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美祢市地域福祉計画
美祢市地域福祉活動計画
概要版

１

計画の概要

近年、総人口 の減少を 背景とする少 子高齢化 、高齢者世帯 の増加や 小世帯化など を要因と し
て、地域にお けるコミ ュニティ意識 の希薄化 、地域活動の 担い手の 高齢化や人材 不足など 、 地
域で支え合う 力の弱体 化が問題とな っていま す。また、住 民ニーズ が 多様化 する 中で、子 ど も
や高齢者への 虐待、孤 立死、いじめ 、閉じこ もり、景気の 低迷を背 景とした生活 困窮者の 増 加
や定職を持た ない若者 の増加など、 様々な社 会問題も顕在 化してい ます。
このような 新たな地 域課題への対 応 を見据 えて、将来に 向けて、 誰もがいきい きと生活 す る
ことができる 社会とし ていくために は、保 健・医療・福祉等の 制度 によるサービ スだけで なく、
地域の絆によ って住民 相互が支え あ い、助け あう活動が活 発に展開 されていくこ とが重要 です。
今後 におい て、
「 支 え手」と「受け 手」に 分かれた社会 ではなく 、全ての人々 がそれ ぞ れの能
力や持ち味を 生かしな がら協働し、 住み慣れ た地域で安心 してその 人らしく暮ら すことの で き
る福祉のまち づくりを 進める必要が あること から、 市民の 皆さん、 地域・事業者 の皆さん 、 社
会福祉協議会 、行政が 連携し、協働 しながら 推進する取り 組みを示 すものです。

２

地域福祉の推進

地域福祉は、 支援を必 要としている 人が抱え る生活上の様 々な 課
題を高齢者や 障害のあ る人、子 どもとい った 対象別ではな く、
「 地域 」
を中心として 、共に助 け あ い、支え あいなが ら、暮らしや すいまち
づくりを進め ていこう とする取り組 みのこと を言います。
そのために は、身の 回りで起こる 問題は、 まず個人や家 庭の努力
で解決（自助 ）し、解 決できない問 題は、隣 近所やボラン ティアな
どの活動（互 助）で解 決する。更に 、医療保 険制度など社 会保障制
度等を活用す る相互扶 助（共助）、地域で解 決 できない問題 や公的な

公助
（行政）
公的な機関による支援

互助・共助
（地域・団体等）
地域住民のつながり
社会保障制度の活用

制度としての 福祉・保 健・医療その 他の関連 する施策に基 づくサー

自助

ビス供給等、 行政でな ければできな いことは 行政が中心と なって解

（市民）

決する（公助 ）といっ た重層的な取 り組みが 必要となりま す。
０

自分や家族の取組

3

地域の福祉課題

市民民アン ケート調 査の結果から （ ２０１ ９年２月 実施 ）
上位５項目を 掲載して います。
❏暮 ら しの 困り ご と
困りごとや不 安につい ては、「 公共交通 ・移 動手段」 に対 する意識 が高 くなって います 。
とても困っている
公共交通・移動手段
老後の生活や介護
自分や家族の健康
生活費など経済的問題
仕事

やや困っている

17.3%

全く困っていない

28.5%

10.1%

35.8%

35.3%

8.0%

無回答
12.1%

41.4%

29.2%

7.5%
5.0%

あまり困っていない

46.6%

26.4%

50.2%

17.9%

44.8%

6.4%

7.3% 5.9%
10.6%

5.7%

9.6%

6.4%

18.7%

13.5%

❏困 り ごと の相 談 先
困りごとや不 安に対す る相談先につ いは 、
「 家族・親族」の 身近 な 相談先の 割合 が高 くな っ
ています。一 方で「誰 にも相談して いない」 が 続いて高い 結果とな ってい まする 。
34.9%

家族・親族
誰にも相談していない
知人・友人
隣人・近所の人
職場の人

18.2%
14.2％
7.9%
5.7%

❏ 地 域社 会 に取 り組 ん でほ しい 活 動
災害時の助け 合いや見 守り活動に対 する支援 への期待が高 くなって います 。
地震や災害など緊急時の助け合い
地域の人の見守りと助け合い・声かけ
防災・防犯などのパトロール
子どもからお年寄りまで、さまざまな世代間の交流活動
ひとり暮らしの方の話し相手

