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第４章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念  

日南市では、これまで、みんなの住んでいるこのまちを、みんなの幸せのために地域で支え合

い、つながっていく仕組みをつくることが、地域福祉の基本理念には必要不可欠な要素であると

してきました。  

誰もが住み慣れた地域でいきいきと健やかに生活していくこと、そして、希望と安全・安心な

福祉社会を実現していくためには、ノーマライゼーション※の理念の下、みんなが心と心でふれあ

い、共感しあい、身近な地域で自分自身の経験や能力を生かしながら、思いやりの気持ちと行動

力で自分らしく生きがいを持って健康に暮らせる地域づくりを目指すことは何よりも大切です。 

自らの住む地域をより良いものとするために、一人ひとりが絆を深め、力を結集し、助け合い・

支え合いの活動を展開していくことを目指し、その実現に向けた具体的施策を推進していくため

に、今回の計画では新たな基本理念として以下のように掲げます。 

 

 

【基本理念】 

一人ひとりの「思いやりの気持ちと行動力」で 

地域の絆を深め、健やかに自分らしくみんなが 

安心して暮らせるまち日南 
 

 

誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らしていくために、地域福祉に関する様々な施策・事業

の充実を図るとともに、市民が自ら進んで行動し、共に助け合い、支え合い、いきいきと自立し

た生活が送れる地域社会づくりを進め、安全で安心して暮らせる福祉社会の構築を目指します。 

 

 

 

 

 
※ノーマライゼーション：障がいの有無にかかわらず、同じ条件で生活を送ることができる成熟した 

社会に改善していこうとする営みのすべてをいいます。 
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２ 基本的な視点                            
 基本理念の実現に向けて、「自助、互助、共助、公助」の連携を目指し、３つの基本的な視点に

たって取り組みを進めます。 

 

 基本的な視点１ 地域の中で顔の見える関係づくり   

住民どうしのふれあいが少なくなったり、地域の中で個人情報の共有が難しい状況になったり

するなど、地域で困っている人や助けが必要な人が、見えづらくなっています。  

地域に暮らす住民が、自分らしい生活を続ける「自助」を実現するためには、隣近所や身近な

人どうしが、日頃からつながりを持ち、いつでも相談できる関係を構築しておくことが必要です。 

そして、地域住民やボランティアなどによる、地域での支え合いや見守りといった「互助」が

大切な役割を担います。  

すべての地域住民が、自分らしく、心豊かに暮らしていくためには、一人ひとりが、お互いを

理解しようとする心をもち、交流することで、顔の見える関係を築き、地域の課題解決に向けて

みんなで取り組んでいくことが必要です。 

 

 基本的な視点２ 協働による地域福祉活動の推進   

地域においては、個人、地域、日南市、市社協など、多様な地域福祉の主体が、役割を持って

積極的に活動を展開しています。  

地域の課題に取り組んでいくためには、「共助」や「公助」といった制度や公的な福祉サービス

の充実だけでは対応できません。また、「自助」や「互助」による身近な助け合いや支え合いの関

係だけでも、複雑化する生活・福祉課題の解決につなげることは困難です。  

地域福祉を担うそれぞれの主体が、周りの人の役割を理解し、つながりを持つことで、お互い

を補い合いつつ、協働した取り組みができるようなネットワークの構築を目指します。 

 

 基本的な視点３ 地域の実情や住民のニーズを反映させた取り組み   

高齢者、子ども、障がい者、生活困窮者など、地域では、何らかの事情や要因によって、生活

のしづらさを感じている人やその家族がいます。  

すべての地域住民が、自分らしく、安心して暮らしていくためには、「共助」や「公助」による

福祉サービスなどの情報を入手しやすい環境づくりと、必要とする人をサービスにつなげる支援

体制の充実が必要です。  

多様な地域福祉の主体が協働することによって、地域の課題を早期に発見、共有し、支援や解

決に向けての取り組みを実践することが重要です。  

そのためにも、地域福祉活動の交流拠点や、協働の場づくりを進めるとともに、地域で暮らす

すべての人を支える仕組みとなるような「地域包括ケアシステム」の構築に向けて取り組みます。 
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３ 計画の範囲及び地域の捉え方 

日南市地域福祉推進計画における対象エリアは、日南市全域です。地域における生活課題や福

祉ニーズを的確に把握し、きめ細やかに対応していくには、一定の範囲の「地域」設定が必要に

なります。地域福祉活動を推進する上では、より身近な生活範囲である各行政区の区域を基本と

します。しかし、「行政区」の地域で全ての地域課題を解決することは困難です。「地域」は、下

記イメージ図のとおり「ご近所」、「集落班」、「自治会」、｢行政区｣、「日南市全域」、「広域・県域」

におおむね区分されます。地域課題の解決にあたっては、課題の内容・質に応じて重層的に取り

組むことが求められ、実施する活動内容などにより、柔軟に取り組みます。 

   ■地域福祉を推進する「地域」のイメージ図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国・県の機関、広域相談窓口など 

公的機関による相談・支援や総合的な 
施策の調整（日南市・市社協など） 

 

自治会長 
 

広域・県域 

日南市全域 

行政区 

自治会 

班長 世代間交流 

集落班 

 

日常的な見守り 
声掛け 

ご近所 
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４ 地域福祉推進にあたってのそれぞれの役割                        

少子高齢化が進行する中で、誰もが住み慣れた地域で、健康で生きがいをもって自立した生活

を送るには、地域住民がお互いに声をかけ合い、豊かな人間関係を構築しながら地域で支え合う、

地域福祉を推進するまちづくりが必要となります。地域福祉を推進するには、住民参加による地

域のつながりを基礎として、地域包括ケアシステムを構築することが大変重要です。  

（１）市民の役割  

地域社会は、その地域に暮らす住民が主体となってつくり上げていくものです。地域住民一

人ひとりが、地域のことに関心を持ち、それぞれの役割を理解したうえで、「自分にできること」

を考え、地域福祉を担う一員として、具体的な取り組みを進めていくことが必要です。  

市民一人ひとりが、地域福祉活動に積極的かつ主体的に参加し、さらにはその活動を地域全

体に広げていくことにより、市民主体の支え合いや助け合いの意識が高まり、地域コミュニテ

ィの活性化につながることが期待されます。 

（２）自治会などの地域運営を担う役割  

自治会などの各種団体については、誰もが安心して暮らせる地域づくりの実現に向けた地域

住民主体の取り組みを行う上で、最も身近で基盤となる組織です。 

今後は、地域の特性や課題を住民どうしで共有し、様々な世代が地域運営や地域福祉活動へ

の関心を高め、参加するような運営を行うため、様々な機関と協力していくことが期待されま

す。 

（３）民生委員児童委員の役割  

民生委員児童委員は、地域で複雑な生活課題を抱える住民にとって、身近な相談相手となり、

適切な福祉サービスが得られるよう情報提供や援助（つなぎ役）を行うとともに、関係機関な

どに協力することで、地域住民の課題解決を支援する役割を担います。  

また、地域における支え合い活動の中心的な存在として、住民どうしの結びつきの強化や、

日南市、市社協と連携した地域福祉活動に取り組むことが期待されます。 

（４）ボランティア・ＮＰО・市民団体などの役割  

ボランティア・ＮＰО・市民団体などは、それぞれが明確な目的や専門性を持ち、先駆的で

創造的な活動をしており、支え合い助け合う地域社会の構築に向けて必要となる、人と人とを

つなぐ大きな力を持っています。  

ボランティアやＮＰО活動の参加者として地域住民を受け入れたり、地域団体や事業者など

と協働した取り組みを進めたりすることで、地域福祉のけん引役として多様で柔軟な活動が期

待されます。 
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（５）事業者（社会福祉法人、福祉関係団体、企業など）の役割  

