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章

地域福祉計画・地域福祉活動計画

１．基本理念

地域には様々な⼈が暮らしています。性別、年齢、国籍、障がいの有無などの違いを問わず、すべての⼈
は⼈間らしく⽣きる権利を持つかけがえのない存在です。
互いにかけがえのない存在であることを認め合い、一人ひとりの個性や多様性を尊重し、日ごろの付き合
いの中でつながりを強め、協⼒し合い、助け合い、⽀え合うことができる地域こそが、個性豊かな活⼒あふれ
る地域であり、持続可能な地域社会の実現に求められる要素です。
特に、社会環境が⼤きく変化する近年においては、地域の⽣活課題はますます多様化、複雑化している
状況にありますが、⾏政による公的⽀援だけでは、これらの⽣活課題を解決することは難しく、地域のあらゆ
る主体がそれぞれの役割を認識し、それぞれが連携・協働する⽀え合いのしくみづくりが求められています。
本計画の推進により、互いの個性、多様性を認め合い、共に支え合いながら、自分らしく活躍できる、共
⽣のまちを実現するため、本計画の基本理念を「共に⽀え合い、誰もが笑顔でいきいきと暮らせるまち」としま
す。
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２．基本目標
基本理念の実現に向け、次の３つの項目を基本目標として掲げ、本計画を推進していきます。

基本目標

1

共に支え合う意識づくり

福祉のまちづくりには、住⺠⼀⼈ひとりが、地域の様々な困りごとを我が事として意識し、地域の課題を⾝
近なものとして捉えるといった、⽀え合いに対する意識を深めることが不可⽋です。
多くの住⺠が住んでいる地域に関⼼をもち、地域課題の解決に主体的に取り組もうとする住⺠⼒の向上
に向けて、住⺠の福祉意識の醸成に取り組みます。

基本目標

2

支え合いの地域づくり

地域福祉を進めていくためには、地域で支援を必要としている人や生活上の悩みや困難を抱えている人
に、地域で気づき、⽀え合い、必要な⽀援につなげていくことが⼤切です。
地域において多様なつながりが育つことを⽀援するため、地域福祉を⽀える⼈材の育成や住⺠主体で福
祉活動を⾏っている団体等の活動の⽀援に取り組むとともに、相互の連携体制の構築・深化を図ります。

基本目標

3

安心して暮らせる環境づくり

地域には様々な⼈が暮らしており、多種多様な福祉課題が存在しています。住⺠が地域で安⼼して暮ら
していくためには、様々な困りごとに対するきめ細やかな支援の充実や健康で快適な暮らしができる環境づく
りが必要です。
地域の中で⽣活上の悩みや困難を抱えている⼈が、それぞれの状況や困りごとに応じて適切な⽀援・サ
ービスを受けられるよう、福祉サービスの充実や相談支援体制・情報提供体制の強化に取り組むとともに、
複合化する課題に対応できるよう、分野横断的な取り組みによる支援体制の構築を推進します。
また、住⺠がいつまでも健康でいきいきと暮らすことができるよう、主体的に健康づくりに取り組める環境づく
りを進めるとともに、快適な生活環境の整備に取り組みます。
そのほか、地震や台風などの災害時に備え、適切な⽀援が⾏えるよう、地域における防災体制の組織づ
くりに取り組むなど、誰もが安心して暮らせる環境づくりを進めます。
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■ 地域の範囲の考え方
地域活動は、⾃治会などを中⼼とした近隣区域での⾝近な⽣活課題に対応する活動から、福祉サービ
スや⾏政施策による総合的な⽀援といった市全域にわたる取り組みが求められるなど様々です。
地域の特性に応じた活動やサービス、取り組みにより、地域内や地域の範囲をまたいだ連携やネットワー
クを活用し、以下のイメージのように重層的に地域福祉の課題解決に取り組むことが必要です。
【地域の範囲のイメージ】

【地域の支援体制のイメージ】
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■ 各主体の役割
地域福祉を推進するためには、地域の各主体がそれぞれ担う役割を認識し、相互に協⼒し合っていくこと
が⼤切です。
【住⺠の役割】
住⺠⼀⼈ひとりが地域社会を⽀える構成員の⼀⼈であることを⾃覚し、地域に関⼼をもち、地域活動
に参加したり、あいさつや声かけを⽇頃から⾏う、隣近所でちょっとした⼿助けをしあうなど、地域福祉の主
体者としての実践が求められています。
【⺠⽣委員・児童委員の役割】
⺠⽣委員・児童委員は、⾃らも地域住⺠の⼀員として、担当する地域において住⺠の⽣活上の様々
な相談に応じ、適切な⽀援やサービスへの「つなぎ役」として重要な役割を担っています。
今後も、自治会、ボランティア・NPO、社会福祉協議会、⾏政等の団体との情報交換を⾏い、地域の
⽣活課題を共有し、問題の早期発⾒・早期⽀援につなげるといった、地域住⺠と密着した活動が期待さ
れています。
【ボランティア・NPO の役割】
地域で⽣活上の困難を抱える⼈が増えている中で、地域住⺠の視点から地域の福祉課題に取り組む、
ボランティア・NPO への期待は高まっています。
今後も、住⺠を巻き込んだ様々な福祉活動を展開し、他の団体との連携を深め、活動内容の充実や
安定的なサービスの提供により、地域の多様な福祉ニーズに対応する役割が期待されています。
【福祉施設・福祉関係事業所の役割】
福祉施設・福祉関係事業所は、すべての⼈々が住み慣れた地域で⾃⽴した⽣活を送ることができる
地域包括ケアシステムの重役を担っています。
それぞれの専門性を活かして、医療機関や他の専門機関、⾏政との連携を深め、多様化、複雑化す
る福祉ニーズに迅速かつきめ細かく対応していく役割が期待されています。
【社会福祉協議会の役割】
社会福祉協議会は、社会福祉法において、地域福祉の推進を担う中心的な団体として位置づけられ、
誰もが住み慣れたまちで安心して生活することのできる福祉のまちづくりを推進するための地域福祉活動
の拠点としての役割を担っています。
地域福祉を推進する⾞の両輪として⾏政と連携し、社会福祉法が求める福祉関係者による協議会と
しての機能を発揮し、住⺠や福祉関係者等との協働を進め、課題解決に向けての実践的な取り組みを
推進していくことが求められています。
【⾏政の役割】
⾏政は地域福祉の実施主体として、庁内横断的な推進体制を構築しながら、⺠⽣委員・児童委員、
ボランティア・NPO、福祉施設・福祉関係事業所、社会福祉協議会等とのつながりを強め、住⺠が主体
となったまちづくりを⾏うためのしくみを構築する役割を担っています。
また、地域の多様な福祉課題を解決するしくみの中の「公助」として、公的⽀援制度の充実と適正な
運営が求められています。
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３．計画の体系
基本理念

基本目標及び施策の方向

基本目標

１

共に支え合う意識づくり

（１）福祉意識の高揚

① 地域福祉の意識啓発
② 福祉教育の充実
③ 福祉について学ぶ機会の拡充

（２）地域交流の促進

共に支え合い、誰もが笑顔でいきいきと暮らせるまち

基本目標

２

① 地域における交流機会の提供

支え合いの地域づくり

（１）地域コミュニティの活性化

① 地域活動を担う人材の確保・育成
② 多様な地域活動の推進
③ ボランティア活動への支援

（２）支え合いのしくみづくり

① 支え合いネットワークの構築
② 社会福祉協議会の基盤整備

基本目標

３

安心して暮らせる環境づくり

（１）包括的な支援体制の構築

① 相談支援体制の充実
② 情報提供体制の充実

（２）健康で快適な暮らしの実現

① 生涯にわたる健康づくりの推進
② 生きがいづくりの推進
③ 住み続けたいと思える環境づくり
① 権利擁護に関する制度の運用と周知

（３）権利擁護の推進
（成年後見制度利用促進計画）

② 権利擁護支援に向けた地域連携の推進
① 福祉サービスの充実と利用促進

（4）生活に悩みや困難を抱える
人への支援

② 生活困窮や社会的孤立等に対する支援

（5）防災・防犯対策の推進

① 災害時における支援体制の構築
② 犯罪防止に配慮した環境整備
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４．重点課題
地域共生社会の実現をめざし、以下の重点課題を設定します。

重点課題１ 包括的な支援体制の構築
少⼦⾼齢化の進⾏やライフスタイルの変化、経済状況の悪化などにより、⽣活上の悩みや困難を抱える⼈は
増加傾向にあります。また、世帯の⼩規模化や社会的孤⽴などの影響により、⼈々が暮らしていく上での課題は、
介護、障がい、子育て、生活困窮といった様々な分野の課題が絡み合って複雑化してきています。そのほか、高
齢の親と⾃⽴できない⼦どもで構成される世帯が抱える「8050 問題」、親の介護と子育ての板ばさみである「ダ
ブルケア」といった複合的な課題を持つケースもみられ、対象者ごとに整備された従来の縦割り制度では対応が難
しいといった問題が発生しています。
こうした中、生活課題を抱える人を必要な支援につなげていくためには、複数の福祉課題に対応できる包括的
な相談支援体制を構築していくことが重要であるため、本市においても総合相談窓口を設置し、複雑化・複合
化する課題に迅速かつきめ細やかに対応できる体制を構築します。

重点課題２ 地域コミュニティの維持と強化
家族形態の変容や価値観・ライフスタイルの多様化等により、地域コミュニティの希薄化が問題視される中にお
いて、本市では⾼齢化が進んでいる地域を中⼼に、地域コミュニティによる⾒守り・⽀え合い活動が活発に⾏われ
ています。しかしながら、⾼齢化が急速に進⾏しており、多世代によるコミュニティを形成することが重要になってい
ます。
本市の強みでもある地域のつながりを今後も持続させるため、住⺠⼀⼈ひとりが地域に対する理解と関⼼を深
め、主体的に福祉活動に参加していく意識を⾼めることができるよう、あらゆる機会を活⽤した啓発を⾏います。ま
た、地域⾒守りネットワーク活動の推進に向けて、⾝近な地域での多世代交流を活性化させ、顔のみえる関係
づくりを進めます。

