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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 番号

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

◆HP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25年7月25日に、自治会協議会理事研

修を行った。（参加者：3２名）

◆平成2５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：5９

名）

1

地域の身近な相談窓口である民生委 ＊業務や相談内容が複雑・多様化してき

◆民生委員・児童委員活動が円滑に行えるよ

う、事前に業務内容を精査し、関係機関との連

＜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

資料２

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

1 ページ

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・児童委員活動が円滑に行えるよ

う、事前に業務内容を精査し、関係機関との連

携を図った。

◆平成２５年12月の一斉改選で交替した新任委

員向けに研修会などを開催し、業務内容の理解

を図った。

2

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

◆今年度事業の整理を行い、相談日を設けての

相談ではなく、老人会・サロンに出向き相談を

受けている。

3

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・回数などの工夫・見直しを行い、

事業の周知を図ります。

①

◆おたっしゃ本舗からの紹介や、講話等の機会

に紹介し、事業の周知を図った。

◆おたっしゃ本舗や認知症疾患医療センターと

の連携を図りながら相談・支援を行った。

4

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

◆医療機関との連携は、個々のケースについて

はできている。今後、体制やルール作りについ

て、県の協力も得ながら進めて行く予定。

◆民間事業者との連携は、おたっしゃ本舗の浸

5

様々な相談がで

きる地域での窓

口

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

支援事業 しゃ本舗）

します。

ます。

周知活動を行います。

◆民間事業者との連携は、おたっしゃ本舗の浸

透とともに進んできている。

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、民生委員児童委員協議会、自

治会協議会等の関係者を集め、研修会を実施し

た。

6

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

◆操作方法の説明に、誤報時の対処法も加え

た。

◆誤操作を防ぐ方法として、非常ボタンへのカ

バー取り付けを業者へ提案したが、緊急性優先

のため困難との回答であった。今後は誤報時の

対処法の周知を図りたい。

7

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。

＊諸富地区・富士地区で取り組んでいま

すが、民生委員・児童委員などとの調整

が必要であり、取り組み内容の検討が必

要となっています。

◇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

◆三瀬地区では、救急情報医療キットを全世帯

に配布し、整備した。

8

P36-2-3

＊諸富地区で取り組んでいますが、民生

◆改めて緊急連絡カードを整備していないが、

障がい者や高齢

者などの情報共

有

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

P36-2-3

緊急連絡カードの整

備

社会福祉協議会

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。

＊諸富地区で取り組んでいますが、民生

委員・児童委員などとの調整が必要であ

り、取り組み内容の検討が必要となって

います。

◇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

◆改めて緊急連絡カードを整備していないが、

諸富地区では、以前から活用している高齢者名

簿を加除修正して活用している。

9

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

◆個別検討会を平成２６年１月末までに89回実

施した。

◆平成２５年８月・１２月に要保護児童が在籍

する小中学校及び保育園、幼稚園等へ聞き取り

を行った。

10

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

◆平成２５年５月２２日に新たに１団体と協定

を結んだ。（これまでの協定締結数：９団体）

11

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

◆ちょこっとボランティアの体制づくりと併せ

て、コーディネーターの人材育成を行ってきた

が、活動拠点がないことから、地域ではちょ

こっとボランティアの需給調整ができかねてい

る。ちょこっとボランティアを推進するために

12

地域の住民・事

業者・団体の連

携

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

る。ちょこっとボランティアを推進するために

は、拠点整備を優先に整備する必要がある。

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

1 ページ
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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 番号

