
（１）各施策に関連する取り組み

基本施策 関連する主な取り組み 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 方向性 今年度の進捗状況

P36-1-1
自治会などへの支援

総務法制課

自治会の運営および自治会長の活動が円滑
に行えるように、自治会長からの相談への
対応や自治会運営の指針としてガイドブッ
クを作成するなどにより支援します。

＊自治会長の担い手が不足しています。
＊時代に即した開かれた自治会運営の構築など
の支援が必要です。

◇ホームページなどで自治会活動の重要性などを
周知していきます。
◇自治会活動を活性化するため、引き続き自治会
長への先進地視察や講演会を通じ、意識の啓発を
行います。

①

◆ホームページ上で、自治会活動につい
ての周知を継続して行っている。
◆平成２６年７月２５日に、自治会協議
会理事研修を行った。（参加者：３１
名）
◆平成２６年１１月１９日～２０日にか
けて自治会協議会視察研修を行った。
（参加者：６２名）

P36-1-2
民生委員・児童委員への支
援

福祉総務課
社会福祉協議会

地域の身近な相談窓口である民生委員・児
童委員の活動が円滑に行えるように、関係
機関と連携して支援します。

＊業務や相談内容が複雑・多様化してきてお
り、高い専門性が求められることが多くなっ
て、民生委員・児童委員の負担が大きくなって
きています。

◇民生委員・児童委員の負担を軽減するように、
業務内容を精査し、関係機関との連携をより強化
します。

①

◆民生委員・児童委員がスムーズに活動
ができるよう、Ｑ＆Ａの作成や業務を要
約したマニュアルを作成した。
◆地区民児協での研修を実施した。
◆相談対応がよりスムーズに行えるよう
に、保健福祉の分野を分かりやすく紹介
し、キーワードからサービスを分類・検
索できる保健福祉ガイドブック「あんし
んナビ」を作成した。

P36-1-3
高齢者健康相談

高齢福祉課
老人センターおよび公民館、サロンなどに
出向き、健康について色々な相談を受けま
す。

＊健康相談を受ける人が減少しており、事業の
周知や工夫が必要です。

◇市民の健康に関する意識を高めるため、事業の
周知や参加を呼びかけるような働きかけを行いま
す。

①
高齢者ふれあいサロン事業説明会で、事
業説明を行っている。依頼により、老人
会・サロンに出向き相談を受けている。

P36-1-4
ものわすれ相談室

高齢福祉課 物忘れや認知症に関する相談を受けます。
＊相談件数が減少しており、開催場所によって
件数にも偏りがあります。

◇支援が必要な方が気軽に相談できるよう、開催
場所・回数など工夫・見直しを行い、事業の周知
を図ります。
◇佐賀市医師会にて、かかりつけ医から専門医へ
紹介されるよう、システム作りがなされている。
まずは、かかりつけ医への相談を第一とし、専門
医紹介が困難な事例や、かかりつけ医が無い事例
等の相談ができるよう周知を図ります。

①

おたっしゃ本舗からの紹介や、講話等の
機会に紹介をして事業の周知を図ってい
る。認知症地域支援推進員とも連携をと
りながら相談・支援を行っている。

P36-1-5
高齢者の総合相談・支援事
業

地域包括支援セン
ター（おたっしゃ
本舗）

高齢者の健康・福祉・虐待防止・権利擁護
など、暮らしに関わる様々な相談を受け付
け、関係機関と連携して対応します。

＊相談件数が年々増加していますが、医療機関
との連携体制が不十分な面があります。

◇医師会を通じて医療機関との連携強化に向けた
協議を行います。
◇民間事業者などとの連携体制構築に向けた周知
活動を行います。

①

医療・介護・福祉の連携強化のため、市
医師会主催で、｢佐賀市在宅医療窓口連
携会議｣を年2回開催して、協議を行っ
た。
市民の周知も進み、相談件数は横ばいだ
が、様々な相談対応を継続している。

P36-1-6
福祉協力員の設置検討

福祉総務課
社会福祉協議会

民生委員・児童委員などの地域活動をサ
ポートするために、福祉協力員の設置を検
討します。

＊地域において福祉に対する協力員などの担い
手が不足しており、福祉協力員などの創設・人
材確保・育成が必要となっています。

◇自治会や地区社協などを始めとした地域の団体
と協議し、福祉協力員の設置を推進します。

②

地域福祉の身近な担い手づくりのため、
校区社会福祉協議会、まちづくり協議
会、自治会、民生委員・児童委員の関係
者が集まり、地域の中での合意形成を図
るために「地域見守り懇談会」を開催し
た。

P36-2-1
緊急通報システム

高齢福祉課
ボタンを押すと消防局へ直接通報すること
ができる緊急通報装置を設置することで、
安心できる生活を確保します。

＊緊急通報装置を誤操作する利用者が多く、誤
報が増えています。

◇機器の設置時と電池交換時に操作方法の説明を
行っていますが、より分かりやすくするために、
機器自体への説明表示などを工夫します。

①

◆設置台数:1141台（平成26年11月末
現在）
誤報対策については、利用者に対し、誤
報時対応チラシを配布することを検討し
ている。

P36-2-2
高齢者ネットワーク台帳の
整備

社会福祉協議会
ひとり暮らし高齢者等の情報を収集し、台
帳を整備します。

＊一部の地域や地域内のある特定の情報集約を
進めるのではなく、高齢者に関する情報であれ
ば、一人暮らしの方や見守りが必要な方、災害
時要援護者などの情報を集約し、緊急時にしか
取り出せないもの、普段から関係団体と共有し
ていくものとに分けて整理し、活用することが
求められる。

◇高齢者台帳や災害時要援護者台帳との情報の統
一化を図ります。

②

旧佐賀市内においては、災害時要援護者
台帳を校区社会福祉協議会に提供し、自
治会、民生委員児童委員、校区社会福祉
協議会と共有することが出来た。

P36-2
障がい者や高齢者
などの情報共有

＜基本目標＞人的ネットワークづくり

＜基本方針＞支え合いネットワークの構築

P36-1
様々な相談ができ
る地域での窓口

資料⑦ 

①事業実施中（継続）　②事業実施中（拡充）　③事業実施中（縮小）
④計画中　⑤事業終了　⑥事業の中止・廃止
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P36-2-3
緊急連絡カードの整備

社会福祉協議会
まちづくり協議会

ひとり暮らし高齢者の緊急時に備え、「き
んきゅう連絡表」を整備します。

＊一部の地域や地域内のある特定の情報集約を
進めるのではなく、高齢者に関する情報であれ
ば、一人暮らしの方や見守りが必要な方、災害
時要援護者などの情報を集約し、緊急時にしか
取り出せないもの、普段から関係団体と共有し
ていくものとに分けて整理し、活用することが
求められる。

◇高齢者台帳や災害時要援護者台帳との情報の統
一化を図ります。

②

旧佐賀市内においては、災害時要援護者
台帳を校区社会福祉協議会に提供し、自
治会、民生委員児童委員、校区社会福祉
協議会と共有することが出来た。さら
に、中川副校区においては、まちづくり
推進協議会の推進によって新たな緊急連
絡カードの整備が進んだ。

P36-3-1
要保護児童対策地域協議会
の開催

こども家庭課
要保護児童対策のために、必要な情報交換
や援助方針、役割分担に関する協議を行い
ます。

＊関係機関（特に学校）との連携強化や定期的
な学校訪問などを行う必要があります。

◇個別検討会議などにより、関係機関との連携を
強化し、要保護児童への援助方針・役割分担の検
討をします。
◇定期的な情報交換などにより、関係機関との連
携強化を行います。

①

個別検討会を１２月末までに８０回実施
した。
要対協実務者会「定例会議」にて全国の
要対協についての研修会を行った。同会
議にて連携を強化していくための方策を
協議中。