重点課題３ 健康年齢の向上
誰もが持てる⼒を発揮して、地域社会の一員として支え合う中で、安心して暮らしていくためには、健康で
あることが不可⽋です。また、「⼈⽣ 100 年時代」と⾔われる時代になり、健康で過ごす期間をいかに延ば
すかが社会の⼤きな課題となっています。特に本市においては県内でも⾼齢化率が⾼く、介護予防や医療
費抑制の視点からも健康年齢の向上に取り組むことが求められています。
健康には生活習慣のみならず、社会環境も影響を及ぼすと言われており、一人ひとりの主体的な取り組
みに加え、健康づくりを継続しやすい地域づくりや人とのつながりといった要素も必要です。
地域で暮らすすべての人が、多様な役割や生きがいを持って豊かな人生を過ごすことができるよう、一人ひ
とりのヘルスリテラシーの向上を図るとともに、⼈とのつながりの中で住⺠が主体となった健康づくりが展開され
るよう、継続して健康づくりに取り組める環境を整備することで、官⺠⼀体となった健康づくり運動を進めます。
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５．成果目標
基本目標の達成に向け、基本目標ごとに以下の成果目標を設定します。
基本目標

令和元年度
実績値

令和８年度
目標値

6回

14 回

53.9％

60.0％

9 か所

30 か所

23.3％

30.0%

66.4％

80.0％

27 人

50 人

31.1％

50.0％

5回

10 回

6.1％

5.8％

1,363 人

1,500 人

29.3%

50.0%

ひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯
生活に悩みや困難
訪問率
を抱える人への支
（訪問世帯数÷ひとり暮らし高齢者・高齢者
援

100％

100%

防災・防犯対策の 避難⾏動要⽀援者※3 名簿登録率
推進
（登録者数÷対象者数×100）

96.9%

100%

分野
福祉意識の⾼揚

１

共に支え合う
意識づくり

指標
いきいきまちづくり講座の実施回数
（年間実施回数）

地域とのつながりがあると思う人の割合
地域交流の促進

（市⺠アンケート結果＊1）

縁側コミュニティ設置数
（設置箇所数＊２）

地域コミュニティの ⺠⽣委員・児童委員の認知度
活性化
（市⺠アンケート結果＊３）
２

支え合いの
地域づくり

近所の人と縁がある人の割合
（市⺠アンケート結果＊４）

支え合いのしくみづ
ファミリー・サポート・センター事業利⽤
くり
会員数
（登録利⽤会員数）

市の福祉事業・活動に満足している人の
割合

包 括 的 な 支 援 体 （市⺠アンケート結果＊５）
制の構築
地域ケア会議実施回数
（年間実施回数）

介護保険第１号被保険者※1 における
要介護 3 以上の認定者の割合

３

安心して
暮らせる
環境づくり

健康で快適な暮ら （介護保険事業計画の数値による割合）
しの実現
みの☆すまいるアップポイント※2 参加者数
（年間延べ参加者数）

権利擁護の推進

成年後⾒制度を知っている⼈の割合
（市⺠アンケート結果＊６）

のみ世帯数×100）

＊１︓地域とのつながりについて「つながりがある⽅だと思う」と回答した⼈の割合
＊２︓縁側コミュニティとして週１回以上開かれている場所
＊３︓⺠⽣委員・児童委員について「誰かも活動内容も知っている」と回答した⼈の割合
＊４︓近所の⼈とのつきあいについて「困ったときに相談したり助け合えるようなおつき合い」と回答した⼈割合と、「家を⾏き来するおつき合い」と回答し
た⼈の割合、「⽴ち話をする程度のおつき合い」と回答した⼈の割合の合計
＊５︓現在の美濃市の福祉事業・活動全般について「満⾜している」と回答した⼈の割合と、「まあ満足している」と回答した人の割合の合計
＊６︓成年後⾒制度について「どういった制度か知っている」と回答した⼈の割合

用語説明
※１ 介護保険第 1 号被保険者
介護保険被保険者のうち 65 歳以上の方
※２ みの☆すまいるアップポイント
健康づくり事業に参加し景品と交換できるポイントを集めることで、楽しんで健康年齢の向上を目指すための事業
※３ 避難⾏動要⽀援者
高齢者や障害者など配慮が必要な方のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な方のうち、災害時におい
て特に支援を必要とする方
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６．施策の展開
【施策の展開の⾒⽅】
基本目標の達成に向けた
施策の方向を示しています。

美濃市の現状や施策を展開するに
あたっての課題などを示しています。

これからの取り組みの方向性
を示しています。

地域福祉の推進のための市⺠や
地域の取り組みを示しています。

市が展開する取り組みを
示しています。

第６次総合計画における
施策番号（次ページ参照）
を示しています。

社会福祉協議会が中心となって
進める取り組みを示しています。

今後の方向性（新規・継続・
拡充）を示しています。
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■ 第６次総合計画の体系
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基本目標１ 共に支え合う意識づくり

（１）福祉意識の⾼揚
現状と課題

少⼦⾼齢化や核家族化の進⾏、地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境が⼤きく変化
する中で、福祉課題を早期発⾒し、適切な⽀援につなげていくためには、住⺠⼀⼈ひとりが地域に関⼼を持
ち、福祉に対する理解を深めることが重要です。
アンケート調査結果をみても、地域の福祉をより充実するために必要なこととして、「住⺠が福祉に関⼼を
持ち福祉のまちづくりの⼀員であることを認識すること」が上位にあげられています。また、福祉に関⼼があると
回答する⼈は７割台半ば以上となっており、本市では福祉に対する意識が⾼いことがうかがえます。
福祉意識のさらなる醸成に向けて、今後も引き続き、福祉意識の普及、福祉教育の推進を図り、地域
全体に⽀え合いの意識を浸透させていく必要があります。

今後の方向性

住⺠の福祉意識の向上、地域福祉の理解促進に向けて、広報やホームページ等を活⽤した周知・啓発
や福祉に関する講演会やイベント等の開催、福祉教育の推進に取り組みます。

① 地域福祉の意識啓発
【市の取り組み】
事業名
福祉意識の普及・啓発

元気わくわく講演会

内容

担当課

●広報やホームページ等を活用し、地域福祉
の重要性や地域の福祉課題についての周知
を⾏います。
●情報発信の際には情報バリアフリー化に配慮
します。
●⼈権意識や男⼥共同参画への意識の醸成
を図るための講演会を開催します。
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第６次総合計画
での位置づけ

健康福祉課
施策 9
（社会福祉係）

総合政策課
施策 11・44
健康福祉課
（地域改善係）

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
啓発活動の充実

福祉講演会

社会福祉大会

市内企業等事業者への
意識啓発

今後の方向性

●「社協みの」や「支部だより」、ＰＲパンフレットによる啓発のほ
か、社協ホームページや新聞において各事業や団体等の支援の
状況等を掲載するなど、多彩な広報活動を⾏い、福祉意識の
醸成を図るとともに、福祉活動・イベントの周知を⾏います。
●誰もがいきいきと輝き、安心で住み心地のよい福祉のまちづくりを
めざし、福祉講演会を開催します。
●多くの人に「福祉・生きがい・健康」などに関心を持っていただける
ような内容で⾏います。
●地域住⺠の協働による住みよい福祉のまちづくり推進のため、社
会福祉大会を開催します。
●社会福祉の各分野での功労者の表彰や福祉協⼒校による意
⾒発表を通じ、福祉のまちづくりの機運を⾼めます。
●賛助会費や共同募⾦の協⼒依頼の際に、ＰＲパンフレットを
配布し、福祉意識の醸成を図ります。
●企業等事業者を訪問し、地域福祉の重要性を周知するなど、
福祉意識の醸成を図ります。

継続

継続

継続

継続
新規

② 福祉教育の充実
【市の取り組み】
内容

事業名
福祉教育の推進

担当課

●地域の⾼齢者との交流や福祉施設への訪 学校教育課
問を通して、児童・生徒の福祉教育を推進
します。

第６次総合計画
での位置づけ

施策 6・8

【社会福祉協議会の取り組み】
事業名

内容

福祉協⼒校の指定・⽀援

●市内の⼩・中・⾼校を福祉協⼒校に指定し、ボランティア活動や
福祉教育事業等の福祉学習の取り組みを支援します。
●⼩・中・⾼校の福祉授業に機材の貸出や講師の派遣を⾏いま
す。
●市内の中学１・３年⽣及び⾼校⽣を対象に、福祉施設での
福祉ワークセミナー体験事業を⾏います。
●身近な地域での福祉課題に気づき、福祉のこころを育むことが
できるよう、市内の小学校 4 年〜6 年⽣、中学⽣、⾼校⽣の
児童・生徒を対象に、福祉啓発の一環として、高齢者や障がい
のある人へのおもいやり等をポスターに表現する機会を提供しま
す。
●市内の⼩・中学校へ共同募⾦のグッズを配布し意識啓発を図
ります。

福祉ワークセミナー
福祉啓発ポスター

⼩中学校への意識啓発
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今後の方向性
継続

継続
継続

継続

③ 福祉について学ぶ機会の拡充
【市の取り組み】
内容

事業名
いきいきまちづくり講座

生涯学習講座の充実

担当課

●団体からの要請により、市職員が講師として 人づくり文化課
出向き、⾏政の取り組みや制度について説
明します。
●住⺠が地域や福祉に関することを学ぶ機会 人づくり文化課
を提供するため、生涯学習講座を実施しま
す。
●福祉系大学との連携による講座の実施を検
討します。

第６次総合計画
での位置づけ

施策 18

施策 18

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
施設訪問の推進

大学と連携した福祉学習

今後の方向性

●住⺠の福祉に対する理解と関⼼を⾼めるため、多様な年代を 拡充
対象に、通所施設や障がい者施設への訪問活動を推進しま
す。
●福祉に対する理解と専門性を⾼めるため、福祉系⼤学と連携 新規
し、ワークショップやシンポジウムなど、福祉を学ぶ機会を計画して
いきます。

