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第１編 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

本町では、これまで３期にわたる地域福祉計画（第1期：平成 17年度～平成

21年度、第２期：平成22年度～平成26年度、第3期：平成27年度～令和元

年度）を策定し、すべての住民が自らの望む場所で暮らしていくことのできる、地

域共生社会を目指して、各種施策に取り組んできました。

しかしながら、信濃町においても全国の自治体と同様に少子高齢化・人口減少は

進行しており、住民同士による支え合いの基盤となる地域のつながりを従来通り維

持することは一層困難になりつつあります。加えて、人々が暮らしていく上で直面

する生活課題は一層複雑化・複合化が進んでおり、単一の制度のみでは解決が困難

な場合が増加しています。

こうした状況の中、今後も信濃町がすべての住民にとって暮らしやすい町であり

続けるために、社会状況・法制度の変化やこれまでの計画の成果・課題を踏まえた

上で、本町における地域福祉を推進するための指針となる、「第４期信濃町地域福

祉計画」を策定いたしました。

２ 計画策定の基本事項

（１）「地域福祉」とは

「地域福祉」とは、地域の人と人とのつながりを大切にし、お互いに支え合い助

け合う関係やその仕組みをつくっていくことで、こうした生活課題を解決し、ひい

ては地域全体をよりよいものにしていこうとする取組みです。

「福祉」というと、「高齢者福祉」、「障がい者福祉」、「児童福祉」など、対象者ご

と必要なサービスが提供されるものと捉えられがちですが、地域の生活課題の中に

は、一つの法律や福祉制度では対応できない複合的な課題や、公的サービスの対象

にはならない課題等、既存の公的サービスの枠組みにあてはまらないことが数多く

存在します。なお、社会福祉法第４条において、地域福祉を推進する主体と目的を

次のように定めています。
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■社会福祉法第４条（地域福祉の推進）

（２）計画の位置づけ

本計画は、社会福祉法第107条に基づく市町村地域福祉計画であり、本町が推

進する地域福祉の方向性及び具体的な取組みを示す計画です。本町の最上位計画で

ある「信濃町第６次長期振興計画」の個別計画としての性格を持っており、将来像

である「みんなでつくる ふるさと しなのまち」を、地域福祉の面から実現して

いく役割を担っています。

また、本計画は、平成30年 4月の社会福祉法（昭和26年法律第45号）の一

部改正により、策定が自治体の努力義務とされるとともに、本町における福祉に関

係する個別計画の上位計画と位置づけられています。よって、「信濃町高齢者福祉

計画」、「信濃町介護保険事業計画」、「信濃町障害福祉計画」、「信濃町障害者基本計

画」、「信濃町子ども・子育て支援事業計画」、「信濃町いのち支える自殺対策計画」、

などの個別計画に基づき推進していきます。本計画は、これらの計画の地域福祉に

関連する部分を横断的につなぎ、集約するとともに、さらに必要な事項を加えたも

のとし、各種の取組みへの住民の参画と協働を促し、住民の生活全般にわたる福祉

の向上を図ることを目的としています。

なお、地域福祉を進める上で重要な役割を担う社会福祉協議会（以下、社協）の

事業計画等とも連携して取組みを推進します。

（地域福祉の推進）

第４条 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。
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■社会福祉法第107条（市町村地域福祉計画）

■地域福祉計画と関連計画の関係

（市町村地域福祉計画）

第 107 条 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
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（３）計画の期間

本計画の期間は、令和２年度から令和6年度までの５年間とします。

なお、計画の進捗状況や社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行い

ます。

■地域福祉計画と関連計画の期間
平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

第５次長期振興計画基本構想 第６次長期振興計画基本構想

第５次長期振興計画後期基本計画 第６次長期振興計画前期基本計画

第３期地域福祉計画 第４期地域福祉計画

第６期
高齢者福祉計画

第７期
高齢者福祉計画

第８期
高齢者福祉計画

第９期

第６期
介護保険事業計画

第７期
介護保険事業計画

第８期
介護保険事業計画

第９期

第４期
障害福祉計画

第５期
障害福祉計画

第６期
障害福祉計画

第７期

第１期
第２期

障害者基本計画
第３期

障害者基本計画

第１期

子ども・子育て支援事業計画

第2期

子ども・子育て支援事業計画
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（４）計画推進の主体

地域福祉は、住民と行政、福祉活動のさまざまな担い手が協働することによって

推進されますが、支援を必要とする人が地域で生活するには、第一にその人自身の

自立や社会参加への意欲すなわち「自助」が重要です。支援が必要となっても地域

で暮らすことができるよう近所付き合いを大切にしたり地域活動に参加したりす

るなど、普段から関係を築いていくことも「自助」の一つといえます。

また、公的な福祉サービスでは担えない「生活課題」については、住民が自発的

な地域活動により対応し、支援を必要とする人の地域生活を支えるという「共助」

も必要です。

そして、行政には公的な福祉サービスの提供に加え、「自助」、「共助」を進めるた

めの必要な支援を行うという「公助」の役割があります。

このように、地域福祉の推進には「自助」、「共助」、「公助」の３本の矢が一つと

なって進んでいくことが必要であり、福祉活動のさまざまな主体が相互に連携し補

い合う事が重要です。

（５）地域福祉の取組みを実施する地域の重層性

本計画においては、個人・家庭及び地域において自助・共助を基本としながら、

各地域における地域福祉に関する既存の取組みや資源の実情に応じて、集落や地区

ごとの住民に身近な取組みを支援することとしています。平成29年の社会福祉法

の改正においても、「住民に身近な圏域」における生活課題の発見と解決が求められ

ており、今後住民に隣近所や地区単位での共助の取組みが一層充実するよう促進し

ます。

また、包括的な相談窓口等町全体として実施すべき施策については、庁内の連携

を密に取りながら実施するとともに、町単独での実施が難しい施策については、周

辺自治体を初めとして広域的な連携による支援・サービスの提供を検討します。
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（６）計画の推進

本計画の施策の推進にあたっては、住民・事業者・行政の協働と行政内部におけ

る関係各課の連携を強化し、町全体で総合的に計画を推進する必要があります。

このため、総合的に地域福祉を推進するための機関として「信濃町地域福祉推進

委員会」を設置し、地域福祉計画の進行状況を PDCAサイクルに基づいて定期的

に点検・評価します。また、計画期間中であっても必要に応じ計画の見直しを行い

ます。

４段階を繰り返すことにより、
継続的な改善を図ります。

Ｐｌａｎ

Ｃｈｅｃｋ

Ａｃｔｉｏｎ

計画
業務計画を
作成・見直しする

Ｄｏ
実行
計画に沿って
業務を行う

評価
業務の実施が計画に沿って
いるかどうかを評価する

改善
実施が計画に沿ってい
ない部分を調べて修正
をする
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３ 計画策定の背景と主要課題

（１）少子高齢化・人口減少による課題

信濃町においても、他の自治体と同様に少子高齢化・人口減少が進行しています。平成

30年には、第３期計画を策定した平成27年度と比較して、0～14歳の年少人口、15～

64歳の生産年齢人口は減少し65歳以上の高齢者が増加したことで、高齢化率は一層高

まっています。今後は高齢者数も減少に転じますが、高齢化率は令和12年（2030年）

には 50％を超える見込みとなっている一方で、生産年齢人口の減少によって、地域福祉

を支える人材の不足が懸念されます。

人口の推移

※一部「年齢不詳」を含むため各年代の合計値は総人口と必ずしも一致しない

出典：長野県「毎月人口異動調査」

人口の推計

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（2018 年推計）」

1,067 1,033 1,002 995 951 907 878 824 801 759 724
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高齢者数の推計を見ると、令和２年（2020年）をピークに今後は減少する見込みです。

しかしながら、令和12年（2030年）にかけて75歳以上の人口が増加します。今後は、

高齢者数が減少に転じても、令和12年（2030年）にかけて日常生活に関する支援を必

要とする人口が一層増加する事が見込まれます。

高齢者数の推計

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（2018 年推計）」

地区別の人口

出典：総務省「国勢調査」平成 27 年
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■世帯数の推移

世帯数の推移を見ると、平成17年（2005年）をピークに減少に転じています。また、

１世帯あたりの人口も減少しています。

さらに、単身で生活する高齢者の世帯数は、平成 17年（2005 年）から平成 27 年

（2015年）にかけて100世帯以上増加しており、家族を基盤とする自助によって生活

課題を解決することが難しい高齢者が増加しているといえます。

世帯数の推移

出典：総務省「国勢調査」

単身高齢世帯数の推移

出典：総務省「国勢調査」
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（２）町民の地域福祉に関する取組み状況

現在の信濃町における社会参加の状況を、第６次信濃町長期振興計画策定に向け

て平成30年（2018年）に実施された町民アンケート結果から抜粋してみると、

隣近所と互助的な関係を築いていると回答した人の割合は 56.1％となっていま

す。「除雪」や「子どもへの声がけ」等個人で実践できる取組みを除くと、高齢者や

障がい者への手助け、防災活動等の具体的な取組みへの参画はいずれも５割を下回

っています。

近年、高齢化や核家族化の進行、地域とのつながりの希薄化などにより、悩みを

打ち明けられず社会的に孤立する人や世帯が増え、老老介護による事件、虐待など

が社会問題となっています。このような中、地域における見守りや支え合いをはじ

め、社会的孤立を防止する取組みがますます重要となってきていますが、地域を支

える活動に参加することで、地域社会での孤立を防ぎ、地域住民が互いに支え合う

ような地域づくりが重要となっています。

町民の地域福祉に関する取組み状況

出典：平成 30 年信濃町長期振興計画町民アンケート
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ご近所の高齢者を温かく見守り、必要な時には手助けしている(n=1,052)

自分の経験や知識をいかして社会に参加している(n=1,049)

障がいのある人が必要としているときに手助けをしている(n=1,043)

ご近所の子どもをあたたかく見守り、必要に応じてサポートしている(n=1,043)

家の周りの除雪をしている(n=1,042)

自主防災活動に参加している(n=1,043)