事業者は、自らの活動が地域住民の暮らしを支え、安心につながることを認識し、多様なニ

ーズに応えるとともに、適切で質の高いサービスの提供と、権利擁護やプライバシー保護への

厳格な対応が求められます。  

また、福祉的な支援が必要な人に配慮した生活関連サービスを提供するとともに、地域住民

との積極的な交流や、日南市及び各種団体との連携による見守り活動など、地域社会への貢献

が期待されます。 

（６）市社協の役割  

市社協は、住民をはじめ、地域において社会福祉に関する活動を行う者や、社会福祉を目的

とする事業（福祉サービス）を経営する者に呼びかけて、相互に協力し、助け合いによる地域

福祉の推進を目的としています。住民や日南市にとって身近な機関であることから、住民やＮ

ＰО、ボランティア団体などと協働して地域の福祉力を高め、地域の実情に応じた福祉サービ

スを創出する取り組みなど、地域福祉の推進役が求められます。  

住民の活動・行動や支援のあり方を定める「日南市地域福祉活動計画」の中で、地域の福祉

課題や制度の谷間にある個別の福祉課題を、地域との協働により解決につなげ、支え合いのあ

る地域を目指すことが期待されます。 

（７）日南市の役割  

地域福祉の推進にあたって、子育て施策では、子育て世帯への環境づくりや、障がい者施策

では、障がいのある人への生活支援、また、高齢者施策では、団塊の世代が 75 歳になる 2025

年を目指した「地域包括ケアシステム」の構築など、日南市は、住民の福祉の向上を図るため

の各種施策を総合的に推進するとともに、社会福祉関係団体などとの連携・協力のもと、地域

福祉活動が充実・強化される仕組みづくりや、地域住民が地域運営やボランティア活動などに

参加できるような支援的環境整備を推進します。  

日南市では市社協の互助力を高めるための事業に対し、自助・互助では賄いきれない課題を

共助・公助による制度で補いながら地域課題の解決を目指します。 

このように、地域の生活課題などの解決に向けた情報収集や適切な情報発信に努め、各地域

において、特性を踏まえた地域福祉活動が推進されるように、地域住民の取り組みを支援する

ことが期待されます。 
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（８）まとめ  

日南市では、ノーマライゼーションの理念に基づき、それぞれの地域において市民が安心して

暮らせるよう、基本理念として、『一人ひとりの「思いやりの気持ちと行動力」で地域の絆を深め、

健やかに自分らしくみんなが安心して暮らせるまち日南』を掲げました。 

地域福祉の推進にあたっては、個人、地域(市民・自治会など・民生委員児童委員・ボランティ

ア・ＮＰО・市民団体・事業者など)、日南市、市社協がそれぞれの役割のなかで、「自助、互助、

共助、公助」の連携を推し図るとともに、基本理念に基づいた三つの視点から、誰もが住み慣れ

た地域での助け合いや支え合いにより、安心してみんなが幸福な生活が送れるように、効果的な

地域福祉の実現を目指し、重層的に取り組みます。 

 

それぞれの役割のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民 

ボランティア・ＮＰО・ 
市民団体など 

民生委員
児童委員 

自治会など 

市社協 

日南市 

事業者（社会福祉法人、 
福祉関係団体、企業など） 

個人、地域(市民・自治会など・民生委員

児童委員・ボランティア・ＮＰО・市民団

体・事業者など)、日南市、市社協がそれ

ぞれの役割のなかで、「自助、互助、共助、

公助」の連携を推し図る。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

第５章 基本施策の展開 

本計画は市民が主体となり、共有・協働して推進します。 
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第５章 基本施策の展開  

１ 基本理念と基本目標 

（１）施策体系図                                 

 

隣近所で支え合う意識の向上
地域ぐるみで子育てをする仕組みづくり
気軽に集える交流の場の整備・推進
誰もが安全で快適に移動できるようにするための提案・検討

身近な地域における住民相互の支え合いの促進
ボランティア・ＮＰＯなどによる支え合いの促進 （活動・市民協働の促進）

支援を必要とする人がつながりやすい体制の構築
支援を必要とする人を支える仕組みづくり
協働による地域生活支援の充実

災害に備えた災害時要援護者への支援
日常の地域力を生かした防災・防犯のまちづくり

情報提供の充実
相談体制の充実
権利擁護の強化
良質で適切な福祉サービスの提供
自立を支援する体制の充実
福祉、保健、医療・介護の生活関連分野の連携強化

　地域における効果的な安全・安心対策の推進

施策２：
施策３：
施策４：

　市民相互の支え合い（共助）の促進
　（地域を支える人づくり）

　公的な相談支援（公助）と共助の協働による促進
　（地域を見守る仕組みづくり）

施策６：

「自助」を基本とした「互助」の掘り起こしに向けた取り組み
　（地域をつなげる場づくり）

施策５：

施策２：
施策１：

施策１：
施策２：
施策３：
施策４：

　必要なサービスを受けられる仕組みづくり

施策１：
施策２：

施策１：
施策２：
施策３：

施策１：

基本理念
一人ひとりの「思いやりの気持ちと行動力」で
地域の絆を深め、健やかに自分らしくみんなが
安心して暮らせるまち日南

基本目標 １

基本目標 ３

基本目標 ４

基本目標 ２

基本目標 ５
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２ 基本目標の設定                             

（１）日南市と市社協の立場で取り組むべきこと                      

支援を必要とする地域住民が「地域社会を構成する一員」として暮らしていく（社会福祉法

第４条「地域福祉の推進」）ためには、本人・家族などの自らの力『自助』、地域相互で支え合

う『互助』、市民相互の支え合い『共助』、福祉サービスなどの公的な援助『公助』が必要です。

この４つの関係を前提として、日南市と市社協が地域福祉を推進するために「取り組むべきこ

と」は、まず第一に互助・共助を強化していくことと考え、５つの基本目標を設定します。 

 

 

【計画の範囲イメージ】 

 

 

個人、地域(市民・自治会など・民生委員児童委員・ボランティア・ＮＰО・市民団体・事業

者など)、日南市、市社協が、地域福祉の基本理念に基づいた基本目標を設定し、それぞれの役

割のなかで以下のように施策を推進します。 

自助

公助

互助

共助
福祉サービスなど

本人・家族など自らの力

市民相互の支え合い

地域間相互の支え合い

地域福祉推進計画の範囲
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基本目標 １「自助」を基本とした「互助」の掘り起こしに向けた 
取り組み（地域をつなげる場づくり） 

「社会保障制度改革国民会議報告書」（平成 25年８月６日）は、我が国の社会保障制度につい

て、「自助」を基本としながら、生活上のリスクには、「共助」が「自助」を支え、「自助」や「共

助」で対応できない状況には、「公助」が補完する仕組みと位置付けています。 

あわせて、「家族・親族、地域の人々などの間のインフォーマル※な助け合い」を「互助」と位

置づけ、人生と生活の質を豊かにする「互助」の重要性を確認し、これらの取り組みを積極的に

進めるべきであるとしています。この点、住民参加による地域社会の助け合いを内容とする日南

市地域福祉推進計画の策定及び推進は、「互助」を掘り起こすために重要です。それを踏まえ、日

南市においても本計画に基づき、「互助」の掘り起こしに取り組みます。 

施策１ 隣近所で支え合う意識の向上   

誰もが住み慣れた地域で、その人らしく安心して暮らすためには、同じ地域に住む人々の相

互理解と、助け合いや支え合いができる環境が必要です。福祉課題の多くは、かつては、家族

や地域社会の力で解決されていましたが、個人のライフスタイルや社会情勢の変化などにより、

近隣関係が希薄化した現在では、福祉課題を自分自身で抱え込んでしまうか、福祉事業者や日

南市に訴えることが多くなっています。しかし、災害時の対応や生活支援には、ご近所や地区

も巻き込んだ地域ぐるみで取り組む体制が不可欠です。 

ご近所で支え合うコミュニティ機能を再生できれば、ご近所との関わりの重要性についての

理解を深め、ひとり暮らし高齢者への声かけや安否確認、災害時に周りからの支援が必要な人

への支援なども可能になると考えます。そうした地域の支え合い活動などの中で、その活動に

携わる人が、喜びや生きがいを得られるよう、いかに地域福祉の取り組みを展開していくかが、

重要であると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※インフォーマル: ＮＰОやボランティアなどが行うサービスだけでなく、家族や近所の人の助け合い。 

【みんなの取り組み】 

39.5 

18.2 

17.7 

12.7 

9.5 

2.4 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

どちらかと言えばあると思う 

どちらかと言えばないと思う 

そうは思わない 

あると思う 

分からない 

無回答 

％ 住民同士のあたたかいふれあいがあるかについて 

有効回答数1,509人 
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取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

隣近所や地域の人と積極的にあいさつや声かけを継続して推進し、近所付き合
いを大切にした地域住民の交流を図ります。また、ご近所どうしで助け合い、困
りごとを抱える人の買い物や外出などの支援を行うよう努めます。 

市広報などの配布物はできるだけ手渡しするようにし、近隣どうしのつながり
づくりに努めます。また、民生委員児童委員の訪問活動の中から、地区において
も、困りごとを抱える人の把握に努めます。 

日南市 日南市では、地域での支え合いの意識を醸成するため、自治会活動での市民協
働を推進しながら、活動の拠点となる公民館などの利活用や整備などを支援し、
地域住民での連帯感を育むよう努めます。また、地域の交流活動や見守り活動、
啓発活動を通じ市民一人ひとりがまず、「できることから取り組める環境づくり」
を進めます。 

市 社 協 

市社協では、的確な情報提供を行い自治会・民生委員児童委員協議会・小地域
福祉推進組織（地区社会福祉協議会、地区福祉推進協議会、福祉推進部会）など
の地域活動が活発に行われるよう支援・促進を充実します。 
 
●小地域福祉活動の支援・促進 

①生活課題を住民自身が解決していくための取り組みが継続的・主体的に推進
されるよう、「小地域福祉活動研修会」や「地域福祉座談会（しゃべり場）」
などの開催を促進します。 

②自治会長に対して、活動の拠点となる公民館などの集会施設の利活用を働き
かけます。 

●主体的な活動に向けた支援体制の充実 
①研修会の開催を通じて、的確な情報提供を行います。 
②小地域福祉推進組織による活動への支援体制を充実させるため、活動に関す

るアドバイスや地域の中での相談力を高める取り組みを進めます。 

 
 
 

施策２ 地域ぐるみで子育てをする仕組みづくり                      

ご近所との顔合わせから始まる人間関係の構築と地域の交流は、地域福祉の推進には重要な

ことです。ご近所が顔を合わせる機会には、集会所清掃や道路清掃などの地域活動があります。

地域振興課 
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これらの「ご近所に居住することによる緩やかな強制力」が働く行事をきっかけとして、住民