（２）地域交流の促進
現状と課題

地域における⽀え合いの意識を浸透させるためには、住⺠⼀⼈ひとりが福祉に対する理解を深めるととも
に、地域に愛着を持って、地域と積極的につながり、関わりながら⽣活していくことが⼤切です。
アンケート調査結果をみると、８割以上の人が地域に愛着を持っていると回答していますが、地域とのつな
がりがある方だと思うと回答する人は５割台半ばとなっています。また、近所の人と困ったときに相談したり助
け合えるようなおつき合いをしている人と回答する人は２割未満で、近所づきあいをほとんどしていない、もしく
は全くしていないと回答する人も少数ながらみられます。
地域交流や近所づきあいは地域福祉を推進する上で⼤変重要な要素となるため、地域においてあらゆる
世代が交流できる機会を充実させるなど、⼈と⼈のつながりを深めるための取り組みを推進する必要がありま
す。

今後の方向性

地域のつながりを深めるため、地域における住⺠同⼠の交流機会の充実を図ります。また、交流の場への
参加促進を図るため、広報やホームページ等における積極的な情報発信に努めます。
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① 地域における交流機会の提供
【市の取り組み】
事業名

内容

担当課

縁側コミュニティ推進事業

●⼦どもから⾼齢者まで、⾝近な地域住⺠が
気軽に集える居場所を整備し、地域の絆を
深め、より豊かな人間関係を育みます。
異世代が交流できる機会 ●子どもたちの地域の居場所づくりに向けた取り
の提供
組みである「放課後子ども教室」や「土曜の
教育活動実施事業」を通じ、子どもと地域
住⺠との交流機会を提供します。
●美濃市健康⽂化交流センターに、⼦どもから
⾼齢者まで⾝近な地域住⺠が気軽に集える
居場所を整備します。
●私⽴保育園や⾼齢者施設において、⼦ども
と⾼齢者の交流活動を推進します。
認知症総合支援事業
●保健・医療・福祉の様々な専門職が、初期
段階での認知症悪化防⽌の⽀援を⾏うほ
か、認知症の方やその疑いのある方への総合
的な⽀援を⾏います。
●社会福祉協議会と連携し推進します。

第６次総合計画
での位置づけ

健康福祉課
施策 6
（高齢福祉係）
（子ども家庭係）
人づくり文化課 施策 6・17

健康福祉課
施策 6・13
（子ども家庭係）
健康福祉課
施策 7
（高齢福祉係）

【社会福祉協議会の取り組み】
事業名

内容

ふれあいサロン等に対する
支援

●子育てふれあいサロンや高齢者ふれあいサロンといったサロン活
動に対する助成や情報提供など、活動への⽀援を⾏います。
●円滑な運営を進めるための講師派遣や助⾔を⾏い、活動の充
実を図ります。
世代間交流機会づくり
●福祉施設利⽤者と施設の近隣保育園、⼩学校との定期的な
交流会を実施します。
認知症カフェ（おれんじカ ●市と連携し、認知症の⼈やその家族、地域住⺠、専門職員な
フェみの）
どが気軽に集まり、仲間づくりや情報交換を⾏う拠点である「お
れんじカフェみの」を開催します。
●認知症カフェに専門職の参画を図り、専門相談が⾏える体制を
構築します。
障がいのある人との地域交 ●コミュニティカフェ OLIVE において、障がいのある人が製作品を販
流の促進
売する機会を提供します。
●市内外の店舗等に呼びかけを⾏い、みのりの家作業所で⽣産
する紙製品やさをり織りの製品の販路拡⼤を促します。
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今後の方向性
継続

継続
継続

継続
拡充

基本目標２ 支え合いの地域づくり
（１）地域コミュニティの活性化
現状と課題

地域福祉の推進のためには、地域の福祉課題や困りごとを抱えて支援を必要としている人に地域で気づ
き、⽀え合い、助け合える環境が必要になりますが、地域における福祉活動の担い⼿不⾜や⼈材の⾼齢化
が全国的に大きな課題となっています。
本市においては、ボランティアの育成や地域ふれあいセンターの整備、住⺠による地域福祉活動への補助
等により、地域活動の推進を図ってきましたが、地区懇談会では、定年年齢の引き上げなどによる担い⼿不
足、ボランティアの高齢化が課題としてあげられており、地域活動の活性化を図ることが難しい状況にあります。
しかし、アンケート調査結果をみると、地域の課題は⾃分たちの⽣活に関わることだから住⺠同⼠で協⼒して
解決したいと回答する⼈が４割以上となっており、地域への参加意識は低くはない状況です。また、美濃市
の将来像として、約５割の人がお互いに支え合い、助け合いができるまちにしたいと回答しています。
住⺠の暮らしの基盤である地域コミュニティを活性化し、⽀え合いのまちづくりを進めるためには、住⺠⼀⼈
ひとりが、地域の一員であるという自覚を持ち、地域活動へ参画していくことが重要であるため、自治会などの
地域福祉活動やボランティア活動に参加・協⼒できる⼈材の確保・育成に引き続き取り組むともに、住⺠同
⼠が⾝近な地域の福祉課題やその解決策を話し合う場の提供を⾏っていくことが必要です。

今後の方向性

⽀え合いのまちづくりに向けて、地域活動を担う⼈材の育成に取り組むとともに、⼈材の発掘や住⺠同⼠
の意⾒交換の場の確保に取り組みます。また、住⺠がボランティア活動に参加しやすいよう積極的な情報提
供を⾏うとともに、ボランティア等が福祉活動を⾏いやすいよう、拠点施設の機能充実や補助制度等による
⽀援を⾏います。
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① 地域活動を担う人材の確保・育成
【市の取り組み】
内容

事業名

担当課

●地域の福祉活動、清掃活動、イベント等を
⾏うボランティアの育成・指導を⾏います。
ジュニアリーダーの育成・指 ●地域活動を⾏うジュニアリーダーを育成し、公
導・派遣
⺠館、⼦ども会等の各種団体のイベントへ派
遣を⾏います。
⺠⽣委員・児童委員研修 ●⺠⽣委員・児童委員の知識と資質の向上を
会への参加
図るため、各単位⺠⽣委員児童委員協議
会において、⾏政説明等を⾏います。
保健推進員研修会
●住⺠の健康増進を図るための地域活動を推
進する保健推進員の資質向上のための研
修会を実施し、乳幼児訪問等活動のさらな
る推進と他組織との連携促進を図ります。
食生活改善推進員研修 ●食生活改善のボランティア活動のリーダー役
会
を担う食生活改善推進員への研修会を実
施します。
ボランティアの育成・指導

第６次総合計画
での位置づけ

人づくり文化課

施策 9・18

人づくり文化課

施策 17

健康福祉課
施策 9
（社会福祉係）
保健センター

施策 1

保健センター

施策 1

【社会福祉協議会の取り組み】
事業名

内容

おむすびサポーター養成講
座

●地域の高齢者のちょっとした困りごとをお手伝いする「おむすびサ
ポーター」の養成講座を開催します。
●講座修了者を地域の実践活動へとつなげます。
●認知症になっても安心して暮らせる地域をめざし、市と連携し
て、認知症の人に対する⾒守りや⼩さなサポートについて学べる
講座を開催します。
●聴覚障がいのある⼈のコミュニケーション⽀援を⾏う⼿話奉仕員
の養成講座を実施します。
●多様な世代が参加できるボランティア入門講座を開催します。
●定年退職を迎えた⼈を対象に、様々な経験と知識が活かせる
ボランティア講座を開催します。
●男性の参加促進に向けた講座の開催を検討します。
●⼩地域を対象に、ゴミ出し、⾒守り、電球替えなどのちょっとした
ボランティアを周知するための講座を⾏い、近所のちょっとした助
け合い、ちょいボラの輪を広げます。
●小地域の活動の組織化に取り組みます。
●ボランティアリーダーの能⼒アップを図るため、研修会への参加促
進を図ります。

認知症サポーター養成講
座
手話奉仕員養成講座
多様な世代が参加できる
ボランティア入門講座

ちょいボラ講座

ボランティアリーダー養成研
修
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今後の方向性
継続

継続

継続
継続

継続

新規

② 多様な地域活動の推進
【市の取り組み】
事業名

内容

担当課

地域ふれあいセンターの機 ●地域の⼈々が集まり、ふれあい、交流でき
能充実
る、地域活動の拠点施設として、地域ふれあ
いセンターの機能を充実します。
●広報やホームページを活用し、センターでの活
動に関する情報を発信します。
地域の絆づくり事業
●地域におけるつながりを深めるため、身近な
地域課題の解決や地域の絆づくりに向けた
住⺠活動に対し、補助を⾏います。
シニアクラブ活動助成事業 ●シニアクラブ連合会や単位シニアクラブに運営
費補助を⾏うとともに、会員募集に対する⽀
援を⾏います。
自治会への加入促進
●地域への参加意識を⾼めるため、広報等を
活用し、自治会への加入を呼びかけます。

第６次総合計画
での位置づけ

総務課

施策 43

総合政策課

施策 43

健康福祉課
施策 6
（高齢福祉係）
総務課

施策 43

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名

今後の方向性

支部社協の活動助成事 ●地域ふれあいセンターごとに、地域の活動の拠点として支部社
業
協を設けるとともに、実施する事業を支援し地域福祉の推進を
図ります。
サロン活動助成事業
●⺠⽣委員・児童委員、福祉委員、ボランティア等が実施するふ
れあいサロン活動を支援します。
小地域コミュニティ創造事 ●⾼齢者サロンや⼦育てサロンを⾏う地域づくり活動を⽀援しま
業
す。
講師派遣事業
●様々な活動団体の要望に応じて、本協議会のスタッフや外部
講師を派遣します。