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

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

◆地域の中で人材を確保できるように、校区社

会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、自治

会協議会等の関係者を集め、研修会を実施し

た。

13

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等を招待し、一緒に活動

したりしている。

◆園児にとっての行事の効果を吟味し、より充

実するよう毎年創意工夫している。開催後は、

保護者や地域に理解を得られるよう情報発信し

ている。

14

＜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

2 ページ

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

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

◆地域住民の協力のもと、各地域でサロン活動

を実施している。

◆サロンのお世話役と意見交換会を行った。

◆サロンのお世話役を対象とした研修会を実施

し、サロン活動が地域の見守り活動の一環であ

ることや、社会資源を活用することの意識付け

を行った。

15

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

◆自治会においても小中学生の参加者が増加し

てきている。

◆学校でも実施するところが増えてきた。

16

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２５年６月２日に実施した県下一斉ふる

さと美化活動には、２３１団体（約１１，８６

０人）が参加した。

17

交流の機会

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

◆地域で継承されている伝統芸能を知ってもら

うため、指定無形民俗文化財のパンフレットを

作成し、広報を行った。

◆無形民俗文化財保存会は、各保存会間の連携

が密ではないため、情報の共有化を図ってい

る。

18

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

◆留学生と地域住民が地域活性化に向けて行う

外国語教育の普及・文化交流等を行った。

19

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

◆市職員を対象とした講座の３年目を実施し

た。

◆金融機関・学校関係機関にも働きかけ、受講

対象者層を増やした。

20

P38-3-2

中国残留邦人に対す

る支援

福祉総務課

（保護課）

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い、生

活安定のための支援として、医療扶助等の支援

給付も行っている。

◆地域住民との交流事業である料理教室の開催

を計画中である。

21

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 活動休止中 22

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進めて

いく必要があるとの認識は一致している。

23

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 番号

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

◆地域にあった見守り体制に向け、校区社協を

中心に、自治会、民生児童委員会、長寿会、地

域のボランティアを対象に研修を行い、地域全

体に気運を高めた。

24

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

◆地域の様々な困難事例の解決策を検討するた

め、関係機関や団体との困難事例検討会を開催

した。

25

地域の課題解決

のための場づく

り

＜基本方針＞住民の主体的活動の促進

＜基本目標＞人的ネットワークづくり

3 ページ

P40-2-1

公民館支援

社会教育課

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

◆平成２４年１０月に策定したガイドライン

「公民館の指針」のPDCAを確立させるため、

公民館運営および事業に関する評価を作成し

た。

26

P40-2-2

地区社会福祉協議会

による活動

社会福祉協議会

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

◆市支所の統廃合の動向を見ながら進めている

ので、平成25年度は何れの支所においても、地

区社会福祉協議会の設立に至っていない。

27

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

◆さがVOISSでは、要保護児童に係る各機関へ

の研修を４回実施した。

◆さがＣＡＰでは、市内の小学校教職員（２年

間で全校実施）、地域の大人、児童（３年生と

４年生）へワークショップを実施した。

28

地域の活動拠点

の整備

４年生）へワークショップを実施した。

P40-3-2

NPO運営相談、情報

提供

市民活動推進課

佐賀市民活動セ

ンター指定管理

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、

相談業務を市民活動団体へ委託している。

〔月～金曜の13：00ー17：00に常駐して出

張相談も実施〕

29

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ソフト事業として情報

収集・発信業務を市民活動団体へ委託した。

◆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た。

30

ボランティア・

NPO団体の活

動促進

3 ページ



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 番号

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

◆来年度施設のあり方を検討するため、情報を

収集している。

◆各種の講座とサークル活動支援を行った。

31

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

◆アンケート等により、開催時期と場所の検討

を行い、時期を９月から１１月に変更した。

◆支所等での特別展示について検討した。

32

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

◆自治会協議会に対し加入促進の協力を依頼し

た。

33

＜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

高齢者や障がい

者の地域での活

動の場

4 ページ

る必要があります。

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

◆市民生活ガイドセンターの設置やシルバー

フェアの開催により、加入促進、受注拡大を

図った。

34

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。

◆全会場を自主活動へ結びつけている。

35

P42-2-2

にこにこ運動教室

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

◆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。

36

P42-2-3P42-2-3

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 37

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、毎年実施場所を

３ヶ所程度増やしていきます。

②

◆新規１か所のグループを立ち上げ、２７か所

の会場で実施した。

延5５６回、参加者数延11,301人。（H25.9

月時点）

38

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20

箇所で開催され、延5,279名が参加した。

◆ラジオ体操講習会（ミニ講習を含む）を16回

開催し、延1,873名が受講した。

◆ぶんぶんテレビにて、ラジオ体操に関する３

０秒CMに加え、PR番組も作成した。

39

◇市民の健康づくりを応援するため、

健康づくりの促

進

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

◆第1２回健康推進員育成講座を実施し、１５

名が修了予定。現在、1２０名の健康ひろげ隊

が活動している。

40

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

ン事業など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した。

◆推進員は現在7４９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。

41
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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 番号

