【資料６】

第２期飯塚市地域福祉計画改訂版

新旧対照表

新

第３章

旧

計画の基本方針

第３章

１．計画の基本理念

計画の基本方針

１．計画の基本理念

（略）

（略）

２．計画の基本目標

２．計画の基本目標

計画書 P43～44

基本理念の実現に向けて、３つの「基本目標」を設定し、市民と行政との
基本理念の実現に向けて、３つの「基本目標」を設定し、市民と行政との
協働により、地域福祉の取り組みを進めていきます。この基本目標は、第１ 協働により、地域福祉の取り組みを進めていきます。この基本目標は、第１
期計画の総括を踏まえて、第２期計画の中で取り組むことが必要と考えられ 期計画の総括を踏まえて、第２期計画の中で取り組むことが必要と考えられ
る課題を整理し設定しています。
る課題を整理し設定しています。
基本目標１

お互いを大切にし合うひとづくり
（略）

基本目標１

お互いを大切にし合うひとづくり
（略）

基本目標２ 支えあう地域づくり
地域福祉を推進するには、現在希薄化している“地域のつながり”を強め
ていくことが重要です。同じ地域に住む人同士が知り合い、支えあう意識を
育むことができるよう、地域での交流活動を進めます。
また、高齢者や障がい者、ひとり親世帯、就労や社会的孤立等のさまざま
な課題を抱えて生活に困窮している方など、地域で支援を必要とする方々の
把握を行い、声かけや見守り活動を通して、身近な地域での困りごとに対応
する住民相互の協力体制づくりに取り組みます。さらに、東日本大震災の発
生以降、人とのつながりや「絆」に関心が高まっており、災害時や緊急時に
も協力しあえる地域づくりに取り組んでいきます。

基本目標２ 支えあう地域づくり
地域福祉を推進するには、現在希薄化している“地域のつながり”を強め
ていくことが重要です。同じ地域に住む人同士が知り合い、支えあう意識を
育むことができるよう、地域での交流活動を進めます。
また、地域で支援を必要とする方々の把握を行い、声かけや見守り活動を
通して、身近な地域での困りごとに対応する住民相互の協力体制づくりに取
り組みます。さらに、東日本大震災の発生以降、人とのつながりや「絆」に
関心が高まっており、災害時や緊急時にも協力しあえる地域づくりに取り組
んでいきます。

基本目標３

基本目標３

つながるしくみづくり
（略）
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つながるしくみづくり
（略）

第４章

目標達成に向けた取り組み

基本目標１

第４章

お互いを大切にし合うひとづくり

目標達成に向けた取り組み

基本目標１

（略）

基本目標２
活動目標１

（略）

支えあう地域づくり

基本目標２

地域での交流の機会づくり

活動目標１

（略）

活動目標２

お互いを大切にし合うひとづくり

支えあう地域づくり
地域での交流の機会づくり
（略）

地域における見守り体制の強化

活動目標２

地域における見守り体制の強化

計画書 P57～62
取り組みの方向性
高齢化の進行、生活様式の多様化等により、高齢者や障がい者のみ
の世帯、またこれらの方々のひとり暮らしが増加している傾向にあり
ます。また、孤立死、うつ、虐待、引きこもりなどといった新たな社
会問題も顕在化しています。これらの方々が地域で孤立したり支援が
必要でも声をあげられず問題が悪化したりすることがないよう、地域
での見守り体制の整備を進めます。
また、近年では、子どもや高齢者等が被害者となる犯罪が増加して
おり、多様化する犯罪に対応するため、地域ぐるみでの防犯体制の強
化が求められています。
このためには、地域と連携して地域の困りごと、または要援護者の
把握を進め、必要な対応へとつなげていく体制の構築に取り組みます。
加えて、これらの対応の円滑化を図るために、個人情報の保護の観点
を踏まえた上で、見守りや相談を通して得られた情報の取り扱いと有
効な活用方法についても検討を行っていきます。

