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第４章 施策展開 

１．地域のつながりの強化 

（１）地域での助けあい、支えあい活動の促進（住民の参加促進） 
【現状と課題】 

○地域福祉においては、身近な地域での助けあいや支えあいが重要です。アンケート
調査の結果によると、近所の人とのつきあいは、若い世代で時間がない等の理由か
ら希薄になっています。 

○災害への備えとして、隣近所とのあいさつやつきあい等は重要で、アンケート調査
の結果によると、その重要性は認識しており、近所の人を頼りにもしています。避
難方法や危険箇所の把握、地域で気になる人の情報を共有しておく等の対応により、
不安を取り除き十分な備えをしていく必要があります。 

○自殺対策としては、地域による身近な相談役となるゲートキーパーの育成等の対策
を推進することが必要です。 

 

【主な取り組み】 

○住民が参加し、協働による地域活動の推進 
○災害や緊急時も含めた見守り体制の強化 
○身近な地域での地域活動の基盤整備 
○【自殺予防対策】身近な相談役となるゲートキーパーの育成 

 
  

防災研修会（町防災出前講座） 
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【それぞれの役割】 

住民 

○地域活動に参加しましょう。 
○日ごろのあいさつや声かけ等近所の人とのつきあいをしましょう。 
○地域での防災訓練等に参加し、災害時の備えをしましょう。 
 
【自殺予防対策の推進】 
○悩み事等は一人で抱え込まず身近な人や相談機関に相談しましょう。 
 

社協 

○自治会や小学校区等、身近な地域での住民による支えあい活動（小地
域福祉活動4）を推進し、自治会・老人クラブ・婦人会・民生児童委
員等の関係者が協議できる場づくり（小地域ネットワーク会議）を支
援します。 

○小学校区ごとに地域の課題を考える機会づくり（住民交流会、研修会）
に取り組みます。 

 
【防災】 
○町の防災計画に基づき、災害ボランティアセンターの設置や、福祉避

難所（ふれあいセンター）運営への協力体制を強化します。 
○社協の各種相談事業（地域包括支援センターや障害者等相談支援事

業）から災害時における要援護者の把握をするとともにケアプラン等
への反映を行います。 

 
 

  

                                     
4 小地域福祉活動:身近な地域で支えあう仕組みを築き、住民が、それぞれの地域の困り事や心配事等

の解決に向けた方法や活動内容を考え、地域で取り組んでいく活動。 
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町 

○地域住民の参加を促進するための情報提供等や各
団体活動を支援します。 

 

健康福祉課 
⾧寿介護課 

○駅前の空き店舗等を活用した住民交流の場づくり
を促進します。 

観光・まちづく
り推進課 
⾧寿介護課 
こども未来課 

○生活支援コーディネーター5の配置、中学校区によ
る協議体6の設置をします。 

 
⾧寿介護課 

○住民の積極的な地域づくりへの参加を促進するた
めの対話集会等を開催します。 

 
総合政策課 

○自治会で認知症サポーター養成講座を開催し、認
知症について正しく理解し、認知症の人やその家
族を見守り、支援する体制を構築します。 

 

⾧寿介護課 

○災害時における、要配慮者（避難行動要支援者）7へ
の避難支援を行うため、避難行動要支援者名簿を
作成、把握します。 

 

防災課 
健康福祉課 
⾧寿介護課 

【自殺予防対策の推進】 
〇ストレスと上手につきあい、一人で悩みを抱え込

まないよう、悩みを抱える人の身近な相談役とな
るゲートキーパーを養成し、地域でサポートでき
る環境整備に努めます。 

 

健康福祉課 

  

                                     
5 生活支援コーディネーター:地域包括ケア社会の実現に向け、地域における高齢者等の生活支援・介

護予防サービスの体制整備を推進するため、ボランティア等を担い手と
した生活支援等サービスの資源開発、生活支援等サービス提供主体間の
ネットワークの構築等を行う人のこと。 

6協議体:地域包括ケア社会の実現に向け、地域における高齢者等の生活支援・介護予防サービスの体
制整備を推進するため、生活支援等サービスを担う多様な関係主体等の情報共有及び連携・
協働による取り組みを推進するシステム。 

