支援を念頭においた受

任調整会議を行います。（親族の中に申立人や後見人等候補者になれる人がいるか，市長

申立の必要性の有無，親族以外の後見人等候補者の検討等。）選定に際しては，家庭裁

判所と選定のイメージを共有しておくことが重要であり，後見人等選任後，中核機関は本人

を後見人等とともに支えるチームを編成する支援を行います。

１）受任調整会議の体制が整い次第実施

２）市民後見人養成・研修の体制が整い次第実施

３）申立費用や成年後見人等の報酬に係る費用負担が困難な場合の適切な助成方針

について検討

④ 後見人支援機能

地域の関係者や相談支援機関等がチームの構成員として後見人等とともに本人の生活

を支えます。中核機関は，受任調整会議の構成員である法律・福祉の専門職や協議会の

構成団体と連携しながら，チームが行う支援内容の検討や後見人等が行う後見事務に関す

る支援を行います。また，本人の能力や生活環境，とりわけ身上保護の変化，支援関係者と

の関係性の変化等を把握し，後見等類型の適切性や後見人等に付与されている権限の妥

当性等モニタリングします。類型変更の申立の検討，付与された権限の削除や，新たに必

要となった権限の追加，後見人の追加や交代，監督人選任や辞任の判断などの必要性が

生じた場合，検討を行います。中核機関は後見人の監督を担う家庭裁判所に情報の提供

をするなどして連携します。この機能が果たされることで，不正防止や後見人等の不適切な

実務を是正することが可能となります。

１）チームへの支援内容やモニタリングにより後見類型の適切性や付与されている権限

の妥当性等についての検討（チーム会議）を体制が整い次第随時実施

２）不正の発覚や後見人の交代などの検討を体制が整い次第随時実施

３）後見人(親族・市民)の相談や適切な支援を体制が整い次第実施(相談窓口・研修会・

集い等)

○ 市長申立の実施件数

○ 日常生活自立支援事業の利用件数

○ 日常生活自立支援事業から成年後見制度へ移行した件数

主な取組

取組指標

主な取組
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（３）曽於市権利擁護支援推進協議会の設置

令和３年 10 月，曽於市権利擁護支援推進協議会を設置し，認知症や知的障がい者，

精神障がい者等の権利擁護に係る諸問題に対して協議します。

成年後見制度の利用促進を始めとする権利擁護支援における，法律および福祉の関

係者等の地域連携体制を構築するための協議や日常生活自立支援事業の対象とならな

いものの判断能力に不安があり金銭管理が必要な者や身元保証人が存在しないために

生活等に困難を抱えている人への支援など，成年後見制度利用促進の取組を通して明ら

かになった地域課題についても協議会で検討します。

（４）曽於市社会福祉協議会との連携

曽於市社会福祉協議会では，権利擁護センターを設置し，法人として成年後見人を受

任しています。また，鹿児島県社会福祉協議会からの委託による日常生活自立支援事業

（福祉サービス利用支援事業）を実施しており，曽於市内における権利擁護事業に積極的

に取り組んでいます。

成年後見制度の利用促進に向けて，市と曽於市社会福祉協議会は共通の目的を持ち，

本計画を効果的に推進するために，定期的な情報交換を行いながら引き続き連携を図っ

ていきます。
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第７章 計画の推進

第７章    

計画の推進
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第７章 計画の推進

１ 計画の推進

本計画の推進にあたっては，社会福祉法の基本理念と関係各法に基づき，福祉，保健，医

療，教育，雇用，生活環境等に関係する行政機関相互間で連携を図り，総合的かつ効率的

な福祉政策の実施に努めるとともに，行政機関だけでなく関係各福祉団体等の民間やすべて

の市民の参加と協力により，市民が必要とする福祉サービスを受けられることが求められてい

ます。

また，児童や高齢者，障がいのある方の多様なニーズに柔軟に対応するだけではなく，ＤＶ

やニート問題等にも柔軟な対応が求められています。そのため，福祉にかかる人材の確保及

び質の向上を計画的に進めていく必要があり，関係する各計画と併せて推進体制を確立して

いきます。

（１）地域福祉計画の推進体制

地域住民の生活ニーズの多様化，高齢化の進展，必要とする在宅ケア等の需要等に対

応するため，行政をはじめ社会福祉協議会，福祉施設等が相互に協力し合いながらサー

ビスの提供に努めています。

① 人的条件の整備

地域住民が豊かで安定した生活を送れるよう，情報提供や要望にあった適切なサービス

の提供を図るため，民生委員・児童委員，ボランティア等の参加協力や連携強化を図り専

門職員の確保や資質の向上に努めます。

② 社会福祉協議会との連携強化

地域で暮らす児童，高齢者，障がい者等の支援となる各種福祉サービスの充実を図るた

め，社会福祉協議会との連携強化に努めます。

③ 地域拠点施設（保健福祉センター・健康ふれあい館・そお生きいき健康センター）

地域の保健福祉の充実，子育て支援，高齢者や障がい者の自立促進・生活の改善等の

相談や誰もが気軽に集え，活動と交流に寄与するよう地域拠点施設の活用を推進します。
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（２）諸施策の着実な推進

社会福祉法の理念に基づく諸施策の着実な推進を図るため，曽於市総合振興計画を

上位計画とし，介護保険事業計画・老人保健福祉計画・子ども・子育て支援事業計画・障

がい者基本計画・障がい福祉計画・健康増進計画等の関連各計画と一体的に推進してい

きます。本計画策定後及び見直し後は，速やかに公表し，広く関係者に周知を図るととも

に，その進捗状況を進行管理します。

（３）連携・協力の確保

本計画の効果的かつ総合的な推進を図るため，福祉事務所に事務局を設置し，関係

各課間との連携を強化します。

地域福祉推進の観点から，障がい者関係団体，ＮＰＯ等民間団体，事業者団体，ボラン

ティア組織等との連携・協力を推進していきます。

（４）計画の点検

関係各団体との意見交換やニーズ調査の実施等を

通じて施策の検証を行います。本計画の推進状況を継

続的に点検するとともに，点検結果を曽於市福祉計画

等策定委員会に報告し，意見を聴き，社会経済状況の

変化等を踏まえて，必要に応じて計画を見直していきま

す。

２ 計画推進の体系

計画の推進にあたって，基本的な考え方を以下のとおりとします。

赤ちゃんからお年寄りまで，誰もが地域コミュニティ（近隣関係）のなかで健康で充実した

暮らしを送れること。

そのために，市・社会福祉協議会，地域住民，各種団体・人材，専門機関，福祉事業所

等が，それぞれの力を出し合い地域支え合いの工夫に取り組む。
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資料編

資料編

１ 曽於市福祉計画等策定委員会設置要綱

平成18年10月17日告示第63号

改正

平成19年３月30日告示第27号

平成19年６月15日告示第50号

平成21年３月27日告示第13号

平成23年９月30日告示第80号

曽於市福祉計画等策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 曽於市福祉計画及び曽於市障害者計画・曽於市障害福祉計画（以下「福祉計画等」

という。）の策定に当たり，総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため，曽於市福祉

計画等策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。

（任務）

第２条 策定委員会は，曽於市における福祉の向上に資するため，次に掲げる事項につい

て協議検討する。

(１) 福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

(２) 社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

(３) 福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

(４) 障害者のための総合的な福祉施策に関する事項

(５) 障害者を取り巻く社会環境の分析及びその対応指針に関する事項

(６) その他福祉計画等の策定に関し必要な事項

（組織）

第３条 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(１) 障害者団体の代表 ２人以内

(２) 民生委員・児童委員の代表 １人

(３) 医療機関の代表 １人

(４) 障害者福祉施設の代表 ３人以内

(５) 校区公民館の代表 １人

(６) ボランティア団体の代表 １人
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(７) 長寿者クラブの代表 １人

(８) 社会福祉協議会の代表 １人

（任期）

第４条 委員の任期は，第２条に定める任務が終了するまでの期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き，委員の互選によりこれを定める。

