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第１章 計画の概要 

１．計画策定の趣旨 

平成 30 年の社会福祉法改正において、本計画は、地域における高齢者の福祉、障がい

者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項を記載する、いわゆ

る上位計画として位置づけられ、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定めるよう努

めることとされました。 

これまで分野ごとに「縦割り」で支えていた地域の高齢者や子育て世帯、障がい者など

の地域住民の暮らしにかかわる個々の地域生活課題に対し、包括的な対応を地域づくり

とあわせて進めることや持続可能な地域づくりと結びつけた取組を進めることが求めら

れています。 

  

■地域福祉計画・地域福祉活動計画について 

地域福祉計画 

地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条基づく行政計画です。 

本計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地

域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために、必要とな

る施策の内容や量、体制について、庁内関係部局や支援関係機関、

専門職を含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備していくた

めの計画です。 

地域福祉活動計画 

地域福祉活動計画は、地域福祉計画に基づき社会福祉協議会が策

定する地域福祉の推進を目的とした実践的な活動・行動計画です。

地域における福祉課題の解決を目指し、住民・地域・福祉サービス

事業者・ＮＰＯなどの主体的な活動とそれを支える社会福祉協議

会の活動について、お互いに連携しながら、地域福祉活動を具体

的、かつ明確化した計画です。 

 

■社会福祉法（抜粋） 

第４条（地域福祉の推進） 

 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行

う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域

住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆ

る分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければな

らない。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とする地域住

民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となる

ことの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、

保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の

地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、

あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課
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題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援

関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 

 

 

 

 

第１０６条の３（包括的な支援体制の整備）※令和３年４月１日施行 

 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実

情に応じた次に掲げる施策の積極な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び

支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活

課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

 一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、

地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する

研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備

に関する施策 

 二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求

めることができる体制の整備に関する施策 

 三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を

行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的

な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関

する施策 

２ （略） 

 

 

 

 

第１０７条（市町村地域福祉計画） 

 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計

画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。 

 一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共

通して取り組むべき事項 

 二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

 三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

 四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 五 前条（第１０６条の３）第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号

に掲げる事業に関する事項 

２～３ （略） 

 

  

地域住民等（地域住民や福祉関係者）が、「地域生活課題」を把握するとともに、支援関係

機関と連携し、課題の解決を図るように留意するよう定め、地域福祉推進の理念が明確化さ

れました。 

重層的支援体制整備事業をはじめとして、地域づくり、身近な地域で相談を受け止める場の

整備、課題を解決するネットワークの整備などを実施することで、包括的な支援体制を整備す

ることが、市町村の努力義務とされました。 

市町村地域福祉計画について、その策定が努力義務とされ、高齢者、障がい者などの福祉

の各分野における計画の「上位計画」と位置づけられました。 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、社会福祉法第１０７条の規定に基づいて策定されるものです。「佐賀市高齢

者保健福祉計画」「佐賀市障がい者プラン・障害福祉計画」「佐賀市子ども・子育て支援事

業計画」「佐賀市健康づくり計画」のほか、各分野の具体的施策を定めた関連計画の上位

計画と位置づけ、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定めるものです。 

また、本計画を実行するための活動・行動のあり方を定める「地域福祉活動計画」につ

いても一体的に策定し、効果的に事業を行います。 

なお、本計画の実施にあたっては、本市のまちづくりの指針である「第２次佐賀市総合

計画」を最上位計画とし、防災、教育、都市整備などのあらゆる分野との連携を図りなが

ら推進します。 

 

＜計画の位置づけ＞ 
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３．計画の期間 

本計画の期間は令和３年度から令和７年度までの５年間とします。なお、社会情勢や

市民ニーズの変化などに対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 
 

  

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7H20～H22 Ｈ23～Ｈ27

第１期計画 第２期計画 第３期計画 第４期計画
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４．計画の策定体制と市民参画 

 

＜計画の策定体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住民アンケート 

【方法】 
地域福祉やその推進にかかわる事項についての意識調査で、調査票を郵送で配
布・回収する方法で実施。 

主な設問項目： 
● 近隣者とのつながりについて ● 相談相手について 
● 福祉に対する考えについて ● 災害時の対応について 
● 地域活動、ボランティア活動への参加について 

【調査対象／回収率】 【調査時期】 
無作為抽出した 18歳以上の住民及び 
佐賀市に１年以上居住の者の中から 5,000人 令和２年１月 
回答者数：1,769 件（回答率：35.4％）  

地域活動団体などへのヒアリング調査 

【方法】 
地域で活動している組織・団体、市民活動団体にヒアリングシートを送付し、そ
れを基に聞き取り調査を実施。 

主な設問項目： 
● 地域における福祉課題について ● 他団体との連携について 
● 地域福祉推進に向けて必要なことについて ● 市や市社会福祉協議会との連携について 
● 団体の活動上の課題について ● 今後取り組みたいことについて 

佐賀市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進委員会 

第１回：住民アンケート結果の報告、第３期計画の進捗状況、第４期計画の改定に
ついて（令和２年９月 29 日） 

第２回：第３期計画の進捗状況について（令和元年度実績分）、第４期計画骨子案・
素案について（令和２年 10 月 27 日） 

第３回：計画素案についての協議、地域活動団体へのヒアリング結果の報告 

（令和２年 11 月 16 日） 

第４回：計画素案についての協議（令和２年 11 月 25 日） 

第５回：計画素案についての協議（令和〇年〇〇月〇〇日） 

第６回：パブリックコメント結果の報告、計画案についての協議、承認 
    （令和３年〇月〇日） 

現
状
・
課
題
の
抽
出 
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５．「自助」「互助」「共助」「公助」の役割 

「佐賀市地域福祉計画・地域福祉活動計画」では、地域での助け合いや支え合いによる

福祉に関する取組を示しています。 

具体的には、住民一人ひとりの役割や、地域において取り組むこと、行政機関などがど

のような支援を行っていくのかなどについて描き、「自助」「互助」「共助」「公助」の４つ

の視点で整理することができます。 

地域福祉活動を進めるには、公的サービスが整備されるだけでなく、住民一人ひとり

が自分自身や家族と協力し解決すること（自助）や、近隣の身近な人がお互いに助け合

い・支え合うこと（互助）の再構築の必要性が叫ばれています。また、地域活動・地域福

祉活動を行う人たちや地域の事業所などが連携し、それぞれの役割や特性を活かして活

動をしていくこと（共助）の重要度がますます高まっています。 

市は、公的な制度による福祉サービスの整備や、自助・共助を支援していくこと（公

助）により、地域と協働しながら地域福祉を進めていきます。 
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＜地域福祉の向上に向けた４つの助け合い・支え合い＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自
じ

助
じょ

 

個人や家族による助け合い・支え合い 

（最も身近な個人や家族が解決にあたる） 

 

共
きょう

助
じょ

 

地域で暮らす人たちや地域活動・地域福祉活動を行う人たち、地域の事業所、行政な

どが協働しながら、組織的に協力し合う制度化された助け合い・支え合い 

（「地域ぐるみ」で福祉活動に参画し、地域社会全体で助け合い、支え合う） 

 

公
こう

助
じょ

 

保健・福祉・医療その他の関連する施策に基づく、公的な制度としての福祉サービスの

提供による支え 

（行政でなければできないことは、行政が公的サービスとして行う） 

互
ご

助
じょ

 

身近な人間関係のなかでの自発的な制度化されていない助け合い・支え合い 

（近隣の身近な人や別居する家族などが互いに助け合い、支え合う） 
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＜「自助・互助・共助・公助」による対応のイメージ＞ 

 自助のみによる対応例         自助・互助・共助・公助による対応例 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近所づきあいのなかで、夫は困りごとの助け

を求め【自助】、隣近所は夫の日常的な生活

の手助け（ごみ出しの手伝いや夕飯のおすそ

分けなど）をする【互助】。 

③しばらくして、妻が退院する

が、歩行に不自由が残ってし

まう。 

夫は入院していた頃以上に、

妻の介護や家事などに努力

【自助】するが、日を追うご

とに疲れ果てていき、妻にき

つくあたってしまうことも

見られるようになる。 

行政からの支援【公助】を受けながら、地域

の人たちが役割分担をしながら協力し合っ

て、地域ぐるみで見守りや手助けを行ってい

く【共助】。 

②ある日、妻が転倒して足を骨

折し入院、生活が一変する。 

夫は妻の介護や家事などに

努力【自助】するが、疲れは

隠せない。 

①地域に高齢の夫婦ふたり 

暮らし世帯がある。 

こうした世帯があることを地域で把握し、情

報を共有しながら見守り活動を進める。 

介護保険制度による訪問介護や通所介護、市

の高齢者福祉サービスである介護用品給付

サービスなどにより、支援を行っていく。 

行政と協力【公助】し合いながら、民生委員・

児童委員などが家庭訪問し、福祉サービスな

どについての情報提供を行う【共助】。 

地域の見守り活動のなかで、妻の介護や家事

などについての困りごとや悩みごとの相談

にのる。 

近所づきあいのなかで、家族の状況を伝え

【自助】、近隣で互いに声をかけ合い、困り

ごとを相談し合う【互助】。 

自助・互助 

近所づきあいのなかで、何か困ったことはな

いか、お手伝いできることはないか、互いに

声をかけ合う。 

互 助 

自助・互助 

共 助 

共 助 

共助・公助 

共助・公助 

公 助 
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第２章 佐賀市の地域福祉をめぐる概況 

１．少子高齢化の進行 

 

本市の総人口は令和２年３月 31 日時点で 231,896 人であり、そのうち 65 歳以上の高

齢者が 65,116 人、高齢化率は 28.1％となっています（図表 1、図表 3）。年齢階層別に

みると、男女とも 45 歳～49 歳と 65 歳～69 歳の人口が多くなっていますが、女性では

85 歳以上の人口が突出して多くなっています。 

校区別で人口を見てみると、人口が最も多いのが兵庫校区であり、15,623 人となって

います。一方で、人口が最も少ない校区は北山東部校区であり、363 人となっています

（図表 2）。このように、本市の中でも校区別で人口や世帯数の差が大きく、今後もそれ

ぞれの校区の状況に応じた地域福祉のあり方を検討していく必要があります。 

また、45 歳以上の人口と比較して、45 歳未満の人口が相対的に少なくなっていること

から、今後本市の高齢化はさらに進行していくものと予想されます。 

人口の推移をみてみると、総人口は平成 23 年以降、若干の増減はあるものの、おおむ

ね横ばいから微減傾向で推移していることが分かります。内訳をみると、15 歳未満であ

る年少人口は平成 23 年以降減少を続けているのに対し、65 歳以上の老年人口は急激に

増加しています。年齢３区分別の人口割合をみると、平成 23 年以降、少子高齢化は継続

して進行しており、令和２年までの 10 年間で高齢化率は 5.1 ポイント上昇しています

（図表 3 エラー! 参照元が見つかりません。）。 

本市の高齢化率を県、国と比較すると、国の平均値と同程度で推移していることが分

かります（図表 4）。一方、県の平均値と比較すると低い水準で推移しています。 

少子高齢化の進行は、若年労働力の減少による経済成長の衰退にとどまらず、何らか

の支援が必要な高齢者が増大するとともに、年金、医療、介護などの社会保障分野におけ

る現役世代の負担増をもたらし、社会経済全体に大きな影響を及ぼします。そのため、高

齢者に就労や社会参加を促したり、健康寿命を延伸するための取組を進めたりすること

で、持続可能な社会保障制度や活力ある地域社会を創出していくことが必要となってき

ます。 
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図表 1 人口ピラミッド 

 
資料：住民基本台帳（令和２年３月 31 日時点） 

 

図表 2 小学校区別人口及び世帯数の推移 

 
資料：市民生活課（各年３月 31 日時点） 
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勧興 3,445 6,680 3,082 3,598 3,316 6,624 3,041 3,583 129 56 41 15 3.89 0.85

循誘 4,530 8,775 4,055 4,720 4,310 8,803 3,970 4,833 220 △ 28 85 △ 113 5.10 △ 0.32

日新 4,416 9,269 4,368 4,901 4,279 9,365 4,406 4,959 137 △ 96 △ 38 △ 58 3.20 △ 1.03

赤松 3,837 8,260 3,833 4,427 3,649 7,993 3,698 4,295 188 267 135 132 5.15 3.34

神野 5,596 11,402 5,253 6,149 5,340 11,381 5,298 6,083 256 21 △ 45 66 4.79 0.18

西与賀 2,495 5,703 2,596 3,107 2,553 6,040 2,802 3,238 △ 58 △ 337 △ 206 △ 131 △ 2.27 △ 5.58

嘉瀬 2,083 4,838 2,222 2,616 1,998 4,962 2,275 2,687 85 △ 124 △ 53 △ 71 4.25 △ 2.50

巨勢 2,361 5,512 2,614 2,898 2,178 5,301 2,545 2,756 183 211 69 142 8.40 3.98

兵庫 6,476 15,623 7,396 8,227 6,072 15,151 7,135 8,016 404 472 261 211 6.65 3.12

高木瀬 6,189 13,986 6,543 7,443 5,924 13,857 6,479 7,378 265 129 64 65 4.47 0.93

北川副 5,446 12,573 5,882 6,691 5,180 12,445 5,807 6,638 266 128 75 53 5.14 1.03

本庄 5,761 12,044 5,902 6,142 5,522 11,869 5,796 6,073 239 175 106 69 4.33 1.47

鍋島 5,577 12,844 6,098 6,746 5,508 13,313 6,334 6,979 69 △ 469 △ 236 △ 233 1.25 △ 3.52

