
計画後半の取り組みの評価（市民アンケート調査等）および次期計画策定に向けた検討（推進委員会等）

5つのキーワード

今期計画の流れ

日ごろの地区との
関わりにおける課題抽出

アンケート調査
地域福祉計画推進委員会等

からの意見聴収
市・市社協関連事業の評価

計画の広報・周知 関係機関との連携 各主体による取り組みの推進

情報発信・意識啓発 つながりづくり 人材育成 安全・安心 制度のはざ間

計画後半に向けての主な取り組み

•各世代に適した情報提供方
法

•幅広い年齢層への福祉を学
ぶ機会の提供

•福祉教育の充実と周知、地
域や福祉施設との連携

•地区懇談会など、地区の今
後のあり方を話し合う機会の
提供や支援

•世代を超えた交流の場の充
実

•空き店舗や空き家などの活
用

•セカンドライフでの地域デビュー
の支援

•ボランティア活動等に対する
現役世代の関心の獲得

•顔の見える関係づくり

•各種情報共有の方法の明
確化

•ボランティア活動者等と専門
職の連携体制の構築支援

•各地区のアセスメントを実施

•相談支援体制の構築支援

各取り組み主体にて推進

課 題

H31
R1

H30

H29

H27

H28

基本目標1
みんなで福祉への理解と関心を広め、
やさしさと思いやりであふれるまち

基本目標２
みんなが地域の中で出会い、

交流が広がるまち

基本目標３
みんなで新しい力を育て、

福祉活動が受け継がれるまち

基本目標４
みんなで支え合い、
安心して暮らせるまち

基本目標５
みんなで互いに力を合わせ、
制度のはざ間に取り組むまち

9つの行動目標

26の評価指標

計画策定

中間評価

計画後半の
取り組み

計画後半において取り組みを進める上での5つのキーワード

周知・啓発 つながりづくり・居場所づくり 担い手不足 連携強化 はざ間・複合課題への取り組み

地区のつながりづくりや
居場所づくりを強化することが
できるきっかけづくりが必要

26の指標のうち16が中間目標値未達成

さまざまな福祉団体における
担い手不足の解消が必要

多様化、複雑化する相談や課題の解決に向けた
行政や地区、専門職等の多様な主体の連携強化が必要

福祉情報のさらなる周知と
福祉意識が高まるような

啓発が必要

資料１

１



8766名

10479名
12169名

13697名

H28 H29 H30 R1

46件
54件

45件

33件

H28 H29 H30 R1

意識調査 活動実績

191か所
196か所 191か所

189か所

H28 H29 H30 R1

85人
77人 74人 75人

H28 H29 H30 R1

356件

253件237件 238件

H28 H29 H30 R1

意識調査 活動実績

46.6% 43.7% 48.4%

H26 H29 R1

みんなで福祉への理解と関心を広め、やさしさと思いやりであふれるまち基本目標１

行動目標（１） 福祉の情報を広く発信し合おう 行動目標（２） お互いを理解し合い、思いやりの心を広げよう

市広報紙の福祉に関連
する記事の掲載回数

市社協ホームページの
閲覧数

福祉関連の情報紙の
設置か所数

最終目標：94.5% 最終目標：370件
最終目標：100人

最終目標：190か所

「市内の福祉情報を入手
できている」市民の割合

「ボランティア活動に
参加意向・関心のある」

市民の割合

最終目標：55.0%

出前講座の対応件数 認知症サポーター養成
講座の受講者数

最終目標：59件
最終目標：7367名

事業概要 具体的な取り組み（一部掲載）

Ｈ
31

／
Ｒ
１

各世代に適した情報提供方法

 【様々な媒体を用いた広報・周知を実施】
□地域福祉関係団体のイベントについて市のHP・広報紙にて周知した。
□ハーモニアスちがさき（ケーブルテレビ）にて、地区ボランティアセンター、民生委員・児童委員についての紹介番組を作成した。
○幅広い世代に情報が届くようSNS（LINE）を活用した情報発信について検討し、令和元年度から運用を開始した。
□ちがさきメール配信サービスを活用した災害情報等の配信を行った。
 【対象に合わせた情報提供を実施】
○視覚障害者への音声・点字による情報提供を行うとともに、広報紙点字版、録音版の周知に努めた。
□高齢者が利用できるサービスをまとめた「高齢者のガイド」を配付した。