２ 委員長は，会務を総理し，策定委員会を代表する。

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。

（会議）

第６条 策定委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が招集し，その議長とな

る。

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ，これを開くことができない。

３ 委員長は，必要と認められるときは，会議に委員以外の関係者の出席を求め，意見若

しくは説明を聴き，又は必要な資料の提出を求めることができる。

４ 会議の議事は，出席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。

（庶務）

第７条 策定委員会の庶務は，福祉事務所において処理する。

（その他）

第８条 この告示に定めるもののほか，策定委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が

別に定める。

附 則

この告示は，告示の日から施行する。

附 則（平成19年３月30日告示第27号抄）

（施行期日）

１ この告示は，平成19年４月１日から施行する。

附 則（平成19年６月15日告示第50号）

この告示は，公布の日から施行する。

附 則（平成21年３月27日告示第13号）

この告示は，平成21年４月１日から施行する。

附 則（平成23年９月30日告示第80号）

この告示は，平成23年10月１日から施行する。
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２ 曽於市福祉計画等策定委員会委員名簿

番号 所属等 団体機関等 役職等 氏   名

1

障がい者団体の代表

財部町身体障害者連絡協議会 会長 水流 純一

2 手をつなぐ育成会 会長 川﨑 和子

3 民生委員・児童委員の代表 民生委員児童委員協議会連合会 会長 東江 光次

4 医療機関の代表 高原病院 社会福祉士 栫井 千絵

5

障害福祉施設の代表

すみよしの里 施設長 濵田 春代

6 高之峯園 施設長 中夷 利成

7 大隅シオン舎 理事長 立山 泰士

8 校区公民館の代表 校区・地区公民館長連絡協議会 会長 渡邉 忠夫

9 ボランティア団体の代表 中谷校区社会福祉協議会 会長 吉村 幸治

10 長寿クラブの代表 長寿クラブ連合会 会長 太良木義文

11 社会福祉協議会の代表 社会福祉協議会 事務局長 和田幸次郎
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３ 市内 NPO 団体一覧

（認証日順）

法人名称
主たる事務所

の所在地
認証日 定款に記載された目的

しをんの会

曽於市

大隅町

岩川 6386 番地

2003 年

6 月 24 日

知的障がい，心身障がい等障がいを持つ人々が地域で

生き甲斐のある生活ができるように支援する為，障がいを

持つ人々の働く場としての障害福祉サービス事業所（就

労移行支援，就労継続支援Ｂ型，日中一時支援，共同生

活援助）及び相談支援事業所の運営，自立支援等に関す

る事業を行い，もって社会全体の福祉に寄与することを目

的とする。

日光

曽於市

財部町

北俣 9714 番地

の 3

2003 年

7 月 2 日

在宅で援助が必要な徘徊高齢者や，障がい者，その家族

などの手助けを必要とする人々に対して，住民参加と，助

け合いの精神のもとに，地域に根ざした介護サービスを

提供し，すべての人々が，健やかに暮らせる地域社会づ

くりと福祉の増進に寄与することを目的とする。

森のヘルパー

森林整備隊

曽於市

財部町

南俣 10596 番

地 3

2005 年

1 月 4 日

森林を所有する人並びに林業関係者を対象に，森林資源

と人類との密接な関係に対する理解を深めながら，山林

所有者と協力し，大切な財産である森林を整備する事業

を行うことにより，若年就労者の育成と後継者育成のため

の雇用の場を確保するとともに，特用林産物の活用を図

り，健全な森林経営と自然環境づくりに寄与することを目

的とする。

そお薬剤師会

曽於市

大隅町

月野 893 番地 1

2006 年

2 月 10 日

健康に関して問題を感じている患者など広く一般の市民

に対して，医薬品による各種処方を行うとともに，一般の

調剤薬局で対応し難い，日祭日・夜間等の調剤，緊急災

害発生時や感染症発生時の医薬品の備蓄及び供給や，

これまでに培ってきた医薬品に対する高度の技術・知識・

経験を踏まえて，教育・健康・福祉・医療等の幅広い分野

で助言・支援活動を行うことにより，健康な地域づくりと公

益の増進に寄与することを目的とする。

なのはな倶楽部

曽於市

末吉町

諏訪方 7918 番

地 2

2010 年

6 月 22 日

地域の住民に対し，地域の多くの資源（人，物，情報等）

を生かし，耕作放棄地，遊休農地を活用した農産品の栽

培及び特産品の開発・販売を行うとともに，環境保全や住

民参加型の地域おこし事業，青少年健全育成事業，高齢

者・障がい者の生きがいづくり支援事業を行うことにより，

地域の活性化と公益の増進に寄与することを目的とす

る。

陽幸会

曽於市

末吉町

諏訪方 7901 番

地 2

2010 年

8 月 31 日

要介護等の状態にある高齢者に対して，介護保険に関す

る事業 を行い，高齢者福祉の向上に寄与するとともに，

学童の放課後の支援を行い， 放課後などに居場所のな

い学童を預かり，スポーツや遊び，学習を通して，健 全

な育成を図り，保護者が安心して働くなどの諸用件が遂

行できるようにする ことを目的とする。また，公の施設の

管理・運営に関する事業を実施し，地域 に貢献できるこ

とを目的とする。

清粋会

曽於市

末吉町

深川 8153 番地

2

2011 年

8 月 20 日

障がい者に対して障害福祉サービス事業等を行い，障が

い者の自立と社会参加を図るために地域社会全体の理

解を深め，障がい者の働く喜び，地域での普通の暮らし

の実現に向けて地域福祉の増進に寄与することを目的と

する。
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法人名称
主たる事務所

の所在地
認証日 定款に記載された目的

そお文化村

曽於市

末吉町

諏訪方 8665 番

地 3

2012 年

3 月 15 日

市民のための生涯学習や文化事業の開催，芸術部門の

支援等を行いながら地域の活性化を図り，活力ある地域

社会の実現に寄与することを目的とする。また，子ども達

に対して，放課後や週末に小学校や地域の施設を活用し

て学習やスポーツ，文化活動の場所を提供し，また地域

との交流活動の機会を提供し，子ども達が地域社会で心

豊かなたくましい人間に育つ環境づくりを目的とする。

子育て支援

こんぺいとう

曽於市

財部町

南股 165 番地 1

2013 年

11 月 8 日

留守居家庭の小学校児童に対して，保護者の代わりに家

庭的な「生活」の場を提供し，放課後時（土曜，長期休業

を含む）の児童の健全育成に関する事業を行い，共働き

や一人親家庭への安全で豊かな子育て支援の充実に寄

与することを目的とする。

山中貞則顕彰会

曽於市

末吉町

二之方 5920 番

地 4

2014 年

5 月 27 日

曽於市出身で，その人生を国家国民と郷土のために尽く

した政治家山中貞則の人生を称え，感謝の念と誇りを持

ち，若い世代にその功績と生き方を語り継ぎ，将来を担う

青少年の郷土愛や情操教育を育むとともに，公の施設の

運営・管理を行うことにより，文化的で情緒あるまちづくり

に寄与することを目的とする。

そお未来協議会

曽於市

大隅町

下窪町 46 番地

2021 年

6 月 18 日

曽於市民に対して，社会教育の推進，まちづくりの推進，

学術・文化，芸能・スポーツの振興，子どもの健全育成を

図る活動に関する事業を行い，市民の資質向上に寄与す

ることを目的とする。

［出典］内閣府 NPO ホームページ
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４ アンケート調査結果（概要）

本調査は，曽於市地域福祉計画の策定にあたり，市民の地域活動の現状，地域福祉に関

する意識，行政に対する意見や施策ニーズ等の把握を行い，計画策定の基礎資料とすること

を目的としてアンケート調査を実施しました。

調査実施方法
郵送による配布及び回収。

回答方法については，インターネットによる回答も可能とした。

調 査 対 象 市内に居住する 20 歳以上の市民

調 査 件 数 1,000件

回 収 状 況 配布数 1,000件，回収数 360件，回収率 36.0％

本項を読むにあ

たっての注意点

⚫ 集計結果は百分率で算出し，小数点第二位を四捨五入しているため，

百分率の合計が 100％にならない場合がある。

⚫ 無回答は除外して集計を行っている。

⚫ 複数回答の場合は，有効回答者実数より高くなっている場合がある。

⚫ 本文中，設問や選択肢，グラフ内のラベル等，ページレイアウトの都合

上，省略して表記している場合がある。

⚫ 問 38については自由記述設問のため，本項では省略している。

（１）調査対象者について

問１ あなたの性別をお答えください。（○は１つだけ）

「１．男性」が 40.8%，「２．女性」が 59.2%，「３．そ

の他」が 0.0%となっている。

１．男性, 

40.8%

２．女性, 

59.2%

３．その他, 

0.0%

(n=346)