金立 2,055 4,482 2,168 2,314 2,021 4,692 2,244 2,448 34 △ 210 △ 76 △ 134 1.68 △ 4.48
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川上 2,134 5,749 2,728 3,021 1,984 5,763 2,718 3,045 150 △ 14 10 △ 24 7.56 △ 0.24

松梅 364 947 452 495 370 1,020 503 517 △ 6 △ 73 △ 51 △ 22 △ 1.62 △ 7.16

春日北 3,162 7,749 3,696 4,053 3,008 7,575 3,570 4,005 154 174 126 48 5.12 2.30

富士 1,007 2,348 1,112 1,236 1,017 2,572 1,212 1,360 △ 10 △ 224 △ 100 △ 124 △ 0.98 △ 8.71

北山 320 848 425 423 355 979 477 502 △ 35 △ 131 △ 52 △ 79 △ 9.86 △ 13.38
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三瀬 498 1,267 620 647 491 1,330 649 681 7 △ 63 △ 29 △ 34 1.43 △ 4.74
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中川副 2,159 5,751 2,718 3,033 2,136 6,041 2,853 3,188 23 △ 290 △ 135 △ 155 1.08 △ 4.80
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図表 3 年齢３区分別の人口と人口割合の推移 

 
資料：住民基本台帳（各年３月 31 日時点） 

 

図表 4 高齢化率の推移 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日時点） 
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２．支援を必要とする人の増加 

 

高齢化の進行に伴い、介護など、日常生活の支援を必要とする人も増加しています。 

本市における 65 歳以上の要介護認定者数及び要介護認定率（介護保険第１号被保険者

数に対する要介護認定者数の割合）の推移は図表 5 に示すとおりですが、要介護認定者

数は平成 23 年以降増加を続けており、令和２年までの 10 年間で約 1.3 倍となっていま

す。また、要介護認定率の推移は横ばいとなっており、現在は、おおむね 20％前後で推

移しています。 

また、障がい者手帳所持者も増加傾向にあります（図表 6）。平成 23 年から令和２年

にかけて、手帳所持者は全体で約 1.1 倍となっています。障がい種別ごと比較すると、身

体障がい者手帳所持者、療育手帳所持者は全体の傾向と同様ですが、精神障がい者保健

福祉手帳所持者は約 1.9 倍と大きく増加しています。身体障がい者手帳の所持者は令和

元年にかけて減少に転じていますが、身体の障がいは加齢に伴う要因が大きいことから、

今後、再び増加に転じる可能性が考えられます。 

ひとり親世帯も年々増加傾向にあり、平成２年には 1,547 世帯であったのに対し、平

成 27 年では 1,870 世帯となっており約 1.2 倍となっています。（図表 7） 

要介護認定者や障がい者、ひとり親などの何らかの援助が必要な人の増加により、介

護や介助を行う家族の負担も大きくなります。要介護者や家族介護者などへの支援やサ

ービスの提供のほか、介護予防の取り組み、地域社会全体での支え合いの仕組みを作る

ことで、介護者の負担軽減を図る必要があります。 

 

図表 5 要介護等認定者数及び要介護等認定率の推移 

 
資料：介護保険事業報告（各年３月末時点）  
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図表 6 障がい者手帳所持者数の推移 

 

資料：障がい福祉課各年３月末日時点） 

 

 

図表 7 ひとり親世帯の推移 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日時点） 
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３．生活困窮世帯の増加 

 

本市の生活保護世帯及び受給者数は、平成 23 年以降、おおむね増加傾向で推移してお

り、令和元年３月末時点の生活保護受給世帯は 2,474 世帯、受給者数は 2,927 人となっ

ています（図表 8）。 

本市では高齢者世帯の受給が増加傾向にあることや、新型コロナウイルス感染症の流

行に伴う経済活動などの停滞により、今後さらに生活困窮世帯が増加する可能性も考え

られます。 

生活が困窮している世帯の多くは、経済的な問題以外に、精神疾患や身体障がいなど

の何らかの問題がある場合も多く、また、同居する家族なども何らかの支援が必要な状

況にあるなど、世帯内で複合的な困難を抱えている場合も少なくありません。 

生産年齢人口が減少を続けている本市において、各制度に基づく給付ももちろんです

が、地域社会において孤立を防ぐためには、日常的な声かけや見守り、多様な居場所づく

りなど支え合いの体制を進めていくことも重要です。 

 

 

図表 8 生活保護世帯の推移 

 
資料：生活福祉課（各年 3 月 31 日時点） 
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４．家族形態の多様化 

 

少子高齢化の進行や働き方・暮らし方や価値観の変化に伴い、家族の形態が多様化し

ています。全国的な傾向として、孫・子・親からなる３世代以上の世帯が減少する一方、

核家族世帯や単独世帯は増加を続けています。本市でも同様の傾向にあり、核家族世帯

は増加傾向となっています（図表 10）。 

また、高齢単身世帯や高齢夫婦のみの世帯が増加しており、平成 27 年時点で本市の親

族世帯数の約３割を占めています（図表 11）。 

家族形態の多様化や世帯人員の減少により、日常的なケアが必要な家族のいる家庭で

は、生活の不安や悩みを相談できる相手がいなかったり、家族の状況の変化を周りが気

づき支えるという関係を構築しにくくなったりするなど、地域社会から孤立することも

考えられます。 

このように、人とのかかわり方が大きく変わった今日、地域社会に求められることは、

身近な場所で相談ができる場の設置や、多様な人が参加できる居場所づくりの設置を進

めていくことで、人や地域とつながりを続けていくことの大切さを根付かせていくこと

が必要です。 

 

図表 9 世帯構成の推移 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日時点） 

※一般世帯総数は、世帯の家族類型「不詳」を含む 
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43,429 45,651 47,074 48,308 49,195 50,929

57.0% 55.5% 55.6% 55.2% 54.6% 54.8%

11,479 13,203 14,539 15,518 16,072 16,934

15.1% 16.0% 17.2% 17.7% 17.8% 18.2%

4,068 5,403 6,764 7,748 8,466 8,292

5.3% 6.6% 8.0% 8.9% 9.4% 8.9%

35.4% 40.9% 46.5% 49.9% 52.7% 49.0%

26,341 26,106 25,460 24,685 24,303 24,690

698 797 906 1,051 1,106 1,184

4,911 5,545 6,169 7,054 7,714 8,121

15,983 15,333 14,460 13,627 12,384 10,758

21.0% 18.6% 17.1% 15.6% 13.7% 11.6%

87 182 283 322 700 651

0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.8% 0.7%

16,669 21,126 22,910 25,188 27,848 30,456

21.9% 25.7% 27.0% 28.8% 30.9% 32.7%

3,264 4,400 5,590 6,736 7,903 9,588

4.3% 5.3% 6.6% 7.7% 8.8% 10.3%

19.6% 20.8% 24.4% 26.7% 28.4% 31.5%

うち、高齢者夫婦のみ
※下段の％は夫婦のみ
　世帯に対する割合

女親と子ども

その他の親族世帯

非親族世帯

単独世帯

うち、高齢者ひとり暮らし
※下段の％は単独世帯に対する割合

一般世帯総数

親族世帯

核家族世帯

夫婦と子ども

男親と子ども

夫婦のみ
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図表 10 核家族世帯の推移 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日時点） 

 

 

図表 11 高齢者のみの世帯数の推移 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日時点） 
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５．地域活動の状況 

（１）校区社会福祉協議会 

校区社会福祉協議会は、地域住民で構成された任意の団体であり、旧佐賀市（平成

１７年１０月１日以前の佐賀市）の１９小学校区に設置されています。 

「共に支え合う地域福祉のまちづくり」をスローガンに掲げ、地域や世代間の交流

事業を実践することで、福祉のまちづくりを推進しています。 

今後は、佐賀市社会福祉協議会の体制の見直しにより、令和２年度をもって各支所

が廃止となることから、支所管内においても、地域福祉の核となる校区社会福祉協議

会などの設立を目指し、誰もが安心して住み続けることができる地域づくりに努め

ていきます。 

 

（２）民生委員・児童委員 

民生委員・児童委員は、地域住民を見守り、住民の身近な相談相手や専門機関への

つなぎ役を担う、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。民生委員・

児童委員のなかには、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する主任児童委員

もいます。 

また、市内には、概ね小学校区単位で地区民生委員児童委員協議会が設置されてお

り、毎月開催される定例会議では、地域における福祉課題の情報を共有したり、課題

を抱える世帯の支援方法などを協議しています。 

自らも地域住民の一員でありながら、「住民に寄り添う相談・支援者」として活動

する民生委員・児童委員は、地域福祉を推進するうえで非常に重要な役割を担ってい

ます。 

 

（３）自治会 

自治会は、地域社会の発展と向上のため、防災や防犯活動、環境保全活動、親睦活

動、地域福祉活動を担っている地域生活において無くてはならない組織で、現在６６

３の単位自治会、３２の校区自治会長会があります。しかしながら、自治会加入率に

ついては、年々、微減傾向にあり、役員のなり手不足や活動の低下などの課題があり

ます。そのような中、近年多発する災害などにより、自治会の重要性が再認識されて

おり、住民のニーズに合った活動や運営のあり方が求められています。 
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（４）まちづくり協議会 

市では、平成２３年度から単位自治会の範囲を超える一定の区域（主に小学校区）

を基本に、自治会をはじめ、子ども会、老人クラブなどの各種団体が連携し、さまざ

まな地域生活課題の解決や地域活性化に向けた取組を行っています。 

市内の校区自治会数は３２か所で、令和２年４月１日現在３０校区に協議会が設

立されています。 

まちづくり協議会では福祉に関する部会も設置され、見守り活動などにも精力的

に取り組まれています。 

 

図表 12 まちづくり協議会の設置状況 

 
資料：協働推進課    

  

設立年度

本庄まちづくり協議会 嘉瀬まちづくり協議会

金立まちづくり協議会 -

諸富町まちづくり協議会 川上校区まちづくり協議会

北川副まちづくり協議会 -

東与賀まちづくり協議会 巨勢まちづくり協議会

兵庫まちづくり協議会 久保田まちづくり協議会

博愛の里中川副まちづくり協議会 西川副まちづくり協議会

新栄ふれあいまちづくり協議会 西与賀まちづくり協議会

神野まちづくり協議会 南川副まちづくり協議会

春日まちづくり協議会 開成まちづくり協議会

春日北まちづくり協議会 -

H27年度 勧興まちづくり協議会 鍋島まちづくり協議会

日新校区まちづくり協議会 循誘まちづくり協議会

高木瀬まちづくり協議会 -

赤松まちづくり協議会 蓮池まちづくり協議会

大詫間まちづくり協議会 -

若楠まちづくり協議会 久保泉まちづくり協議会

松梅まちづくり協議会 -

H29年度

H30年度

協議会名

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

H28年度
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（５）老人クラブ 

老人クラブの会員数は減少傾向にあります。６０歳以上の人口に対する老人クラ

ブ会員数の比率である加入率をみてみると、平成２３年では２１．９％であったもの

が、令和２年には１３．３％まで減少しています。 

 

図表 13 老人クラブの会員数と加入率の推移 

 
資料：高齢福祉課（各年 4 月 1 日時点） 

 

老人クラブには、会員相互の親睦を深めるという目的に加え、地域における福祉活

動の大きな一翼を担う役割が期待されています。多くの老人クラブがかかわってい

る地域における見守り活動や友愛ヘルプ活動などは、地域活動によるつながりを再

構築するとともに、地域福祉を推進していくうえで大変重要な活動となります。 

 

  

15,820 15,469
14,943

14,409
13,974

13,500
13,025

12,441

11,373
10,594

21.9%
21.0%

20.0%
19.1%

18.3%
17.4%

16.7%
15.8%

14.3%
13.3%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

会員数 加入率
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（６）子ども会 

子ども会への加入者は減少傾向にあります。子どもの数が減少していることや、子

どもを取り巻く環境が変化し、子育て世帯の地域活動に対する関心が低くなってい

ることが影響しているものと思われます。 

その結果、子どもたちのみならずその保護者たちも、地域活動を通した地域の人た

ちとのつながりが希薄化してしまうことが見受けられます。 

 

図表 14 子ども会の加入者数の推移 

 
資料：社会教育課 

 

一方、子ども会活動は、子ども自身が地域での活動に主体的にかかわることができ

る貴重な機会であり、同じ地域に暮らす年齢の異なる子ども同士が交流を深め合う

体験ができる大切な機会でもあります。 

若い世代を中心に近所づきあいが少なくなり、地域における顔のみえる関係性が

希薄化してきたとの指摘が多くみられるなか、子ども会活動は地域活動によるつな

がりを再構築するとともに、子どもの豊かな学びと将来につながる経験のために、大

変貴重な活動となります。 

  

12,081 11,765

9,632
9,059 8,794 8,602
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6,432
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1,229