どうしの顔合わせが発生し、つながりが強固になっていきます。 

このことは、「自分たちの周りの環境を良くする」ための子育ての環境、清掃活動、防犯活

動の結果、住民どうしの交流が深くなっていると考えられ、共通の目的による共同作業がご近

所の交流を促進していると考えられます。このことから、ある程度の「緩やかな強制力」を持

った地域の行事を活用し、ご近所の交流による人間関係を確実に形成していく仕組みづくりに

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

地域の力を再認識し、住民がお互いに支えあう環境づくりと意識の向上を図り
ます。また、個人情報の保護に配慮し、支えを必要としている人の把握と早期対
応に努めます。 

子育てなどでわからないことがある時に、相談したり尋ねたりする人を身近に
つくり、子どもへの思いやりの心を育てます。 

24.4 

21.7 

21.2 

20.7 

8.5 

3.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

どちらかと言えばそう思う 

そうは思わない 

どちらかと言えばそう思わない 

分からない 

そう思う 

無回答 

％ ゆとりをもって安心して子育てができる環境かどうかについて 

有効回答数1,509人 
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日南市 日南市では、育児不安や子育てなどの相談が気軽にでき、親子がふれあい、
異年齢どうしが交流できる場などの地域ぐるみで子育てをする仕組みづくり
を行います。 

●子育て環境づくりの推進 
地域、学校、保育所(園)などが連携し、子どもが地域の人とふれあい、子育て
のできる環境づくりを推進します。 

●子どもの未来を応援するための地域ネットワークづくりの支援 
 子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、子

どもの貧困対策及び養子縁組・里親委託をはじめとする家庭養育を推進するた
め、地域ネットワークの形成を支援します。 

●子育てネットワークづくりの支援 
育児の孤立化や育児不安解消のためのサークル活動をはじめ、地域住民が助け
合い、支え合いながら子育てできるネットワークづくりを支援します。 

●見守り活動の推進 
児童虐待をはじめとする各種相談に対しては、関係機関と連携を強化し、相
談・支援体制の確立を図るとともに、早期発見、発生防止を図ります。 

市 社 協 

市社協では、人と人とが集い出会い支え合う機会の提供を図り、担い手の育
成・支援に努めます。 

 
●子育て相談の機会づくり 

福祉推進部会（福祉推進会・福祉部・ふくし会）やふれあいいきいきサロンな
どの活動を通じて、世代間のふれあいや交流の促進、また、高齢者クラブなど
の関係団体と連携し、子育て経験豊かな高齢者や子育て中の親などが身近で相
談し合うことのできる、きっかけづくりを図ります。 

●社会福祉施設連絡会との連携 
子育ての環境づくりやネットワークづくりを充実するため、社会福祉施設等連
絡会を通じて関係機関や支援者などの情報提供に努めます。 

●放課後児童クラブの充実 
放課後児童クラブの充実に努め、体験教室などを通じて子どもが地域の人とふ
れあう場を提供します。 

●子育て支援対策の取り組み 
学習習慣のない子どもなどを対象にした学習塾の取り組みや、子どもの居場所 
づくり、子ども食堂などを実施する団体などに対して、関係機関と連携し支援 
方法などを検討します。 

こども課 

こども課 

こども課 

こども課 
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施策３ 気軽に集える交流の場の整備・推進  

日南市では、誰もが気軽に集える場として、住む人たちの交流拠点の整備を推進します。 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

地域での世代間交流を積極的に推進します。また、ひとり暮らし高齢者や障が
いのある人など支援を必要とする人の日常の困りごとに対し、地域で支え合う仕
組みをつくります。また、地域での閉じこもり予防、仲間づくり、健康づくり、
生きがいづくりに努めます。 

日南市 
●安心して利用できる公園の整備 

地域の公園や公共施設を住民の交流拠点の一つとして位置づけ、安全・安心に
利活用できるよう整備を進め、さまざまな活用を図ります。 

●空き家などの有効活用 
地域活動の拠点として空き家などの有効活用を検討します。 
 
 

●身近な交流拠点づくりの支援 
誰もが住み慣れた地域の中に、定期的に集える場として気軽に公民館などを利
用できるように努めるとともに、既成概念にとらわれることなく、市民のニー
ズに対応したコミュニティづくりを支援します。 

市 社 協 

市社協では、地域住民誰もが気軽に立ち寄れる場づくりを進めます。 
 

●地域の人たちが定期的に集える場の確保 
住み慣れた地域の中に、定期的に集える場の確保ができるよう、自治会や日南
市、関係機関と連携・協力し、計画期間内に２か所程度を目標に「寄り合いの
居場所※」づくりを進めるとともに、ふれあいいきいきサロンの未設置地区へ
の立ち上げについても積極的に推進します。 

※寄り合いの居場所 : 地域に住む多世代の方々が気軽に出入りでき、そこで自由な時間を過ごし 

ながら、住民どうしのふれあい交流ができる場所。 

地域振興課 

地域振興課 

市民生活課 

建設課 
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施策４ 誰もが安全で快適に移動できるようにするための提案・検討                          

日南市では、市民の誰もが道路などの移動空間を地域の資源として捉え、歩行者などの安全

が確保されるために、子どもや子育て中の保護者の外出や、高齢者や障がいのある人などが社

会参加するためには、まず安心して歩ける幅の広い歩道の整備や公共施設の段差を解消するな

ど、人にやさしいまちづくりが求められています。このような外出や交通手段に関する課題に

対しては、公共のものとあわせ、市民との協働により、支援体制をつくっていくことが必要と

なっています。こうした状況をふまえ、道路の整備や交通安全施設の計画的な整備を進めると

ともに、高齢者や障がいのある人など、誰もが自由に社会参加できるよう、利用しやすい移動

手段、移動支援の充実に努めることが大切です。 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

近隣の人や自らが移動の手段について、不便さを感じるようになった場合、困
りごとを抱え込むことなく、相談できるよう、隣近所や地域で話し合い、民生委
員児童委員などをとおして、日南市や市社協につなぐように努めます。 

日南市 ●利用しやすい移動手段の検討 
高齢者や障がいのある人の在宅生活を支え、社会参加を促進することや、市民
の生活向上のため、現在策定中の日南市地域公共交通網形成計画のなかで、移
動ルートを想定した移動利便性のあり方、手法、需要の有無などを検討します。 

●公共施設、道路など整備の推進 
公共施設や道路などについてバリアフリー化を進め、ユニバーサルデザインを
推進し、誰もが安心して生活できる公共環境の整備を推進し、事業者や市民の
理解・協力が得られ整備が進むよう、情報提供・広報活動を推進します。 

●市民と日南市の協働による道路など移動空間の改善 
自治会や地域住民にも協力を求めて道路の危険箇所を把握し、交通事故などを
最小限に抑えられるように、市民と日南市の協働による道路など移動空間の改
善に努めます。 

市 社 協 

市社協では、誰もが自由に外出し社会参加できるよう、市民の協力・協働のも
と外出しやすい環境づくりを図ります。 

 
外出を支援する活動の推進 

支援が必要な高齢者や障がいのある人からの外出へのニーズに対して、地域住
民への課題の共有と、既存の福祉施設や民間事業所へ呼びかけ、ニーズ解決に
向けた取り組みを行います。 

地域振興課 

建設課 

建設課 
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基本目標 ２ 市民相互の支え合い（共助）の促進 
（地域を支える人づくり） 

支援を必要とする人を中心として、すべての市民が身近な地域でお互いに支え合いを実践でき

るように、また、より積極的に「支え合いたい」と思う市民が、ボランティア・ＮＰОなどの活

動に参画するなどの行動に移していけるよう、日南市と市社協は施策事業の展開、実施を図りま

す。 

施策１ 身近な地域における住民相互の支え合いの促進  

日南市では、市社協が身近な地域における住民相互の支え合い活動支援の中核的な役割を果

たすことを前提としながら、その基盤となる次の４つの施策・事業を推進します。 

 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

ご近所の中で困っている人がいれば、声かけや手助けを行うように努めます。 

地域の行事や会議などの地域活動に積極的に参加し、地域の情報を把握し、共
有するように努めます。 

日南市 （１） 活動団体などの育成・支援 

●情報基盤整備 
地域福祉活動において、市民自らの地域の災害時要援護者などの情報を取得・
共有していく上で、留意すべき事項などについて、各課からの情報のデータを
集約・管理します。災害時において各課への必要な調整を行います。 

●市民相互の支え合い活動を担う団体への支援 
日南市・市社協と一体となり、地域福祉活動団体が取り組む活動拠点整備や各
種団体などとの連携、見守りや助け合い活動などに必要とされる支援について
庁内関係課と連携・調整し、総合的な支援を図ります。 

●市社協への支援 
地域福祉推進の中核を担う社会福祉法人である市社協の支援を行います。 

●自治会関連団体への支援 
地域福祉活動など、多様な地域活動の実施に関する自治会活動を支援します。 

●高齢者関係団体への支援 

各地区において高齢者の生きがい・社会参加活動・介護予防などの活動を推
進・支援します。 

 日南市 

地域振興課 

総合戦略課 

福祉課 

福祉課 

長寿課 

危機管理室 
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●青少年育成関係団体への支援 
青少年の健全育成活動を推進する青少年育成、子ども会活動などへの支援を行
います。 