回答数 割合

141 40.8%

205 59.2%

0 0.0%

計 346 100.0%

(n=346)

選択肢

１．男性

２．女性

３．その他
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問２ あなたの年齢をお答えください。（令和３年６月末時点の年齢）

「５．60 歳代」とする割合が 24.2%で最も高く，次

いで「６．70 歳代」が 20.7%，「７．80 歳以上」が

16.9%となっている。

問３ 現在，あなたを含め同居している家族は何人ですか。（○は１つだけ）

「２．２人」とする割合が 43.4%で最も高く，次いで

「１．１人」が 22.0%，「３．３人」が 17.1%となってい

る。

問４ あなた自身，もしくはあなたが同居している家族の中に，次のような方はいらっしゃいま

すか。（○はいくつでも）

「５．65 歳以上の方」とする割合が 44.6%で最も

高く，次いで「８．いずれにも該当しない（家族・本

人とも）」が 37.0%，「３．小学生」が 8.9%となってい

る。

１．20歳代

以下, 5.8%
２．30歳代, 

6.1%

３．40歳代, 

10.8%

４．50歳代, 

15.5%

５．60歳代, 

24.2%

６．70歳代, 

20.7%

７．80歳以

上, 16.9%

(n=343)

回答数 割合

20 5.8%

21 6.1%

37 10.8%

53 15.5%

83 24.2%

71 20.7%

58 16.9%

計 343 100.0%

１．20歳代以下

２．30歳代

３．40歳代

４．50歳代

５．60歳代

６．70歳代

７．80歳以上

(n=343)

選択肢

１．１人, 

22.0%

２．２人, 

43.4%

３．３人, 

17.1%

４．４人, 

10.7%

５．５人以

上, 6.9%
(n=346)

回答数 割合

76 22.0%

150 43.4%

59 17.1%

37 10.7%

24 6.9%

計 346 100.0%

３．３人

４．４人

５．５人以上

(n=346)

選択肢

１．１人

２．２人

0.3%

6.3%

8.9%

4.1%

44.6%

7.9%

8.5%

37.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．乳児（１歳未満児）

２．乳児を除く小学校入学前

の幼児

３．小学生

４．中学生

５．65歳以上の方

６．介護を必要とする方

７．身体 知的 精神などの

障がいのある方

８．いずれにも該当しない

（家族・本人とも）

(n=316)

回答数 割合

1 0.3%

20 6.3%

28 8.9%

13 4.1%

141 44.6%

25 7.9%

27 8.5%

117 37.0%

７．身体 知的 精神などの障がいのある方

８．いずれにも該当しない（家族・本人とも）

１．乳児（１歳未満児）

２．乳児を除く小学校入学前の幼児

３．小学生

４．中学生

５．65歳以上の方

６．介護を必要とする方

(n=316)

選択肢
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問５ お住まいの地域をお答えください。（○は１つだけ）

「１．末吉地域」が 48.1%，「２．大隅地域」が

30.8%，「３．財部地域」が 21.0%となっている。

問６ 現在の居住地に何年間お住まいですか。（○は１つだけ）

「６．30 年以上」とする割合が 50.0%で最も高く，

次いで「５．20年以上 30年未満」が 16.8%，「４．10

年以上 20年未満」が 12.7%となっている。

問７ あなたのご職業をお答えください。（○は１つだけ）

「９．無職（学生・家事専従を除く）」とする割合が

38.5%で最も高く，次いで「３．会社員・団体職員」

が 32.1%，「１．農業」が 21.6%となっている。

１．末吉地

域, 48.1%

２．大隅地

域, 30.8%

３．財部地

域, 21.0%

(n=347)

回答数 割合

167 48.1%

107 30.8%

73 21.0%

計 347 100.0%

３．財部地域

選択肢

１．末吉地域

２．大隅地域

(n=347)

１．１年未

満, 4.0% ２．１年以

上５年未

満, 8.7%

３．５年以

上10年未

満, 7.8%

４．10年以

上20年未

満, 12.7%

５．20年以

上30年未

満, 16.8%

６．30年以

上, 50.0%

(n=346)

回答数 割合

14 4.0%

30 8.7%

27 7.8%

44 12.7%

58 16.8%

173 50.0%

計 346 100.0%

３．５年以上10年未満

４．10年以上20年未満

５．20年以上30年未満

６．30年以上

(n=346)

選択肢

１．１年未満

２．１年以上５年未満

21.6%

8.7%

32.1%

19.3%

16.1%

0.5%

1.8%

19.3%

38.5%

0% 20% 40% 60%

１．農業

２．公務員・教員

３．会社員・団体職員

４．自営業

５．パート・アルバイト

６．家庭で内職

７．学生

８．家事専従

９．無職

（学生・家事専従を除く）

(n=218)

回答数 割合

47 21.6%

19 8.7%

70 32.1%

42 19.3%

35 16.1%

1 0.5%

4 1.8%

42 19.3%

84 38.5%

計 218 100.0%

６．家庭で内職

７．学生

１．農業

(n=218)

８．家事専従

９．無職（学生・家事専従を除く）

２．公務員・教員

３．会社員・団体職員

４．自営業

５．パート・アルバイト

選択肢



115

（２）地域とのかかわりについて

問８ あなたは，近隣の方とどの程度のおつきあいをされていますか。（○は１つだけ）

「１．何か困ったときに助け合える人がいる」

とする割合が 29.4%で最も高く，次いで「３．立

ち話をする程度の人がいる」が 28.5%，「４．あい

さつを交わす程度の人がいる」が 17.5%となっ

ている。

問９ あなたの近隣に気になる人（病弱・ひきこもり・生活困窮・ゴミ屋敷・虐待・孤立など）はい

ませんか。またどんなことが気になりますか。（○は１つだけ）

「１．気になる人がいる」が 10.9%，「２．気にな

る人はいない」が 89.1%となっている。

問 10 あなたが手助けしてほしいことは何ですか。（○はいくつでも）

「10．ない」とする割合が 54.0%で最も高く，次

いで「１．一人暮らし高齢者等の見守り」が

14.9%，「８．災害時の安否確認・避難誘導」が

13.7%となっている。

１．何か困っ

たときに助け

合える人が

いる, 29.4%

２．互いに訪

問し合う人が

いる, 15.1%

３．立ち話を

する程度の

人がいる, 

28.5%

４．あいさつ

を交わす程

度の人がい

る, 17.5%

５．ほとんど

つきあいがな

い, 8.9%

６．その他, 

0.6%

(n=337)

回答数 割合

99 29.4%

51 15.1%

96 28.5%

59 17.5%

30 8.9%

2 0.6%

計 337 100.0%

選択肢

１．何か困ったときに助け合える人がいる

２．互いに訪問し合う人がいる

３．立ち話をする程度の人がいる

４．あいさつを交わす程度の人がいる

５．ほとんどつきあいがない

６．その他

(n=337)

１．気になる

人がいる, 

10.9%

２．気になる

人はいない, 

89.1%

(n=340)

回答数 割合

37 10.9%

303 89.1%

計 340 100.0%

選択肢

１．気になる人がいる

２．気になる人はいない

(n=340)

14.9%

9.0%

2.7%

6.0%

8.7%

9.3%

13.1%

13.7%

5.1%

54.0%

0% 50% 100%

１．一人暮らし高齢者等の見守り

２．話し相手

３．短時間の子どもの預かり

４．買い物・通院等の付添い

５．病気時などの家事の手伝い

６．家の簡単な修理や電球の取替

７．病気時の看病，医療機関への

連絡

８．災害時の安否確認・避難誘導

９．その他

10．ない

（n=335)

回答数 割合

50 14.9%

30 9.0%

9 2.7%

20 6.0%

29 8.7%

31 9.3%

44 13.1%

46 13.7%

17 5.1%

181 54.0%

選択肢

１．一人暮らし高齢者等の見守り

２．話し相手

３．短時間の子どもの預かり

４．買い物・通院等の付添い

５．病気時などの家事の手伝い

（n=335)

６．家の簡単な修理や電球の取替

７．病気時の看病，医療機関への連絡

８．災害時の安否確認・避難誘導

９．その他

10．ない
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問 11 あなたが手助けできると思うことは何ですか。（○はいくつでも）