P36-3-2
企業による地域への貢献活
動

各企業
市内の建設業者が地域貢献のために協議会
を結成し、災害などの緊急時にボランティ
ア活動を行います。

＊協議会が複数設立されており、協議会間の役
割分担や関係機関との連携のあり方の協議が必
要となります。

◇複数の協議会相互の調整や関係機関との連携を
図ります。

①

◆新たに（一社）建設業協会佐賀と平成
26年4月18日、佐賀建設労働組合と平
成26年6月6日に協定を結んだ（協定締
結：10団体）

P36-3-3
地域における協働活動の促
進

地区社会福祉協議
会

地域における住民の福祉に関わる様々な相
談を受け、関係機関と連携して対応しま
す。

＊相談を受けるコーディネーターの人材確保・
育成が必要となります。

◇事業の周知を図り、地域ごとにコーディネー
ターの人材確保・育成を推進します。

②

各校区の地域福祉活動の進展により、地
区社会福祉協議会の役員や地区によって
は、福祉委員が具体的な相談に応じてい
る。平成27年度以降にコーディネー
ターの配置の予算を確保し、コーディ
ネーターの機能によって、さらに地区社
会福祉協議会との協働活動を推進してい
く。

P36-2
障がい者や高齢者
などの情報共有

P36-3
地域の住民・事業
者・団体の連携
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基本施策 関連する主な取り組み 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 方向性 今年度の進捗状況

P38-1
近所同士の助け合
い活動の促進

P38-1-1
地区社会福祉協議会主体で
行うボランティア活動

地区ボランティア
団体
まちづくり協議会

ひとり暮らし高齢者を主な対象者として、
定期的な訪問や会食会などのボランティア
活動を行っています。

＊地域の中で事業を支えてくれる人材の不足や
組織自体の高齢化が進んでいます。

◇地域の中で事業の必要性と理解を深めてもら
い、参加してくれる人材の確保を図ります。

①

高齢化により人材が減っていることに加
え、若い世代は共働き世帯が増加してい
るため地域との関わりが薄くなってい
る。５校区（嘉瀬・巨勢・金立・新栄・
若楠）では、実行していく仕組みづくり
を、北川副校区では、担い手のステップ
アップ研修に取り組むなど、ネットワー
ク事業への積極的な姿勢が芽生えはじめ
た。

P38-2-1
子ども（保育所・幼稚園・
小学校）と高齢者との交流

保育幼稚園課

高齢者施設を訪問して音楽発表を行った
り、また地域の高齢者と季節行事、手作り
玩具製作、伝承遊びなどを通じて世代間の
ふれあい活動を行っています。

＊保育所自体の行事が多く、定例行事としての
開催が困難となっています。

◇定例的な事業としての開催を目指し、また、保
護者の理解を得られるように事業の充実と周知を
図っていきます。

①

各園では七夕会や運動会など定例的な行
事に地域の老人クラブの方々を招待し、
一緒に活動したりしている。園児にとっ
てどのような効果があるのかを吟味し、
より充実した行事となるように、毎年創
意工夫をした内容にしている。開催後
は、保護者や地域に理解を得られるよう
に情報を発信をしている。

P38-2-2
高齢者ふれあいサロン

高齢福祉課
社会福祉協議会
まちづくり協議会

地域ボランティアの協力で、家に閉じこも
りがちな高齢者のレクリエーションなどを
地区で行っています。

＊ボランティアスタッフの高齢化と人材不足が
進んでいます。

◇関係部署と連携して地域の中でサロンの周知と
理解を深めてもらい、高齢者のための事業として
位置づけを確立することにより、近隣での助け合
いを育む地域づくりを推進します。

①

【高齢福祉課】市社協に委託し、地域住
民の協力のもと、各地域でサロン活動を
実施。年度当初204団体でスタート
し、1月末までに16団体が新規開設。
（1月末現在 220団体）
【市社協】見守り懇談会を通じて、サロ
ンが地域の見守り活動の拠点となること
の意識づけを行った。サロンが抱える課
題解決の一助となるよう、平成26年
度・27年度に市社協主催のサロン研修
会を開催する。

P38-2-3
「川を愛する週間」に合わ
せた河川清掃

地域住民
各地域住民が参加し、地域の河川清掃に取
り組んでいます。

＊参加者の高齢化が進んでいます。
◇活動が安全に継続して実施できるよう、若い世
代への理解と参加促進を図ります。

①

佐賀市立小中学校５３校（小学校３５
校、中学校１８校）に対して、河川清掃
への参加協力依頼とＰＲポスターの掲示
及び校内放送を実施して頂くよう依頼。
平成２６年度の小中学生の参加者は、平
成２５年度の参加者より１，９３５名増
加した。

P38-2-4
ふるさと一斉美化活動

地域住民
企業・学校を含め、地域住民で環境美化促
進のための清掃活動に取り組んでいます。

＊地域住民の参加が必要な事業でありながら、
参加者が固定化してきています。

◇地域の中で事業の必要性と理解を深めてもら
い、住民参加の促進を図ります。

①

平成26年6月1日（日）に実施し、152
団体で1,489人の参加があった。なお、
当日は各自治会においても清掃活動が実
施され、180自治会で約14,700人の参
加があっている。

P38-2-5
地域の伝統行事

地域住民
地区社会福祉協議
会

ほんげんぎょうなど、子どもから大人まで
参加できる行事が市内各地域で行われてい
ます。

＊参加者の高齢化が進んでおり、多くの住民の
参加が得られるように活動の理解を深める必要
があります。

◇地域行事などが継続して続けられるよう、実施
方法の工夫や住民参加が得られるよう推進しま
す。

①

・佐賀市にある12の指定無形民俗文化
財の保存会と合同会議を開き、伝統芸能
を保存・継承していくために意見交換や
情報の共有を行った。

P38-2-6
地域住民と留学生との交流
事業　等

NPO
国際下宿屋　等

留学生に対し、安価な住居の提供および生
活用品などの寄付の受付窓口などの支援
や、地域住民との交流を図っています。

＊留学生と地域住民の間には、生活や文化に大
きな違いがあります。

＊地域住民は留学生との文化の違いを理解し、留
学生は地域の一員として自覚した生活を促進しま
す。

①
国際交流協会とともに多文化共生のため
の国際理解講座やスポーツ交流会等を開
催している。

P38-3-1
認知症サポーターの育成

高齢福祉課

認知症を正しく理解し、認知症の人やその
家族をあたたかく見守り、自分にできる範
囲で認知症の方を支援する「認知症サポー
ター」を養成し、地域での見守りの資源と
します。

＊認知症に対する正しい認識と理解が必要であ
り、そのためにはキャラバンメイトをうまく活
用して、サポーターを増やしていく必要があり
ます。

◇サポーター育成の年間目標は達成しています
が、今後もキャラバンメイトを活用して市民、企
業、学校、市職員等を対象とした講座を開催しま
す。

①

○認知症サポーター養成講座
◆開催回数:50回（平成27年2月現在）
◆サポーター数:1659人（平成27年2
月現在）
市職員対象講座の４年目を実施した。金
融機関・学校関係機関にも働きかけ、対
象者層を増やしている。

P38-3
相互理解の促進

P38-2
交流の機会

＜基本目標＞人的ネットワークづくり

＜基本方針＞住民間コミュニティの親密化
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P38-3-2
中国残留邦人に対する支援

保護課
生活福祉課

帰国時の見舞金支給のほか、生活の安定を
図るために支援給付を行います。
中国残留邦人への理解が深く、中国語がで
きる支援・相談員を配置して日常生活の支
援を行います。

＊支援の対象者である帰国者が高齢化してお
り、今後は介護などの支援が増大することが考
えられます。

◇経済的な支援を続けていくとともに、地域住民
の理解を深めるために交流事業などを推進しま
す。

①

相談員を配置して、日常生活の支援を
行っている。生活安定のための支援とし
て、医療扶助、介護扶助等の支援も行っ
ている。
地域住民との交流事業である料理教室に
ついても、平成26年度中に開催予定で
ある。

P38-3-3
障がい者とのまち歩きや学
習会　等

サークル　Pooh
等

障がい者の外出支援を行っています。
＊支援を行う活動メンバーが不足しているた
め、現在は活動休止状態となっています。

◇広く活動の趣旨と必要性を理解してもらうため
の周知を図り、メンバーを募っての活動再開を検
討しています。

①
活動を再開し障がいの有無に関わらず参
加できる催しを月1回定期的に実施して
いる。

P38-3-4
「障がい者の理解」のため
の方策検討

自立支援協議会
地域における障がい福祉に関し、関係者に
よる連携および支援体制の協議を行うため
の会議を開催しています。

＊課題が多様化・複雑化してきており、方策の
提案まで協議が進まないことがあります。

◇関係機関などの協力を得て、一つひとつ解決に
向けた協議のあり方を検討していきます。

①

協議会では、地域移行をすすめるため前
提となる障がい者に対する地域での理解
を薦めていく必要があるとの認識のも
と、定例会議で研修会を実施した。

P38-3
相互理解の促進
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基本施策 関連する主な取り組み 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 方向性 今年度の進捗状況