活動団体 ヒアリン グ の結果から

16.4%
12.4%
11.6%
10.5%
10.1%

（５テ ーマ別団体に 実施）

❏キ ー ワー ド
☆

ボランテ ィア活動 を担うリーダ ーの育成

☆

互助意識 の醸成

☆

サ ービスを 利用していな い人への 相談支援

☆

身 近なとこ ろでの声かけ は、 耳に よく はいる

市民ワー クショッ プの 結果から
❏地 域 の課 題

（１６ 地域に実施）
❏あ っ たら いい と 思 う施 策

空き家・農地 の荒廃が 多い

空 き家のグルー プホーム 化、就業への 活用

担い手がいな い

眠 っている人材 ・資源の 活用

移動に 係る 配車

地域内の 買い物や 事業参加用 乗 り合いバ ス

地域の つながり が希薄

コミュニ ティビジ ネス

１

４

具体的な取り組み
施 策 体 系

理念

基本目 標

活動目 標

施

１．総合的 な相談体

共
に
支
え
あ
い

１

制と情報共有 体
制の充実

２．福祉サ ービス利

生活でき

②虐待等の防止と対応の強化

るまちづ
くり

３．支援が 必要な人
への福祉サー ビ

①適切な福祉サービスの提供
②生活困窮者、社会的弱者等の対策の充実

スの充実
③福祉と連携したまちづくりの推進

１．地域の 見守り活
動や交流活動 の

生

２

き

地域のつ

る

ながりづ

促進

①地域住民の交流の促進と拠点の整備
②地域での見守り活動の推進
③地域住民同士でのたすけあい活動の推進

２．防犯・防災体制
の推進

①災害時の地域防災体制の充実
②地域防犯体制の充実
①地域福祉推進団体への支援等

くり

祉

３．福祉関 係組織の
充実・連携

の

②民生委員・児童委員と福祉員の連携の推進
③社会福祉法人地域公益活動の推進

ま

く

①権利擁護事業や成年後見制度の周知や利用支援

用者の保護と 支
援

に

づ

②相談窓口や福祉サービスの周知

安心して

共

ち

①福祉の総合的な相談体制づくり

③地域での福祉問題等の情報共有と課題解決の仕組みづくり

、

福

策

①福祉教育・人権教育の推進

３

１．地域福 祉意識の
醸成

②福祉問題等を学ぶ機会の提供

地域で活

③地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進

動するひ

①担い手の確保と育成の支援

り

２．地域福 祉活動の

とづくり

担い手の育成

②ボランティア団体等と担い手をつなぐ仕組みづくり
③地域活動やボランティア活動への支援

２

重点的な取り組み
（１）圏域に基づく総合相談支援体制の明確化
地域の様々 な主体が 交流し、地域 の課題に ついて共有・ 協議し、 連携・協働し て課題解 決 を
図っていくた めにも、 市圏域、福祉 圏域及び 住民主体地域 活動圏域 の各圏域で具 体的な仕 組 み
の構築をめざ します。
１ 市圏域 では、総合エリアとし て、生活 困窮者相談を 行う自立 支援相談機関 に住民の 複 合
化・複雑化した課題 に 対応した支援 を行う「 相談支援包括 化推進員 」を配置 し、
「断らな い相談
支援 」を行う 体制を確 保し、個別性 の高い支 援へとつなげ 、総合相 談的役割を果 たすとと も に
専門職等によ る専門的 な相談・支援 を多機関 が連携して取 り組みチ ームとして課 題解決を 図 る
ネットワーク をマネジ メントします 。また、 地域を限定し ないテー マ型の活動や 福祉人材 の 育
成、地域福祉 実戦のマ ネジメントを 行う等総 括的な役割を 担う 機関 として 全体の 支援を 行 い ま
す。
住民に身近 な ２ 福祉圏域 では、各地域 福祉センター に「 コミ ュニティソー シャルワ ーカー」
を配置し、地 区社会福 祉協議会の担 当区域を 管轄すること により、 支援関係機関 へのつな ぎ や
アウ トリーチ による地 域住民の生活 課題に関 する相談支援 や住民同 士の相互扶助 による解 決 へ
の導きを行い 、地域コ ミュニティの 育成支援 を一体的に実 施します 。なお、地区 社会福祉 協 議
会エリア（住 民主体地 域活動圏域） で解決が できない課題 等を福祉 圏域の受け止 める拠点 へ つ
なぎ、さらに 専門機関 が主体となっ て解決す べき課題につ いては、 市圏域の組織 へつなぐ 等 し
て、相互に連 携を図り ます。
より住民に 身近な ３ 住 民主体地域活 動圏 域 では、各地 区社会 福祉協議会の エリアに おいて、
生活・福祉課 題に気づ き、解決につ なげるた めの仕組みづ くりを進 めて いきます 。