継続

継続
継続
継続

③ ボランティア活動への支援
【市の取り組み】
事業名

内容

担当課

住⺠団体紹介ホームペー ●地域で福祉活動を⾏う団体の活動内容をホ 総合政策課
ジの充実
ームページ等で紹介するとともに、より効果的
な周知⽅法を検討するなど、団体間の交流
機会を支援します。
NPO 法⼈の⽴ち上げ及 ●市内で活動しているボランティア団体等が社 総合政策課
び育成支援
会的信用を高め、安定的で継続的な活動
ができるよう NPO 法⼈制度の周知など、設
⽴に向けた⽀援を⾏います。
●NPO 法人の活動を支援するとともに、団体
間のネットワークづくりを推進します。
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第６次総合計画
での位置づけ

施策 43

施策 43

【社会福祉協議会の取り組み】
事業名

内容

ボランティア団体活動助成
事業
ボランティア個人登録の推
進
ボランティアセンター事業

●美濃市ボランティア連絡協議会加盟団体に対して、ボランティア
活動に係る事業費の助成を⾏います。
●個⼈の能⼒をボランティア活動で発揮できるよう、個人ボランティ
ア登録の推進を⾏います。
●現在活動中のボランティアの世話役に対する相談、運営指導を
⾏います。
●新たなボランティア団体の⽴ち上げを⽀援するとともに、ボランティ
ア連絡協議会への加入を呼びかけます。
●安心してボランティア活動ができるよう、保険の案内や加入手続
きを⾏います。
●個人ボランティアの活動の場を広げるため、横のつながりを作り、
情報の共有化を図ります。
●個⼈ボランティアの知識を深めるため、技術講習会等を⾏いま
す。
●⾼校や⼤学と連携し、若い世代のボランティアへの参加を促しま
す。

ボランティア活動保険の加
入促進
個人ボランティアへの支援

今後の方向性
継続
継続
継続

継続
継続
新規

（２）支え合いのしくみづくり
現状と課題

少⼦⾼齢化や核家族化の進⾏、価値観の多様化などにより、地域における住⺠のつながりの希薄化が
進み、地域での助け合い・支え合いといった相互扶助機能が弱体化していることが指摘されています。
地区懇談会の意⾒によると、本市では近隣住⺠を気にかけるといった関係づくりができている地域もあり、
アンケート調査結果においても半数以上の⼈が、地域や隣近所の⼈とちょっとした⼿助けや協⼒をしていると
回答をしています。しかしながら、若い世代においては、⼿助けや協⼒をしていない⼈の⽅が多く、これからは
そういった絆を継続していくことが難しくなっていくことが考えられます。
⽣活を取り巻く環境がめまぐるしく変化する現代社会においては、これまでの⾏政による公的⽀援だけでは
対応することが難しい新たな⽣活課題や課題が複雑化、複合化しているケースも⽣じており、地域住⺠を
中心とする多様な主体による支え合い活動への期待が高まっています。地域における支え合活動の推進に
向けて、⾏政をはじめ、地域住⺠、ボランティア団体、関係機関等が連携を図り、重層的なネットワークを構
築することが求められています。

今後の方向性

地域における様々な問題に対し、迅速かつきめ細かな⽀援が⾏えるよう、地域における⽀え合い活動や
⾒守り活動を推進するとともに、地域活動が多様な主体や多分野の専門機関と連携・協働できる体制の
構築に取り組みます。
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① 支え合いネットワークの構築
【市の取り組み】
事業名

内容

担当課

社会福祉協議会との連携 ●社会福祉協議会との連絡調整会議等を実
施し、各種計画や事業の進捗状況を確認し
ながら、確実な事業の推進を図ります。
多様な主体による連携強 ●地域の福祉課題の解決に向け、⺠⽣委員・
化
児童委員、福祉委員、ボランティア・NPO、
自治会、社会福祉協議会等との連携を図り
ます。
●庁内においても、市福祉課以外の関係各課
との連携を図ります。
●⾏政、住⺠、ボランティア・NPO 等が、それぞ
れの⽴場で連携・協働し、福祉、教育、防犯
などの分野で自主的・自発的に公を担う「新
しい公共」の確⽴をめざします。
コミュニティサポート事業
●在宅⽣活に⽀援を要する⾼齢者に対し、必
要に応じて簡単な日常生活の家事援助を
⾏います。
地域⾒守り活動の促進
●⺠⽣委員・児童委員の協⼒のもと、地域の
⾒守り活動を推進します。
●ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等
に対し、安否確認を兼ねた配食サービスの費
用の一部を助成します。
●企業や⺠間事業所、⼩売店、喫茶店等と
連携し、地域による⾒守り体制を構築しま
す。
ファミリー・サポート・センター ●⼦育てのサポートを受けたい⼈とサポートを⾏
事業
いたい人が会員となり、地域で子育てを支え
合う会員組織活動である「ファミリー・サポー
ト・センター事業」を推進します。
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第６次総合計画
での位置づけ

健康福祉課

施策 9

健康福祉課

施策 9

総合政策課

施策 9

健康福祉課
施策 6
（高齢福祉係）
健康福祉課
施策 9
（社会福祉係）
健康福祉課
施策 6
（高齢福祉係）
健康福祉課
施策 9
（社会福祉係）
健康福祉課
施策 13
（子ども家庭係）

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名

今後の方向性

小地域コミュニティ・創造 ●本協議会に生活支援コーディネーターを配置し、市と連携して、 拡充
事業
世代を超えたふれあいを目的とした小地域コミュニティを推進しま
す。
●サロン活動より⼩規模で⾏う交流事業の⽴ち上げや活動持続
のための⽀援を⾏います。
●サロン活動が市内全域に広がるよう、新たなサロン⽴ち上げの⽀
援を⾏います。
地域⾒守り活動
●⺠⽣委員・児童委員、福祉委員をはじめ、⾃治会やシニアクラ 拡充
ブに代表される地域の各種団体等と協⼒して、地域の⾒守りの
活動を推進します。
高齢者生活支援配食サ ●ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等への配食サービスを活用 継続
ービス助成事業

し、⾼齢者の安否確認を⾏います。

おむすびサポーターのコーデ ●既存の制度やサービスで対応しきれない、制度のはざまにある⼩
ィネート
さな困りごとやニーズに対応するためのボランティアである「おむす
びサポーター」の活動を推進します。
ボランティアコーディネート
●地域福祉の推進役としてボランティアに関する相談や情報提供
を⾏うボランティアセンターの機能強化を図り、援助したい⼈と援
助を必要とする⼈の円滑なコーディネートを⾏います。
●団体に属していない個⼈ボランティアへの協⼒依頼など、コーディ
ネート活動を⾏います。
各支部社協活動への支
●「きずなびと事業」を市内全域に広げて、⽀援が必要な⼈の⾒
援
守り活動を積極的に展開します。
●各⽀部の活動にとどまらず、地域に根差した⾏事等の機会を活
⽤し、地域⼒の増進を図ります。
⾏政・⾃治会等との連携
●⾏政や⾃治会との連携を深めて、⾒守り活動やサロン活動を含
め、あらゆる福祉サービスへの⽀援と協⼒を⾏い、協働体制を構
築します。

継続

継続

継続

拡充

② 社会福祉協議会の基盤整備
【市の取り組み】
事業名

内容

担当課

第６次総合計画
での位置づけ

社会福祉協議会との協⼒ ●社会福祉協議会と情報共有を密に⾏い、 健康福祉課
施策 9
体制の構築
本計画を含めた市の福祉施策の推進体制
の構築をします。
社会福祉協 議会への補 ●地域福祉の中核を担う社会福祉協議会の 健康福祉課
施策 9
助
活動を⽀援するため、補助を⾏います。
（社会福祉係）
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【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
社会福祉協議会の周知

市との協⼒体制の構築
社会福祉協議会の土台
づくり
安定的な財源の確保

●住⺠が本協議会のサービス等を有効に利⽤できるよう、社協だ
よりやホームページを活用して、本協議会の取り組み等に関する
情報を開示します。
●市福祉部局との協議を密にし、協⼒体制の構築を図ります。
●本協議会の事務局及び各事業所の連絡調整会議を定期的
に開催し、情報共有と課題解決に向けた話し合いを⾏い、組織
の強化を図ります。
●社協だよりを活⽤して、会員の拡⼤や共同募⾦への協⼒拡⼤
を呼びかけます。
●⺠⽣委員・児童委員の協⼒により、市内企業に地域福祉の重
要性を周知し、賛助会費や共同募⾦（法⼈募⾦）の協⼒を
呼びかけます。
●企業及び市内小売商業施設等へ地域福祉の重要性を周知
し、協⼒を呼びかけます。
●介護保険事業や受託事業等の収益の増加や補助⾦の安定
確保などを図り、安定的な財源の確保に努めます。
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今後の方向性
継続

継続
継続

拡充

新規
継続

基本目標３ 安心して暮らせる環境づくり
（１）包括的な支援体制の構築
現状と課題

住⺠の抱える悩みや困りごとの解決のためには、⾝近で気軽に相談できる場の整備や相談機能の充実
が欠かせません。特に、公的支援だけでは対応することが難しい新たな生活課題や、課題が複雑化・複合
化しているケースが⽣じている中、相談窓⼝にはこれまで以上に幅広い知識や専門技術が求められるととも
に、様々な分野に対応できる包括的な⽀援を⾏っていくことが求められています。
アンケート調査結果をみると、困ったときや福祉サービスが必要になったときに市役所などの相談窓⼝を利
用する人は５割半ばとなっていますが、本市では複合的な相談に対応できる総合相談窓口は設置できてい
ない状況です。また、日々の生活に必要な福祉の情報を得られていないと回答する人は約５割となっていま
す。
めまぐるしく変化する社会情勢の中、複雑化・複合化する課題に迅速かつきめ細やかに対応できる体制
の整備に向け、ワンストップの総合相談⽀援体制の整備と、⽀援を必要とする⼈に適切な情報が⾏き届く
環境の整備が求められています。

今後の方向性

生活上の様々な悩みや困難を抱える人が地域で安心して暮らせるよう、総合相談窓口を設置するととも
に、相談から適切な⽀援やサービスへと迅速につなげる包括的な支援体制の整備に取り組みます。
また、身近な地域で敷居の低い支援に配慮するとともに、誰もが必要な情報を得ることができるよう、情
報バリアフリーの視点から、分かりやすい情報提供を⾏います。