0
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4,000

6,000
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14,000
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（人） 小学生 中学生
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第３章 計画の基本理念と基本目標 

１．計画の基本理念 

（１）背景 

人口減少や少子・高齢化は依然として深刻な状況であり、高齢者世帯や単身世帯の

増加が確実に進んでいます。そのため、担い手不足による地域の弱体化、交通弱者の

移動手段の確保、空き家・空き地の増加など、さまざまな地域生活課題が見受けられ

ます。 

また、個人においても価値観や生活様式の多様化や、地域や家族、職場における

「つながり」や支え合う力が脆弱になることで、問題を抱える人が地域社会から孤立

しているという状況があります。 

このように、個人や世帯が抱える課題に対し、これまでの各制度の下のサービスの

提供だけでは、解決できない問題が発生しています。 

（２）計画の方向性 

     人と人との「つながり」が薄れつつある現在において、高齢者や子ども、障がい

者、生活困窮者、在住外国人など地域で暮らす人々が、相互に人格と個性を尊重し

ながら、すべての住民が住み慣れた地域で、共に助け合い、支え合う取組を推進す

るとともに、福祉以外の教育、労働、交通、まちづくりなどの生活関連分野と連携

し、これまで解決できなかった地域生活課題の解決を図るための取組を推進します。  

（３）目指す姿 

これからは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超

えて、地域住民や地域の多様な主体が役割を持ち、つながることで住民一人ひとりの

暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会の実現を目指します。 

 

[基本理念] 

みんなが参加、みんなで福祉、みんなの安心 笑顔が輝く佐賀のまち 

～地域共生社会の実現を目指して～ 

 

第３期計画において「みんなが参加、みんなで福祉、みんなの安心 笑顔が輝く佐賀の

まち」を基本理念として地域福祉を推進してきましたが、本計画においてもこの理念を

継承しつつ、さらに地域共生社会の実現をより確かなものとするために新たな文言を追

加しました。  
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２．計画の基本目標 

 

計画の基本理念「みんなが参加、みんなで福祉、みんなの安心 笑顔が輝く佐賀のまち

～地域共生社会の実現を目指して～」を実現するために、次に挙げる３つの基本目標を

設定しました。 

 

 

[基本目標１] 

みんなの主体的な活動を促す地域づくり・人づくり 

 

誰もが主体的に地域福祉活動に参加できる地域を目指します。そのために、さまざま

な人々が出会い、お互いを知る交流の場や居場所の充実を図るとともに、ボランティア

活動や市民活動の活性化を図ります。また、住民相互の理解、福祉や人権に関する教育・

啓発、地域における福祉課題の学びの場の充実を図り、「我が事」として地域福祉に参画

する人づくりを進めます。 

 

[基本目標２] 

地域で安心安全な暮らしを支える体制づくり 

 

近年、台風や豪雨などの大規模な災害が多発していることや、児童への虐待、自殺など

の報道が続く中で、誰もが地域で安心して安全に暮らせる地域づくりを目指します。そ

のために、地域での助け合いや支え合いの仕組みを整えるとともに、地域で見守る体制

を強化するなど、いのちを守る支援の充実を図ります。 

 

[基本目標３] 

福祉サービスにつながる体制・仕組みづくり 

 

誰もが必要なときに適切な福祉サービスを利用できる体制・仕組みづくりを進めます。

そのために、福祉サービスの情報が伝わりやすい提供方法の検討や、誰もが住み慣れた

地域で自分らしく暮らすことができるような支援体制を整備します。また、複雑化・深刻

化した課題の解決に向けて、アウトリーチによる支援の充実を図り、重層的な相談支援

体制の充実を図ります。 
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３．計画の体系 
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し
て
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基本理念 基本目標 施  策 取  組 

１ 

み
ん
な
の
主
体
的
な
活
動
を
促
す 

地
域
づ
く
り
・人
づ
く
り 

１ 地域でのつながりや 

参加機会の充実 

子どもから大人まで集える 
交流の場や居場所の充実 

２ 
地
域
で
安
心
安
全
な
暮
ら
し
を 

支
え
る
体
制
づ
く
り 

ボランティア活動・市民活動
の推進 

住民相互理解の教育・啓発
の充実 

身近な福祉課題の学びの場
の充実 

２ 学ぶ機会の充実 

１ 地域における福祉 

活動の推進 

身近な助け合い・支え合いの
推進 

生きがいづくり・健康づくりの
推進 

早期発見につながる見守り 
体制の充実 

災害時の避難体制の充実 

２ いのちを守る支援の 

充実 

３ 
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サ
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ビ
ス
に
つ
な
が
る 

 
 
 

体
制
・仕
組
み
づ
く
り 

１ 福祉サービスの適切な 

利用の推進 

２ 重層的な相談支援 

体制の推進 

伝わりやすい情報発信の 
充実 

権利擁護の推進 

地域で受け止める相談体制
の推進 

アウトリーチによる伴走型 
支援の推進 

分野を超えた横断的な相談
支援の推進 

生活困窮者等の自立支援の 
充実 
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＜地域共生社会の実現に向けた取組イメージ＞ 
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第４章 施策の展開 

基本目標１ みんなの主体的な活動を促す地域づくり・人づくり 

１．地域でのつながりや参加機会の充実 

（１）子どもから大人まで集える交流の場や居場所の充実 

【現状と課題】 

少子高齢化や単身世帯の増加などによる家族形態の変化、携帯電話やインター

ネットの普及、個人の価値観やライフスタイルの多様化などにより、地域への関心

がない人や地域との関わりを持たない人、地域社会で孤立する人が増えています。 

最近では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、外出や他人とのコミュニケ

ーションの機会が減り、気持ちが落ち込んだり、不安になるといった心の不調を抱

える人も多くいます。 

地域住民のつながりを回復し、相互理解を深めるためには、世代、性別、国籍などの

さまざまな違いを超えて、多様な人が気軽に立ち寄り、安心して参加できる身近な居場

所や交流の場（機会）を感染症予防対策をしながら継続していくことが重要です。 

 また、子どもたちの食の支援を目的とした子ども食堂についても、子どもの居場

所というだけでなく、多世代の人をつなげる場所として活用ができます。 

 

● 市民の声 

・交流や外出の機会が減少している。 

・高齢者や子ども、障がい者などの属性で分けるのではなく、同じ所で交流する

ことによって、思いやりの気持ちや偏見をなくすことが出来るのではないか。 

・マンション住民と地域とのつながりがなく、子どもがどこの小学校に通学して

いるかも分からない。 

● アンケート結果（意見）より 

・近所の人とのつきあいの中で、「非常に親しく付き合っている」または「親し

く付き合っている」と回答した割合が、約３５％ありました。 

・高齢者も障がい者もお互いに支える場所があるとよいと思う。 

・同じところで交流することで、思いやりの気持ちが生まれるのでは。ひきこもり

の子が気軽に行けて、親同士の交流ができる場が欲しい。 

 

【取組の方針】 

地域からの孤立を防ぎ、社会参加を促すため、公民館をはじめとした地域の拠点

において、これまで結びつきがなかった人と人とが世代や属性を超えて交流でき

る居場所や機会の充実を図ります。 
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自分や家族が取り組むこと 

 挨拶からはじめるなど、日頃から隣近所とのコミュニケーションを心がけます。 

 積極的に地域行事に参加し、地域の多くの人と交流の機会を持つことを心がけま

す。 

 地域で開催されるサロンやコミュニティカフェなどの交流の場を利用し、住民同

士による気にかけ合う関係性を維持します。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 地域の集いの場を活性化するために、参加しやすい雰囲気づくりや新たな集いの

場の設置を進めるなど、地域の交流の場の充実に努めます。 

 家族介護者もしくは子育て中の保護者などがお互いに悩みを語り合う場や、多世

代、外国人など、多様な地域住民が参加しやすい交流の場を設けます。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 1 交流機会の場の充実 
コミュニティカフェなど年代を問わず誰もが集える

居場所づくりや交流事業を推進します。 

 

行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 1 交流活動の推進 

公民館などで開催されるサークル活動や学習会など

の充実を図るほか、孤立しがちな高齢者や障がい者

などの参加を促す交流活動を推進します。 

行- 2 交流の場の充実 

誰もが集える居場所や家族介護者などがお互いに悩

みを語り合えるような交流の場の充実を図ること

で、地域での支え合いを推進します。 
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（２）ボランティア活動・市民活動の推進 

【現状と課題】 

少子高齢化が進む中で、高齢者や障がい者、子育て中の人、妊産婦などの日常生

活で支援を必要としている人が、身近な地域で助け・支えられる活動がますます必

要となっています。 

また、ボランティア活動などの活性化に向けて、「できることをできる範囲で」

といったことを伝えながら、住民の自発的な活動を促すような仕掛けが求められ

てるほか、ボランティア団体や市民活動団体などが地域とつながる仕掛けも大切

です。 

 

● 市民の声 

・いつも見守り隊の方が朝立ってくださっているので車が多い所でも安心し

て学校へ行かせることが出きており感謝している。自分も出来る時が来た

ら少しでもだれかの役に立てればと思っている。 

・地域活動に参加してみたい。 

・ボランティア活動にも感心はあるが何から始めてよいかわからない。 

・地域に相談する人もなく時間ばかりがたっている。 

・少子高齢化が進み、地域の担い手も高齢化している。今後の地域活動も衰

退していくのではないか。 

● アンケート結果より 

・現在ボランティア活動に参加していると回答した人の割合は、３５．２％

で、前回調査（H26 年度）の１１．３％より、約２４％伸びています。 

 ・「住民としてできることは」という問いに対して、「地域活動に積極的に参加する」 

９．５％、「地域行事にできる範囲で参加する」が３３．６％、「できるだけ地域

の出来事に関心を持つ」が２２．７％と、合わせて半数以上を占めていました。 

 

【取組の方針】 

福祉活動の担い手を募るため、住民がボランティア活動や市民活動に参加しや

すい環境づくりを推進します。 
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自分や家族が取り組むこと 

 趣味や特技、経験などを活かし、積極的にボランティア活動や市民活動に参加します。 

 ボランティア育成講座などを積極的に受講します。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 地域行事などをとおして、若い世代や外国人などを含めた地域住民が、ボランテ

ィア活動に参加しやすいきっかけづくりを進めます。 

 ボランティア活動の拠点として活動できるように施設などを広く開放します。ま

た、ボランティア団体や市民活動団体の活動を周知し、新規メンバーを増やす取

組を進めます。 

 他のボランティア団体や市民活動団体との交流を深めることで、活動の幅を広げます。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 2 
ボランティア活動推

進団体との連携 

ボランティア活動の活性化に向けて、関係団体と連

携・調整を図ります。 

社- 3 交流・研修機会の充実 活動充実のため、情報交換や研修会の機会を設けます。 

社- 4 
参加しやすい環境づ

くり 

安心してボランティア活動ができるような環境づく

りに努めます。 

 

行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 3 
活動の周知と情報の

提供 

地域住民や地域団体などによるボランティア活動や

市民活動を広く周知し、活動の活性化を図ります。ま

た、活動に必要な情報を提供します。 

行- 4 

活動しやすい環境づ

くり 

活動の拠点として活用できるように、公共施設など

を広く開放します。また、市民活動の拠点施設である

市民活動プラザの利用促進を図ります。 

行- 5 

ボランティア団体や市民活動団体の育成とよりよい

協働のあり方を検討し、協働の取組を積極的に進め

ていきます。 
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２．学ぶ機会の充実 

（１）住民相互理解の教育・啓発の充実 

【現状と課題】 

地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人とがつながることで、地域をとも

に創っていく地域共生社会を実現するためには、認知症の方や障がい者、生活困窮

者、自宅に長くひきこもっている人、罪をつぐない社会復帰された人、外国籍の人

など、地域社会の中で生きづらさを抱えている人が、地域社会から受け入れられる

風土を醸成することが重要です。 

そのためには、国籍や性別などさまざまな壁を越えて互いを理解するための教

育や啓発を充実していくことが求められています。 

 

● 市民の声 

・小さい頃からの教育が一番大切。佐賀市は、福祉について意識を持つ人の育成に

力を入れるべき。大人は、子どもを優しさで育てていくような啓発活動をしてい

くべきだと思う。 

・「社会教育」の充実を期待している。 

● アンケート結果より 

・「近隣の外国籍の方との付き合いはありますか」という問いに、「親しくつきあっ

ている」または「挨拶する程度のつきあいがある」を合わせた数字が７．８％で

あった一方、「全くない」が４０．１％、「ほとんどない」が１５．１％と多くを

占めていました。 

 

【取組の方針】 

年齢や性別、国籍、障がいの有無にかかわらず、誰もが同じ社会の一員として尊

重される社会の実現を目指し、福祉や人権に関する学びの場や機会の充実を図り

ます。 
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自分や家族が取り組むこと 

 高齢者や障がい者、子ども、外国人の課題などについて理解を深めます。 

 福祉や人権に関する講演会や学習会などへ積極的に参加します。また、お互いの

違いを認め、相互理解を深めます。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 地域の社会資源や人材を活かしながら、福祉や人権などに関する学習会などを開

