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第５ 章

施策の展開

第３期地域福祉計画

基本⽬標

１

交流と連携による福祉のまちづくり

１．町民と行政の連携体制の充実
（１）町民と行政の交流、推進体制の充実
現状と
課題

●

少子高齢化や家族構成の多様化に伴
い、地域の課題も多種多様で、複雑にな
っています。これからの地域福祉には、
町民一人ひとりが主体となって地域に
関わっていくことが大切で、積極的な
まちづくりへの参画が欠かせません。

●

町民の方からは、
「社会福祉サービス
を充実させていく上での行政と地域住
民との関係」について、
「行政も住民も
協力し合い、ともに取り組むべきであ
る」との意見が多数寄せられています。

課題解決のために

取組
実績

○ 『みんなの声をまちづくりに
いかす条例』に基づき、
「町民参
加による検討会議の開催」、
「町
民懇談会の開催」及び「パブリ
ックコメントの実施」などの手
法により、町民のまちづくりへ
の参加を実現しました。
○

町民参加の適正な運用及び
推進について検証するための
「町民参加推進会議」の開催
や、自治区ごとの要望等を聴取
及び回答する「春・秋自治区長
総会」の開催を行っています。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

町民と行政が連携し、町民主体の地域福祉のまちづくりが実現できるよう、
適切な情報公開に努めながら、地域福祉推進のための町民と行政の連携体制
の充実を図る。

第３期計画

町民一人ひとりが積極的にまちづくりに参加する、町民と行政の協働による
地域福祉活動を推進する。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□行政や地域の活動に積極的に参加し、多くの方とのコミュニケーションに努める。
●地域の役割（共助）
□町民が意見等を出しやすい場を提供するなど、機会づくりに協力する。
□行政が提供する情報等を町民に周知するよう努める。
●⾏政の役割（公助）
□町民が意見や提案をしやすい場や機会づくりの拡充を図る。
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（２）情報提供の更なる充実
現状と
課題 ●

福祉サービスのニーズは多様化し、そ
れに伴い、よりきめの細かいサービスの
提供が求められています。一方で、福祉
サービスに関する制度が複雑化し、分か
りにくくなっている現状があります。

●

町民一人ひとりの状況に応じて、必要
な情報をタイムリーに提供する工夫が
必要です。

●

地域福祉に関する町民の声でも、地域
福祉推進のためには情報の提供が必要
との声が寄せられています。

課題解決のために

取組
実績 ○

○

関係各課と連携し、適切な情
報をわかりやすく提供するた
めに、広報紙やホームページを
通して迅速な情報の提供に努
めてきました。
子育て関連情報については、
子育て支援センターに、結婚・
子育てコンシェルジュを配置
し、出会いから結婚、子育てま
での幅広い情報を提供してい
ます。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

関係機関と連携を図り、町民が求めるサービスを把握し、年齢や障がいなど
に関わらず、誰もが必要なときに情報を入手できるよう、情報提供体制の充
実を図る。

第３期計画

すべての町民へ必要な情報が適切に提供されるよう、関係機関との協働や庁
内各課間でさらに連携しやすい体制づくりを構築し、分かりやすい福祉サー
ビス情報を届けるための工夫に努める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□さまざまな福祉サービス等の情報を入手するよう心掛ける。
□身近にいる自分と同じような不安や心配があると思う人の相談にのる。
●地域の役割（共助）
□各地域活動等の相互交流を通じて、お互いに情報交換と情報の共有に努める。
□情報が届きにくい人に対して、出来るだけ必要な情報が届くよう支援する。
□地域での職員出前講座の活用を図る。
●⾏政の役割（公助）
□町の担当窓口や子育て支援センター、地域包括支援センター、社会福祉協議会などの
専門機関において、適切な情報の提供に努める。
□福祉サービスが一覧できる冊子を必要に応じて更新し、町民に提供する。
□情報の提供について、高齢者や障がいのある人等に配慮し、表示方法、記載方法、伝
達方法等を工夫する。
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（３）相談体制の更なる充実
現状と
課題 ●

単身世帯や核家族世帯が増えている
中、家庭内に相談できる相手がいない
人や、隣近所と関わりが少なく相談す
る相手がいない人など、地域で孤立し
ている人への相談支援が必要です。

●

町民にとって利用しやすい福祉サー
ビスを提供していくためにも相談窓口
の体制をさらに充実させていくことが
重要です。

●

町民の方からは、
「サービスや制度の
ことを気軽 に相談でき る窓口が欲 し
い」という意見が寄せられています。

課題解決のために

取組
実績 ○

町の窓口相談室は、民間に業
務を委託し、事務の合理化等と
ともに、相談支援対応の充実に
努めてきました。

○

民生委員・児童委員は、各種
研修等に参加し、相談技法の向
上に努めています。また、町広
報紙に民生委員・児童委員の電
話番号を載せた名簿を掲載し
て、町民にとって身近な相談相
手として周知しています。

○

障がい者支援に関する相談
業務を、専門知識を持つ事業所
へ委託し、町民にとって必要な
情報提供や助言、各種相談の充
実に努めています。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