幅広い年齢層への
福祉を学ぶ機会の提供

 【福祉や相互理解の機会の提供】
○「出前講座」など、各種福祉に関する講座を開催した。また、街頭募金や障害者週間街頭キャンペーンでも、当事者やボランティア、地区社協
などの参加・協力を得て実施し、福祉について広く市民に呼びかけた。

□障害者等理解講座：障害者やお年寄りと地域で共に生きるために、障害などについて学び理解を深めた（香川公民館）。
□ふれあい教育推進事業（小中学校）：学校・家庭・地域の交流と連携をさらに深めるため、全小・中学校32校に指導協力者を551回派
遣（福祉に関する学習については車いす・点字・手話等）。

福祉教育の充実と周知、
地域や福祉施設との連携

 【地域や福祉施設との連携】
□地域でできるボランティア活動を考え、地域内の介護施設・保育園と連携し、実践体験と学習成果の発表を行った。
○精神保健分野の関係機関とともに福祉施設・事業所のための精神保健ボランティア受け入れについて検討を重ね、「福祉施設・事業所のため
の精神保健ボランティア受け入れハンドブック」を作成、発行した。

次期計画
に向けて

・情報の内容によって対象者に合わせた効果的な情報発信、広報・周知を行う ➡

・多様性を知り、受け止めることを学ぶ機会を増やす ➡

・地域や福祉施設との連携・協力によりボランティア活動や福祉教育の推進を図る ➡

現状の
課題

対象に合わせた情報手段での発信 多様性を学ぶ機会の不足 福祉教育における地域や福祉施設との連携不足

周知・啓発

多様性の理解

確実に届く情報発信

福祉教育やボランティア活動における地域資源の活用

※市民アンケート調査結果

H26:計画策定時 H29:中間評価

※実績管理上の活動実績

中間実績（H28）以降、4か年の実績を掲載

※最終目標値は令和２年時点

２

92.5% 91.4% 89.7%

H26 H29 R1

基本目標２：活動する

基本目標１：つながる

基本目標１：つながる

※□：市、○：市社協、◇：両方



意識調査 活動実績

430回 396回

772回
874回

H28 H29 H30 R1

107か所110か所
120か所122か所

H28 H29 H30 R1

11地区11地区
13地区

6地区

H28 H29 H30 R1

意識調査 活動実績

31.1% 30.3% 34.6%

H26 H29 R1

21.7% 18.4% 22.3%

H26 H29 R1

地区ボランティアセンター
の拠点の活用回数

最終目標：576回

サロンの開催か所数

最終目標：103か所

「地域で気軽に顔を
出せる場所がある」
市民の割合

最終目標：50.0%

地区懇談会の
開催地区数

最終目標：12地区

「隣近所で助け合う親しい人
がいる」市民の割合

最終目標：30.0%

みんなが地域の中で出会い、交流が広がるまち基本目標２

行動目標（３） 日ごろから地域でのつながりを強くしよう 行動目標（４） 地域のみんなが気軽に集える場を広めよう

事業概要 具体的な取り組み（一部掲載）

Ｈ
31

／
Ｒ
１

地区の今後について話す機会
（地区懇談会等）の開催支援

 【地区懇談会等、話し合いの場の支援】
◇各地区で、地区懇談会（類似する取り組み含む）を開催した
◇次期計画策定のために、各地区において意見交換会やアンケートを行った。
◇平成30年度に実施した「外出」に関するアンケート調査結果を活用した地区での会議を開催した。
○地区支援の中で課題発見、共有などを行っており、地区懇談会の開催等も支援した。湘北地区では「若い人に地域福祉に関心を持ってもら
うために」をテーマに懇談会を4回開催し、企画として「第4回福祉の体験まつり」が実施された。