P40-1-1
住民座談会の開催

社会福祉協議会
地域の課題、問題点を把握し、解決するた
めの話し合う場を設けます。

＊地域の課題や問題の把握のため、できるだけ
多くの住民に参加してもらうことが必要となっ
てきます。

◇校区の地域福祉実践計画策定の推進とともに、
住民座談会の開催を推進します。

①

高齢化が進む中、校区社協が地域のつな
ぎ役となり、地域に適した取り組みに向
け、１０校区（地区）で「見守り懇談
会」を実施した。地域で、安心して暮ら
し続けるためには、「向こう三軒両隣」
という昔ながらの関係づくりを強めるこ
とが期待される。

P40-1-2
地区民生委員・児童委員困
難事例検討会

地区民生委員児童
委員協議会

実際の困難事例について、民生委員･児童委
員同士が解決策を検討する研修会を開催し
ます。

＊民生委員・児童委員活動に関する問題が複雑
化しているため、困難事例検討会を実施しても
解決に結びつかないこともあります。

◇より効果のある困難事例検討会としていくため
に、関係機関や団体などの協力を得ながら内容充
実に向けた検討を行います。

①

困難事例については、関係機関が情報共
有できるようにするため、地域ケア会議
を開催し、その中に民生委員も入って少
しでもサービスに結びつけられるように
検討している。

P40-2-1
公民館支援

社会教育課
協働推進課

地域の特性やニーズを考慮し、地域の状況
に応じた公民館運営を図ります。

＊公民館運営協議会や運営審議会など、公民館
の運営に住民の意見が反映されるような仕組み
をつくっていますが、住民自身の議論による企
画発案が活発になるような工夫が必要となって
います。

◇より住民の主体的活動を育成するような公民館
のあり方を検討していきます。

①
公民館運営および事業に関する評価を実
施し、「公民館の指針」のPDCAサイク
ルの確立を図った。

P40-2-2
地区社会福祉協議会による
活動

社会福祉協議会
まちづくり協議会

地域の様々な団体の代表者で組織されてお
り、地域に密着した福祉活動を推進してい
きます。

＊地域福祉の基盤として設立を促進することが
必要ですが、まだ未設置の地区もあります。

◇市社協の支所において設立の支援を行い、早い
時期に佐賀市全域に地区社会福祉協議会が設置さ
れるよう促進します。

②
支所単位の地区社会福祉協議会の設立に
ついては保留状態。

P40-3-1
ＮＰＯなどの市民活動団体
との連携、活動協力

こども家庭課
さがVOISSおよびさがCAPと連携して、児
童虐待防止専門化講座や子どもへの暴力防
止ワークショップを開催しています。

＊活動をしている市民活動団体の会員が不足し
ています。
＊大人ワークショップへの参加者の確保が必要
となっています。

◇会員養成の案内などの広報・周知を推進しま
す。
◇学校などと連携を図り、ワークショップに参加
しやすい環境づくりなどを検討します。

①

「認定NPO法人　被害者支援ネット
ワークさがVOISS」に委託して、児童
虐待防止に係る各機関への講座を５回実
施した。（全６回予定）
「さがＣＡＰ」改め「一般社団法人　さ
が子どもにやさしいまちづくりセン
ター」に委託して、市内の小学校（２年
間で全校実施）教職員・児童（４年生と
５年生）・保護者及び就学前児童保護者
へのワークショップを実施した。

P40-3-2
NPO運営相談、情報提供

協働推進課
佐賀市民活動セン
ター
佐賀市市民活動プ
ラザ指定管理者
等

NPＯの活動に関するいろいろな相談に応じ
ながら、団体の支援を行います。

＊ＮＰＯなどに関する課題が多様化しており、
それぞれの課題に対応した支援が必要となって
います。

◇関係機関の協力を得ながら、NPOの設立・活
動・運営に必要な相談支援のあり方・方法などを
検討します。

①

活動に関する専門的な相談に対応するた
め、指定管理業務として、相談支援業務
を専門性の高い市民活動団体が行なって
いる。
相談員が市民活動プラザに常駐し、出張
相談等も実施している。

P40-3-3
ＮＰＯなどの市民活動団体
の活動

市民活動団体
障がい者の移送サービスや外出支援、高齢
者の交流を深める活動など、たくさんの市
民活動団体が積極的に活動しています。

＊市民に活動内容が十分に浸透していないた
め、協力が得られやすいとは言えない状況で
す。

◇活動内容を市民に理解してもらい、協力が得ら
れるようにするために情報発信・ＰＲなどを推進
します。

①

佐賀市市民活動プラザ指定管理事業とし
て情報収集・発信業務を専門性の高い市
民活動団体が行なっている。
市民活動プラザＨＰ、市民活動団体ガイ
ドブックで市民活動に関する情報を提供
している。

P40-2
地域の活動拠点の
整備

P40-3
ボ ラ ン テ ィ ア ・
NPO団体の活動促
進

P40-1
地域の課題解決の
ための場づくり

＜基本目標＞人的ネットワークづくり

＜基本方針＞住民の主体的活動の促進
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基本施策 関連する主な取り組み 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 方向性 今年度の進捗状況

P42-1-1
老人福祉センターおよびい
こいの家運営

高齢福祉課
社会福祉協議会

生活や健康に関する相談やレクレーション
などで、高齢者の明るい生活を応援しま
す。

＊拠点となる施設が老朽化しています。
◇施設の改修も視野に入れながら、引き続き高齢
者に対する健康および福祉の増進のために運営を
行います。

①

高齢者保健福祉計画策定委員会の中に施
設のあり方検討部会を設置し、あり方検
討を行い、今後の方向性について方針を
決定した。

P42-1-2
高齢者趣味の作品展

佐賀市老人ｸﾗﾌﾞ連
合会

高齢者の趣味を通して、生きがいを高める
ために開催します。

＊積極的な作品の出展のために、活動のＰＲ方
法や開催の時期、場所などについて、検討が必
要となってきています。

◇出展数を増やすためのＰＲ方法の工夫や、開催
時期や場所を検討します。

①

昨年のアンケートの結果、引き続き、市
立図書館で11/21～11/24に開催し
た。昨年より７９点多い、２７４点の出
品があった。

P42-1-3
老人クラブの活動

佐賀市老人ｸﾗﾌﾞ連
合会

高齢者の社会活動への参加促進、また友愛
活動など社会奉仕活動を行なうことで、生
きがいづくりを促進します。

＊高齢者の生きがいづくりやさまざまな活動、
交流、情報交換などを積極的に推進するため、
多くの高齢者の参加を進める必要があります。

◇会員の加入を促進し、さらに75歳未満の若手
リーダーの養成によりクラブの活性化へ結び付け
ます。

①

市老連活性化に向け、新たにペタンク大
会を実施した。また、各単位老人クラブ
の現状を把握するため、アンケートを実
施した。

P42-1-4
社会参加と生きがいづくり
を目的に就労の場を斡旋

(社)佐賀市シルバー人
材センター

高齢者の社会参加と生きがいづくりのた
め、会員の就労の場を斡旋します。

＊技能や技術、就労意欲などを持った高齢者の
生きがいづくりを進める必要があり、会員の加
入促進や業務の受注拡大が必要となります。

◇高齢者の生きがいづくりや地域社会への貢献な
どのため、活動を支援します。

①
26年度より、アクティブシニア講師団
事業と空き家・空き地管理事業を開始
し、新たな分野での受注拡大を図った。

P42-2-1
脳いきいき健康塾

高齢福祉課
認知症予防のために、読み書きや計算など
の学習を、前期５ヶ所、後期6ヶ所で実施し
ています。

＊地域主体で自主的に取り組みができる支援体
制づくりが必要です。

◇サポーターを養成し、地域主体での取り組みや
未実施地域での普及を図ります。

①
学習者間の交流も図り、楽しく学習でき
る工夫をした。全会場自主活動化に結び
つけている。

P42-2-2
にこにこ運動教室
高齢者健康教室事業

高齢福祉課
転倒予防に効果的な運動を中心に、教室を
実施します。

＊事業を推進するために、参加サロン数を増や
していく必要があります。

◇教室内容などを定期的に見直し、確実に自主活
動へ結びつけます。

①

◆にこにこ運動教室
教室開催１年後・３年後のフォロー教室
に加え、継続できている会場全てを巡回
し、正しい方法を維持継続できるように
支援を行っている。
◆高齢者健康教室
５地区の自治公民館で実施しており、自
主化に結び付けている。