積極的に世代間交流をしている(n=1,043)

地域の子どもたちにあいさつや声かけをしている(n=1,049)

組、自治会などのまちづくり活動に積極的に参加している(n=1,046)
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（３）各分野における地域福祉のニーズの状況

■高齢者福祉のニーズ

信濃町の要介護認定率を見ると、近年減少傾向であり令和元年5月時点で県内市

町村中13番目に良好な水準となっています。第４期計画期間中は65～75歳人

口が多いことを踏まえても、地域福祉の担い手として、これらの元気な高齢者と協

働していくことが期待されます。

要介護・要支援認定者数、認定率の推移

出典：平成 24 年度から平成 28 年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」

平成 29 年度から平成 30 年度：「介護保険事業状況報告（3月月報）」

令和元年度：直近の「介護保険事業状況報告（月報）」

■障がい者福祉のニーズ

障害者手帳の交付数を見ると、身体障害者手帳交付数は減少傾向ですが、精神障

害者手帳交付数は徐々に増加している状況です。障がい者の日常の居場所づくりが

不足する傾向にあります。また、障がい者が高齢化した際に、住み慣れた地域で住

み続けられるように、引き続き支援を受けられる「共生型サービス」の整備を行う

ことも今後の課題となっています。

障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳）交付数

注）身体障害者手帳・療育手帳等を重複して交付されている人もいます。 出典：住民福祉課
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■生活困窮者のニーズ

全国と長野県における完全失業率は平成12（2010）年以降改善傾向であり、

失業を原因として経済的に困窮する人の割合は減少しています。しかしながら、高

齢者、障がい者等の生活困窮などの複雑な課題に対応するために、より包括的な支

援体制を作ることが求められます。

長野県における完全失業率の推移

出典：総務省 「労働力調査」

（４）生活課題の複合化や制度の狭間における課題の状況

信濃町の各分野のニーズを見ると、人口減少に伴って、個別分野のニーズは減少

しているようにも見えます。しかしながら、近年、高齢者、障がい者、一人親世帯、

経済的な困窮等、複数の状況が重なることで問題が複合化し、一つの分野では解決

が難しくなるケースがあります。

また、社会環境が大きく変化する中で、不利な状況に置かれつつも社会的に孤立

してしまい、従来の支援制度の対象となっていないケースがあります。今後、生活

課題が複合化・複雑化する社会では、引きこもり等の社会的に孤立した制度の狭間

にある住民に対しても支援が必要となります。高齢者、障がい者、児童、生活困窮

者等を区別せず、地域に暮らす住民の誰もがその人の状況にあった支援が受けられ

るような包括的な相談支援体制づくりが求められます。
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（５）信濃町における地域福祉の課題

第４期信濃町地域福祉計画の策定にあたって、第３期信濃町地域福祉計画を経て

明らかになった現況や課題、今後必要な取組みついて、庁内の関係者及び社会福祉

協議会職員に対してヒアリングを実施しました。ヒアリングの結果、明らかになっ

た信濃町の地域福祉における課題等について以下に整理します。

⑤活動を主導するリーダーが不足しており、住民主体で生
活課題を受け止められる場の整備が進んでいない

⑧総合的な相談支援窓口が形成されていない

地域の基盤作り解決
課題
把握

バック
アップ

専門相談支援
への受け渡し

⑦住民主体の取組みをバックアップする行政側の人員が
不足している

①元気な高齢者が多く、地域福祉の担い手になりうる社会
的な資源は少なくない

②住民間で様々な見守り・支え合いの取組みは行われて
いる

④移動販売車の事業者や買い物サロン協力店舗があり、
事業者の側には協力姿勢が見られる

③今後、一人暮らしで85歳以上の高齢者の割合が増加し、
生活支援のニーズが一層高まると見込まれる

⑥住民の生活実態に合った地区単位で、生活課題の解決
に取組む主体が不在

⑨地域福祉計画に記載した事業は必ずしも実施されてお
らず、計画が形骸化してしまっている。

近所、自治会、老人クラブ、PTA等

地域住民のボランティア、社協の地
区担当、NPO法人等

ポジティブな要素 ネガティブな要素
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第２編 計画の目指す方向

１ 目標像

今日の福祉においては、住民自らが主体的・創造的に自分らしく生きる努力を行

うことを前提に、地域の生活課題をすべての関係者が「我が事」として捉えるとと

もに、支援が必要となったときに「丸ごと」すなわち包括的な支援が受けられるよ

うな環境を築き上げていくことが求められています。これにより、誰もが住み慣れ

た地域で暮らし続けられる環境を整備することが目指されています。

また、本町の最上位計画である第６次長期振興計画では、将来像である「みんな

でつくる ふるさと しなのまち」の実現に向け、5つのまちづくりの基本目標が

設定されていますが、その１番目に、「協力の輪が広がり、お互いに支え合うまち」

が掲げられています。すべての住民が主体的にまちづくりに関わり、支え合い助け

合い暮らせるまちづくりの推進において、本計画の重要性は一層高まっています。

これらのことを踏まえ、本計画の目標像を次のとおり定め、その実現に向けた取

組みを積極的に進めていきます。

協力の輪が広がり

お互いに支え合うまち 信濃町
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２ 基本方針

（１）住民主体の支え合いによる生活課題の解決

地域福祉においては、支援を必要とする人も含めたすべての住民が相互に協力し、

それぞれの役割を果たすことによって、共に生き、共に支え合い、関わりを持つな

ど住民自らが主体的に動くことが重要です。

地域の生活課題を「我が事」として捉えられるよう、地域の繋がりを強化するよ

うな交流を促進するとともに、福祉教育等を通じて支え合いの意識を醸成します。

また、ボランティア活動や民生・児童委員、社会福祉協議会の活動を支援すること

を通じて、生活課題の地域での解決を促進します。

（２）すべての住民の立場に立った支援・サービスの展開

今日の地域福祉においては、複雑化する地域生活課題や制度の狭間となっていた

課題に対して、課題の把握から解決を通じた包括的な相談支援体制の構築が求めら

れています。

これらのニーズに対応できるよう、各種相談窓口の充実や関係機関の連携の強化、

福祉人材の育成に努めるとともに、新たなニーズに対応できるよう、介護事業者等

の民間事業者との話し合いを通じて新しいサービスの開発を促進します。また、サ

ービスの利用に際して住民が不利益を受けないよう、福祉サービスに関する情報提

供を充実させるとともに、利用者の権利擁護に努めます。

（３）誰もが安心して快適に暮らせる環境の整備

誰もが地域で安心して暮らし続けるためには、住まいや就労の場が確保されると

ともに、移動の自由が確保されるような環境の整備が必要です。また、災害時や経

済的に困窮した際も、安心できるようなセーフティーネットが確保されていること

も重要な要素となります。

誰もが地域に住み続けられるよう住居や就労等の確保に向けた支援を充実する

とともに、日常生活に必要な住民の移動手段の確保に向けて道路環境や公共交通の

整備について検討します。また、災害時に自力での避難が難しい住民についての情

報の把握と共有を推進します。
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３ 計画の体系と関係する主体

地域福祉計画は、信濃町が地域福祉を推進する際の理念や施策を整理したもので

はありますが、実際に地域福祉を推進するためには、行政だけでなく、地域住民、

高齢者や障がい者等支援の必要な人、また事業者等多様な主体の協働が必要です。

今後の具体的な事業の推進にあたり参考となるように、以下に各施策に関係する

主体を整理します。

目標像 基本方針 施策 取組み内容 関係する主体

（１）地域活動の支援による交流の

場の充実

地域住民、町、社会福祉

協議会（以下、社協）

（２）福祉意識の高揚 町、社協

（３）福祉ネットワークづくりの促進
町、社協、民生・児童委

員、ボランティア団体等

（１）ボランティア活動の促進
町、社協、ボランティア
団体

（２）NPO活動の育成 町、NPO

（３）民生委員・児童委員に対する支

援・育成

町、社協、民生・児童委

員

（４）社会福祉協議会との連携の推

進
町、社協

（１）包括的な支援・サービスの提供 町、社協、事業者

（２）福祉人材の育成 町、社協

（３）社会福祉法人等による公益的

な視点での新しい事業の育成
町、社協、事業者

（１）多機関の協働による相談支援

体制の構築
町、社協

（２）総合的なケアマネジメントの充
実

町、社協、事業者

（１）情報提供の充実 町、社協

（２）福祉サービス利用者の権利擁

護
町、社協

（１）住環境の整備に関する横断的

な支援
町、社協、事業者

（２）就労の場の確保に関する横断

的な支援
町、事業者

（３）誰もが快適に暮らせるまちづく

りの推進
町、社協

（１）生活保護・生活困窮者に対する

支援

町、社協、長野保健福祉

事務所

（２）緊急時に備えた体制の整備 町、社協

Ⅳ　アクション・プラン

協

力
の

輪

が

広

が
り

　

お

互

い
に

支

え

合

う

ま
ち

　

