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第１期計画に基づく事業等の実施状況と課題                            【資料２－１】 
 

 

基本目標１ 地域福祉の土壌づくり 

 

計 画 項 目 [連番] 担当課 事 業 等 の 実 施 状 況 次期計画での検討課題 

(1) 

社会福祉の理念の

養成及び浸透に向

けた福祉教育の推

進 

１）人権尊重意識の醸成 

①人権啓発活動の推進

                  [1]

人権政策課 ・広報すずか毎月５日号に啓発記事「ひろげよう人権尊重の輪」を掲載して

います。 

・講演会などのイベントの際に、啓発ポスターの掲示やパンフレット等の配

布を行っています。 

【１Ａ】 

＊時代の変化による新たな

人権・福祉課題なども含

めた、幅広い啓発・学習

活動の推進 

＊学校と地域の連携をはじ

め、多様な場での効果的

な啓発・学習活動の推進 

②人権に関する学習機

会の提供        [2]

人権政策課 ・人権尊重まちづくり講演会を地区市民センター、公民館、人権尊重まちづ

くり推進会議などと共催しています（認知症についての講演や障害当事者

の講演なども行っています）。 

③学校における人権教

育の推進        [3]

教育支援課 ・中学校区人権教育カリキュラムを作成し、人権教育実践交流、公開授業、

人権フォーラム、生徒会研修会、人権教育研修会を実施しています。人権

作文に取り組んでいます。 

２）地域や家庭における福祉教育の推進 

①地域での福祉に関す

る学習機会の提供[4]

長寿社会課 ・認知症になっても安心して暮らせるよう支えあうまちづくりをめざし、認

知症サポーター養成講座を開催しています。 

○開催回数：25年度 19回(494人養成） 

【１Ｂ】 

＊より多くの住民等の参加

の促進 

＊家庭での福祉教育を推進

するための手法の検討 

障害福祉課 ・12月の障害者週間に市民ギャラリーで作品展示や啓発等を行っています。

・就労マルシェを開催し、障害者雇用促進のための理解を推進しています。

人権政策課 ・人権尊重まちづくり講演会を共催しています（再掲）。 

②家庭における福祉教

育の推進        [5]

生涯学習課 ・家庭教育学級の子育て支援として、参加者が希望するテーマでワークショ

ップを行う「親なびワーク」を、幼稚園、小中学校、公民館で実施してい

ます。 

３）学校における福祉教育の充実 

①小中学校における福

祉体験学習の推進[6]

教育支援課 ・総合的な学習の時間や職場体験を通じた福祉体験学習として、自助具作成

・手話・点字・アイマスク・車いすの体験、障害者からの聞き取り、収集

活動、保育所・特別支援学校・敬老会・福祉施設との交流活動などを行っ

ています。 

【１Ｃ】 

＊多くの児童・生徒の主体

的な取り組みの推進 

＊地域のボランティアの拡

大や地域コーディネータ

ーの育成による、学校と

地域の協働の推進 

＊教職員の理解の推進や、

取り組みに対する支援の

充実 

長寿社会課 ・認知症サポーター養成講座は、小学生も対象として開催しています。 

②地域との連携による

福祉教育の充実  [7]

教育支援課 ・教育振興基本計画「鈴鹿五策」に「地域ぐるみの教育の推進」を位置づ

け、学校支援ボランティアの積極的な活用、全小中学校でのコミュニティ

・スクールの実施と地域コーディネーターの配置などを行っています。 

③福祉協力校としての

活動の充実      [8]

教育支援課 ・全小中学校が福祉協力校の指定を受けて福祉教育を推進しており、ワーク

キャンプ、ドラえもん募金、地域や関係機関と連携した福祉活動を行って

います。これらを児童会・生徒会等の活動と位置づけ、啓発や環流学習を

行うとともに、中学生は事後学習会を通じた交流学習も行っています。 

社会福祉協

議会 

・福祉協力校を指定し、共同募金による助成や当事者講師の派遣を行うとと

もに、ワークキャンプを実施しています。 

・地域性に応じて取り組まれており、外国人児童が多い学校での多文化共生

の活動なども行われています。 

４）男女共同参画の意識づくり 

①男女共同参画社会に

向けた意識の啓発[9]