●障がい者関係団体への支援 
障がいのある人の生活の質の向上や社会参加の促進を図る障がい者団体など
を支援します。 

 

（２） 人材育成・啓発 

●人材の養成・確保（地域リーダーの養成） 
地域住民の相談に応じ、保健福祉に関する問題・課題の解決に向けた地域活動
主体との連携や日南市、関係機関へのつなぎの役割を果たす人材である民生委
員児童委員の養成・確保に努めます。 

●地域人材教育推進事業 
現在、人権相談として人権相談員による相談を行っていますが、今後も市民の
人権意識向上のため、地域における各種団体と連携した人権尊重普及活動を推
進します。 

●学校教育における福祉教育の推進 
小中学校の道徳・社会科・総合的な学習の時間の授業などにおいて、福祉につ
いて学ぶとともに、ボランティア活動や防災訓練などの地域活動への参加機会
の提供を通じ、児童生徒が地域福祉活動へ参加し、貢献の喜びが実感できるよ
う推進します。 

 
（３） 活動の場の整備 

●活動拠点の調整支援 
地域において、高齢者が主体的に仲間づくり、生きがいづくり活動に取り組む
拠点として、老人福祉センターなどの活用が円滑にできるよう調整します。 

●子育て支援センター 
 子育てに必要な遊び場、相談及び一時預かりなどの機能を備え、地域との連携

による子育て支援の拠点として、子育て支援センターを運営します。 

●放課後児童クラブ・放課後子ども教室など 
地域や学校において、各種団体やＮＰОなどと協働しながら、子育て中の親子
に交流の機会や健全な遊びを提供することにより、子育て家庭への支援や子ど
もの健全育成を推進する拠点として、放課後児童クラブ・放課後子ども教室・
子どもの居場所など、各課が連携し円滑な活用ができるよう支援します。 

 

●公民館の活用支援 
日南市 

福祉課 

学校教育課 

地域振興課 

生涯学習課 

市民生活課 

地域振興課 

学校教育課 

こども課 

生涯学習課 

こども課 

長寿課 

福祉課 
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各地区において、地域住民が主体的に社会教育・生涯学習、地域福祉や防災な
どの活動に取り組む拠点として地区公民館の活用支援を行います。 

●交流センター 
各地域の住民の生活圏域において、健康づくり、防災、生涯学習などに係るコ
ミュニティ活動を通じて連携意識を高め、各地区での活用ができるように、快
適で住み良い地域社会を形成する拠点として交流センターの有効活用を検討
します。 

●健康・スポーツ活動普及事業 
市民が健康で生きがいを持てる生活づくりを促進するために、各種スポーツ教
育や健康教室、また、運動へのきっかけづくりや運動促進に関する啓発活動な
どの企画充実を図ります。 

●障がい者スポーツ大会など 
障がいのある人とない人との交流や障がいについての市民の理解を深める機
会の充実を図るために、障がいのある人や障がい者団体が実施するスポーツ大
会などを支援します。 

（４） 関係施策との連携 

●日南市要援護者総合登録制度 
 日南市要援護者総合登録制度は、本人などの申請に基づき、日常生活又は災害

時の避難などにおいて何らかの支援が必要な市民の情報を地域や関係機関と
共有し、支援体制の整備を行っています。これらの情報を共有することにより、
災害時はもとより、日常生活の中で自治会、民生委員児童委員、消防団、関係
機関などと連携した取り組みを行います。 

●避難行動要支援者名簿 
高齢者や障がいのある人などの災害時に自力で避難が困難な方を支援するた
め、災害時は避難行動要支援者名簿に基づき、避難支援者などに対し、名簿情
報を提供します。 

●健康づくりに関する施策 
地域における健康づくりや食育・食生活改善の推進などを行う活動を支援しま
す。 

●防犯・交通安全の推進に関する施策 
高齢者、子ども、障がいのある人などが犯罪や交通事故の被害に遭わないよう、
「日南市交通安全の推進に関する条例」を遵守し、地域福祉活動団体と連携し
て、各地区において取り組まれている防犯・交通安全活動を支援します。 

●既存住宅（空き家）の有効活用に関する施策 

市民生活課 

健康増進課 

健康増進課 

危機管理室

 

危機管理室 

地域振興課 

日南市 

地域振興課 

こども課 

福祉課 
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増加が懸念されている、空き家などの実態調査を行い、地域住民による維持・
管理・運営の実施に向けて検証を行います。 

市 社 協 
 

市社協では、身近な地域の支え合い活動の実践・推進母体として十分な役割を
果たせるよう、人材の発掘、育成、啓発などに取り組みます。 
 
●身近な地域福祉活動の推進 

① 支え合いの基礎となる情報基盤の整備を図るため、孤立不安を抱える要支
援者の要望に応じて、日常及び災害時に誰を・どのように支援するのかを
明らかにする様式や活動モデルを考案し、その活動の普及・啓発を図りま
す。また、地域福祉のコーディネートを行い、これに基づく日常・災害時
の個別的な支援体制の整備を進めます。 

② 地域福祉活動の多様化に対応し、地域福祉コーディネーターが地域住民や
地域福祉推進団体と連携して各地区の福祉問題に対する、解決に向けた活
動を支援します。 

③ 高齢にともなう閉じこもり防止、小地域の住民どうしのふれあい、介護予
防などの目的から、ふれあいいきいきサロン事業の拡充を図ります。また、
サロン事業は高齢者に限らず、児童やその保護者との交流の取り組みも支
援します。 

④ 市民の地域福祉に対する理解を促進するため、広報誌やホームページなど
を活用し事業の普及・啓発を行います。 

⑤ 近隣住民どうしが生活課題を住民自身で解決していけるよう、平常時より
連携・調整の支援に努め、住民どうしの継続的・主体的な日常時・緊急時
の連携対応を支援します。 
 

●人材育成・啓発 

① 福祉推進員、地域福祉コーディネーターやボランティアセンターの活動を
とおして、地域福祉活動を推進するリーダーなど、地域福祉を担う人材を
発掘・育成します。 

② 市内各学校の児童・生徒が社会福祉への理解と関心、実践力を高めるため、
社会福祉推進校指定事業を実施し、思いやりとやさしさを養う福祉共育※

の推進を図ります。 

 ※福祉共育:多様な立場や領域の人や組織が連携して教育を担うこと。 

市民生活課 
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施策２ ボランティア・ＮＰОなどによる支え合いの促進（活動・市民協働の促進）   

地域でのさまざまな福祉課題に対応するためには、公的な福祉サービスだけではなく、ボラ

ンティア活動などが大きな力となり、それらの活動をはじめとする多種多様な市民活動が活発

かつ継続的に行われていくことが必要です。しかし、活動の拠点となる場がなかったり、活動

についての情報が十分に提供されていなかったり、充実した環境が整っているとはいえない現

状があります。 

今後は啓発・周知活動を充実させ、ボランティア活動に参加する市民を増やす施策を実施す

るとともに、他の相談機関などと連携し、地域でのボランティア活動をはじめとする多様な活

動を支援する必要があります。さらに、ボランティアグループやＮＰОなどの市民の活動団体

どうしの情報共有や交流、連携のための支援も検討します。また、健康づくり活動や生涯学習

活動、スポーツなど、さまざまな分野で活動しているグループとの交流や連携を図ることで、

多くの人が、ボランティア活動に興味を持ち、気軽に楽しんで参加することができるような仕

組みづくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 
 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

知識や経験が豊富で地域の福祉活動に参加してくれる新たな人材（特に、職を
退いて間もない団塊の世代の人たち）を地域で把握し、活動できる人を増やすよ
うに努めます。また、地域のボランティアなどの活動状況やボランティアセンター
から情報提供されるボランティアのニーズについて関心を持つように努めます。 

団塊の世代の人たちが地域で活躍する場として、地区の役員や若い世代の役員
の補助・支援をいただくなど積極的な活躍を呼びかけます。また、地域ぐるみで
ボランティア活動や地域の福祉活動を支援するように努めます。 

44.5 

10.3 

5.3 

2.1 

1.2 

24.5 

12.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

現在は活動していないが、今後何らかの活動をしたい 

現在の活動を続けていきたい 

活動を減らしたい、または、辞めたい 

現在の活動に加えて、新たな活動もしていきたい 

現在の活動に代えて、新たな活動をしていきたい 

その他 

無回答 

％ 今後福祉に関する活動をしたい（続けたい）と思うか 

有効回答数 1,509人 
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日南市 日南市では、市社協ボランティアセンターが地域福祉の推進を目的とする団体
の活動支援の中核的な役割を果たすことを前提としながら連携し、ボランティ
ア・ＮＰОなど支援の制度・仕組みづくり、環境整備を図ります。 

●ボランティア・ＮＰО支援機能の充実 
生活支援ニーズとボランティア・ＮＰОをマッチングさせ、支援機能の強化を
社協とともに取り組みます。高齢者どうしの支え合い活動の場の支援、拡大を
推進します。 