信

濃

町

１．誰もが快適に暮ら

せる環境づくり

２．誰もが安心して暮

らせる環境づくり

Ⅰ住民主体の
支え合いによ

る生活課題の

解決

Ⅲ誰もが安心

して快適に暮

らせる環境の

整備

Ⅱすべての住
民の立場に

立った支援・

サービスの展

開

第4期計画の施策体系

１．地域におけるつな

がり・支えあいの醸成

２．地域住民による主

体的な生活課題の発

見と解決

１．すべての住民の

ための包括的な支

援・サービスの提供

２．相談支援体制の

充実

３．福祉サービス利

用者の支援と保護
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第３編 施策の展開

第1章 住民主体の支え合いによる生活課題の解決

１ 地域におけるつながり・支え合いの醸成

（１）地域活動の支援による交流の場の充実

現状と課題

地域ではさまざまな行事やイベントが開催され、年齢や性別に関係なく、地域住

民が日常的に交流し、ふれあうことのできる場が設けられています。

また、同じ悩みを持つ障がい者（児）の家族、子育て家庭、家族介護者などが団

体やグループなどをつくり、仲間同士で悩みや体験などを話し合う場があり、交流

を深めています。

しかし、グループや仲間の枠を越えてお互いの価値観や生活環境の違いなどを共

に理解し、共に考え、共に取り組んでいくことができる場は少なく、誰もが気軽に

集まり、話し合うことを通じて、地域でのつながりや支え合い・助け合いの意識を

高めていくことができるような場を充実することが必要です。

施策の方針

地域の誰もが生きがいを持ち、心豊かに生活できるよう、また、お互いに理解し

合うため、地域で気軽に集い、交流できる場の充実を図ります。

施 策

①行事・イベントによる交流の支援

地域に暮らす誰もが生きがいを持てるよう、地域の行事やイベントなどで地域住

民が交流を図れるよう支援します。

②仲間づくりと当事者団体などの育成・活動の支援

悩みや問題を抱えた人が地域で孤立しないよう、障がい者（児）の家族、子育て

家庭、家庭介護者などの仲間づくりの場を確保するとともに、当事者団体・グルー

プの育成を図り、自立の確保を考慮しながら支援します。

③福祉施設訪問・世代間交流等の支援

地域や保育園・小中学校などで行う福祉施設訪問や世代間交流等を支援します。
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実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1
各地区の行事・イベン

トの支援【町】

各地区の行事やイベントなどで地域住民が交流を図

れるよう、その活動を支援します。

2

スポーツの振興【町】 スポーツを通じて、自己の健康・体力づくりはもとよ

り、スポーツを媒介とした家庭・職場・地域での交流

やふれあいを促進します。

3

生涯学習の推進【町】 高齢者学級、各種教室などの開催により、高齢者をは

じめとするすべての住民が健康で生きがいのある豊

かな生活をおくれるよう、語らいと励まし合える場と

して生涯学習を推進します。

4
地域の居場所づくり

の支援【社協】

サロン等の住民を主体とする地域での居場所づくり

を支援します。

5
各種グループ活動の

支援【町】

子育てグループや障がい児家族会など仲間づくりと

交流の場づくりへの支援を行います。

6

交流の場の確保【町】 子育て中の親子が交流・育児相談が行える地域子育て

支援拠点（木育ルームなかよし）のように、悩みや問

題を抱えた人や仲間づくりを目的とした人が交流で

きる場を確保します。

7

福祉施設訪問・世代間

交流【町】

保育園や信濃小中学校などで行う福祉施設訪問や世

代間交流等を支援し、地域全体で子育てに関わること

への意識の高揚と気運の醸成を図ります。
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（２）福祉意識の高揚

現状と課題

福祉のまちづくりを推進するためには、障がいのある人もない人も、高齢者も児

童・生徒も、すべての人が普通に生活できる社会こそが普通（ノーマル）の社会で

あるというノーマライゼーションの理念を定着・普及させることが重要です。

このため、福祉教育は、住民全体の問題として、あらゆる機会を通して実践され

ることが望ましく、特に子ども時代から福祉活動に取組み、実践活動を通して「福

祉の町」にふさわしい人づくりの基礎を築くことが大切です。

また、地域福祉を推進する上では、「一人ひとりの人権を最大限に尊重する」とい

う視点が基本になります。あらゆる人が安心して生活を続けていくことができる地

域社会をつくるためには、お互いの違いを理解し、一人ひとりの生き方を認め合い、

お互いの尊厳、人権を大切にすることが重要です。一人ひとりの命の大切さや生き

方を知り、理解することができるよう、人権教育の充実を図ることが大切です。

施策の方針

学校・家庭・地域などあらゆる機会を通じて福祉教育・人権教育を進め、自分た

ちのまちを大切に思う心、自分自身を大切に思う心を育てます。

施 策

①福祉教育の充実

住民全体の課題として、あらゆる機会を通じて福祉教育を実践していくため、学

校・家庭・地域、さらには福祉現場が連携して児童・生徒、地域への福祉教育を推

進します。

②人権教育・啓発の充実

安心して暮らせる地域社会を築くための基本となる人権意識の高揚を図るため、

学校・社会教育などあらゆる機会を通じて、児童等の虐待や差別の防止に向けた人

権教育・啓発を行います。

③こころのバリアフリーの実現

障がいを理由とする差別解消の推進に関する法律（平成28年４月施行）等も踏

まえ、広報・啓発活動や交流活動、ボランティア活動の充実などにより、「こころに

障壁がない」まちづくりを進めます。

④男女共同参画の推進

男性も女性も共に、生活の基盤である地域社会の生活課題に目を向け、その解決

のための活動に参画していくことが重要であり、「信濃町第３次男女共同参画社会

推進計画」を策定し、これに基づく施策を推進していきます。
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実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

福祉教育の充実

【町・社協】

学校教育・家庭教育・社会教育（生涯学習）・地域での

学習活動などを通じて、ノーマライゼーションの理念

の定着・普及を図ります。

2

人権・男女共同参画に

対する教育・啓発の推

進【町】

あらゆる差別のない明るい社会づくりを目指すため、

人権を尊び心豊かな人間性を培えるよう、学校・家

庭・地域・関係機関・各種団体などの連携を図り、人

権・男女共同参画に対する教育・啓発を推進します。

3

大会、集会、講座など

の開催【町】

人権フェスティバル、人権教育講座、社会教育研究集

会などの開催により、人権意識・福祉意識の高揚を図

ります。

4
児童等の虐待防止に

関する啓発【町】

虐待防止推進月間に合わせて、子育てや介護中等の虐

待の防止に向けて周知・啓発を行います。

5

子どもの育ち、障がい

に関する普及啓発

【町】

障がいの有無に関わらず、子どもの育ちと障がいに対

する理解を深めるため保育園、小学校と連携し、普及

啓発に努めます。
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（３）福祉ネットワークづくりの促進

現状と課題

地域には、子育てや介護をはじめとして、さまざまな課題や問題を抱えた人、既

存のサービスや取組みだけでは十分でないという人もいます。さらに、さまざまな

制度や仕組みの狭間に置かれ、支援を必要としながら、サービスや支援が行き届い

ていない人もいます。

これらの問題はその個人や家族だけの問題ではなく、地域に暮らす住民の共通的

な問題であり、共に考え、共に支えていくことが重要です。課題の解決に向けた取

組みは、公的な制度・サービスと住民の主体的な活動による支援が相互に連携し合

っていくことにより、効果的に進められていきます。地域福祉の推進には、こうい

った連携を進めていくための福祉ネットワークを生活の場である地域で確立する

ことが大切です。

今後、援護の必要な人に、近隣の住民が社会福祉協議会、民生委員・児童委員な

どと協力し、温かく気軽に声をかけ、見守り活動を行っていくといった福祉ネット

ワークづくりを推進していく必要があります。

行政はこのような住民主体の取組みを促進するための環境や条件の整備、必要な

支援を行うなど、住民、企業などと協働して積極的にかかわっていくことが求めら

れています。

施策の方針

地域の問題は地域の中で解決する仕組みの確立を目指し、住民参加の福祉ネット

ワークづくりを促進します。

施 策

①自立的な問題解決の仕組みの実現

社会福祉協議会を中心として、民生委員・児童委員やボランティア団体、地域住

民等の連携による福祉ネットワークの形成を促進することにより、地域における身

近な問題を発見し、解決するための自立的な仕組みの実現を目指します。
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②福祉ネットワーク参加への働きかけ

地域には社会福祉施設、医療機関をはじめとしてさまざまな社会資源が存在して

います。社会福祉施設や医療機関などに対しては、専門機関として、地域での研修

会への講師派遣やボランティアの受け入れなど、地域で一定の役割を担ってもらえ

るよう呼びかけるとともに、これまであまり連携のなかった機関へも、地域福祉の

観点から福祉ネットワークへの参加を働きかけます。

実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

福祉ネットワーク

づくり【町・社協】

社会福祉協議会を中心に、民生委員・児童委員やボラ

ンティア団体、地域住民等が連携した福祉ネットワー

クづくりを促進し、生活課題の発見・解消に向けた活

動や支え合い活動、交流活動、要援護者の安否確認・

通報などの活動を促進します。

さらに、福祉ネットワークへ社会福祉施設・医療機

関・学校などが参加し、地域全体で福祉ネットワーク

が構築できるよう支援します。
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２ 地域住民による主体的な生活課題の発見と解決

（１）ボランティア活動の促進

現状と課題

あらゆる人が安心して生活を続けていくことができる地域社会をつくるために

は、すべての住民が地域福祉を自らのものとして考え、ボランティア活動などに参

加し、自分たちの手で福祉社会をつくり上げていくということが重要です。

しかし現実には、何かボランティアをしたくても、どのようにしたらよいのかわ

からないといった人もおり、活動のきっかけとなる事業を充実する必要があります。

現在、社会福祉協議会では、ボランティア・まちづくりセンターをボランティア

活動の拠点としており、ボランティアの登録・派遣や、育成・援助・相談・情報提

供などを行い、個人・グループ・団体がさまざまな活動を展開しています。

また、ボランティア活動のきっかけづくりとして各種ボランティア講座・セミナ

ーを開催するとともに、学校教育との連携による小中学生ボランティア体験教室を

開催し、ボランティアの育成を図っています。

今後もボランティア活動の基盤となる人的・物的諸条件の整備を図り、ボランテ

ィアに対するニーズの把握、各年代層に適したボランティアプログラムの作成、ボ

ランティア同士のネットワーク化と交流の場づくりなどを通して、誰でも気軽に参

加できる体制づくりを進める必要があります。

そして、行政、社会福祉協議会、各種団体が協力して広報・啓発活動を行うとと

もに、学校教育・生涯学習などを通じて、住民のボランティアに対する意識や自覚

を高め、幅広い層のボランティア活動を促進していく必要があります。

施策の方針

住民が自分たちの地域において気軽にボランティア活動を行えるよう、社会福祉

協議会と連携し、さまざまな機会を通じてボランティア活動を促進します。

施 策

①ボランティアセンター機能の充実

ボランティアに対するニーズの把握、普及啓発、情報収集・提供、プログラムづ

くり、各種講座・体験学習の開催、地域やボランティア間のネットワークの構築、

話し合い・交流の場づくりなど、ボランティア活動の拠点としてボランティア・ま

ちづくりセンター機能の充実を支援します。
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②ボランティアの育成