① 相談支援体制の充実
【市の取り組み】
事業名

内容

担当課

第６次総合計画
での位置づけ

⺠⽣委員・児童委員との ●⽣活困窮、孤⽴、虐待など、⽣活上の様々 健康福祉課
施策 6・8・9・
連携
な問題を抱えた⼈を早期に発⾒し、適切な （社会福祉係） 10・13
⽀援を⾏うため、⺠⽣委員・児童委員との連
携を図ります。

66

内容

事業名

担当課

福祉総合相談窓口の設 ●保健、医療、福祉等、様々な相談に対応で
置
きる分野横断的な相談窓⼝の設置を⾏いま
す。
●職員間や関係機関との連携強化を図り、適
切な⽀援にスムーズにつなげられる体制を整
備します。
個別相談の充実
●様々な福祉課題について、個別分野ごとの
相談支援体制の充実を図ります。
健康相談、結婚相談、⾏政相談、消費⽣
活相談事業、人権相談、ケース会議等
相談支援機関等の充実
●「子育て世代包括支援センター」の設置など
により、⼦育て中の保護者が孤⽴することなく
交流でき、⼦育てに関する様々な悩み事を
相談できる支援環境を整備します。
●ひばり園において、子どものことばや発達の遅
れについての相談を⾏うとともに、必要に応じ
て医療や療育につなげます。
●介護や高齢者福祉に関する地域の総合的
な窓口である地域包括支援センターにおい
て、介護保険サービスや高齢者支援に関す
る相談・支援に応じます。
●基幹相談支援センターにおいて、障がいのあ
る人の様々な相談に応じるともに、地域で自
⽴した⽣活を営んでいくための⽀援を総合的
に⾏います。
相談員の資質向上
●各種研修会等への参加により、相談窓口と
なる担当者の知識向上を図ります。
生活支援サービス活動の ●地域において、生活支援サービスのコーディネ
推進
ート機能を担う、生活支援コーディネーター、
協議体の活動を推進します。
●制度のはざまにある⼈に対し、⽣活コーディネ
ーターによる⽀援を⾏うとともに、⽀援を必要
としている⼈を地域で発⾒し、適切な⽀援に
つなぐしくみの構築に取り組みます。

第６次総合計画
での位置づけ

健康福祉課

施策 6・8・9・
13

健康福祉課
保健センター
産業課

施策 2・11・48

健康福祉課
施策 8・13
（子ども家庭係）

健康福祉課
施策 6・7
（高齢福祉係）

健康福祉課
施策 8
（社会福祉係）

健康福祉課
健康福祉課
（高齢福祉係）

施策 6・7・8・
13
施策 7 梅村

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
相談窓口の充実

今後の方向性

●市と連携し、様々な⽣活の困りごとについての無料相談を実施 継続
します。
法律相談、市⺠相談、⾏政相談、⾝障相談、介護相談、
高齢者総合相談、障がい者相談、生活支援相談
●市、⺠⽣委員・児童委員、関係機関等と連携し、ライフステー 拡充
ジを通じて切れ目のない⽀援が⾏えるよう、相談の充実を図りま
す。
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事業名

内容

地域包括支援センター相
談事業

●市と連携して地域包括支援センターにおいて、介護支援専門
員（ケアマネジャー）、保健師、社会福祉士による相談を実施
するとともに、専門職の連携により、相談者を適切なサービスに
つなぎます。
●積極的に各地に出かけて相談事業を展開します。
●市と連携し、地域の共通課題の解決に向けたしくみとして地域
ケア会議を実施し、個別ケースについて、住⺠をはじめ、多職種
にわたる関係者で検討を⾏います。
●生活上の困りごとや悩みを抱えた人の相談に応じ、抱える問題
を整理し、⾃⽴⽀援を⾏います。
●知的障がいのある人やその家族に対して、みのりの家のスタッフが
⾃⽴⽀援に向けた相談を⾏います。
●多様で複合的な課題を抱える人に対し、包括的で分野横断的
な⽀援を⾏うため、コミュニティソーシャルワーカーによる相談⽀援
体制の充実を図ります。
●関係機関と連携し、高齢者やその家族の抱える問題に対して
専門的な相談が⾏えるよう、介護⽀援専門員（ケアマネジャ
ー）による相談支援体制の充実を図ります。
●⺠⽣委員・児童委員との連携により、⽣活上の様々な困難を
抱えた住⺠を早期に把握し、相談⽀援につなげる体制の充実
を図ります。
●市や⺠⽣委員・児童委員との連携を図り、家庭内の問題につ
いて対応できる相談支援体制の充実を図ります。
●外国⼈住⺠が在勤する企業や市と連携し、外国⼈住⺠の抱え
る生活上の困りごとについての相談支援体制の充実を図ります。
●通訳が必要な場合、個⼈ボランティアの協⼒を得られるよう努め
ます。

地域ケア会議の開催

⾃⽴⽀援相談事業
みのりの家身近な相談窓
口事業
コミュニティソーシャルワーク
事業の充実
居宅介護⽀援センターま
ごころ相談事業
⺠⽣委員・児童委員との
連携

外国人への相談支援

今後の方向性
継続

継続

継続
継続
継続

継続

継続

拡充
新規

② 情報提供体制の充実
【市の取り組み】
事業名

内容

担当課

広報誌・ホームページの充 ●生活に必要な情報や福祉に関する情報など 健康福祉課
実
を住⺠が気軽に得ることができるよう、広報や
ホームページを活用し、わかりやすい情報発
信を⾏います。
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第６次総合計画
での位置づけ

施策 50

事業名

内容

担当課

第６次総合計画
での位置づけ

市政情報のバリアフリー化 ●視覚障がいのある人に対し、希望に応じて音 健康福祉課
施策 8・45
の推進
声の広報を送付します。
（社会福祉係）
●外国⼈住⺠に必要な情報が⾏き届くよう、
分かりやすい日本語を使用するとともに、多
国語での情報提供を⾏います。
●聴覚障がいのある人に対し、手話通訳者の
設置、要約筆記者の派遣等により情報伝
達⽀援を⾏います。
●障がいのある人の問い合わせに的確に対応で
きるよう、職員研修を実施します。

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
広報・ホームページの充実

●「社協みの」や「支部だより」、ＰＲパンフレットを活用し、社会
福祉事業や介護保険事業、ボランティア活動等、生活の困りご
とに対する相談支援体制をわかりやすく紹介します。
⺠⽣委員・児童委員との ●広報媒体だけではなく、⺠⽣委員・児童委員の活動を通じて、
連携による情報提供
広く情報提供を⾏います。
情報のバリアフリー化推進 ●朗読ボランティアによる声の広報を発⾏し、情報提供を⾏いま
す。
支部社協との連携による ●支部社協の活動を通じて、本協議会の取り組みに関する様々
情報提供
な情報提供を⾏います。
⾃治会⻑による情報提供 ●⾃治会⻑を通じて、本協議会の取り組みに関する様々な情報
提供を⾏います。
小・中・高校との連携によ ●各学校を通じて、本協議会の取り組みに関する様々な情報提
る情報提供
供を⾏います。
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今後の方向性
継続

拡充
拡充
拡充
拡充
拡充

（２）健康で快適な暮らしの実現
現状と課題

いつまでも健康で暮らすことはすべての人にとっての願いであり、健康で快適な暮らしの実現は持続可能な
地域づくりにとって重要な要素であり、地域福祉を⽀える基盤になります。しかし、近年は、⽣活環境や⾷習
慣の変化、高齢化の進展等により疾病構造が変化し、生活習慣病が増加するとともに、寝たきりや認知症
などの要介護者も増加していることが深刻な社会問題となっています。
このような中、本市においては、⾃分の健康は⾃分で守り、つくることを基本とし、「健康年齢５歳アップ」を
合⾔葉として、⾷習慣や運動習慣といった⽣活習慣の改善に向けた取り組みを推進し、個人から家庭、個
⼈、家庭から地域へとつながる住⺠総参加による健康づくり運動を進めています。
また、アンケート調査結果をみると約４割の人が地域の課題として「交通手段」をあげており、本市において
は交通手段の確保・充実が大きな課題となっています。
人生 100 年時代を⾒据え、すべての住⺠がいつまでも地域でいきいきと暮らしていくことができるよう、引
き続き⼀次予防を中⼼とした健康増進施策の展開を進めるとともに、孤独や社会的孤⽴が⾼齢者の健康
に特に影響を及ぼすことを踏まえ、高齢期の生きがいづくりにも取り組んでいく必要があります。
加えて、地域の⼤きな課題のひとつである交通⼿段の確保・充実に向け、住⺠のニーズを的確に把握し、
持続可能な公共交通体系、新たな外出支援策を検討していく必要があります。

今後の方向性

健康寿命の延伸をめざした事業を実施し、ライフステージを通じた住⺠の健康づくりを推進するとともに、
住⺠の主体的・継続的な健康づくりを⽀える環境づくりに取り組みます。
また、引きこもりがちになりやすい高齢期の生きがいづくりを併せて推進することで、高齢期の健康づくり、介
護予防を推進します。
快適な生活環境づくりに向けては、環境美化活動、福祉のまちづくりなどの推進を図るとともに、地域の支
え合いによる外出⽀援、買い物⽀援を含めた交通⼿段の充実に向けて、より効果的な⽀援策の検討を⾏
います。
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① 生涯にわたる健康づくりの推進
【市の取り組み】
内容