7要配慮者（避難行動要支援者）:これまでよく使われていた、「災害時要援護者」というかわりに、平
成 25 年６月の災害対策基本法の一部改正により使用されるようにな
った言葉で、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する人
を「要配慮者」といい、そのうち、災害が発生し、または災害が発生
するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑か
つ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものを「避難行動要
支援者」という。この法改正により、「避難行動要支援者名簿」の作成
を義務付けること等が規定されている。 
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（２）地域活動・ボランティア活動の活性化 
【現状と課題】 

○アンケート調査の結果によると、自治会等地域活動の参加はしている方は比較的多
いもののボランティア活動の参加については興味のある方にとどまっている傾向が
あります。勤務等で参加しにくい若い世代に対しても、時間をかけずに地域活動が
できる取り組みを検討していく必要があります。また、すでに活動している地域活
動に対する支援をさらに充実させていくことも必要です。 

 

【主な取り組み】 

○地域活動・ボランティア活動の情報提供の充実 
○ＮＰＯや企業等を巻き込んだ地域活動・ボランティア活動の活性化 

 

【それぞれの役割】 

住民 
○地域活動・ボランティア活動に興味を持ちましょう。 
○できることから地域活動・ボランティア活動をしましょう。 
 

社協 

○町ボランティア連絡協議会への支援充実を図り、町内のボランティア
団体の連携強化や活動の活性化を促進します。 

○高校生や大学生向け、高齢者や障がい者が参加しやすいボランティア
プログラムの開発検討をします 

【ボランティアセンターの機能充実】 
○ボランティアを必要とする方々のニーズ把握を強化します。 
○新規の活動者発掘や新たな活動をする場等、コーディネートの充実に

努めます。 
○ＮＰＯや企業とのネットワークづくり（プラットホーム8）を推進しま

す。 
○ボランティアに関する相談活動を強化し、活動の活性化を図ります。 
○上記活動の促進や共通課題への解決を目的とした、行政や関係団体と

のボランティア活動推進会議の設置等を進めます。 
 

 

  

                                     
8 プラットホーム:網状の組織のようにつながったネットワークのつながりを支える「基盤」「土台」「シ

ステム」。 
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町 

○広報「たわらもと」やＳＮＳを活用した地域活動・
ボランティア活動の情報提供の充実に努めます。 

健康福祉課 
⾧寿介護課 
こども未来課 

○住民が主体的に参加し、地域づくりに取り組む団
体活動の自立化、持続化を支援します。 

 

総合政策課 
健康福祉課 

○障がい者支援のため、磯城郡地域自立支援協議会
において、関係機関等が情報や課題を共有し、連
携を図りながら地域の支援体制の整備を進めま
す。 

  

健康福祉課 

○聴覚障害者とその他の者の意思疎通を支援するた
めに「手話奉仕員養成講座」「きこえのサポーター
養成講座」を開催します。 

 

健康福祉課 

 

  

ボランティアによる美化活動 

高校生ボランティアによる夏祭りの様子 
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（３）福祉教育の充実 
【現状と課題】 

○アンケート調査の結果によると、「福祉」を必要とする人の支援について「行政と住
民が協力しながら、地域で支えあうべき」という回答が多くなっていることから、
福祉は協働でするものという認識は高くなっています。しかし、若い世代の関心が
高くないため、子どもの頃からの福祉教育の充実や、若い世代に関心を持ってもら
うような周知・啓発が必要です。 

 

【主な取り組み】 

○地域での福祉教育の推進 
○福祉教育の学習機会や体験機会の情報提供の充実 

 

【それぞれの役割】 

住民 
○福祉に関心を持ちましょう。 
○福祉学習や体験の機会に参加しましょう。 
 

社協 

○ボランティア活動の参加率が低い若い世代・子育て世代・男性層等へ
支えあいの大切さを呼びかけ、福祉を身近に感じ考える機会の充実を
図ります。 

○町内小中学校の担当教員で構成された福祉教育推進連絡会を開催し、
学校における独自カリキュラム等の検討をします。 

○町内の小中学校、高等学校等における福祉体験学習及び学校ボランテ
ィア活動の充実を図ります。 

○地域や福祉施設での体験学習・福祉教育を支援します。 
 

町 

〇認知症の理解を深めるための「認知症サポーター
養成講座」を開催します。 

 