幅広い層の住民が、気軽にボランティア活動を実践できるよう、社会福祉協議会

を軸として、関係機関などが連携し、ボランティア体験教室、各種講座、話し合い

の場などボランティア活動へのきっかけの場をつくり、ボランティアの育成を図り

ます。

③ボランティア意識の高揚

社会福祉協議会を軸として、関係機関などが連携し、ボランティアに対する意識

や自覚を高めるための広報・啓発活動に努めます。

実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

ボランティアセンター

の運営【社協】

ボランティア活動の連絡調整、登録、派遣、相談援助

業務などボランティアセンターの機能充実を図りま

す。

2
各種ボランティアの

育成【町・社協】

各種ボランティアの育成を図るためのさまざまな体

験教室、入門講座、セミナーなどを開催します。

3

ボランティアグルー

プへの活動支援

【社協】

ボランティアグループの育成を図るため、グループの

活動を支援します。

4

児童生徒のボランテ

ィア体験の促進

【社協】

サマーチャレンジボランティア等の小中学生がボラ

ンティア活動に取り組むきっかけとなるよう各種講

座を開催します。

5

ボランティアの担い

手確保に向けた広

報・啓発活動

【町・社協】

社会福祉協議会を軸として、関係機関などが連携し、

社協だよりや啓発資料の発行などによりボランティ

アに対する意識や自覚を高めます。
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（２）ＮＰＯ活動の育成

現状と課題

近年、福祉分野に限らず、環境、人権などさまざまな分野でＮＰＯの活動がみら

れるようになってきました。

住民の活動は、行政、企業などと協働することにより、公的なサービスでは十分

まかなうことができない多様なニーズに対応するものとして期待されています。こ

れらの活動が地域福祉活動と連携し、一体となって展開されれば、地域の福祉力が

高まり、魅力ある地域づくりを進めることにつながります。

住民による主体的な地域活動を支援し、活動の活性化を図り、ＮＰＯ活動の育成

につなげていくことが重要です。

施策の方針

ＮＰＯをはじめとした住民の主体的活動と地域福祉活動が連携し、行政と一体と

なってまちづくりに取り組んでいくことができるよう、住民の主体性を尊重しなが

ら支援します。

施 策

①ＮＰＯ活動の育成

研修会などの開催によりＮＰＯの人材育成に努めるとともに、さまざまな活動を

行う住民の主体性を尊重しながら連携を図り、一体となって福祉のまちづくりを進

めます。

②ＮＰＯ活動に関する情報提供・相談及び支援

住民に対しＮＰＯの活動内容などの情報提供に努めるとともに、ＮＰＯに関心の

ある住民の相談・支援を行い、ＮＰＯ活動に取り組みやすい体制を確立します。

実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1
人材育成【町】 研修会などの開催により、住民団体の活動がＮＰＯ活

動へ発展するよう人材育成に努めます。

2

ＮＰＯの育成と支援

【町】

ＮＰＯが活動しやすい環境を整え、ＮＰＯの育成と支

援に取り組むとともに、ＮＰＯの自主性・自立性の向

上を促進します。
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（３）民生委員・児童委員に対する支援

現状と課題

民生委員・児童委員は、住民の立場に立って、福祉を必要とする人への訪問・相

談を行い、生活を支援することで、身近な地域福祉の担い手として大きな役割を果

たしています。

今後は、複雑・多様化した相談が増えることが予想されることから、民生委員・

児童委員へ十分な情報を提供するとともに、必要な知識を得るための研修会の充実

に努める必要があります。

さらに、民生委員・児童委員と地域の組織や団体との連携を深め、住民の福祉ニ

ーズと援護を必要とする人の把握に努めるなど、民生委員・児童委員の日々の活動

を支援していくことが重要です。

施策の方針

行政や関係機関が民生委員・児童委員の地域福祉活動に対して積極的に支援し、

委員と地域の連携体制の確立を目指します。

施 策

①民生委員・児童委員と地域との連携

民生委員・児童委員と地域の組織や団体との連携を一層深め、委員が活動しやす

い環境を整え、委員の地域福祉活動の取組みに対する支援を行います。

②情報提供と研修会の開催

民生委員・児童委員へ十分な情報を提供するとともに、必要な知識を得るための

研修会の充実に努めます。

③災害時要援護者の情報提供と見守り活動の支援

高齢者や障がい者など個々の特性に応じて援護を必要とする人の情報提供や日

頃からの見守り、災害時の救援などの活動に対し支援します。

実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

民生児童委員協議会

定例会の開催【町】

毎月会議を開催し、その時々の課題について情報交換

を図るとともに、必要に応じて研修を行い、委員と町

との連携を深めます。

2
隣近所での見守りの

支援【町・社協】

民生委員・児童委員と地域住民の連携による地域での

声かけ・見守りを支援します。
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（４）社会福祉協議会との連携の推進

現状と課題

社会福祉協議会は、住民主体の理念に基づき地域の福祉課題の解決に取り組み、

誰もが安心して暮らすことができる地域の実現を目指して活動する団体です。社会

福祉法においても、社会福祉協議会が地域福祉の推進を担う中心的な団体として明

確に位置づけられており、地域福祉のまちづくりにこれまで果たしてきた役割は非

常に大きく、今後もこれまでの実績を活かした取組みが今まで以上に期待されてい

ます。

社会福祉協議会では、住民一人ひとりの福祉の向上に向けてきめ細かな地域福祉

活動を展開しています。また、配食サービス、健康支援といった訪問サービス等を

町からの委託により実施しており、住民ニーズに対応した活動を展開しています。

今後も社会福祉協議会と行政がさらに連携を深めて、今まで福祉にかかわってき

た人だけでなく、より幅広い層の人の参加を得て、協働して地域福祉の推進を図っ

ていく必要があります。

施策の方針

社会福祉協議会と行政がさらに連携を深め、住民全体での地域福祉を推進します。

施 策

①社会福祉協議会の組織強化と活動充実への支援

これまでの社会福祉協議会の地域福祉活動の実績を軸とし、さらに地域全体に広

がりを持った取組みとなるよう連携していきます。

特に社会福祉協議会に委託して実施している地域福祉サービスについては、地域

福祉を推進する上で重要であり、事業の充実を図ります。

②社会福祉協議会の事業計画との連携

社会福祉協議会は、さまざまな活動を総合的・計画的に実施するため、事業計画

を策定します。本計画は社会福協議会の事業計画と連携して、住民主体の地域福祉

を推進します。

実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

社会福祉協議会への

支援【町】

社会福祉協議会の組織強化と活動の充実を図るため、

補助・委託を行うとともに、社会福祉協議会の事業計

画との連携を図ります。
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第２章 すべての住民の立場に立った支援・サービスの展開

１ すべての住民のための包括的な支援・サービスの提供

（１）包括的な支援・サービスの提供

現状と課題

本町では、相談事業・福祉サービスの提供の機会などを通じて地域の福祉ニーズ

の把握や生活課題の発見に努めてきました。

民生委員・児童委員や行政関係職員はさまざまなサービスに関する情報提供を行

うとともに、住民のニーズや生活状態の把握に努めており、こうした活動は、今後

ますます重要になります。

また、社会的に孤立してしまった人などは、サービスを必要としているにもかか

わらず、そのことが発見されにくいことが多く、これまで以上に関係機関と連携を

図り対応していく必要があります。

さらに、ニーズや課題を把握することを通じて、利用者の視点を福祉サービスに

反映していくことが重要です。

施策の方針

地域におけるさまざまな福祉ニーズの把握と生活課題の発見に努め、利用者の立

場に立ったサービスを提供します。

施 策

①地域における福祉ニーズの把握

住民、民生委員・児童委員と行政が連携しながら、潜在的なニーズも含めて地域

の生活課題を把握し、住民の孤立化防止に努めます。また、関係機関と協力しなが

ら、適切な福祉サービスに結びつけることができる体制づくりを進めます。

②複雑化する生活課題に対する支援の充実

高齢化する障がい者や、高齢者、児童の生活困窮等、複合化した課題に対して関

係機関と連携し、支援の充実に努めます。

③制度の狭間にあるニーズに対する専門機関による対応

高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者に加えて、従来の支援制度の対象とされ

てこなかった、引きこもり等に対しても、ニーズの把握と包括的な支援体制の構築

を図ります。
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実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1
高齢者・障害者台帳の