男女共同参

画課 

・市民と協働で編集・発行する情報誌「今･ima」や男女共同参画センターホ

ームページを通じて、啓発や情報発信を行っています。 

・講演会等では、若い世代の人などをはじめ多様な人が参加しやすいよう、

託児や手話通訳を行っています。 

・男女共同参画の視点で施策を推進するよう、市職員への研修や男女共同参

画推進員を通じた通信の発行を行っています。 

【１Ｄ】 

＊男性や若い世代などの参

加の促進 

＊情報発信の充実 

(2) 

福祉意識の形成に

向けた魅力ある研

修会・講演会の実

施 

①地域での福祉に関す

る自主的な学習の推

進             [10]

長寿社会課 ・地域包括支援センターが介護者のつどいを開催し、介護者の学習を支援し

ています。 

・認知症サポーター養成講座を実施しています（再掲）。 

【１Ｅ】 

＊学習を自主的な活動につ

なぐ取り組みの充実 

＊若年層や働く世代の人な

ども利用しやすい拠点の

確保 

＊公平な利用のための検討 

＊施設の老朽化への対応 

人権政策課 ・「人権尊重まちづくり講演会」を共催しています（再掲）。 

②既存施設等の活用に

よる学習場所の確保

                 [11]

地域課 ・コミュニティセンターを４か所設置し、地元自治会や住民による運営委員

会に指定管理を委託しています。 

生涯学習課 ・公民館31館（１館はふれあいセンター）は、講座、自治会や社会教育団体

等との共催事業、サークル活動による趣味・文化や地域課題の解決のため

の学習の場を提供しています。 

○福祉分野の運営委託事業：25年度 42回(1,429人) 

男女共同参

画課 

・男女共同参画センターは使用料を低額にし、地域住民の学習の場として広

く提供しています 

(3) 

地域福祉推進の担

い手としての責務

の確認 

①住民参加促進を図る

規程の検討   [12]

地域課 ・市民と行政の協働に関する考え方やしくみ、ルールを定める「(仮称)協働

推進指針」を、27年４月の公表を目標に、市民委員会で検討しています。

【１Ｆ】 

＊協働推進指針を活かした

公民協働の推進 

＊地域福祉の担い手として

の意識づくり 

＊地域福祉活動のリーダー

や多様な担い手の養成 

②地域福祉における協

働意識の醸成   [13]

福祉総務課 ・社会福祉大会を社協と共催で毎年開催し、福祉功労者の表彰と地域福祉に

関連した講演会を行い、協働意識の醸成を図っています。 

・市民対象の地域福祉講演会を社協と共催で毎年開催するとともに、会場に

パンフレット等を配置し、地域福祉の情報提供と啓発に努めています。 

③地域ボランティアリ

ーダーの養成への支

援             [14]

男女共同参

画課 

・男女の地域リーダーを養成する講座を、今後開催します。 
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基本目標２ 地域における生活関連サービスの充実 

 

計 画 項 目 [連番] 担当課 事 業 等 の 実 施 状 況 次期計画での検討課題 

(1) 

児童・障害者・高

齢者等に対する福

祉施策の充実 

①個別福祉計画との連

携による施策の推進

                 [15]

福祉総務課 ・地域福祉計画は、分野別の個別計画に基づく施策を推進するうえでの共通

理念と基本的方向性を定めたものであり、各施策の展開に応じて、情報共

有を図っています。 

【２Ａ】 

＊現状と課題をふまえた分

野別計画の見直しと、総

合計画、地域福祉計画と

の連携の検討 

＊すべての市民の自立生活

と健康を推進する取り組

みの推進 

＊地域や関係機関・団体等

との連携による取り組み

の推進 

＊地域包括ケアシステムの

構築 

②基本理念に基づいた

個別福祉計画の推進

                 [16]