催し、かつ、その継続に努めます。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 5 福祉教育の推進 

地域を巻き込んだ福祉の啓発の機会を設け、高齢者

や障がい者などの相互理解を深め、地域福祉の教育

を推進します。 

社- 6 福祉人材の育成 

福祉医療教育系の大学などからの福祉実習生を積極

的に受け入れ、これからの福祉を担う人材の育成を

支援します。 

 

行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 6 

福祉教育の推進 

福祉や人権に関する幼児期からの教育や啓発の充実

を図ります。 

行- 7 
福祉現場におけるさまざまな人権問題について、人

権教育・啓発の取組を推進します。 

行- 8 
高齢者や障がい者への理解を深めるための体験や交

流を通じた福祉教育の取組を推進します。 

行- 9 職員出前講座の開催 
福祉や人権に関する職員出前講座を開催し、住民へ

の理解を促進します。 
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（２）身近な福祉課題の学びの場の充実 

【現状と課題】 

これまで地域福祉の推進のために、身近な福祉の課題を学ぶ機会の充実を図

ってきました。 

しかし、ひきこもりや虐待などといった複雑で深刻な問題に対する理解が進

んでいないこと、また、必要なサービスにつながらず、行政などからの適切な

支援につながっていない人も見受けられます。 

 今後、住民一人ひとりが互助、共助の意識を持ちながら地域福祉の主体とし

て取り組むために、身近な福祉課題を共有し、支援につなげていくことが大切

です。 

 

 

● 市民の声 

・地域生活課題の把握、住民との共有が必要。 

・地域福祉推進に向けて課題共有の会議（業種、地域を越えた）の開催が必要。 

・地域福祉推進に向けて、住民同士が気付いたことや困りごとの共有（誰かへのつ

なぐ意識づけ）が必要。 

● アンケート結果より 

・「福祉を推進するためにどうしたらよいか」という問いに、「福祉は行政と住民が

連携しながら協力して支え合うべき」という回答が６６．２％と最も多くありま

した。 

 

【取組の方針】 

「地域でお互いに助け合い、支え合う」という互助、共助の意識を高めるため

に、地域福祉に関する広報・啓発を行うとともに、身近な福祉課題について学ぶ

場の充実を図ります。 
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自分や家族が取り組むこと 

 身近な地域福祉の課題などについて学ぶ機会へ積極的に参加します。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 地域の集まりや地域活動のなかで、地域の資源や人材を活かしながら、身近な福

祉の問題などについて学ぶ機会を設け、みんなで地域生活課題を共有します。 

 より多くの人が学ぶ機会を得られるように、周知方法や広報を工夫するとともに、

誰もが参加しやすい環境づくりに努めます。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 7 地域福祉活動の啓発 

身近な福祉課題を住民自らが課題として考えていく

ための研修会や、福祉をテーマとしたイベントや講

演会、出前講座などを実施し、理解を深める取組を進

めます。 

 

行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 10 地域福祉活動の啓発 

住民とともに考えていく福祉をテーマとしたイベン

トや講演会、出前講座などを実施し、身近な福祉の問

題などについて理解を深める取組を進めます。 

 

  



- 33 - 

 

基本目標２ 地域で安心安全な暮らしを支える体制づくり 

１．地域における福祉活動の推進 

（１）身近な助け合い・支え合いの推進 

【現状と課題】 

身近な助け合いを進めていくうえで、第３期地域福祉計画の重点事業の一つに

「福祉協力員の設置」を掲げ推進してきましたが、いくつかの校区においては未

設置という状況です。人口減少など、これから社会が変わっていくなかで、地域

での見守りを継続的な活動として定着していくためには、住民同士の助け合い、

支え合いによる地域づくりを進めていくことが重要です。 

また、地域のつながりの希薄化により、ちょっとした困りごと（ごみ出し、買い

物、通院など）を誰にも頼れずに困っているという問題などには、隣近所で声をか

けあいながらお互い様の関係を築き、助け合っていく関係をつくっていくことが

大切です。 

 

● 市民の声 

・小学生や低年齢の時から、地域で支え合う事の教育をすれば身につくと思

う。 

・まずは隣近所と親しく付き合う事を基本として、班・地域単位に発展した

らいいと思う。我々が子供時代の田舎暮らしから助け合いの知恵を学んだ

事が、今日の財産になっていると思う。 

・買い物、通院などの移動手段に困っている。 

● アンケート結果（意見）より 

・「地域の人にして欲しい支援は」という問いに、「災害時の手助け」「安否確

認などの定期的な声かけや見守り」「日常的な話し相手・困ったときの相談

相手」の順に回答が多くありました。 

・近所に一人暮らしの人がいるが、日頃のつきあいがないと声がかけられない。 

・気軽に話せて相談できるつきあいが大切だと思う。 

 

【取組の方針】 

住民が自主的かつ継続的に支え合うことで、同じ地域で生活するみんなが孤立

することなく、安心して安全な暮らしができることを目指します。 
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自分や家族が取り組むこと 

 自分一人でできないことは、隣近所の人に支援や手助けをお願いします。 

 普段から挨拶や声かけなど、近所づきあいや地域でのコミュニケーションを大切

にします。 

 

身近なつきあいで取り組むこと 

 隣近所で気にかかる人がいるときには、見守りを心がけます。 

 災害時の避難には、隣近所で互いに声をかけ、助け合いながら避難します。 

 日常生活のちょっとした困りごと（ごみ出し、買い物、通院など）を抱えている

人に対し、隣近所で声をかけ合いながら、できる範囲で協力するなど、身近なと

ころで助け合い、支え合います。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 地域の組織・団体（自治会、校区社会福祉協議会、民生委員・児童委員、福祉協

力員など）が連携を図りながら、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、子

育て世帯、ひとり親世帯、障がい者などへの見守り活動などに取り組みます。 

 日常生活上で課題を抱え、専門的な支援が必要な人がいる場合は、行政機関や民

生委員・児童委員などへ連絡します。 

 

事業所などが取り組むこと 

 市民活動団体や福祉サービス事業所は、地域に開かれた事業活動を目指し、地域

の福祉活動に対して、積極的に協力します。 

 事業者は、配達時などの業務のなかで、異変を感じたときは支援関係機関へ連絡

するなど、子どもや高齢者などの見守り活動に協力します。 
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社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 8 地域支援の充実 
地域における住民同士の自発的な助け合いや支え合

いの地域づくりに向けて支援します。 

社- 9 見守り活動の充実 福祉協力員の活動を支援します。 

社- 10 
地域福祉推進組織へ

の支援 

地域福祉に主体的に取り組む住民組織を支援しま

す。また、校区社会福祉協議会が未設置の校区につい

ては、設置に向けて支援します。 

 

行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 11 地域支援の充実 
地域での住民同士の自発的な助け合いや支え合いの

地域づくりを推進します。 

行- 12 見守り活動の充実 
地域の中で、みんなで声をかけ合いながら見守る体

制を推進します。 
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（２）生きがいづくり・健康づくりの推進 

【現状と課題】 

我が国の平均寿命は、医学の進歩などにより急速に伸び、世界有数の長寿国とな

っています。しかし、その一方で、がんや糖尿病、心臓病、脳卒中などの生活習慣

病が増加しています。また、75 歳以上の後期高齢者の増加により、身体機能の低

下や認知症など、介護や周囲の人たちの支援が必要な高齢者も増加しています。 

全ての市民が健やかで心豊かに生活していくためには、生活習慣病の予防、健

康寿命の延伸、生活の質の向上を図ることが重要です。 

また、退職した高齢者などが、地域社会の中で役割を持っていきいきと生活で

きるよう、地域活動や交流活動、就労の場づくりなどさまざまな社会参加の機会

を提供することで、高齢者の健康づくりや生きがいづくりを支援していくことが

大切です。 

 

● 市民の声 

・担い手を必要とする取組と活動したい人をつなげたい。 

 

【取組の方針】 

住み慣れた地域で健康でいきいきと生活できるよう、健診などの情報提供を通

して、市民の健康意識の向上を図り、生きがいづくりや健康づくりに寄与する機会

や場を提供・支援するとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けて、高齢者の

介護予防の取組を推進します。 

 

 

 

自分や家族が取り組むこと 

 住民一人ひとりが年に１回は健康診査を受けることで、健康づくりの意識を高め、

生活習慣の改善など、健康づくりを実践し、自らの健康管理に努めます。 

 地域で開催される介護予防の自主的な活動や高齢者ふれあいサロンなどに参加

するなど、日常生活で継続して介護予防に取り組みます。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 隣近所、同世代など、気軽に集まることのできる仲間同士でウォーキングや散歩

を行うなど、ふれあいの一環として健康づくりの習慣化を行います。 

 地域の実情を踏まえて、高齢者ふれあいサロンなど生きがいづくりに向けた取組

を実施します。 
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事業所などが取り組むこと 

 自立に向けたセルフケア（自己管理）を支援していきます。 

 介護予防に向けた取組を支援していきます。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 11 生きがいづくりの推進 

地域包括支援センターとの連携に努め、高齢者ふれ

あいサロンなど介護予防に資する取組を支援しま

す。 

 

行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 13 周知・啓発 

自分の健康は自らつくるという意識の定着や健康で

あることの大切さを啓発します。また、高齢者の地域

社会活動の推進を啓発します。 

行- 14 情報収集・活用 

健診などを通じて、生きがいづくりや健康づくり、介

護予防に関する正しい情報の発信及び周知啓発をす

ることで、市民の継続的な取組を推進します。 

行- 15 地域参加活動の支援 
生きがいづくりや健康づくりなどへの参加活動を支

援します。 

行- 16 取組機会の充実 

高齢者が身近な場所で継続して生きがいづくりや健

康づくり、介護予防に取り組む機会や場を提供・支援

します。 
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２．いのちを守る支援の充実 

（１）早期発見につながる見守り体制の充実 

【現状と課題】 

近年、認知症の方などが行方不明になるケースが増加傾向にあるとともに、新型

コロナウイルス感染症予防により外出を控えている高齢者などへの見守りが難し

く、発見が手遅れになる場合もあります。 

このほか、育児や介護疲れ、過労、生活困窮などの生活不安ストレス、希薄な近

隣関係による地域社会からの孤立などが要因で、ひきこもりや虐待、孤独死、自殺

などが深刻な社会問題になっています。 

 これらは命にかかわる問題であり、状態が深刻化する前に早期発見、早期対応が

重要であることから、相談しやすい体制を整えながら関係者が密に連携を図り、支

援を強化していくことが大切です。 

 

● 市民の声 

・課題を抱える住民の早期発見、必要な支援へのつなぎが必要。 

● アンケート結果（意見）より 

・「住民が安心して暮らせるようにあなたができることは」との問いに、「見守り

や声かけ」が一番多くありました。 

・マンションだと近所つきあいが希薄なので、将来家の中で倒れた場合に気づいて

もらえないのではと心配しています。 

 

【取組の方針】 

虐待や行方不明、孤独死などの異変に対して、住民に理解や協力を求めながら、

早期発見や防止につながる見守り体制を強化します。 
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自分や家族が取り組むこと 

 認知症の方への対応や子どもや障がい者などへの虐待問題について理解を深め

ます。 

 認知症などの病気により行方不明になるおそれがある場合は、あんしん見守り事

前登録（情報を事前に市に登録する市独自制度）などを利用します。 

 

身近なつきあいで取り組むこと 

 隣近所で、高齢者の徘徊や虐待が懸念される場合には、見守りを心がけます。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 高齢者や子ども、障がい者に対する虐待を防ぐため、気になる家庭に対して、相

談活動に携わる人たちと近隣者が協力しながら見守りを進めます。 

 虐待と思われる様子に気がついたときには、警察や児童相談所、市などへ速やか

に連絡します。 

 家族介護者や子育て家族の保護者などが、互いに悩みを語り合い、休息がとれる

ような交流の場を設けるなどの充実を図ります。 

 

事業所などが取り組むこと 

 介護保険事業者などは、認知症サポーター養成講座キャラバンメイトとして参加

するなど、地域での認知症に関する啓発活動へ積極的に協力します。 

 高齢者見守りネットワーク（おたっしゃ見守りネット）に賛同し、さりげなく高

齢者を見守り、異変を早期に発見することで、安心して暮らせる地域づくりに協

力します。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 12 
課題の共有・連携の

仕組みづくり 

地域での見守り活動から発見される課題の共有、連

携の取組を推進します。 
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行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 17 認知症への理解促進 

地域や学校、住民が訪れる機会が多い事業所におい

て、認知症サポーター養成講座の開催を進めます。 

また、認知症高齢者を介護する家族を対象に、認知症

高齢者に対する具体的な接し方などを学ぶ場を企画

します。 

行- 18 
地域での見守り体制

の構築 

気になる方などへの見守りや早期発見のための取組

を地域と協力しながら推進します。 

行- 19 

虐待防止対策 

高齢者や子ども、障がい者に対する虐待問題につい

て、権利擁護の視点を含め、学ぶ機会の充実を図りま

す。 

行- 20 
虐待問題の相談に対応する連絡窓口の周知と支援関

係機関との連携を図ります。 

行- 21 

地域からの虐待に関する情報提供に対し、迅速に対

応できる体制と、きめ細かいケアや支援のさらなる

充実を図ります。 

行- 22 

弁護士や社会福祉士などによる専門職チームを設置

し、相談支援を行うことで、虐待問題対応者の能力向

上に努めます。 

行- 23 
虐待の被害にあった人を一時的に保護する施設につ

いて、いつでも対応ができるように努めます。 

行- 24 自殺防止対策 

いのちを守るための相談窓口の周知を図ります。ま

た、支援関係機関や民間団体などと緊密に連携し、庁

内外の関係団体や専門家などを構成員とする協議会

等を必要に応じて設置します。 
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（２）災害時の避難体制の充実 