整備【町】

高齢者・障害者台帳の整備により、高齢者・障がい者

の現状把握に努めます。

2

各種調査活動などに

よる福祉ニーズ把握

【町・社協】

各種調査・相談事業・福祉サービスの提供の機会など

を通じて地域に潜在化するニーズ（必要としている人

的・物的サービスなど）を的確に把握し、適切なサー

ビスに結びつけます。

3

高齢者の孤立を防ぐ

各種事業の実施【町】

高齢者の生きがい・健康づくり、外出支援、配食サー

ビス、訪問事業等を通じて、高齢者が社会的に孤立す

ることを防ぎ、生活課題を把握します。

4

住民による地域の高

齢者の生活課題の解

決【町】

高齢者軽度生活支援サービス等を通じて、住民による

高齢者世帯の軽微な生活課題（除草、修繕といった簡

易な作業）を解決が可能になる仕組みを整備します。

5

子ども及び妊産婦に

対する包括的な支援

【町】

出産後のお母さんのケアや、子育ての相談の受付な

ど、出産から子育てを通じた包括的な相談支援が可能

になる体制（子ども家庭総合支援拠点や子育て世代包

括支援センター等）の構築に努めます。

6

生活困窮者に対する

包括的な支援の充実

【町・社協】

生活困窮者自立支援制度等の運用により、複合的な問

題を抱えることの多い、生活困窮者の支援を行いま

す。

7

自殺対策の強化【町】 いのち支える信濃町自殺対策推進本部や信濃町自殺

対策推進協議会等を通じて、関係部署の連携により包

括的に推進するための庁内横断的な体制を整え、自殺

対策に関連した事業を推進します。
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（２）福祉人材の育成

現状と課題

さまざまな生活課題を抱えた住民が地域で安心して暮らせるよう、行政や事業者

の福祉サービスの他に、地域では民生委員・児童委員による福祉活動が行われてい

ます。

支援を必要とする人が、地域で適切な福祉サービスを受けられるよう、サービス

に携わる職員の資質の向上を図るとともに、福祉活動に熱心な住民の発掘と幅広い

人材の育成・確保が必要です。

地域にはさまざまな技術や能力を持った人がおり、地域福祉活動を新たに展開し

ていくためには、福祉の視点からだけでなく、文化活動・生涯学習活動など地域で

のさまざまな活動の中からも人材を発掘することが大切です。

幅広い年齢層からの参画を得るため、地域・学校・事業者などの協力を得て、人

材の育成と確保に努めることが必要です。

施策の方針

福祉サービスに携わる職員や福祉活動関係者の資質の向上を図るとともに、地域

でのさまざまな活動の中から福祉人材の発掘と育成に努めます。

施 策

①地域福祉を担う幅広い人材の発掘・育成

地域・学校・事業者などの協力を得て、地域福祉活動へ幅広い年齢層の人の参加

を促します。特に定年退職者や子育て経験者の経験や知識・技術は社会的財産であ

り、その効果的な活用を図ります。

②ボランティアセンターの充実

住民が関心を持ってボランティアに参加できるよう、ボランティアセンターの充

実を図ります。

③専門的な福祉人材の確保

住民間や行政の相談支援体制では対応できない生活課題への対処、地域における

住民活動のバックアップのため、町および社会福祉協議会等において専門的な福祉

人材の確保に努めます。

④福祉関連職員の資質の向上

介護保険制度のケアマネジメントを担う介護支援専門員（ケアマネジャー）や福

祉サービスに携わる職員が各種研修会などに積極的に参加できる環境を整えます。
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実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

地域リーダーの発掘

や養成【町・社協】

住民自らがまちづくりに参画するために地域の活動

やコミュニティ活動の活性化を通じ、地域リーダーの

発掘・登録や養成に努め、住民が主体となって社会的

な活動に参画できる環境をつくります。

2

幅広い福祉人材の育

成【町】

地域・学校・事業者などの協力を得て、地域福祉活動

へ幅広い年齢層の人の参加を促し、幅広い福祉人材を

育成します。

3
各種ボランティアの

育成【町・社協】

ボランティア育成のための各種研修会や講座を開催

し、情報誌の発行を行います。

4
専門的な福祉人材の

確保【町・社協】

地域福祉に関連する事業の退職者や離職者を中心に、

専門的な福祉人材の確保に努めます。

5
職員の資質向上【町】 職員研修を充実させるとともに、各種研修などに積極

的に参加し、専門性と資質の向上を図ります。
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（３）社会福祉法人等による公益的な視点での新しい事業の育成

現状と課題

住民、福祉サービスを提供する事業者、福祉活動を行う人、行政が創意工夫して、

地域の既存の制度や仕組みでは対応しきれない多様な福祉ニーズに応えるサービ

スや活動を育成していく必要があり、新たな事業を育成するための情報提供や話し

合いの場づくりを行う必要があります。

また、多様なニーズに応えられるサービスの提供は行政や事業者だけでなく、Ｎ

ＰＯなど多様なサービス提供主体が事業に参加することにより実現できます。その

ため、民間事業者やＮＰＯ、ボランティアなどが積極的にサービス提供者として参

加できるような環境整備に努めることが大切です。

特にＮＰＯによる地域福祉活動は、自発性・自己実現性の発揮、地域との信頼関

係、柔軟な組織特性によって、きめ細かなサービスや独自の先駆的なサービスを提

供できるとともに、ニーズの変化に柔軟に対応できるなど、ＮＰＯの特性を活かし

た活動が期待されます。

なお、新たな事業の育成を検討する中で、これまで町で行ってきた事業をＮＰＯ

などが担うことが可能かどうかという視点から事業領域の見直しを行う必要があ

ります。

施策の方針

多様な福祉ニーズに応えられる新しい事業の育成に努めるとともに、民間事業者

やＮＰＯなど幅広い事業主体の福祉関連事業への参入を促進します。

施 策

①地域福祉活動の担い手による話し合いの場づくり

住民、事業者、ＮＰＯ、ボランティア、行政が地域福祉活動について情報交換す

る場を確保します。

②民間事業者参入のための情報提供の推進

民間事業者やＮＰＯなど幅広い事業主体の福祉サービスへの参入を促進するた

め、国や本町が進める福祉施策やサービスの利用状況などの情報提供を積極的に行

います。

③福祉分野の事業領域の見直しと新しい事業の開発

現在、行政が行っている福祉分野の事業について、民間事業者やＮＰＯなどが担

うことが可能かどうかという視点から事業領域の見直しを推進するとともに、多様

なニーズに応えられるよう新しい事業の開発にも努めます。
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実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

話し合いの場づくり

【町】

住民、事業者、ＮＰＯ、ボランティア、行政が地域福

祉活動について情報交換を行える場づくりを検討し

ます。

2

広域的な福祉関係者

の連携の促進

【町・社協・事業者・

ＮＰＯ・当事者】

飯綱町、本町の福祉関係者で、障がい者等が住みよい

地域づくりを連携して推進します。

3

新たな事業の開発

【町】

住民の立場に立った施策展開を図るため、業務の性

格・経費・住民の利便性を考慮し、新しい事業の開発

に努めます。また、特に実施する事業についてはアク

ション・プランとしてまとめ、重点的に実施を検討し

ます。
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２ 相談支援体制の充実

（１）多機関の協働による相談支援体制の構築

現状と課題

高齢者や障がい者に限らず、住民一人ひとりが抱えている生活課題は複雑・多様

化しており、こうした課題に対応するため、役場庁舎の相談窓口をはじめ、地域包

括支援センター、保健センター、保育園、子育て支援ルームなどで各種相談事業を

実施しています。また、地域での身近な相談窓口として、民生委員・児童委員が幅

広い分野の相談活動を行うとともに、社会福祉協議会などでもさまざまな相談事業

が行われています。

福祉サービスの利用は、利用者が行政窓口に相談することから開始されることが

多く、各相談窓口相互の接続を容易にするなど、利用者にとって使いやすくすると

ともに、利用者の相談内容に的確に応えられ、スムーズにサービスにつなげられる

ことが必要です。

そのため、相談にあたる人材の育成や関係機関との連携が重要であり、保健・医

療・福祉の相談体制を整備するとともに、各機関からの紹介や依頼を受けた場合に

は、利用者や家族の了解を得て訪問するなど、柔軟で積極的な対応が必要です。

施策の方針

複雑・多様化した生活課題に適切に対応するため、住民に身近な相談窓口を充実

します。

施 策

①相談窓口体制の充実

各課等や各種相談窓口の連携を強化し、総合的な相談窓口※1体制の検討を進めま

す。また、適切に相談に応じることができるよう、職員の資質向上に努めます。

②訪問による相談の推進

民生委員・児童委員、保健師、福祉担当職員などが、高齢者、障がい者、妊産婦、

乳幼児などのいる家庭を訪問し、保健・医療・福祉などに関する相談を行います。

③専門的な相談体制の充実

各種機関・団体などと連携して、専門的な相談体制の充実に努めます。

※1 総合的な相談窓口：「丸ごと相談（断らない相談）」ともいわれる相談支援の体

制。介護・障がい者・子ども等各分野別に設けられている各種相談窓口を統合し、

ワンストップの相談窓口を形成すること。
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実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

相談窓口体制の充実

【町】

各課等の連携を強化し、各種相談窓口の横断的な対応

を図るとともに、適切に相談にあたることができるよ

う、職員の資質向上に努めます。また、保健師、栄養

士などが、健康、育児などに関する悩みや不安、虐待

についての相談に応じ、相談窓口体制を充実します。

2

高齢者に対する総合

相談・支援の充実

【町】

高齢者の介護・福祉・保健・医療に関する相談窓口を

設置し、保健師、主任介護支援専門員が相談対応、課

題解決の支援を行います。

3

個別相談、訪問相談・

指導【町・社協】

社会福祉士、民生委員・児童委員、各種相談員、行政

関係職員などが必要に応じて訪問するなど、悩みや不

安に対する相談に応じるとともに、諸制度の活用など

に関する指導を行います。

4
心配ごと相談専用電

話【社協】

日常生活上のあらゆる相談に応じるため、専用電話で

相談を受け付けます。

5

民生委員・児童委員、

各種相談員の研修会

【町・社協】

民生委員・児童委員や各種相談員の資質向上のための

研修会を開催します。

6

保護者、児童・生徒に

対する相談支援の充

実【町】

信濃小中学校へ相談員の設置や、保育園保護者の子育

てや就学に向けての不安等の相談を受付、子育ての不

安を軽減します。

7

配慮を要する児童に

対する相談・支援

【町】

教育委員会を通じ、障がいのある児童や特別な配慮を

要する児童の就学について、子どもの発達の専門委員

に相談して、一人ひとりの児童にとって最も適切な就

学先を保護者との合意に基づいて決定します。
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（２）総合的なケアマネジメントの充実