●福祉活動拠点への支援 
ボランティア、ＮＰО活動や市民の自主的活動の促進を図るため、小規模な地
域活動拠点の確保を支援します。 

市 社 協 

市社協では、ボランティアセンターを核としながら、個人及び団体ボランティ
アやＮＰОなどによる支え合い活動を推進します。 
 
●個人及び団体のボランティアやＮＰО支援機能の充実 

生活支援ニーズと、個人及び団体のボランティアやＮＰОとのマッチングなど
中間支援機能の強化を日南市と協働し取り組みます。 

●市社協「ボランティアセンター」機能の充実 
ボランティアセンターを拠点に、ボランティアどうしの交流や情報交換、ボラ
ンティアの養成などの機能強化・充実を図ります。ボランティアをしたい人と
求めている人とを、より効果的に結び付けられるよう、ボランティアコーディ
ネート機能の充実を図ります。 

●活動団体間の連携強化の促進 
個人及び団体のボランティア、ＮＰОなどが連絡・調整を行い、お互いに協力
し合うことにより、活動がより活発・効果的に行われるよう、ネットワークづ
くりを推進します。特に地区社会福祉協議会や地区福祉推進協議会について
は、地域福祉活動の基本組織として育成しながら、自治体、ボランティア団体
などの地域団体との連携を強化します。 

●市民の抱えるニーズの把握 
ボランティアや当事者との地域福祉座談会などを通し、実態調査や地域住民の
生活課題の把握に努め、住民がその解決に向け主体的に取り組む活動の場づく
りの支援と促進を図ります。 

 
 

地域振興課 

地域振興課 

長寿課 

福祉課 
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基本目標 ３ 公的な相談支援（公助）と共助の協働による促進 
      （地域を見守る仕組みづくり）                
見守りの活動などの身近な支え合い（共助）と協働し、公的な相談支援（公助）を必要とする

人が、相談機関につながるような体制づくりを促進します。 

また、支援を必要とする人の孤独感の解消や生きがいの増進など、公的な支援によっては応え

にくい生活支援ニーズにも応えていくことで、身近な地域における仲間づくりや助け合い活動、

ボランティア・ＮＰОなどと協働し、いきいきと心豊かに地域生活が営めるよう、日南市と市社

協は施策事業を展開します。 

施策１ 支援を必要とする人がつながりやすい体制の構築                          

住民のつながりの希薄化や生活スタイルの多様化などにより、地域での日常的な支え合い、

助け合いが少なくなっています。地域の状況やその課題を一番よく知るのはそこに住む人たち

です。お互いの顔がわかり、住みやすく、相互に助け合う地域となるよう、住民が主体となっ

た活動が求められています。また、支援の必要な人が地域で孤立しがちな状況にあります。日

頃からの見守り活動を通じて住民どうしがふれあう機会を増やし、地域の福祉について話し合

える場をつくっていくことが必要です。 

日南市では、地域における高齢者や障がいのある人などへの見守り体制の充実に努めるとと

もに、市民や関係機関の地域ネットワークづくりをとおして、公的な側面から、具体的な地域

福祉活動の推進を図ります。 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

地域の高齢者やおとなと子どものつながりを強化するため、身近なところから
あいさつや声かけに努め、近所付き合い、思いやり、支え合いを大切にするまち
づくりを進めます。 

子どもを犯罪や交通事故などから守るため、子どもの登下校時や、ひとり暮ら
し高齢者や障がいのある人のいる世帯などへの見守り活動などを推進します。 

地域の“茶飲み場”などのサロンの拡充を図り、地域住民の参加や子育てサーク
ルなどとの連携を図りながら、交流の促進や活動の充実を図ります。 
 高齢者の生きがいづくりや障がいのある人の自立支援に向けて、さまざまな地
域の資源を活用した活動や体験を通じた交流を進めるとともに、支え手の確保に
努めます。 
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日南市 地域での見守りネットワークの強化 

●「見守り」「助け合い」活動立ち上げなどに取り組む団体への支援 
地域福祉活動団体に対し、活動の立ち上げなどに関する情報提供や必要に応じ
た支援を行うとともに、他施策とも連動し、事業計画の立案などのノウハウを
提供します。 

●地域の見守り活動の推進 
ひとり暮らし高齢者、認知症や障がいのある人への見守りや声かけなど、地域
の見守り活動を地域住民や民生委員児童委員、ボランティアなどと連携・協働
して推進します。 

●協働の取り組み推進 
自治会活動での市民協働を推進しながら、活動の拠点となる集会施設などの利
活用に係る整備などを支援し、地域住民が地域での連帯感を育むよう努めま
す。 

●子どもの安全・安心対策 
子どもへの犯罪の防止に向け、警察署・防犯協議会など関係団体と連携し、青
色防犯パトロール車などによる巡回や、さまざまな媒体を活用した安全啓発を
行うことにより、地域での見守り活動を推進します。 

●子どもの貧困対策 
 地域住民や民生委員児童委員、関係機関・関係団体が連携し、子どもの貧困対

策の総合的な推進を図ります。 

●障がい者虐待防止対策 
障害者虐待防止法の啓発活動を行うとともに、障がい者虐待に関する相談や通
報・届出の受理を行い、虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、被虐者及び
加虐者への適切な支援を行います。 

●高齢者虐待防止支援 
高齢者虐待の早期発見・防止のための地域支援体制づくり、成年後見制度の利
用促進、消費者被害防止のための情報提供を行うと同時に、地域全体での見守
り体制を構築します。 

●児童虐待防止対策 
子どもの人権を守るため、要保護児童対策地域協議会により、児童虐待などの
未然防止、早期発見・早期対応に向けて関係機関が連携し、共通認識のもとに
児童虐待対策などの推進を図ります。 

市民生活課 

こども課 

こども課 

こども課 

長寿課 

長寿課 

福祉課 

福祉課 

地域振興課 

福祉課 
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日南市 
●高齢者・障がいのある人に関する悪徳商法被害・消費者トラブルの防止 

市民への情報提供・啓発活動を行い、認知症などの高齢者や障がいのある人な
どが悪徳商法の被害を受けたり、消費者トラブルに巻き込まれたりすることな
く、安心して生活を送ることができるように周知を図ります。 

●孤立死防止対策 
民生委員児童委員や福祉推進員による見守り・声かけ、配食サービス利用時の
安否確認を行うとともに、近隣住民の声かけや事業者などの協力により、孤立
死防止対策に取り組みます。 

市 社 協 

市社協では、地域福祉活動団体に対し、地域福祉に関する情報提供を行うとと
もに、日南市と協調・協働しながら、住民とともに地域における見守りなどの強
化・構築に努めます。 

 
●地区社協・地区福祉推進協議会との連携と支援 

地区社協、地区福祉推進協議会との連携を充実するために、実施する各種事業
に対して適切な支援に努めます。 

●ふれあいいきいきサロン事業 

高齢者や障がいのある人、子育て中の親、ひとり親家庭の子どもや親などの当
事者とボランティアが協働で企画し、内容を決め、共に運営することで、地域
住民の孤独感の解消、地域の見守り並びに閉じこもり予防、介護予防、健康維
持向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 

長寿課 

福祉課 

福祉課 

長寿課 
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施策２ 支援を必要とする人を支える仕組みづくり                    

日南市では、社会との関わりの少ない人などが社会参加や自立ができるよう、小地域ネット

ワーク活動や高齢者地域支え合い活動をとおした支援を推進します。 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

地域の福祉課題を把握し、その課題について身近に話し合える場を設けるよう
努めます。また、地域で困っている人のために、自らできることは何かを考え、
できることから活動を始めます。 

地域の会合の場などを活用し、幅広く地域の福祉課題を話し合う場に積極的に
参加します。 

日南市 ●高齢者地域支え合い事業の充実 
ひとり暮らし高齢者が増加する中で、地域で孤立する人も増加しています。孤
立死を防ぐため、声かけ見守り活動の充実を目指します。 

●地区活動への障がいのある人などの参加促進 
障がいのある人などが、地区の福祉推進員などが実施する活動に参加できるよ
うに促進します。 

市 社 協 

市社協では、地域のつながりや、支え合いを強化し、住民主体の組織や様々な
団体が協働して取り組める仕組みづくりを進めます。 

 
●地域福祉を推進する福祉団体との連携 

市社協は、地域福祉団体の事務局を担っており、また、保健・医療・福祉など
の活動を行う協力団体です。その強みをより発揮するため、関係団体が集まり
交流・連携できる仕組みを構築します。 

 

 

 

 

施策３ 協働による地域生活支援の充実                          

地域に住むひとり暮らし高齢者や障がいのある人の見守り支援活動は、民生委員児童委員、

長寿課 

福祉課 
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地区の役員やボランティアなどが、市社協などと連携しながら行っています。しかし、近年、

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者など見守りの対象となる人が増え続け、

また、高齢者の孤立死や子どもに対する虐待、自死など、地域社会が抱える福祉課題は複雑多

岐にわたり、見守り支援活動を行う民生委員児童委員などの負担は大きくなりつつあります。 

このような中、見守りから漏れて、それらの課題が発見されないまま、深刻な事態となるこ

ともあり、見守り支援は深刻な課題として、早急な対応が求められています。 

このため、地域においても個人情報の保護に配慮し、本人の意思などを尊重しながら、支援

に必要な情報を積極的に共有し、地域に住む一人ひとりが、こうした問題が身近で発生してい

ることを受け止め、協力し合って解決していくための仕組みが必要です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