【現状と課題】 

近年、地震や台風、大雨などの自然災害が多く発生し、災害時の安否確認や高齢

者・障がい者などの避難支援が必要な人（避難行動要支援者）の避難支援体制の強

化など、地域での支え合いの必要性が再認識されています。 

特に、避難行動要支援者の把握や避難を手助けしていただく避難支援員の確保

は、引き続き課題としてあがっています。 

このため、災害時の避難支援について、住民の意識を高めるとともに、日頃から

地域において積極的な交流や見守りの充実を図り、自助、共助、公助の避難体制を

強化することが必要となっています。 

 

● 市民の声 

・孤立しない取組（災害時などの連絡網や各自の避難先の把握）が必要。 

・災害があった際など、地域での支え合いが重要になってくると思う。 

・災害が起こった時に、みんなで助け合って、１人でも多くの命を助けるた

めにも、そのような情報共有できる場が必要。 

● アンケート結果（意見）より 

・「災害前の備えとして重要なことはどのようなことか」との問いに対して、

「危険個所の把握」「日ごろからの隣近所との挨拶、声かけや付き合い」の

順で回答が多くありました。 

・正直手助けしようにもどこまで踏み込んでいいのか分からず、災害時など

手助けが必要な方の意思表示をしていただければよいと思う。 

 

【取組の方針】 

災害時に円滑な避難行動がとれるように、日頃からの訓練や助け合い・支え合い

の地域づくりを進めます。 
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自分や家族が取り組むこと 

 災害時にすぐに避難できるように、防災情報に注意を払い、防災用品や避難経路、

避難場所などを確認しておきます。 

 市が実施する避難行動要支援者登録者名簿の作成や活用などにかかわる取組に

ついて理解し、避難支援など可能な限り協力します。 

 地域での防災訓練に積極的に参加します。 

 

身近なつきあいで取り組むこと 

 災害時には、隣近所の助け合いが重要になるため、日頃から声をかけ合える関係

づくりに努めます。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 地域に密着した安全マップの作成など、防災や減災のための意見交換の場や学習

会などを開催し、地域での防災意識を高めるために、防災訓練を実施します。 

 避難行動に支援を必要とする人を把握するとともに、日常的な見守りや生活支援

を通じて災害に備えた地域づくりを進めます。 

 自主防災組織活動を活性化し、災害時に支援し合える体制を整えます。 

 消防団への加入促進のため、消防団と自治会が協力し合って、地域の対象者の勧

誘活動を行います。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 13 
災害発生後の支援体

制整備 

災害ボランティアセンター運営マニュアルに基づ

き、設置に向けた訓練を実施します。 

また、災害発生後、必要に応じて災害ボランティアセ

ンターを設置します。 
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行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 25 情報提供・収集の充実 

住民の防災意識を高めるため、広報誌や学習会など

を通じて防災や減災などの情報提供や啓発の充実を

図ります。また、災害時の安否確認などについて、先

端技術を活用するなど、迅速な情報収集の方法を検

討します。 

行- 26 
地域支え合い活動の

推進 

自主防災組織の設立や活性化を図るため、情報提供

や啓発活動、自主防災訓練などへの支援、資機材の購

入や活動費の一部補助などを行います。 

行- 27 
避難行動要支援者の個別支援計画の策定及び避難支

援の確保に努めます。 

行- 28 

緊急時対応の充実 

災害時の迅速な対応を想定して、避難情報などの伝

達訓練や福祉機器を利用した避難訓練など実施しま

す。 

行- 29 

災害時に指定避難所での生活が困難な高齢者や障が

い者などの受け入れ先となる民間の福祉避難施設が

活用できるよう協議を進めます。 
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基本目標３ 福祉サービスにつながる体制・仕組みづくり 

１．福祉サービスの適切な利用の推進 

（１）伝わりやすい情報発信の充実 

【現状と課題】 

これまで活用してきた広報誌やホームページ、テレビ、ラジオ、新聞、タウン誌

などの情報媒体のほか、最近ではＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター、インスタ

グラム）を使った情報発信も広く使われています。 

福祉サービス情報の提供については、伝えるべき情報量は年々増加しており、ま

た、利用者の年齢や身体状況、生活環境など、個別のニーズに応じたさまざまな情

報発信の方法を検討することが求められています。 

 これまでさまざまな媒体を通じて情報発信を行ってきましたが、「情報が入手し

づらい」「本当に必要な人に情報が届いていない」といった声があげられており、

特に、在住外国人などに対しては、多言語対応の充実を図る必要があります。 

 福祉サービスを利用しやすい仕組みづくりを推進するためには、生活様式の変

化も視野に入れ、適切な情報媒体を選択し、必要な情報が必要な人に届くための取

組を進めることが大切です。 

 

● 市民の声 

・福祉サービスの情報が伝わりにくい。 

・情報提供も本当に必要とする人たちの目に届くような工夫が必要だと思

う。高齢者はネットを見ないし、市報を見ていてもすべての情報が出され

ているのか疑問に思う。 

・情報を回覧版で充分に知らせて欲しい。 

● アンケート結果（意見）より 

・「福祉サービスに関する情報をどの程度入手できているか」という問いに対

して、「あまり入手できていない」が５３．１％と一番多くありました。 

・毎日の生活に追われて情報が入ってこないのでもったいない。 

・ＳＮＳなど、気軽に調べたりするアプリがあればよいと思う。 

 

【取組の方針】 

福祉情報やサービスを的確かつ適切に伝えるため、伝わりやすい手段で、分かり

やすく情報を発信します。 
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自分や家族が取り組むこと 

 広報誌や回覧板などで、福祉サービスに関する知識を積極的に得るようにします。 

 福祉に関する講演会や学習会などに参加するよう心がけます。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 地域の組織・団体や自治会、校区社会福祉協議会、民生委員・児童委員、福祉協

力員などによる活動を福祉サービスの情報提供の機会として活用します。 

 

事業所などが取り組むこと 

 福祉サービス事業所では、必要な福祉サービスに関する情報を利用者やその家族

に対し、丁寧に説明します。また、施設見学会などを積極的に開催します。 

 社会福祉法人は、地域における公益的な取組を推進します。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 14 情報発信の充実 

社協だより「愛・あい」やホームページ、パンフレッ

トなどで、福祉サービスの情報提供の充実を図りま

す。 

また、個別のニーズにも対応できる内容で、誰にでも

読みやすくするなど工夫し、わかりやすい情報提供

に努めます。 

 

行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 30 

情報発信の充実 

市報やホームページ、パンフレットなどは、わかりや

すく、伝わるように工夫し、福祉サービスの情報提供

の充実を図ります。 

行- 31 

点字や音声コードなどの利用、多言語対応の充実を

図るなど、必要な情報が対象となる人に伝わるよう

に工夫します。 
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（２）権利擁護の推進 

【現状と課題】 

成年後見制度とは、意思能力が不十分な人に対して、後見人等が身の回りに配慮

しながら財産の管理や福祉サービスなどの契約を行い、本人の権利を守り生活を

支援する制度です。 

障がいなどのハンディキャップがある人が、安心して生活が送れるように、権利

と利益を守り、成年後見制度の更なる啓発及び円滑な利用に向けた支援を推進し

ます。 

また、高齢者や障がい者の権利擁護に関わる相談に対して、おたっしゃ本舗（地

域包括支援センター）、佐賀地区障がい者権利支援センター、市、社会福祉協議会、

佐賀県社会福祉士会などの支援関係機関が相互に連携し、多面的な支援を進めま

す。 

 

● 市民の声 

・姉たちが高齢でおたっしゃ本舗に何度か相談にのってもらい、とても心強

かった。 

● アンケート結果より 

    ・地域福祉計画・地域福祉活動計画改定のためのアンケート調査結果からは、判

断能力が不十分な方が地域で安心して暮らしていくために必要だと思う支援と

して「成年後見制度に関する情報提供や相談」（27.1％）、「成年後見人の申請手

続き」（17.8％）が挙げられており、市民の間に成年後見制度に関して一定の関

心があることが分かります。 

 

【取組の方針】 

市、社会福祉協議会も含めた支援関係機関で連携し、誰もが尊厳され、住み慣れ

た地域で自分らしい生活を送ることができるような支援体制を整備します。 
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自分や家族が取り組むこと 

 権利擁護に関する研修会などに参加し、理解を深めます。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 認知症や障がいのある方への理解を深め、地域で見守ります。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 15 成年後見事業の推進 
実施法人として受任拡大のための体制整備を図りま

す。 

社- 16 
成年後見制度等の利

用促進 
成年後見制度等の周知、広報に努めます。 

社- 17 

福祉サービス利用援

助事業（あんしんサ

ポート）の推進 

判断能力に不安を抱く人が、福祉サービスを利用し

ながら、安心して住み慣れた地域で生活できるよう

支援します。 

 

行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 32 
広報啓発及び相談支

援 

権利擁護に関する制度や理解の普及啓発を行なうと

ともに、相談支援体制を構築します。 

行- 33 担い手の育成 市民後見人の養成、フォローアップを行います。 

行- 34 

支援関係機関との連

携ネットワークの構

築 

権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築し、チ

ーム体制による支援を行います。 
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２．重層的な相談支援体制の推進 

（１）地域で受け止める相談体制の推進 

【現状と課題】 

困った時にどこに相談してよいか分からない人や介護と子育てなど一つの窓口

では対応できない悩みを抱えている人に対しては、ワンストップで受け止める窓

口の設置やどこに相談しても必要な支援につながるようにすることで、相談のた

らいまわしを防ぐことができます。 

 また、ひきこもりやごみ屋敷のような解決が難しい課題は、従来の支援だけでは

対応が難しいため、家族や地域住民が相談できる窓口の環境を整え、地域や行政、

専門の支援関係機関などが連携して対応することが求められてます。 

 

● 市民の声 

・何か困った時に、身近に相談できるところがあると心強い。 

・相談すべきことをどの窓口で相談したらいいのか分かりづらいと思う。窓

口での対応内容をわかりやすく表示してほしい。 

・高齢の方だと判断が低下されている場合が多いので何でも相談を受け付け

てくれる窓口を 1 ヶ所開設し、そこから専門の方（機関）へ引き継いでく

れる様な所があれば誰でも利用しやすいのではないかと思う。 

● アンケート結果（意見）より 

・生活上の・親族問題に関する相談相手について、「家族や親族」「市役所な

どの公的機関」「友人や知人」の順になっており、前回調査（H26 年度）

と比較し、公的機関に相談する人や家族・親族、民生委員・児童委員への

相談割合が増えています。 

・何か困ったときに、相談できるところが必ずあることが大切だと思う。 

 

【取組の方針】 

複雑かつ複合的な課題に対しては、多くの支援関係機関（者）で連携して対応す

る必要があるため、行政や各支援関係機関の支援の調整やネットワークづくりを

推進します。 
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自分や家族が取り組むこと 

 困っているときには悩みを一人で抱え込まず、早めに民生委員・児童委員などの

地域で相談支援に携わる人たちに相談します。 

 

身近なつきあいで取り組むこと 

 近所づきあいを大切にし、気軽に相談できる関係を築きます。 

 隣近所で気になる人がいるときは、見守りを心がけます。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 相談活動に携わる人たちは、日頃から地域において信頼関係を築き、相談しやす

い雰囲気づくりを心がけるなど、地域住民にとって気軽に相談できる環境をつく

ります。 

 

事業所などが取り組むこと 

 福祉サービス事業所は、利用者やその家族にとって、身近で、かつ専門性の高い

相談相手となるように努めます。 

 対象者の年齢や専門外の相談は、相談者が抱える課題を十分聞いた上で、関係す

る機関へつなぐか、複数の機関が連携して支援する必要がある場合は、情報共有

に努めます。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 18 

コミュニティソーシ

ャルワーク（CSW）

の強化 

社会福祉協議会による相談支援が、住民にとって身

近なものになるよう、校区に複数のコミュニティソ

ーシャルワーカーを配置し、積極的なアウトリーチ

により、個別支援や地域支援などの相談に応じます。 

社- 19 
多機関協働による相

談支援の強化 

福祉まるごと相談窓口の相談支援包括化推進員は、

さまざまな支援関係機関との情報共有を行い、ネッ

トワークの構築に努めます。 
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行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 35 
地域活動団体への支

援 

民生委員・児童委員、主任児童委員への相談がより活

発になるように、スキルアップ研修を実施します。 

行- 36 地域相談の充実 

高齢、障がい、子どもに関連する相談機関の窓口が、

属性を超えた相談窓口として機能するよう連携体制

を推進します。また、どこに相談してよいか分からな

い人に対するワンストップ窓口としての福祉まるご

と窓口の周知を図ります。 
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（２）アウトリーチによる伴走型支援の推進 