P42-3-1

さが（郷土）学の実

施

社会教育課

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、高齢者の生きがいづくりに役立てている。

◆公民館等での講座において、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

課題と考える。

42

P42-3-2

高齢者大学

高齢福祉課

社会福祉協議会

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

◆５４名（定員）を抽選で決定し、年間１９回

の講座を開催した。

◆アンケート等で受講生の要望を把握し、講座

の内容の参考としている。

43

＜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

生涯学習の推進

5 ページ

の内容の参考としている。

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 － 44

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

◆第３６期～第３９期高齢者パソコン教室（佐

賀市老人クラブ連合会主催）

受講者：２０名＊４期＝８０名、開催数：２３

回＊４期＝９２回

45

生涯学習の推進

5 ページ



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 番号

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

◆【建築住宅課】既存施設のバリアフリー化は

Ｈ24で終了した。新規施設、大規模改修等にお

いてバリアフリー化を推進する。

◆【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する。

46

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

◆発達障がいについて、障がいの特性の理解推

進するために市報掲載を４回、ＳＴＳ、ぶんぶ

んテレビで３回テレビ放送を行った。

◆発達障害者啓発週間を市独自で設ける。（平

成26年3月28日～）

47

バリアフリー・

ユニバーサルデ

ザインの推進

＜基本目標＞健康で安心して暮らせるまちづくり

＜基本方針＞安心できる生活環境づくり

6 ページ

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

◆低床（ノンステップ）バスを３台導入し、全

車両の49％（33台／66台）をノンステップバ

スとした。

48

P44-2-1

交通安全対策事業

市民活動推進課

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。

49

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

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

◆防犯講座等において、地域の防犯対策につい

て啓発している。

50

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

◆年間食数9,457食、実利用者数125人

（H25.12月末時点）

◆安否確認（配達時間）の時間帯について、本

人家族の希望に添えないことがあるので、参入

51

いを図ります。

す。

人家族の希望に添えないことがあるので、参入

希望業者への対応を行っていく。

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。

◇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。

②

◆見守り体制に向け、校区社協や支所、民児協

を対象に前期研修会を実施した。また、後期の

研修会では、担い手確保に向け前期の対象者に

加え、自治会、老人クラブ、地域ボランティア

を対象に「誰もが参加できる見守り活動」につ

いて考えるきっかけを作った。今回の研修会を

通して、地域ではそれぞれの機関で見守りが行

われているため、地域住民と共に、その地域に

あった仕組みを整理する必要がある。

52

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

◆登下校時の児童の見守り活動の他に、高齢者

世帯に対して新聞が溜まっていないかや電気が

ついていないか等の見守り活動を行っている。

53

地域住民

自主的な防犯活

動、見守り・声

掛け活動の促進

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

◆年３回佐賀市一斉に「子どもお守り隊」の活

動を実施している。

「子どもお守り隊」登録者数：1,996名

54

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・

ＰＴＡの連携強化を図ります。

①

◆【PTA協議会】市HP「ぐるっとさがナビ」

に110番の家の地図情報を公開している。

◆【青少年課】「こども１１０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

時に配布した。（約2,500枚）

55

6 ページ



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 番号

P44-3-1

街頭巡回活動

青少年課

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

◆青少年の非行や犯罪を未然に防止するため、

専任補導員や校区地区の少年育成委員による巡

回指導を行った。

◆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。

56

P44-3-2

子どもへのまなざし

運動

青少年課

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・啓発活動に取り組んでいる。