P42-2-3
にこにこ歩きんぐ教室

健康づくり課 平成20年度廃止 ー ー ⑥ ー

P42-2-4
ラジ＆ウォークスタンプラ
リー事業

健康づくり課
「いつでも どこでも だれでも」できる
ラジオ体操とウォーキングをスタンプラ
リーとして地域で実施しています。

＊地域によって参加者数にばらつきがありま
す。

◇「ラジ＆ウォークスタンプラリー」を身近な場
所で実施できるよう、各校区毎に実施していく。

②
①

２７か所の会場で実施した。延 1,145
回、参加者数延  23,003人。（Ｈ26.3
月時点）

P42-2-5
朝ラジ・まなざし・朝ごは
ん

健康づくり課
庁内関係課、関係団体と「食育」・「ラジ
オ体操」・「まなざし運動」の推進を図っ
ています。

＊「市民一斉ラジオ体操の日」の周知が不十分
な地域があります。

◇「市民一斉ラジオ体操の日」の周知に取り組
み、地域における健康づくりのきっかけづくりお
よび『まなざし運動』を推進します。

①

○夏休み中に、校区単位でのラジオ体操
会が22箇所で開催され、延4,031名が
参加。
○ラジオ体操講習会を１６回開催し、延
968名が受講。（H２７.１月時点）
○ぶんぶんテレビにて、ラジオ体操に関
する３０秒CMのほか、情報番組でＰＲ
した。

P42-2-6
健康ひろげ隊による地域で
の健康づくり活動

地域住民
健康推進員育成講座を開催し、その修了生
が地域でのウォーキングなどで活動してい
ます。

＊健康ひろげ隊の会員数に地域差がみられま
す。

◇市民の健康づくりを応援するため、「ウォーキ
ング」・「カロリーソング」・「介護予防」・
「健診普及」の部会に分かれて活動しており、地
域に根ざした活動として全市的な取り組みが行え
るように推進を図ります。

①

現在124名の健康ひろげ隊が活動して
いる。
第１３回健康推進員育成講座を実施し、
13名が修了予定。

P42-2-7
食生活改善推進員による食
の健康教室伝達会の開催

地域住民
公民館などを利用して、栄養士および保健
師とともに、生活習慣病予防の調理実習な
どを行っています。

＊地域の子どもたちの育成や高齢者サロン事業
と連携して実施していますが、さらに自治会な
どの他団体との連携強化を図り、取り組む必要
があります。

◇市民の食生活改善を通じた健康づくりを支援す
るため、食の健康教室伝達会や地区活動を各校
区・支部で実施し、地域のネットワークを活かし
た活動を推進していきます。

①
ヘルスメイト養成講座を実施。推進員は
752名となり、自治会との交流を深
め、食生活改善活動を実践している。

＜基本目標＞健康で安心して暮らせるまちづくり

＜基本方針＞生きがいの持てるまちづくり

P42-1
高齢者や障がい者
の地域での活動の
場

P42-2
健康づくりの促進
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P42-3-1
さが（郷土）学の実施

社会教育課
協働推進課

佐賀の豊かな資源を有効に活用したプログ
ラムにより、学校や公民館などで「さが
学」を学んでいます。

＊高齢者の生きがいづくりに役立っています
が、受講型だけでなく、主体的にかかわるよう
な参画型への発展が必要となっています。

◇地域において、「さが学」関連の取組みが推進
されるよう支援します。

①
公民館等において地域でのさが学講座を
実施し、高齢者の郷土教育や生きがい作
りに役立っている。

P42-3-2
高齢者大学教養講座

社会福祉協議会
高齢福祉課

高齢者の生きがいづくりのために、様々な
講座を開催しています。

＊参加希望者が多く、すべての希望者を受け入
れることができない状況です。

◇参加者が、よりよい講義が受けられるようにカ
リキュラムの充実を図ります。

①

巨勢・金立･平松の３施設で講座を行っ
ている。講座終了後は、受講生にアン
ケートを実施し、今後のカリキュラムづ
くりの参考とする。

P42-3-3
生きがい講座

社会福祉協議会
高齢者が趣味の仲間の輪を広げ、健康づく
りを促進するために、様々な講座を開催し
ます。

＊地域でも様々な講座が開催されており、社会
福祉協議会が開催する必要性が薄れてきていま
す。

◇一定の役割を終えたと判断し、平成２２年度を
もって終了します。

⑥ ー

P42-3-4
高齢者や障がい者のための
パソコン教室　等

NPO
シニアネット佐賀
佐賀市老人ｸﾗﾌﾞ連
合会　等

パソコン講座などを通して高齢者の新たな
生きがいづくりに取り組んでいます。

＊会員の加入促進を図る必要があります。
◇引き続き、高齢者などの社会参加と生きがいづ
くりの促進を図ります。

①

【佐賀市老人ｸﾗﾌﾞ連合会】第41期～第
44期高齢者パソコン教室
受講者：２０名*４期＝８０名、開催
数：２３回*４期＝９２回

P42-3
生涯学習の推進
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基本施策 関連する主な取り組み 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 方向性 今年度の進捗状況

P44-1-1
公共施設のバリアフリー整
備

建築住宅課
道路整備課

既存市有施設のバリアフリー化を推進しま
す。

＊施設管理者との調整が必要です。
◇高齢者や障がい者などにとって、利用しやすい
施設となるように推進します。

①

【道路整備課】高齢者や障がい者などに
とって、利用しやすい施設となるように
推進していく。
【建築住宅課】H17年度より行ってき
た既存施設のバリアフリー化は平成24
年度で改修工事を終えている。その後は
新築や建替などで市有施設のバリアフ
リー化を推進している。

P44-1-2
心のバリアフリーの推進

福祉総務課
障がい福祉課

正しい理解と認識を深めるための広報、啓
発活動を進めます。

＊障害者月間に合わせて、佐賀市障がい者体育
大会を開催して啓発していますが、独自啓発事
業の実施の検討が必要です。

◇独自啓発事業の実施に向けた検討を行っていき
ます。

①
精神障害、発達障がいについてその障が
いの特性の理解推進するため、市報掲載
を２回実施した。

P44-1-3
低床（ノンステップ）バス
の導入促進

交通局
総合政策課
福祉総務課

高齢者や障がい者にも利用しやすい低床
（ノンステップ）バスを計画的に導入しま
す。

＊低床（ノンステップ）バスへの転換が必要と
なってきています。

◇老朽化した車両の買い替えに合わせて、低床
（ノンステップ）バスへの計画的な移行（年３
台）を推進します。

①
【交通局】低床（ノンステップ）バスを
4台導入し、全車両の約54％（37台／
69台）をノンステップバスとした。

P44-2-1
交通安全対策事業

市民活動推進課
生活安全課

交通安全意識や交通道徳の高揚を図るため
の各種啓発活動を推進します。

＊高齢者の交通死亡事故が増加傾向であるた
め、特に高齢者への交通安全啓発が必要となっ
ています。

◇交通事故件数を減少させるため、引き続き交通
安全教室やキャンペーンなどを実施します。

①
交通安全教室や春夏秋冬の交通安全県民
運動での各種キャンペーンを実施してい
る。

P44-2-2
自主防犯のための地域単位
の防犯講座

市民活動推進課
生活安全課

警察と連携して、自主防犯のために地域単
位の防犯講座を実施しています。

＊受講希望者を増やすため、ＰＲと講座内容の
充実が必要となっています。

◇犯罪被害に遭わないように、今後も講座での啓
発を行います。

①
自主防犯のために地域単位の防犯講座を
実施している。

P44-2-3
配食サービス

高齢福祉課
食事の提供によって高齢者の健康維持と、
孤独感の解消、安否確認、ふれあいを図り
ます。

＊配達の遅れや安否確認についての苦情なども
あり、配食業者の責任や委託の在り方について
の検討が必要となっています。

◇配食業者との委託方法などを検討し、サービス
内容の向上を図ります。

①

今年度は委託業者、事業内容について他
市の動向を踏まえつつ検討を行ってき
た。配達時間等については委託業者と話
し合いを行った。

P44-2-4
ひとり暮らし高齢者「愛の
一声運動」

社会福祉協議会
病弱な高齢者を対象として、協力員が安否
確認を行います。

＊登録をされていない方への対応などが必要と
なっています。

◇事業内容を一部修正した「ご近所見守り事業」
へ移行し、制度の周知を徹底して理解を深めるほ
か、登録者の増大に伴う協力員の処遇や地域にお
ける見守り体制の強化について、関係機関との連
携を推進します。