 【災害時における地区での連携強化】
□災害時における地域での共助の重要性について周知する「市民まなび講座」を31回実施し、合計約1,200人の参加があった。
□自治会連合会や認定コミュニティによる13地区での防災訓練を支援、協力した。約5,800人が参加した。
□避難行動要支援者名簿登録者の地域における情報提供の同意率が全体で約５パーセント増加した。
□避難支援等関係者を対象とした研修会において、避難行動要支援者に対する支援の在り方等について講演を行い、理解を深めた。

世代を超えた交流の場の充実

 【身近な居場所づくりの推進】
◇ミニデイ・サロンに関する情報を一覧化し、HP等で周知した。
○誰もが地域で交流できる場としてミニデイ・サロン活動をすすめるため、活動者に向けた情報提供や、活動者同士の情報交換の場として、ミニデ
イ・サロン連絡会を開催した。

□様々な技術を持つ地域の方々の協力を得て、子どもと大人との交流と工作などの体験の機会として「こどもの広場」を年６回開催した。
 【新たなつながりのきっかけづくり】
□企業を学習資源として企業連携講座を開催し、30～40代の参加者も多く見られ、多世代が交流するきっかけづくりができた。
 【不安や悩みを共有できるつながりづくり】
□子育て世代のための交流サロンや園庭開放による地域の親子交流、低出生体重児交流会、プレママ教室・ママサポ教室、スマイリングまま
サロン（鶴嶺公民館）、子育てホッと広場（松林公民館）など、子育て中の人のつながり・居場所づくりを行った。

空き店舗や空き家などの活用
 【地区ボランティアセンター拠点の活用】
○ミニデイ・サロンなど、地区ボランティアセンター拠点を活用した活動を支援した。（地区ボランティアセンターを活用したサロンがある地区：8地区）

次期計画
に向けて

・住民同士が地域の課題について考え、意見を出し合いながら地域づくりに取り組む ➡

・地域と連携、協力して各地にさまざまな集える場所や機会を増やす ➡

現状の
課題

地域のつながりの希薄化 世代や背景の異なる人々が交流する機会の不足 地域の中に身近に集える場所（居場所や拠点）が不足

つながりづくり・居場所づくり

身近な集える場やつながる機会の拡充

地域における解決力の強化

※市民アンケート調査結果

H26:計画策定時 H29:中間評価

※最終目標値は令和２年時点

※実績管理上の活動実績

中間実績（H28）以降、4か年の実績を掲載

３

※□：市、○：市社協、◇：両方

基本目標１：つながる

基本目標１：つながる



79名 63名 68名 43名

H28 H29 H30 R1

意識調査 活動実績

205名
232名

258名
281名

H28 H29 H30 R1

40名
47名

43名
39名

H28 H29 H30 R1

181名
163名 161名

126名

H28 H29 H30 R1

34.9% 32.1% 27.6%

H26 H29 R1

意識調査 活動実績

15.1% 13.8% 7.7%

H26 H29 R1

担い手不足

地区ボランティアセンター
相談支援技能向上
研修の参加者数

最終目標：240名

「ボランティア活動において
スキルアップしたいと感じて

いる」市民の割合

最終目標：50.0%

新規のボランティアの数

最終目標：74名

「ボランティア活動に参加
している」市民の割合

最終目標：20.0%

みんなで新しい力を育て、福祉活動が受け継がれるまち基本目標３

行動目標（５） できることを活かして福祉活動に参加しよう 行動目標（６） 福祉活動に関わる人たちを育てよう

事業概要 具体的な取り組み（一部掲載）
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セカンドライフでの地域デビューの支援
 【ボランティア情報と活動の場の提供】
○市社協ボランティアセンターでボランティアの相談・コーディネートを行うとともに、毎月情報紙を発行し活動情報を提供した。
○ユースボランティアやボランティア大学など、情報と活動の場を結びつける講座等を実施した。
○「やさしい精神保健ボランティア講座」を開催した。
○地区での理解者、ボランティア等を増やすため、地区社協等での地域活動や講座の開催を支援した。
○協働する専門職向けに「地域福祉活動における個人情報の基本」をテーマとした講座を開催した。

 【ボランティア活動への意識づくり】
□活動実態を周知する場として「第２回 ご近所でできるボランティア活動の「実態？」紹介講座」を開催した。
□退職者等の地域参加促進のための生涯現役応援窓口を継続運営し、利用者の拡大に向けて商業施設での出張窓口の開設等の
周知活動を併せて行った。