・各種会合での運動説明会の実施

・ラジオ放送での運動実践者の取組紹介

・運動の推進大会の実施　など

57

＜基本目標＞健康で安心して暮らせるまちづくり

＜基本方針＞安心できる生活環境づくり

7 ページ

す。

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

◆日本赤十字社主催の幼児安全法支援員養成講

習会（６月）、佐賀県主催の放課後子どもプラ

ン研修会（６月）、佐賀県児童館連絡協議会開

催の児童厚生員研修会（11月）に指導員を派遣

した。

◆市主催で障がいを持った児童についての研修

会を開催した。（６回）

◆来年度採用の指導員に対し初任者研修を実施

予定。（３月）

58

P44-3-4

地域子育て支援セン

ターによる相談指導

保育幼稚園課

社会福祉協議会

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。

②

◆子育てサロンを行っている子育て支援セン

ター間の交流や情報交換を目的として連絡会議

を開催した（３回予定）。

◆公民館等で開催している子育てサークル間の

交流、情報交換を目的として、年２回交流会を

59

子どもの健全育

成

ターによる相談指導

などの育児支援

社会福祉協議会

ルなどで育児の支援をします。

なっています。

やすい環境づくりを目指します。 交流、情報交換を目的として、年２回交流会を

開催したり、育児講演会やスキルアップ研修会

を開催して、各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

◆ボランティアの需給調整ができるように、ボ

ランティアの個人、グループの登録を進め、人

材バンクとして活用している。

60

7 ページ



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 番号

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

◆災害対策基本法の改正に合わせ、災害時要援

護者の対象者の範囲や名簿の作成、避難支援者

となる者など、避難支援に必要と思われる事項

を佐賀市地域防災計画に明記した。

61

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。

◆車イスや担架等を使った避難訓練を通じ、要

援護者への対応についての認識を深めた。

62
要援護者の支援

対策

＜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

8 ページ

練

援護者への対応についての認識を深めた。

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

◆個別支援計画書の作成を通じて、要援護者各

自の避難の際の留意事項や既往症等及び避難経

路、避難場所を確認するなど、実際の避難行動

の際に必要な情報のデータ化を行った。

◆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。

63

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。

64

＊組織率は年々増加していますが、全国 ◇自治会への呼びかけや職員出前講座を活用

◆自主防災組織は、専門官の採用や補助制度の

見直しにより、組織率、活動回数ともに大きく

向上している。

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

向上している。

・組織率53.12％（Ｈ26.1月末時点）

　*昨年度末39.82％

・出前講座実施回数56回（Ｈ26.1月末時点)

　*昨年度実績31回

・補助金利用団体延べ57団体（Ｈ26.1月末時

点)

　*昨年度実績21団体

65

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HPや市報に消防団活動、勧誘を掲載し周知

している。

◆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きたい。

◆消防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、支援団員

の入団促進を図っている。

66

◆出前講座等を通じて、自主防災組織の結成促

地域防災力の向

上

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

◆出前講座等を通じて、自主防災組織の結成促

進や、地域での訓練の必要性の周知を図ってい

る。

・出前講座実施回数56回（Ｈ26.1月末現在)

　*昨年度実績31回

67

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。

◆これまでの情報に加え、PTAなどと危険箇所

の把握を行い、更新したものを活用した。

68

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

◆共同募金配分金の活用により、今年度３校区

（神野・久保泉・勧興）で防災マップの作成に

取り組まれた。

〔来年度は１校区が取り組む予定〕

69

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 番号

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 － － ⑥ － 70

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

◆福祉体験学習指導者派遣事業を通して、小学

生でも取り組みやすいように内容を工夫し、市

内１４の小学校に対し福祉体験学習を実施し

た。

71

◆福祉教育の充実に向けて、昨年の「地域」に

＜基本方針＞福祉を担う人材の育成

福祉教育の充実

＜基本目標＞充実した福祉サービス
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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。