町民が日頃の生活の中でさまざまな問題に直面したときに、気軽に、迷わず
に相談できる相談窓口の充実を図る。

第３期計画

町民にとって身近で、町民の悩みや不安に対して親身に対応する相談支援の
体制を持続するとともに、委託先の事業所と情報を共有し、相談に対する適
切な対応に努める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□一人で悩みごとを抱え込まず、できるだけ早く身近にいる人に相談する。
□身近にある相談支援を行っている機関を把握するように努め、気軽に相談に行くよ
うにする。
□相談を受けたり困っている人を見かけたら、身近な相談機関を紹介する。
●地域の役割（共助）
□民生委員・児童委員、地域の活動団体等は、町民が抱えている生活の問題や困りご
との相談に対応できるよう、情報を収集し知識を深める。
□地域で活動している団体等は、行政や専門的な相談機関と日頃から連携を図る。
●⾏政の役割（公助）
□町民からの福祉サービス等の相談や問い合わせに対して、専門性の高い対応ができ
る人材の育成に努める。
□不安や悩みを抱える町民に寄り添った相談支援体制の充実に努める。
□民生委員・児童委員や社会福祉協議会、福祉事業所などの関係機関との連携に努
め、情報交換や支援方法の共有を図る。
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２．地域住民の交流機会の充実
（１）交流の場づくり
現状と
課題

●

町民が地域で助け合い、支え合ってい
くためには、地域に暮らす人同士が日頃
から挨拶したり、話しやすい関係性をつ
くっていくことが大切です。

●

町民の方からは、「地区によっては近
所付き合いが一層希薄になっている」と
いう意見がありますが、一方で、若い世
代では今後の近所付き合いを深めたい
という傾向も見られます。

●

子どもから若年層、高齢者まで、幅広
い年代が交流できる場を増やし、お互い
を知り合うことが求められています。

課題解決のために

取組
実績

○

各地域で開催されている文
化祭は、産業や教育に関わる各
種団体が参加するなど、さまざ
まな関係者をはじめ、子どもか
ら大人まで町民同士が交流で
きる機会となっています。

○

放課後子ども教室を開催し、
放課後の子どもの居場所の提
供とともに、子どもと地域の
方々がふれあえる機会づくり
にもつなげています。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第３期計画

子どもから高齢者まで幅広い世代が交流できるイベントや地区の行事の開
催を支援することで、町民同士の新しい関係性を構築する。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□地域で暮らす町民同士で、交流できる場や機会づくりに取り組む。
□地域や行政が開催するイベントや行事に参加する。
□地域で開催しているサロンで、子育て世帯や若者も参加しやすい環境づくりに努める。
●地域の役割（共助）
□行政と協働して、イベントを開催したり、町民へ参加を促すよう努める。
□高齢者施設などに対して、子どもたちの慰問等、交流の機会づくりに努める。
●⾏政の役割（公助）
□地域ごとに開催している祭りや行事などをこれからも継続して開催し、町民が交流で
きる機会づくりを支援する。
□町民にとって集まりやすい場所の提供や機会づくりに関する情報の提供に努める。
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基本⽬標

２

福祉が⼈を育て助けるまちづくり

１．福祉教育の推進
（１）学校教育における福祉教育
現状と
課題

●

人を思いやり、支え合う気持ちを養
うためには、家庭や地域における幼少
期からの福祉教育が重要です。

●

町民の方からは、
「子どもと高齢者が
交流できる機会があるとよい」という
意見もあり、高齢者とふれあうことで、
相手の立場を考えたり、何か自分にで
きることはないか、といった福祉の基
本を学ぶ機会が求められています。

●

福祉事業所や社会福祉協議会等と行
政が連携し、子どもの頃からさまざま
な社会体験やボランティア活動を通し
て、福祉を学ぶ機会の質と量を増やす
ことが求められています。

課題解決のために

取組
実績

○

各学校で、環境教育や職場体
験学習、道徳教育等を通じ、さ
まざまな学びや体験の機会を
提供し、児童・生徒の豊かな心
の育成に努めています。また、
未就学児への福祉教育の充実
も推進しています。

○

学校の教育課程にボランテ
ィア活動を組み込んで継続的
に取り組んでいます。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

子どもたちが福祉の心を持ち、地域福祉の担い手として成長できるよう、各
学校の創意工夫による福祉教育や実践活動の推進を図る。

第３期計画

学校と福祉事業所、地域、関係機関等が協働・連携し、さまざまな体験や学
習機会を通して、子どもたちに福祉の心を育む機会の充実を図る。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□家庭で地域福祉について話す機会をつくる。
□学校や地域で取り組んでいるボランティア活動や福祉活動に参加する。
□高齢者福祉施設等で行われている交流行事に子どもと参加する。
●地域の役割（共助）
□関係機関やボランティア活動団体と協力して、子どもたちにさまざまな体験ができ
る機会を提供するよう努める。
●⾏政の役割（公助）
□学校と協働して、福祉に関わる情報の提供や福祉教育の機会の充実に努める。
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（２）生涯学習における福祉教育
現状と
課題

●

地域が一体となって福祉に関する地
域活動を進めていくためには、町民一
人ひとりの福祉意識を高めていくこと
が重要です。

●

地域活動に参加する人の高齢化や固
定化が進んでいるため、より幅広い年
代層の参加が求められています。

●

年齢や性別、世代に関わらず、多くの
町民が参加しやすい、参加したくなる
生涯学習の 機会づくり が求められ ま
す。

取組
実績

課題解決のために

○

生涯学習における福祉に関
する各種講座は、地域や学校等
と連携し、青少年体験講座や成
人講座、高齢者学級など、豊富
なプログラムを用意し、開催し
ています。また、こうした各種
講座を通して、世代間交流の機
会にもつながり、子どもたちの
豊かな心を育み人間性や社会
性を身につけることができて
います。

〇

各公民館の取組において、子
どもたちの各年代を対象とし
たボランティア活動を行って
います。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