⾧寿介護課 

〇住民が互いに支えあう意識を高めたり、地域福祉
を実践できる学習の場づくりを進めていきます。 

教育委員会事務局 
幼稚園、小学校、
中学校 
健康福祉課 

 
 

  

福祉教育の様子 
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２．安全・安心な生活環境づくり 

（１）情報提供の充実 
【現状と課題】 

○アンケート調査の結果によると、「福祉」について知りたい情報については、年齢別
にみると、18～29 歳では「子育てについてのサービスの情報」が最も多くなって
います。その他の年齢では、「高齢者や障がい者についてのサービスの情報」が最も
多くなっています。また、「福祉」について知りたい情報については、「健康づくり
についてのサービスの情報」、「子育てについてのサービスの情報」、「高齢者や障が
い者についてのサービスの情報」が多くなっており、福祉サービスに関する情報の
主な入手先は、「広報紙」、「社会福祉協議会」、「インターネット」の順で多くなって
おり、年齢別でみると、18～64 歳で「インターネット」も多くなっています。 

〇自殺対策としては、悩みや困りごとがあった時に相談できる相談窓口の周知や心の
健康に関する情報提供が必要です。 

 

【主な取り組み】 

○興味をひくような福祉に関する情報提供の充実 
○必要な方に確実に届く情報提供の充実 

 
  

児童館での親子活動 

幼児教室 
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【それぞれの役割】 

住民 

○町や社協が提供する福祉に関する情報に興味を持ちましょう。 
○広報「たわらもと」や社協広報紙「よろこび」、ホームページ等で町

や社協が提供する福祉に関する情報をみてみましょう。 
 
【自殺予防対策の推進】 
〇相談窓口一覧を活用したり、心の健康に関する講演会等に参加するこ

とで、心の健康に関する情報に興味を持ちましょう。 
 

社協 

○社協広報紙「よろこび」やホームページの充実に努め、住民が興味を
ひくような福祉に関する情報提供をします。 

○ＳＮＳ等を活用した情報提供の充実に努めます。 
 

町 

○広報「たわらもと」やホームページの充実に努め、
住民が興味をひくような福祉に関する情報提供をし
ます。 

○ＳＮＳ等を活用した情報提供の充実に努めます。 
 

健康福祉課 
⾧寿介護課 
こども未来課 

【自殺予防対策の推進】 
○ストレスと上手につきあえるよう、心の健康づくり

や心の病気に関する知識の普及に努めるとともに、
生活リズムを整え、休養・睡眠をとる大切さを啓発
活動していきます。 

 
〇相談窓口一覧パンフレットの作成や心の健康に関す

る講演会を開催する等、自殺に関する正しい情報提
供の充実に努めます。 

 

健康福祉課 

 

  

田原本町社協だより「よろこび」 田原本町広報「たわらもと」 
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（２）相談体制の強化 
【現状と課題】 

○アンケート調査の結果によると、相談先としては、「家族・親戚」、「友人・知人」、
「役場等の相談窓口（地域包括支援センターを含む）」の順に多くなっています。 

○アンケート調査の結果によると、必要な支援を受けることができず、地域からも孤
立し、生活上の様々な課題を抱えている人たちが、あなたの暮らす地域にいるかど
うかを「知らない」が約８割となっています。日常的な近所の人とのつきあい別に
みると、つきあいが希薄になるにつれ、「知らない」が多くなっています。 

○アンケート調査の結果によると、日々の暮らしの中で困りごとを抱える人たちから
助けを求められた時、『対応したい（「積極的に対応したい」+「できるだけ対応し
たい」）』と思う方が７割以上となっています。近所や地域の人に支えられていると
感じていない人や、支えたいと感じていない人でも、できる『対応したい』と思う
方が約６割となっています。『避けたい、関わりたくない』理由としては、「対応の
方法がわからず不安」が最も多くなっています。 

〇自殺対策としては、気軽に相談できるよう相談窓口の周知と相談体制の充実が必要
です。 

 

【主な取り組み】 

○関係機関との連携による相談体制の充実 
○生活困窮者や制度の狭間にいる方等への相談支援の充実 
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【それぞれの役割】 