①
②

民生委員児童委員に「ご近所見守り事
業」を依頼し、事業を継続してもらいな
がら、地域にあった見守り活動（見守ら
れ活動）に取り組んでもらっている。

P44-2-5
環境整備、子ども・高齢者
の安全に寄与する活動　等

枝吉110番安全サ
ポーター会等

児童の登下校に合わせて、散歩、ジョギン
グ、買い物などを行い、あいさつ、声か
け、見守りを行います。

＊活動を行う人たちの高齢化が進んでいます。
◇多くの人たちに参加してもらい、みんなで見守
る地域づくりを推進します。

①

登下校時や放課後児童クラブの下校時に
見守り活動を行い、さらに高齢者の見守
りについても、できる人が出来る時に見
守り（新聞がたまっている、電気がつい
ていないなど）をおこなっている。

P44-2-6
地域で子どもを見守る活動

地域住民
地区社会福祉協議
会
佐賀市ＰＴＡ協議
会

５２小中学校のＰＴＡが主体となった「子
どもお守り隊」など、各地域で登下校の見
守りや支援などを行っています。

＊子どもの下校時に合わせた活動に対し、保護
者を中心とした登録者が時間を合わせることが
困難で、参加者が限定しています。

◇多くの人たちに参加してもらい、みんなで見守
る地域づくりを推進します。

①
【PTA協議会】
「子どもお守り隊」登録者数１９17名
、年３回佐賀市一斉に実施

P44-2-7
「こども１１０番の家」運
動

佐賀市PTA協議会
各小学校

子どもたちが安心して通学や遊んだりでき
るように、通学路や遊び場周辺の家や商店
を緊急避難所として設置する活動が行われ
ています。

＊地域・学校・ＰＴＡの連携強化が必要です。
◇緊急避難所の設置を促進し、地域・学校・ＰＴ
Ａの連携強化を図ります。

①

【PTA協議会】佐賀市ホームページ
「ぐるっとさがナビ」に110番の家の
地図情報を公開しています。
【社会教育課】「こども１００番の家」
のチラシを新小学一年生を持つ保護者
に、入学説明会時に配布（約2,３00
枚）

P44-3-1
街頭巡回活動

青少年課
社会教育課

専任補導員や校区の少年育成委員による巡
回指導を行い、青少年の非行や犯罪を未然
に防止します。

＊学校や青少年健全育成会などとの連携強化
や、きめ細かな巡回指導の実施が必要となって
います。

◇学校や関係機関との情報交換及び合同での巡回
指導を実施し、地域ぐるみでの非行・犯罪の防止
に努めます。

①

　専任補導員や校区の少年育成委員によ
る巡回指導のほか、学校や関係機関との
情報交換及び合同での巡回指導を実施し
た。

P44-3-2
子どもへのまなざし運動

青少年課
社会教育課

全ての大人が子どもの育成に関心を持ち、
主体的に関わる社会を構築することを目的
とした市民運動を展開します。

＊これまでの周知・啓発活動により、運動に対
する市民の認知度が上ってきていますが、これ
からは運動を認知するだけではなく、理解して
運動に取り組む大人を増やしていくことが必要
となっています。

◇運動を『知っている』から、『理解している』
そして『取り組んでいる』という大人を増やしま
す。

①

継続的に周知・啓発活動に取り組む。ま
た、実践事例を幅広く紹介していく
・各種会合での運動説明会の実施
・ラジオ放送、ﾌﾘｰペーパー等での運動
実践事例の紹介　など

＜基本目標＞健康で安心して暮らせるまちづくり

P44-1
バリアフリー・ユ
ニバーサルデザイ
ンの推進

＜基本方針＞安心できる生活環境づくり

P44-3
子どもの健全育成

P44-2
自 主 的 な 防 犯 活
動、見守り・声掛
け活動の促進
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P44-3-3
児童クラブの充実による養
育支援

こども家庭課
放課後に保護者がいない家庭の児童の安全
確保と、健全育成のために実施していま
す。

＊児童クラブの環境整備および児童クラブ指導
員の更なる資質向上が必要となっています。

◇児童クラブの環境整備の推進や、児童クラブ指
導員の研修などによる更なる資質向上を図りま
す。

①

◇7/12～13に日本赤十字社が主催する
幼児安全法支援員養成講習会に指導員を
派遣した。
◇10/28～29に佐賀県児童館連絡協議
会が開催する児童厚生員研修会に指導員
を派遣した。
◇10/24、10/31、11/14、12/5、
12/12、12/19に、佐賀市こども家庭
課主催で障がいをもった児童についての
研修会を開催した。

P44-3-4
地域子育て支援センターに
よる相談指導などの育児支
援

保育幼稚園課

保育所・幼稚園を開放した子育てサロン
や、公民館を活用した子育てサークルなど
で育児の支援をします。

＊保護者ボランティアの確保が必要となってい
ます。

◇サロン、サークルへの支援のほか、各サロン、
サークル間の交流や情報交換などを行いやすい環
境づくりを目指します。 ①

・子育てサロンを開催している子育て支
援センター（社協・保育園・幼稚園）を
対象に、６月、１１月、３月（予定）に
連絡会議・研修会を開催し、支援セン
ター間の交流や情報交換を行った。
・公民館等で開催している子育てサーク
ルへ、ゆめ・ぽけっと、公立保育所、私
立保育園から支援を行い、サークルの充
実を図った。
・公民館等で行っている子育てサークル
を対象に、年２回サークル交流会を開催
し、サークル間の交流や情報交換を行っ
た。また、サークル運営者や子育て支援
関係者向けに、育児講演会やスキルアッ
プ研修会を開催して、サークルへの支援
を行った。

P44-3-5
絵本読み聞かせ・朗読ボラ
ンティア　等

ボ ラ ン テ ィ ア グ
ループ

幼児や児童を対象に絵本の読み聞かせなど
を行い、子育ての支援に取り組まれていま
す。

＊団体情報を共有することが必要となっていま
す。

◇各種機関に登録されているグループやサークル
などの情報を、共有できるように検討を進めてい
きます。

①

ボランティアセンター、ボランティア人
材リストに登録してもらい、各団体の情
報を把握するとともに、依頼があれば調
整できるよう整備した。

P44-3
子どもの健全育成
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基本施策 関連する主な取り組み 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 方向性 今年度の進捗状況

P46-1-1
災害時要援護者避難支援対
策事業

福祉総務課
社会福祉協議会

災害時に、自力では避難が困難な高齢者や
障がい者の避難支援行動に取り組める仕組
みづくりを推進します。

＊災害時に支援が必要な要援護者や、支援を行
う避難支援員の登録（同意）が十分ではなく、
地域における支援体制の具体的な検討が必要と
なっています。

◇市報などを通じて要援護者および避難支援員の
登録の推進を図ります。
◇福祉避難所の拡大や、避難所（施設）の開設マ
ニュアルなどの整備を進めます。

②

◆出前講座や広報等で要援護者および避
難支援員の登録推進に取り組んだ。
◆地域の支援者に最新の情報を提供でき
るように、要援護者システムの改修を
行った。

P46-1-2
総合防災訓練時における要
援護者避難訓練

福祉総務課
社会福祉協議会

総合防災訓練に合わせ、要援護者の避難支
援を想定した訓練を行います。

＊救出訓練への参加促進を図る必要がありま
す。

◇訓練の必要性などを理解してもらうため、周知
を徹底し、より実践に近い訓練の実施を検討しま
す。

①

◆総合防災訓練の該当校区について、校
区内の住民を対象に要援護者の避難を想
定した避難訓練を実施した。
◆地元の避難訓練と合同で情報伝達訓練
を実施することにより、より実践的な取
組が出来てきた。