現状と課題

一人ひとりが抱える生活上の課題が複雑・多様化していく中で、一つの制度を利

用するだけでは、対応が難しいことも出てきています。

福祉サービスを総合的に提供できるような仕組みを整える必要があり、そのため

の手法として、ケアマネジメント※2が重要となっています。

介護保険制度の導入により、要介護認定を受けている高齢者に対しては介護支援

専門員が、要支援認定を受けている高齢者については地域包括支援センターがケア

マネジメントを行っています。

障がい者についても、平成25年４月から障害者総合支援法が施行され、障がい

者が地域で安心して暮らせる共生社会の実現を目指し、福祉サービスが再編されま

した。利用者に合った、幅広いサービスを総合的に提供するための手法としてケア

マネジメントの充実が求められています。

また、高齢者や障がい者だけでなく、さまざまな生活課題を抱えた住民に対して

も、生活の質を高めていくために、地域・関係機関・団体・行政などの連携による

対応が重要であり、総合的なケアマネジメント体制の整備が必要とされています。

施策の方針

住民のさまざまな福祉ニーズに対応するため、地域と保健・医療・福祉の関係機

関や団体、行政が連携して、質の高い総合的なケアマネジメント体制の確立を目指

します。

施 策

①ケアマネジメント体制の充実

支援を必要とする住民に対して、その状態に最も適した保健・医療・福祉のサー

ビスの組み合わせやサービス量などを総合的に調整するとともに、必要に応じてボ

ランティアの活動などを組み込んで、在宅での生活全般を支援するため、ケアマネ

ジメント体制を充実します。

②サービス調整チーム会議

高齢者・障がい者などの多様な福祉ニーズに見合う保健・医療・福祉等の各種サ

ービスを総合的に調整・推進する調整チーム会議を実施します。

※2 ケアマネジメント：高齢者、障がい者やその家族の依頼に基づき、依頼者のニー

ズを把握した上で、サービス計画を作成し、サービス提供機関との連絡調整を行っ

て、利用者本位の適切なサービス利用へつなげる仕組み。介護保険制度では居宅介

護支援の援助技術として位置づけられている。
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③行政各分野における連携強化

行政各分野にまたがる施策や相互に関連のある施策については、連絡調整を強化

し、総合的に施策を推進します。

実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1
総合的なケアマネジ

メント【町】

各種サービスの内容を関係者間で共有し、福祉サービ

ス間の調整を図ります。

2

介護保険分野におけ

るケアマネジメント

【町・社協・事業者】

介護保険認定者については、各居宅介護支援事業者の

ケアマネジャーが、要支援認定者、事業対象者には、

地域包括支援センターでケアマネジメントを実施し、

在宅生活を支えます。

3

障がい者福祉分野に

おける連携

【町・社協・事業者・Ｎ

ＰＯ】

飯綱町と本町の行政、当事者団体、事業者、ＮＰＯで

つくる自立支援協議会を開催し、障がい者が地域で安

心して暮らせるよう支えます。

4
高齢者・障害者サービ

ス調整会議【町】

高齢者・障がい者の各種サービスを総合的に調整・推

進します。
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３ 福祉サービス利用者の支援と保護

（１）情報提供の充実

現状と課題

福祉制度は利用者の立場に立った改革が進められています。介護保険制度や障害

福祉サービス制度の導入により、利用者がサービス内容や事業者を「選択」できる

制度へ移行され、利用者は事業者との契約に基づき対等な関係でサービスを利用し

ています。

本町においては、利用者が適切なサービスを選択し利用するために、さまざまな

サービスの情報を広報誌やパンフレットなどにより提供していますが、インターネ

ットの活用により容易に情報を得られるよう、個人情報の保護を図りつつ、住民ニ

ーズに応じられる質の高い情報の提供に努める必要があります。

また、民生委員・児童委員などと連携を図ることにより、情報を得るのが困難な

人に対しても情報が行き届くよう努める必要があります。

事業者に対しては、事業内容やサービス内容の情報提供及び公開を促し、サービ

スの質の確保に努める必要があります。

施策の方針

質の高い情報の提供に努め、利用者が適切に福祉サービスの選択ができる環境と

サービスの質の確保に向けた仕組みの確立を目指します。

施 策

①福祉サービスの利用などに関する情報の収集・提供

利用者がサービスを有効に利用できるよう、サービス内容や事業者に関するさま

ざまな情報を収集し、住民に適切に提供します。情報提供にあたっては、ホームペ

ージの積極的な活用により、わかりやすく便利な情報の提供に努めます。

また、民生委員・児童委員と連携を図ることにより、情報を得るのが困難な人に

対しても情報が行き届くように努めます。

②事業者の情報提供の促進

福祉サービスの質の向上には、事業者の意識改革や透明性の高い経営姿勢が重要

であり、事業者自らが積極的に事業内容の情報公開に取り組むよう働きかけます。

③学習の場の充実

利用者が適切に福祉サービスを選択できる環境づくりとして、福祉サービスに関

する学習の場を充実します。
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実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

広報を利用した福祉

サービスに関する情

報提供の充実【町・社

協】

「広報しなの」、「社協だより」、各種パンフレットの発

行やホームページ等の活用により、適時に情報を提供

します。

2

情報通信技術（ICT）の

活用【町・社協】

インターネットなどの情報通信技術を通じ、全国の介

護保険事業者等の情報を閲覧するなど、情報サービス

の活用を促進します。

3

民生委員・児童委員な

どとの連携【町】

民生委員・児童委員などと連携を図ることにより、情

報を得るのが困難な人に対しても情報が行き届くよ

う努めます。

4

住民に対する説明

会・学習会などの開催

【町・社協】

家族介護リフレッシュ事業や福祉制度の説明会・学習

会、健康教室、各種学級などを活用し、情報が行き届

くよう努めます。

5

当事者団体などの学習

会の支援【町・社協】

信濃町身体障害者福祉協会や信濃町手をつなぐ育成

会などの当事者団体・グループで開催する福祉サービ

スの学習会を支援します。
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（２）福祉サービス利用者の権利擁護

現状と課題

福祉制度の改革により、利用者自らがさまざまな福祉サービスを選択し、事業者

との契約に基づいてサービスが利用できることになりましたが、利用者の尊厳の保

持とその意向が十分尊重されるための権利擁護が重要な課題となっています。

利用者がサービスに対して不満や苦情を抱えた場合に、申し出ることが可能で、

その苦情を解決できる仕組みづくりが必要です。

また、判断能力が十分でない利用者に対して、財産管理、身上監護（介護、施設

への入退所などの生活に配慮すること）、サービス利用に際しての事業者との契約

締結の支援など、利用者の保護が必要とされています。

そのため、法定の成年後見制度や社会福祉協議会が主体となり実施している日常

生活自立支援事業などの周知や活用を図り、利用者の権利擁護を進めていく必要が

あります。

施策の方針

福祉サービスの利用者の権利を擁護する制度の利用を促進します。

施 策

①苦情処理体制の充実

福祉や生活支援のさまざまなサービスに関する苦情・不満などを受け付け、解決

を図っていくため、各課等の苦情受付窓口や苦情解決機関などと連携し、苦情処理

体制の充実を図ります。

②事業者の苦情処理体制の整備促進

事業者自らが苦情を適切に解決するよう、事業者段階での苦情解決の仕組みの整

備を促し、長野県社会福祉協議会に設置された長野県福祉サービス運営適正化委員

会などの苦情解決機関の周知を図り、苦情の解決を促進します。

③日常生活自立支援事業の推進

社会福祉協議会が主体となって実施している日常生活自立支援事業の普及を図

り、権利擁護を推進します。

④成年後見制度の利用支援

成年後見制度について、制度の普及を図るとともに、本人に判断能力がなく、親

族もいない場合に家庭裁判所への後見人の付与の申し立てを町長が代行するなど

の利用支援を行います。低所得者には、申し立て費用の助成を検討します。
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実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

苦情処理体制の充実

【町】

各課等の連携を強化し、各種苦情受付窓口の横断的な

対応を図るとともに、適切に対応できるよう、職員の

資質向上に努めます。また、必要に応じて苦情解決機

関にもつなげます。

2

苦情解決機関との連

携【町・社協】

長野県社会福祉協議会に設置された長野県福祉サー

ビス運営適正化委員会などの苦情解決機関の周知を

図り、苦情の解決を促進します。

3

日常生活自立支援事

業の推進【社協】

長野県社会福祉協議会が日常生活自立支援事業を実

施しており、町社協は、初期相談を受けた後、長野市

社会福祉協議会・長野県社会福祉協議会との連携によ

り必要な支援を行います。

高齢者や障がい者などが地域で安心して自立した生

活が営めるよう預貯金の払出代行などの日常的な金

銭管理を行います。

4

成年後見制度の利用

促進【町】

成年後見制度の適切な理解と普及を図り、制度の利用

を必要とする高齢者や障がい者等の把握に努め、適切

な制度利用を促進します。
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第３章 誰もが安心して快適に暮らせる環境の整備

１ 誰もが快適に暮らせる環境づくり

（１）住宅環境の整備に関する横断的な支援

現状と課題

住み慣れた地域で安心して快適に生活できる環境の整備は誰もが望むことです。

本町においても、多くの住民が利用する公共施設や事業所などの民間施設を含め、

高齢者や障がい者はもちろん、すべての住民にとって使いやすく安心して快適に生

活できるという福祉の観点からの環境整備が必要とされています。

施策の方針

誰もが安心して快適に暮らし続けるための居宅環境の整備を推進します。

施 策

①施設等のサービスを活用した居宅生活の支援

福祉サービス、介護サービス等の提供事業者と連携し、デイサービス・ショート

ステイ等の利用促進を図りながら、高齢者・障がい者等の居宅生活を支援します

②住まいの継続的な確保の支援

生活困窮者の高齢者や障がい者、母子世帯、外国人等が継続的に住まいを確保で

きるよう、これらの住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅や町営住宅への居住を

促進します。また、高齢者や障がい者等の越冬住宅についても検討を行います。

③快適な居住環境の整備のための補助

高齢者や障がい者が通常の住宅に快適に住み続けるために必要な居住環境の改

良のための費用を補助します。

実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

居宅生活の支援

【町・事業者】

福祉サービス・介護サービスの利用促進と地域の支え

合いにより高齢者・障がい者の居宅生活を支援しま

す。

2

高齢者・障がい者にや

さしい住宅改良の促

進【町】

高齢者・障がい者の居住環境を改善するための経費に

対し補助し、居宅での生活を支援します。
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（２）就労の場の確保に関する横断的な支援