地域の住民は、普段の生活の中で気づいたことや気がかりなこと(知り合いの
人で最近見かけないなど)、さらには不安と感じることなど、気軽に相談するよ
うにします。また、見守り活動を円滑に行うために、普段からなるべく近所付
き合いをし、困っていることを気軽に言い合えるような環境づくりや、近況を
把握する機会づくりに努めます。 

66.6 

11.4 

11.2 

1.8 

0.9 

0.7 

0.5 

3.1 

3.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

特に助けてほしいと思うことはない 

自分や家族の話し相手や相談相手になってほしい 

安否確認や見守りをしてほしい 

用事のときなど一時的に子どもを預かってほしい 

家事や買い物などを手伝ってほしい 

出かける時の付き添いや送迎をしてほしい 

介護を手伝ってほしい 

その他 

無回答 

％ 日常生活、近所の人に助けてほしいと思うことがあるか 

有効回答数1,509人 
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日南市 日南市では、市社協による共助活動の連携及び連携調整を前提として、協働
による支援の充実及び市民からの提案・要望などの市施策への反映に取り組み
ます。 

●公的な相談支援と地域福祉活動の協働 
支援を必要とする人に対するケアマネジメントなどを通じて、地域課題を明
確化し、連絡会をとおして地域福祉コーディネーターと協議し、その成果を
生かし共助活動と公的相談支援機関との協議や支援の充実を図ります。 

●高齢者などに対する支援の充実 
介護予防などを必要とする高齢者が、生きがいを持ちながら自立した生活が
営めるよう、ＮＰО、ボランティア、地域団体などが取り組む支え合い活動
による支援と介護事業者などによるサービスとが組み合わされ提供される支
援体制を整備します。また、地域ケア会議などで把握される地域課題に応え
るための社会資源の開発を行うとともに、認知症ケアや在宅医療・介護連携
の推進を図っていきます。 

 ●障がいのある人に対する支援の充実 
障がいのある人などが安全・安心に地域の一員として生活できるために、地
域における相談支援事業所や身体障がい者相談員などによる相談支援体制の
充実や、市民の障がいや障がいのある人に対する理解の促進、権利擁護や成
年後見制度利用などの支援を当事者団体やＮＰОなどを含む官民の関係者と
連携協力しながら総合的かつ計画的に推進します。 

●見守り活動の推進（相談など） 
高齢者、障がいのある人、子どもをはじめとする各種相談に対しては、関係
機関と連携を強化し、相談・支援体制の確立を図ります。 

●生活困窮者などに対する支援の充実（生活困窮者自立支援事業） 
生活に困窮する人に対して、自立相談支援体制を充実させ、地域からの孤立
や制度の狭間に陥らないよう広く受けとめ、就労、健康、経済、家族問題な
ど、生活困窮者の抱える多様で複合的な課題の解決に向けて、ＮＰОや地域
団体を含む官民の関係機関と連携・協力しながら、具体的な就労支援、家計
相談支援、子どもの学習支援など、総合的な支援を行います。 

市 社 協 

市社協では、福祉団体・施設などと連携し、支援が必要な人を住民と専門職
が協働して支える取り組みを進めます。 

 
●福祉団体・施設などとの協働 

小地域福祉推進組織や社会福祉施設等連絡会への支援や情報提供により、そ
れぞれの団体などの持ち味を活かした地域支援、セーフティネットへの取り
組みを協働・連携し情報の共有化を図ります。 

長寿課 

健康増進課 

中部病院 

福祉課 

福祉課 

福祉課 

福祉課 
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基本目標 ４ 地域における効果的な安全・安心対策の推進                

近年、台風や大雨などによる自然災害や、子どもや高齢者が犯罪に巻き込まれるケースが増え

てきており、市民の防災・防犯に対する関心は高まっています。こうした中、災害時の対応に向

けて、災害時要援護者を把握することや、緊急時における連絡先や連絡場所を定かにすることは

もとより、近くに住む人や各団体が連携しながら取り組みを行うことが求められます。 

今後、日南市、市社協が協力し合って災害時要援護者を把握し、災害時をはじめ緊急時のため

に、日南市地域防災計画だけでなく、地域に根ざした防災への取り組み、また市民も日頃からの

備えの充実を図っていくことが必要となります。 

一方、日南市においても、空き家対策や防犯に対する関心は高く、地域座談会においても、地

域住民が取り組むべき課題や問題では、「防犯など地域の安全を守ること」との意見が多くなって

います。地域のつながりが希薄となっている中、こうした防災や防犯などを切り口として、地域

のつながりを強め、市民の参画を促し、協働して取り組みを進めることが大切です。 

 

 

施策 1 災害に備えた災害時要援護者への支援                    

日南市では、災害時要援護者の把握に努め、災害時などに支援団体・機関との情報の共有に努

め、地域ぐるみの防災・防犯活動体制を確立し、効果的な安全・安心対策を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.7 

24.1 

15.6 

6.6 

3.0 

4.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

あまり変わらない 

分からない 

多少は良くなった 

悪くなった 

かなり良くなった 

無回答 

％ おおむね5年前とくらべ災害などの面で安全であるかどうか 

有効回答数1,509人 
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【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

災害時要援護者については、地区において、日南市から提供される災害時要
援護者名簿を活用し、災害時要援護者の把握に努めます。また、地区において、
災害時要援護者の見守りマップ作成など、分かりやすい情報共有の仕組みづく
りに努めます。  

その支援方法については、近隣どうしのコミュニケーションの機会づくりを
行い、災害時要援護者情報や、災害発生などの状況に応じた支援方法の共有に
努めます。また、災害時要援護者の支援者を設定し、支援関係者連絡先一覧表
の作成や配布などにより、支援者の周知に努めます。地区の自主防災組織など
が実施する防災訓練に災害時要援護者も積極的な参加ができるよう配慮した訓
練に努めます。  

日南市 
●近隣住民間での困りごとが発信できる環境づくり 

災害時要援護者への理解を深め、要援護者が困りごとを発信できる環境づくり
を市民が意識して行動が出来るように、平時より意識啓発に努めます。 

●災害時要援護者台帳の作成・管理 
災害時要援護者名簿の作成と適切な情報管理を行い、定期的に情報を更新しま
す。また、災害リスクについて防災マップにより周知を行います。 

●災害時要援護者支援体制の構築 
個人情報の保護に留意しながら自主防災組織、民生委員児童委員、消防団、ボ
ランティアなどとの連携のもと災害時要援護者の把握を行うとともに、地域住
民の協力を得ながら災害時の支援体制づくりを推進します。 

●避難訓練の実施 
自治会、自主防災組織と連携し、災害リスクに応じた避難訓練を地域全域で取
り組みます。 

●地域の安全対策ネットワークの推進 
日常的に見守りを必要とするひとり暮らし高齢者や障がいのある人の実態把
握に努めるとともに、自治会、民生委員児童委員、福祉推進員など関係機関と
の連携を強化し、地域の安全対策ネットワークづくりに努めます。 

危機管理室 

危機管理室 

危機管理室 

長寿課 

危機管理室 

危機管理室 

福祉課 
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市 社 協 

市社協では、災害時の地域住民どうしの助け合いが行えるよう、日頃のつなが
りを促進し、災害に備えます。 
 
●地域の見守り活動の推進 

ひとり暮らしや認知症の高齢者、障がいのある人への地域の見守り活動を地域
住民や民生委員児童委員、福祉推進員、ボランティアなどと連携しながら推進
します。また、身近な地域で活動を行っている組織のネットワーク化を進め、
地域の実情に即した活動を行える基盤を整備します。 

●住民の抱えるニーズや要援護者情報の把握 
ふれあいいきいきサロンや地域福祉座談会などの開催を通じて、地域住民のニ
ーズを把握し、また日南市のみでは把握することが困難な要配慮者の情報を得
るよう努めます。 

●福祉共育の推進 
住民どうしのつながりづくりの重要性についての理解を深め、地域への関心を
高めるための福祉共育を推進します。 

 
 

施策２ 日常の地域力を生かした防災・防犯のまちづくり  

日南市では、高齢者、障がいのある人や子どもが安全で安心して暮らせる地域を目指し、地域

が一体となった体制の構築を図ります。 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

災害時において援護が必要となる対象者を明らかにするとともに、民生委員児童
委員や地域の団体などと連携しながら、災害時要援護者の情報収集及び関係者間で
の情報共有体制を整備します。また、自治会ごとにおける自主防災組織の立ち上げ
などを支援し、いざというときに助け合える関係を築きます。 

講習会などを通じて、市民の防災意識の向上を図ります。また、ふだんから防災
に関する情報を提供し、災害時の行動規範の徹底や防災意識の向上を図ります。ま
た、災害や地域での犯罪に関する緊急情報を、迅速に地域に知らせられるよう、体
制づくりに努め、避難場所などに関する情報を提供します。 