取り組みの方向性
高齢化の進行、生活様式の多様化等により、高齢者や障がい者のみ
の世帯、またこれらの方々のひとり暮らしが増加している傾向にあり
ます。また、孤独死、うつ、虐待、引きこもりなどといった新たな社
会問題が顕在化する中、失業など経済的な理由による生計困難に加え、
子育ての悩みや人間関係の喪失、住居の確保等の課題を複合的に抱え
ている生活困窮世帯が増加している傾向が見られます。これらの方々
が地域で孤立したり支援が必要でも声をあげられず問題が悪化したり
することがないよう、地域での見守り体制の整備を進めます。
また、近年では、子どもや高齢者等が被害者となる犯罪が増加して
おり、多様化する犯罪に対応するため、地域ぐるみでの防犯体制の強
化が求められています。
このためには、地域と連携して地域の困りごと、または要援護者の
把握を進め、必要な対応へとつなげていく体制の構築に取り組みます。
加えて、これらの対応の円滑化を図るために、個人情報の保護の観点
を踏まえた上で、見守りや相談を通して得られた情報の取り扱いと有
効な活用方法についても検討を行っていきます。
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具体的な取り組み
（１）地域の困りごとを把握するしくみづくり
個人や家庭の中だけでは解決が難しい問題や、地域での支え合いが必要な
要支援者の把握については、自治会長や民生委員・児童委員を中心として情
報の把握に努め、個人情報の保護に留意した上で、その情報の取り扱いと共
有方法の確立を目指します。
取り組みの主体
取り組み
○困りごとを自分や家庭の中だけで抱え込まない
よう、民生委員・児童委員等の地域の相談役に相
談しましょう。
市民
○近所に困りごとを抱えている人がいたら、地域の
《自助》
相談役に相談しましょう。
○悪質な訪問販売や振り込め詐欺等の悪質商法に
ついて関心を持ち、被害に遭わないようにしまし
ょう。
○自治会長や隣組長、民生委員・児童委員、福祉委
員等を中心に、支援の必要な方を把握しましょ
地域や関係団体
う。
《共助》
○地区社会福祉協議会、地域福祉ネットワーク委員
会等で、地域での困りごとをみんなで共有しまし
ょう。
○地域と連携して、要支援者の把握に取り組み、情
報共有体制を確立します。
○各地区の民生委員・児童委員や福祉委員の周知を
図り、こうした方々を通じて地域の困りごとを速
行政
やかに把握できるような体制を整えます。
《公助》
○消費生活センターと連携し、悪徳商法等からの消
費者保護に関する情報提供や啓発、相談等の充実
に取り組みます。
○まちづくり協議会や地域福祉ネットワーク委員
会等の運営支援を行います。
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具体的な取り組み
（１）地域の困りごとを把握するしくみづくり
個人や家庭の中だけでは解決が難しい問題や、地域での支え合いが必要な
要援護者の把握については、自治会長や民生委員・児童委員を中心として情
報の把握に努め、個人情報の保護に留意した上で、その情報の取り扱いと共
有方法の確立を目指します。
取り組みの主体
取り組み
○困りごとを自分や家庭の中だけで抱え込まない
よう、民生委員・児童委員等の地域の相談役に相
談しましょう。
市民
○近所に困りごとを抱えている人がいたら、地域の
《自助》
相談役に相談しましょう。
○悪質な訪問販売や振り込め詐欺等の悪質商法に
ついて関心を持ち、被害に遭わないようにしまし
ょう。
○自治会長や隣組長、民生委員・児童委員、福祉委
員等を中心に、支援の必要な方を把握しましょ
地域や関係団体
う。
《共助》
○地区社会福祉協議会、地域福祉ネットワーク委員
会等で、地域での困りごとをみんなで共有しまし
ょう。
○地域と連携して、要援護者の把握に取り組み、情
報共有体制を確立します。
○各地区の民生委員・児童委員や福祉委員の周知を
図り、こうした方々を通じて地域の困りごとを速
行政
やかに把握できるような体制を整えます。
《公助》
○消費生活センターと連携し、悪徳商法等からの消
費者保護に関する情報提供や啓発、相談等の充実
に取り組みます。
○まちづくり協議会や地域福祉ネットワーク委員
会等の運営支援を行います。