【現状と課題】 

現在の福祉制度は、年齢、属性、所得などの要件に対して、対象者を絞りこんで

サービスを提供するという仕組みになっています。そのため、制度の狭間にいる人

などには支援が行き届かず、また、本人もどこに相談してよいかわからず、長期間

のひきこもりなど、支援につながらない問題が生じています。 

このような問題の解決には、まず、本人や家族との関係づくりから始め、コミュ

ニティソーシャルワーカーや専門職などが寄り添う伴走型支援をもとに、積極的

なアウトリーチによって、本人との信頼関係を築き、支援を行う必要があります。 

また、地域の中で社会的孤立をつくらない地域づくりを推進する必要がありま

す。 

 

● 市民の声 

・ひきこもり、認知症、経済的不安など、行政の総合的なサポート体制が、

必要なのではと思う。 

 

【取組の方針】 

困りごとを抱える人のもとに出向き、必要な支援が届けられるように体制

を整備し、相談支援の充実を図ります。 

 

 

 

 

自分や家族が取り組むこと 

 日頃から自分が住んでいる地域に興味を持ち、地域の一員であるとの意識が持て

るような近隣や地域との関係を築きます。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 地域のなかに困りごとを抱える人や気になる人がいたら、地域で活動する福祉団

体や専門職に相談します。 

 地域生活課題の把握や解決に向けて地域住民が話し合う協議の場や関係づくり

に努めます。 
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社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 20 アウトリーチの充実 

コミュニティソーシャルワーカーは、相談者や地域

に積極的に出向き、住民の困りごとが解決に向かう

よう支援します。また校区社会福祉協議会などとの

団体と連携し、地域づくりを強化します。 

社- 21 伴走型支援の充実 
一人ひとりを大切に、本人に寄り添った社会参加・自

立にむけた伴走型支援を実施します。 

 

行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 37 

相談支援の充実 

コミュニティソーシャルワーカーの配置を推進し、

市民の困りごとの相談に対応します。 

行- 38 
アウトリーチ活動や支援のネットワークを活用し、

複雑・複合的な課題の解決につなげます。 
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（３）分野を超えた横断的な相談支援の推進 

【現状と課題】 

高齢の親と働いていない子が同居している世帯の問題（いわゆる８０５０問題）

や、介護と育児に同時に直面する世帯の問題（いわゆるダブルケアの問題）など、

相談者本人または世帯が抱える複雑・複合的な課題を整理し、適切な支援を提供す

るために、分野を超えた横断的な相談支援を推進する必要があります。 

そのために、福祉まるごと相談窓口の相談支援包括化推進員が、適切に専門機関

や民生委員・児童委員などの地域団体からの支援を調整し、世帯全体に対する包括

的な相談支援を実施します。 

また、支援のネットワークを図る分野として、介護、福祉分野（高齢、障がい、

児童など）のほか、保健・医療、住まい、雇用・就労及び教育などの多くの分野と

連携することで、課題を解決するための新たな取組の創出が期待されます。 

 

 

● 市民の声 

・病気退職後に精神障害者保健福祉手帳を取得したが、ここ数年間、体調も

一進一退で社会復帰には至らず、ひきこもりの状態。家には要支援 2 の母

親がおり、そちらの方も心配。このような個人的な不安や悩みを遠慮なく

話せる様な機会や場所があると助かる。 

 

【取組の方針】 

複雑・複合的な課題や多様なニーズに適切に対応できるように、多くの機関で包

括的に支援するための調整を行うとともに、支援関係機関のネットワークづくり

を推進していきます。 
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自分や家族が取り組むこと 

 困っているときには悩みを一人で抱え込まず、支援関係機関の相談窓口を利用す

るか、身近な人に相談するよう心がけます。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 日常生活上の困難問題を抱え、専門的な支援が必要な人や家族について、住民か

らの連絡があったときは、行政機関や地域の支援関係機関へ連絡します。 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 22 相談支援の充実 

福祉まるごと相談窓口を周知し、どこに相談してよ

いかわからない人や複合的な課題を抱える人などの

相談に対応します。 

社- 23 支援調整の強化 各支援関係機関による支援の調整を図ります。 

社- 24 情報共有の充実 
支援関係機関が把握している課題などの情報共有を

行うため、情報共有会議を開催し、支援します。 

 

行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 39 
支援関係機関の連携

の推進 

各支援関係機関の連携を推進することで、世帯が抱

える課題の解決を図ります。 

行- 40 支援調整の強化 

複雑・複合的な課題の解決に向けて、福祉まるごと相

談窓口が中心となり、地域包括支援センター（介護）、

基幹相談支援センター（障がい）、利用者支援事業の

実施機関（子ども）、生活困窮者自立相談支援機関（困

窮）などの支援関係機関との支援の調整を図ります。 

行- 41 
他分野との協働の推

進 

制度の狭間にある課題に対し、福祉または福祉以外

の分野との協働や、新たな社会資源の開発を推進し

ます。 
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（４）生活困窮者等の自立支援の充実 

【現状と課題】 

生活困窮に陥っている方は、自らＳＯＳを発することが少なく、支援を拒み地域

社会から孤立した状態にある人もいるため、相談を受けとめる居場所づくりやア

ウトリーチによる本人との信頼関係の構築が非常に重要です。 

 生活困窮に至る原因は、複雑かつ個々人で異なるため、それぞれの課題を分析し

て支援のニーズを把握するなど丁寧なアセスメントの実施や、ニーズに応じた支

援、自己肯定・自発的行動を促すきっかけづくりなどが必要です。 

また、地域社会から孤立している人については、将来的に地域社会とのつながり

を回復するための働きかけが求められています。 

 

 

● 市民の声 

・生活困窮に陥りそうな人への予防的な支援が必要。 

・生活困窮者の自立支援について、この支援は、やむをえず仕事が出来ない方や介

護や育児中の方の場合は必要だと思う。 

● アンケート結果より 

・「生活困窮者に対してどのような支援ができるか」という問いに対して、「本人ま

たは家族などに相談窓口に行くように促す」が４８．２％、「行政などの専門機

関に相談する」が３２．３％の順となっています。 

 

【取組の方針】 

生活困窮者などの就労や自立に向けて、支援関係機関が相互に連携を図りなが

ら、専門職のアウトリーチを取り入れたさまざまな支援を包括的に提供する体制

を確立し、さらなる充実を図ります。 

 

 

 

自分や家族が取り組むこと 

 生活に不安や心配を覚えたら、一人で悩みを抱え込まずに早めに相談します。 

 

地域のみんなが取り組むこと 

 生活困窮が疑われる家庭には、早めの相談を勧めます。 

 地域で孤立している方（家庭）への声掛けに努めます。 

 相談をためらっている方（家庭）がいることを、行政や専門家に伝えます。 
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社会福祉協議会が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

社- 25 
支援関係機関との連

携強化 

適当な支援関係機関へのつなぎ、情報共有、役割分担

など、課題の解決に向けた連携の強化に努めます。 

 

行政が取り組むこと 

 

No. 項目 取組の内容 

行- 42 
子どもに対する学

習・生活支援 

子どもの貧困の連鎖を断ち切るための子どもの学

習・生活支援事業を推進します。 

行- 43 家計の見直し支援 
家計の状況を見える化し、家計の改善意欲を高める

支援事業を推進します。 

行- 44 居住支援 

住居を失った方への住居探しの支援や、失業者など

の住居の維持が困難な方へ住居確保給付金などを支

給します。 

行- 45 就労支援 
就労に向けた準備支援や就労体験の場の開拓に取り

組みます。 
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第 4 期地域福祉計画・地域福祉活動計画重点事業について 

地域共生社会の実現に向けた取組 

【背景】 

高齢化や人口減少、核家族化の進行、生活環境や経済状況の変化に伴い、地域生活も新た

な生活様式へ変化していく中で、地域・家庭・職場などにおける支え合いの基盤が弱まり、

孤立やこれに起因する様々な地域生活上の課題が表面化してきました。 

また、地域ではそれぞれに異なる生活課題も抱え、その課題解決に必要な取組は、それぞ

れの地域ごとに異なる取組も想定されます。 

そこで、生活上の様々な困難を抱える高齢者や障がい者、生活困窮者など全ての人が地域

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合いと公的支援が連動

し、地域を『丸ごと』支える包括的な支援体制を構築し、切れ目のない支援の実現が必要と

なります。 

 

 

【佐賀市・佐賀市社会福祉協議会の取組】 

重層的支援体制整備事業の実施に向けた取組 

地域住民が抱える課題が複雑化・多様化する中、従来の属性別の支援体制では複合課題

や狭間のニーズへの対応が困難な状況になっているため、属性を問わない包括的な支援体

制を構築する必要があり、相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援を一体的に実施

するものです。 

佐賀市においては、庁内の関係各課（高齢・障がい・子ども・生活困窮）及び佐賀市社会

福祉協議会との連携を図りつつ、商業や農業などとの協働により下記事業の実施に向けた

体制整備のため協議を行っていきます。 

なお、この取組の方針を社会福祉法第１０６条の５（令和３年４月１日施行）に基づく、

「重層的支援体制整備事業実施計画」として位置づけ、より具体的な実施体制などについ

ては、実施要綱などで定めていきます。 

 

① 相談支援 

ⅰ包括的相談支援事業 

地域包括支援センターや基幹相談支援センター、利用者支援事業実施機関、生活困

窮者自立相談支援機関等の相談支援機関において、介護・障がい・子ども・困窮の相

談支援に係る事業を一体として実施し、本人や世帯の属性にかかわらず受けとめる相

談支援を実施する。 
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② 多機関協働事業等 

ⅰ多機関協働事業 

単独の支援機関では対応が難しい複雑化・多様化した課題において、福祉まるごと

相談窓口の相談支援包括化推進員が支援関係機関の役割分担や支援の方向性を調整

する。 

 

ⅱアウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

市社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー等により個別制度につなが

りにくい課題等に関して、アウトリーチも含め継続的につながり続ける伴走支援を実

施する。 

 

ⅲ参加支援事業 

介護・障がい・子ども・困窮等の既存制度については緊密な連携をとって実施する

とともに、既存の取組では対応できない狭間のニーズに対応するため、本人のニーズ

と地域資源との間を取り持ったり、必要な資源を開拓し、社会とのつながりを回復す

る支援を実施する。 

 

 

③ 地域づくり 

ⅰ地域づくり事業 

介護・障がい・子ども・困窮の地域づくりに係る事業を一体として実施し、地域社

会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の場を確保す

る地域づくりに向けた支援を実施する。 

 

 

【地域の取組】 

① 地域生活課題を早期に発見する仕組みの強化 

ⅰ福祉協力員の未設置地区への設置推進および福祉協力員の活動強化 

校区社協等を中心とし、未設置地区での見守り活動のため福祉協力員等の設置を推

進する。 

また、異変があった時の早期発見のみならず、生活上の困難を抱える人の発見のた

め活動を段階的に強化していく。 

 

ⅱ顔見知りの関係を構築するために気軽に集える居場所づくりを推進 

コミュニティカフェ等の誰もが参加できる居場所づくりを推進し、日頃から地域で

の顔見知りの関係構築を推進する。また、地域住民は積極的に居場所へ参加し関係構

築や相互理解を図る。 
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② 地域生活課題の情報共有の充実 

ⅰ福祉協力員等の情報を地域で共有するための連絡会議の開催 

単位自治会程度を範囲とし、福祉協力員や自治会、民生委員等との情報共有の場（連

絡会議）を開催し、気になる課題の情報共有を図る。 

 

③ 地域生活課題の解決へ向けた取組の促進 

ⅰ地域の気になる課題に対する取組を協議しみんなで検討する場の開催 

校区社協等を中心とし、連絡会議等で共有された地域での気になる課題に対し、公

的な制度やサービス、その他の支援で解決できない課題等で、地域で取り組める活動

はないか協議する場を開催する。 
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＜佐賀市地域福祉計画・地域福祉活動計画 重点事業 取組イメージ＞ 
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第５章 計画の推進に向けて 

１．地域住民、行政、支援関係機関等との連携・協働 

地域福祉活動の主役は地域に生活している住民一人ひとりです。 

住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、互いに支え合い、地域をともに創

っていくことのできる地域共生社会を実現させるためには、行政や社会福祉協議会の取

組だけでは十分ではないため、佐賀市まちづくり自治基本条例の基本理念に掲げられて

いるとおり市民の参加や協働などを推進していく必要があります。 

つまり、本計画を推進していくにあたっては、地域住民はもとより、地域の組織・団

体、ボランティア、ＮＰＯ、支援関係機関、福祉や介護のサービス事業者などの地域福祉

の推進主体が、それぞれの役割を果たしながら、相互に連携・協力し、取り組んでいくこ

とが大切です。 

 

（１）地域住民の役割 

     地域住民は、福祉サービスを利用する受け手と、見守りや虐待等の発見などの支

え手という両方の側面がありますが、一人ひとりが地域福祉に関する意識や理解を

深め、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、福祉サービスを必要とする地域

住民を含めた地域のあらゆる住民が役割を持ち、互いに支え合いながら地域社会を

推進していく必要があります。 

     そのためには、地域住民が抱える地域生活課題を主体的に把握するほか、支援が

必要な場合は行政、関係支援機関及びボランティアなどと連携・協力して課題の解

決に取り組むなど、地域福祉の推進主体としての役割が求められています。 

 