事業名

担当課

健康意識の普及・啓発

●広報、ホームページ等を活⽤し、健康意識の
向上に向けた啓発を⾏います。
●市独⾃の健康づくり記念⽇の周知を⾏い、
住⺠の健康づくりへの意識を⾼めます。
⺟⼦保健事業の充実
●乳幼児の発達段階における健診、相談の場
を確保し、きめ細やかな相談、支援ができる
体制の充実を図ります。
生活習慣病予防・介護予 ●健康に関する学習の機会や各種健（検）
防の推進
診の機会の提供、健康関連事業の推進に
より、住⺠の健康の維持・増進を図ります。
●生活習慣病の予防に向けて、生活習慣の
改善などによる一次予防に重点をおいた取り
組みを展開します。
●介護状態にならず、いつまでも元気に生活で
きるよう、いろいろな介護予防教室を開催し
ます。
健康年齢向上の推進
●住⺠の⽣涯にわたる健康の保持と福祉の増
進を図るため、美濃市健康づくり推進協議
会を設置し、各課健康関連事業、みの☆す
まいるアップポイント、健康フェアの実施などに
より健康年齢向上を推進します。
自殺対策の推進
●ゲートキーパーの養成や相談窓口の充実、
関連機関とのネットワークの構築等により、自
殺対策を推進します。

第６次総合計画
での位置づけ

保健センター

施策 1

保健センター

施策 12

健康福祉課
施策 1・2・6・7
（高齢福祉係）

保健センター

施策 1

保健センター

施策 1

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
介護予防教室

健康フェアへの参画

今後の方向性

●介護状態にならず、いつまでも元気に生活できるよう、各種介護 継続
予防教室を開催します。
脳の健康教室、介護予防体操教室、健康いきいき教室、
認知症予防教室
●市が主催する健康フェアに参画し、⽇常動作の維持・回復のた 継続
めの体操の普及や認知症予防の啓発を⾏い、健康年齢向上
をめざした活動を進めます。
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② 生きがいづくりの推進
【市の取り組み】
内容

事業名

担当課

生涯学習の充実

●障がいのある人もない人も生涯学習やスポー
ツ、レクリエーションなど、生きがいを感じること
のできる機会の充実と参加促進を図ります。
シルバー人材センターへの ●高齢者の生きがいづくりや社会参加の機会づ
支援
くりにつながるよう、「シルバー人材センター」の
活用を推進します。
障がい者の就労支援
●障がい者の社会参加を支援するため、ハロー
ワークなどの関連機関と連携し、障がい者雇
⽤の⽀援を⾏います。

第６次総合計画
での位置づけ

人づくり文化課 施策 18
健康福祉課
（社会福祉係）
健康福祉課
施策 6
（高齢福祉係）
健康福祉課
施策 8
（社会福祉係）

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名

今後の方向性

いきがいデイサービス事業 ●市と連携し、体操や軽運動、創作活動を⾏う場を提供し、住
の実施
⺠の交流を促進 するこ とで、 生きがいづくりと介護予防につな
げます。
おむすびサポーター事業
●福祉のまちづくりに関わることで生きがいを感じることができるよ
う、地域のちょっとした困りごとをお手伝いするボランティアである
「おむすびサポーター」の活動に対して⽀援を⾏います。
高齢者ふれあいサロン支 ●茶話会やレクリエーションなど⾏い、閉じこもりを防⽌するととも
援事業
に、生きがいづくりとなる事業を展開します。
障がいのある人の生きがい ●障がいのある人の生きがいや社会参加の機会を提供します。
づくりの推進
子育てサロン支援事業
●⼦育て中の親とその⼦どもたちが集い、楽しく交流する場を提供
します。

継続

継続

継続
継続
継続

③ 住み続けたいと思える環境づくり
【市の取り組み】
事業名
環境美化活動の推進

福祉のまちづくりの推進

公共交通手段の確保

内容

担当課

●⾃治会やボランティアが⾏う環境美化活動に 市⺠⽣活課
対する⽀援を⾏い、清潔で住みやすい⽣活
環境を維持します。
●公的施設等のユニバーサルデザイン化・バリア 都市整備課
フリー化を促進するとともに、住宅のバリアフリ
ー改修に対する補助を⾏います。
●高齢者や障がいのある人をはじめ、誰もが安 総合政策課
全で安心して自由に移動できる公共交通手
段の確保をめざします。
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第６次総合計画
での位置づけ

施策 40

施策 39

施策 36

内容

事業名
外出支援サービス事業

買い物弱者対策事業

結婚活動の支援

担当課

●寝たきりの⾼齢者や重度の⾝体障がいがあ
る人の通院や福祉施設などへの通所のため
に、リフト付き福祉⾞両（はぐるま号・愛あい
号）の貸し出し等を⾏います。
●⾷料品など⽇⽤必需品の購⼊に困る⾼齢
者等に対し、買い物代⾏サービスを⾏いま
す。
●利⽤者にとって利⽤しやすいサービスとなるよ
う、内容の検討を⾏います。
●結婚したいと思う⼈が、良きパートナーにめぐ
り会うことができるよう、住⺠、地域、結婚相
談員、事業者と連携して、婚活パーティーの
開催や結婚相談などを実施します。

第６次総合計画
での位置づけ

健康福祉課
施策 6・8
（高齢福祉係）

産業課
施策 6・26
健康福祉課
（高齢福祉係）

健康福祉課
施策 13
（子ども家庭係）
（婚活支援協議会）

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
相談体制の充実

支え合いのネットワークづく
り
災害時に助け合いによる
支援活動の充実

今後の方向性

●高齢者や障がいのある人、子育て中の人、生活困窮などの生 継続
活上の困難を抱える人が気軽に相談することができるよう、本協
議会の事務局、みのりの家作業所、地域包括支援センター、ま
ごころ⽀援センター、美濃ホームヘルプサービスセンター、美濃北
デイサービスセンターの各事業所における相談体制を構築しま
す。
●本協議会、市、⺠⽣委員・児童委員、福祉委員、⾃治会、学 継続
校、関係機関等が連携協⼒をしていくネットワークづくりを進め、
地域住⺠が安⼼して住み続ける体制を構築します。
●災害時にボランティア活動が円滑に⾏えるよう、県や市、各ボラ 継続
ンティア団体と連携して体制の構築を図ります。
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（３）権利擁護の推進（成年後⾒制度利⽤促進計画）
現状と課題

すべての⼈の尊厳が守られる共⽣社会の実現には権利擁護の推進は不可⽋で、認知症や知的障がい、
精神障がいなどにより判断能⼒が低下し、財産の管理や⽇常⽣活等に⽀障がある⼈たちを社会全体で⽀え
合うしくみづくりは喫緊の課題となっています。
こうした状況を踏まえ、国では平成 28 年に「成年後⾒制度の利⽤の促進に関する法律（成年後⾒制
度利⽤促進法）」が公布・施⾏され、市町村においては、「成年後⾒制度の利⽤の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とされました。また、翌年の平成 29 年には「成年後⾒制度利
用促進基本計画」が策定され、市町村の役割として、中核機関を設置すること、地域連携ネットワークの整
備などを⾏うことなどが盛り込まれました。
本市においては、成年後⾒制度や⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業により、判断能⼒が不⼗分な⼈の財産保護
や福祉サービスの利⽤⽀援を⾏っていますが、アンケート調査結果によると、⾼齢者のうち成年後⾒制度を知
っている人の割合は約４割と半数以下となっています。
⾼齢化が着実に進む中、認知症や障がいなどにより判断能⼒が⼗分でなくなっても、⾃らの権利や尊厳、
財産が守られ、高齢者が安心していきいきと暮らせる社会を築いていくことが求められており、成年後⾒制度
の利⽤拡⼤と権利擁護⽀援体制の構築に向けた取り組みが必要となっています。また、判断能⼒の低下に
より、⾃ら⾏政等に助けを求めることもできずにいる⼈を発⾒し、適切な⽀援につないでいくことも重要な課題
となっています。

今後の方向性

権利擁護に関する各種制度の周知を図り、利⽤の円滑化を図るとともに、相談⽀援体制の充実に取り
組みます。また、権利擁護⽀援の地域連携ネットワークの構築に向け、その中核機関のあり⽅などについての
検討を⾏います。
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① 権利擁護に関する制度の運⽤と周知
【市の取り組み】
内容

事業名

担当課

成年後⾒制度の周知

●成年後⾒制度の利⽤促進に向け、広報や
ホームページ等を活⽤し、権利擁護⽀援の
意義や制度のしくみ、相談窓⼝の周知を⾏
い、利⽤促進を図ります。
成年後⾒制度利⽤⽀援 ●親族がいない場合等に、制度の利⽤が円滑
事業
に⾏えるよう、必要に応じて市が申⽴てを⽀
援します。
●必要経費の負担が困難な人に対して助成を
⾏うことで、制度の利⽤を⽀援します。

第６次総合計画
での位置づけ

健康福祉課
施策 6・8・9
（高齢福祉係）
（社会福祉係）
健康福祉課
施策 6・8・9
（高齢福祉係）
（社会福祉係）

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業

成年後⾒制度利⽤促進
事業

今後の方向性

●認知症等により判断能⼒が不⼗分な⼈が安⼼して地域生活が 拡充
送れるよう、福祉サービス等の利⽤援助を⾏います。
●事業の充実に向け、支援員の増員・拡充に取り組みます。
●市や関係機関と連携し、認知症や知的障がい、精神障がいな 拡充
どにより判断能⼒が不⼗分な⼈が、⾃⽴した⽇常⽣活を営むこ
とができる環境を整備するため、必要に応じて利⽤促進を図りま
す。

② 権利擁護⽀援に向けた地域連携の推進
【市の取り組み】
事業名

内容

担当課

●美濃市が中核機関となり、権利擁護⽀援の
地域連携ネットワークの構築等に取り組みま
す。その後外部機関への委託も検討します。
●制度を周知する広報機能、制度の利⽤相
談に応じる相談機能を中心に整備するととも
に、段階的に親族後⾒⼈や市⺠後⾒⼈の
相談に応じる後⾒⼈⽀援機能、受任者調
整等を⾏う利⽤促進機能の充実を図りま
す。
権利擁護⽀援の必要な ●地域の⾒守り活動や介護事業者、医療機
⼈の発⾒・⽀援
関等からの情報収集を通じ、自ら相談窓口
に来ることができない人の存在や必要としてい
る支援の把握に努め、必要に応じて専門職
による訪問相談を⾏います。
中核機関の設置
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第６次総合計画
での位置づけ