「２．話し相手」とする割合が 38.9%で最も高

く，次いで「１．一人暮らし高齢者等の見守り」

が 32.0%，「10．ない」が 25.8%となっている。

問 12 あなたは，近隣のお付き合いの中で，「手助けしてほしい」「手助けできる」といった助け

合うしくみをつくるためには，どのようなことが必要だと思いますか（○はいくつでも）

「２．手助けしてほしい人の意見を集める」と

する割合が 42.2%で最も高く，次いで「４．仲介

する人や組織が必要」が 35.3%，「５．双方でル

ールを共有することが必要」が 28.8%となってい

る。

問 13 あなたは，地域の活動にどの程度参加していますか。（○は１つだけ）

「２．ある程度参加している」とする割合が

37.0%で最も高く，次いで「４．ほとんどもしくはま

ったく参加していない」が 30.0%，「３．あまり参

加していない」が 19.0%となっている。

32.0%

38.9%

7.1%

16.3%

11.9%

12.8%

11.9%

19.9%

4.5%

25.8%

0% 50% 100%

１．一人暮らし高齢者等の見守り

２．話し相手

３．短時間の子どもの預かり

４．買い物・通院等の付添い

５．病気時などの家事の手伝い

６．家の簡単な修理や電球の取替

７．病気時の看病，医療機関への

連絡

８．災害時の安否確認・避難誘導

９．その他

10．ない

（n=337)

回答数 割合

108 32.0%

131 38.9%

24 7.1%

55 16.3%

40 11.9%

43 12.8%

40 11.9%

67 19.9%

15 4.5%

87 25.8%

１．一人暮らし高齢者等の見守り

２．話し相手

３．短時間の子どもの預かり

４．買い物・通院等の付添い

５．病気時などの家事の手伝い

６．家の簡単な修理や電球の取替

７．病気時の看病，医療機関への連絡

８．災害時の安否確認・避難誘導

９．その他

10．ない

（n=337)

選択肢

25.6%

42.2%

28.4%

35.3%

28.8%

20.6%

8.8%

0% 50% 100%

１．地域でボランティアを募る

２．手助けしてほしい人の意見を集

める

３．手助けできる人を集める

４．仲介する人や組織が必要

５．双方でルールを共有することが

必要

６．有償ボランティアを取り入れる

７．その他

（n=320)

回答数 割合

82 25.6%

135 42.2%

91 28.4%

113 35.3%

92 28.8%

66 20.6%

28 8.8%

選択肢

１．地域でボランティアを募る

２．手助けしてほしい人の意見を集める

３．手助けできる人を集める

４．仲介する人や組織が必要

５．双方でルールを共有することが必要

６．有償ボランティアを取り入れる

（n=320)

７．その他

１．よく参加し

ている, 14.0%

２．ある程度

参加してい

る, 37.0%

３．あまり参

加していな

い, 19.0%

４．ほとんど

もしくはまっ

たく参加して

いない, 30.0%

(n=343)

回答数 割合

48 14.0%

127 37.0%

65 19.0%

103 30.0%

計 343 100.0%

４．ほとんどもしくはまったく参加していない

(n=343)

選択肢

１．よく参加している

２．ある程度参加している

３．あまり参加していない
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問 14 あなたの地域の行事や活動についての関心は，以前と比べて（約５年前と比べて）どの

ように変化したと感じますか。（○は１つだけ）

「３．特に変化はない」とする割合が 71.9%で

最も高く，次いで「２．関心がなくなった」が

15.4%，「１．関心を持つようになった」が 12.8%と

なっている。

問 15 あなたは，お住まいの地域に愛着を感じていますか。（○は 1 つだけ）

「１．とても感じている」とする割合が 37.4%で

最も高く，次いで「２．少し感じている」が

34.2%，「３．どちらともいえない」が 24.4%となっ

ている。

問 16 あなたが，市の福祉に関する情報を得る手段はどれですか。（○はいくつでも）

「１．市の広報誌」とする割合が 70.6%で最も

高く，次いで「２．自治会の回覧板」が 56.7%，

「６．ラジオ（SOOGoodFM） 」が 32.6%となって

いる。

１．関心を持

つようになっ

た, 12.8%

２．関心がな

くなった, 

15.4%

３．特に変化

はない, 71.9%

(n=345)

回答数 割合

44 12.8%

53 15.4%

248 71.9%

計 345 100.0%

選択肢

１．関心を持つようになった

２．関心がなくなった

３．特に変化はない

(n=345)

１．とても感じ

ている, 37.4%

２．少し感じ

ている, 34.2%

３．どちらとも

いえない, 

24.4%

４．まったく感

じていない, 

4.0%

(n=348)

回答数 割合

130 37.4%

119 34.2%

85 24.4%

14 4.0%

計 348 100.0%

選択肢

１．とても感じている

２．少し感じている

３．どちらともいえない

４．まったく感じていない

(n=348)

70.6%

56.7%

12.8%

25.6%

21.2%

32.6%

7.6%

25.6%

1.7%

4.1%

3.5%

2.3%

0% 50% 100%

１．市の広報誌

２．自治会の回覧板

３．インターネット

４．口コミ（知人から等）

５．新聞，テレビなど

６．ラジオ（SOOGoodFM）

７．公共施設の掲示やパンフレット

８．社会福祉協議会その他福祉団

体の広報誌

９．携帯アプリ

10．曽於市，鹿児島県の公的な相

談窓口

11．ＳＮＳ（Facebook，Twitter等）

12．その他

（n=344)

回答数 割合

243 70.6%

195 56.7%

44 12.8%

88 25.6%

73 21.2%

112 32.6%

26 7.6%

88 25.6%

6 1.7%

14 4.1%

12 3.5%

8 2.3%

選択肢

１．市の広報誌

２．自治会の回覧板

３．インターネット

４．口コミ（知人から等）

５．新聞，テレビなど

６．ラジオ（SOOGoodFM） 

７．公共施設の掲示やパンフレット

８．社会福祉協議会その他福祉団体の広報誌

９．携帯アプリ

10．曽於市，鹿児島県の公的な相談窓口

11．ＳＮＳ（Facebook，Twitter等）

12．その他

（n=344)
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問 17 福祉に関する情報をどのように提供することがより効果的であると思いますか。

（複数回答）

「１．広報誌・機関誌による提供」とする割合

が 66.6%で最も高く，次いで「２．自治会の回覧

板 に よ る 提 供 」 が 57.3% ， 「 ４ ． ラ ジ オ

（SOOGoodFM）による提供」が 45.0%となってい

る。

問 18 現在お住まいになっている地域の暮らしやすさについてお答えください。（単数回答）

現状の満足度

①満足は，「（１）隣近所とのつきあい」とする割合が 32.9%で最も高く，次いで「（11）買い物な

どの便利さ」が 29.6%，「（９）病院等の医療施設」が 25.9%となっている。一方②不満についてみ

ると，「（11）買い物などの便利さ」とする割合が 29.3%で最も高く，次いで「（12）道路や交通機関」

が 28.4%，「（14）子どもの遊ぶ環境」が 27.9%となっている。

66.6%

57.3%

13.0%

45.0%

17.6%

8.6%

8.6%

7.5%

2.9%

8.4%

0% 50% 100%

１．広報誌・機関誌による提供

２．自治会の回覧板による提供

３．新聞による提供

４．ラジオ（SOOGoodFM）による提

供

５．インターネットのホームページ・

メールによる提供

６．ＳＮＳ（Facebook，Twitter等）に

よる提供

７．研修会・講習会による提供

８．公共施設の情報コーナーによる

提供

９．その他

10．わからない

（n=347)

回答数 割合

231 66.6%

199 57.3%

45 13.0%

156 45.0%

61 17.6%

30 8.6%

30 8.6%

26 7.5%

10 2.9%

29 8.4%

選択肢

１．広報誌・機関誌による提供

２．自治会の回覧板による提供

３．新聞による提供

４．ラジオ（SOOGoodFM）による提供

５．インターネットのホームページ・メールによる提供

６．ＳＮＳ（Facebook，Twitter等）による提供

７．研修会・講習会による提供

８．公共施設の情報コーナーによる提供

９．その他

10．わからない

（n=347)