町民が日頃の生活の中で、自然に地域福祉活動を実践できるよう、生涯学習
における福祉教育の充実を図る。

第３期計画

誰もが地域の福祉活動に関心を持って、進んで参加できるよう、子どもから
高齢者まで幅広い年代層が参加する生涯学習の機会づくりを推進する。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□公民館で取り組んでいる各種講座等を知る。
□知り合いや友人と一緒に生涯学習講座に参加する。
●地域の役割（共助）
□公民館と協働して、生涯学習活動の取組の周知に努める。
●⾏政の役割（公助）
□各種教育機関や関係団体等との連携を強化し、町民のニーズに対応した講座や教室
の開催に努める。
□活動内容等を広報紙やホームページ等を活用し、情報提供に努める。
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２．社会福祉協議会等の活動への支援と連携
（１）社会福祉協議会等との連携強化
現状と
課題

●

近年、地域における問題は複雑化し、
それに伴い、地域福祉に対するニーズ
も多様化しています。そのため、地域福
祉推進の中心を担う社会福祉協議会の
役割はますます重要になっています。

●

町民の社会福祉協議会の認知度はま
だ十分とは言えない状況です。

●

広報紙の発行やボランティアの育
成、サロン活動等、特色ある活動を通じ
て、社会福祉協議会等が地域福祉活動
の推進に大きな役割を果たしていくこ
とができるよう、地域や関係団体、行政
等との連携を強化していく必要があり
ます。

課題解決のために

取組
実績

○

高齢者福祉サービス事業等
（生きがいデイサービス・配食
サービス・外出支援サービス・
車イス同乗車貸出・軽度生活援
助）を社会福祉協議会に委託
し、打ち合わせ等を行いながら
進めてきました。

○

社会福祉協議会と行政によ
る協議の場を定期的に設け、情
報の共有を図るとともに、社会
福祉協議会の活動について指
導や助言を行い、活動の更なる
充実に努めています。

○

軽度生活援助事業について
は、
関係機関との緊急連絡網を作
成し、連携の強化を図りました。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

町民主体の地域福祉を推進するため、社会福祉協議会等と行政それぞれの適
切な役割分担と連携体制の充実を図る。

第３期計画

地域福祉推進の中心となる社会福祉協議会等が町民の地域活動に対して十
分な取組ができるよう、組織強化を支援するとともに、社会福祉協議会等の
活動内容が町民に十分理解され、協力が得られるよう情報提供の充実を促進
する。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□社会福祉協議会等の活動に積極的に参加するよう心掛ける。
□社会福祉協議会等の活動に対する参加を近所の人に呼びかける。
●地域の役割（共助）
□行政と協働して、社会福祉協議会等の活動への参加を地域住民に呼びかける。
□活動を通して把握した地域課題について、行政をはじめ各種関係機関等と共有し、
課題解決に向けて連携して取り組む。
●⾏政の役割（公助）
□社会福祉協議会等の活動の支援と連携体制の充実及び強化を図る。
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（２）民生委員・児童委員との連携強化
現状と
課題

●

●

●

近年では個人のライフスタイルの多
様化や複雑化等が進み、生活上の実態
などが把握しにくくなっています。そ
のため、深刻化するさまざまな問題に
対して組織的な対応や専門機関、地域
住民との連携・協働が必要になってい
ます。

取組
実績

民生委員・児童委員の認知度には地
域差があり、
「活動内容がわからない」、
「誰がしているのかわからない」とい
った町民の方からの声も一部寄せられ
ています。

○

民生委員・児童委員は、地区
ごとに定例会を開催して、それ
ぞれの地区の取組について、情
報を共有しています。

○

県などが主催する研修会に
ついて、民生委員・児童委員に
対して周知を図り、参加を呼び
かけています。

○

民生委員・児童委員の担当地
区、担当者名、活動内容につい
て、広報紙を通して町民に周知
しています。

民生委員・児童委員による町民の
ニーズ把握や相談活動及び地域住民と
の連携体制 の構築を支 援するとと も
に、庁内関係課、社会福祉協議会等との
連携を強化する必要があります。

課題解決のために

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

地域福祉推進の重要な担い手として、民生委員・児童委員の活動を地域に浸
透させるとともに、研修会などにより資質の向上を図る。

第３期計画

民生委員・児童委員が身近な地域福祉の担い手として一層認知されるよう更
なる周知を図るとともに、各種関係機関との連携を強化し情報共有に努める。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□民生委員・児童委員の役割や活動を理解し、できる範囲で協力する。
●地域の役割（共助）
□民生委員・児童委員の活動に積極的に協力する。
●⾏政の役割（公助）
□広報紙やホームページを活用して、民生委員・児童委員の役割や活動等を町民に対
して周知するよう努める。
□民生委員・児童委員に研修会等の開催情報を積極的に提供する。
□民生委員・児童委員が地域で活動しやすくなるために、社会福祉協議会や自治会、
各種教育機関等との連携強化を支援する。
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３．町民の活動への支援
（１）ボランティアの育成と活動支援
現状と
課題

●

ボランティア活動は、町民同士の絆
を深める機会にもなる、お互い様の取
組です。子どもから高齢者まで、それぞ
れができる活動に参加することで、社
会参画のきっかけにもつながります。

●

町民の方からは、
「若い世代をはじめ
就業者は忙しく、なかなか参加する時
間が取れない」、「どのような活動をし
ているのかわからない」といった声が
寄せられています。

●

取組
実績

社会福祉協議会や地域の活動団体、
事業者等との連携を強化し、情報の提
供方法の見直しを図り、町民がよりボ
ランティア活動に参加しやすい体制を
整えていく必要があります。