主な
関連施策

１．要支援者情報の収集、管理・共有、活用方法の
確立
２．民生委員・児童委員、福祉委員活動支援
３．消費生活センターとの連携
４．まちづくり協議会運営支援

主な
関連施策

１．要援護者情報の収集、管理・共有、活用方法の
確立
２．民生委員・児童委員、福祉委員活動支援
３．消費生活センターとの連携
４．まちづくり協議会運営支援

（２）地域での見守り活動の促進
（略）

（２）地域での見守り活動の促進
（略）

活動目標３

活動目標３

災害時の避難行動要支援者に対する支援体制の充実

災害時要援護者支援体制の充実

計画書 P63～64
取り組みの方向性
平成 23 年３月 11 日の東日本大震災の発生は、多くの国民に災害に
対する不安と、発生時の対応や非常時を想定した備えの重要性を改め
て認識させることとなりました。本市でも、平成 15 年、21 年に集中
豪雨による大水害を経験したためか、災害時の対策についての関心は
高くなっています。こうした災害に対する不安は、高齢者や障がい者
等のいる家庭等ではさらに大きく、アンケート調査の結果からも、災
害対策を最重要課題と考える人が多くなっています。
本市では、災害時の要援護者支援対策として、平成 20 年度に「飯塚
市災害時要援護者避難支援プラン」を策定し、このプランに基づき、
災害時の要援護者の把握や支援体制づくりを進めています。今後もこ
の取り組みを推進し、市内全域において災害時要援護者情報の把握と
支援体制の整備が図られるよう努めていきます。

取り組みの方向性
平成 23 年３月 11 日の東日本大震災の発生は、多くの国民に災害に
対する不安と、発生時の対応や非常時を想定した備えの重要性を改め
て認識させることとなりました。本市でも、平成 15 年、21 年に集中
豪雨による大水害を経験したためか、災害時の対策についての関心は
高くなっています。こうした災害に対する不安は、高齢者や障がい者
等のいる家庭等ではさらに大きく、アンケート調査の結果からも、災
害対策を最重要課題と考える人が多くなっています。
本市では、災害時の避難行動要支援者対策として、平成 20 年度に「飯
塚市避難支援プラン全体計画」を策定し、このプランに基づき、災害
時の避難行動要支援者の把握や支援体制づくりを進めています。今後
もこの取り組みを推進し、市内全域において避難行動要支援者情報の
把握と支援体制の整備が図られるよう努めていきます。

具体的な取り組み
具体的な取り組み
（１）避難行動要支援者の情報把握
（１）要援護者の情報把握
災害時に支援を必要とする人たちについて、地域と行政との協働による実
災害時に援護を必要とする人たちについて、地域と行政との協働による実
態の把握と避難行動要支援者情報の管理体制の整備を進めていきます。
態の把握と要援護者情報の管理体制の整備を進めていきます。
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取り組みの主体
市民
《自助》
地域や関係団体
《共助》
行政
《公助》
主な
関連施策

取り組み
○災害時の避難等が不安な人は、地域の人や行政等
に相談し、あらかじめ対応策を検討しておきまし
ょう。
○行政との協働により、避難行動要支援者の把握に取
り組みましょう。

取り組みの主体
市民
《自助》
地域や関係団体
《共助》

○地域との協働により、避難行動要支援者の把握に取
り組みます。

行政
《公助》

１．避難行動要支援者の把握、要支援者情報の管理・
共有体制の整備

主な
関連施策

取り組み
○災害時の避難等が不安な人は、地域の人や行政等
に相談し、あらかじめ対応策を検討しておきまし
ょう。
○行政との協働により、災害時要援護者の把握に取り
組みましょう。
○地域との協働により、災害時要援護者の把握に取り
組みます。
１．災害時要援護者の把握、要援護者情報の管理・
共有体制の整備

（２）災害時支援体制の確立
（２）災害時支援体制の確立
災害時の支援体制の確立に向けて、
地域の自主防災組織の設立や福祉避難
災害時の支援体制の確立に向けて、地域の自主防災組織の設立や福祉避難
所の整備を進めていきます。また、避難所やハザードマップについて、周知 所の整備を進めていきます。また、避難所やハザードマップについて、周知
を図っていきます。
を図っていきます。
取り組みの主体
取り組み
取り組みの主体
取り組み
○地域の自主防災組織や消防団の活動に積極的に参
○地域の自主防災組織や消防団の活動に積極的に参
市民
市民
加・協力しましょう。
加・協力しましょう。
《自助》
《自助》

地域や関係団体
《共助》

○行政との協働により、避難行動要支援者の支援体制
づくり等の対策を進めましょう。
○地域の自主防災組織や消防団の活動に積極的に参
加・協力しましょう。
○地域で自主防災組織の設置や防災マップの作成等
の取り組みを進めましょう。
○災害時には、要支援者に対する避難援助等の支援に
協力しましょう。
○災害時に市社会福祉協議会が設置・運営する災害救
援ボランティアセンターの活動に積極的に参加・協
力しましょう。

