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市民の皆様におかれましては、平素より岩国市社会
福祉協議会の事業全般にご協力をいただき、また社会
福祉事業を推進するための温かい善意のご寄付を賜わ
り、まず厚く御礼申し上げます。
さて、平成から令和という新しい時代を迎え、本会
も心新たに市民の皆様とこの岩国を心豊かな住みよい
まちとなるよう、日々努力している所でございます。
その活動の指針となるのが、この岩国市地域福祉活
動計画となりますが、平成22年度に第１次計画（5ヵ
年計画）、平成27年に第２次計画（６ヵ年計画）を関係各位のご協力のもとで作成し、
本年第３次の地域福祉活動計画を策定するに至りました。
この計画は、地域福祉推進に取り組むための実践的な計画として、社会福祉協議会
が中心となって策定するもので、市民の皆様や地域団体、福祉関係団体等の行動計画
となります。この計画を策定推進するためには地域の声を拾い上げる必要があること
から学識経験者・高齢・医療・児童・介護・ボランティア・障害・福祉関係機関等の
皆様による策定委員会を立ち上げ、市民の皆様へのアンケート調査や地域団体への聞
き取り調査で内容を検討してまいりました。また前計画の評価を行うことにより、第
３次計画に反映されるもの、終了するもの等の検討も行ない、各計画が途切れること
なく、その時代、環境に則したものとなるよう策定評価委員会においてご検討いただ
きました。
現在、わが国は急速な少子高齢化や地域のつながりの希薄化また生活困窮者や引き
こもり、認知症等により日々の生活に支障をきたす方が増加するなど、大変多くの問
題を抱えるようになってきました。こうしたこともあり、社会福祉法の改正では地域
の共生や包括的支援システムの構築が進められており、また新たな相談体制について
も施行される方針となっています。
本計画でも地域住民を中心とした地域づくりの活性化や再構築、地域で困っている
方への総合的、包括的な支援にも触れ、市民の皆様や関係諸団体と連携した活動により、
基本理念である「わたしがつくる、みんながつくる、ともに支え合い、助け合うまち
いわくに」に近づけるよう邁進してまいりたいと思いますので、市民の皆様の参画を
心よりお願いいたします。
むすびに、新型コロナウィルスが各地で猛威を振るう中、策定にあたり会議にご出
席いただき貴重なご意見、ご審議を賜りました内田委員長をはじめとした策定委員の
皆様、アンケート等で策定にご協力いただきました多くの皆様方に対し、心から厚く
御礼申し上げますとともに、今後とも尚一層のご支援とご協力を賜わりますようお願
いいたしまして、策定にあたってのご挨拶といたします。

社会福祉法人  岩国市社会福祉協議会

会　長　隅　　喜　彦

は　じ　め　に

令和３年４月





第３次岩国市地域福祉活動計画の策定においては、
岩国市との協働によるアンケート調査の分析結果に加
え、「地域意見交換会」での意見等をふまえて、策定評
価委員会で熱心な討議を行ってきました。この度、令
和３年度から６年間の活動計画を完成することができ
ましたことは、市民のみな様をはじめ、各種団体のみ
な様、福祉サービス経営者の方々の御協力のお蔭様と
心から感謝申し上げます。
さて、地域福祉計画には、市町村が策定する地域福
祉計画と社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画があります。
市町村地域福祉計画は、法制度に基づいた福祉サービスの提供とその利用の促進、
福祉サービス経営の健全化、地域福祉活動への住民参加の促進等のフォーマルな計画
です。しかしながら、福祉サービスのシステムが利用者ニーズに沿って有効に機能す
るためには、当事者とその家族や関係者をはじめとする地域住民によるインフォーマ
ルな活動が不可欠です。この活動を住民をはじめとする関係者が広く協働して推進し
ていくために、目標を設定し、実践するための計画が地域福祉活動計画です。
このたびの活動計画の策定は、PDCAサイクルにおける第一段階（Plan）です。令和
３年度から本計画を実施（Do）していき、定期的に検証（Check）し、必要に応じて改
善（Action）していくことで、岩国市の地域福祉活動が推進されます。そのためには、
市民一人ひとりがつねに日々の暮らしに、「これでいいのだろうか」と関心を持ち、そ
こに生じた生活課題を関係者で共有し、その解決のために、市民のみな様をはじめ、
福祉サービス経営者、行政等専門機関、そして、社会福祉協議会が手を取り合い、取
り組んでいくことが求められます。その時の道標としての役割をこの地域福祉活動計
画が担っていけるものと確信しています。
最後になりましたが、本計画策定に、ご尽力いただきました策定委員のみな様に厚
く御礼申し上げますとともに、本計画の実施、検証、改善におきましても引きつづき、
ご指導、ご協力をいただきますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

は　じ　め　に

令和３年４月

岩国市地域福祉活動計画策定評価委員会

委員長　内　田　充　範
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資料：平成７（1995）年から平成27（2015）年は国勢調査
　　　令和２（2020）年、令和７（2025）年、令和12（2030）年は国立社会保障・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）」

■ 本市の人口推移と将来推計

岩国市の概要

統計データからみえる岩国市の現状1
（１）人口の将来推計と年齢３区分別人口割合
　本市の人口は減少を続け、令和12（2030）年には113,579人になると予測されて
います。
　また、年齢３区分別の人口割合をみると、０～ 14歳の年少人口と15 ～ 64歳の
生産年齢人口の割合が減少するのに対し、65歳以上の高齢者人口の割合が急激に
増加しており、少子高齢化は更に進行することが予測されます。

第２章
【岩国市地域福祉計画より抜粋】
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■ 世帯数及び１世帯当たり人員の推移

資料：国勢調査（各年10月１日現在）
※一般世帯とは、世帯総数から施設等の世帯（寮の学生、病院の入院者、施設の入所者等）を
　除いた世帯をいう。
※核家族世帯とは、⑴夫婦のみの世帯、⑵夫婦と子供から成る世帯、⑶男親と子供から成る世帯、
　⑷女親と子供から成る世帯をいう。
※１世帯あたり平均人員＝一般世帯人員数／一般世帯数により算定

（２）世帯数及び１世帯当たり人員の推移
　核家族世帯数は増加傾向となっており、平成27（2015）年で34,658世帯となって
います。また、１世帯あたり平均人員は年々減少しており、平成27（2015）年で
2.24人となっています。

第２章　岩国市の概要
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■ 高齢者単身世帯数、高齢者夫婦世帯数の推移

■ ひとり親世帯の推移

資料：国勢調査（各年10月１日現在）
※高齢者単身世帯とは、65歳以上の者一人のみの一般世帯（他の世帯員がいないもの）をいう。
※高齢夫婦世帯とは、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）
　をいう。

資料：国勢調査（各年10月１日現在）

（３）高齢者単身世帯数、高齢者夫婦世帯数の推移
　高齢者単身世帯数は、平成17（2005）年と比較して、平成27（2015）年は2.0倍の
9,317世帯となっています。また、高齢者夫婦帯数は、平成17（2005）年と比較して、
平成27（2015）年は1.7倍の9,537世帯となっています。

第２章　岩国市の概要

（４）ひとり親世帯の推移
　ひとり親世帯の推移は、増減を繰り返しながら増加傾向となっており、平成27
（2015）年で1,026世帯となっています。
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■ 要支援及び要介護認定者数の推移

資料：介護保険事業状況報告（各年度３月31日現在）

（５）要支援及び要介護認定者数の推移
　要支援及び要介護認定者は増加傾向となっており、令和元（2019）年度で9,103
人となっています。介護度別でみると、平成26（2014）年度と比較して令和元
（2019）年度で、要支援２の伸びが1.2倍と最も大きく、次いで、要介護２が1.1倍
となっています。
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■ 障害者手帳所持者数の推移

資料：社会福祉の概要（各年度４月１日現在）

資料：社会福祉の概要（各年度平均値）

（６）障害者手帳所持者数の推移
　手帳交付数を平成26（2014）年度と令和元（2019）年度で比較すると、身体障害
者手帳保持者交付数は0.9倍で5,646人、療育手帳保持者交付数は1.3倍で1,176人、
精神障害者保健福祉手帳保持者交付数1.3倍で1,247人となっています。

第２章　岩国市の概要

■ 生活保護被保護世帯数（月平均）及び保護率の推移

（７）生活保護被保護世帯数及び保護率の推移
　生活保護の状況は、被保護世帯数、保護人員数ともに減少傾向となっており、
令和元（2019）年度で被保護世帯数が1,203世帯、保護人員数が1,435人となってい
ます。また、保護率は横ばいで推移しており、令和元（2019）年度で1.1％となっ
ています。

９



単位：人

1,302支給人員 1,268 1,225 1,170

平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

平成30年度
（2018）

1,337

平成26年度
（2014）

1,112

令和元年度
（2019）

単位：人

238支給人員 249 282 309

平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

平成30年度
（2018）

230

平成26年度
（2014）

333

令和元年度
（2019）

50,73750,737 50,23650,236 49,71149,711 49,13549,135 48,57048,570 47,98047,980

76.6 76.1 75.5 74.9 74.3 73.5 

自治会加入世帯数 自治会加入率

（％）

80

60

40

20

0

（世帯）

60,000

40,000

20,000

0
平成26年度
（2014）

平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

平成30年度
（2018）

令和元年度
（2019）

■ 自治会加入率の推移

資料：岩国市調ベ（各年度４月１日現在）
※自治体加入率＝自治会加入世帯数/世帯総数により算定

（８）自治会加入率の推移

　自治会は、地域住民にとって最も身近な地域の団体の一つですが、近年は自治

会加入率が徐々に低下しています。地域による「助け合い」の必要性が見直される

現在、自治会はますます重要な存在であるといえます。

第２章　岩国市の概要

■ 児童扶養手当受給者数の推移

資料：社会福祉の概要（各年度３月31日現在）

資料：社会福祉の概要（各年度３月31日現在）

■ 特別児童扶養手当受給者数の推移

（９）児童扶養手当受給者の推移
　ひとり親家庭などの児童の保護者に対して支給される「児童扶養手当」の受給者
は、平成26（2014）年度の1,337人から令和元（2019）年度には1,112人に減少して
います。
　精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の保護者に対して支給される
「特別児童扶養手当」の受給者は、年々増加しています。
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団体登録人数 個人登録人数 登録団体数

2,577
2,360 2,277

2,020
1,779 1,700

175 166 181 90 207 190

126 121 117 110 
95 89 

（団体）

150

100

50

0.