課題解決のために

○

町内で活動している NPO 法
人団体の活動状況や、課題とな
っていることなどについて、み
さとねっと職員（集落支援員）
とともに、聞き取り調査を行い
ました。

○

NPO 法の改正等に関する情
報の提供や、適切な事務処理の
ための指導等を行うなど、団体
が活動しやすくなるための支
援を行いました。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

町民が日頃の生活や活動を通じ、主体的に地域福祉活動を進められるよう、
ボランティア活動への参加促進、支援を図る。

第３期計画

地域で活動している団体等の取組を把握し、町民が関わりやすい体制を整え、
参加促進を図るとともに、地域におけるボランティア意識の醸成を図る。

施策における取組指標
ボランティアや NPO 法人等
の地域活動に参加した人の割合
（アンケート調査より）

平成 29 年度

平成 35 年度

12.8％

25％

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□ボランティア活動について、家庭で話をするなど、理解を深めることを心掛ける
□ボランティア団体・NPO 法人団体の活動について、関心をもつようにする。
●地域の役割（共助）
□地域の活動団体は、子どもから大人まで参加しやすい活動内容の検討に努める。
□地域の団体等同士で活動における課題や取組などについて情報の共有を図り、連携
して取り組むよう努める。
●⾏政の役割（公助）
□社会福祉協議会等と連携し、情報の共有等に努め、ボランティア活動の促進を図る。
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（２）地域組織等への支援
現状と
課題

●

●

●

地域福祉の活動には、自治区長会や
消防団、PTA、子ども会などさまざまな
組織がありますが、現在、担い手の高齢
化や固定化、新たな担い手が見つから
ないなど人 材が不足し ている状況 で
す。また、特定の活動者への負担が増大
し、活動を続けることが難しくなるこ
とが懸念されています。
本町の消防団員は多くが会社員であ
るため、昼間の緊急時に出動できる団
員の確保が課題となっています。
町民の方の意見では、
「除雪作業を地
域で助けてほしい」といった声が多く
寄せられています。

課題解決のために

取組
実績

○

予防消防の広報活動を行う
とともに、消防施設、消防機械
器具の整備を計画的に進めま
した。

○

自主防災組織の設立に向け
て、それぞれの地区に職員が伺
い、町民の方々に対して、組織
的な行動の重要性などを伝え、
設立への働きかけをしました。

○

各自治会には、地区内の住民
の連帯感を深めるために、必要
とする地区集会施設の改築等
について助成を行いました。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

町民同士のつながりが深まり、地域の福祉活動が活発に行われるよう、自治
区などの地域組織の活動への支援、消防団員の確保を図る。

第３期計画

より多くの町民が地域福祉活動に参加するよう活動周知を図るとともに、地
域での困りごとに対して、地域組織等が積極的に関われるよう自治会等に対
して情報共有などの支援を推進する。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□自治会など地域組織等の取組や地域の行事に、できる範囲で関わりをもつ。
□消防団員の確保及び活動支援に協力する。
●地域の役割（共助）
□子どもから高齢者、障がいのある人など、参加者の間口を広くして、各々の得意分
野を生かせる活動への参加のきっかけを提供する。
□地域活動の研修会や交流会を開催して、参加者のスキルアップにつなげる。
□消防団員の確保及び活動支援に協力する。
□地域組織間で協力して、除雪で困っている世帯への手助けをする。
●⾏政の役割（公助）
□町民が地域福祉活動を知る機会づくりのために、広報紙やホームページ等を活用し
た情報発信を支援する。
□まちづくり団体によるネットワーク会議を開催し、情報交換等を行う。
□消防団の活動についての情報提供を図るとともに、団員の確保と育成に努める。
□地域活動で除雪作業を推進する組織の育成・支援に努める。
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４．福祉人材の育成
（１）福祉人材の育成
現状と
課題

●

地域活動や行事を行う際のリーダー
や役員の高齢化とともに、人材が不足し
ています。

●

町民の方からは、「地域の課題と福祉
をつなげる役割を担う人材が必要」とい
う声が寄せられています。

●

地域活動を活発にするために、福祉活
動に関わるリーダーや人材を育成する
必要があります。

取組
実績

課題解決のために

○

会津美里町人材育成方針及
び毎年度策定する職員研修計
画に基づき、町民に信頼され、
自らの考えで行動し課題を解
決できる職員の育成に努めま
した。

○

「みさとねっと（集落支援
員）」による団体間の情報交換
会やスキルアップのためのセ
ミナー、地域リーダーの養成講
座等の開催などを通して、団体
等同士のネットワーク化や人
材育成を図っています。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

町民一人ひとりが地域福祉の担い手となることを目指し、地域福祉を担う人
材の育成を図り、それぞれが自分のできる範囲で地域福祉活動を実施できる
よう促進する。

第３期計画

多様性に富んだボランティア・地域福祉活動を担う人材の確保と育成に努め、
行政やボランティア、NPO、関係機関等とのつなぎなどの役割を果たす地域
福祉リーダーの確保と育成を図る。

施策における取組指標
地域福祉を主な活動としている
NPO 法人団体の数
（平成 30 年７月現在）

平成 30 年度

平成 35 年度

５団体

６団体

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□町民一人ひとりが地域活動に進んで参加するよう心掛ける。
□隣近所の人にリーダー育成の講座などに参加するよう呼びかける。
●地域の役割（共助）
□リーダーや役員への負担が集中しないように、組織や地域全体で支え合う。
□福祉活動への参加者や協力者、実践する人材を増やす。
●⾏政の役割（公助）
□知識や技術の習得を支援するため、研修会や各種講座等を開催する。
□社会福祉協議会と協働で地域の福祉活動を推進するリーダー的な役割を担う人材を
育成する。
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基本⽬標
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健康づくりと親⾝な福祉によるまちづくり