P46-1-3
民生委員・児童委員発
災害時一人も見逃さない運
動

地区民生委員児童
委員協議会

要援護者に対する日常的な見守りや生活支
援を通じ、万一の災害時に備えてネット
ワークづくりを行います。

＊自治会を始めとした地域の各団体との連携を
図ることが必要となっています。

◇要援護者の安否確認や避難支援に対する、地域
内での検討やネットワークづくりを推進していき
ます。

①

◆要援護者システムに新たに各単位自治
会のエリアを入力することにより、避難
支援等関係者に分かりやすいマップの作
成に取り組んだ。
◆要援護者既登録者の情報更新と要援護
対象者・避難支援員の新規登録の推進を
図った。

P46-2-1
児童防災訓練の実施

学事課

「佐賀市立小中学校の管理運営に関する規
則」に基づき、各学校において年度当初に
防災計画書を作成し、防災訓練を実施して
います。

＊実際の災害時に行動できるような、緊迫感の
ある訓練内容を検討する必要があります。

◇子ども自らが、状況に応じて適切に判断し、行
動できる能力を育てるための訓練となるよう内容
を工夫し、学校の地域性に沿った訓練を実施して
いきます。

①

市内全５３校小中学校で防災計画に基づ
き訓練を実施した。訓練の前後に防災教
育として学級活動を実施する学校が増え
ている。地域性を考慮した訓練を取り入
れるなど工夫している学校もある。

P46-2-2
自主防災組織の設立促進

消防防災課

職員出前講座などを通じ、地域住民が自主
的に連携して防災活動を行う自主防災組織
の設立を支援しています。
また、資機材の購入や活動費の一部を補助
し活動を支援しています。

＊組織率は年々増加していますが、全国や県内
自治体と比較すると、まだ低い状況です。
＊既存組織においても活動が低迷している組織
もあり、組織の活動に対する支援が必要となっ
ています。

◇自治会への呼びかけや職員出前講座を活用した
組織設立への支援を行い、組織率の向上を目指し
ます。
◇既存組織については、補助制度の有効利用や組
織間の情報交換の場を設けるなど、活動の促進に
向けた支援を行います。

②

自主防災組織について
　専門官の採用や補助制度の見直しによ
り、組織数、活動階数ともに増加してい
る。
○組織数　121（Ｈ26年1月末 94）
○組織率　55.63%（同 53.12%）
○出前講座・職員派遣等実績
　60件（同 56件）
○防災活動に対する補助金交付数
　39組織（同 26組織）
○資機材整備に対する補助金交付数
　7組織（同 24組織）

P46-2-3
消防団加入促進

消防防災課

市のホームページを通じての募集、および
消防団と自治会が協力して地区内の対象者
の勧誘活動を行っています。
また、消防団員協力事業所表示制度を導入
し、団員の活動支援も実施しています。

＊消防団員数は、若干減少しています。
＊単なる広報や消防団に頼った団員勧誘には、
限界があるように思われます。
＊被雇用者が増加しているため、昼間の団員確
保が必要となっています。

◇これまでの広報は個人を対象としたものでした
が、今後は企業に対して従業員の消防団への加入
促進を依頼するとともに、勤務時間中の災害時で
も出動できる環境を整えてもらうよう働きかけを
行います。

②

市ホームページ、市報、新聞、テレビＣ
Ｍに消防団活動、勧誘を掲載し、周知し
ている。更に、消防団協力事業所を中心
に活動環境の整備と協力事業所への登録
を推進している。
消防団員については、団員の確保対策の
一つとして、「県庁部」や「市役所部」
を新たに設置し、市役所職員を対象とし
た研修時に団員勧誘を行っている。

P46-2-4
地域団体による自主防災活
動推進

自治会等
地区社会福祉協議
会

各地域で防災マップの作成や様々な災害を
想定した訓練が行われています。

＊防災訓練への参加者が固定化している地区も
あり、地域住民の積極的な参加が必要となって
います。

◇住民総参加型の訓練が実施できるよう、訓練の
必要性と参加の理解が得られるように周知を図り
ます。

①

出前講座、訓練指導等自主防災組織の結
成及び防災活動の促進を図っている。
○出前講座・職員派遣等実績
　60件（Ｈ26年1月末 56件）

P46-1
要援護者の支援対
策

P46-2
地域防災力の向上

＜基本目標＞健康で安心して暮らせるまちづくり

＜基本方針＞災害発生時の住民の安全確保
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P46-3-1
通学路の安全マップ

学事課
各小学校が作成し、交通安全指導の資料に
したり、自治会に配布するなどして、交通
安全の意識向上に活用しています。

＊学校によって仕様が様々ですが、より分かり
やすく工夫したマップの作成が必要と思われま
す。

◇特に注意が必要な場所は写真を掲載するなど、
子どもにも危険箇所が伝わりやすいようなマップ
の整備を図ります。

①

市内全35小学校で作成。PTAなどと危
険箇所の把握を行ない、更新したものを
活用している。写真の添付や注意事項の
記載など工夫がみられる。

P46-3-2
自治会、地区社会福祉協議
会の活動

自治会、地区社会
福祉協議会

各地区での地域に即した安全マップを作成
します。

＊全市的なマップの作成が進んでいないうえ
に、作成されたマップの基準にばらつきがある
ため一定の基準を設ける必要があります。

◇地域の安心したまちづくりのため、自主防災組
織の設立を含め、地域での安全マップ作成を推進
します。

①

共同募金配分金事業（安心・安全なまち
づくり支援事業）の活用により今年度１
校区（兵庫校区）で福祉マップの作成に
取り組まれた。（来年度は1校区が取り
組む予定）

P46-3
安 全 マ ッ プ の 整
備・活用
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基本施策 関連する主な取り組み 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 方向性 今年度の進捗状況

P48-1-1
福祉施設におけるワーク
キャンプ

社会福祉協議会 平成20年度で事業終了 ー ー ⑥ ー

P48-1-2
中学生福祉体験学習

社会福祉協議会

平成21年度までは、中学生を対象に福祉体
験やボランティア体験、環境学習などを実
施しましたが、参加者が減少していること
もあり、実施内容を見直します。

＊中学生の参加者が減少しています。
◇対象を小学生に変更し、小学生が興味をもつ内
容の体験学習を検討します。

④
①

小学生を対象にした福祉体験学習（車い
す、アイマスク体験、高齢者疑似体験な
ど）を市内１５の小学校に対し行った。
また、地域の方々の協力を得て「ふれあ
いチャレンジ塾」を実施した。

P48-1-3
福祉学習への指導者派遣等

ク ロ ー バ ー の 会
等

要請に応じて、地域・学校で開催される福
祉総合学習に指導者を派遣し、指導を行っ
ています。

＊指導者を育成していく必要があります。
◇福祉総合学習が、適切な指導により実施される
よう支援します。

①
②

対象範囲を市内の学校に加え、２５年度
より地域の団体や企業からの受け入れを
行っており、依頼件数も増加した。年度
末にはボランティア人材リストにクロー
バーの会を登録し、学校・地域に周知を
図った。

P48-2-1
手話・要約筆記奉仕員養成
講座

障がい福祉課
手話奉仕員養成講座（入門・基礎講座）
と、要約筆記奉仕員養成講座を実施し、奉
仕員の育成を図ります。

＊養成講座への参加者が減少しています。
◇手話奉仕員・要約筆記奉仕員などの必要性を理
解し、多くの参加が得られるように養成講座の広
報に努めます。

①
市報・市HPにおいて、手話奉仕員、要
約筆記奉仕員養成講座開催の広報を行
い、参加を促した。

P48-2-2
ボランティア団体の活動支
援

市民活動推進課
協働推進課
社会福祉協議会

ボランティアや市民活動の支援策を充実さ
せ、活動の推進を図るため、市民活動プラ
ザにおける専門の相談員による相談支援や
助成金情報などの提供、広報活動の協力等
を行うとともに市民活動補償制度等を通し
て団体活動を支援しています。情報などの
提供、市民活動補償制度の提供、広報活動
を実施しています。