（人）

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
平成26年度
（2014）

平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

平成30年度
（2018）

令和元年度
（2019）

■ ボランティア登録団体数と登録人数の推移

資料：市町社会福祉協議会基本調査（各年度４月１日現在）

（10）ボランティア登録団体数と登録人数の推移
　岩国市社会福祉協議会へのボランティア登録は、団体登録人数、個人登録人数
ともに減少傾向となっています。また、登録団体数も年々減少しており、令和元
（2019）年度で団体登録人数が1,700人、個人登録人数が190人、登録団体数が89
団体となっています。

第２章　岩国市の概要
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地域住民の意識および地域課題の現状

調査の目的1
「地域福祉計画・地域福祉活動計画」の策定にあたり、市民の皆様の現状をお聞
かせいただき、計画に反映させていただく際の基礎資料とすることを目的とし
て、アンケート調査および地域意見交換会を実施しました。

調査対象2
アンケート調査は以下の方法により実施しました。　
　　・岩国市在住の18歳以上を無作為抽出
　　・岩国市在住の民生委員・児童委員
　　・岩国市内の成年後見制度事業所等
　　　（成年後見制度の利用の可能性のある高齢者、障害者等の入所施設等）

調査期間3
　　・市民　令和２年７月10日～令和２年８月３日
　　・民生委員・児童委員　令和２年６月１日～令和２年６月30日
　　・成年後見制度事業所等　令和２年６月１日～令和２年６月30日

調査方法4
　　・郵送による調査表の送付・回収
　　・直接配布、郵送による回収
　　・郵送、メール、FAXによる配布・回収

第３章
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令和２（2020）
年度調査

平成26（2014）
年度調査

回答者数 =

何か困ったときに助け合う親しい人がいる 互いに訪問し合う人がいる

立ち話をする程度の人がいる あいさつをする程度の人がいる

ほとんど付き合いがない 無回答

870

823

16.016.0

18.018.0

9.29.2

10.210.2

30.230.2

33.233.2

27.427.4

24.224.2

11.011.0

8.98.9

6.26.2

5.65.6

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

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状

回収状況5

☆アンケート調査結果の内、岩国市の課題の分析に活用した主なアンケート調査
　結果についてグラフを掲載しています。

配布数
市民

民生委員・児童委員
成年後見制度事業所等

2,000通
400通
163通

870通
334通
121通

43.5%
83.5%
74.2%

有効回答数 有効回答率

■ 近所の人との付き合いの程度

アンケート、地域意見交換会の結果6
（１）市民アンケート結果
① 近隣住民の方々との関わり・地域の活動について
　近所の人との付き合いの程度は、「立ち話をする程度の人がいる」の割合が
30.2％と最も高く、次いで「あいさつをする程度の人がいる」の割合が27.4％、「何
か困ったときに助け合う親しい人がいる」の割合が16.0％となっています。
　平成26年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。

20



令和２（2020）年度調査（回答者数= 870） 平成26（2014）年度調査（回答者数= 823）

41.8

56.0

9.4

17.6

13.8

6.9

21.5

5.9

9.3

45.8

50.4

14.0

22.5

14.6

7.3

21.0

3.8

15.4

％
0 20 40 60 80 100

住民同士が困ったときに、今以上に助けあえる
関係をつくる

あいさつができる、顔見知り関係をつくる

新築・マンション入居など、新たに住む人との
関係づくりを強化する

地区社協・町内会・自治会・子ども会・老人クラブや
婦人会等の活動を活発にする

小学校や中学校など、学校教育と住民の
交流やつながりを深める

地元の商業者など、事業者とつながりを深める

交流の機会となる地域の行事を増やしたり、
充実を図ったりする

その他

無回答

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状

■ 地域の活動や行事が活発に行われるために大切だと思うこと

　地域の活動や行事が活発に行われるために大切だと思うことは、「あいさつがで
きる、顔見知り関係をつくる」の割合が56.0％と最も高く、次いで「住民同士が困っ
たときに、今以上に助けあえる関係をつくる」の割合が41.8％、「交流の機会となる
地域の行事を増やしたり、充実を図ったりする」の割合が21.5％となっています。
　平成26年度調査と比較すると、「あいさつができる、顔見知り関係をつくる」の割
合が増加しています。
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あまり必要だと思わない

無回答

とても必要だと思う ある程度必要だと思う

まったく必要だと思わない

現在参加している 今後積極的に参加したい

誘われたら参加したい 興味はあるが時間等がない

興味がない 無回答

回答者数 =

870

回答者数 =

870

30.630.6 62.862.8
3.63.6
0.30.3

2.82.8

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

9.99.9 3.13.1 24.824.8 35.535.5 16.816.8 9.99.9

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

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状

②地域での支え合いについて
　地域の身近な生活課題における住民同士の自主的な支え合いや助け合いの必要
性は、「とても必要だと思う」と「ある程度必要だと思う」を合わせた“必要だと思
う”の割合が93.4％、「あまり必要だと思わない」と「まったく必要だと思わない」を
合わせた“必要だと思わない”の割合が3.9％となっています。

③ボランティア活動について
　ボランティア活動への参加意向は、「興味はあるが時間等がない」の割合が35.5％
と最も高く、次いで「誘われたら参加したい」の割合が24.8％、「興味がない」の割合
が16.8％となっています。

■ ボランティア活動（地域にこだわらない）への参加意向

■ 地域の身近な生活課題における住民同士の自主的な
支え合いや助け合いの必要性
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％
0 20 40 60 80 100

保健や福祉に関する情報提供を充実させる

身近な場所で福祉に関する相談ができる窓口を
増やす
公共の場のバリアフリー化を進める（高齢者、障害者及び乳幼児の
生活に不便な障害物の除去、階段に併設したスロープやスペースの
広いトイレの設置、視覚障害者向けの点字の設置など）

緊急時や災害時に地域の中で助け合う仕組みを
つくる

人権を守る制度（成年後見制度や地域福祉権利
擁護事業など）の普及を図る

地域活動・ボランティア活動の拠点を整備する

地域活動・ボランティア活動を資金面で支援する

地域での活動の中心となる人材を育てる

障害をもつ人の就労の支援をする

サービスを提供する事業所を増やす
（高齢者、障害者、子育て、介護）

健康づくり活動や健康教育を充実させる

保健や福祉に関する関心が高められるような講座、
行事を行う

生活困窮者の自立支援に関する取組を充実させる

社会保障制度（医療保険制度・年金制度・介護保険
制度など）の安定を図る

現状のままでよい

その他

無回答 

36.7

36.3

26.0

38.0

8.3

12.4

13.0

20.1

17.1

26.3

15.2

11.0

13.6

－

6.3

2.6

6.6

40.1

37.4

28.1

42.6

9.4

13.9

15.4

23.2

16.9

27.2

16.4

13.0

－

46.9

3.9

2.9

4.9

令和２（2020）年度調査（回答者数= 870）

平成26（2014）年度調査（回答者数= 823）

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状

④岩国市の健康福祉施策に関する取り組みについて
　だれもが生き生きと安心して地域で暮らし続けるために、岩国市の健康福祉施
策として重要と思う取り組みは、「緊急時や災害時に地域の中で助け合う仕組みを
つくる」の割合が38.0％と最も高く、次いで「保健や福祉に関する情報提供を充実
させる」の割合が36.7％、「身近な場所で福祉に関する相談ができる窓口を増やす」
の割合が36.3％となっています。
　平成26（2014）年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。

■ だれもが生き生きと安心して地域で暮らし続けるために、
岩国市の健康福祉施策として重要と思う取り組み

※「生活困窮者の自立支援に関する取組を充実させる」は、令和２（2020）年度調査で追加されたものです。
　「社会保障制度（医療保険制度・年金制度・介護保険制度など）の安定を図る」は、令和２（2020）年度調査
　では聞いていません。
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令和２（2020）
年度調査

平成26（2014）
年度調査

回答者数 =

名前も活動内容も知っている 名前を聞いたことがあるが、活動内容は知らない

名前も活動内容も知らない 無回答

870

823

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

27.427.4

19.419.4

55.255.2

56.456.4

13.413.4

19.719.7

4.04.0

4.54.5

令和２（2020）
年度調査

平成26（2014）
年度調査

回答者数 =

よく知っている ある程度知っている

まったく知らない 無回答

あまり知らない

870

823

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

9.19.1

9.19.1

33.233.2

29.829.8

36.636.6

35.735.7

18.618.6

21.621.6

2.52.5

3.83.8

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状

⑤地域福祉に関わる機関や団体、仕組みについて
　「岩国市社会福祉協議会」の活動の認知度は、「名前を聞いたことがあるが、活
動内容は知らない」の割合が55.2％と最も高く、次いで「名前も活動内容も知って
いる」の割合が27.4％、「名前も活動内容も知らない」の割合が13.4％となってい
ます。
　平成26（2014）年度調査と比較すると、「名前も活動内容も知っている」の割合
が増加し、「名前も活動内容も知らない」の割合が減少しています。

　地区の民生委員・児童委員の活動（役割）の認知度は、「よく知っている」と「ある
程度知っている」を合わせた、“知っている”の割合が42.3％、「あまり知らない」と
「まったく知らない」を合わせた“知らない”の割合が55.2％となっています。
　平成26（2014）年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。

■ 「岩国市社会福祉協議会」の活動の認知度

■ 地区の民生委員・児童委員の活動（役割）の認知度
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令和２（2020）
年度調査

平成26（2014）
年度調査

回答者数 =

870

823

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

よく知っている ある程度知っている

まったく知らない 無回答

あまり知らない

自身もしくは家族が利用している 利用していないが、制度の内容を知っている

聞いたことはあるが、内容までは知らない 聞いたことがない

無回答

6.76.7

6.66.6

20.320.3

19.719.7

41.641.6

38.838.8

27.827.8

30.630.6

3.63.6

4.44.4

回答者数 =

870

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

1.81.8 29.229.2 38.938.9 27.627.6 2.52.5

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状

　地区（地域）の福祉員の活動（役割）の認知度は、「よく知っている」と「ある程度
知っている」を合わせた、“知っている”の割合が27.0％、「あまり知らない」と「まっ
たく知らない」を合わせた“知らない”の割合が69.4％となっています。
　平成26年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。