１．子育て支援の充実
（１）子育て環境の充実
現状と
課題

●

近年、年少人口の減少、核家族化が進
んでおり、子育ての孤立化とともに子
どもの地域 参加も少な くなってい ま
す。子育てを地域で支援し、地域の活性
化を図っていく上でも、次世代を担う
子どもの育成は、地域の大切な役割と
なっています。

●

町民の方からは、
「子どものいじめや
不登校、安全、心とからだの健康」に高
い関心が寄せられています。

●

子どもたちが心身ともに健やかに育
っていくために、安心で安全な環境の
確保と関係機関等との協働・連携が求
められています。

課題解決のために

取組
実績

○

保育・教育機関や地域、各種
関係機関等と連携して、子育て
相談や育児講座、地域での交流
事業の推進を図ってきました。

○

子育て支援センターが拠点
的な役割を担い、各地域におい
て子育て活動を行う関係者が
連携して事業の実施や支援が
行えるネットワークづくりを
推進しています。

○

子どもや保護者が安心して
外出できるための環境整備や
犯罪や交通事故を防ぐための
取組などを行ってきました。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第３期計画

地域や行政と認定こども園、学校、子育て支援センターなどの関係機関が協
働・連携して、若い世代が安心して妊娠から出産、子育てができるよう切れ
目のない支援を行い、子どもと保護者の心身の健康が確保されるよう安心安
全な環境づくりを推進する。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□地域の子どもや保護者に配慮し、支援が必要な場合は声をかける。
●地域の役割（共助）
□見守りをはじめとした地域で子どもたちを支える環境づくりに努める。
□子どもやその保護者が地域活動等に積極的に参画するよう促す。
□子どもと保護者の悩みは地域課題として捉え、積極的に適切な関係機関へつなげる。
●⾏政の役割（公助）
□「子ども・子育て支援事業計画」に基づき子育て施策を推進する。
□子育て世代包括支援センターの周知に努め、利活用しやすい環境の整備を図る。
□子育て情報の発信や相談支援、子育て世帯の交流の場づくりなど、子育てしやすい
環境づくりに努める。
□小学校、中学校の家庭教育講座等において、福祉に関する内容を取り入れる。
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（２）子育てと仕事の両立支援
現状と
課題

●

妊娠、出産後も、これまで続けてきた
仕事を辞めたくない、あるいは、希望に
合った仕事に就きたいといったニーズ
に対しては、保育や教育、子どもの居場
所づくりの充実が必要です。

● 「保育教諭が不足しており、０歳児の
受入れが難しい場合がある」という声
が寄せられました。
●

取組
実績

○

保育サービスでは、ファミリ
サポートセンターで、夜間・休
日等の一時保育や、認定こども
園への送迎などのサポートを
行っているほか、一時保育の実
施や延長保育の充実を図って
きました。

○

子どもの放課後の居場所づ
くりとして、放課後児童クラブ
や放課後子ども教室を開催し、
子どもたちが活動できる場所
づくりに努めています。

○

ひとり親世帯への自立支援
や、男性の子育て参画の推進な
ど、仕事と子育ての両立の推進
を図っています。

ひとり親世帯や親の介護を必要とす
る子育て世帯などへの就労支援・相談
支援など、さらに多様なニーズに対応
できる支援を図る必要があります。

課題解決のために

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

多様化する子育て支援ニーズに適切に対応できるよう、一時保育をはじめ乳
幼児期の保育の充実に向けて保育サービスの向上に努めるとともに、児童・
生徒が健やかに育っていけるよう、地域における支援体制の充実を図る。

第３期計画

男女を問わず子育て中の保護者が、仕事を続けながら子育てと向き合えるよ
うに、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現や保護者が就
職しやすい相談支援の充実、地域における子どもの居場所づくりを推進する。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□仕事と子育ての両立に一人で悩まずに、相談窓口などに相談してみる。
□子ども会など、地域の組織に参加し、コミュニケーションを図る。
●地域の役割（共助）
□誰でも参加しやすい行事や活動を企画して、子育て世帯が交流できる機会づくりに
努める。
□地域で集うサロン等で子どもも一緒に過ごせる地域の居場所づくりに協力する。
●⾏政の役割（公助）
□既存の公共施設や学校の余裕教室等を活用するなど、更なる子どもの居場所づくり
に努める。
□ワーク・ライフ・バランスの取組を推進し、相談支援などの就労に関する支援の充
実を図る。
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２．高齢者支援の充実
（１）高齢者福祉施策の充実
現状と
課題

●

この 10 年余りで、本町で最も多かっ
た年齢層が前期高齢者（65～74 歳）と
なり、本格的な高齢社会を迎える中、地
域における高齢者へのサポート体制の
強化が求められています。

●

町民の方からは、
「高齢者が地域で生
活するには、健康が大切」という声が寄
せられました。

●

地域ケア会議 ※1 等による現状の把握
と、地域包括ケアシステム※2 の深化・推
進による地域における高齢者支援の充
実を図ることが重要です。

取組
実績

課題解決のために

○

地域包括支援センターは、各
種相談に関する利便性を図る
ため、機能強化を推進してきま
した。

○

社会福祉協議会や地域包括
支援センター等と連携して高
齢者福祉サービス事業を継続
して行っています。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