＊情報発信のための広報を強化することが必要
です。

◇引き続き、情報提供や広報活動の協力、や活動
の場及び市民活動補償制度の提供などを行い、ボ
ランティア団体の活動の推進を図ります。を支援
します。
◇市民活動補償制度を実施します。
◇市民活動団体の活動基盤の強化と、市民の市民
活動への参画と実践を目指した制度を推進しま
す。

②

【協働推進課】
◆市民活動に関する情報や活動の場の提
供、専門の相談員による相談支援、市民
活動補償制度の実施
◆市民活動団体の活動基盤の強化と市民
の市民活動をとおしたまちづくり活動へ
の参画を目指して市民活動応援制度「チ
カラット」を実施
【市社協】
ボランティア人材リストの改訂及び人材
バンクとしてのボランティアセンター登
録を行いコーディネート機能強化のため
の整備を図った。

P48-2-3
生活・介護支援サポーター
養成研修

高齢福祉課
地域の高齢者を支える担い手として活動す
る意欲のある人に対し、研修会を開催しま
す。

＊養成したサポーターが地域で活動するための
組織化を促進する必要があります。

◇サポーター登録者が少ない地域に、養成研修を
継続的に実施していきます。
◇サポーター登録者については、各地域包括支援
センターを核に組織化を図っていきます。

①

2ヶ所で開催し、14名の養成を行っ
た。
累計480名の養成を行っており、地域
の高齢者の見守りをはじめとする様々な
活動を依頼している。また、登録者につ
いては各地域包括支援センターが養成後
のフォローアップ研修を開催している。

P48-2-4
ボランティアリーダー研修

社会福祉協議会
ボランティア団体などのリーダーの資質向
上のため、研修会を開催します。

＊参加される団体のリーダーにとっては良い研
修になっていますが、研修で得たものを団体会
員の活動へ繋げていく必要があります。

◇リーダーの視察研修から、コーディネーター育
成のための研修に転換を図ります。

④
②

活動拠点の整備はできなかったが、見守
り懇談会を通じて活動を広げるために
は、地域とのネットワーク化に向けた
コーディネート機能が必要であることに
気付いた。

P48-2-5
ボランティア養成講座

社会福祉協議会
地域の中で身近に行えるボランティア活動
のための研修を行っています。

＊ボランティア活動への結びつけが不足してい
ます。

◇実際の活動につながるように内容を検討し、効
果のある講座を開催します。

①
②

子育て支援講座としてホームスタート事
業を開始するにあたり、この事業のビジ
ター（ボランティア）養成講座を実施し
た。２０名の養成が終了し、現在活躍さ
れている。

＜基本目標＞充実した福祉サービス

P48-2
ボランティア組織
の育成

P48-1
福祉教育の充実

＜基本方針＞福祉を担う人材の育成
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P48-3-1
「総合的な学習」での地域
活動

学校教育課

「市民性をはぐくむ教育」の一貫として、
老人会及び特別支援学校などとの交流活動
や、地域行事の企画・運営を行っていま
す。

＊限られた授業時間の中で、効果的な実施がで
きるように年間計画の見直しを含めた内容の充
実を図る必要があります。

◇「総合的な学習の時間」の内容を精選し、より
効率的な活動を行えるように年間計画の見直しを
行います。
◇各教科や道徳の教材で、福祉の視点から取り組
めるものについて年間計画への位置づけを検討し
ます。

①

「総合的な学習」に「福祉」の領域を位
置づけた「福祉施設訪問」や「交流活
動」を行ったり、学校行事に招待しあっ
たりして交流を行っている。特に、生活
科の「昔遊び」の学習では、お年寄りに
学校に来ていただき、ふれあいを通して
学ぶことが定着してきている。また、地
域のお祭りや地域と共催の運動会で、
小・中学生が企画や運営を行っていく取
組についても年々、実施校が増えてい
る。

P48-3-2
学校、子ども会による美化
運動

学校教育課
社会福祉協議会

ゴミ拾い活動や花いっぱい運動を実施して
います。特に、ゴミ拾い活動を環境教育と
結びつけることで、ほとんどの学校で行わ
れています。また、小中連携の一貫で校区
のクリーンアップ活動（城南・城東校区な
ど）に取り組むところも生まれています。

＊長期にわたる継続した取り組みとするため、
活動内容の検討を行う必要があります。

◇「市民性をはぐくむ教育」のなかで、地域との
連携という視点で活動内容を見直します。

①

各学校において、道徳の実践化の視点か
ら、また、環境教育の実践の場として、
地域の
清掃活動に取組んでいる。
　特に、城南豊夢学園（城南中、赤松
小、北川副小）の一斉クリーン作戦は小
中連携の行事として定着してきた。ま
た、東与賀小中学校のラムサール条約湿
地登録に向けた取組は佐賀市との協働活
動として位置づけるなど、各校で地域の
特徴や実情に応じた学習を行っている。

P48-3
学校での福祉活動
の推進
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基本施策 関連する主な取り組み 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 方向性 今年度の進捗状況

P50-1
地域福祉施策の統
括・管理

P50-1-1
地域福祉施策の推進および
福祉部署の連携

福祉総務課

地域に関わるすべての人達が支えあう地域
づくりに取り組むとともに、福祉部署の横
断的な連携により、総合的な支援を行いま
す。

＊情報の共有化と事業の連携が必要となってい
ます。

◇福祉部署における情報の共有を図るとともに、
継続的な人的ネットワークの構築とボランティア
などの受入や調整を行うコーディネーターの役割
を明確化し、効果的に支援します。

②

・民生委員・児童委員に対して保健福祉
部・福祉事務所の事業概要についての研
修を実施
・保健福祉の分野を分かりやすく紹介
し、キーワードからサービスを分類・検
索できる保健福祉ガイドブック「あんし
んナビ」を作成

P50-2
相談を一体的に受
付ける福祉総合窓
口の設置

P50-2-1
福祉ワンストップサービス
窓口の設置

福祉総務課

平成２０年１０月１日から、本庁１階３６
番窓口に「福祉総合案内窓口」を設置し、
相談内容などが複数の課にまたがる場合
は、窓口に担当者を呼び出してワンストッ
プサービスに努めています。

＊専門性を有する人材の育成と庁舎内のスペー
スの確保が必要となっています。

◇費用対効果や実施方法の見直しなど、関係各課
で検討を行っていきます。

①

個人だけでなく家族の抱える問題にまで
視点を広げる「世帯単位」での支援と、
解決に向け適切なサービスにつなげる
「提案型」での支援に関して、保健福祉
部・福祉事務所職員を対象に研修・意見
交換会を実施した。①新人研修（各種
サービス概要）、②係長による意見交換
会、③全員研修（相談対応に関する受付
マニュアル）、④担当者会議（案内シス
テム構築）

P50-3-1
高齢者実態調査（65歳以
上の方の実態調査）事業

高齢福祉課
高齢者施策の資料とするため、世帯や身体
の状況などの実態を調査します。

＊高齢者のニーズを把握する項目や調査結果の
分析方法などの検討が必要となっています。
＊地域の中での関係（ご近所付き合い）が希薄
になり、調査困難な事例が生じています。

◇民生委員・児童委員が、担当地区内の高齢者の
状況などを把握する上でも有効であるため、今後
も同様の調査方法により実施を継続します。
◇調査結果などの分析方法については検討し、よ
り高齢者施策の参考となるような高齢者の実態把
握を行います。

①

◆調査基準日：平成26年4月1日
◆調査件数：56,839人
◆調査回答率：97.86％
４月中旬～６月中旬に民生委員による調
査を実施。調査結果を民生委員の地域活
動に生かせるよう、民生委員との連携を
図っている。

P50-3-2
高齢者・障がい者等生活支
援事業の広報・PR

高齢福祉課　等
市報への掲載や利用パンフレットの作成な
どを行い、制度の周知を図ります。

＊民生委員・児童委員だけでなく、自治会や地
域の団体との連携が必要となっています。

◇民生委員・児童委員や老人クラブなどの協力に
より、福祉サービスの周知を行います。

①

佐賀市のホームページに高齢者福祉サー
ビスのご案内（データ）を掲載した。
担当地区で気になる高齢者について、お
たっしゃ本舗と連携し福祉サービスの導
入を行っている。