長寿社会課 ・「高齢者福祉計画」は、総合計画、地域福祉計画と整合性を図り、介護保

険事業計画と一体のものとして策定し、高齢者が住み慣れた地域で可能な

限り自立した生活をおくることができる社会の実現をめざしています。 

障害福祉課 ・障害者施策全般の理念や方針等を定める障害者計画と、数値目標を定める

障害福祉計画を包含した「ハートフルプラン」を策定しています。 

・第４期計画を策定するよう、数値目標が達成できていない項目等の現状と

課題をふまえた見直しを行っています。 

児童保育課 ・「次世代育成支援行動計画」は、地域福祉計画との整合を図りながら、総

合計画の個別計画として実施しています。本年度に計画期間が終了するた

め、総合評価を外部団体に委託し、総括を行う予定です。 

健康づくり

課 

・「健康づくり計画」は、福祉とともに保健の充実が重要という視点で推進

しており、年齢や環境に配慮した主体的な健康づくりを家庭、地域、行政

など社会全体で支援するかたちでの事業実施をめざしています。 

・健康づくり推進協議会で実績を共有し、事業実施の参考にしています。 

③既存事業の利用促進

（利用者主体によるサ

ービスの提供） [17]

長寿社会課 ・近親者の支援がないため成年後見制度が利用できない人に、市長による後

見開始審判の申立を行っています。 

○申立件数：25年度 ２件 

【２Ｂ】 

＊権利擁護ニーズの増加に

対応した支援体制の整備 

＊成年後見制度等の理解と

利用の推進 

社会福祉協

議会 

・権利擁護支援に関する事業として、地域福祉権利擁護センターと後見サポ

ートセンター「みらい」を運営しています。 

○権利擁護センター契約件数：119件(26年７月) 

後見サポートセンター受任件数：４件 

(2) 

相談活動の充実 

①身近な場所での相談

機会の充実     [18]

長寿社会課 ・地区市民センターでの相談を４か所で試行的に行います。結果を検証し、

今後の施策に反映することにしています。 

【２Ｃ】 

＊身近なところで相談がで

き、適切につながるしく

みの充実 

＊地域で相談活動を担う人

材の養成と活動の推進 

＊相談窓口に出向くことが

できない人などへの配慮 

＊生活における多様なニー

ズの把握 

障害福祉課 ・障害者総合相談支援センター「あい」を設置し、身体、知的、精神に加え

発達障害や難病患者の支援、障害者の就労支援を行っています。 

・障害者相談員による出張相談をコミュニティセンターで実施しましたが、

ほとんど利用がありませんでした。 

健康づくり

課 

・電話や来所の相談に随時対応するとともに、公共施設などに定期的に出向

いて相談会を実施しています。 

男女共同参

画課 

・女性の電話相談を実施し、希望や内容に応じて面接・弁護士相談や関係機

関につないでいます。 

市民対話課 ・市役所、地区市民センター、公民館等で各種市民相談を実施しています。

住宅課 ・住宅確保に配慮が必要な人への相談会を、県の居住支援連絡会が公共施設

やショッピングセンターで実施しています。 

②関係機関による相談

体制の充実     [19]