住民 
○困っている人や悩みを抱える人たちから助けを求められたときは、相

談にのり、身近な公的相談窓口の紹介をしましょう。 
 

社協 

○制度の狭間にいる方や必要な支援を受けられずに困っている方の福
祉ニーズの早期発見に努めます。 

○上記のための民生児童委員や地域住民による見守り活動等を支援し
ます。 

○定期的な研修会を通し、民生児童委員活動の充実に向けた環境整備を
します。 

○職員が地域に出向き、地域住民とともに課題解決を進めていくために
必要な活動区域の設定（小中学校区等）及び担当制（CSW:コミュニ
ティソーシャルワーカー9の配置）の検討をします。 

○対象者を限定しない（制度の狭間にいる方や複合的な困りごとを抱え
る方等）総合相談体制の構築に向けて、相談対応職員のスキルアップ
を図ります。 

○町や生活自立サポートセンター10と連携し、生活困窮者の支援の充実
に努めます。 

○町や地域定着支援センター11と連携し、保健医療・福祉等の支援を必
要とする犯罪をした者等への社会復帰を支援します。 

 
 

  

                                     
9CSW（コミュニティソーシャルワーカー）:地域福祉を進めるための専門職。住民と協働で「制度の狭

間」にある人たちを発見し、その解決をめざす。行政と住
民をつなぐ役割も担う。 

10 生活自立サポートセンター:失業や病気等、生活上の様々な問題でお困りの方の相談を受け、自立し
た日常生活を送ることができるよう支援する支援機関。 

 
11 地域定着支援センター:福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者について、退所後からの円滑な福

祉サービス等につなげるために設置されている支援機関。 
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町 

○生活支援コーディネーターや中学校区での協議体
を活用し、地域生活課題に関する相談を包括的に受
け止める体制の整備をします。 

⾧寿介護課 

○関係機関等の協働による包括的な相談支援体制の
構築に努めます。 

健康福祉課 
⾧寿介護課 

○県やハローワーク、生活自立サポートセンターとの
連携を強化し、就労に困難を抱える方への支援の充
実を図ります。 

○関係機関や保護司等と連携し、犯罪や非行の防止と
罪を犯した人たちの更生等、社会復帰を支援しま
す。 

健康福祉課 

【自殺予防対策の推進】  
〇相談窓口の周知や自殺対策を推進する人材の養成

を促進し、相談体制の充実に努めます。 
 

健康福祉課 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

民生児童委員による啓発活動（ティッシュ配り） 
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（３）権利擁護・虐待予防の推進 
【現状と課題】 

○【成年後見制度の利用】障がいのある人、認知症の人に対しては、日常生活自立支
援事業12（福祉サービス利用援助事業）や成年後見制度の利用促進を図っています。 

○【虐待の防止】障害者虐待防止法では、国や自治体、障害者福祉施設で働く者、障
がいのある人を雇用する者は、障害者虐待の防止等に努めなければならないことや、
障害者虐待を発見した者には通報を義務付ける等の具体的な対策を定めています。
本町では、奈良県で実施されている福祉施設や相談支援事業所等に対する研修会等
の案内通知や通報の窓口として、虐待防止センターの設置を行っています。 

児童虐待については、町で要保護児童対策地域協議会を設置し、研修会等を実施
する等、増加する児童虐待の早期発見、早期対応等、課題解決に向け、虐待を防止
するための活動を推進しています。 

高齢者については、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会による高齢者虐待防
止について協議しています。保護が緊急に必要な高齢者を速やかに保護し、安全を
確保できるように、関係機関との連携を図ります。 

 

【主な取り組み】 

○成年後見制度の利用促進 
○虐待防止の推進 

 

【それぞれの役割】 

住民 

○虐待を発見した時は町に通報しましょう。 
○養護者等は、虐待を予防するためにカウンセリングや当事者会への参

加等で、心のケアをしましょう。 
○養護者等は、適切な対応につながるために、専門機関からの支援を受

けましょう。 
 

社協 

【成年後見制度の利用】 
○成年後見制度利用への申立支援の充実を図ります。 
○成年後見制度を含む権利擁護支援の充実に向けた専門職によるネッ

トワークづくりに取り組みます。 
○日常生活自立支援事業の充実を図ります。 
【虐待の防止】 
○地域包括支援センター及び障害者等相談支援事業を通じて、福祉従事

者（ケアマネジャー等）を対象とした、虐待防止や対応に関する研修
会を開催します。 

 
                                     