P50-3-3
生きがいデイサービス、生
活支援サービス

高齢福祉課　等

●生活支援員派遣
社会適応困難な高齢者に日常生活や家事に
対する支援・指導を行います。
●短期宿泊
社会適応が困難な高齢者に短期間の宿泊で
要介護状態への進行を予防し、日常生活で
の自立を促します。

＊短期宿泊について、利用者から利用方法など
の要望があり、制度を含めた利用方法の検討が
必要です。

◇日常生活の自立に向けた支援・指導という事業
の目的を利用者に理解してもらい、地域包括支援
センターなど事業所との連携によって適切な利用
を推進します。

①

◆生活支援員派遣利用者:12名（平成27
年2月現在）
◆短期宿泊利用者:0人（平成27年2月現
在）
今後も利用方法について検討する必要が
ある。

P50-3-4
軽度生活支援事業

高齢福祉課　等
自立した生活の継続と介護予防のため、生
活支援が必要な高齢者に軽易な援助を行い
ます。

＊山間部などでは支援員が不足しているため、
代替として他のサービスを利用しなければなら
ない地域があります。

◇市内全域で確実にサービスが利用できるよう
に、受託事業者と事業の充実に向けた協議・調整
を行います。

①

◆利用者:94人（平成27年2月現在）
介護保険に該当しない方々のニーズは高
いが、一方で軽易な支援を超えたニーズ
も多いため、その都度受託業者と話し
合っている。

P50-3-5
子育て応援隊（母子保健推
進員）による活動

地域住民
養成講座の終了生が乳児宅への訪問、情報
提供、サークルやサロンへの協力などの活
動を行なっています。

＊育児中の親が社会的に孤立しないよう、育児
支援者の養成やネットワークづくりが必要と
なっています。

◇地域における母子保健活動の担い手となる人材
を養成するとともに、地域に密着した活動ができ
るように支援していきます。

①
乳児・妊産婦の家庭訪問、育児に関する
情報提供、地域のサークルやサロン等の
協力を行っている。

＜基本目標＞充実した福祉サービス

＜基本方針＞住民の立場に立った福祉施策

P50-3
適正な福祉サービ
スの提供
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基本施策 関連する主な取り組み 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 方向性 今年度の進捗状況

P52-1-1
病院群輪番制病院運営事業

健康づくり課
日曜、祝日等に入院が必要な救急患者の診
療を行うため、二次救急医療機関が輪番で
開院しています。

＊地区や医療機関の間で、当番日の偏りがない
ように調整を図る必要があります。

◇休日などの入院救急医療の確保を図るため、事
業を推進していきます。

①
佐賀市、小城市、多久市の３市の医療機
関による輪番制で実施（年間７2日）

P52-1-2
元気づくり高齢者事業

高齢福祉課

生活機能の維持または向上を目的として、
専門士による指導を行う教室を新たに５教
室開催し、介護予防事業などを行っていま
す。

＊より効果的な事業運営を目指して、事業の在
り方・運営方法などを検討する必要がありま
す。

◇生活機能の向上を目指し、内容をより充実した
教室を市内各所で実施していきます。

②
老人福祉センターや保健センター等13
会場で４８教室開催している。

P52-1-3
各関係機関が集まり対応策
の検討

自立支援協議会
地域における障がい福祉に関し、関係者に
よる連携及び支援体制の協議を行うための
会議を開催しています。

＊対象者の抱える課題が多様化・複雑化してき
ており、方策・改善策の提案や結論を出すこと
ができない場合があります。

◇関係機関や団体からの意見や助言を得ながら、
自立に向けた支援を継続して行えるよう事業の推
進を図ります。

①
8月と2月の2回会議を開催し、関係機
関の連携、支援体制の協議を行った。

P52-2-1
成年後見制度の活用促進

障がい福祉課
高齢福祉課
福祉総務課

県社会福祉士会に委託し、個別相談に応じ
ています。また、市申立てなどに要する経
費を助成します。

＊制度を利用する人たちが増えると考えられる
ことから、制度の普及啓発をさらに促進する必
要があります。

◇民生委員・児童委員や高齢者及び障がい者とそ
の家族などを対象としたセミナーのほか、様々な
機会を捉えて制度の普及啓発の促進に努めます。

②

【高齢福祉課】
◆市長申立・・・13件（1月末現在）
◆報酬助成・・・2件（1月末現在）
◆平成27年3月18日に市民向けのセミ
ナーに加え法律相談会を実施予定。
【障がい福祉課】
特別支援学校等における研修会で保護者
や教職員に対し制度の周知を図った。

P52-2-2
福祉サービス利用援助事業
の促進

社会福祉協議会
県社会福祉士会

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい
者の方など、判断能力が不十分な方に対し
て、福祉サービスの利用手続きや金銭管理
のお手伝いをして、安心して暮らせるよう
サポートしています。

＊相談内容がより複雑化してきており、福祉
サービス利用援助事業を越えて成年後見制度へ
の取り組みが必要なケースなどもあり、他の事
業との連携も踏まえた推進が必要となっていま
す。

◇社会福祉協議会が成年後見人として活動するこ
とも視野に入れ、利用者が安心して暮らせるよう
に様々な制度の活用・連携を推進します。

①
②

福祉サービスの利用援助事業について
は、利用者が増加しており、特に若年層
の利用者が増えている。
社会福祉協議会では、成年（法人）後見
事業については、始まったばかりである
が、家庭裁判所からの受任依頼があり、
本格的に事業を開始しました。

P52-3-1
地域共生ステーション（宅
老所・ぬくもいホーム）開
設支援事業

高齢福祉課
宅老所などの開設にかかる施設整備費およ
び初年度整備費の一部を補助します。

＊開設する地域にかたよりが見られます。
◇未設置校区に優先的に補助を行っており、さら
なる制度の周知を図ります。

①
平成26年度は大詫間小学校区に1箇所
開設予定。

P52-3-3
生活支援団体による活動

NPO
ボランティア
社会福祉協議会

高齢者や障がい者の日常生活のため、ＮＰ
Ｏやボランティア団体が様々な活動に取り
組んでいます。

＊利用者からの様々な要望に対して、希望に応
えられるような体制の整備が必要となっていま
す。

◇要望に応えられる体制を取りながら、引き続き
支援活動を継続します。

①

既存の交通機関による移動が困難な在宅
の高齢者や身体障がい者に運転ボラン
ティアの協力を得て、移送サービスを
行った。

◇会員獲得のため、広報活動の充実を図ります。
◇複雑・多様化した依頼内容が有償ボランティア
であるサポート会員の負担にならないように、事
務局として依頼会員とサポート会員の調整を円滑
に行います。

＊サポート会員が不足していることや、依頼内
容が多様化・複雑化してきて対応や受け入れが
困難な場合もあります。

保育幼稚園課

P52-3-2
佐賀市子育てサポートセン
ター事業

●サポートママ
登録したサポート・ママを紹介し、新生児
を迎えての生活にスムーズに移れるよう援
助します。
●ファミリーサポート
子どもの預かりなどをお願いしたい方と、
お手伝いをしたい方をコーディネートし、
子育ての環境を整備します。

・子育ての支援に関心がある人に向け
て、登録説明会を開催し、サポート会員
の獲得を図った。また、会員獲得のため
にチラシを作成し、公民館や図書館等に
配布したほか、市報、ホームページ、ぶ
んぶんテレビ等を活用して、幅広く広報
活動を実施した。
・サポート会員の活動支援のために、
フォローアップ研修会を年４回開催し
た。また、特に複雑・多様化した依頼内
容に対しては、サポート活動が円滑に進
むように、子育てサポートセンター全体
で対応を検討して、助言等を行い、依頼
会員とサポート会員間の調整を図った。

P52-3
日常生活の支援

P52-2
高齢者や障がい者
の権利擁護

P52-1
保健・福祉・医療
の連携強化

①

＜基本方針＞生活支援の充実

＜基本目標＞充実した福祉サービス
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