長寿社会課 ・４か所設置されている地域包括支援センターと連携して、高齢者の総合相

談やネットワークづくりなどを行っています。 

・より身近なところで専門的な助言が受けられるよう、９か所の相談窓口を

介護保険事業所に委託して設置しています。 

【２Ｄ】 

＊多様な生活問題に対応す

る相談機能と、地域とも

連携した課題解決のしく

みや資源の充実 

＊相談機関のネットワーク

の充実による総合的な対

応の推進 

＊相談員のスキルアップと

関係機関との連携強化 

障害福祉課 ・指定特定相談支援事業所10か所、障害児相談支援事業所７か所で、サービ

ス等利用計画を作成しています。 

児童保育課 ・子育て支援センター「りんりん」等の地域子育て支援拠点で各種相談を受

け、相談内容に応じて関係部局等と連携し、適切な支援が行える体制をと

っています。 

子ども家庭

支援課 

・児童虐待や養護相談ケースは個別ケース会議を開催し、関係機関で認識の

共通化を図っています。 

○実施状況：25年度 204名 

保護課 ・生活保護や生活困窮に関する相談において社協との勉強会を通じて業務へ

の理解を深め、お互いの制度を紹介するなどの協力体制を築いています。

健康づくり

課 

・相談に関して関係課への照会・申し送りや協議などを行っています。 

・福祉サービス等が必要な場合は、担当部署や地域包括支援センター等の専

門機関を紹介するなどして、連携を図っています。 

③生活総合相談窓口の

設置検討       [20]

福祉総務課 ・市役所新庁舎の建設にあたり、窓口のワンストップサービスの検討が行わ

れましたが、現状は関係各課の連携による相談体制となっています。 

・高齢者、障害者の総合相談窓口として、地域包括支援センターと障害者総

合相談支援センターが設置されています。 

④福祉サービス評価方

法及び苦情受付，処

理機関の充実検討 

                 [21]

長寿社会課 ・鈴鹿亀山地区広域連合が行う介護保険事業計画を見直しに際し、共同して

日常生活圏域ニーズ調査を実施し、市民のニーズを把握し、調査結果の検

証による評価を行っています。 

【２Ｅ】 

＊課題等を施策に反映する

体制づくり 

＊福祉サービス等の質の充

実 

＊サービス評価を行ってい

くうえでの「自律」の考

え方の共有 

障害福祉課 ・計画策定時にアンケートを実施し、結果を反映しています。 

・自立支援協議会の各専門部会で課題等を洗い出し、施策推進協議会に諮っ

て、サービスの改善等に努めています。 

・苦情対応は、障害福祉課で行うとともに、事案によって県社協の福祉サー

ビス運営適正化委員会を案内しています。 

健康づくり

課 

・市民の声には、ユニバーサルデザイン（だれでも利用できる）の視点で改

善できないかという視点で対応しています。 
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計 画 項 目 [連番] 担当課 事 業 等 の 実 施 状 況 次期計画での検討課題 

(3) 

情報提供サービス

の充実 

①だれにでもわかりや

すい情報提供   [22]

長寿社会課 ・介護サービスが必要な人には、ケアマネジャーが情報を提供しています。 【２Ｆ】 

＊ユニバーサルデザインの

情報提供の充実 

＊必要な人に効果的に情報

を伝達する方法の検討 

＊関係課や関係機関との連

携による情報伝達 

障害福祉課 ・障害者手帳の取得やサービスの問い合わせ時に、内容をまとめた冊子を渡

しています。 

健康づくり

課 

・文書はユニバーサルデザインで作成し、専門用語を減らしたり、理解しや

すいレイアウト、年代に応じて関心をもてる工夫などを行っています。 

・出生届・転入届のときなどの機会に情報提供を行っています。 

人権政策課 ・講演会の情報保障として、手話や要約筆記を行っています。 

地域課 ・地区市民センターを経由し、自治会に広報配布や回覧を依頼しています。

住宅課 ・居住支援団体やあんしん賃貸住宅協力店の一覧表を掲載した冊子を、県の

居住支援連絡会がスペイン語と平易な日本語で作成しました。 

②広報，ホームページ

等での情報提供の充

実             [23]