現状と課題

障がいの有無を問わず、自ら選んだ地域で安心して自分らしい暮らしを実現する

ためには就労の場の確保が重要です。特に障がい者においては就労の場の確保は地

域生活移行する上で非常に重要になっています。また、生活困窮者にとっても、就

労の場を確保する事は、安定的な生活を実現すると社会からの孤立を予防する上で

非常に重要です。

また、退職した高齢者や育児のために離職中の母親などにおいて、生きがいや活

躍の場としての就労の場のニーズは高まっており、就労の場の確保は地域の活力を

活かすという視点でも重要となってきています。

施策の方針

高齢者、障がい者、生活困窮者等すべての希望する住民が就労の場を確保できる

よう適切な支援を実施します。

施 策

①地域生活移行のための就労の支援

障がい者が地域生活に移行するために、地域活動支援センター等の就労の場を確

保します。

②生きがい、活躍の場としての就労の場の確保

高齢者の持つ豊富な知識や経験を活かせるよう、社会参加の機会を拡大します。

また、障がい者等には、生活指導や作業指導により技能習得と就労の場を提供し、

社会生活に向けた支援を行います。

実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

農福連携の推進【町】 障がい者等の就労や社会参加を促進するため、農

作業等への参加を促進する仕組みづくりを検討し

ます。

2

障害者等共同作業所、地域

活動支援センターの運営

【町・ひだまりセンター】

利用者に対し、創作的活動、生産活動の機会を提

供し、社会との交流の促進を図ります。

3

シルバー人材センターと

の連携【町】

高齢者の持つ豊富な知識や経験を活かせるよう、

シルバー人材センターと連携し、社会参加の機会

を拡大します。
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（３）誰もが快適に暮らせるまちづくりの推進

現状と課題

地域の人びとが個々に持つ能力を活かしながら、仕事、文化、レクリエーション、

スポーツなどの社会活動に参加できる環境づくりを進めるために、公共施設や公共

交通機関のバリアフリー化、福祉機器の普及・促進に努めるとともに、物質的な面

での環境整備を進める必要があります。

施策の方針

すべての人が暮らしやすい快適な環境の整備を推進します。

施 策

①バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進

歩道の急勾配、段差などの解消を重点的に進め、公共施設や地域で問題とされる

箇所、多くの住民が利用する店舗や事業所などの民間施設についても、バリアフリ

ー化を促します。高齢者や障がい者のための特別な仕様をつくるのではなく、より

多くの人が共通に、安全で快適に利用できるユニバーサルデザインによるまちづく

りを進めます。

②交通バリアフリー化の促進

鉄道駅などの交通機関の施設や周辺道路などのバリアフリー化の推進を促すと

ともに、高齢者や障がい者などが気軽に外出でき、またさまざまな活動に参加でき

るよう移動に関する支援を行います。

③交通安全の促進

高齢者の交通事故防止、電動車椅子やシルバーカー利用への理解を深め地域全体

でマナーやルールの意識の高揚を図ります。

④福祉機器・福祉用具の利用の促進

高齢者や障がい者の在宅での生活の支援と社会活動の促進のため、福祉機器・福

祉用具の普及を進めます。
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実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

バリアフリー化・ユニ

バーサルデザイン化

の推進【町・社協】

公共施設等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン

化を推進するとともに、民間施設への啓発に努めま

す。

2

交通手段の確保【町】 地域の移動ニーズを把握して関係機関と協議した上

で、移動手段のない住民が生じないよう、公共交通等

の充実を図ります。

3

交通安全の確保【町】 高齢者の交通事故防止、電動車椅子やシルバーカー利

用への理解を深め、地域全体でマナーやルールの意識

の高揚を図ります。

4

障がい者の車両確保

の補助【町・社協】

車椅子を利用する障がい者や高齢者などに車椅子対

応型自動車を貸し出し、社会生活への適応を促しま

す。また、身体障がい者の社会参加の促進を図るため

に、障がい者の自動車改造に要する費用の一部を助成

します。
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２ 誰もが安心して暮らせる環境づくり

（１）生活保護・生活困窮者に対する支援

現状と課題

全国の景気は回復基調にありますが、障がい者等が生活困窮するケースや少額年

金のため自立困難な高齢者が増えています。改正生活保護法（平成26年７月１日

施行）及び生活保護に至る前の段階の生活困窮者を対象とした生活困窮者自立支援

法（平成27年４月１日施行）に基づく援護制度の活用を図り、低所得者の生活の

安定と自立を促進する必要があります。また、民生委員・児童委員による相談・指

導や資金貸付制度の活用などにより、生活の安定を図る必要があります。

施策の方針

長野保健福祉事務所と連携し、生活保護制度及び生活困窮者自立支援制度の適正

運用を図ります。また、低所得者世帯、高齢者世帯、障がい者世帯等に対し、民生

委員・児童委員や長野県社会福祉協議会と連携をとりながら、無利子や低金利で資

金の貸付を行うことにより、経済的自立と生活意欲の醸成、社会参加の促進を図り

ます。

施 策

①生活保護制度・生活困窮者自立支援制度の周知

民生委員・児童委員との連携を強化し、援護を必要とする世帯の実態とニーズの

的確な把握を行い、生活保護制度及び生活困窮者自立支援制度の利用に関する情報

提供や助言等を行います。

②生活困窮者に対する包括的な支援

生活困窮者自立支援制度を適切に運用すると共に、相談支援から、住まい・就労

の支援、家計に対する支援、子どもに対する支援等包括的な支援を実施します。
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実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

自立相談支援事業

【町・長野保健福祉事

務所】

一つの相談窓口で生活と就労に関する支援員を配置

し、相談者の状況に応じ自立に向けた支援計画を作成

して、計画に基づく支援が包括的に行われるよう関係

機関と連絡調整を行います。

2

住まい・就労の確保

【町・長野保健福祉事

務所】

就労活動を支えるため、家賃費用を有期で支給すると

ともに、就労に向けた日常・社会的自立のための訓練

を行います。なお、一般就労が困難な人には、支援付

き就労の場（県等が基準に該当する事業者を認定）を

提供します。

3

家計に対する支援

【町・社協・長野保健

福祉事務所】

家計相談支援を行うとともに、生活援助のための貸し

付けや一時的な衣食住の提供を行います。

4

子どもに対する支援

【町・長野保健福祉事

務所】

生活困窮家庭の子どもに対する学習支援や保護者へ

の進学に関する助言を行うとともに、経済的理由によ

り就学が困難である者に対して無利子で貸付けを行

います。
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（２）緊急時に備えた体制の整備

現状と課題

本町では、ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯、障がい者や障がい者世帯などの

急病や災害などの緊急時において適切に対応できるよう、緊急通報システムを導入

していますが、災害等の緊急時への備えとしては、このシステムだけでは不十分で

あり、日常の見守りなど、地域での助け合いが必要です。

また、町の地域防災計画や社会福祉協議会の福祉救援ボランティア活動マニュア

ルなどに基づき、互いに協力して活動する必要があります。

日頃から、地域における災害時に避難行動の支援を要する人の把握に努め、安否

確認、救援など民生委員・児童委員や地域による支援体制の整備を進める必要があ

ります。

施策の方針

日頃から隣近所での見守りを促進し、ひとり暮らしの高齢者、障がい者等の急病

時や災害などの緊急時に備えた体制の確立を目指します。

施 策

①避難行動要支援者の把握と共有

避難行動の支援を要する住民について各課と情報を共有して避難行動要支援者

台帳を作成します。把握した避難行動要支援者の情報を活用し、日常的な安否確認

を促進します。把握した情報は、条例に基づき本人の同意を得た上で、在宅医療・

介護連携連絡会や自治会・町会等と共有し、実際の災害に備えるよう活用を図りま

す。

⑥緊急通報システムの設置・更新

発作の心配のあるひとり暮らしの高齢者などに緊急通報装置を貸与し、急病や事

故などの緊急時に親戚や隣近所に通報できる緊急通報システムについて、地域の協

力を得ながら設置・更新を行います。

⑦自主防災活動などの促進

地震などの大規模災害の発生時には、その被害を最小限におさえるため、地域で

防災活動に取り組む必要があります。万が一の災害に備え、自主防災活動と防災ボ

ランティア活動を促進します。また、災害時に手助けが必要となる高齢者や障がい

者等への対応について、普及啓発を進めます。

⑧災害時のボランティア受け入れ体制の整備

災害時のボランティア受け入れなどの対応を適切に行い、早期の支援活動を可能

にするため、社会福祉協議会と協力しながら、ボランティアの受け入れ窓口などの

体制整備を進めます。
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実施事業

No 実 施 事 業 内 容

1

避難行動要支援者情

報の集約【町】

要介護者・障がい者・妊産婦及び乳幼児・日中のひと

り暮らし高齢者等で、避難行動に支援を要する住民の

情報を、関連課等と連携して把握します。

2
緊急通報装置【町】 ひとり暮らしの高齢者などを対象に緊急通報装置を

貸与します。

3

日常的な要支援者の

見守り・安否確認

【町】

ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯、障がい者世帯の

急病時などに備え、民生委員・児童委員と協力し、見

守り・安否確認に加え、隣近所による日常的な見守

り・安否確認や友愛訪問事業等によって見守りを強化

します。

4

在宅医療・介護連携連

絡会の開催

【町・社協・事業者】

関係者による連絡会を週1回開催し、情報共有を行い

ます。

5

災害に対する要援護

者救済【町】

町地域防災計画に基づき、町災害対策本部と民生委

員・児童委員、住民などが連携を図り、地震、風水害

などの災害時に要援護者の安否確認、通報、救援、福

祉避難所の設定を行います。また、町消防団とも連携

します。

6

自主防災意識の高揚

と自主防災組織の育

成・強化【町】

町地域防災計画に基づき、総合防災訓練や広報活動な

どを行い、自主防災意識を高めるとともに、自主防災

組織の育成・強化を図ります。

7

災害ボランティアの

受け入れ窓口などの

体制整備【町・社協】

町地域防災計画と町社会福祉協議会で策定した福祉

救援ボランティア活動マニュアルに基づき、災害時に

はボランティアの受け入れなどの対応を適切に行い、

早期の支援活動を可能にするため、社会福祉協議会と

協力しながら、ボランティアの受け入れ窓口などの体

制整備を進めます。
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第４章 アクション・プラン

本計画の計画期間において特に重点的に実施する事業について、本編でアクショ

ン・プランとしてとりまとめました。特に実施したい事業として位置付けるのは以

下の4つの事業です。

(１)障がい者等の日常の居場所づくり

(２)有償ボランティアによる生活支援サービスの提供

(３)移動困難者の移動手段の確保

(４)避難行動要支援者情報の集約と活用

一般にアクション・プランとは、企画・計画・戦略の実施プランを明確にするた

めの文書であり、事業の実施に向けて、「誰が」「何を」「いつ」やるのかを定めるも

のです。本計画においては、特に実施したい事業の実現を推進するため、事業の実

施によって実現したい地域の姿や現状・課題、事業化に向けて第一に検討すべき事

項について整理をしました。
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(１) 障がい者等の日常の居場所づくり