■ 地区（地域）の福祉員の活動（役割）の認知度

■ 成年後見制度の認知度について【市民アンケート】
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％
0 20 40 60 80 100

医療、介護や福祉サービスの手続きに関すること

預貯金、保険、年金などに関すること

生活費など日々の支払いに関すること

相続に関すること

不動産に関すること

その他

分からない

無回答

57.5

44.5

41.5

21.4

20.9

3.4

17.2

4.3

回答者数 =870

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状

■ 成年後見制度を利用する際に支援してほしいこと
（困ること）について【市民アンケート】
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％
0 20 40 60 80 100

高齢者への支援・介護に関すること

障害者への支援に関すること

児童福祉・子育て支援に関すること

生活困窮者への支援に関すること

地域で孤立している者に関すること

福祉サービスの利用に関すること

虐待や配偶者暴力（ＤＶ）に関すること

災害発生時の支援に関すること

相談・交流の場づくり

日常生活支援

近隣支援者の発掘・地域の協力関係の構築

その他

無回答

回答者数 = 334

61.1

5.7

11.4

6.3

14.1

26.6

1.8

33.2

26.3

18.9

28.7

1.8

3.3

■ 今後、特に積極的に取り組んでいく必要があると思うこと

（２）民生委員・児童委員アンケート結果
① 地域との連携・協力について
　今後、特に積極的に取り組んでいく必要があると思うことは、「高齢者への支
援・介護に関すること」の割合が61.1％と最も高く、次いで「災害発生時の支援
に関すること」の割合が33.2％、「近隣支援者の発掘・地域の協力関係の構築」
の割合が28.7％となっています。

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状
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％
0 20 40 60 80 100

活動・業務の担い手となる人材の育成

活動・業務の場所の確保に関する支援

活動費・事業費などの経済的な支援

団体や組織間の連携支援

先進的な活動・業務事例の紹介

専門性を持った人材や団体の紹介

地域情報の提供

情報発信に関する支援

活動・業務について相談できる機会の充実

市民への地域福祉に関する意識の啓発

市民への民生委員・児童委員の活動のＰＲ

その他

特にない

無回答

回答者数 = 334

40.4

10.5

15.0

20.7

14.7

16.5

37.4

4.8

13.5

19.5

12.6

2.4

6.6

4.8

■ 地域活動・業務を行う上で、求められる岩国市、社会福祉協議会の支援

　地域活動・業務を行う上で、求められる岩国市、社会福祉協議会の支援は、「活
動・業務の担い手となる人材の育成」の割合が40.4％と最も高く、次いで「地域
情報の提供」の割合が37.4％、「団体や組織間の連携支援」の割合が20.7％となっ
ています。

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状
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言葉も内容も知っている 言葉だけは知っている

知らない 無回答

回答者数 =

334

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

％
0 20 40 60 80 100

医療、介護や福祉サービスの手続きに関すること

生活費などの日々の支払いに関すること

預貯金、保険、年金などに関すること

相続に関すること

不動産に関すること

その他

無回答

回答者数 = 334

76.3

65.3

32.6

31.4

6.6

3.9

82.6

10.510.5 52.752.7 35.635.6 1.21.2

■ 再犯防止推進法の認知度について【民生委員アンケート】

■ 成年後見制度を利用する際に支援してほしいこと（困ること）について
【民生委員・児童委員アンケート】

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状
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いる いない わからない 無回答

回答者数 =

121

回答者数 =

121

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

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

利用している人がいる 利用している人はいない 無回答

％
0 20 40 60 80 100

後見人を選ぶまでの手続きが難しい（手続きに時間
がかかる）

成年後見制度が分かりにくい（制度が難しい）

後見人を選ぶまでの費用を少なくしてほしい
（申立て費用がかかる）

成年後見制度や手続きについて知る機会がない
（情報をもっと提供してほしい）

後見人に対しての報酬を少なくしてほしい
（後見人に対する費用がかかる）

相談をする窓口や手続きを支援してくれるところが
わからない

福祉関係等の支援者が制度について理解していな
いため、成年後見につなげることができない。

その他

わからない

無回答

回答者数 = 121

38.838.8 58.758.7

47.147.1 32.232.2 19.019.0 1.71.7

2.52.5

58.7

48.8

46.3

41.3

23.1

19.8

11.6

5.0

5.8

0.0

（３）成年後見制度事業所等アンケート結果

■ 事業所における成年後見制度の利用状況について
【成年後見制度事業所等アンケート】

■ 事業所で今後成年後見が必要と思う人の有無について
【成年後見制度事業所等アンケート】

■ 成年後見制度の利用促進のために必要なこと、問題になっている
ことについて【成年後見制度事業所等アンケート】

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状
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知っている よく知らないが聞いた事がある 知らない 無回答

回答者数 =

121

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

参加したい 参加したくない（必要性を感じない） 無回答

回答者数 =

121

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

％
0 20 40 60 80 100

本人・家族が同意しないため

成年後見制度の利用を関係者で検討中のため

適当な後見人の候補者（家族・親族等）がいないため

家族や親族がいないため手続き（申し立て）を行う
ことが難しいため

後見人への支払報酬が困難なため

制度利用までの手続きに時間がかかるため

制度手続きが複雑で手続きができないため

その他(新型コロナウイルス感染防止のため面会が
制限されている。 )

無回答

回答者数 = 57

43.9

36.8

21.1

21.1

19.3

19.3

7.0

19.3

0.0

81.881.8 18.218.2

90.990.9 7.47.4 1.71.7

■ 成年後見制度の認知度について【成年後見制度事業所等アンケート】

■ 今後、市が成年後見制度に関する研修を開催した場合の参加意向について
【成年後見制度事業所等アンケート】

■ 今後、市が成年後見制度に関する研修を開催した場合の参加意向について
【成年後見制度事業所等アンケート】

■ 成年後見制度が必要と思われる人の利用に至っていない原因について
【成年後見制度事業所等アンケート】

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状
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■ 地域意見交換会のご意見【要約】

（４）地域意見交換会の結果
　当初の予定では、アンケート調査とは別に、各地域（中学校区ベース）で住民座
談会を開催し、多くの皆様からご意見を聞かせていただく予定でしたが、新型コ
ロナウィルス感染予防対策の観点から、旧８市町村の区域の団体代表者にお集
まりいただく形に変更させていただきました。（社会福祉協議会支部運営協議会
の選出母体を基本にお声がけさせていただきました。）
　地域でのご意見は次のとおりで、アンケートや業務中の相談にあがってくる
項目と重なる点も多くありました。このことについては、計画の中に取り上げる
べく、策定評価委員会の中で協議させていただきました。

課題①　要援護者の安否確認や災害時の手助けについて、地域団体として何ができますか。

・自助活動からはじめ、地域活動に発展させていく
・早期避難、防災メール等の周知活動
・防災訓練、防災研修、講習会の実施
・要援護者を雇用し、見守りにつなげる
・ボランティアセンター活動
・会員の参画、連携、連絡、安否確認
・要援護者の世帯調査、リストの作成、情報共有（避難できない方の把握を含む）
・災害用貸し出し資材、非常食のストック
・日頃からのあいさつ、声掛け等で声掛けしやすい地域づくりを行う
　（人間関係の構築）
・避難場所（公的以外）等の共有
・防災無線の周知
・定期的な訪問活動および防災に係る周知活動
・自主防災の活性化に取り組む
・消防等との連携、役割分担の協議
・関係団体とのネットワークの構築
・避難場所、危険箇所などの確認点検作業
・名簿、連絡網の作成（作成済みの所は点検）
・世代間の交流を促進する活動（若者世代の参画を促す活動）
・楽しい活動を通じて人間関係を構築しておく

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状
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課題②　地域のつながりの希薄化に対して、地域団体として何ができますか。

・地域に合った取り組みを協議する場を設ける
・希薄化防止の取り組みがあれば会として協力する
・会員はもとより地域住民とも日頃から声掛けをする
・あいさつ運動等、各種イベントを通して地域づくりを活性化させていく
　（イベント終了後も維持する工夫を検討する）
・会員増強による地域づくり
・参加して楽しいと思える活動を増やし、つながりを作る
・若い世代や三世代が集う活動を企画し、つながりを作るとともに達成感を
　共有する
・食事は参加者が増加するので、そういう活動を展開していく
・民生委員、福祉員等の担い手が見守り活動を通じて、様々なつながりに寄与する
・自治会、サロン等集える場所を充実させる
・様々な意見を交換できる世代を超えた話し合いの機会を設ける
　（お互いの強みやメリットがある活動の展開）
・ラジオ体操、グラウンドゴルフ等、出やすい活動を通して、顔を合わせる
　機会を作る
・ボランティア活動を通じて、仲間意識や地域のつながりを強化する
・公的施策を通じて、つながりを深める
・昔ながらの近所付き合いを続ける
・あいさつ、世間話（関係が薄い人とも）
・団体活動を通じて、障害、高齢等の垣根を越えた活動をし、助けたり
　助けられたりしたい

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状
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課題③　地域活動へ参加する人を増やすことに対し、地域団体として何ができますか。

・次世代の育成や次世代への声掛け
・防災等、人が興味を持つものから企画していく
・地域、会員同士の声掛け等を行い、つながりを強化する
・雇用者からの応援
・三世代交流や参加して楽しい企画を計画する
・情報ネットワークの拡充
・みんなで1つのものを作り上げるきっかけづくり
・活動の目的をはっきりとさせたり、参加者の趣向にあった活動、
　参加のメリットなどを検討する
・モデル地区を決めて、何かしらの取り組みを行ってみる
・コロナをきっかけに地域活動も発想の転換が必要
・担い手の負担を軽減する対策（役割を順番で割り当てる等）
・地域の担い手のすそ野を増やし、拡充していく
・参加したくなるパンフレット等、情報ツールの検討
・ボランティアプログラム、グループをたくさんつくり、参加の選択肢を増やす
　（誰もが参加できる環境づくり）
・役割の細分化、時間短縮等で参加しやすい環境づくりを行う
・地域拠点の整備
・参加した方へのインセンティブ等の活用
・外部からの活動招致及び行政、地域団体等との連携
　（学校活動等、子どもと関わるものが良い）