（２）地域の組織・団体の役割 

     自治会、民生委員児童委員協議会、校区社会福祉協議会などは、地域福祉を推進

していく主体者としての役割を持ち、地域を基盤とした地縁型組織であるからこそ

実現できる地域ぐるみの活動を通した助け合い、支え合いの実践が求められていま

す。そのためには、地域にあるそれぞれの生活課題に対して、それぞれの組織・団体

が個々に活動するだけではなく、それぞれの組織・団体の特徴を活かし、互いの連

携を深めながら、その解決に向けた活動を進めていくことが大切です。 

     また、まちづくり協議会は、地域福祉活動を担う組織・団体が連携を図り、協働

しながら活動を進めていくための協議の場として機能することが期待されます。 
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（３）市民活動団体の役割 

     地域住民の福祉、介護、介護予防、保健医療、住まい、食、環境、就労及び教育な

どの多様な福祉ニーズに対し、柔軟に対応しながら、その活動をより活発化するとと

もに、地域住民や行政、地域の組織・団体などと協働して、地域生活課題に対応する

支援体制の一員として活動することが期待されています。 

 

（４）福祉サービス事業者の役割 

     福祉や介護のサービス提供者として、その専門性を十分に発揮し、地域住民の福祉

ニーズに応じたサービスの提供、利用者の視点に立った自立支援、サービスの質の確

保、専門的知識を活かした福祉情報の提供などに、積極的に取り組んでいくことが大

切です。 

     また、サービスの提供にあたり、当該事業者だけではその解決が困難な地域生活

課題を把握した時は、本人だけでなく世帯全体に着目し、その世帯が抱える課題に

ついて、他の支援機関と連携を図るよう創意工夫を行いつつ、総合的に提供するこ

とが求められています。 

 

（５）社会福祉協議会の役割 

     地域社会において、住民の福祉を推進することを目的とした団体として、地域住民

の立場に立ったサービスの提供や、地域福祉活動の情報発信、地域における福祉活動

の組織化を進め、地域づくりを推進する役割が期待されています。 

     また、地域の実情に応じた地域福祉活動を推進するため、地域の中のさまざまな

福祉活動を担う組織・団体と連携し、それぞれの地域の特性を活かした福祉活動を

進めていくことが、これからますます重要になります。 

 

（６）行政の役割 

地域福祉の推進にあたり、行政には地域住民の福祉向上を目指して、各福祉施策

を総合的に推進していく責務があります。そのためには、本計画に基づき、地域生

活課題を抱える者を包括的に支援していくための、福祉、保健、医療などを含めた

全庁的な体制を整備し、かつ、支援関係機関による地域福祉の推進のための連携が

円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整

備に努めることが求められています。 
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※地域生活課題とは、「福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、

介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若

しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教

育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の

福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加す

る機会が確保される上での各般の課題」を指します。 
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２．計画の進捗管理 

本計画は、佐賀市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進委員会において、国の社会

福祉制度改革の動向や第２次佐賀市総合計画との整合性を考慮し、策定しています。 

今後は、佐賀市総合計画に掲げる数値目標などを用いて地域福祉の推進の進捗を管理

するとともに、福祉分野の個別計画などとも連携を図りながら、本計画の点検・評価を行

っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■数値目標（第２次佐賀市総合計画 施策 互いに支え合う地域福祉の充実） 

成果指標 
基準値 

（2018 年） 

目標値 

（2024 年） 

地域での助け合いが行われていると感じている 

市民の割合 
70.9％ 75.0％ 

日常的に福祉活動を行っていると思う 

市民の割合 
31.0％ 35.0％ 

  

Plan（計画） Do（実行）

Check（評価）Action（改善）

地域の課題解決の方向

性を見出し計画を策定

します。

市、社会福祉協議会、

住民等が協働し、地域

全体で計画の推進に取

り組みます。

計画の達成状況、施策

の推進状況について評

価します。

評価結果を踏まえ、必

要に応じて施策や事業

等の改善点を確認し、

各種施策へ反映します。
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資料編 

１．佐賀市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進委員会設置要綱 

佐賀市地域福祉計画策定推進委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 佐賀市地域福祉計画の策定及び事業の推進に関して、広く市民の意見を求めるため、

佐賀市地域福祉計画策定推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討・協議する。 

（１）佐賀市地域福祉計画の策定に関すること。 

（２）佐賀市地域福祉計画に基づく事業の推進に関すること。 

（３）その他必要な事項。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１８名以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者、各種団体の代表者、その他地域福祉に関わる者等のうち

から市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から翌々年度の年度末までとする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を

聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉総務課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  



- 66 - 

 

佐賀市地域福祉活動計画策定推進委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 佐賀市地域福祉活動計画の策定及び事業の推進に関して、広く市民の意見を求めるた

め、佐賀市地域福祉活動計画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討・協議する。 

（１）佐賀市地域福祉活動計画の策定に関すること。 

（２）佐賀市地域福祉活動計画に基づく事業の推進に関すること。 

（３）その他必要な事項。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１８名以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者、各種団体の代表者、その他地域福祉に関わる者等のうち

から佐賀市社会福祉協議会会長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から翌々年度の年度末までとする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を

聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、佐賀市社会福祉協議会福祉課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、佐賀市社会福祉協

議会会長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要項は、平成３０年４月１日から施行する。  
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２．佐賀市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進委員会委員名簿 

 
  

会長：田代　勝良　　副会長：荻野　亮吾

委　員　名 所　属　等

田代　勝良 佐賀県社会福祉士会

荻野　亮吾 佐賀大学大学院学校教育学研究科　准教授

石井　孝嗣 佐賀市自治会協議会　副会長

副島　洋一 佐賀市民生委員児童委員協議会　副会長

大島　一紀 佐賀市校区社会福祉協議会　幹事

高津　万亀代 佐賀市老人クラブ連合会　副会長

蒲原　鈴代 佐賀市諸冨・蓮池地域包括支援センター（おたっしゃ本舗諸冨・蓮池）　管理者

宮崎　一哉 社会福祉法人　長興会　長光園障害者支援センター　園長

谷口　仁史 特定非営利活動法人 ＮＰＯ スチューデント・サポート・フェイス　代表理事

井手　正博 佐賀市健康推進員協議会　会長

池田　隆彦 佐賀市公民館長会　会長

小林　紀 佐賀市ボランティア連絡協議会　会長

森田　徹 佐賀市ＰＴＡ協議会　会長

熊本　輝美 佐賀市小中学校長会

上野　桂子 公募委員



- 68 - 

 

３．計画策定の経過 

 

開 催 日 会 議 名 な ど 内  容 

令和２年 
 ９月 29 日 

第１回 計画策定推進委員会 

市民アンケートの結果について 

第３期計画の進捗状況について 

第４期計画の改定について 

10 月 8 日 民生委員児童委員協議会 ヒアリング  

10 月 13 日 
～16 日 

地域包括支援センター ヒアリング  

 10 月 19 日 
～29 日 

市民活動団体 ヒアリング 

・枝吉１１０番安全サポーター会 

・認定特定非営利活動法人市民 

生活支援センターふくしの家 

・特定非営利活動法人佐賀子育て応

援団 ココロ 

・傾聴ボランティア佐賀・かたらい 

・南川副婦人会 

10 月 21 日 校区社会福祉協議会 ヒアリング  

 10 月 21 日 第２回 計画策定推進委員会 

第３期計画の進捗状況について

（令和元年度実績分） 

第４期計画骨子案・素案について 

11 月 6 日 自治会協議会 ヒアリング  

 11 月 16 日 第３回 計画策定推進委員会 

計画素案についての協議 

地域活動団体へのヒアリング結果

の報告 

 11 月 25 日 第４回 計画策定推進委員会 計画素案についての協議 

 〇月〇日 第５回 計画策定推進委員会 計画素案についての協議 

 〇月〇日 
～ 

令和３年 
 〇月〇日 

パブリックコメント  

令和３年 
 〇月〇日 

第６回 計画策定推進委員会 
パブリックコメント結果の報告 

計画案についての協議、承認 
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４．調査からみえる現状と課題 

「第４期佐賀市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定するにあたり、地域福祉推進

についてのご意見を伺い、今後の福祉施策を展開するための基礎資料とするため、アン

ケート調査並びに地域活動団体へのヒアリングを実施しました。 

 

（１）住民アンケート 

調査対象者 
佐賀市にお住いの 18 歳以上の方及び佐賀市に１年以上

居住の方 

発送件数 5,000 件 

抽出方法 無作為抽出 

調査方法 郵送による配布、回収調査 

調査時期 令和 2 年１月 

回収件数 1,769 

有効回収率 35.4％ 
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みんなの主体的な活動を促す地域づくり・人づくりについて 

■地域交流の場の確保と機会の創出 

近所の人とどの程度の付き合いがあるかを尋ねたところ、「あいさつをする程度の付き

合い」が 54.7％で最も多く、次いで「親しく付き合っている」30.8％、「ほとんど付き合

いはない」7.5％の順となっています（図表 15）。 

「あいさつする程度の付き合い」または「ほとんど付き合いはない」と回答した人にそ

の理由を尋ねたところ、「関わる機会や時間がないから」が 59.4％で最も多く、次いで「特

に必要を感じないから」30.8％、「もともと地元の人間ではないから」29.5％と続きます

（図表 16）。 

一方、地域での人と人とのかかわりについては、「隣近所の人とはつきあいを大切にし

たい」「地域を良くする活動をみんなで協力し合って行いたい」と回答した人が多くなっ

ています（図表 17）。 

このことから、気軽に交流できる場を充実させ交流の機会を創出するとともに、交流

活動の推進を支援していくことが重要といえます。 

 

図表 15 近所付き合いの程度 

 
 

図表 16 近所付き合いが少ない理由 

 

  

4.4 30.8 54.7 7.5 2.7

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

n=1,769

非常に親しく付き合っている 親しく付き合っている あいさつをする程度の付き合い ほとんど付き合いはない 無回答

27.3

59.4

14.3

30.8

9.0

29.5

13.4

6.1

3.0

4.4

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

あまり面識がないから

関わる機会や時間がないから

家族にまかせているから

特に必要を感じないから

面倒だから

もともと地元の人間ではないから

人との付き合いが苦手だから

近隣トラブルが心配だから

付き合いたいが、どうしたらよいかわからない

その他 n=1,099



- 71 - 

 

図表 17 今後の付き合い方について 

 

 

■ボランティア活動等へ参加しやすい環境づくり 

ボランティア活動への参加について尋ねたところ、「現在参加している」または「現在

は参加していないが、過去に参加したことがある」と回答した人が６割以上となってい

ます（図表 18）。 

今後のボランティア活動への参加意向を尋ねたところ、「機会があれば参加したい」と

回答した人が半数近くとなりました（図表 19）。 

参加したことがない理由として、20～40 歳代の若い世代では「どのような行事や地域

活動があるかわからない」と回答した人が多く、10～20 歳代と 60 歳代では、「参加した

いが情報が得られない」と回答した人が多かったことからも、ボランティア活動を推進

するとともに、幅広い世代へ向けた情報発信や参加機会の提供等、参加しやすい環境づ

くりを進めていく必要があります。 

 

図表 18 ボランティアの参加状況 

 
 

図表 19 ボランティアへの参加意向 

 
  

15.3

62.2

34.2

15.7

12.0

5.0

2.7

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

困り事を相談し合える関係を築きたい

隣近所の人とはつきあいを大切にしたい

地域を良くする活動をみんなで協力し合って行いたい

あいさつをする程度で地域の人や隣近所の人とはかかわりを持ち

たくない

他人の協力は期待していない（自分のことは自分でする）

興味がない

その他 n=1,769

35.2 30.4 32.3 2.1

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

n=1,769

現在参加している 現在は参加していないが、過去に参加したことがある 参加したことがない 無回答

18.7 48.4 15.9 14.1 2.9

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

n=1,769

参加したい 機会があれば参加したい 参加したいと思わない わからない 無回答
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■福祉に関する普及啓発と学びの場の充実 

福祉の在り方について尋ねたところ、「福祉は、行政と住民が連携しながら、協力して

支え合うべき」と回答した人が 66.2％となっており、住民同士の支え合いの意識を持つ

人が多くいることがみてとれます（図表 20）。 

住民が福祉について理解を深めるためには、どのような機会が必要だと思うかを尋ね

たところ、「福祉の制度、サービス、理念や考え方などについて学ぶこと」（54.6％）、「住

民が地域の福祉についての課題を気軽に話し合える場をつくること」（51.0％）等の回答

が多くあがりました（図表 21）。 

地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人とがつながることで、地域をともに創

っていく地域共生社会を実現するためには、多様な住民が支え合い、地域社会から受け

入れられる風土を醸成することが重要です。福祉に関する普及啓発を継続して行うとと

もに、福祉に対する理解を促すための学びの場を充実させていく必要があります。 

 

図表 20 福祉の在り方について 

 

 

図表 21 福祉に対する理解を深めるために必要だと思う事 

 

 

  