①満足

32.9%

18.0%

12.6%

11.7%

16.6%

12.7%

24.5%

22.5%

25.9%

19.5%

29.6%

21.0%

15.7%

11.9%

13.2%

②普通

61.5%

75.2%

79.6%

81.9%

71.2%

72.0%

64.8%

69.7%

51.2%

72.4%

41.2%

50.6%

62.7%

60.3%

73.8%

③不満

5.5%

6.8%

7.9%

6.3%

12.1%

15.3%

10.6%

7.8%

22.8%

8.1%

29.3%

28.4%

21.6%

27.9%

12.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

（１）隣近所とのつきあい (n=343)

（２）地域（支所内）などの活動 (n=323)

（３）ボランティア活動 (n=318)

（４）文化教養活動 (n=315)

（５）防災体制 (n=313)

（６）防犯体制 (n=314)

（７）保健や福祉のサービス (n=310)

（８）公民館等の公共施設 (n=320)

（９）病院等の医療施設 (n=324)

（10）学校等の教育施設 (n=308)

（11）買い物などの便利さ (n=328)

（12）道路や交通機関 (n=324)

（13）公園等の憩いの場 (n=319)

（14）子どもの遊ぶ環境 (n=312)

（15）生活に関わる各種相談窓口 (n=317)



119

今後の重要度

①重要であるは，「（９）病院等の医療施設」とする割合が 72.7%で最も高く，次いで「（11）買い

物などの便利さ」が 70.7%，「（12）道路や交通機関」が 64.2%となっている。一方②重要ではない

についてみると，「（４）文化教養活動」とする割合が 6.6%で最も高く，次いで「（２）地域（支所内）

などの活動」が 6.1%，「（１）隣近所とのつきあい」が 5.3%となっている。

①重要である

53.6%

39.7%

42.9%

28.3%

59.6%

63.3%

63.9%

41.8%

72.7%

51.1%

70.7%

64.2%

40.7%

51.4%

54.6%

②普通

41.1%

54.2%

53.1%

65.2%

39.4%

35.4%

35.4%

54.4%

27.0%

47.9%

27.6%

34.5%

56.2%

46.2%

43.4%

③重要ではない

5.3%

6.1%

4.1%

6.6%

1.0%

1.4%

0.7%

3.8%

0.3%

1.1%

1.7%

1.4%

3.1%

2.4%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

（１）隣近所とのつきあい (n=302)

（２）地域（支所内）などの活動 (n=295)

（３）ボランティア活動 (n=294)

（４）文化教養活動 (n=290)

（５）防災体制 (n=292)

（６）防犯体制 (n=294)

（７）保健や福祉のサービス (n=291)

（８）公民館等の公共施設 (n=287)

（９）病院等の医療施設 (n=289)

（10）学校等の教育施設 (n=282)

（11）買い物などの便利さ (n=290)

（12）道路や交通機関 (n=293)

（13）公園等の憩いの場 (n=290)

（14）子どもの遊ぶ環境 (n=286)

（15）生活に関わる各種相談窓口 (n=295)

①満足 ②普通 ③不満

32.9% 61.5% 5.5%

18.0% 75.2% 6.8%

12.6% 79.6% 7.9%

11.7% 81.9% 6.3%

16.6% 71.2% 12.1%

12.7% 72.0% 15.3%

24.5% 64.8% 10.6%

22.5% 69.7% 7.8%

25.9% 51.2% 22.8%

19.5% 72.4% 8.1%

29.6% 41.2% 29.3%

21.0% 50.6% 28.4%

15.7% 62.7% 21.6%

11.9% 60.3% 27.9%

13.2% 73.8% 12.9%

選択肢

（１）隣近所とのつきあい (n=343)

（２）地域（支所内）などの活動 (n=323)

（３）ボランティア活動 (n=318)

現状の満足度

（４）文化教養活動 (n=315)

（５）防災体制 (n=313)

（６）防犯体制 (n=314)

（７）保健や福祉のサービス (n=310)

（８）公民館等の公共施設 (n=320)

（９）病院等の医療施設 (n=324)

（10）学校等の教育施設 (n=308)

（11）買い物などの便利さ (n=328)

（12）道路や交通機関 (n=324)

（13）公園等の憩いの場 (n=319)

（14）子どもの遊ぶ環境 (n=312)

（15）生活に関わる各種相談窓口 (n=317)

①満足 ②普通 ③不満

53.6% 41.1% 5.3%

39.7% 54.2% 6.1%

42.9% 53.1% 4.1%

28.3% 65.2% 6.6%

59.6% 39.4% 1.0%

63.3% 35.4% 1.4%

63.9% 35.4% 0.7%

41.8% 54.4% 3.8%

72.7% 27.0% 0.3%

51.1% 47.9% 1.1%

70.7% 27.6% 1.7%

64.2% 34.5% 1.4%

40.7% 56.2% 3.1%

51.4% 46.2% 2.4%

54.6% 43.4% 2.0%

選択肢

（１）隣近所とのつきあい (n=302)

（２）地域（支所内）などの活動 (n=295)

（３）ボランティア活動 (n=294)

（４）文化教養活動 (n=290)

（５）防災体制 (n=292)

（６）防犯体制 (n=294)

（７）保健や福祉のサービス (n=291)

（８）公民館等の公共施設 (n=287)

（９）病院等の医療施設 (n=289)

（10）学校等の教育施設 (n=282)

（11）買い物などの便利さ (n=290)

（12）道路や交通機関 (n=293)

（13）公園等の憩いの場 (n=290)

（14）子どもの遊ぶ環境 (n=286)

（15）生活に関わる各種相談窓口 (n=295)

今後の重要度
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問 19 あなたは，住民同士がともに支え合う地域づくりを進めるために，どのようなことが必要

だと思いますか。（○はいくつでも）

「１．地域の人々が知り合い，ふれあう機会を

増やす」とする割合が 52.3%で最も高く，次いで

「２．同じ立場にある人同士の連携・協力関係

を築く」が 41.9%，「３．支え合う地域づくりに関

する情報の提供や啓発を行う」が 28.6%となっ

ている。

問 20 曽於市地域福祉計画では，この５年間（平成 29 年度～令和３年度）に７つの推進目標

を掲げて計画を推進してきました。計画に掲げる７つの目標について，あなたの客観的

なお考えをお聞かせ下さい。（単数回答）

①推進できたについては，“［推進目標１］福祉サービスを充実させよう”とする割合が 30.9%で

最も高く，次いで“［推進目標２］福祉の情報を入手・交換・提供しよう”が 24.5%，“［推進目標７］

地域を見守り・支え合おう”が 23.4%となっている。一方③推進できていないについては，“［推進

目標６］地域の担い手を育てよう”とする割合が 20.6%で最も高く，次いで“［推進目標４］地域の交

流の場をつくろう”が 18.7%，“［推進目標５］ボランティア活動を推進しよう”が 18.4%となっている。

52.3%

41.9%

28.6%

26.1%

12.5%

25.8%

9.7%

0% 50% 100%

１．地域の人々が知り合い，ふれあ

う機会を増やす

２．同じ立場にある人同士の連携・

協力関係を築く

３．支え合う地域づくりに関する情

報の提供や啓発を行う

４．自治会活動・校区社協活動・ボ

ランティア活動への参加を促す

５．地域で活動する団体相互の交

流を図る

６．要支援者に対する理解や関わ

り方について学ぶ

７．その他

（n=329)

回答数 割合

172 52.3%

138 41.9%

94 28.6%

86 26.1%

41 12.5%

85 25.8%

32 9.7%

４．自治会活動・校区社協活動・ボランティア活動への参加を促す

５．地域で活動する団体相互の交流を図る

選択肢

１．地域の人々が知り合い，ふれあう機会を増やす

２．同じ立場にある人同士の連携・協力関係を築く

３．支え合う地域づくりに関する情報の提供や啓発を行う

６．要支援者に対する理解や関わり方について学ぶ

７．その他

（n=329)

①推進できた

30.9%

24.5%

19.6%

17.8%

14.6%

13.9%

23.4%

②変わらない

・わからない

61.1%

63.5%

68.1%

63.5%

67.1%

65.5%

60.9%

③推進できていない

8.0%

11.9%

12.3%

18.7%

18.4%

20.6%

15.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

［推進目標１］福祉サービスを充実させよう (n=324)

［推進目標２］福祉の情報を入手・交換・提供しよう (n=318)

［推進目標３］福祉の心を育てよう (n=317)

［推進目標４］地域の交流の場をつくろう (n=315)