12日常生活自立支援事業:認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等、判断能力が不十分な方が地域に

おいて自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービス
の利用援助等を行うもの。 
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町 

【成年後見制度の利用】 
○成年後見制度の利用を促進し、住民への周知・啓

発を図ります。 
○成年後見制度の講演会の開催を実施します。 
 

⾧寿介護課 

【成年後見制度の利用】 
○判断能力が十分でない障がいのある人等が、安心

して生活できるよう、金銭管理サービスや福祉サ
ービスの利用援助等の支援を行う日常生活自立支
援事業を推進します。 

○日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用促進
のため、事業所や支援機関への周知や連携を強化
します。 

 

健康福祉課 
 

【虐待の防止】 
○虐待防止のための支援をし、リーフレット設置や

広報「たわらもと」に啓発記事を掲載します。 

⾧寿介護課 

【虐待の防止】 
○障がいのある人に対する虐待を防止するため、住

民や企業、福祉施設に対し、障害者虐待防止法の
趣旨や要点等に関する理解と認識を深めるための
啓発を進めます。 

○障がいのある人の虐待防止や養護者への支援につ
いて、対応策の検討等を行うため、関係者会議の
開催を進めます。 

○虐待防止についての通報窓口として、また、通報
を受けた後の対応を図るため、奈良県障害者権利
擁護センターや町役場の担当課の周知を図りま
す。 

 

健康福祉課 
 

【虐待の防止】 
○児童虐待の未然防止や重篤化防止のため、親の不

安の軽減や妊娠期から子育て期の予防的支援の充
実を図ります。 

○児童虐待の防止のための近鉄田原本駅での啓発活
動（オレンジリボンキャンペーン）や、早期に通
報や相談してもらえるよう広報「たわらもと」・ホ
ームページへの掲載等を行います。 

 

こども未来課 
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（４）福祉サービスの充実 
【現状と課題】 

○現在、高齢化、高齢者のひとり暮らし、夫婦のみの世帯増加や障がいのある方の高
齢化、核家族化による子育て世代の問題等あらゆる分野での課題があります。各分
野の計画においての支援の充実はもちろんのこと横断的な支援をする必要がありま
す。 

○アンケート調査の結果によると「買い物や通院等の外出が不便」という声も多かっ
たため、移動が困難な方の支援については、既存のサービスを含め、検討すること
が求められています。 

○関係機関の連携を強化し、福祉サービスの充実を図ることが必要です。 
 

【主な取り組み】 

○各種福祉サービスの充実 
○共生型サービス13の提供 
○外出サービスへの再検討 

 

【それぞれの役割】 

住民 

○他者の生きづらさを地域全体で受け止めたり、我が事としてみんなで
支えあう意識を持ちましょう。 

○福祉サービスを利用する視点からも、サービス充実のための提言や意
見集約（アンケート等）の機会に積極的に参加しましょう。 

○福祉サービスを利用する人（受け手）と、提供する人（支え手）との
関係性だけでなく、それぞれにできる役割や強みを考えることで、誰
もが地域の一員として主体的に活動したり互いに補いあえる意識を
持ちましょう。 

○町や社協が開催する講演会、研修会等に積極的に参加しましょう。 
 

  

                                     
13共生型サービス:介護保険事業所や障害福祉事業所が共生型サービスの指定を受ければ、高齢者と障

がい児・障がい者を一緒にデイサービスやショートステイで受け入れたり、同じ事
業所からホームヘルプサービスを提供したりできるようになるサービスのこと。 

世代間交流事業 

男性料理教室 
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社協 

○定期的に役場関係課や住民と、地域課題や住民の方々からの提言につ
いて協議する場を構築し、官民協働による地域福祉活動に努めます。 

○高齢者・障がい者・子育てといった分野を超えて、地域住民や関係者
とともに地域課題の解決に向けた新たなサービスの創出（有償ボラン
ティア、住民参加型在宅福祉サービス14等）に努めます。 