第3章　地域住民の意識および地域課題の現状
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第２次地域福祉活動計画の進捗状況

地域拠点1

　平成 27 年度から令和 2年度まで実施した第 2次地域福祉活動計画の実績は以下
のとおりとなりました。（本計画の作成期間と重複するため、5年目までの状況で記
載しています。）策定評価委員会では圏域ごとの詳細事業実績で提出していますが、
誌面の都合上、実施計画で一括したものを掲載させていただきます。

検証シート

検証結果／備考

基本目標⑴　地域拠点

○

○

○

1．市全体で実施している。
　 2．一部地域（支部）において実施している。
　　  3．改善・見直しを図り、新たな取り組みを検討する。
　　　　 4．地域ニーズに即しておらず活動廃止（中止）の方向で進める。
　　　　　  5. 当分の間現行どおりとし、随時調整する。
　　　　　　　 6．実施していない。
　　　　　　　　　7．その他
　　　　　　　　　　 ★ 備考（各検証項目の理由を記入）

ご近所ささえあい会議や地区社協などを設置
し、基盤整備の推進を行った。

立ち上げの支援や助成金の交付、用具貸し出し
等で運営支援を行った。

主要施設の把握は行っているが、空き家の調査
まで行き届かなかった。

第４章

１）地域基盤となる団体組織の
　　整備

２）サロン活動支援

３）地域主要施設の拠点の確認

　第 3次計画では新規に団体を作るのではなく、地域の声で多く上がっていた、人
や地域団体との交流、人材育成などで、現在ある地域拠点団体の活動の活性化が図
られるような計画に変更しました。
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第４章　第２次地域福祉活動計画の進捗状況

ネットワーク2

　地域や垣根を越えたつながりの重要性は地域の意見からも上がっており、第 3次
計画でも概ね継続した計画としています。

検証シート

検証結果／備考

基本目標⑵　ネットワーク

○

○

○

○

1．市全体で実施している。
　 2．一部地域（支部）において実施している。
　　  3．改善・見直しを図り、新たな取り組みを検討する。
　　　　 4．地域ニーズに即しておらず活動廃止（中止）の方向で進める。
　　　　　  5. 当分の間現行どおりとし、随時調整する。
　　　　　　　 6．実施していない。
　　　　　　　　　7．その他
　　　　　　　　　　 ★ 備考（各検証項目の理由を記入）

協力団体との連携により実施した地域や地域
コミュニティが生きている地域での継続的活動
で行われた。

地域福祉権利擁護事業や関係機関との連携、
くらし自立応援センター等、様々な施策で実施
した。

福祉員の長寿いきいき見守り事業や民生委員・
児童委員、学校等との連携により実施した。

１）隣・近所とのコミュニケー
　　ション

２）要援護者の支援体制

３）地域の子どもや高齢者を
　　全体で見守れる環境づくり

ホームページ・ケーブルテレビ等を活用して実
施した。４）情報電子ネットワーク化
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第４章　第２次地域福祉活動計画の進捗状況

ボランティア推進3

　ボランティアの推進は策定評価委員会からも重要であるという意見があり、第 3
次計画では情報発信や参加条件の検討など、マッチングについての工夫を取り上げ
る計画としました。

検証シート

検証結果／備考

基本目標⑶　ボランティア推進

○

○

○

○

1．市全体で実施している。
　 2．一部地域（支部）において実施している。
　　  3．改善・見直しを図り、新たな取り組みを検討する。
　　　　 4．地域ニーズに即しておらず活動廃止（中止）の方向で進める。
　　　　　  5. 当分の間現行どおりとし、随時調整する。
　　　　　　　 6．実施していない。
　　　　　　　　　7．その他
　　　　　　　　　　 ★ 備考（各検証項目の理由を記入）

様々なイベントや学校行事、団体活動の中で相
互が協力し合い連携が深まった。

ボランティアの参画ができるイベントを実施し
たり、地域ボランティアの交流を促進した。

県社協の交流会や生活支援体制整備事業によ
る交流、ボランティア団体同士の活動で実施し
た。

１）学校や施設等と地域の連携

２）ボランティア交流集会、
　　イベントの整備

３）地域内外の交流の促進

社協だよりやホームページ、マスコミ活用等で周
知を行った。

４）ボランティア活動への呼び
　　かけ、周知方法の検討
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第４章　第２次地域福祉活動計画の進捗状況

総合相談窓口4

　多様化する困りごとに対しては、色々な相談窓口があり、関係機関等が連携して
問題を解決する仕組みづくりが必要です。第 3次計画では、その連携や日頃から話
し合える環境づくりに重点を置き、計画を作成しました。

検証シート

検証結果／備考

基本目標⑷　総合相談窓口

○

○

○

○

1．市全体で実施している。
　 2．一部地域（支部）において実施している。
　　  3．改善・見直しを図り、新たな取り組みを検討する。
　　　　 4．地域ニーズに即しておらず活動廃止（中止）の方向で進める。
　　　　　  5. 当分の間現行どおりとし、随時調整する。
　　　　　　　 6．実施していない。
　　　　　　　　　7．その他
　　　　　　　　　　 ★ 備考（各検証項目の理由を記入）

様々な方法で相談事業の周知を行った。

全支部において設置した。

窓口での受付や訪問で随時対応できる体制づ
くりを行った。

１）相談窓口の明確化

２）心配ごと相談

３）地域相談会の開催整備

サロンやイベントに参加し、地域の皆様の声を
聞く活動を行った。４）地域座談会の整備
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第４章　第２次地域福祉活動計画の進捗状況

各分野参加活動支援5

　地域からは各地域団体の人材育成に関する支援や助成金等、活動に対しての支援
要望の声がありました。第 3次計画では住民や団体が活動、活躍できる環境づくり
という言い回しに変更し計画に盛り込んでいます。

検証シート

検証結果／備考

基本目標⑸　各分野参加活動支援

○

○

○

1．市全体で実施している。
　 2．一部地域（支部）において実施している。
　　  3．改善・見直しを図り、新たな取り組みを検討する。
　　　　 4．地域ニーズに即しておらず活動廃止（中止）の方向で進める。
　　　　　  5. 当分の間現行どおりとし、随時調整する。
　　　　　　　 6．実施していない。
　　　　　　　　　7．その他
　　　　　　　　　　 ★ 備考（各検証項目の理由を記入）

外郭団体事務や助成金等で活動支援を行っ
た。

民生委員・児童委員と福祉員の交流や地区社
協同士の交流を促進した。

研修会の周知や地域での話し合いに参加し、
ボランティア等の育成を行った。

１）各種団体組織活動支援

２）関係者間の交流促進

３）各分野組織・団体の人材育成
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基本目標１

みんなで支え合い協力し合える仕組みづくりの実施計画

地域福祉活動計画の詳細内容8
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実施計画 活動事例

みんなで支え合い協力し合える仕組みづくり⑴  基本目標

①自主活動や制度を利用した地域づくり活動

・自主活動
・自治会等の活動
・各種ボランティア活動

・自主、交流活動
・声掛け活動
・各種ボランティア活動
・広報活動

・自主活動
・声掛け活動　
・各種ボランティア活動
・広報活動

・地域コミュニティ
　づくり運動
・ボランティア保険
・社協だより、
　ホームページ等の活用
・人材バンク
・ボランティアセンター
　事業

【設定をした理由、考え方】

第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

　第 2 次策定評価委員会や地域での意見交換会等で地域でのつながりを維持する活動としてあいさ
つの重要性があげられています。このたびのアンケート調査では若者世代はあいさつしない傾向が
出ていました。地域のコミュニティを維持する一歩として、世代を問わず、日頃から地域でのあい
さつで繋がりを持つ、仲間づくりを行うことを計画の基礎部分として取り入れています。

地域団体の
取り組み

市民の取り組み

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

市社協の
取り組み

・あいさつなどで気軽に行える地域づくりを行っ
てみましょう。
・地域の諸活動に興味を持ってみましょう。　
・自治会活動や地域の諸活動および行政機関や各
種機関が募集する活動に参加してみましょう。

・団体内や他団体との交流で地域づくり活動をし
てみましょう。
・各団体でできるボランティア活動の展開や仲間
づくりを推進してみましょう。
・行政や各種機関が募集する活動に参加してみま
しょう。　
・各団体の広報誌等を活用し、活動の周知を行っ
てみましょう。　　

・各種ボランティア活動で市民や関係機関と連携
した活動を視野に入れ、連携を深めてみましょ
う。
・発行している機関紙等で募集、事業の報告など
周知してみましょう。
・行政や各種機関が募集する活動に参加してみま
しょう。

・地域コミュニティの形成、再生を応援します。
・ボランティア保険の手続き支援を行います。
・ホームページや広報誌でボランティア活動を周
知します。
・各種団体のニーズや活動を把握し、紹介やマッ
チングを行います。
・行政や各種機関が募集する活動に参加します。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

みんなで支え合い協力し合える仕組みづくり⑴  基本目標

②困りごとなど地域で話し合える場づくり

市民の取り組み

・地域でのあいさつ
・井戸端会議
・自治会活動等

地域団体の
取り組み

・サロン的活動
・仲間づくり活動

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・相談活動
・広報活動
・サロン的活動

市社協の
取り組み

・サロン活動支援
・心配ごと相談、くらし
　自立応援センター
・社協だより、
　ホームページ等の活用

【設定をした理由、考え方】
　第 2 次策定評価委員会で地域性の違いが大きく表れた項目です。旧市部によっては 1 日誰とも接
する機会がないという意見、旧郡部においてはあいさつや立ち話等で接する機会があるという意見
がありました。地域での交流や色々なサークル、団体活動に参加し、少しでも話す機会を持つことで、
心をリラックスさせることができるかもしれません。このことから、今回の計画でも参加というキー
ワードを多く取り入れています。