高齢者の安心できる暮らしを支援するため、高齢者の生活ニーズに応じた福
祉施策を推進し、介護予防事業の強化、認知症対策を推進する。

第３期計画

高齢者がこれからも元気に暮らしていくために、各地域で介護予防の展開や、
サロン等の集いの場づくりを推進するなど、多様なニーズへの各種支援の充
実を図る。

施策における取組指標
介護予防運動参加者数
（うんどう教室参加延べ人数）

平成 29 年度

平成 35 年度

3,250 人

3,500 人

12

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□地域の取組や集いの場に積極的に参加し、コミュニケーションを心掛ける。
□高齢者施策に関する新しい制度やサービスの情報を取得するよう努める。
●地域の役割（共助）
□行政や社会福祉協議会等の関係機関と連携して地域の取組の充実、発展に努める。
●⾏政の役割（公助）
□「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、高齢者福祉施策を推進する。
□地域包括ケアシステムの推進に向けて、地域包括支援センターの活動強化を図る。

※1

高齢者個人に対する支援の充実を図るため、個別ケースの課題分析と解決を図る会議。

※2

いつまでも地域で暮らし続けるために、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム。
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（２）ひとり暮らしの高齢者世帯等や認知症施策の充実
現状と
課題

●

本町の高齢化率は増加傾向にあり、
それに伴って、ひとり暮らしの高齢者
や高齢者夫婦のみの世帯も今後増えて
いくことを踏まえ、地域での取組を検
討していく必要があります。

●

要介護認定者数も増加しており、今
後もこの傾向は続くと予想されること
から、認知症高齢者とその家族を地域
で支えていくための取組は重要です。

●

取組
実績

ひとり暮らしの高齢者や高齢者夫婦
のみの世帯、認知症高齢者が地域で元
気に暮らし続けていくためには、地域
での見守りや社会福祉協議会、地域包
括支援センター、民生委員との一層の
連携が必要です。

課題解決のために

○

認知症関連施策は、認知症に
なっても暮らしやすい地域づく
りのために、介護事業所等の関
係機関で組織化する「会津美里
町認知症対策サポート会議」で
各種事業に取り組んでいます。

○

町民、事業所、全学校（小・
中・高）を対象とした認知症サ
ポーター養成講座※3 を開催し
ています。

○

町内各所で認知症カフェ
（美里カフェ）を開催し、認知
症の方や、その家族の方が気軽
に語り合える場として利用さ
れています。

※4

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第３期計画

高齢者福祉施策や認知症施策を推進するとともに、地域での声かけ・見守り
体制の構築を図り、関係機関との連携のもと高齢者の実態把握と個別の支援
の充実を図る。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）34
□隣近所に暮らすひとり暮らしの高齢者世帯や高齢者夫婦のみの世帯、そして認知症高
齢者とその家族に気を配り、声かけなどをする。
●地域の役割（共助）
□地域で見守り体制を構築し、高齢者の状況をできる限り把握する。
□民生委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター、行政等と協働して、実態把握と
支援のために連携を図る。
●⾏政の役割（公助）
□認知症初期集中支援チーム※5や、認知症地域支援推進員※6による地域での認知症高齢
者への支援を推進する。
□自治会、民生委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター等と協働・連携して実態
把握と支援の提供に努める。

※3

認知症に対する正しい知識と理解を持った人を養成する講座。

※4

認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有するなどを目的とした場所。

※5

家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行い自立生活のサポートを行うチーム。

※6

介護施設や医療施設、介護サービス事業者などと連携を図り、本人や家族を支援する人。
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３．障がい者支援の充実
（１）障がい者福祉施策の充実
現状と
課題

●

障がいのある人もない人も、すべて
の町民が等しく基本的人権を生まれな
がらに持つ かけがえの ない個人と し
て、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生できる地域社会を形成してい
く必要があります。

●

町民の方からは、
「障がいのある人が
地域で生活するには、福祉サービス（施
設）の充実が大切」という声が寄せられ
ました。この背景には、障がいのある人
を介助する保護者の高齢化により子ど
もの将来を心配する保護者の増加が要
因の一つとして考えられます。

●

取組
実績

○

地域の問題解決や情報共有
を目的とした「会津美里町障が
い者地域自立支援協議会」の専
門部会（地域生活就労支援部
会、こども支援部会）で、それ
ぞれの役割についての理解を
深めるとともに、連携体制の推
進に努めています。

○ 「ふれあいマルシェ」を開催
し、各事業所の物品販売や相談
窓口の設置、ミニ手話教室を行
い、障がいについての理解の促
進を図っています。

障がいのある人への支援の充実とと
もに、保護者や近親者が悩みや不安を
抱え込まないよう相談支援等の充実を
推進していく必要があります。

課題解決のために

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

障がい者が地域の中で必要な支援を受けながら自立した生活ができるよう、
障がい者福祉施策の充実を図る。

第３期計画

地域の中で、障がいのある人への正しい理解が広がり、自立した生活ができ
るよう各種支援の充実を図るとともに、保護者や近親者の悩みに寄り添う支
援を推進する。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□障がいに関する正しい理解を深め、障がいのある人やその家族に気を配り、声かけな
どをする。
□障がいのある人も地域活動に参加するよう努める。
●地域の役割（共助）
□障がいのある人や関連団体等との交流を深める。
□社会福祉協議会や民生委員・児童委員などと連携して、地域の見守りに努める。
●⾏政の役割（公助）
□「障がい者基本計画」に基づき、障がい者施策を推進する。
□障がいのある人やその家族への相談支援体制やケアマネジメントの充実を図る。
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（２）障がい児保育・教育の充実
現状と
課題