○地域活動のリーダー層の育成のため「地域福祉の担い手育成推進委員会」を開催した。

ボランティア活動等に対する
現役世代の関心の獲得

コーディネーター専門
研修の参加者数

地域福祉の担い手育成
推進委員会の修了者数

最終目標：40名 最終目標：265名

次期計画
に向けて

・特技を活かす場・活躍の場として、ボランティア活動を啓発・意識づけ ➡

・気軽に福祉活動に参加できるようなコーディネートや活動者の生活に合う参加形態の検討 ➡

・福祉活動を続けやすい環境を整え、必要な活動の継続を支援する ➡

現状の
課題

地域の人材の掘り起し（新しい担い手の獲得） 希望者とボランティア活動とのマッチング（情報の集約と提供） 地域福祉活動のリーダー層の育成

地域活動に参加しやすくなる工夫

環境整備と活動継続の支援

※市民アンケート調査結果

H26:計画策定時 H29:中間評価

※最終目標値は令和２年時点

※実績管理上の活動実績

中間実績（H28）以降、4か年の実績を掲載

４

参加意欲の喚起

基本目標２：活動する

基本目標２：活動する

基本目標２：活動する

※□：市、○：市社協、◇：両方



24団体26団体
30団体30団体

H28 H29 H30 R1

2.50日2.50日2.46日2.30日

H28 H29 H30 R1

3388件
3410件

3268件3151件

H28 H29 H30 R1

意識調査 活動実績

24.1%
35.0%

28.8%

H26 H29 R1

意識調査 活動実績

36.7% 36.3%
43.4%

H26 H29 R1

福祉相談室の他機関との
連携を広げていくための
意見交換の実施団体数

最終目標：30団体

地区ボランティアセンター
の開所日数

最終目標：3.00日

困りごとの相談先
のうち地区内で
対応している割合

最終目標：30.0%

移動支援事業の
利用件数

最終目標：3300件

「バリアフリーを意識している」
市民の割合

最終目標：50.0%

事業概要 具体的な取り組み（一部掲載）
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顔の見える関係づくり

 【支援が必要な人についての理解や啓発】
□心のバリアフリーの普及啓発活動を検討・実施した。また、ひきこもりをテーマに「精神保健福祉普及啓発講演会」を開催した。
○福祉教育のほか、あんしんセンターや障害者生活支援センター、障害者ホームヘルプ事業所などでも障害のある人への理解に向けた講座
を開催し、障害についての理解、啓発を行った。

□自殺対策普及啓発キャンペーン（春の市民まつりにてストレスチェック、のぼり旗の設置、街頭キャンペーン、複数媒体での情報発信）。
□ゲートキーパー養成研修（計４回）および自殺対策予防講演会「市民・町民向けゲートキーパー入門講座」を実施した。
 【地域参加を促す取り組みの推進】
◇障害者の自立と社会参加のため、一般の交通手段を利用するのが困難な身体障害者を対象として、ハンディキャブの利用予約の受付及
び調整、リフト付き乗用車の運行管理、リフト付き乗用車の維持管理を実施した。

各種情報共有の方法の明確化

【連携体制の構築支援】
○「障害児の通学送迎についてのネットワーク」において、関係機関の連携強化を目的に、関係各課との事例検討を通した課題共有の場を
設けた。また、障害児の通学送迎について、どこに相談しても同様の支援が得られるよう相談窓口で共有できる相談フローチャートを作成し、
効果を検証した。

○地区ボランティアセンター連絡会で共通課題である個人情報をテーマに研修を開催した（「地域福祉活動における個人情報保護の基
本」）。

◇成年後見にかかる各種機関の連携会議（成年後見制度利用促進研究会）や、学習の機会（成年後見支援ネットワーク勉強会）を
開催した。
◇障害者地域自立支援協議会の運営により、各種専門職・関係機関の連携を図った。