〇地域生活支援事業の充実に努めます 
①相談支援事業（生活福祉資金貸付事業、緊急小口資金貸付事業、日

常生活自立支援事業等） 
②幼児・児童の健全育成と子育て支援（幼児教室事業、たわらもと社

協ファミリーまつり、３人乗り自転車貸出事業等） 
③障がいのある方々の社会参加と生活支援（障害者等相談支援事業、

レクリエーション会・サロンの開催、福祉用具貸与事業） 
④高齢者の生きがいづくりと生活支援（福祉給食・見守り事業、友愛

訪問活動等） 
〇地域包括支援センターの機能強化を図ります。  

①総合相談事業 
②介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント（介護予防ケアプラン

の作成、介護予防運動教室の開催、認知症サポーター養成講座の開
催、介護予防教室（短期集中サービス）の開催、脳いきいき教室の
開催、認知症初期集中支援チームへの参画、地域団体向け介護予防
塾の開催、介護予防リーダー養成講座、介護予防・日常生活支援総
合事業） 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援（地域ケア会議の開催、ケア
マネジャー研修会の開催等） 

○ふれあいセンター（指定管理）の施設管理運営の充実に努めます。 
①児童館事業（デイキャンプ・育児サロンの開催等） 
②高齢者・障がい者支援事業（ふれあい体操、男性料理教室、作品づ

くり等） 
③世代間交流事業（ふれあいフェスティバルの開催、子どもの学習支

援や食を通じたつながりづくり等） 
④憩いの場づくりの促進（浴場（介助浴）事業、飲食物の販売等） 

 
 

  

                                     
14 住民参加型在宅福祉サービス:制度の枠にとらわれず、サービスを利用する人も提供する人も同じ地

域に住む住民同士で生活全体を支えあう活動。活動を持続させるため、
会員制や有償での仕組みをとっていることが多い。 
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町 

○福祉の関係各課の連携を強化します。 
○各福祉サービスの評価やサービス内容の開示

等を行います。 

健康福祉課 
⾧寿介護課 
こども未来課 

【高齢者分野】 
○地域包括ケアシステムを進めるにあたり、高齢

者だけではなく、障がい者や子ども等への支援
等、生活上の困難を抱える方が、地域において
自立した生活を送ることができるよう、地域住
民による支えあいと公的支援が連携し、地域を
「丸ごと」支える包括的な支援体制を構築しま
す。 

 

⾧寿介護課 

【障がい者分野】 
○福祉サービスや障害福祉に関する情報の周知

と障がいのある人を総合的に支援する体制の
構築を進めます。 

 

健康福祉課 

【子ども分野】 
○地域子育て支援拠点事業15、ファミリー・サポ

ート・センター事業16の実施に向けての調整を
図ります。 

○乳幼児から高齢者までが交流する機会の実施
に向けて調整を図ります。 

 

こども未来課 

【外出支援】 
○移動に制約のある人の交通環境を整備します。 
 

総合政策課 

 

  

                                     
15地域子育て支援拠点事業:地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施し、子育ての孤立感、

負担感の解消を図り、すべての子育て家庭を地域で支える取り組み。 
16ファミリー・サポート・センター事業:乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の方等を会員とし

て、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援
助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、
調整を行うもの。 

地域ケア会議 
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３．福祉を支えるちからの充実 

（１）福祉を支援するネットワークの構築・充実 
【現状と課題】 

○アンケート調査の結果によると、福祉は「福祉や地域のことは、行政も住民も協力
しあい、ともに取り組むべきである」ということがわかっていながらなかなか実行
できていないことから協働の仕組みづくりが必要です。 

 

【主な取り組み】 

○行政・住民・企業等、多種多様な協働の場づくりの推進 
○福祉を支援するネットワークの構築 
○寄付や共同募金17運動を通じた地域福祉活動への参加促進と関心の喚起 

 
  

                                     
17共同募金:社会福祉法では、共同募金を「都道府県の区域を単位として、毎年１回、厚生労働大臣の

定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉
の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他
の社会福祉を目的とする事業を経営する者（国及び地方公共団体を除く。）に配分すること
を目的とするものをいう。」と規定している。赤い羽根をシンボルとする共同募金は、社会
福祉を目的とする様々な事業活動に幅広く配分されている。 