健康福祉課
施策 6・8・9
（高齢福祉係）
（社会福祉係）

健康福祉課
施策 6・8・9
（高齢福祉係）
（社会福祉係）

事業名

内容

担当課

第６次総合計画
での位置づけ

適切な相談・対応体制の ●制度に関する相談窓⼝を設置するとともに、 健康福祉課
施策 6・8・9
整備
成年後⾒制度や⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業を （高齢福祉係）
はじめ、関連するすべての制度・サービスを総 （社会福祉係）
合的に案内できるよう努めます。
●窓⼝担当者の相談対応⼒の向上を図るた
め、研修を実施します。
地域連携ネットワークの構 ●保健、医療、福祉、司法等の専門職や関 健康福祉課
施策 6・8・9
築
係機関が参加する協議会を設置し、制度の （高齢福祉係）
広報から利⽤の相談、マッチング、後⾒⼈⽀ （社会福祉係）
援等まで、幅広い⽀援を⾏うための地域連
携ネットワークを構築します。
●地域連携ネットワークの整備により、不正を
防止する体制の構築を目指します。

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名

権利擁護⽀援が必要な ●地域の⾒守り活動を⾏う⺠⽣委員・児童委員や介護事業者、
人への訪問相談
医療機関等から情報収集を⾏い、必要に応じて専門職による
訪問相談を⾏います。
相談者への適切な対応体 ●成年後⾒制度や⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業をはじめ、関連する
制
すべての制度、サービスを総合的に案内できるよう努めます。
●相談対応⼒の向上を図るため、専門職の研修を推進します。
継続的な支援体制の 構 ●⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の対象者に病状等の進⾏により契約
築
能⼒に低下がみられた場合において、円滑に成年後⾒制度に
移⾏できるよう、市や関係機関と連携し、必要な⽀援を⾏いま
す。
地域連携ネットワークへの ●保健、医療、福祉、司法等の専門職や関係機関が参加する
参加
協議体に参加し、幅広い支援体制の強化を図ります。
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今後の方向性
継続

継続

継続

継続

（４）生活に悩みや困難を抱える人への支援
現状と課題

地域には様々な人が暮らしており、ライフスタイルや価値観、ニーズは人それぞれで、地域には多様な生活
課題があります。
特に近年は社会経済構造の変化や雇⽤情勢の悪化により⽣活困窮者が増加するとともに、世帯の⼩
規模化や地域のつながりの希薄化等を背景に、地域社会から孤⽴している⼈が増加している傾向にあり、
深刻な社会問題となっています。また、ドメスティック・バイオレンス（以下、DV）や虐待など、人権にかかわる
問題も増加している傾向にあります。
こういった⽣活困窮の問題や孤⽴、DV・虐待の問題は一人で抱え込みやすい傾向にあり、助けを求める
ことができず、必要な支援やサービスにつながっていないといったケースもみられるため、地域で支援を必要とし
ている⼈を把握し、適切な⽀援を提供することが重要になります。そのほかに、制度の適⽤基準や制度のは
ざまなどによりセーフティネットから漏れてしまう⼈への⽀援も地域社会における今⽇の課題となっています。
地域で暮らすすべての⼈の⼈権が尊重され、悩みを⼀⼈で抱えることなく、地域で⾃⽴した暮らしができる
よう、きめ細かな支援を提供していく必要があります。

今後の方向性

⾼齢者や障がいのある⼈、⼦どもに対する福祉サービスの充実を図るとともに、サービスを利⽤しやすい体
制の整備に取り組みます。また、⽣活困窮者や地域で孤⽴しやすい人、DV や虐待の被害を受けている人、
制度のはざまなどにより公的⽀援の対象から外れてしまう⼈など、⽣活に困難や⽣きづらさを感じている⼈に
対する継続的な支援の充実に取り組みます。
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① 福祉サービスの充実と利⽤促進
【市の取り組み】
内容

事業名

担当課

福祉サービスに関する情報 ●福祉サービスを必要としている⼈が適切なサ
提供
ービスを選択することができるよう、広報やホ
ームページ等を活用し、福祉サービスに関す
る情報を提供します。
●福祉サービス等を周知するため、研修会や会
議の内容に応じた情報提供資料を作成・配
布します。
福祉サービスの充実
●市の⾼齢者福祉計画（⽼⼈福祉計画・介
護保険事業計画）、障がい者計画・障がい
福祉計画・障がい児福祉計画、子ども・子
育て支援事業計画に基づき、各種福祉サー
ビスの充実を図ります。
●障がい者が、高齢になっても同じ事業所でサ
ービスを受けることができるよう、共生型サービ
スの推進を図ります。
在宅医療・介護連携の推 ●住⺠ができるかぎり住みなれた⾃宅で⾃分ら
進
しい暮らしを続けることができるよう、在宅医
療と介護が⼀体的に提供できる体制の構築
に向けて、医療機関と介護事業所等の連携
を推進します。
手続きの簡素化
●福祉サービス等にかかる⾏政⼿続き等を１
箇所で⾏えるワンストップ⾏政サービスの提供
⽅法について研究を⾏います。
●サービスを必要とする⼈が気軽に⼿続きを⾏
えるよう、わかりやすく、丁寧な対応を徹底し
ます。
人材の確保・育成
●住⺠のニーズに対応した福祉サービスが提供
できるよう、事業所等と連携を図り、人材の
確保・育成に取り組みます。
事業者の質の向上
●事業運営における問題点を具体的に把握
し､サービスの質の向上、改善に結びつけてい
くため、市内の事業者に対して「福祉サービス
第三者評価事業」、「苦情解決事業」の適
切な実施を呼びかけます。

第６次総合計画
での位置づけ

健康福祉課

施策 6・8・10・
14

健康福祉課

施策 6・8・14

健康福祉課
施策 7
（高齢福祉係）

総務課

施策 50

健康福祉課

施策 6・8・14

健康福祉課

施策 6・8・14

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
福祉のまちづくり事業

今後の方向性

●本協議会に社会福祉士を配置し、市や関係機関等と連携し 継続
て、福祉サービスの充実を図るとともに、利⽤促進に取り組みま
す。

78

内容

事業名
通所介護事業
（美濃北デイサービスセン
ター）
みのりの家作業所運営事
業
居宅介護⽀援事業
（まごころ支援センター）

訪問介護事業
（美濃ホームヘルプサービ
スセンター）
地域包括支援センター

今後の方向性

●利⽤者に寄り添ったサービスが提供できるよう、ニーズに応じたサ 継続
ービスの展開、きめ細かな⽀援を⾏います。
●障がいのある人の様々なニーズや相談に対応できるよう、包括 継続
的な支援体制の構築を図ります。
●主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）を設置し、ワンラ 継続
ンク上の支援の提供をめざします。
●身近な相談窓口として、機能のさらなる充実を図るとともに、事
業の周知に取り組みます。
●介護を受けつつ⾃宅で暮らしたい利⽤者の希望を活かせるよ 継続
う、きめ細かなサービスの提供に努めます。
●市と連携して、身近な相談窓口としての機能のさらなる充実を 継続
図るとともに、事業の周知に取り組みます。

② ⽣活困窮や社会的孤⽴等に対する⽀援
■生活困窮者・ひとり親に対する支援
【市の取り組み】
内容

事業名

担当課

●訪問、⾯談、同⾏⽀援等を⾏いつつ、相談
者の能動的な計画に基づいた伴走型支援に
より、生活の再建をめざします。
家計相談支援事業
●失業や債務問題などを抱え、家計に問題の
ある生活をしている人に対し、家計を再建す
るための⽀援を⾏います。
住居確保給付⾦
●離職により住居を失った、⼜は失う恐れのあ
る人に対し、安定した就職活動ができるよう
に、期限付きで家賃相当額を支給します。
居住に課題を抱える人へ ●居住に課題を抱える人に対して、低廉な家
の横断的な支援
賃で⼊居できる住まいの提供を⾏うとともに、
⾒守りや相談⽀援等、⽇常⽣活への⽀援を
⾏います。
ひとり親家庭に対する支援 ●県の⾃⽴促進計画に従い、⼦育て・⽣活⽀
援、就業支援、養育費の確保や経済的支
援などの総合的な⽀援を⾏います。
⾃⽴相談⽀援事業

第６次総合計画
での位置づけ

健康福祉課
施策 10
（社会福祉係）
健康福祉課
施策 10
（社会福祉係）
健康福祉課
施策 10
（社会福祉係）
健康福祉課
施策 10
（社会福祉係）
都市整備課
健康福祉課
施策 10・13
（子ども家庭係）

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
⽣活困窮者⾃⽴相談⽀
援事業
緊急⾷糧提供の⽀援

今後の方向性

●生活に困窮している人が生活保護に陥ることがないよう、市と連 継続
携し、生活困窮者就労支援事業、生活困窮者家計相談支
援事業等を⾏います。
●⽣活困窮世帯に対し緊急的に⾷糧を提供することにより、当該 継続
世帯の⽣活維持及び再建に向けた⽀援を⾏います。
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■社会的孤⽴の防⽌
【市の取り組み】
内容

事業名

担当課

●訪問事業等を活用し、親子の心身の状況や
養育環境の把握を⾏い、必要に応じて適切
なサービスにつなげます。
●親⼦のふれあいや⼦育て中の親同⼠の交流
ができる場、子育ての悩みを相談できる場を
提供します。
介護者に対する支援の充 ●介護の⼼理的負担の軽減に向けて、多様な
実
サービスを提供するとともに、家族同士が交
流できる場の提供を⾏います。
ニートやひきこもりに対する ●総合相談窓口において相談を受け付けるとと
支援の充実
もに、電話、メール、オンラインによる相談が
⾏える体制を整備します。
●ニート等の状態にあるなど、就労に困難を抱
える人の就労支援に向け、ハローワーク等と
の連携により⽀援を⾏います。
外国⼈住⺠の社会参加 ●外国⼈住⺠と⽇本⼈住⺠が気軽に交流で
の促進
きる場の提供を⾏い、互いの⽂化への理解を
深めます。
●外国⼈住⺠が⽇本語を学べる場の提供を
⾏うとともに、外国語版広報の作成など、⾏
政・⽣活情報の多⾔語化を⾏います。
●外国⼈住⺠と⾏政や⽀援団体等との橋渡
し役を担うサポーターの育成を検討します。
⼦育て不安・負担の軽減