●

●

●

障がいのある子どもの成長を支え、
障がいに応 じた適切な 支援が必要 で
す。また、家族が障がいを受け止めるこ
とは容易ではなく、子育ての不安や負
担を感じることも多くあります。こう
した感情に寄り添い、その子どもに適
した子育てをしていくよう支援するこ
とが大切です。
近年、発達障がいに関する理解や認
識が広まり、乳幼児健診・健康相談・子
育て支援教室・子育て相談会等で発達
障がいの早期発見・早期対応が進んで
います。
幼児施設や小・中学校が連携した切
れ目のない支援、さらに関係者も含め
たサポート支援と環境の整備を推進し
ていくことが求められています。

課題解決のために

取組
実績

○

特別支援教育推進委員会で、
幼児施設、小・中学校が連携し
て情報を共有し、個別支援の充
実につなげています。

○

特別な支援が必要な児童・生
徒への教育的支援を行うため、
幼児施設、小・中学校の実態に
合わせて、特別支援教育支援員
を配置しています。

○

教職員に対して、特別支援教
育講演会を開催し、障がいのあ
る子どもも共に学べる環境づ
くりについて学び、スキルアッ
プを図っています。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

障がいのある子どもたち一人ひとりの個性と能力が十分に発揮され、自立で
きる大人に育っていけるよう、保育所、幼稚園、認定こども園、小・中学校、
各機関等が連携して、保育・教育の充実を図る。

第３期計画

発達特性の早期発見・早期対応とともに、育児の負担軽減を図れるよう、障
がいのある子どもたち一人ひとりの健やかな成長を切れ目なく支援する体
制を構築する。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□地域で暮らす障がいのある子どもとその家族を気にかけ、見守りに努める。
●地域の役割（共助）
□幼児施設、教育機関、各種関係機関、行政等と連携して、障がいのある子どもとそ
の家族が日頃の生活の中で必要とする手助けに協力する。
●⾏政の役割（公助）
□幼児施設や教育機関との連携の強化や情報の共有に努める。
□障がいのある子どもの家族に対し、適切な情報の提供と親身な相談対応に努める。
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（３）コミュニケーションの向上
現状と
課題

●

インターネットの発達や携帯電話の
普及等により、社会の情報化は急速に
進んでいます。新しい情報技術は障が
いのある人の情報・コミュニケーショ
ン手段として大きな期待と可能性があ
りますが、一方で、技術の発展により障
がいのある人が情報弱者として取り残
されてしまう危険性もあります。

●

障がいのある人が、円滑に情報を受
信・発信できるように、点字・音声等に
※7
よる情報提供や手話通訳、要約筆記 等
を活用したコミュニケーション支援等
を行うとともに、今後、情報技術等を活
用し、障がいのある人が社会参加できる
ようにすることが求められています。

課題解決のために

取組
実績

○

聴覚障がい者の意思疎通を
図るため、手話通訳者等の派遣
を福島県聴覚障害者協会に委
託し、派遣依頼があった場合の
支援の備えを行っています。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

障がい者が必要な情報を的確に入手できるよう、また、町民同士のコミュニ
ケーションが深まるよう、さまざまな障がいに応じた適切なコミュニケーシ
ョンの方法を整備する。

第３期計画

障がいのある人が必要な情報を適切な状況で取得できるための手段の確立
に努めるとともに、日常のコミュニケーションがよりスムーズに行えるよう
関係機関から意見を聞くなどして新しい技術や手法、手段の検討を図る。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□日頃から障がいのある人とのコミュニケーションに努める。
●地域の役割（共助）
□コミュニケーション支援が必要な障がいのある人へのサービス事業を展開する。
□事業所等で働く人のコミュニケーション能力の向上を図る。
●⾏政の役割（公助）
□職員のコミュニケーション能力の向上に努める。
□手話通訳や要約筆記などの技能習得のための講習会等の情報提供や支援に努める。
7

※7

話し手の内容をつかんで、それを筆記して聴覚障がい者に伝達するもの。
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４．健康づくりの推進
（１）子どもの健康づくりの充実
現状と
課題

●

子どもの健全な成長には、母親の妊
娠期から子育て期にわたるサポートが
必要です。そのために医療機関等との
連携を推進していくことが重要です。

●

子どもにとっては、発育、発達の重要
な時期であることから、栄養素摂取の
偏りや個食、小児期における肥満の増
加、思春期における痩せの増加など、問
題は多様化、深刻化し、生涯にわたる健
康への影響が懸念されています。

取組
実績

課題解決のために

○

妊産婦及び乳幼児の心身の
健康増進のために、関係機関と
の連携や乳幼児健診・子育て支
援教室等において、子育て支援
の充実を図っています。

○

定期予防接種率の向上に努
めています。

○

幼児教育施設や小・中学校に
おける食育の推進では、子ども
たちの食事と健康について意識
を高めるため、学校栄養教諭と
教員による食育の授業を開催
し、食の大切さを伝えています。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