地域や関係団体
《共助》
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○行政との協働により、災害時要援護者の支援体制づ
くり等の対策を進めましょう。
○地域の自主防災組織や消防団の活動に積極的に参
加・協力しましょう。
○地域で自主防災組織の設置や防災マップの作成等
の取り組みを進めましょう。
○災害時には、要援護者に対する避難援助等の支援に
協力しましょう。
○災害時に市社会福祉協議会が設置・運営する災害救
援ボランティアセンターの活動に積極的に参加・協
力しましょう。

行政
《公助》

主な
関連施策

基本目標３
活動目標１

○「飯塚市地域防災計画」に基づき、自主防災組織の
設立を支援します。
○避難所やハザードマップについて、市民に周知を図
ります。
○福祉避難所を整備し、障がいのある方等が利用でき
る避難所を確保します。
○災害時に障がいの特性等に配慮した適切な情報提
供に努めます。
１．自主防災組織の設置支援
２．避難所やハザードマップの周知
３．避難行動要支援者及び避難所における要配慮者
に対する支援対策（自主防災組織、福祉避難所との協
定締結）
４．障がい等に応じた情報提供・避難支援

行政
《公助》

主な
関連施策

つながるしくみづくり

基本目標３

情報提供体制の充実

活動目標１

（略）

活動目標２

○「飯塚市地域防災計画」に基づき、自主防災組織の
設立を支援します。
○避難所やハザードマップについて、市民に周知を図
ります。
○福祉避難所を整備し、障がいのある方等が利用でき
る避難所を確保します。
○災害時に障がいの特性等に配慮した適切な情報提
供に努めます。
１．自主防災組織の設置支援
２．避難所やハザードマップの周知
３．災害時要援護者支援対策（自主防災組織、福祉
避難所との協定締結）
４．障がい等に応じた情報提供・避難支援

つながるしくみづくり
情報提供体制の充実
（略）

相談体制の充実

活動目標２

相談体制の充実

計画書 P68～70
取り組みの方向性
現在、本市の福祉に関する相談は、市役所・支所の福祉関係窓口を
はじめ、地域子育て支援センター、地域包括支援センター、在宅介護
支援センター、障がい者生活支援センター等の相談窓口、社会福祉協
議会等関係団体による相談事業、民生委員・児童委員、各種相談員等
の相談活動等があります。
今後は、高齢者や子育て、障がい等多方面からの解決が求められる
問題や、福祉以外の分野と関連がある多様化、複雑化した相談に対応
するために、相談員の資質の向上や、各窓口間の連携により、問題を
迅速かつ適切に処理していくことのできる体制の整備に取り組みま
す。

取り組みの方向性
現在、本市の福祉に関する相談は、市役所・支所の福祉関係窓口を
はじめ、子育て支援センター、地域包括支援センター、在宅介護支援
センター、障がい者基幹相談支援センター、生活困窮者のための生活
自立支援相談室等の相談窓口、社会福祉協議会等関係団体による相談
事業、民生委員・児童委員、各種相談員等の相談活動等があります。
今後は、高齢化に伴う介護・障がい・子育て・就労・住居の確保・
社会的孤立、また、これらの複合的な要因による生活困窮の問題や、
福祉以外の分野とも関連がある多様化、複雑化した相談に対応するた
めに、相談員の資質の向上や、各窓口間の連携により、問題を迅速か
つ適切に処理していくことのできる体制の整備に取り組みます。
6

具体的な取り組み
（１）相談体制の充実
さまざまな地域福祉の問題解決に向けて、身近な相談窓口の周知と利用を
進めていきます。また個々の窓口での解決や関係機関への送致など、迅速な
対応ができるよう相談員の資質の向上を図ります。
取り組みの主体
市民
《自助》

地域や関係団体
《共助》

行政
《公助》

主な
関連施策

取り組み
○社会福祉協議会や民生委員・児童委員等の地域の相
談先、行政の相談窓口を積極的に活用しましょう。

具体的な取り組み
（１）相談体制の充実
さまざまな地域福祉の問題解決に向けて、身近な相談窓口の周知と利用を
進めていきます。また個々の窓口での解決や関係機関への送致など、迅速な
対応ができるよう相談員の資質の向上を図ります。
取り組みの主体
市民
《自助》

○社会福祉協議会や民生委員・児童委員等の関係団体
は、地域における相談活動の充実と、その周知に努
めましょう。
○民生委員・児童委員等が行う地域の相談活動につい
ては、行政の相談機関と連携して、相談事の解決に
取り組みましょう。