保健センター

第６次総合計画
での位置づけ

施策 12・13

健康福祉課
施策 6・7
（高齢福祉係）
健康福祉課

施策 1・10

総合政策課

施策 45

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
介護教室の開催

地域での集いの場の提供

今後の方向性

●各⽀部社会福祉協議会との協⼒のもと、地域ごとに介護教室 拡充
を開催します。
●男性が参加しやすい介護教室の開催を図ります。
●社会福祉協議会スタッフの実践に基づいた講座を開催します。
●教室において各種サービスの利⽤⽅法の周知を図り、サービスの
利⽤促進を図ります。
●各⽀部社協や⺠⽣委員・児童委員、福祉委員、その他関係 継続
団体と連携し、集いの場を提供し参加を促すことにより、孤⽴の
防止につなげます。
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■DV・虐待防止対策
【市の取り組み】
内容

事業名

担当課

DV・虐待の未然防止、早 ●広報やホームページを活用した啓発や講演会 健康福祉課
期発⾒に向けた啓発
の実施、地域の⾒守り活動の推進により、虐
待の未然防⽌、早期発⾒を図ります。
●児童、高齢者、障がいのある人に対する虐
待を発⾒した場合や疑いのある場合の通報
体制についての周知を図ります。
DV・虐待への対応
●通報や届出、相談を受け付け、必要な対策 健康福祉課
を講じます。
●警察や医療機関、その他の関係機関と地域
住⺠の連携による虐待防⽌ネットワークを構
築し、情報の共有化を図り、連携体制を強
化します。
●虐待を⾏った者を加害者としてのみ捉えるの
ではなく、養護者や保護者としての支援のあ
り方に配慮します。

第６次総合計画
での位置づけ

施策 6・8・13

施策 6・8・13

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
高齢者・障がいのある人へ
の虐待防止対策

今後の方向性

●各種福祉関係施設との連携を深め、虐待の早期発⾒に努める 継続
とともに、訪問、相談事業を充実させます。
●困難なケースがあった場合はケース検討会を開催するなどして、
多職種の連携による対応を⾏います。
●通所介護や訪問介護により、利⽤者の⼼⾝の状態を把握し、
虐待防⽌や虐待の早期発⾒を図ります。

■再犯防⽌・⽴ち直りへの⽀援
【市の取り組み】
内容

事業名
再犯防止・対策の推進

社会復帰に向けた⽀援

担当課

●犯罪や非⾏のない安全で安⼼な地域社会を
築くための全国的な運動「社会を明るくする運
動」を通じ、改善更正について啓発します。
●ハローワークや企業、更⽣保護に携わる保護
司と連携を⾏い、必要に応じて刑務所出所
者等の社会復帰に向けた雇⽤促進・就労
支援ができるような体制を構築します。

第６次総合計画
での位置づけ

健康福祉課
施策 9
（地域改善係）
健康福祉課
施策 9
（地域改善係）

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
社会復帰に向けた⽀援

●生活上の困りごとや就労の支援に対する窓口相談の充実を図
ります。
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今後の方向性
新規

（５）防災・防犯対策の推進
現状と課題

近年、全国的に豪⾬や台風による災害が頻繁に発⽣しており、災害時の福祉⽀援体制の整備が喫緊
の課題となっています。災害時に向けて地域一体となった対策を進めるためには、まず自分の身を自分で守
る「⾃助」や、地域や近隣の⼈が互いに協⼒し合う「共助」、その上で⾏政による「公助」と連携を図るといっ
た総合的な対策を展開していくことが重要です。
本市は水害が発生しやすい地形にあり、過去に水害による大規模災害も発生しているため、今後の災害
発生を想定して、防災・災害時対策に万全を期す必要がありますが、地区懇談会では、迅速な避難のため
には災害時要配慮者の状況に応じた具体的な支援方法を想定しておく必要があるなどの課題があげられて
います。
また、地域社会の安全安心を守るためには、犯罪を未然に防ぐことが重要になっています。しかしながら近
年は窃盗・空き巣のほか、振り込め詐欺や還付⾦等詐欺などの特殊詐欺も多発しています。
住⺠が地域で安⼼して暮らすことができるよう、災害発⽣に備え、住⺠への情報伝達⼿段の整備をはじ
め、災害時要配慮者避難支援体制の構築、避難所運営体制の強化に取り組むとともに、犯罪を未然に
防ぐための取り組みが求められています。

今後の方向性

災害時に災害時要配慮者の個々の状況に応じたきめ細かな⽀援を迅速に⾏える体制の構築に向けて、
地域との連携強化を図ります。
また、地域の⾒守り活動の推進等により、犯罪のない安⼼・安全な地域づくりに取り組みます。

① 災害時における支援体制の構築
【市の取り組み】
事業名
防災意識の向上

内容

担当課

●防災意識の向上に向けた啓発を⾏うととも 総務課
に、美濃市防災・あんしんメールや美濃市防
災情報アプリの活用を呼びかけます。
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第６次総合計画
での位置づけ

施策 47

内容

事業名

担当課

●避難⾏動要⽀援者やその家族に、福祉避
難所について周知します。
●福祉避難所の開設協定を締結する事業所
の拡充を図ります。
災害時要支援者避難支 ●⺠⽣委員・児童委員と連携して避難⾏動
援制度の推進
要支援者名簿の整備・充実を図り、災害時
等における地域内での支援体制の強化に努
めます。
地域の防災・災害時支援 ●自主防災組織が実施する防災訓練への支
⼒の強化
援や防災リーダーの育成、地区防災活動マ
ニュアルの配布などにより、地域の防災⼒の
強化を図ります。
●⾃助⼒、共助⼒の向上を図るため、⼼肺蘇
生訓練や AED 取扱講習を実施し、応急措
置の知識・技術の普及を進めます。
地域⽀援体制の確⽴
●⺠⽣委員・児童委員、福祉委員をはじめと
する地域住⺠による共助のしくみづくりを促進
し、災害時に避難⾏動要⽀援者を迅速に
避難誘導できる体制を構築します。
避難所における感染症拡 ●感染症拡大下の災害時においても、市地域
大防止対策
防災計画等に基づいて避難所での感染防
止の策を講じます。
福祉避難所の周知・拡充

第６次総合計画
での位置づけ

健康福祉課

施策 47

健康福祉課
総務課

施策 9・47

総務課

施策 9・47

健康福祉課

施策 9・47

健康福祉課
保健センター
市⺠⽣活課

施策３・47

【社会福祉協議会の取り組み】
事業名

内容

災害ボランティアの参加の
啓発

●ボランティアセンター運営訓練を通じて、住⺠や企業等に対し、
ボランティアへの参加を呼びかけます。
●ホームページにおいて災害ボランティアの参加の呼びかけをしま
す。
●⼤規模災害時に効果的なボランティア活動を⾏うため、社会福
祉協議会において災害ボランティアセンターを⽴ち上げます。
●ボランティアセンターの⽴ち上げ、運営に向けて、ニーズの把握に
努め、研修や訓練を⾏ないます。
●市及び関係団体と災害時における協定を進め、災害時のボラン
ティアセンターの機能強化を図ります。
●保健師、医療機関との連携により、感染防止体制の強化を図
ります。
●防災⼠の確保に向け、各⽅⾯に広く呼びかけを⾏います。
●各支部社協と自治会と連携した災害時要支援者の個別避難
計画の作成を進めます。
●災害時に市と協定している「美濃にわか茶屋⽣産者の会」によ
る支援体制と同様に本協議会の体制を構築します。

災害ボランティアセンターの
機能強化

災害ボランティアセンターの
感染症対策
防災士の養成
要支援者個別避難計画
の作成
災害時の物資の支援体
制
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今後の方向性
継続

継続

新規
新規
新規
継続
新規

② 犯罪防止に配慮した環境整備
【市の取り組み】
内容

事業名

担当課

●様々な機会を活⽤し、防犯意識の普及・啓
発を図ります。
●市内の小・中学校において防犯教室を実施
します。
●地域住⺠による⻘⾊防犯パトロールを実施
するとともに、補助⾦制度により防犯灯の新
規設置と LED 化を進めます。
●関係機関等と連携し、防犯に関する情報を
積極的に発信し、地域の防犯意識を⾼め、
犯罪が起こりにくい地域づくりを進めます。
少年補導センターによる補 ●街頭や各種イベントにおいて少年補導委員
導活動
による補導活動を実施します。
悪徳商法、詐欺被害防 ●警察や梅山大学と連携を図りながら、出前
止のための情報提供
講座や高齢者学級を通じて、悪徳商法、振
り込め詐欺などに対する注意喚起を⾏いま
す。
●広報、同報無線、防災・あんしんメールを活
⽤し、住⺠に詐欺被害等の情報を提供する
とともに注意を呼びかけます。
消費者保護の促進
●消費生活に関する様々な問題を未然に防
止し、安全で安心して買い物ができるよう、
住⺠に対し周知・啓発を進めます。
防犯体制の整備

第６次総合計画
での位置づけ

総務課

施策 48

学校教育課

施策 48

人づくり文化課
総務課

施策 17・48

総務課

施策 48

人づくり文化課

施策 17・48

産業課

施策 48

産業課

施策 48

【社会福祉協議会の取り組み】
内容

事業名
⺠⽣委員・児童委員との
連携による犯罪の抑制
警察署との連携

今後の方向性

●⺠⽣委員・児童委員の活動の中で、市と連携し、情報を共有 拡充
し、犯罪の防止に努めます。
●警察署や市と連携し、情報を共有し、犯罪の防止に努めます。 新規
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