・地域でのあいさつや井戸端会議など気軽に行え
る地域づくりに参加してみましょう。
・困った人がいたら各種機関が行う相談事業を伝
えてみましょう。
・サークル活動等、仲間同士で気軽に話し合える
場を作ってみましょう。

・仲間同士で気軽に話し合える場を作ってみま
しょう。
・困った仲間がいたら各種機関が行う相談事業を
伝えてみましょう。
・サークル活動等、仲間同士で気軽に話し合える
場を作ってみましょう。

・各組織で相談事業を展開してみましょう。
・様々な福祉相談事業を把握し、適正な相談を紹
介してみましょう。
・組織独自で住民等が集える場を企画してみま
しょう。

・地域の話し合いの場づくりを支援します。
・市社協の事業として展開します。
・各種相談窓口の紹介を行います。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

みんなで支え合い協力し合える仕組みづくり⑴  基本目標

③地域団体や社会福祉法人、NPO法人等の地域活動

市民の取り組み

・ボランティア活動の
　把握
・ボランティア活動
・声掛け活動

地域団体の
取り組み

・ボランティア活動の
　把握
・ボランティア活動
・声掛け活動

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・ボランティア活動の
　把握
・ボランティア活動
・声掛け活動

市社協の
取り組み

・ボランティアセンター
　事業
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用
・助成金等の支援
・地域公益活動推進
　協議会

【設定をした理由、考え方】
　地域共生社会が国の指針で示され、地域の色々な団体等が連携して地域の課題に取り組むことが
求められています。地域の団体をはじめ、社会福祉法人やＮＰＯ法人など、地域には色々な団体が
ありますが、そのような団体や住民、行政等が様々な面で協力しながら地域の課題に取り組んでい
くことを目的に計画に取り上げています。

・組織が行う活動に興味を持ってみましょう。
・活動に募集があれば参加してみましょう。
・住民同士で声を掛け合い情報を共有してみま
しょう。

・組織が行う活動に興味を持ってみましょう。
・団体独自の地域活動を企画してみましょう。
・地域活動に募集があれば会員に呼びかけ参加し
てみましょう。

・組織が行う活動に興味を持ってみましょう。
・組織独自の地域活動を企画してみましょう。
・地域活動に募集があれば職員等に呼びかけ参加
してみましょう。

・組織の地域活動を応援します。　　　　　　
・活動に募集があれば職員等に呼びかけ参加しま
す。
・公益活動やボランティア活動を支援します。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

みんなで支え合い協力し合える仕組みづくり⑴  基本目標

④各種福祉制度の周知、利用

市民の取り組み

・制度の調査、把握
・周知活動
・制度を申請、利用
・担い手として参加

地域団体の
取り組み

・制度の調査、把握
・周知活動
・制度の研修
・制度を申請、利用
・担い手として参加

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・制度の調査、把握
・周知活動
・制度の研修
・制度を申請、利用
・担い手として参加

市社協の
取り組み

・制度の調査、把握
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用
・制度の研修
・制度を申請、利用　

【設定をした理由、考え方】
　アンケート調査で数字として表れたのが、一般の方、特に若い世代の方は社協等の団体、福祉員
等の担い手やその活動内容を知らないということでした。策定評価委員会委員の多くは何かしらで
関わりがあり、団体や活動を認知されていましたが、ここの差を埋める活動が必要となります。今
回の計画では地域の皆様にも福祉に興味を持っていただくこと、団体としては活動を知ってもらう
ことを計画に盛り込むこととなりました。

・色々な制度がある事に興味を持ってみましょ
う。
・興味がある制度を調べてみましょう。
・知っている情報を伝えあってみましょう。
・制度を利用または制度に参加してみましょう。

・団体で制度の調査活動を行ってみましょう。
・団体で協力できる活動を検討してみましょう。
・団体会員で利用が必要な会員に制度を周知して
みましょう。

・各組織で自ら行うもの以外の制度に興味を持っ
てみましょう。
・組織の仲間と制度の研修を行ってみましょう。
・参画出来そうな制度に取り組んでみましょう。

・社協が行うもの以外の制度も把握するように努
めます。
・各種制度の研修を行います(参加します)。
・各種福祉施策に取り組みます。
・福祉制度の周知活動に取り組みます。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

みんなで支え合い協力し合える仕組みづくり⑴  基本目標

⑤共同募金等、福祉募金や寄付への協力

市民の取り組み

・募金、寄付の把握
・募金、寄付への協力
・ボランティアへの参加

地域団体の
取り組み

・募金、寄付の把握
・募金、寄付への協力
・募金箱の設置
・ボランティアへの参加
・募金、寄付の受付

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・募金、寄付の把握
・募金、寄付への協力
・募金箱の設置
・ボランティアへの参加
・募金、寄付の受付

市社協の
取り組み

・募金、寄付の把握
・24時間募金等、寄付
　活動への協力
・ボランティアへの参加
・広報活動
・善意銀行、赤い羽根
　共同募金等の受付
・衣類やエコキャップ等、
　リサイクル活動への協力

【設定をした理由、考え方】
　地域団体、地域活動の一部には寄付で成り立っているものがあります。その地域（岩国市）の福
祉活動を充実させるためには、寄付文化の醸成が必要となります。今回のアンケート調査では赤い
羽根共同募金の認知度は世代を問わず高い数値となっていました。しかし、社会福祉協議会の会費
や善意銀行、生活困窮者への支援については低い数値となっていました。このことを踏まえ、地域
福祉活動の充実の為、寄付についての項目を計画に取り入れさせていただくこととしました。

・募金活動を把握してみましょう。
・どんな寄付があるか調べてみましょう。
・使い道を調べてみましょう。
・出来る範囲で募金や寄付活動に参加、協力して
みましょう。

・募金活動を把握してみましょう。
・どんな寄付があるか調べてみましょう。
・使い道を調べてみましょう。
・出来る範囲で募金や寄付活動に参加、協力して
みましょう。

・募金活動を把握してみましょう。
・どんな寄付があるか調べてみましょう。
・使い道を調べてみましょう。
・出来る範囲で募金や寄付活動に参加、協力して
みましょう。

・色々な募金活動・寄付活動を把握します。
・使い道について調査します。
・ボランティア活動を募集、実施します。
・募金活動、寄付活動を周知します。
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基本目標２

人と人、組織を繋げるネットワークづくりの実施計画
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実施計画 活動事例

人と人、組織を繋げるネットワークづくり⑵  基本目標

①地域のコミュニケーション活動

・地域等でのあいさつ
・近所付き合い
・声掛け
・イベント参加
・自治会活動

・地域や活動時の
　あいさつ
・会員同士の付き合い
・声掛け
・イベント参加
・サークル活動

・地域や活動時の
　あいさつ
・組織内の付き合い
・声掛け
・イベント参加
・サークル活動

・地域コミュニティ
　づくり運動
・助成金等支援活動
・イベント参加
（まつり、フェスタ等）
・ボランティア
　マッチング
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用

【設定をした理由、考え方】

第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

　今回のアンケート調査で地域での嬉しかった手助けにおいて、安否確認や話し相手があげられて
いました。また充実したらよいという項目では、この 2 つに災害時や避難時の手助けがあげられて
いました。この項目を充実させるには日頃からの地域付き合いや要支援者の把握、地域団体の活動
が必要となります。ここでは地域の意見を取り上げた地域づくりの項目について計画を作成しまし
た。

地域団体の
取り組み

市民の取り組み

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

市社協の
取り組み

・あいさつや世間話、助け合いなど、地域でのコ
ミュニケーション活動を行ってみましょう。
・様々な理由で地域から孤立している人を気にか
けてみましょう。
・災害時など声を掛け合える付き合いを考えてみ
ましょう。
・様々な地域活動、イベントに参加し交流を深め
てみましょう。

・あいさつや世間話、助け合いなど、地域でのコ
ミュニケーション活動を行ってみましょう。
・様々な理由で地域から孤立している人を気にか
けたり、仲間に引き入れる活動をしてみましょ
う。
・災害時などに声を掛け合える体制を考えてみま
しょう。
・様々な地域活動、イベントに参加し交流を深め
てみましょう。

・色々な活動の中であいさつ等の声掛け活動を
行ってみましょう。
・様々な理由で地域から孤立している人の支援を
考えてみましょう。
・災害時などに声を掛け合える体制を考えてみま
しょう。
・様々な地域活動、イベントに参加し交流を深め
てみましょう。

・地域コミュニティの形成、再生を応援します。
・市民や団体の活動を支援します。
・様々なイベント支援や参加を行い、交流促進を
促します。
・広報誌等を活用し、地域コミュニティ活動の大
切さを周知します。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

人と人、組織を繋げるネットワークづくり⑵  基本目標

②気軽に集まれる活動、場所づくり

市民の取り組み

・井戸端会議
・サロン、公民館活動
・ボランティア、
　担い手活動

地域団体の
取り組み

・会員等との交流
・サークル活動、
　イベント等の企画
・ボランティア等の
　募集、交流
・イベント等のボラン
　ティア活動

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・仲間等との交流
・サークル活動、
　イベント等の企画
・ボランティア等の
　募集、交流
・イベント等のボラン
　ティア活動

市社協の
取り組み

・助成金等支援活動
・イベント参加
（まつり、フェスタ等）
・サロンの設置
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用

【設定をした理由、考え方】
　現在、自宅に引きこもってしまう方や人と関わりを持てない方への対策が求められています。ア
ンケートでは就労支援による方法や当事者の居場所づくりの数値が高くなっていました。また老々
介護で自宅から出れない等、色々なケースが想定されます。そのような方々が気軽に集える場所が
地域にあることで、少しでも安心して暮らしていただけるよう、計画に取り入れています。

・地域で気軽に立ち話をしてみましょう。
・自分に合う活動を探してみましょう。
・サロンや趣味活動等に参加してみましょう。
・ボランティア等、担い手になってみましょう。

・楽しく集まれる企画を検討してみましょう。
・企画した活動に参加者を募集してみましょう。
・イベント等に会員同士で参加してみましょう。
・他団体等との人とも交流を深めましょう。