ボランティア活動者等と専門職の
連携体制の構築支援

みんなで支え合い、安心して暮らせるまち基本目標４

行動目標（７） 誰もが地域に出やすい環境をつくろう 行動目標（８） みんなで困りごとを受け止め、安心につなげよう

次期計画
に向けて

・支援が必要な人について理解・啓発を進め、地域参加を促す ➡

・地域全体で各種制度やサービスを理解し、地域の避難行動要支援者や判断能力が低下している人などを支え合うまちを目指す ➡

・はざ間・複合課題にかかわる多職種・多機関が連携する場や機会を増やす ➡

現状の
課題

支援が必要な人についての理解・啓発
多様化する地域課題や新たな課題の解決に

取り組む体制の整備
多職種・多機関の連携が

必要な課題への対応力の強化

連携強化

支援が必要な人に対する理解や支援

制度の周知・理解促進

※市民アンケート調査結果

H26:計画策定時 H29:中間評価

関係機関の連携強化

※最終目標値は令和２年時点

※実績管理上の活動実績

中間実績（H28）以降、4か年の実績を掲載

５

※□：市、○：市社協、◇：両方

基本目標１：つながる

基本目標３：支え合う

基本目標３：支え合う



意識調査 活動実績

3地区 4地区 5地区
6地区

H28 H29 H30 R1

12.1% 12.8% 12.8%

H26 H29 R1

※実績管理上の活動実績

中間実績（H28）以降、4か年の実績を掲載

はざ間・複合課題への取り組み

「困ったときに家族の
ほかに相談する相手が
いない」市民の割合

最終目標：6.0%

事業概要 具体的な取り組み（一部掲載）

Ｈ
31

／
Ｒ
１

各地区のアセスメントを行う

 【各地区状況の把握】
○生活支援体制整備事業の地域支えあい推進員（第2層）をとして地区担当を配置し、地区の実情や課題、資源を把握し、住民と
ともにその地区に必要な活動等を考えながら、取り組みを進めた。

 【地区のニーズに基づく新たな活動の創出】
○昨年度実施したアンケート結果をもとに課題共有を図り、他と連携して、外出支援の活動立ち上げにつながった。（湘南地区、松林
地区）これらの共通課題については、地区社協連絡協議会でも課題共有や研修等として普及を図った。

相談支援体制の構築支援

 【福祉相談室の強化】
□福祉政策課に配属された相談支援包括化推進員が中心となって相談室のとりまとめ役を担い、相談室の事業全体の機能強化を
図った。
 【相談機能の強化】
□民生委員・児童委員のスキル向上のための講習・研修を実施した。
□心の教育相談事業：気軽に相談できる第三者的な存在として「心の教育相談員」を全校配置した。

 【地区の課題の共有、はざ間・複合課題への対応】
◇庁内関係課を始め、地区ボランティアセンター、市社協他の機関が連携し、複合課題や制度のはざ間のケースに対応した。
◇茅ヶ崎地区でもコーディネーター配置事業を本格実施した。
□コーディネーター研修を実施した（１回）。
 【相談支援体制構築に向けた整備】
◇市レベルの地域ケア会議の開催や、地域包括支援センターが実施する地域ケア会議開催への支援を行った。
○地域福祉関係職員研修を開催し、相談窓口等が相互に連携するための学びを共有した。

みんなで互いに力を合わせ、制度のはざ間に取り組むまち基本目標５

行動目標（９） 制度のはざ間の課題に取り組もう

次期計画
に向けて

現状の
課題

各地区の実態に合わせた地域福祉の推進 相談機関や人材の拡充 相談支援体制を構築するための協働

コーディネーター配置
事業の実施地区数

最終目標：12地区

・各地区に合わせた「地域で支えられる仕組みづくり」を推進する ➡

・地域住民に寄り添い、相談や支援を行う人材を配置し、地域における相談機能を強化する ➡

・地域における身近な見守りから、専門機関による相談支援までの包括的な相談支援体制の構築を目指す ➡

地域に合った地域福祉の推進

包括的な相談支援体制の構築

※市民アンケート調査結果

H26:計画策定時 H29:中間評価

※最終目標値は令和２年時点

６

相談・支援を行う人材の拡充

基本目標３：支え合う

基本目標３：支え合う

基本目標３：支え合う

※□：市、○：市社協、◇：両方