生涯にわたる健康な心身の基盤をつくるため、行政、学校、関係機関等の連
携により、子どもたちの健康づくりを推進する。

第３期計画

妊娠期から子育て期にわたる子どもの健康管理をサポートし、食育を通した
食事の大切さを伝え、子どもの心身の健康基盤づくりに努める。

施策における取組指標
乳幼児健康診査の受診率
（法定健診の１歳６か月及び３歳児健診）
（平成 29 年度実績）

平成 29 年度

平成 35 年度

96.1％

100％

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□食生活改善事業や健康づくり活動に協力する。
●地域の役割（共助）
□行政、学校、関係機関等と連携し、子どもの健康づくりを支援する。
●⾏政の役割（公助）
□母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査、訪問指導等を通じて安心安全な妊娠出産・子
育てに向けて、妊産婦とのつながりを深め、切れ目なく支援する。
□乳幼児健診・健康相談未受診者の未把握者ゼロにより、全乳幼児の状況把握により適
切な支援を図るとともに、予防接種の接種率向上に努める。
□子育て世代包括支援センター等で、総合的な相談対応による切れ目のない支援を行う。
□家庭をはじめ保育・教育機関での食育を推進するとともに各教室の内容の充実を図る。
□教育機関において、飲酒、喫煙、薬物乱用防止教育を推進する。
□子育て・教育関係機関が子どもの健康づくりのための施策を講じ健康増進に努める。
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（２）大人の健康づくりの充実
現状と
課題

●

町民の誰もがいつまでも健康に暮らし
続けるためには、正しい生活習慣の実践
と自主的な健康づくりが大切です。

●

生活習慣の乱れなどによっておこる
メタボリックシンドローム※8 の予防や
改善、重症化予防を図るための各種健
診の実施や 相談体制の 充実を図る こ
と、また、各種がんの早期発見のための
検診受診率の向上は重要な取組です。

●

取組
実績

こころの健康づくりのための相談支
援の充実が求められています。

課題解決のために

○

各種検診受診率や精検受診
率、特定保健指導実施率の向上
及び、重症化予防、各種健康教
室や健康相談の開催等、計画通
りに事業を行いました。

○

すべてのがん検診において
受診率が向上しました。

○

保健協力員活動、食生活改善
推進員は、学習会を開催し、意
識の向上を図りました。

○

こころの健康相談や支援者
育成のための研修を開催しま
した。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

いきいきとした毎日の暮らしと疾病の予防を目指し、生活習慣の改善や健診、
保健指導等を通じ、町民の自主的な健康づくりを支援する。

第３期計画

健康についての知識の普及と周知を進め、各種健診や相談支援等の充実を図
ることで、町民の心と身体の健康づくりを推進する。

施策における取組指標
特定健康診査受診率
（平成 28 年度国保法定報告より）

平成 28 年度

平成 35 年度

52.4％

60％

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□自身の健康に関心を持ち、日々の生活における健康管理を行うとともに、定期的に各
種健（検）診を受診する。
□保健協力員、食生活改善推進員の活動に協力する。
●地域の役割（共助）
□行政や関係機関と連携し、町民の健康維持・増進に向けた活動に協力する。
●⾏政の役割（公助）
□町民の健康課題を踏まえ、特定保健指導並びに重症化予防等をはじめ、健康教育、健
康相談や訪問指導により、町民一人ひとりの状態にあった指導に努める。8
□各種がん検診の受入れ体制の充実を図るとともに、受診の促進に努める。
□食生活改善推進員の活動を支援し、関係機関と連携し、大人の食育の充実を図る。
□各種教室等で健康関連の情報提供等を通じ、町民の自主的な健康づくりを促進する。
※8

内臓脂肪型肥満に高血糖・高血圧・脂質異常症のうち 2 つ以上があてはまる状態。
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（３）地域医療体制の充実
現状と
課題

●

町民一人ひとりが住み慣れた地域で
できる限り暮らし続けるためには日頃
からの健康づくりが大切です。また、医
療と福祉の連携による地域医療体制の
整備は重要です。本町では、昼夜を問わ
ず、緊急に診察治療が必要となった場
合でも安心して医療サービスを利用で
きるよう医療体制を構築しています。

●

町内には高田厚生病院と各医療機関
があり、両沼管内町村では町村の連携
による休日救急医療当番制を実施して
います。

●

日頃の総合的な健康づくりや疾病の
予防、治療を行うためには、いつでも気
軽に相談できる「かかりつけ医」等の確
保が重要です。

課題解決のために

取組
実績

○

地域医療体制確保のため、休
日救急医療当番医制度につい
ては、両沼郡医師会と委託契約
し、連携しています。

○

救急医療体制支援事業では、
町内唯一の 24 時間対応救急病
院である高田厚生病院の救急
医療事業に対して、救急医療体
制支援事業補助金を交付し、救
急医療体制の確保に努めてい
ます。

この取組を踏まえて

地域福祉における⽬指す姿
第２期計画

町民・行政・関係機関など地域ぐるみで地域医療体制の充実を図る。

第３期計画

医療体制の維持拡充に努めるとともに地域の健康づくりを支援し、医療と福
祉が連携した地域ぐるみの医療体制を目指す。

実現するために
●町⺠⼀⼈ひとりの役割（⾃助）
□身近な人同士で声をかけ合うなどして、お互いの健康を確認し合う。
□自分の住む地域の診療所や病院、介護サービス事業所等の把握に努めるとともに、在
宅医療や介護保険制度の概要を知る。
□健康づくりや疾病について相談できる「かかりつけ医」を持つように努める。
●地域の役割（共助）
□「かかりつけ医」の普及を促進する。
□行政、関係機関等と連携し、救急医療体制等への協力に努める。
●⾏政の役割（公助）
□関係機関と協力・連携を図り、
「かかりつけ医」の必要性について周知を図る。
□両沼管内町村と連携して、休日・夜間を含めた救急医療体制の充実に努める。
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