主管部署 福祉係 関係部署 保健予防係、社協、事業者

事業概要

●事業の目指す姿

主に障がいのある住民向けに、社会参加の機会を増やすために、地域活動支援セ

ンター以外に、お茶を飲んだり、会話を楽しんだりできるような日中の居場所を整

備する。

●現状と課題

障がいのある住民の日中の居場所は町の施設では地域活動支援センターに限ら

れており、地域活動支援センターの時間外に会話等を楽しめる場所が町内に求めら

れている。

●ターゲット

主に障がい者（事業の発展によっては、子ども等地域住民）

●プレーヤー・パートナー・ステークホルダー

福祉係、保健予防係、町内の福祉事業者

●事業化に向けて必要な事、検討事項

  サロンが開催可能で、利用者の利便性の高い施設の確保

  サロンの日常的な運営者、および支援する専門人材・ボランティアの確保

  子ども食堂等そのほかの地域の居場所づくりと合わせて実施できないか検討

既存の

関連する

取組み

  地区サロン事業（社協）

  お買い物サロン事業（社協）

  ボランティア育成講座（社協）

【参考事例】「ごちゃまぜカフェ」（千曲市）

「ごちゃまぜカフェ」は特定非営利活動法人

Happy Spot Club が経営している、千曲市稲荷山

にあるコミュニケーションカフェ。

様々な事情で生きづらさを感じている方、障がい

がある方やそのご家族、認知症の方など分野を問わ

ず幅広い方がコミュニケーションを楽しむカフェと

しても営業。共生社会の実現に向けたイベント等も

開催。 出典：長野県公共的活動応援サイト

長野県みらいベース
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(２) 有償ボランティアによる生活支援サービスの提供

主管部署 社協 関係部署 介護支援係、地域包括支援センター

事業概要

●事業の目指す姿

自力で家事等を行うことが難しい住民の生活を支えるため、有償ボランティアに

よる生活支援サービスを提供する。また、ボランティアにとっての生きがいとなり、

介護予防の効果を発揮する事を期待する。

●現状と課題

現在は、総合事業の一部として介護保険の適用できる範囲において、ヘルパーが

高齢者を対象に生活支援を実施しているが、サービスの内容や利用できる人が制限

されている。高齢者に限らずより利用しやすい生活支援サービスを提供するため

に、ボランティアの確保や研修等を平成30年度までに実施した。しかし、コーデ

ィネーター人材の確保や制度設計に課題があり、依然事業開始に至っていない。

●ターゲット

高齢者や障がい者等自力で家事等を行うのが難しい住民

●プレーヤー・パートナー・ステークホルダー

社協、介護支援係、地域包括支援センター

●事業化に向けて必要な事、検討事項

  依頼内容とボランティアをマッチングする専属の人材が必要

  有償ボランティア化した際のニーズ量の把握が必要

  ボランティアの在り方や支援の対象者について細かい制度設計が必要

既存の

関連する

取組み

  各種ボランティアの育成（社協）

  高齢者軽度生活援助サービス（福祉係）

【参考事例】有償生活支援事業「つむぎちゃんサポート」（松本市）

有償生活支援事業「つむぎちゃんサポート」

は松本市社会福祉協議会の実施する生活支援サ

ービス。家事支援、ペット支援、外出支援、ゴ

ミ出し支援等を有償で行う。利用者は介護保険

認定の有無にかかわらず、会員登録をすること

で利用できる。社協のコーディネートで派遣さ

れる協力会員のボランティアは、支援の内容に

応じて報酬を得る。社協はボランティアに対し

ては、情報提供や各種講習会を開催している。
出典：松本市社会福祉協議会

つむぎちゃんサポートの流れ
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(３) 移動困難者の移動手段の確保

主管部署 福祉係 関係部署 社協、商工観光・癒しの森係

事業概要

●事業の目指す姿

町内の移動手段に課題を抱えている高齢者や障がい者を対象に、必要な移動手段

を確保し、買い物や通院などを支障なく行えるようにする

●現状と課題

現在は移動困難者を対象とした施策として福祉タクシーチケットの配布やデマ

ンドタクシーを実施しているが、自力で車に乗ることのできる人を対象としてお

り、町内に移動困難者が生じている可能性がある。

●ターゲット

要介護者、身体障がい者等の移動困難者

●プレーヤー・パートナー・ステークホルダー

社協、福祉係、商工観光・癒しの森係、地域の交通事業者、地域の福祉事業者

●事業化に向けて必要な事、検討事項

  現状の町内の移動のニーズを把握し、課題を整理することが必要

  もしも、福祉有償運送等新たな交通が必要な場合は、町内の交通事業者、関係者

との間で、地域公共交通協議会等、合意形成の場を設ける必要がある

  実際に運行するためには、車両、運転手およびコーディネーターを確保する必要

がある

既存の

関連する

取組み

  福祉タクシー利用券及び福祉バス・デマンドタクシー回数券の配布（福祉係）

  路線バス事業（商工観光・癒しの森係）

【参考事例】移送支援サービス（御代田町）

NPO法人御代田町はつらつサポーターの実施

する「移送支援サービス」は自家用車を用い

て、通院や買い物を支援するサービスで、併せ

て外出先での付添支援も実施している。利用対

象者は要支援認定者およびチェックリストに該

当し地域包括支援センターが利用を必要と認め

た住民。御代田町福祉有償運送運営協議会での

協議を踏まえ、利用料金は200円/kmに設定

されており、運転手はNPO法人に登録したボ

ランティアが実施している。

移送支援サービスの様子

出典：NPO法人御代田町はつらつサポーター

ホームページ
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(４) 避難行動要支援者情報の集約と活用

主管部署 福祉係 関係部署 庶務係

事業概要

●事業の目指す姿

緊急時や日頃の防災活動において活用してもらえるよう、地域において災害時の

対応が必要な避難行動要支援者（ひとり暮らしの高齢者世帯や障がい者、妊産婦等）

の情報を集約した台帳を作成し、関係機関と共有する。

●現状と課題

過去に避難行動要支援者情報を集約していたが、更新ができておらず、災害に備

えて新たに台帳を整備する必要がある。また、地域における避難行動要支援者の情

報を共有し地域の防災活動に活かしている地区がなく、災害への備えは地域によっ

て差が生じている。

●ターゲット

地域住民、避難行動要支援者

●プレーヤー・パートナー・ステークホルダー

社協、福祉係、民生・児童委員、自治会、消防団、防災担当者、町内の避難行動要

支援者

●事業化に向けて必要な事、検討事項

  避難行動要支援者情報の集約をどのように地域で活用するのか検討する

  庁内の情報の集約に向け関係各課との連携が必要

  情報の活用にむけて本人の同意を得る必要があり、その確認に人手を要する

既存の

関連する

取組み

  民生・児童委員による訪問、見守り（民生・児童委員）

  避難行動要支援者情報の庁内での集約（福祉係、庶務係）

【参考】県内市町村の避難行動要支援者情報の集約状況

信濃毎日新聞社が令和元年度の水害を受けて

千曲川沿いの15市町村に対して実施した調査

によると、これらの市町村のうち、4自治体で

名簿の作成・共有がされておらず、避難に活用

されていない状況であることが分かった。

今後の災害に備えて、個人情報の保護に留意

しつつ、自治会や自主防災組織などのより身近

な地域において事前に情報を共有できるような

体制整備が求められる。

千曲川沿いの15市町村の

避難行動要支援者情報の提供先

出典：信濃毎日新聞社
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第４編 資料編

１ 信濃町地域福祉計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１ 信濃町地域福祉計画（以下「計画」という。）を策定するため、信濃町地域福祉

計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（任務）

第２ 委員会は計画に関する調査及び研究を行い、計画を策定するものとする。

（委員）

第３ 委員会は、委員１０名以内をもって組織する。

２ 委員は、次に揚げる者のうちから、町長が委嘱する。

（１）町民代表

（２）福祉関係者

（３）有識者

（４）その他町長が必要と認める者

（任期）

第４ 委員の任期は、町長が委員に委嘱した日から信濃町地域福祉計画の策定が完了

するまでの期間とする。

（会長及び副会長）

第５ 委員会には会長、副会長１名を置き、委員の互選により選出する。

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６ 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

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。

（庶務）

第７ 委員会の庶務は、住民福祉課が行う。

（補則）

第８ この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。
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２ 信濃町地域福祉計画策定委員会名簿

※敬称略

３ 計画策定の経緯

氏名 所属 役職

原山 公平（会長） 信濃町福祉委員会 会長

飯塚 弘司（副会長） 信濃町身体障害者福祉協会 会長

池田 すみ江 一般公募委員

木下 浩二 一般公募委員

駒村 久芳 信濃町公民館 館長

鈴木 正則 信濃町老人クラブ連合会 会長

諏訪戸 裕子 信濃町婦人会 会長

瀧川 昌宏 NPO法人 みんなの家 理事長

静谷 伴子 信越病院 看護部長

佐藤 恵里 信濃町社会福祉協議会

期日 内容等

令和元年9月30日 第1回信濃町地域福祉計画策定委員会

令和元年12月 18日 第2回信濃町地域福祉計画策定委員会

令和２年2月7日 第3回信濃町地域福祉計画策定委員会

令和２年３月７日～

令和２年３月20日
パブリックコメント