地域や関係団体
《共助》

○各種相談員や子育て支援センター、地域包括支援セ
ンター、在宅介護支援センター、障がい者基幹相談
支援センター、生活自立支援相談室等の地域におけ
る身近な相談窓口について、周知を図ります。
○研修会等の開催や受講により、各種相談員の資質や
技術の向上を図ります。
１．相談員派遣等事業の実施
２．各種支援センター事業の実施
３．各種相談室の開設
４．相談員等研修の実施
５．生活困窮者に対する住居確保給付金の支給

行政
《公助》

主な
関連施策

取り組み
○社会福祉協議会や民生委員・児童委員等の地域の相
談先、行政の相談窓口を積極的に活用しましょう。
○社会福祉協議会や民生委員・児童委員等の関係団体
は、地域における相談活動の充実と、その周知に努
めましょう。
○民生委員・児童委員等が行う地域の相談活動につい
ては、行政の相談機関と連携して、相談事の解決に
取り組みましょう。
○各種相談員や地域包括支援センター、在宅介護支援
センター、障がい者生活支援センター、子育て支援
センター等の地域における身近な相談窓口につい
て、周知を図ります。
○研修会等の開催や受講により、各種相談員の資質や
技術の向上を図ります。
１．相談員派遣等事業の実施
２．各種支援センター事業の実施
３．各種相談室の開設
４．相談員等研修の実施

（２）相談窓口間の連携
（略）

（２）相談窓口間の連携
（略）
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活動目標２

相談体制の充実の計画目標

活動目標２

相談体制の充実の計画目標

事業名

指標の考え方

実績
（年度）

目標
（平成 34 年度）

事業名

指標の考え方

実績
（年度）

目標
（平成 34 年度）

介護相談員
等派遣等事
業

延べ派遣回数

（略）

（略）

介護相談員
等派遣等事
業

延べ派遣回数

（略）

（略）

「地域包括支援セ
ンター」における
相談受付件数

「地域包括支援セ
ンター」における
相談受付件数
（略）

高齢者・障
がい者・児
童の各種相
談支援事業

「在宅介護支援セ
ンター」における
訪問相談支援件数

（略）

「家庭児童相談
室」における相談
件数

（略）

「生活自立支援相
談室」における相
談受付件数

サンクス相
談室
無料法律相
談

高齢者・障
がい者・児
童の各種相
談支援事業

増加

「障がい者基幹相
談支援センター」
※における相談・
支援件数

生活困窮者
に対する相
談支援事業

（略）

１６２件
（Ｈ２７）

増加

相談件数

（略）

（略）

利用件数

（略）

（略）

※平成 29 年 7 月に従来の「障がい者生活支援センター」から移行したもの
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「在宅介護支援セ
ンター」における
訪問相談支援件数
「障がい者生活支
援センター」にお
ける相談・支援件
数
「家庭児童相談
室」における相談
件数

増加
（略）

（略）

サンクス相
談室

相談件数

（略）

（略）

無料法律相
談

利用件数

（略）

（略）

活動目標３

権利擁護体制の充実

活動目標３

（略）

活動目標４

地域のネットワークの強化

活動目標４

具体的な取り組み
（１）要支援者を支えるネットワークづくり
地域で要支援者を支援している地区社会福祉協議会や地域福祉ネットワ
ークの中核的な活動の支援を拡充するとともに、ボランティアやＮＰＯ法人
等の活動や事業所等の見守り活動と連携を図り、要支援者を支えるネットワ
ークの構築とその充実を目指します。

市民
《自助》

地域のネットワークの強化

計画書 P73～74
取り組みの方向性
市民や関係団体等がそれぞれの活動を進めるとともに、相互に連携
しながら互いの活動を補完していくことで、地域福祉の活動はさらに
大きく広がっていくことが期待されます。団体ヒアリングの中でも、
さまざまな団体の活動が行政を含む関係団体と相互に連携していく
ことが、必要不可欠であることが指摘されています。
本市では、高齢者福祉の推進を主たる目的とする地域福祉ネットワ
ーク委員会と地区社会福祉協議会とが連携を図り、地域での高齢者見
守り活動等のネットワークづくりを進めていますが、今後は、この両
者の活動を中核として、各種団体が連携して地域における活発な福祉
活動が展開できるよう支援を進めていきます。
また、子育てや障がい者などのさまざまな分野における活動につい
ても、団体間、または行政との連携によるネットワークを構築し、協
働のもと福祉のまちづくりを進めていきます。