［推進目標５］ボランティア活動を推進しよう (n=316)

［推進目標６］地域の担い手を育てよう (n=316)

［推進目標７］地域を見守り・支え合おう (n=320)
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（３）校区社会福祉協議会について

問 21 あなたは，校区社会福祉協議会を知っていますか。（○は１つだけ）

「２．知っているが，活動は知らない」とする

割合が 40.2%で最も高く，次いで「１．知ってい

るし，活動も知っている」が 32.7%，「３．知らな

い」が 27.2%となっている。

問 22 あなたの住んでいる校区社会福祉協議会はどちらですか。（○は１つだけ）

１．知ってい

るし，活動も

知っている, 

32.7%

２．知ってい

るが，活動は

知らない, 

40.2%

３．知らない, 

27.2%

(n=346)

回答数 割合

113 32.7%

139 40.2%

94 27.2%

計 346 100.0%

(n=346)

選択肢

１．知っているし，活動も知っている

２．知っているが，活動は知らない

３．知らない

回答数 割合 回答数 割合

32 9.2% → 32 9.2%

18 5.2%

20 5.8%

22 6.4% 回答数 割合

2 0.6% 66 19.1%

1 0.3%

3 0.9%

33 9.5% 回答数 割合

6 1.7% 80 23.1%

21 6.1%

4 1.2%

13 3.8%

3 0.9%

11 3.2%

3 0.9%

3 0.9%

18 5.2%

4 1.2%

6 1.7%

16 4.6%

50 14.5% 回答数 割合

2 0.6% 85 24.6%

10 2.9%

9 2.6%

4 1.2%

10 2.9%

22 6.4%

計 346 100.0%

▼クロス集計（居住する校区社会福祉協議会を「１．わからない」とした回答）

財
部
地
域

末
吉
地
域

大
隅
地
域

(n=346)

選択肢

１．わからない

２．北俣

３．南俣

４．下財部

５．財部南

６．財部北

７．中谷

８．中部

９．東部

10．南部

11．西部

12．北部

13．高岡

14．檍

①財部地域

②末吉地域

③大隅地域

わからない

15．岩南

16．岩北

17．諏訪

18．光神

19．柳迫

20．深川

21．岩川

22．菅牟田

23．笠木

24．大隅北

25．大隅南

26．恒吉

27．月野

男性

25.0%

女性

75.0%

（n=32)
性別

39歳以下

40.6%

40～64歳

43.8%

65～74歳

3.1%

75歳以上

9.4%
年齢不明

3.1%

（n=32)
年代別

「わからない」とする割合が 9.2%，

「財部地域」が19.1%，「末吉地域」が

23.1%，「大隅地域」が 24.6%となって

いる。

「わからない」とする回答について

男女別にみると，男性が 25.0%，女

性が 75.0%で男性よりも女性の割合

が高い。また，年代別にみると「40～

64 歳」が 43.8%で最も高く，次いで

「39 歳以下」が 40.6%，「75 歳以上」

が 9.4%となっている。
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問 23 あなたは，地域での見守り活動をしている在宅福祉アドバイザーを知っていますか。（○

は１つだけ）

「３．知らない」とする割合が 41.7%で最も高

く，次いで「１．知っているし，活動も知ってい

る」が 37.5%，「２．知っているが，活動は知らな

い」が 20.8%となっている。

（４）ボランティア活動について

問 24 あなたは，ボランティア活動に関心がありますか。（○は１つだけ）

「２．どちらかと言えば関心がある」とする割

合が 45.1%で最も高く，次いで「３．あまり関心が

ない」が 34.9%，「１．非常に関心がある」が 7.2%

となっている。

１．知ってい

るし，活動も

知っている, 

37.5%

２．知ってい

るが，活動は

知らない, 

20.8%

３．知らない, 

41.7%

(n=336)

回答数 割合

126 37.5%

70 20.8%

140 41.7%

計 336 100.0%

選択肢

１．知っているし，活動も知っている

２．知っているが，活動は知らない

３．知らない

(n=336)

１．非常に関

心がある, 

7.2%

２．どちらか

と言えば関

心がある, 

45.1%

３．あまり関

心がない, 

34.9%

４．全く関心

がない, 7.2%

５．その他, 

5.7%

(n=335)

回答数 割合

24 7.2%

151 45.1%

117 34.9%

24 7.2%

19 5.7%

計 335 100.0%

(n=335)

選択肢

１．非常に関心がある

２．どちらかと言えば関心がある

３．あまり関心がない

４．全く関心がない

５．その他
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問 25 あなたは，曽於市を「ボランティア活動が盛んなまち」にするために何が必要だと思いま

すか。（○はいくつでも）

「１．ボランティア活動に関する講座や研修

会等を開催する」とする割合が 39.4%で最も高

く，次いで「２．ボランティア活動の情報提供及

び募集の仲介を行う」が 36.0%，「３．ボランティ

ア活動者の拠点を整備する」が 28.4%となって

いる。

問 26 あなたは，地域福祉活動の中で，あなたの力を貸してほしいというボランティア活動があ

れば参加されますか。（○は１つだけ）

「２．都合がよいときは参加する」とする割合

が 69.3%で最も高く，次いで「３．参加したくな

い」が 20.1%，「１．参加する」が 10.6%となってい

る。

39.4%

36.0%

28.4%

25.9%

26.8%

12.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．ボランティア活動に関する講

座や研修会等を開催する

２．ボランティア活動の情報提供

及び募集の仲介を行う

３．ボランティア活動者の拠点を

整備する

４．ボランティア活動を常時受け

入れる施設等がある

５．ボランティア活動にポイント

制・有償制を導入する

６．その他

（n=317)

回答数 割合

125 39.4%

114 36.0%

90 28.4%

82 25.9%

85 26.8%

38 12.0%

１．ボランティア活動に関する講座や研修会等を開催する

２．ボランティア活動の情報提供及び募集の仲介を行う

３．ボランティア活動者の拠点を整備する

４．ボランティア活動を常時受け入れる施設等がある

５．ボランティア活動にポイント制・有償制を導入する

６．その他

（n=317)

選択肢

１．参加する, 

10.6%

２．都合がよ

いときは参加

する, 69.3%

３．参加した

くない, 20.1%

(n=329)

回答数 割合

35 10.6%

228 69.3%

66 20.1%

計 329 100.0%

選択肢

１．参加する

２．都合がよいときは参加する

３．参加したくない

(n=329)
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（５）地域福祉に対する考え方について

問 27 あなたは，普段の生活の中で悩みや不安がありますか。（○は１つだけ）

「１．ある」が 56.9%，「２．ない」が 43.1%となっ

ている。

問 28 ※問 27 で「１．ある」と回答した方のみ

主にどのようなことに悩みや不安を感じていますか。（○はいくつでも）

「１．自分や家族の健康のこと」とする割合が

56.3%で最も高く，次いで「２．自分や家族の老

後のこと」が 54.7%，「11．新型コロナウイルス感

染症に関すること」が 41.1%となっている。

問 29 あなたは，本人との契約に基づいて，福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理の

支援を行う「福祉サービス利用支援事業（日常生活自立支援事業）」について知ってい

ますか。（○は１つだけ）

「３．知らない」とする割合が 53.0%で最も高

く，次いで「２．知っているが，事業内容は知ら

ない」が 30.4%，「１．知っているし，事業内容も

知っている」が 16.6%となっている。

１．ある, 

56.9%

２．ない, 

43.1%

(n=334)

回答数 割合

190 56.9%

144 43.1%

計 334 100.0%

選択肢

１．ある

２．ない

(n=334)

56.3%

54.7%

7.9%

5.8%

34.7%

29.5%

6.3%

12.1%

6.3%

18.4%

41.1%

7.4%

0% 50% 100%

１．自分や家族の健康のこと

２．自分や家族の老後のこと

３．生きがいに関すること

４．子育てに関すること

５．介護の問題

６．経済的な問題

７．隣近所との関係

８．住宅のこと

９．地域の治安のこと

10．災害に関すること

11．新型コロナウイルス感染症に

関すること

12．その他

（n=190)

回答数 割合

107 56.3%

104 54.7%

15 7.9%

11 5.8%

66 34.7%

56 29.5%

12 6.3%

23 12.1%

12 6.3%

35 18.4%

78 41.1%

14 7.4%

選択肢

１．自分や家族の健康のこと

２．自分や家族の老後のこと

３．生きがいに関すること

４．子育てに関すること

５．介護の問題

６．経済的な問題

７．隣近所との関係

８．住宅のこと

９．地域の治安のこと

（n=190)