2.9 15.1 11.4 66.2 1.6 2.7

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

n=1,769

福祉を必要とする人は、家族や親戚が面倒をみればよい

福祉は、国や市町村といった行政の責任で行うべき

福祉は、行政が行う部分と、住民同士で助け合う部分に分かれて行うべき

福祉は、行政と住民が連携しながら、協力して支え合うべき

その他

無回答

54.6

26.9

38.6

12.4

51.0

4.6

2.2

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

福祉の制度、サービス、理念や考え方などについて学ぶこと

介護体験や介護を必要とする人の疑似体験など、体験学習をすること

高齢者や障がいのある人などの話を聞いたり、交流したりすること

手話や点字、介護方法などの技術を習得すること

住民が地域の福祉についての課題を気軽に話し合える場をつくること

特に必要なことはない

その他 n=1,769
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地域で安心安全な暮らしを支える体制づくり 

■地域が一体となった助け合い・支え合いの地域づくり 

地域における支え合い、助け合い活動を活発化するために、どのようなことが重要だ

と思うかを尋ねたところ、「困っている人や、助け合いの場や組織の情報を得やすくする」

と回答した人が最も多く、34.6％でした。次いで、地域における福祉活動の意義と重要性

をもっとＰＲする」（32.2％）、「地域でボランティアなどの活動拠点となる場所を整備す

る」（28.0％）と続きます。 

地域での安心安全な暮らしを支えるためには、同じ地域で暮らす住民同士が、自主的

かつ継続的に支え合う体制をつくることが重要です。地域の福祉活動の重要性を啓発す

るため、住民や地域の福祉サービス事業所、行政、社会福祉協議会等が一体となって地域

活動を盛り上げていく必要があります。 

 

図表 22 現在の健康状態 

 

  

32.2

28.0

23.1

24.1

26.8

27.4

34.6

9.4

22.1

5.5

1.6

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

地域における福祉活動の意義と重要性をもっとＰＲする

地域でボランティアなどの活動拠点となる場所を整備する

地域における福祉活動の活動費・運営費などの資金的な援助を行う

リーダーや福祉活動に携わる人を養成する

福祉活動の相談・指導を担当する専門職員の充実を図る

困っている人と助けることのできる人をつなぐ人材を育成する

困っている人や、助け合いの場や組織の情報を得やすくする

介護やボランティア活動の方法などに関する研修を行う

学校教育や社会教育での福祉教育を充実する

特にない

その他
n=1,769
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■可能な限り健康を維持できるようにするための取り組み 

現在の自身の健康状態（主観的健康感）についてどのように感じるかを尋ねたところ、

「とてもよい」「まあよい」と回答した人は 76.1％、「あまりよくない」「よくない」と回

答した人は 22.1％となっています（図表 23）。 

生きがいづくりと主観的健康感は互いに相関関係にあることが分かっており、生きが

いをもって生活している人は、そうでない人と比べて主観的健康感が良好な傾向にあり

ます。高齢化の進行や平均寿命の急激な伸びに伴い、介護や医療の需要が高まることが

予想される中、介護予防や健康維持の取り組みは大変重要です。 

住民一人一人の健康づくりの意識を高めるため、生活習慣の改善や積極的な健診の受

診を促す他、高齢者が可能な限り健康な生活を継続していくためには、生きがいや社会

的な役割を担うことが重要であると言えることから、介護予防のための生きがいづくり

や高齢者の社会参加の場の確保等に取り組む必要があります。 

 

図表 23 現在の健康状態 

 

 

■地域での見守り体制の強化 

住んでいる地域にどのような福祉の課題・問題があると思うかを尋ねたところ、「一人

暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯に関すること」と回答した人が 41.3％と最も多く、

次いで、「大雨などの自然災害に対する地域の防災に関すること」（37.9％）、「住民同士の

つながり（つながりが薄いなど）」（32.7％）と続きます（図表 24）。 

近年、全国各地で頻発している災害に対して課題を感じている住民が多いことはもち

ろん、少子化や高齢化に伴い、核家族世帯や高齢独居世帯等が増加する中、高齢者に関す

ることや地域との関わりの希薄化について課題に感じている住民も多いことが分かりま

す。 

一方、住民が安心して暮らすために、自身にどのような事ができると思うかを尋ねた

ところ、「見守りや声かけ」「地域行事への参加」「防犯・防災に関する活動」等は、でき

ると感じている方が多くいることが分かります（図表 25）。 

地域課題に対し、できる範囲で協力や参加できる方を増やしていくとともに、地域の

中での見守り体制を推進し、見守り意識の醸成を図っていくことが重要であると言えま

す。 

  

14.6 61.5 18.8 3.3 1.8

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

n=1,769

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答
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図表 24 課題・問題だと思う事 

 

 

図表 25 安心して暮らすためにできる事 

 

 

  

32.7

41.3

25.0

8.8

8.8

8.5

7.5

37.9

14.5

5.1

18.7

1.0

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

住民同士のつながり（つながりが薄いなど）

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯に関すること

介護を要する高齢者に関すること

子育て家庭に関すること

ひとり親家庭に関すること

障がい者（児）に関すること

ニートやひきこもりに関すること

大雨などの自然災害に対する地域の防災に関すること

子どもを狙った犯罪など、地域の防犯に関すること

特にない

わからない

その他 n=1,769

65.3

22.1

26.0

24.7

36.6

24.0

9.0

10.2

0.9

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

見守りや声かけ

美化活動

防犯・防災に関する活動

ボランティア活動

地域行事への参加や協力

話し相手や相談相手

寄付や募金

わからない

その他 n=1,769
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■避難行動要支援者支援制度の普及啓発 

避難行動要支援者支援制度を知っているかを尋ねたところ、「知らなかった」と回答し

た人が 69.1％と、回答者の多くを占める結果となりました（図表 26）。 

一方、近所の避難行動要支援者の避難支援員になることができるかを尋ねたところ、

半数近くの人が「複数の人と協力してならできる」と回答しました（図表 27）。 

また、「その人との付き合い具合によってはできる」と回答した人も 14.1％となってお

り、日頃の住民同士のつながりが重要であることはもちろん、制度の普及啓発を促進し、

災害発生時の体制を整備していく必要があると言えます。 

 

図表 26 避難行動要支援者支援制度の認知度 

 
 

図表 27 避難行動要支援者の避難支援員になることができるか 

 
 

  

26.6 69.1 4.3

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

n=1,769

知っていた 知らなかった 無回答

7.9 14.1 42.8 30.4 4.8

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

n=1,769

できる その人との付き合い具合によってはできる 複数の人と協力してならできる できない 無回答
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福祉サービスにつながる体制・仕組みづくり 

■多様な主体を活用した情報発信 

福祉サービスに関する情報をどの程度入手できているかを尋ねたところ、半数以上が

「あまり入手できていない」と回答しています（図表 28）。 

主な情報の入手先を尋ねたところ、「自治会の回覧板」「市の広報紙」「テレビ・ラジオ・

新聞・雑誌」と回答した人が多くなっています（図表 29）。 

年代別では若い世代ほど「パソコンを利用したホームページなど」「スマートフォンを

利用した SNS など」と回答した人が多かったことからも、ホームページ・SNS 等のイン

ターネット媒体を有効に活用し、情報提供の充実を図る必要があります。 

 

図表 28 福祉サービスに関する情報の入手について 

 

 

図表 29 福祉サービスに関する情報の主な入手先 

  

2.5 15.0 53.1 24.5
0.5

4.3

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

n=1,769

かなり入手できている 入手できている あまり入手できていない わからない その他 無回答

15.4

4.7

0.2

8.6

1.6

9.7

12.7

8.6

6.3

37.0

41.5

25.3

8.5

8.9

10.3

4.3

2.4

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

市役所の窓口

社会福祉協議会の窓口

保健所

民生委員・児童委員

ボランティア・NPO

ケアマネジャーやホームヘルパー等

家族や親戚

近所の人

学校や会社

自治会の回覧板

市の広報誌

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌

スマートフォンを利用したSNSなど

パソコンを利用したホームページなど

地域包括支援センター(おたっしゃ本舗)

情報を得る必要がない

その他 n=1,769
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■福祉サービスを必要とする人へ向けた情報発信の強化 

障がい等により判断能力が不十分な方が、地域で安心して暮らしていくためにはどの

ような支援が必要だと思うかを尋ねたところ、「必要な福祉サービスの利用に関する情報

提供や相談」と回答した人が最も多く、74.4％となっています（図表 30）。 

福祉サービスを必要とする人が必要な情報を入手できるようにするため、広報紙やパ

ンフレット等での音声コードや点字等への対応し、ユニバーサルデザインを採用など、

情報発信を強化について、様々な面に配慮していく必要があります。 

 

図表 30 障がい等により判断能力が不十分な人に対して必要だと思う支援 

 

 

■成年後見制度の普及啓発と利用促進 

障がい等により判断能力が不十分な人に対して必要だと思う支援について、「成年後見

制度に関する方法提供や相談」と回答した人は 27.1％、「成年後見人の申請手続き」と回

答した人は 17.8％となっており、市民の間で成年後見制度に関して一定の関心があるこ

とが分かります（図表 30）。 

今後、高齢化のさらなる進行が予想される本市では、高齢人口の増加に伴い、認知症高

齢者等、判断能力の不十分な人に対する支援体制を強化する必要があります。成年後見

制度の利用に関する研修会等を実施し、制度の普及啓発に努める他、相談体制の充実を

図る必要があります。 

  

74.4

36.9

20.6

17.9

27.1

17.8

34.9

45.3

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

必要な福祉サービスの利用に関する情報提供や相談

福祉サービスの利用や停止の手続き

生活に必要な支払いや預貯金の払い出し

財産(動産・不動産)の管理

成年後見制度に関する情報提供や相談

成年後見人の申請手続き

入院・入所・入居等の身分保障

地域住民の障がい等に対する理解や受容 n=1,769
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■身近な相談窓口の充実 

自身や家族が生活上の困りごとを抱えたときや「福祉サービス」の利用が必要となっ

たときの相談先について尋ねたところ、「家族や親族」（63.7％）以外に、「市役所等の公

的機関」（50.8％）と回答した人が多くなっています（図表 31）。 

また、福祉サービス利用者が、自分に最適な福祉サービスを選び安心して利用するた

めに、行政が取り組むべきことについて尋ねたところ、「福祉サービスに関する情報提供

を充実する」（64.9％）、「福祉サービスの選択についての相談対応を充実する」（51.8％）

と回答した人が多くなっています（図表 32）。 

アンケートの自由意見でも、困りごとを気軽に相談できる窓口の設置や相談内容に応

じて各機関へとつなげられるような窓口の設置を求める声もあがっていることから、相

談窓口の周知啓発の他、気軽に相談できる相談先の設置や関係機関との連携強化等に取

り組んでいく必要があります。 

 

図表 31 困りごと等の相談先について 

 

  

63.7

30.9

6.3

10.3

50.8

25.2

9.8

14.7

3.8

1.9

3.8

2.7

1.2

1.6

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

家族や親族

友人や知人

同じ悩みや問題を持つ仲間

自治会や近所の住民

市役所等の公的機関

地域包括支援センター(おたっしゃ本舗)

市や地区の社会福祉協議会

民生委員・児童委員

社会福祉法人などの民間福祉団体

ボランティア団体やNPO法人

地元の福祉関連事業者

相談するところがない

相談はしない

その他 n=1,769
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図表 32 適切なサービス利用のために行政が取り組むべき事 

 

 

■個別の課題に対応するための支援体制の充実 

ひきこもりや認知症、経済的不安等の課題に対応するためには、必要な支援が届けら

れるよう、相談窓口の設置等、支援体制の充実を図る必要があります。しかし、8050 問

題やダブルケアに代表されるように、近年、住民の抱える課題は複雑かつ多様化してい

ます。 

複雑な課題を抱えている場合、従来の分野ごとの支援制度のはざまに取り残されてし

まい、相談先が分からない等、必要な支援が受けられないといった問題が生じてしまい

ます。 

このような問題を対応するためには、地域間での見守り等が重要になってくる他、相

談支援体制の充実や関係機関とのさらなる連携を進めることはもちろん、支援員等が直

接地域へ出向き課題を発見し、支援ネットワークを形成する等、地域の困りごとに対し

て積極的に支援していく必要があります。 
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51.8

19.0

9.3

30.8

21.7

15.7

11.5

3.1

1.1

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

福祉サービスに関する情報提供を充実する

福祉サービスの選択についての相談対応を充実する

福祉サービス事業者への苦情やトラブル解決の支援体制を整える

福祉サービスの内容を評価するしくみを整える

相談窓口職員の知識、接遇の向上

行政や福祉サービス事業者の情報公開をすすめる

住民が福祉に関する法律や制度などを学習できる機会を増やす

福祉サービス利用者の権利を守るしくみを整える

特にない

その他
n=1,769
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（２）地域活動団体へのヒアリング 

調査対象者 地域で活動している組織・団体、市民活動団体 

調査方法 
自由記述式の調査票の配布・回収並びに調査対象団体

の代表者などに対するヒアリング 

調査時期 令和２年 10 月～11 月 
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５．佐賀市における地域福祉活動事例 
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６．用語解説 
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