＜各圏域における支援体制 美祢モデルの イメージ ＞
１ 市圏域
自立支援相談 機関
相談支援包括 化推進員
各種相談支援専門機関

２ 福祉圏域
美祢地域福祉 センター

CSW

美東地域福祉 センター

CSW

秋芳地域福祉 センター

CSW

３ 住 民主体地域活動圏域
大嶺地区社会 福祉協議 会、伊佐地 区社会福 祉 協議会、豊 田前地区 社 会福祉協議会

於福地区社会 福祉協議 会、厚保地区 社会福祉 協議会
美東町福祉の 輪づくり 運動推進協議 会
秋芳地区社会 福祉協議 会
３

（２）地域の課題解決力を育む地区社会福祉協議会づくり
地区社会福 祉協議会 は、地域住民 に最も身 近な地域を基 盤として 、地域の生活 ・福祉課 題 を
受け止め、み んなで解 決に向けて協 議、活動 し、地域住民 主体で組 織された任意 団体です 。
地域福祉を さらに発 展させるため には、今 回の計画策定 を通じて 住民から寄せ られた生 活 ・
福祉課題に対 して、 地 域福祉活動団 体や 社会 福祉施設等の 専門職と も協力しなが ら、寄り 添 っ
たきめ細やか な支援を 提供する仕組 みを作っ ていく必要が あります 。
また、
「地域活 動に 参加したい 」、
「自分 の 得意なことを 活かして 地域貢献した い 」と い う住民
の声もあり、誰もが地域で役割をもって活動できる環境づくりや仕組みが必要となります。

地区 社 会 福 祉 協議会の具体的取り組み
①

住民 同 士の つな が りを もち 、 生活 ・福 祉 課題 に気 づ く取 り組 み
地域に おける様 々な生活・福 祉課題に 気づき、ふれ あいいき いきサロンや 住民同士 の 交
流事業、講座 、研修会 、懇談会等を 展開しま す。

②

住民 参 加に よる 生 活・ 福祉 課 題を 共有 、 解決 する 取 り組 み
地域の 中で発見 、共有、蓄積 された個 別の生活・福 祉課題の 解決に向けて 取り組ん で い
くために 、
「小地 域福 祉 活動計画 」の策定を 通じて、課 題の洗い 出 しや既存団体 だけでは な
く、新たな担 い手が積 極的に活動に 参加でき る組織体制も 検討して いきます。

③

生活 ・ 福祉 活動 を 共有 し、 新 たな 活動 を 生み 出す 取 り組 み
地域の 中の生活 ・福祉課題に 気づき、 共有、解決す るための 取り組みを通 じて得た 事 例
等をもとに、 それぞれ の強みを活か して 、既 存の活動を発 展させた り、地域が必 要として
いる新たな資 源を開発 したりする活 動を展開 します。

４

（3）誰もが役割を持ち、生きがいと尊厳をもって活躍できる場づくり
①

地域 福 祉の 担い 手 育成 ・支 援
可能な 限り健康 長寿を目指せ るよう、
スポーツ推進員や食生活改善推進員の
ほか、あいサ ポーター 、認知症サポ ータ
ー、ファミリ ーサポ ー ト協力会員、 サロン活 動の協力ボ
ランティア等 健康づく りや住民相互 のコミュ ニケーショ
ンを進める担 い手の育 成・支援を進 め 、地域 福祉活動の
プラットホー ム的役割 を担う「地域 ささえ愛 会議」につ
いて、ネット ワークの 連携強化を図 り、参加 団体の拡充を 図ります 。

②

アク テ ィブ シニ ア の社 会参 加 促進
地域福 祉を担う ボランティア 等の人材 の発掘・育成 活動に努 めるとともに 、特に経 験 豊
富なアクティ ブシニア 層の参加を強 化し 、イ ンターネット 上にシニ ア層が関心を 寄せるコ
ンテンツの充 実を図る ことで、アク ティブシ ニア層の SNS を活用した会員の拡 大を図り
ます。また、 多くのシ ニア層 に社会 参加活動 へ関心をもっ てもらう 契機として、 アクティ
ブシニアの地 域デビュ ーや地域福祉 活動の啓 発をテーマと した講演 会等を開催し ます。

③

居場 所 づく り支 援
高齢者 や障害の ある人、子育 てを支援 している人 が 身近な地 域で気軽に集 まり、交 流 で
きる地域の居 場所づく りを強化し 、 日頃の見 守りや災害時 等、いざ という時の支 え合い等
の関係づくり を進めま す。 地区の集 会所等を 利用した高齢 者サロン のほか、障害 のある人
や子育て世代 が交流等 を目的とした サロン活 動、 全年齢全 対象に利 用できるフリ ースペー
ス等の取り組 みを支援 することで、 共助の輪 を広げる機会 の拡大を 図ります。