②

◆福祉教育の充実に向けて、昨年の「地域」に

続き、「企業」からの依頼も受入れられるよう

門戸を広げたが、広報活動が不十分であったた

め、企業からの要請は１件だけであった。

72

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。

73

P48-2-2

ボランティア団体の

活動支援

市民活動推進課

社会福祉協議会

ボランティア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。

◇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

【市民活動推進課】

◆市民活動に関する情報、活動の場の提供、市

民活動補償制度の実施

◆佐賀市市民活動プラザソフト事業として情報

収集・発信業務を市民活動団体へ委託

◆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

【社会福祉協議会】

◆人材バンクとしてボランティア登録を進め、

74

◆人材バンクとしてボランティア登録を進め、

ボランティアセンターの機能を高めた。

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

◆平成25年度は3校区（富士、川副、新栄）で

実施した。

◆研修済みのサポーターには、おたっしゃ本舗

によるフォローアップ研修を実施している。

75

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。

②

◆ちょこっとボランティアを進めるため、コー

ディネーターの研修会を行った所、活動を行う

ためには「活動拠点」が必要であり、公民館や

企業に依頼しているが、拠点整備には至ってい

ない。

76

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。

②

◆子育て支援講座を開講した所、子育て広場で

活動するボランティアの人材確保ができ、広場

に多くの親子を受け入れることができた。

77

ボランティア組

織の育成

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に実施

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

◆小学校、中学校ともに「総合的な学習」のカ

リキュラムに、福祉に関する領域を取り入れ、

福祉施設を訪問したり、福祉施設に車いすなど

を送るために活動したり、地域の特徴を生か

し、学年に応じた活動を行っている。

◆低学年の生活科でも、お年寄りに来ていただ

き、昔遊びをともに行う学習も行っている。

◆「子ども見守り隊」として、地域の老人会の

方が下校指導等に参加し、交流を深めている。

78

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

◆城南豊夢学園（城南中、赤松小、北川副小）

は地域コミュニティーとして、同じ日にクリー

ン作戦を行っている。

◆保護者や地域の方々とともに地域の清掃活動

を行う等して、地域美化に貢献したいと思う子

どもの育成を図る地区が広がっている。

79

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 番号

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

◆「個人単位」ではなく「世帯単位」で、積極

的に福祉サービスを提案する窓口体制を構築す

るため、関係部署との協議等を実施している。

80

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

＊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

◆福祉窓口のあり方検討会や、実務担当者会議

等で協議、検討している。

◆先進都市の視察（２都市：船橋市、富士宮

市）を実施した。

81

＜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
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してワンストップサービスに努めてい

ます。

市）を実施した。

P50-3-1

65歳以上の方の実態

調査

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

◆今年度は中部広域連合による抽出調査が10月

に実施された。

◆来年度の全件調査に向けて、調査項目、実施

時期等の見直しを行っている。

82

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

◆市HPに「高齢者福祉サービスのご案内（デー

タ）」を掲載した。

◆新任の民生委員・児童委員研修会に「高齢者

福祉サービスのご案内（冊子）」を配布した。

83

●生活支援員派遣

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

◆実利用者数

〔生活支援員派遣１１人〕

〔短期宿泊0人〕

（H25.12月末時点）

84

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

◆一部地域において、支援員が不足し、代替と

して他サービスを利用している地域がある。

◆障がいのある方への対応が困難な場合があ

る。

〔実利用者数88人〕

（H25.12月末時点）

85

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への協力を

行っている。

86

適正な福祉サー

ビスの提供

活動

などの活動を行なっています。 くりが必要となっています。 動ができるように支援していきます。 行っている。
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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 番号

P52-1-1

病院群輪番制病院運

営事業

健康づくり課

日曜日、休日の入院が必要な救急患者

の診療を行なうため、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７１日）している。

87

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

◆３０会場で６３教室（６か月教室：３５、３

か月教室：１７、４か月教室：１１）を開催し

ている。
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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

◇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

◆関係者連携及び支援体制の協議を行うために

会議を開催（１１月、2月）し、事業の方向性

を確認した。
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＜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

保健・福祉・医

療の連携強化
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対応策の検討 うための会議を開催しています。

論を出すことができない場合がありま

す。

事業の推進を図ります。 を確認した。

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】

◆市長申し立ては12月末時点で８件実施した。

◆3月4日に市民向け講座を開催した。

【障がい福祉課】

◆障がい者団体との会合等において、制度の周

知を図った。
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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

◆今年度の理事会、評議員会において、定款変

更(事業目的の追加)の承認を得た。

◆平成26年度から法人後見事業を受任する予

定。
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P52-3-1 ◆地域共生ステーション（宅老所、ぬくもい

高齢者や障がい

者の権利擁護

P52-3-1

宅老所・地域共生ス

テーションの開設支

援

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

◆地域共生ステーション（宅老所、ぬくもい

ホーム）の開設費用の一部助成について、5月

15日号の市報で募集した。

[相談件数2件、申請件数0件]
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◆会員獲得の広報活動として、チラシを作成

し、公民館や図書館等に配布したほか、市報や

HP、ぶんぶんテレビ等を活用して、幅広くＰＲ

した。

◆子育て支援に関心がある人に向けて登録説明

会を開催し、会員獲得を図った。

◆サポート会員へのフォローアップ研修を年４

回開催するとともに、複雑・多様化した依頼内

容に対しては、子育てサポートセンター全体で

対応を検討することで、サポートが円滑に進む

よう会員間の調整を図った。

日常生活の支援

①

◇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。

●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。

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

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、

ＮＰＯ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高齢

者や身体障がい者に対し、運転ボランティアに

よる移送サービスを行った。

◆重度の視覚障がい者に対し、付き添い介助の

ガイドヘルパーを派遣した。
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