長寿社会課 ・事業の情報を広報に掲載しています。 

・「地域包括支援センターだより」を広報折り込みで全戸配布し、センター

の周知を図っています。 

【２Ｇ】 

＊文字離れや広報が届かな

い世帯などに配慮した情

報提供の多様化 

＊ホームページを利用した

情報発信の充実 

＊インターネットを使わな

い人などへの情報提供 

障害福祉課 ・障害者の就労に焦点を当てた特集記事を広報に掲載し、市民や企業への周

知を図っています。 

健康づくり

課 

・広報やホームページは短い文章や図表の活用などに配慮しています。 

・回覧板を利用しています。また、掲示板、公共施設や店舗にポスターを掲

示し、回覧板が届かない人にも配慮しています。 

男女共同参

画課 

・男女共同参画センターのホームページで、講演会の案内などの情報提供を

行っています。 

地域課 ・自治会に広報配布や回覧を依頼しています（再掲）。 

③メディアを活用した

情報提供の促進 [24]

障害福祉課 ・重点を置いている障害者の就労に関するイベントは、広報だけでなくＣＮ

ＳやＦＭなどの各種媒体を利用して周知を図っています。 

健康づくり

課 

・記者発表、関係団体への報告、テレビ・ラジオ広報などで周知を図るとと

もに、若い世代などには Twitter や Facebook も利用しています。個別

案内も実施しています。 

男女共同参

画課 

・講演会等の情報提供を報道機関に行っています。また、情報誌「今･ima」

は自治会に依頼して回覧を行っています。 

④新たな制度について

の説明会等の開催 

                 [25]

長寿社会課 ・新制度に限らず、講師派遣や事業実施等で周知に取り組んでいます。 【２Ｈ】 

＊制度の複雑化をふまえた

伝達方法の検討 

障害福祉課 ・制度が大きく変わる場合は、利用者対象の説明を実施しています。 

健康づくり

課 

・出前講座や個別通知、回覧やチラシの配布を行っています。 

・子育て家庭に関する新制度などは、訪問や健診の機会をとらえて周知に努

めています。 

⑤情報交換の場として

の公共施設等の活用

促進           [26]

福祉総務課 ・地区市民センター等にポスター掲示やチラシの設置を依頼したり、掲示板

にポスターを掲示しています。 

【２Ｉ】 

＊効果的に情報伝達するた

めの掲示やチラシ配置な

どの検討 

＊出前講座の利用の推進 

長寿社会課 ・高齢者福祉計画のパブリックコメントでは、地区市民センターに素案を配

置しました。 

健康づくり

課 

・公民館で、出前講座や、ポスター掲示、チラシ設置を行っています。 

・保健センターでは、子育てに関する他機関のチラシも設置しています。 

男女共同参

画課 

・男女共同参画センターに関係団体の情報提供コーナーを設置しています。

(4) 

健康・予防施策の

充実 

①既存施設におけるデ

イ・サービス事業の

充実           [27]

長寿社会課 ・介護保険の通所介護は、市内に77事業所(26年８月)が設置されています。 【２Ｊ】 

＊介護保険制度改正をふま

えた介護予防事業実施体

制の整備 

＊地域とも連携した健康づ

くりや介護予防の推進 

＊働く世代なども含めた幅

広い年齢層が参加できる

健康教室の開催 

＊健診、精密検査や保健指

導の受診の推進 

＊健康づくりに無関心な層

へのはたらきかけ 

＊かかりつけ医の推進と、

急病時の対応体制の充実 

＊医療と介護・福祉の連携 

＊発達障害を含めた早期発

見から早期支援に確実に

つなぐシステムの構築 

②生きがい活動の内容

充実及び参加促進 

                 [28]

長寿社会課 ・介護予防事業を事業所に委託して実施しており、閉じこもり予防にもつな

がるよう、必要に応じて送迎を行うなどの配慮をしています。 

健康づくり

課 

・健康教室を、ニーズに対応するためのメニューの検討も毎年行いながら、

保健センターや公民館等で実施しています。 

③各種健（検）診事業

の充実         [29]

健康づくり

課 

・がん検診は、職域との連携や受診期間の延長などの環境整備により、受診

率の向上に努めています。また、国保加入者に対し、特定健診結果を活用

した健康相談・健康教育を行っています。 

・乳幼児健診は、未受診者への対応や通訳の配置などの環境整備により、受

診率の向上に努めています。 

④生活習慣病予防事業

の充実         [30]