ケアマネジャー・民生児童委員 
合同研修会の様子 

小学校での共同募金運動推進 
のための周知活動 
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【それぞれの役割】 

住民 

○自治会の活動や地域での交流やつどいの場を通じて、身近な地域の中
でお互いに顔の見える関係づくりに努めましょう。 

○またそのような関係づくりの中で、身近な困りごとや生活課題を出し
合ったり、解決のために地域住民としてできることを話しあえる機会
を設けましょう。 

○自治会活動・ボランティア活動・従事している仕事・学校生活等、住
民一人ひとりが地域における生活場面を通じて、それぞれの立場での
福祉活動への参加を心がけ、地域福祉の推進に努めましょう。 

 

社協 

○自治会や民生児童委員等の地域活動者と、専門職（ＣＳＷ、ケアマネ
ジャー等）が情報共有できる連携方法を検討します。 

○生活支援コーディネーターや協議体を通じて、地域にある社会資源の
活用や新たな社会資源の開発を図ります。 

○企業、地域、学校等における共同募金運動への参加者の拡充を図りま
す。またその理解促進のための啓発用物品や寄付つき商品の開発検討
をします。 

○企業における「社会貢献活動」18を推進し、福祉協力店19としてのネ
ットワークづくりを推進します。 

○社会福祉法人による「地域における公益的な取り組み」20を推進し、
制度の狭間にいる方への支援充実や、災害時等の協力体制の充実を目
的としたネットワークづくりを推進します。 

 
町 ○全庁的に福祉を支援するネットワークを整備します。 

 
全課 

 

  

                                     
 
18 企業における「社会貢献活動」:企業による営利活動を通して、ボランティアへの援助、特定の慈善

活動への人材資機材の供出、寄付等。 
19 福祉協力店:募金箱の設置や福祉情報に関する社協広報紙の配布･配架、地域福祉活動の推進に協力

していただく店舗や事業所等。 
20社会福祉法人による「地域における公益的な取り組み」:すべての社会福祉法人は、その高い公益性に

かんがみ、「社会福祉事業及び第 26 条第１項
に規定する公益事業を行うにあたっては、日
常生活または社会生活上の支援を必要とす
る者に対して、無料または低額な料金で、福
祉サービスを積極的に提供するよう努めな
ければならない」という責務が課されており、
地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、法人の自
主性、創意工夫による多様な地域貢献活動が
行われている。（社会福祉法第 24 条第２項） 
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（２）福祉を担う人づくり 
【現状と課題】 

○地域福祉を推進していくには、人材の養成が重要であるとともに、地域福祉におい
て重要な役割を担う社会福祉協議会の充実も重要です。 

○田原本町社会福祉協議会（社協）の認知度は、「知らない」が最も多くなっています。
広報紙やホームページを通して社協の役割や活動内容の周知等、わかりやすい広報
活動をしていくことが必要です。また、地域での活動を充実させるため、住民交流
の機会づくり等を促進していくことが求められています。 

 

【主な取り組み】 

○地域福祉を推進する人材の養成 
○社会福祉協議会の充実 

 

【それぞれの役割】 

住民 

〇自治会等、地域で見えてきた課題への取り組みを通じ、福祉的な視点
で将来を見据えた生活の基盤づくりに努めましょう。 

〇民生児童委員やボランティア活動者、また町や社協等の関係機関と連
携することで、地域福祉の推進に必要な情報の把握や活動に主体的に
参加しましょう。 

 

社協 

【福祉を担う人材の養成】 
○社協が実施している各種事業等を通じて、地域福祉に着目した新たな

活動者の発掘に努めます。 
 
【社会福祉協議会の充実】 
○職員の資質向上のための研修を行います。 
○自主財源の充実に努め、社協賛助会員の募集による社協会員制度の拡

充を図ります。 
○子ども、若い世代向けの広報活動（SNS、出前講座「社協説明会」）

の充実を図ります。 
 
○町や関係機関との連携・協働の充実を図ります。 
○地域ニーズに即した事業の見直しを行います。 
 

町 

○地域福祉において重要な役割を担う社協との連携
を強化します。 

○地域福祉を推進する人材の養成を促進します。 
 

健康福祉課 