・楽しく集まれる企画を検討してみましょう。
・企画した活動に参加者を募集してみましょう。
・イベント等に組織で参加してみましょう。
・他組織等との人とも交流を深めましょう。

・市民や団体の活動を支援します。
・様々なイベント支援や参加を行い、交流促進を
促します。
・広報誌等を活用し、各種活動を周知します。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

人と人、組織を繋げるネットワークづくり⑵  基本目標

③各種活動への参加、呼びかけ活動

市民の取り組み

・近所付き合い
・井戸端会議
・自治会、サロン等への
　参加
・相談

地域団体の
取り組み

・会員同士の付き合い
・声掛け
・イベント活動
・サークル活動
・サロン活動
・インセンティブなどの
　用意

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・声掛け
・イベント活動
・サロン活動
・相談事業
・インセンティブなどの
　用意

市社協の
取り組み

・ケーブルテレビ等での
　広報
・イベント活動、
　イベント活動支援
・サロン活動支援
・場所等情報の
　提供、紹介

【設定をした理由、考え方】
　アンケート調査を見てみると、活動に参加しない理由として、参加してみたいが知り合いがいな
いので参加しにくい、また興味がある活動がない、時間が合わない等の意見があげられています。
意見交換会ではインセンティブを用意したり、楽しい活動となるよう工夫したりしていると募集側
としての意見がありました。この 2 つの意見が上手くつながる仕組みを地域で考えるため、このた
び計画に取り上げています。

・日頃の付き合いを通して、地域のつながりを深
めてみましょう。
・気軽に話せる仲間づくりをしてみましょう。
・各種地域団体活動に参加してみましょう。
・一人で悩まず、各種相談事業を利用してみま
しょう。

・地域の人々に参加を呼び掛けてみましょう。
・気軽に相談できる場所を作ってみましょう。
・非会員でも参加できる活動を検討してみましょ
う。
・楽しく集まってもらえる工夫をしてみましょ
う。

・気軽に相談できる事業を検討してみましょう。
・地域の人々と交流を深める活動を検討してみま
しょう。
・楽しく集まってもらえる工夫をしてみましょ
う。

・地域のつながりを深める活動を応援します。
・関係機関と連携を取り、活動の交流を促進しま
す。
・各種情報やニーズを調査し、スムーズな情報提
供を行います。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

人と人、組織を繋げるネットワークづくり⑵  基本目標

④情報の確認、発信方法の検討

市民の取り組み

・市報等の確認
・行政サービス等の活用
・インターネット等の
　利用
・井戸端会議

地域団体の
取り組み

・市報等の確認
・行政サービス等の活用
・インターネット等の
　利用
・会議等で情報共有

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・市報等の確認
・行政サービス等の活用
・インターネット等の
　利用
・会議等で情報共有

市社協の
取り組み

・市報等の確認
・行政サービス等の活用
・会議等で情報共有
・社協だより、掲示板、
　ホームページ等の活用

【設定をした理由、考え方】
　現在、情報の入手方法は様々なものがあります。アンケートでは、一部の方ですが、情報を得る
方法が分からないという意見の方もおられました。世代によってはインターネットのみの情報発信
では有意義な情報を得られない方がいるかもしれません。また、広報誌等、一切目を通さない方も
いるかもしれません。貴重な情報は自らから近寄ってきてはくれません。そこで情報について受け
手も発信者も取り組んでいただく計画を盛り込んでいます。

・色々な情報に興味を持ってみましょう。
・防災無線等のサービスを活用してみましょう。
・インターネット等、色々な情報ツールを活用し
てみましょう。
・身近な人と情報を共有してみましょう。

・色々な情報に興味を持ってみましょう
・防災無線等のサービスを活用してみましょう。
・インターネット等、色々な情報ツールを活用し
てみましょう。
・会員等と情報を共有してみましょう。

・色々な情報に興味を持ってみましょう。
・防災無線等のサービスを活用してみましょう。
・インターネット等、色々な情報ツールを活用し
てみましょう。
・組織内で情報を共有してみましょう。

・様々な情報やニーズを把握します。
・組織内で情報を共有します。
・ホームページ等で情報を周知します。
・色々な情報の周知方法を検討します。
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実施計画 活動事例

人と人、組織を繋げるネットワークづくり⑵  基本目標

⑤防犯防災活動の充実

市民の取り組み

・防災グッズ等の用意
・要支援者への声掛け、
　連携、支援
・自主防災等への参加
・防災無線等、行政
　サービスの利用
・講座等への参加　

地域団体の
取り組み

・防災、支援グッズの
　用意
・団体内での取り決め
・要支援者への声掛け、
　連携、支援
・講座等の開催、参加
・他団体との連携強化

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・防災、支援グッズの用
　意
・組織内での取り決め
・要支援者への声掛け、
　連携、支援
・講座等の開催、参加
・他組織との連携強化

市社協の
取り組み

・災害ボランティアセン
　ターマニュアルの整備
・防災講座等の開催、参加
・資材ストックヤードの設置
・ボランティア育成、登録
・災害ボランティア
　センターの運営
・他機関、ボランティア
　等との連携強化

【設定をした理由、考え方】
　近年自然災害の増加や虐待等の人権侵害、詐欺事件などが増加しています。アンケートからも地
域の要支援者のためにできる手助けとして、通報の支援や災害時の手助けといったものがあがって
きており、皆様もこのあたりはこの活動で取り上げるべき項目と思われているところと感じていま
す。しかし、この活動は個々で行うものではなく、地域の助け合いや自治会組織等を通じて日頃か
らの連携を図っていくことが重要となってきます。第 1 次・第 2 次計画でも取り上げていますが、
第 3次ではさらに皆様の参画によって活動を充実させることを目的として取り入れています。

・自分で出来る防犯防災活動を考えてみましょ
う。
・地域に声掛けや支援が必要な人がいるか考えて
みましょう。
・地域や行政等の活動を調べてみましょう。
・地域や諸団体の活動に参加してみましょう。

・団体内で防犯防災活動を考えてみましょう。
・団体で取り組める活動、支援が必要な仲間につ
いて考えてみましょう。
・地域や行政等の活動を調べてみましょう。
・地域や諸団体の活動と連携してみましょう。

・組織内で防犯防災活動を考えてみましょう。
・組織で取り組める活動、支援が必要な仲間につ
いて考えてみましょう。
・地域や行政等の活動を調べてみましょう。
・地域や諸団体の活動と連携してみましょう。

・地域や団体等が行う活動を支援します。
・防犯防災について研修等を行い、周知活動を行
います。
・必要な資材等を備蓄します。
・災害時に備えた体制整備を行います。
・災害ボランティアセンター等の事業を行いま
す。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

人と人、組織を繋げるネットワークづくり⑵  基本目標

⑥感染症予防と人権保護

市民の取り組み

・家族等で話し合う
・マスク着用、３密の
　回避
・行政情報の確認、周知
・工夫を取り入れた
　活動の展開
・うわさ話や誹謗中傷は
　しない

地域団体の
取り組み

・団体等で話し合う
・マスク着用、３密の
　回避
・工夫を取り入れた活動
　の展開
・行政情報の確認、周知
・うわさ話や誹謗中傷は
　しない

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・組織内で話し合う
・マスク着用、３密の
　回避
・工夫を取り入れた活動
　の展開
・行政情報の確認、周知
・うわさ話や誹謗中傷は
　しない

市社協の
取り組み

・行政情報の確認、周知
・関係機関との連携
・感染症対策の徹底
・工夫を凝らした活動の
　周知、支援
・相談事業の実施

【設定をした理由、考え方】
　この計画作成時も新型コロナウィルスにより、策定評価委員会や地域座談会が中止になるなど大
きな影響がありました。今後もこのような事態に陥る可能性は多々あります。第 3 次策定評価委員
会委員から感染症についての項目を取り入れたらというご意見のもと、第 3 次計画ではいざという
時の行動計画として感染症についての計画を取り上げています。

・感染症について調べてみましょう。
・情報を地域住民で共有してみましょう。
・感染症予防を取り入れ活動してみましょう。
・知恵と工夫で活動やつながりを維持してみま
しょう。
・誹謗中傷など、人の心が傷つく行為はやめま
しょう。

・感染症について調べてみましょう。
・情報を団体内で共有してみましょう。
・感染症予防を取り入れ活動してみましょう。
・知恵と工夫で活動やつながりを維持してみま
しょう。
・誹謗中傷など、人の心が傷つく行為はやめま
しょう。

・感染症について調べてみましょう。
・情報を組織内で共有してみましょう。
・感染症予防を取り入れ活動してみましょう。
・知恵と工夫で活動やつながりを維持してみま
しょう。
・誹謗中傷など、人の心が傷つく行為はやめま
しょう。

・行政機関等と連携し感染症予防の周知をしま
す。
・活動に感染症予防対策を取り入れます。
・工夫した活動の周知、つながりの維持を支援し
ます。
・人権相談等の紹介をします。
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基本目標４

だれも見落とさない仕組みづくりの実施計画
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実施計画 活動事例

だれも見落とさない仕組みづくり⑷  基本目標

①民生委員・児童委員、行政機関等関係機関との連携、情報共有

・近所付き合い
・民生委員・児童委員等
　の活動理解
・相談機関等の紹介

・会員同士、その他の人
　との付き合い
・民生委員・児童委員等
　の活動理解
・相談機関等の紹介
・関係機関との連携強化　　

・組織内、その他の人と
　の付き合い
・民生委員・児童委員等
　の活動理解
・相談機関等の紹介
・関係機関との連携強化　

・社協だより、ホーム
　ページ等の活用
・福祉の輪づくり運動に
　よる連携強化
・相談機関紹介
・各機関と連携した
　相談事業の展開

【設定をした理由、考え方】

第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

　アンケート調査に相談についての項目があり、複数回答にもかかわらず、家族や知人のみ数値が
高くなっていました。家族内等で解決できるもの、専門的知識が必要なもの、地域福祉関係者（第
３者）が入った方が良いケースなど相談内容は様々です。そこで地域で情報や資源を共有する必要
性を考慮し、この項目を計画に取り入れています。