５

５

計画の推進

地域福祉活動 の主役は 、地域に生活 している 住民です。住 み慣れた 地域で支え あ い、助け あ
う社会を実現 するため には、行政や 社会福祉 協議会の取り 組みだけ でなく、地域 住民との 協 働
が必要不可欠 です。ま た、地域福祉 計画・地 域福祉活動計 画は、地 域福祉を総合 的に推進 す る
ための指針で あること から、本計画 の推進を 図るためには 、市民、 民生委員・児 童委員、 Ｎ Ｐ
Ｏ、ボランテ ィア、区 、老人クラブ 等の地域 の組織、福祉 サービス 事業者等の担 い手が、 相 互
に連携を図り 、それぞ れの役割を果 たしなが ら協働してい くことが 必要です。

市民の役割
福祉サービ スの利用 者であるとと もに、自 らが地域福祉 の担
い手でもあり ます。一 人ひとりが地 域や福祉 に対して関心 を持
ち、地域の中 にある生 活課題を発見 ・共有し 、主体的に地 域福
祉活動に参加 すること が求められて います。 また、声かけ やあ
いさつ、見守 りなど日 常的に近隣住 民同士の 交流を行うと とも
に、地域行事 やボラン ティア活動等 に積極的 に参加してい くこ
とが期待され ます。

区、自治会、自主防災組織等の役割
市民にとっ て最も身 近な地域関係 団体です 。地域で起こ って
いる様々な問 題を住民 同士の話し合 いなどに より、解決に 導い
てい く仕組み づくりが 求められてい ます。ま た、支え あい・助
けあい活動に は、お 互 いの顔が見え る関係が 重要で
あり、地区 社会福祉 協 議会などと連 携を図り ながら
地域福祉を推 進してい くことが期待 されます 。

民生委員・児童委員の役割
身近な地域 において 、相談や困り ごとを抱 えた人に様々 な支
援を行い、安 心して暮 らせるまちづ くりを進 めるための重 要な
役割を担って います。 少子化や核家 族化によ って地域のつ なが
りが薄れる中 、高齢 者 や障害 のある 人 、子育 てや介護をし てい
る方などが、 相談でき ず孤立しない よう、身 近な相談相手 とし
て支援を行う とともに 、見守り活動 を通じて 住民の福祉ニ ーズ
や生活課題を 把握し、 市や 社会福祉 協議会、 関係機関等の 福祉
サービスへ繋 げるパイ プ役としての 機能も期 待されていま す。

６

ボランティア団体、NPO 法人の役割
柔軟な企画 運営が可 能なことから、多様な 視点と価値観 により 、
内容とサービ スの充実 を図り、それ ぞれの特 徴を生かした 活動を
実践すること で、公的 サービスによ って満た すことができ ない福
祉ニーズへ対 応し、生 活課題を充足 すること が期待されま す。

福祉サービス事業者の役割
利用者のサ ービスの 質の確保、生活 の質の 向上に取り組 むこと
が求められて います。また、福祉施設等 にお いては、社会福祉 の
専門機能を活 かし、人 との交流など 、人材育 成の場として の役割
が求められる とともに 、地域福祉の拠 点とな ることが期待 されま
す。さらに、新しいサービスの創出や市民の福祉への参加支援、
福祉のまちづ くりへの 参画なども期 待されて います。

社会福祉協議会の役割
地域福祉 推進の中 心的存在とし て、地域 福祉活動への 住民の促
進やボランテ ィアの育 成・振 興、福祉教育 の 推進など、様々な 取
り組みを行い ます。ま た、地域関係 機関との 調整役となる ととも
に、地域における 多様 な課題を把握 し、その 課題に対応し て、迅
速かつ積極的 な事業展 開を図ります 。

市の役割
市民や地域 、関 係団 体等の自主的 な活動を 促進し、地域福祉 力の
向上を図ると ともに、福祉施設を総 合的に推 進していく役 割を担っ
ています。また 、保健・福祉分野をは じめ、環境、教育、防 災、防
犯等、他 の分野の 関係 部署や関係機 関と連携 を図りな がら 、横 断的
な施策の推進 に取り組 みます。
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美祢市市民福 祉部地域 福祉課
TEL 0837-52-5227 / FAX 0837-52-1490

社会福祉法人
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美祢市 社会福祉協議 会

TEL 0837-52-5222 / FAX 0837-52-0529
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