10．災害に関すること

11．新型コロナウイルス感染症に関すること

12．その他

１．知ってい

るし，事業内

容も知ってい

る, 16.6%

２．知ってい

るが，事業内

容は知らな

い, 30.4%

３．知らない, 

53.0%

(n=332)

回答数 割合

55 16.6%

101 30.4%

176 53.0%

計 332 100.0%

２．知っているが，事業内容は知らない

３．知らない

(n=332)

選択肢

１．知っているし，事業内容も知っている
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問 30 あなたは，判断能力が不十分な方や不十分になった場合に備え，本人の利益を考えな

がら，本人を代理して財産管理や生活全般の支援に関する契約などの法律行為を援助

する「成年後見制度」について知っていますか。（○は１つだけ）

「２．知っているが，制度内容は知らない」と

する割合が 39.3%で最も高く，次いで「３．知ら

ない」が 39.0%，「１．知っているし，制度内容も

知っている」が 21.7%となっている。

問 31 あなたは，認知症や精神障がいなど，判断能力が不十分な方が住み慣れた地域で安

心してその人らしく生活できるよう，その方の権利を擁護することを目的とし，市民の身

近な場所で気軽に相談及び利用できる曽於市社会福祉協議会権利擁護センターが設

置されていることを知っていますか。（○は１つだけ）

「３．知らない」とする割合が 62.3%で最も高

く，次いで「２．知っているが，事業内容は知ら

ない」が 27.6%，「１．知っているし，事業内容も

知っている」が 10.1%となっている。

問 32 あなたは，「市民後見人」について知っていますか。また興味はありますか。

「４．知らない」とする割合が 55.9%で最も高

く，次いで「３．知らないが，興味はある」が

23.5%，「２．知っているが，興味はない」が

14.8%となっている。

１．知ってい

るし，制度内

容も知ってい

る, 21.7%

２．知ってい

るが，制度内

容は知らな

い, 39.3%

３．知らない, 

39.0%

(n=336)

回答数 割合

73 21.7%

132 39.3%

131 39.0%

計 336 100.0%

選択肢

１．知っているし，制度内容も知っている

２．知っているが，制度内容は知らない

３．知らない

(n=336)

１．知ってい

るし，事業内

容も知ってい

る, 10.1%

２．知ってい

るが，事業内

容は知らな

い, 27.6%
３．知らない, 

62.3%

(n=326)

回答数 割合

33 10.1%

90 27.6%

203 62.3%

計 326 100.0%

選択肢

１．知っているし，事業内容も知っている

２．知っているが，事業内容は知らない

３．知らない

(n=326)

１．知ってい

るし，興味も

ある

5.9% ２．知ってい

るが，興味は

ない

14.8%

３．知らない

が，興味は

ある

23.5%

４．知らない

55.9%

(n=324)

回答数 割合

19 5.9%

48 14.8%

76 23.5%

181 55.9%

計 324 100.0%

選択肢

１．知っているし，興味もある

２．知っているが，興味はない

３．知らないが，興味はある

４．知らない

(n=324)
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問 33 あなたは，曽於市社会福祉協議会が実施する「ほっとサービス」を知っていますか。（○

は１つだけ）

「４．知らない」とする割合が 67.9%で最も高

く，次いで「３．知っているが，登録はしていな

い」が 31.5%，「２．知っているし，依頼会員とし

て登録している」が 0.6%となっている。

問 34 あなたは，曽於市社会福祉協議会が行う「ふれあい・いきいきサロン活動」を知っていま

すか。（○は１つだけ）

「２．知っているが，参加したことはない」とす

る割合が 51.2%で最も高く，次いで「３．知らな

い」が 38.5%，「１．知っているし，参加したことも

ある」が 10.3%となっている。

問 35 曽於市社会福祉協議会の活動の財源となっている会費や寄付金を知っていますか。

（〇はいくつでも）

「３．香典返し寄付金を知っている」とする割

合が 65.6%で最も高く，次いで「２．一般寄付金

を知っている」が 33.7%，「５．知らない」が 32.5%

となっている。

１．知ってい

るし，協力会

員として登録

している

0.0%

２．知ってい

るし，依頼会

員として登録

している

0.6%

３．知ってい

るが，登録は

していない

31.5%

４．知らない

67.9%

(n=327)

回答数 割合

0 0.0%

2 0.6%

103 31.5%

222 67.9%

計 327 100.0%

選択肢

１．知っているし，協力会員として登録している

２．知っているし，依頼会員として登録している

３．知っているが，登録はしていない

４．知らない

(n=327)

１．知ってい

るし，参加し

たこともある, 

10.3%

２．知ってい

るが，参加し

たことはない, 

51.2%

３．知らない, 

38.5%

(n=330)

回答数 割合

34 10.3%

169 51.2%

127 38.5%

計 330 100.0%

(n=330)

選択肢

１．知っているし，参加したこともある

２．知っているが，参加したことはない

３．知らない

23.8%

33.7%

65.6%

11.8%

32.5%

0% 50% 100%

１．会費を知っている

２．一般寄付金を知っている

３．香典返し寄付金を知っている

４．遺贈を知っている

５．知らない

（n=323)

回答数 割合

77 23.8%

109 33.7%

212 65.6%

38 11.8%

105 32.5%

選択肢

１．会費を知っている

２．一般寄付金を知っている

３．香典返し寄付金を知っている

４．遺贈を知っている

５．知らない

（n=323)
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問 36 曽於市で集められた共同募金（赤い羽根共同募金）が，曽於市で地域福祉活動に取り

組む団体の活動財源として使われていることを知っていますか。（〇は 1 つだけ）

「１．知っている」が 64.0%，「２．知らない」が

36.0%となっている。

問 37 あなたは，曽於市の地域福祉を推進するためには，何が必要だと思いますか。（○はい

くつでも）

「３．誰でも気軽に立ち寄れる地域の福祉活

動の拠点づくり」とする割合が 47.6%で最も高

く，次いで「２．身近な相談窓口の充実」が

46.6%，「１．住民の福祉意識を高めるための広

報，啓発を強化する」が 37.3%となっている。

１．知ってい

る, 64.0%

２．知らない, 

36.0%

(n=325)

回答数 割合

208 64.0%

117 36.0%

計 325 100.0%

選択肢

１．知っている

２．知らない

(n=325)

37.3%

46.6%

47.6%

21.9%

26.0%

16.4%

23.5%

36.7%

7.7%

13.8%

24.4%

6.4%

0% 50% 100%

１．住民の福祉意識を高めるため

の広報，啓発を強化する

２．身近な相談窓口の充実

３．誰でも気軽に立ち寄れる地域

の福祉活動の拠点づくり

４．地域福祉活動に対する支援が

必要

５．地域福祉活動を推進するリー

ダー等の育成が必要

６．ボランティア，ＮＰＯの育成を支

援する

７．学校教育・社会教育を通して福

祉教育を充実する

８．地域で支え合うしくみをつくる

９．先進活動事例などの情報発信

を行う

10. ＳＮＳ（Facebook，Twitter等）を

活用した情報発信を行う

11. 地域福祉に取り組むための財

源の確保

12．その他

（n=311)

回答数 割合

116 37.3%

145 46.6%

148 47.6%

68 21.9%

81 26.0%

51 16.4%

73 23.5%

114 36.7%

24 7.7%

43 13.8%

76 24.4%

20 6.4%

11. 地域福祉に取り組むための財源の確保

12．その他

３．誰でも気軽に立ち寄れる地域の福祉活動の拠点づくり

４．地域福祉活動に対する支援が必要

５．地域福祉活動を推進するリーダー等の育成が必要

６．ボランティア，ＮＰＯの育成を支援する

７．学校教育・社会教育を通して福祉教育を充実する

８．地域で支え合うしくみをつくる

（n=311)

選択肢

１．住民の福祉意識を高めるための広報，啓発を強化する

２．身近な相談窓口の充実

９．先進活動事例などの情報発信を行う

10. ＳＮＳ（Facebook，Twitter等）を活用した情報発信を行う
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５ 用語解説