地域団体の
取り組み

市民の取り組み

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

市社協の
取り組み

・地域の人や民生委員・児童委員さん等の活動に
興味を持ってみましょう。
・地域の人と話せる関係づくりを行ってみましょ
う。
・困っている人がいたら声掛けできる地域づくり
を行ってみましょう。
・困っている人がいたら相談できる関係機関を紹
介してみましょう。

・地域の人や民生委員・児童委員さん等の活動に
興味を持ってみましょう
・会員同士をはじめ会員以外の人とも交流してみ
ましょう。
・困っている人がいたら声掛けできる地域づくり
を行ってみましょう。
・困っている人がいたら相談できる関係機関を紹
介してみましょう。

・地域の人や民生委員・児童委員さん等の活動に
興味を持ってみましょう。
・組織内をはじめ組織以外の人とも交流してみま
しょう。
・困っている人がいたら声掛けできる地域づくり
を行ってみましょう。
・困っている人がいたら相談できる関係機関を紹
介してみましょう。

・地域づくりの重要性について広報します。
・地域づくりを活性化させる活動を検討します。
・様々な組織と連携を図る体制作りを行います。
・地域の相談を随時受付け、関係機関と共有し、
連携した活動を行います。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

だれも見落とさない仕組みづくり⑷  基本目標

②相談事業の展開

市民の取り組み

・近所付き合い
・情報提供
・相談機関紹介
・相談事業の利用

地域団体の
取り組み

・会員同士、その他の人
　との付き合い
・情報提供
・相談機関紹介
・相談事業の利用

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・組織内、その他の人と
　の付き合い
・情報提供
・相談機関紹介
・関係機関との連携強化
・相談事業の展開　

市社協の
取り組み

・情報提供
・相談機関紹介
・関係機関との連携強化
・くらし自立応援センター、
　成年後見サポートセンター
・心配ごと相談事業等
　の実施
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用

【設定をした理由、考え方】
　一昔前、行政に相談したら、たらいまわしにされたということを聞いたことがあります。現在は
多種多様な生活課題に対応するため、色々な相談窓口やサービスが展開されています。しかしなが
ら、アンケート調査を見ていると、そのことを知らない方も多くいらっしゃるという事実がありま
す。そこで、誰もが気軽に分かりやすく相談できる地域体制を目指すことを目的に計画に取り入れ
ています。

・様々な相談事業がある事を把握してみましょ
う。
・困りごとがあったら相談してみましょう。
・困っている人がいたら相談事業を紹介してみま
しょう。

・団体内で気軽に相談し合える関係づくりを行い
ましょう。
・様々な相談事業がある事を把握してみましょ
う。
・困りごとがあったら相談してみましょう。
・困っている会員がいたら相談事業を紹介してみ
ましょう。

・組織内で気軽に相談し合える関係づくりを行い
ましょう。
・様々な相談事業がある事を把握してみましょ
う。
・独自で出来る相談体制を検討してみましょう。
・困っている人がいたら相談事業を紹介してみま
しょう。

・様々な相談事業がある事を把握します。
・困っている人がいたら適した相談事業を紹介し
ます。
・様々な組織と連携した相談体制を検討、実施し
ます。
・各種相談事業等を周知します。
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実施計画 活動事例

だれも見落とさない仕組みづくり⑷  基本目標

③くらしの応援

市民の取り組み

・資源の把握
・情報提供
・資源の利用

地域団体の
取り組み

・資源の把握
・情報提供
・資源の利用

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・資源の把握
・情報提供
・資源の利用促進
・広報活動
・相談受付

市社協の
取り組み

・資源の把握
・情報提供
・相談受付
（くらし自立応援センター等）
・事業の展開
　（貸付・フードバンク・権利擁護・
　ファミサポ・パーキングパーミット・
　介護保険・障害者・成年後見
　支援等）　
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用　　

【設定をした理由、考え方】
　前項に記載したように、現在多くのサービスが展開されています。そのサービスは自らから近寄っ
てきてはくれません。そこで地域の取り組みで、お互いが助け合う地域づくりを目的に、この計画
を作成しています。

・多様な生活支援サービスを把握してみましょ
う。
・困ったらサービスを利用してみましょう。
・サービスの情報を地域住民で共有してみましょ
う。
・困った人がいたら適したサービスを紹介してみ
ましょう。

・多様な生活支援サービスを把握してみましょ
う。
・サービスを会員同士で共有してみましょう。
・困った人がいたら適したサービスを紹介してみ
ましょう。
・団体で出来るくらしの応援施策を検討してみま
しょう。

・多様な生活支援サービスを把握してみましょ
う。
・サービスを組織内で共有してみましょう。
・困った人がいたら適したサービスを紹介してみ
ましょう。
・組織で出来るくらしの応援施策を検討してみま
しょう。

・多様な生活支援サービスや地域のニーズを把握
します。
・サービスの情報を周知し共有します。
・様々な生活支援施策を実施します。
・困った人がいたら適したサービスを紹介しま
す。
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実施計画 活動事例

だれも見落とさない仕組みづくり⑷  基本目標

④罹災者の支援

市民の取り組み

・制度の把握
・制度の利用
・情報提供
・相互支援活動

地域団体の
取り組み

・制度の把握
・制度の利用
・情報提供
・相互支援活動

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・制度の把握
・制度の利用
・情報提供
・相互支援活動
・関係機関との連携

市社協の
取り組み

・制度の把握
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用
・災害ボランティア
　センターの設置
・関係機関との連携
・見舞金等の申請

【設定をした理由、考え方】
　行政等の支援の中に罹災者に関するものがあります。１つは皆様からの募金により成り立ってい
るものもあります。個人で保険をかけている方もいると思います。いざという時に様々な支援があ
り、申請忘れ等がないよう、地域の助け合いの1つとして計画に記載しています。

・罹災者支援がある事を把握してみましょう。
・罹災した場合、届けを出してみましょう。
・支援がある事を地域住民で共有してみましょ
う。
・地域住民で助け合ってみましょう。

・罹災者支援がある事を把握してみましょう。
・会員が罹災した場合、届け出るよう伝えてみま
しょう。
・支援がある事を会員同士で共有してみましょ
う。
・地域住民、会員同士で助け合ってみましょう。

・罹災者支援がある事を把握してみましょう。
・関係者が罹災した場合、届け出るよう伝えてみ
ましょう。
・支援がある事を関係者で共有してみましょう。
・公共支援等の紹介を行ってみましょう。

・罹災者支援について広報します。
・罹災受付を行い、手続きを行います。
・罹災者のニーズを把握しボランティアの橋渡し
を行います。
・公共支援等の紹介を行います。
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実施計画 活動事例

だれも見落とさない仕組みづくり⑷  基本目標

⑤見守り活動

市民の取り組み

・近所付き合い
・声掛け
・情報提供

地域団体の
取り組み

・会員同士の付き合い
・声掛け
・情報提供
・連絡網の作成
・見守り活動

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・会員同士の付き合い
・声掛け
・情報提供
・連絡網の作成
・見守り活動

市社協の
取り組み

・見守り活動、ネット
　ワーク体制の整備
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用
・民児協、福祉員、包括
　等との連携強化
・ファミリーサポート
　センターの設置
・児童生徒の事故防止、
　健全育成

【設定をした理由、考え方】
　アンケートや地域での意見交換会において、見守りについての項目がありました。高齢者だけで
はなく、見守り支援を必要とされている方は児童、障害をお持ちの方等いらっしゃいます。アンケー
トでは嬉しかった手助けという項目の中に声掛け、話し相手が多くを占めていました。意見交換会
では、障害者家族から地域に助けてもらいたいという意見もありました。この計画では、様々な状
況を想定した形で計画に取り上げています。

・あいさつや世間話、助け合いなど、地域でのコ
ミュニケーション活動を行ってみましょう。
・地域で孤立している人等を気にかけてみましょ
う。
・災害時など声を掛け合える付き合いを考えてみ
ましょう。
・プライバシーに注意して、必要に応じ関係機関
へ連絡してみましょう。

・あいさつや世間話、助け合いなど、地域でのコ
ミュニケーション活動を行ってみましょう。
・地域で孤立している人等を気にかけたり、仲間
に引き入れる活動を考えてみましょう。
・災害時など声を掛け合える体制を考えてみま
しょう。
・プライバシーに注意して、必要に応じ関係機関
へ連絡してみましょう。

・色々な活動で声掛けや見守り活動を行ってみま
しょう。
・地域で孤立している人等に声をかけてみましょ
う。
・災害時や普段の見守りについて組織で検討して
みましょう。
・プライバシーに注意して、必要に応じ関係機関
へ連絡してみましょう。

・市民や団体の活動を支援します。
・地域や様々な団体の交流を促進します。
・福祉員による見守り活動を実施します。
・プライバシーに注意して、必要に応じ関係機関
へ連絡します。

71



基本目標５

住民や団体が活動、活躍できる環境づくりの実施計画
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実施計画 活動事例

住民や団体が活動、活躍できる環境づくり⑸  基本目標

①ボランティア活動の発信、紹介、斡旋

・情報の把握
・声掛け
・ボランティアへの参加

・情報の把握
・声掛け
・ボランティアへの
　参加、企画
・広報活動

・情報の把握
・声掛け
・ボランティアへの
　参加、企画
・広報活動

・情報の募集、受付
・ボランティアセンター
　事業
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用

【設定をした理由、考え方】

第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

　国においては国民が総活躍する社会を目標として掲げています。人口バランスが崩れかけている
今日、地域で活躍するボランティアの育成が重要となっています。また生きがいを持つことからも
大切です。このことから、子どもから高齢者、障害をお持ちの方、地域活動等、多岐にわたるボラ
ンティア活動に対し、ボランティアしたい方とボランティアの募集側がうまくつながるための仕組
みづくりを計画に盛り込みます。

地域団体の
取り組み

市民の取り組み

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

市社協の
取り組み

・様々なボランティア情報に興味を持ってみま
しょう。
・個人、地域住民でボランティアに参加してみま
しょう。
・情報ツールを活用してボランティアの輪を広げ
てみましょう。

・様々なボランティア情報に興味を持ってみま
しょう。
・団体でできるボランティア活動を検討し行って
みましょう。また他団体の活動にも参加してみ
ましょう。
・誰もが参加しやすい環境づくりを行ってみま
しょう。
・団体で行う活動の情報を周知してみましょう。