団体・組織との連携を強化しながら、子どもの登下校時の声かけや見守り活動を
はじめ、生活安全推進協議会などを通じて、防犯体制の充実を図ります。 



第５章 基本施策の展開 
 

94 
 

日南市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域ぐるみの交通安全対策 
高齢者や子どもを対象とした交通安全教室の充実を図るとともに、交通安全協会
や自治会をはじめ地域の団体などの連携により地域ぐるみの交通安全対策を推
進します。 

●災害時要援護者の支援体制の構築 
災害発生時に避難誘導などの支援を必要とする高齢者や障がいのある人の把握
に努めるとともに、災害情報や避難所開設情報などを円滑に伝達できるよう、自
主防災組織、民生委員児童委員、消防団など、地域の援助者と介護支援専門員な
どの福祉サービス提供事業者による支援体制の構築を、福祉課、消防本部と連携
しながら進めます。 

●災害時要援護者の避難に関する訓練の実施 
災害時要援護者の避難に関する訓練ができる防災訓練の実施を検討します。ま
た、災害時要援護者自身の訓練参加を呼びかけます。 

●防災計画づくりに市民が参画できるような仕組みづくり 
自治会や自主防災組織が地域で話し合い作成した「地区防災計画」について、日
南市防災計画に位置付けるとともに、防災活動や取り組みを支援します。 

市 社 協 

市社協では、安全・安心なまちづくりを進めるため、防犯活動や見守り活動に対
する地域住民の支え合い活動の推進を図ります。 

●地域の安全・安心のための活動推進 
地域連携組織などで実施する防犯パトロールなどの様々な取り組みに対して、小
地域福祉活動研修会、地域福祉座談会などを通じて、地域住民の積極的な参加を
促進します。 

●子どもの安全・健全育成の活動推進 
小地域福祉推進組織や民生委員児童委員協議会などと連携し、子どもの遊び場の
危険箇所の点検を実施するとともに、修繕を要する場合の支援体制を構築しま
す。 

●防災訓練や防犯講座などへの参加促進 
地域の高齢者などに対して、ふれあいいきいきサロンや研修会などを通じて防
災・減災活動の啓発を図るとともに、自主防災組織や関係機関と連携して開催す
る訓練や講座への積極的な参加を促進します。 

●災害時要援護者の把握と避難支援者への啓発活動 
民生委員児童委員協議会や関係機関と連携し、災害時避難行動要支援者の把握に
努めるとともに、災害時の避難行動に関して、啓発活動を推進します。 

市民生活課 

危機管理室 

危機管理室 

危機管理室 
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基本目標 ５ 必要なサービスを受けられる仕組みづくり                

福祉サービスを必要とする人が、身近な地域において、適切なサービスを利用し、安心して暮

らし続けるためには、きめ細やかなサービス情報の提供と、サービスにつなげる迅速で効果的な

支援が必要です。 

サービスを必要とする本人や家族、支援者にとって、入手しやすい情報提供体制と、身近にお

ける相談支援体制を構築するとともに、高齢者、子ども、障がいのある人などの暮らしを支える

ため、権利擁護支援を進め、生活困窮者など複雑で多様な課題を抱える人を支援するため、各関

係機関との連携に努め生活支援体制の充実を図ります。 

施策１ 情報提供の充実  

日南市では、福祉サービスに関する情報が、必要とする人にとって入手しやすいよう、適切

で効果的な情報伝達手段を検討します。また、日南市だけではなく地域の団体などと連携し、

潜在的に福祉サービスを必要としている人にも情報が届くよう、身近な地域情報の提供を推進

します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.4 

22.2 

20.3 

17.1 

10.8 

13.3 

3.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

虐待や権利侵害を見聞きしたが、通報や相談をしたことはない 

友人・知人などの周囲に相談した 

家族に相談した 

行政や専門機関に相談をした 

行政や専門機関などに通報した 

その他 

無回答 

％ 見聞きした虐待や権利侵害を通報や相談などしたことがあるか 
（虐待や権利侵害を見聞きしたことがある人の回答） 

有効回答数158人 
複数回答 
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【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

ひとりで悩まずに、困ったことなどを相談するように努めます。また、地域ぐ
るみの声かけや見守り活動を推進し、要支援者と相談窓口をつなぐ努力をすると
ともに地域福祉への関心を持ち、地域ケア会議などにも参加します。 

日南市 
●情報を必要とする人への提供体制の構築 

高齢者や障がいのある人をはじめ、子育て世代や定年を迎える世代など、情報
を必要とする人へ配慮した適切で効果的な情報提供方法などについて、関係各
課のワーキング部会による検討会を実施し、手段の構築に努めます。 

●身近な地域情報の提供の促進 
 地域の福祉関連情報と医療機関情報とが連動した総合的な地域の社会資源情

報を発信するため、関係各課と連携した地域情報の提供を促進します。 

●サービスの評価や内容の開示の推進 
福祉サービスの質の向上とサービス利用者の選択に資する情報の提供を目的
に、福祉サービス提供者による自己評価、利用者による評価とともに、第三者
機関によるサービス評価事業への取り組みを働きかけます。 

市 社 協 

市社協では、広報誌やホームページの掲載、各種団体・機関などを通じて、福
祉の活動やサービスなどの情報提供を図ります。 

●社協広報誌の発行 
年６回各世帯へ配付します。 

●社協ホームページによる最新の情報提供 
常に最新の情報や記事などを掲載するように努めます。 

●地域などへの情報発信 
自治会、民生委員児童委員協議会、小地域福祉推進組織、関係団体・機関など
と連携を図り、情報の提供に努めます。さらに、ふれあいいきいきサロンなど、
地域の事業を通じて、高齢者や障がいのある人への情報の提供に努めます。 

 

 

福祉課 

福祉課 

福祉課 
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施策２ 相談体制の充実                            

日南市では、民生委員児童委員、地域包括支援センターなど、地域における身近な相談窓口

について活動の支援と機能の充実に努めます。さらに多様化、複雑化する生活・福祉課題に対

応するため、総合相談窓口の設置を進めるとともに、各機関が連携した相談体制の充実を図り

ます。 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

 地域の身近な相談相手となる民生委員児童委員などに、気軽に相談します。 

日南市広報紙や日南市ホームページで、各種相談を確認し、積極的に活用しま
す。また、関係機関・関係団体に相談すると同時に、自らも問題解決に努めます。 

日南市 ●相談窓口の強化 
市民からのさまざまな相談に柔軟に対応するために、福祉、保健、医療・介護
の各分野に関連する総合的な相談窓口体制を構築します。 

●地域や生活ステージに応じた相談支援体制の推進 
本人の居住地域や生活ステージに応じた相談を広く受け止めるため、広い分野
から相談員を配置します。また、障がいのある人など同様の立場にある相談員
が相談に応じるピアカウンセリング※を推進します。 

●地域包括支援センターの機能充実 
地域での福祉・介護サービスの拠点施設である地域包括支援センターについ
て、一層の機能の充実と強化を図ります。 

●子育て世代包括支援センターの設置 
 妊娠期から子育て期にわたる個人情報の共有化や、切れ目のない支援をワンス

トップで行うため、子育て世代包括支援センターを設置し、必要に応じて日南
市関係課や関係機関との連携を図ります。 

●家庭児童相談室の設置 
 家庭養育や子どもに関する相談、ひとり親家庭の就労などの相談に対応するた

め、家庭児童相談室において、家庭相談員および母子・父子自立支援員による
適切な支援を行います。 

※ピアカウンセリング：「ピア」とは「同じ立場の仲間」という意味で、ピアカウンセリングとは、 

同じような立場や悩みを抱えた人たちが集まって、同じ仲間として行うカウ

ンセリングのことです。 

長寿課 

福祉課 

福祉課 

こども課 

こども課 
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市 社 協 

市社協では、市民が安全・安心に暮らせるまちづくりのために、生活上のあら
ゆる相談・福祉問題などに対して適切な助言ができる相談窓口を設置するととも
に、関係機関と連携を図り、解決に向けての対応を図ります。 

●心配ごと相談の実施 
市民からの生活上のさまざまな相談に対応し、解決に向けての適切な助言や関
係機関へつなぐために「心配ごと相談」を実施します。 

●無料弁護士相談の実施 
市社協と宮崎県弁護士会との共同事業（日南地区法律センター事業）として、
月３回の無料弁護士相談を実施します。 

 

 

施策３ 権利擁護の強化                            

権利擁護というと判断能力の低下ばかりが注目され、成年後見制度が取り沙汰されますが、

「誰もが安心して地域で暮らし続けられる仕組みづくり」が権利擁護の基本です。日南市では、

権利擁護についての啓発を推進し、差別や虐待防止に取り組みます。 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

「虐待」と「しつけ」の違い、虐待の防止方法などを学ぶ講演会や勉強会に積
極的に参加するなど、虐待を防げる地域づくりに努めます。 

虐待を発見した場合には、速やかに適切な専門機関に通報します。 

近隣の人や自らが権利擁護を必要となった場合に、困りごとを抱え込むことな
く、相談できるよう、日常生活自立支援事業や成年後見制度の活用に努めます。 

日南市 
●権利擁護の総合的な推進 

認知症高齢者、障がいのある人、児童や女性に対する権利擁護については、安
心して暮らせる社会づくりの基本条件として各種啓発を図ります。特に女性に
対する暴力やＤＶについては、相談・研修に取り組みます。 