8050 問題

ひきこもりの長期化，高齢化から引き起こされ

る社会問題。主に 50代前後のひきこもりの子

どもを 80 代前後の親が養っている状態を指

し，経済難からくる生活の困窮や当事者の社

会的孤立，病気や介護といった問題によって

親子共倒れになるリスクが指摘されている。

ＤＶ

家庭内における暴力行為。特に，配偶者や

恋人など近しい関係にある異性への暴力。身

体的な暴力行為のほか，精神的・性的暴力も

含む。ドメスティックバイオレンス。配偶者間

暴力。

ＮＰＯ

民間非営利団体。政府や企業等ではできな

い社会的な問題に，非営利で取り組む民間

団体。

一般世帯

住居と生計を共にしている人々の集まりで持

ち家や借家等の住宅に住む世帯，下宿や会

社の独身寮に住む単身者や住宅以外に住

む世帯を指す。

虐待

繰り返しあるいは習慣的に，暴力をふるったり，

冷酷・冷淡な接し方をすること。具体的な内

容は様々で，肉体的暴力をふるう，言葉によ

る暴力をふるう（暴言・侮辱など），いやがらせ

をする，無視をする，等の行為を繰り返し行う

ことをいう。

協働

同じ目的のために，対等の立場で協力して

共に働くこと。

健康寿命

平均寿命のうち，健康で活動的に暮らせる期

間。WHO（世界保健機関）が提唱した指標で，

平均寿命から，衰弱・病気・認知機能の低下

などによる介護期間を差し引いたもの。

コミュニティソーシャルワーク

地域において生活上の課題を抱える個人や

家族に対する個別支援と，それらの人々が暮

らす生活環境の整備や住民の組織化等の地

域支援をチームアプローチによって総合的に

展開する実践をいう。

在宅福祉アドバイザー

高齢者や障がい者等の要援護者に対し，声

かけや安否確認などを行う。民生委員・児童

委員や各種関係機関と連携をとり，近隣福祉

ネットワークづくりを促進する。

支えあいマップ

地域の「気になる人（支援を必要と考えられる

人）」とその人への住民の関わりをマップ（住

宅地図）に落とし込み，支え合い活動の実施

状況や支援の欠けている状況を把握し，その

地域の取り組み課題を抽出するもの。

社会福祉協議会

社会福祉の企画･連絡･広報などを行い，そ

の総合的な促進を図ることを目的とする，社

会福祉における代表的な民間組織。すべて

の市区町村と都道府県･指定都市に組織さ

れ，その連合体として全国組織がある。その

事業は広範多岐にわたり，日本の社会福祉

活動の重要な基盤の一つとなっている。

重層的支援体制整備事業

市町村における既存の相談支援等の取組を

活かしつつ，地域住民の複雑化・複合化した

支援ニーズに対応する包括的な支援体制を

構築するため，Ⅰ相談支援，Ⅱ参加支援，Ⅲ

地域づくりに向けた支援を一体的に実施する
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事業を創設するもの。市町村の手あげによる

任意事業だが，実施の際には，Ⅰ～Ⅲの支

援を創設することが必須条件となっている。

主任児童委員

民生委員・児童委員の援助に，高齢者や障

がい者への支援，生活保護など主に大人を

対象としたものが多くを占める実情の中で，

子育て支援や虐待対応など子どもの福祉を

主に担う人的資源確保の要請から平成 6 年

（1994）に創設された。児童委員の中から厚

生労働大臣が指名し委嘱する。

シルバー人材センター

定年退職者その他の健康な高齢者の希望に

応じ，臨時的かつ短期的な就業の機会を確

保し，組織的に提供する業務を担う公益法人

で，運営費が国の補助対象となっている事業

団。

新型コロナウイルス感染症

令和元年末（2019）に発生した新型コロナウ

イルス感染による症状の名称。コロナウイルス

(Coronavirus)と病気(Disease)の短縮形に，感

染が報告され始めた 2019年を組み合わせ世

界保健機関(WHO)が命名した。中国の湖北

省武漢市で発生が確認されたあと日本を含

めた各国に広がった。

スクールガード

あらかじめ各小学校に登録した地域住民が，

学校内を巡回したり，通学路などの巡回パト

ロールや危険箇所の監視などを行ったりする

学校安全ボランティア。

生活困窮者自立支援法

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のある人に対して，

自立の促進を図るための措置を講ずることを

定めた法律。就労など自立に関する相談や，

住居の確保に必要な費用の給付などを行う。

平成 25 年（2013）公布。平成 27 年（2015）4

月施行。

制度の狭間

制度で拾いきれないニーズ，問題を抱えなが

ら公的なサービスの給付要件に該当しないケ

ース，公的な福祉サービスがあっても活用で

きない状況にあるケース等，公的なサービス

だけでは対応できない状況のこと。「制度の

隙間」「制度の谷間」ともいわれる。

成年後見制度

精神上の障がいがあり判断能力が不十分な

ために，財産管理や契約等の手続きが困難

な者に対し，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。平成 12 年民

法の改正により禁治産制度に代わるものとし

て設けられた。家庭裁判所が審判を行う法定

後見と，本人の判断能力があるうちに後見人

を選び，委任契約を結んでおく任意後見が

ある。

セルフネグレクト

成人が通常の生活を維持するために必要な

行為を行う意欲・能力を喪失し，自己の健康・

安全を損なうこと。必要な食事をとらず，医療

を拒否し，不衛生な環境で生活を続け，家族

や周囲から孤立し，孤独死に至る場合がある。

防止するためには，地域社会による見守りな

どの取り組みが必要とされる。自己放任。

ダブルケア

狭義では，育児と介護を同時期に担うことで，

育児と介護の両方の責任や負担が重なること，

またそうした状態にあることをさすことば。広

義では，家族や親族をはじめとする親密な関

係における，複数のケア責任や負担が重なる

こと，またそうした状態をさす。

団塊世代（団塊の世代）

昭和 22 年（1947）から昭和 24 年（1949）ごろ

の第1次ベビーブーム時代に生まれた世代。

他世代に比較して人数が多いところからいう。

地域共生社会

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

多様な主体が参画し，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，地域をともに創っ

ていく社会をいう。

地域包括ケアシステム

高齢者が重度な要介護状態となっても住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで送
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ることができるよう，地域一体で支援する体制

のこと。

ニート

仕事についておらず，教育や職業訓練も受

けていない状態，もしくは人をあらわす言葉。

語源はイギリスで，働かない若年層が社会問

題化するなかで生まれた言葉である。

認知症

いったん発育した脳が損傷されて，その結果

として，それまでに獲得された知的能力が低

下してしまった状態をいう。この状態について，

日本では長らく「痴呆(ちほう)」という呼称を用

いてきたが，平成 16 年（2004）に厚生労働省

が，一般的な用語や行政用語としては「認知

症」が適当であるとの見解を示し，「認知症」

を用いることとなった。

認知症サポーター

認知症について正しく理解し，偏見を持たず，

認知症の人や家族を温かい目で見守る応援

者。自分のできる範囲でサポーターとして活

動し，認知症サポーター養成講座で得た知

識を生かし，近所で気になることがあればさり

げなく見守る，まちなかで困っている人がい

たら手助けする等の活動を行う。

ノーマライゼーション

障がい者や高齢者を施設に収容し隔離する

のではなく，健常者と一緒に同じように暮らす

のが当然であり，そうするべきだという考え方。

引きこもり

自宅あるいは自室に引きこもって社会生活を

しないまま年単位の時を過ごす状態。厚生労

働省の定義では，社会的参加を回避し，6 ヵ

月以上にわたり家庭にとどまり続けている状

態をさす。

プラットホーム

システムやサービスの土台や基盤となる共通

の環境のこと。

ボランティア

①個人の自由な意思に基づいて，②不特定

多数のために行われる，③無償の活動をボラ

ンティアの三要素として，この三つの要素を

満たしている活動。

マンパワー

労働力。仕事などに投入できる人的資源。

民生委員・児童委員

民生委員は民生委員法に規定され，地域社

会に根ざした無給の相談援助職である。任

期は 3 年で，都道府県知事の推薦を受け厚

生労働大臣が委嘱する。市町村の福祉事務

所などと連携しながら活動。民生委員は児童

福祉法の規定で児童委員を兼ねており，地

域の子どもの健全育成にかかわる行事や児

童相談所との連携，虐待通告の仲介など子

どもとその親の相談援助を担っている。