取り組みの方向性
市民や関係団体等がそれぞれの活動を進めるとともに、相互に連携
しながら互いの活動を補完していくことで、地域福祉の活動はさらに
大きく広がっていくことが期待されます。団体ヒアリングの中でも、
さまざまな団体の活動が行政を含む関係団体と相互に連携していく
ことが、必要不可欠であることが指摘されています。
本市では、高齢者福祉の推進を主たる目的とする地域福祉ネットワ
ーク委員会と地区社会福祉協議会とが連携を図り、地域での高齢者見
守り活動等のネットワークづくりを進めていますが、今後は、この両
者の活動を中核として、各種団体が連携して地域における活発な福祉
活動が展開できるよう支援を進めていきます。
また、子育て、障がい、生活困窮などのさまざまな分野における支
援活動についても、団体間、または行政と民生委員・児童委員をはじ
めとする地域住民との連携によるネットワークを構築し、協働のもと
福祉のまちづくりを進めていきます。

取り組みの主体

権利擁護体制の充実
（略）

取り組み
○身近な地域での助け合い活動に積極的に参加しま
しょう。

具体的な取り組み
（１）要援護者を支えるネットワークづくり
地域で要援護者を支援している地区社会福祉協議会や地域福祉ネットワ
ークの中核的な活動の支援を拡充するとともに、ボランティアやＮＰＯ法人
等の活動や事業所等の見守り活動と連携を図り、要支援者を支えるネットワ
ークの構築とその充実を目指します。
取り組みの主体
市民
《自助》
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取り組み
○身近な地域での助け合い活動に積極的に参加しま
しょう。

地域や関係団体
《共助》

○小地域福祉活動を推進し、地域の困りごとや、その
解決策等を話し合う機会をつくりましょう。
○地域で要支援者を支える活動を行っている団体同
士が連携して、より良い活動を展開しましょう。

行政
《公助》

○小地域での福祉活動を推進するため、社会福祉協議
会と連携し、地区社会福祉協議会、地域福祉ネット
ワーク委員会を中心とした、地域で要支援者を支え
るネットワークづくりを進めます。
○ボランティア・ＮＰＯ等の活動団体とその受け手を
結びつけるしくみづくりを進めます。
○地域包括支援センターや在宅介護支援センター、子
育て支援センター、障がい者基幹相談支援センタ
ー、生活自立支援相談室、社会福祉協議会権利擁護
センターやボランティアセンター等の各種福祉分
野の専門相談機関と、保健センターや医療機関等に
よる各保健・医療分野の専門相談機関の連携等によ
る機能の充実を図ります。
○地区住民の見守りを強化するため、事業所等が行う
安否確認活動と連携します。【再掲】

主な
関連施策

１．地区社会福祉協議会、地域福祉ネットワーク委
員会の支援
２．孤独死防止のための庁内連携体制の確立
３．要支援者に対するごみ収集方法の検討
４．地域包括ケア体制の推進
５．事業所等が行う安否活動との連携【再掲】

（２）団体間のネットワークづくり
（略）

地域や関係団体
《共助》

○小地域福祉活動を推進し、地域の困りごとや、その
解決策等を話し合う機会をつくりましょう。
○地域で要援護者を支える活動を行っている団体同
士が連携して、より良い活動を展開しましょう。

行政
《公助》

○小地域での福祉活動を推進するため、社会福祉協議
会と連携し、地区社会福祉協議会、地域福祉ネット
ワーク委員会を中心とした、地域で要援護者を支え
るネットワークづくりを進めます。
○ボランティア・ＮＰＯ等の活動団体とその受け手を
結びつけるしくみづくりを進めます。
○地域包括支援センターや在宅介護支援センター、地
域子育て支援センター、障がい者生活支援センタ
ー、社会福祉協議会権利擁護センターやボランティ
アセンター等の各種福祉分野の専門相談機関と、保
健センターや医療機関等による各保健・医療分野の
専門相談機関の連携等による機能の充実を図りま
す。
○地区住民の見守りを強化するため、事業所等が行う
安否確認活動と連携します。【再掲】

主な
関連施策

１．地区社会福祉協議会、地域福祉ネットワーク委
員会の支援
２．孤立死防止のための庁内連携体制の確立
３．要援護者に対するごみ収集方法の検討
４．地域包括ケア体制の推進
５．事業所等が行う安否活動との連携【再掲】

（２）団体間のネットワークづくり
（略）
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