●「成年後見制度」利用の支援・促進 

 成年後見制度の利用を推進し、認知症や知的障がいなどにより、判断能力が十
分でない方々への支援を図ります。また、研修会の開催などにより、成年後見
制度の周知と利用促進を図ります。 

長寿課 

長寿課 

福祉課 

福祉課 
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市 社 協 

市社協では、安心して暮らすことのできる仕組みとして、適切なサービス
を利用できるように、日南市や市民と協働して権利擁護の推進や虐待防止に
取り組みます。 

●虐待防止のための取り組み 
高齢者、障がいのある人や児童への虐待ケースの増加に対応するため、「社会
福祉施設等連絡会」や「要保護児童対策地域協議会」などと連携を図りながら、
自治会長、民生委員児童委員、小地域福祉推進組織へ、虐待の早期発見・早期
対応についての協力体制づくりを働きかけます。 

●あんしんサポートセンターの充実 
認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者などが地域で安心して生活を送れ
るよう、福祉サービスの利用の援助や日常的な金銭管理などを行う「日常生活
自立支援事業（あんしんサポートセンター）」を実施します。 

 
 

施策４ 良質で適切な福祉サービスの提供                        

日南市では、市民一人ひとりが安心して適切なサービスを選択できるよう、サービスの質の

向上と相談窓口の充実を図ります。 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個 人 
地 域 

福祉サービス利用者のニーズを積極的に伝えます。また、自分にあった福祉サ
ービスを積極的に活用します。 

民生委員児童委員は、日南市、市社協からの福祉サービスに関するパンフレッ
トなどを各地域の市民に配布し、情報を周知します。 

日南市 
●サービス提供基盤の整備 

各種サービス提供事業者などの活動を支援し、利用希望者が多様なサービスの
中から自分に合ったものを選択して利用することのできる提供体制の整備に
努めます。 

●サービス情報提供の推進 
日南市広報紙や日南市ホームページなどを活用し、福祉サービスの内容などの
情報を積極的に提供します。 

福祉課 

福祉課 
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日南市 
●苦情相談窓口の充実 

利用者の福祉サービスに対する満足度の向上を図るため、サービスに関する苦
情や相談を気軽に話せる環境を整え、利用者からの苦情、相談、要望を関係機関
と連携してサービス改善につなげる仕組みづくりを進めます。 

市 社 協 

市社協では、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域住民やボランティア
団体と協働した新たな地域資源の創出を図り、地域で生活する住民どうしの助け
合いの支援体制づくりを推進します。 

●在宅福祉サービスの推進 
介護保険制度などにおいて対応できない人のための在宅での生活支援を、地域
住民や各種団体との情報交換や検討を重ねながら、地域の実情に即した、地域
住民発案による「住民参加型在宅福祉サービス」の構築を図るとともに、実施
に向けての支援を展開します。 

●新たな福祉ニーズへの対応 
新たな福祉ニーズに対応するため、ふれあいいきいきサロン、地域福祉座談会
の開催などを通じて新たなニーズを把握し、まだ制度化・事業化されていない
新たなサービスの企画・開発を行い、小地域福祉推進組織やボランティア団体
などと連携しながら取り組みを展開します。 

●福祉人材の発掘と育成 
住民及びボランティア団体などに対する研修を推進するなどし、それぞれの福
祉に関する知識を高めるとともに、連携して生活課題に応えることのできる人
材の発掘と育成に努めます。  

●協働による地域福祉サービスの推進 

地域への貢献を目的とする「社会福祉施設等連絡会」とともに、地域住民やボ
ランティア、ＮＰО、地域のサービス提供事業者などと連携し、それぞれの専
門性や役割を生かした「協働による地域福祉サービスの実践」に向けた取り組
みを進めます。 

 
 
 
 
 
 
 

福祉課 
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施策５ 自立を支援する体制の充実                           

日南市では、複雑多岐にわたる課題を抱え、困難な状況にある生活困窮者への支援を図りま

す。また、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように、包括的

な支援体制の構築に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個  人 
地 域 

地域ぐるみで、問題を抱える家庭の生活困窮のサインなどを見逃さない体制を
つくります。 

民生委員児童委員による実態把握においても、生活困窮のサインなどを見逃さ
ないようにします。また、民間事業所においても、食糧支援やつなぎ就労などの
支援体制を構築します。 

47.1 

37.7 

35.0 

20.9 

11.7 

1.1 

3.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

見守りや生活支援が必要な人を把握するための調査を行う 

地区と専門機関との連携を充実する 

希望する人には有償で生活支援を行うしくみをつくる 

わからない、もしくは特にない 

その他 

無回答 

％ 生活支援が必要な人が安心して生活できるために必要な取り組み 

有効回答数1,509人 
複数回答 

自治会などの身近な地区での見守りや支援の体制を充実

する 
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日南市 

 

 

 

 

 

 

●生活困窮者に対する支援 
平成 27 年４月に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づき、多様で複合
的な課題を抱える生活困窮者に対して自立に向け、包括的で継続的な支援を行
います。 

●生活支援サービスの充実 
市民ニーズや地域の社会資源などを調査し、多様な生活支援サービスの体制整
備を行う「相談支援員」の配置を進めます。福祉サービス事業者による既存の
サービスに加え、民間企業やＮＰО、ボランティア、地域住民など多様な主体
を活用します。 

●自立した生活に向けた支援 
安定した生活が困難な状況にある人が、安心して暮らせるために、地域の社会
資源などの有効的な活用を検討します。 

●ひとり親家庭に対する支援 
ひとり親家庭の父・母の自立支援を図るため、就職に有利となる講座の受講料
の一部支給や、資格取得のため学校に通う場合の生活費の一部支給、条件によ
り返還が免除される入学・就学準備金の貸付などを行います。 

市 社 協 

市社協では、慢性的な生活困窮者の自立を支援するとともに、一時的に生活資
金に困難が生じた市民に対して、相談を受けるとともに自立に向けた適切な方策
や支援を実施します。 

●生活福祉資金貸付事業 
宮崎県社協が実施主体、市社協が申請に関する相談・受付窓口となり、低所得
世帯、障がい者世帯、高齢者世帯など世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必
要に合わせた資金の貸し付けを行います。また、本制度では、資金の貸し付け
による経済的な援助に合わせて、地域の民生委員児童委員も資金を借り受けた
世帯への相談支援を行います。 

●たすけあい金庫貸付事業 
一時的に生活資金に困難が生じた市民に対し、生活を支援していくことを目的
に生活資金の貸し付けを行います。 

●生活自立サポートセンターの充実 
日南市の「生活困窮者に対する支援」に基づき、多様で複合的な課題を抱える
生活困窮者に対して包括的で継続的な支援を行い、自立支援を図ります。 

 

福祉課 

福祉課 

福祉課 

こども課 
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施策６ 福祉、保健、医療・介護の生活関連分野の連携強化  

日南市では、すべての人が住み慣れた地域で最期まで自分らしく、安心して暮らし続けるこ

とができるような、地域包括ケアシステムの構築を目指して、福祉、保健、医療・介護の専門

領域と、地域住民を中心とした日常生活圏域のつながりの強化を推進します。 

【みんなの取り組み】 

取り組み主体 取り組み例 

個  人 
地 域 

地域で、介護、医療、それぞれの地域の問題を話し合い、共有して、自分やご
近所で出来ることや、日南市や市社協、事業者にお願いしなければならないこと
について整理、理解し、民生委員児童委員などをとおして、地域包括支援センタ
ーにつなぎます。それぞれの団体で情報を共有し、可能な取り組みは実施します。
また、地域ケア会議や、地域福祉に関する会議などに積極的に参加します。 

日南市 

●地域ケア会議の充実 
薬剤師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、保健師など多職種との連携に
より、地域ケア会議全体の充実を図ります。 

●ケアマネジメントの質の向上 
地域ケア会議を充実し、ケアマネジメントの質の向上を図ることによって、高齢者
の在宅生活を支援します。 

●医療・介護連携の強化 
医師会や介護事業者などと、必要な情報を共有し、課題の共通認識を図り、切
れ目のない在宅医療と在宅介護サービスを適切に提供する体制を整備します。
専門職である認知症サポート医・保健師・看護師・作業療法士・医療ソーシャ
ルワーカーで構成された「認知症初期集中支援チーム」を活用し、認知症の早
期診断・早期対応に向けた支援体制を構築します。 

●終末期ケアの支援 
人生の終末期を医療機関などだけでなく、住み慣れた自宅での看取りができる
よう、かかりつけ医・訪問看護師・訪問介護員の充実、連携を図ります。 

長寿課 

長寿課 

長寿課 

長寿課 

中部病院 

健康増進課 

健康増進課 

中部病院 
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市 社 協 

市社協では、地域包括ケアシステムに積極的に参画します｡ 

●地域ケア会議への参画 
地域包括ケアシステムの中枢となる「地域ケア会議」に積極的に参画し、医療・
介護・福祉の関係機関とのネットワークの形成・課題共有を図るとともに、イ
ンフォーマルな支援の提案や地域住民による支援体制づくりの役割を担って
いきます。 
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