・様々なボランティア情報に興味を持ってみま
しょう。
・組織でできるボランティア活動を検討し行って
みましょう。また他団体の活動にも参加してみ
ましょう。
・誰もが参加しやすい環境づくりを行ってみま
しょう。
・組織で行う活動の情報を周知してみましょう。

・地域の様々なボランティア活動やニーズを把握
します。
・様々なボランティアの活動について広報しま
す。
・情報ツールを活用してボランティアの輪を広げ
ます。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

住民や団体が活動、活躍できる環境づくり⑸  基本目標

②ボランティア活動の支援

市民の取り組み

・声掛け
・ボランティアへの参加
・自分に合った活動

地域団体の
取り組み

・声掛け
・ボランティアへの参加
・活動支援
・活動の工夫

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・声掛け
・ボランティアへの参加
・活動支援
・活動の工夫

市社協の
取り組み

・ボランティア保険
・ボランティア情報の
　提供、斡旋
・助成金等活動支援
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用
・ボランティアの
　マッチング

【設定をした理由、考え方】
　アンケート調査の中で行政や社協に対し、ボランティア活動に対しての支援依頼の声が上がって
います。地域の方からは情報が入りにくい、知らない人ばかりで参加しにくいなどの意見がありま
す。そこで、個人や団体等が、ボランティア活動に対して何か出来ることはないか考える機会として、
支援について計画を盛り込んでいます。

・ボランティアとして、色々な活動に参加してみ
ましょう。
・地域の仲間に声をかけ活動を大きくしてみま
しょう。
・皆とは違う形でも参加できないか考えてみま
しょう。

・ボランティアとして、色々な活動に参加してみ
ましょう。
・団体の仲間に声をかけ活動を大きくしてみま
しょう。
・団体で行える後方支援を検討してみましょう。
・団体活動の周知や参加しやすくなる工夫をして
みましょう。

・ボランティアとして、色々な活動に参加してみ
ましょう。
・組織の仲間に声をかけ活動を大きくしてみま
しょう。
・組織で行える後方支援を検討してみましょう。
・組織活動の周知や参加しやすくなる工夫をして
みましょう。

・ボランティア保険の手続きを進めます。
・活動費等の紹介・支援を行います。
・広報や人材調整の支援を行います。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

住民や団体が活動、活躍できる環境づくり⑸  基本目標

③ボランティアの交流促進

市民の取り組み

・ボランティア活動の
　把握
・声掛け
・ボランティアへの参加
・ボランティア同士の
　連携

地域団体の
取り組み

・ボランティア活動の
　把握
・声掛け
・ボランティアへの参加
・ボランティア同士の
　連携
・ボランティア活動の
　企画、広報活動

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・ボランティア活動の
　把握
・声掛け
・ボランティアへの参加
・ボランティア同士の
　連携
・ボランティア活動の
　企画、広報活動

市社協の
取り組み

・ボランティア活動の
　把握
・ボランティアセンター
　事業
・ボランティアの
　連携支援
・ボランティア活動の
　企画、広報活動

【設定をした理由、考え方】
　地域での意見交換会において、障害の有無や世代、団体の垣根を越えた交流、楽しい活動の企画、
つながり続ける工夫等、地域活動やボランティア活動を活性化するためについてご意見をいただき
ました。その中の様々な人、組織等が交流を深める点は、地域共生社会につながる項目であること
から、計画に取り入れています。

・ボランティアとして、色々な活動に参加してみ
ましょう。
・地域の仲間に声をかけ活動の輪を広げてみま
しょう。

・様々なボランティア情報に興味を持ってみま
しょう。
・団体でできるボランティア活動を検討してみま
しょう。また他団体の活動にも参加してみま
しょう。
・団体で行う活動の情報を周知し、活動の輪を広
げてみましょう。

・様々なボランティア情報に興味を持ってみま
しょう。
・組織でできるボランティア活動を検討してみま
しょう。また他団体の活動にも参加してみま
しょう。
・組織で行う活動の情報を周知し、活動の輪を広
げてみましょう。

・地域の様々なボランティア活動やニーズを把握
します。
・様々なボランティアの活動について広報しま
す。
・ボランティアが交流できる場を設けます。また
紹介します。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

住民や団体が活動、活躍できる環境づくり⑸  基本目標

④様々なボランティア活動の充実

市民の取り組み

・ボランティア活動への
　参加
・自主活動の実施
・声掛け
・参加継続

地域団体の
取り組み

・ボランティア活動への
　参加
・自主活動の実施
・声掛け
・広報活動
・仲間づくり活動

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・ボランティア活動への
　参加
・自主活動の実施
・声掛け
・広報活動
・仲間づくり活動

市社協の
取り組み

・ボランティア活動の
　把握、広報活動
・助成金等活動支援
・ボランティアの
　マッチング
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用
・講座の開催

【設定をした理由、考え方】
　アンケート調査を見てみると、地域活動に参加しない理由として、時間の都合やもともと関心が
ない等の意見がありました。しかしながら、アンケートや地域の意見交換会では子どもが関わるも
のなら出てみたいという意見や時間が合えば、声をかけてもらったら出ても良いという意見も出て
います。そこで、その人がその人らしく、また楽しく参加できる活動について、みんなで考えるこ
とができるよう、この項目を取り入れています。

・ボランティアとして、色々な活動に参加してみ
ましょう。
・地域の仲間に声をかけ活動の輪を広げてみま
しょう。
・自分でしてみたい活動を行ってみましょう。　
・継続的に活動に参加してみましょう。

・様々なボランティア情報に興味を持ってみま
しょう。
・時間等を工夫したボランティア活動を検討して
みましょう。また他団体の活動にも参加してみ
ましょう。
・団体で行う活動の情報を周知し、活動の輪を広
げてみましょう。
・交流を持った人とのつながりを大切にしましょ
う。

・様々なボランティア情報に興味を持ってみま
しょう。
・時間等を工夫したボランティア活動を検討して
みましょう。また他団体の活動にも参加してみ
ましょう。
・組織で行う活動の情報を周知し、活動の輪を広
げてみましょう。
・交流を持った人とのつながりを大切にしましょ
う。

・地域の様々なボランティア活動やニーズを把握
します。
・様々なボランティアの活動について広報しま
す。
・情報ツールを活用してボランティアの輪を広げ
ます。
・人材育成、活動補助、人材紹介等の後方支援を
行います。
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第５章　第3次地域福祉活動計画の進め方

実施計画 活動事例

住民や団体が活動、活躍できる環境づくり⑸  基本目標

⑤支援施策の紹介、活用

市民の取り組み

・支援制度の調査、利用
・支援側への登録

地域団体の
取り組み

・支援制度の調査、利用
・支援施策の検討

福祉関係機関・
事業所等の
取り組み

・支援制度の調査、利用
・支援施策の検討

市社協の
取り組み

・支援制度の調査
・支援施策の検討
・社協だより、ホーム
　ページ等の活用
・支援施策の紹介
・助成金等支援活動
・福祉用具等の貸し出し

【設定をした理由、考え方】
　アンケート調査の中で、行政や社会福祉協議会に活動の支援をしてほしいと項目があり、多くは
ないものの意見がありました。活動を魅力的にするためや広報活動を展開するには、物資面や資金
面、マンパワー等の支援が必要となります。行政等の支援には限りがあります。そこで、地域の皆
様にも活動の支援側へ回っていただくことを検討する項目を今回計画に盛り込んでいます。

・活動助成や何かしらの支援があるかどうか調査
してみましょう。
・自らできる支援活動を考えてみましょう。
・支援制度に申請、利用、協力してみましょう。

・活動助成や何かしらの支援があるかどうか把握
してみましょう。
・独自の活動に団体として支援施策を盛り込むか
検討してみましょう。 
・支援制度に申請、利用、協力してみましょう。

・活動助成や何かしらの支援があるかどうか把握
してみましょう。
・独自の活動に組織として支援施策を盛り込むか
検討してみましょう。
・支援制度に申請、利用、協力してみましょう。

・各種助成金等、活動支援になるものを調査し周
知します。
・活動の参考となる研修会等を周知します。
・独自の活動に社協として支援施策を盛り込むか
検討します。
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地域福祉活動計画に係る活動についての地域別問合せ先9
　地域福祉活動計画を地域で推進するにあたり、不明な点等ございましたら、最寄
りの社協へお気軽にお問合せください。

〒740－0018
山口県岩国市麻里布町７丁目１番２号
ＴＥＬ：０８２７－２２－５８７７
ＦＡＸ：０８２７－２２－２８１５

岩国市社会福祉協議会 事務局
岩国支部

〒740-1428
山口県岩国市由宇町中央１－８－３５
ＴＥＬ：０８２７－６３－３０２２
ＦＡＸ：０８２７－６３－３５４４

岩国市社会福祉協議会
由宇支部

〒742-0392
山口県岩国市玖珂町４９３３－２
ＴＥＬ：０８２７－８２－３２３１
ＦＡＸ：０８２７－８２－５４４９

岩国市社会福祉協議会
玖珂支部

〒740-0602
山口県岩国市本郷町本郷２０９４
ＴＥＬ：０８２７－７５－２３５５
ＦＡＸ：０８２７－７５－２９４７

岩国市社会福祉協議会
本郷支部

〒742-0417
山口県岩国市周東町下久原６２６－８
ＴＥＬ：０８２７－８４－１１００
ＦＡＸ：０８２７－８４－４９１１

岩国市社会福祉協議会
周東支部

〒740-0724
山口県岩国市錦町広瀬６４８７－４
ＴＥＬ：０８２７－７２－２２１１
ＦＡＸ：０８２７－７２－２２１３

岩国市社会福祉協議会
錦支部

〒740-0502
山口県岩国市美川町四馬神１０５７
ＴＥＬ：０８２７－７６－００６９
ＦＡＸ：０８２７－７６－００７１

岩国市社会福祉協議会
美川支部

〒740-1232
山口県岩国市美和町西畑１３５－１
ＴＥＬ：０８２７－９６－０６００
ＦＡＸ：０８２７－９６－０４３１

岩国市社会福祉協議会
美和支部
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