健康づくり

課 

・生活習慣病予防教室等は、男女別の時間設定や開催場所を増やすなど、働

く世代の人が受講しやすい環境づくりを行っています。 

・多くの市民の動機付けのために、保健センターや市役所ロビー等で啓発活

動を行っています。 

⑤介護予防事業の充実

                 [31]

長寿社会課 ・地域包括支援センターと連携し、二次予防事業を実施しています。 

○参加者数：25年度 延2,725人 

健康づくり

課 

・一次予防事業と二次予防事業を系統立てて実施しています。 

⑥各対象に合わせた健

康づくり講座・相談

事業の充実     [32]

健康づくり

課 

・年代や性別などに応じた健康づくりの普及啓発事業を実施しています。 

⑦医療機関等との連携

                 [33]

健康づくり

課 

・かかりつけ医をもつよう、また、お薬手帳を活用して服用している薬の内

容が他の医師と共有できるよう、さまざまな機会に周知を行っています。

⑧難病・疾病に対する

情報提供及び相談の

充実           [34]

健康づくり

課 

・県が実施している医療費助成や相談の情報提供を行っています。 

・疾病のある乳幼児の保護者への情報提供や関係機関と連携してスムーズに

療育が受けられるような支援を行っています。 

⑨障害児（者）のフォ

ロー体制の充実 [35]

障害福祉課 ・療育センター等で児童発達支援事業を、各事業所で放課後等デイサービス

事業を実施しています。 

・各種相談を障害福祉課や総合相談支援センター、相談支援事業所で推進し

ています。 
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計 画 項 目 [連番] 担当課 事 業 等 の 実 施 状 況 次期計画での検討課題 

(5) 

雇用・就労支援の

充実 

①仕事と家庭の両立及

び子育て支援に関す

る講演会・講習会等

の充実         [36]

男女共同参

画課 

・男女共同参画の意識を高めるよう、子育て世代の男性向けの講演会等を実

施しました。男性料理教室やワークバランスの講演会も開催しています。

【２Ｋ】 

＊若い男性の意識づくり 

＊企業に対する啓発の推進 
子ども家庭

支援課 

・発達に関して保護者が支援を求めている親子を対象とした親子教室を実施

し、保護者どうしの交流や助言を通じて育児不安の軽減を図っています。

②ニーズに合わせた計

画的な保育所の施設

整備の検討     [37]

児童保育課 ・公立保育所の整備は、行財政改革アクションプランに基づき幼児教育と一

体的に提供する環境整備を行うよう、市立幼稚園の再編整備計画と調整し

ながらすすめています。 

【２Ｌ】 

＊子ども・子育て支援事業

計画に基づく整備の推進 

＊企業に対する啓発の推進 
③企業における子育て支

援の取り組み促進 [38]

男女共同参

画課 

・国・県の制度の情報を、ホームページやチラシに掲載しています。 

④集会所等，身近な施設

を活用した放課後児童

クラブの整備    [39]

児童保育課 ・放課後児童クラブの開設をすすめており、27年４月に全地区に設置される

予定です。また、対象年齢を６年生までとするよう指導を行っています。

⑤障害者・高齢者等の雇

用に対する支援  [40]

障害福祉課 ・障害者雇用を推進するため、関係機関と連携したイベントの開催や、企業

での職場体験実習、福祉的就労の支給決定を行っています。 

【２Ｍ】 

＊障害者雇用や就労支援 

＊高齢者の就業の場づくり 

＊生活困窮者自立支援と連

携した取り組みの推進 

⑥授産施設等の経営促

進             [41]

障害福祉課 ・障害者就労施設等から物品等を優先的・積極的に購入するよう、市として

の調達方針を作成しました（年度終了後に実績を公表します）。 

⑦失業者に対する支援

                 [42]

保護課 ・離職者の住宅確保と就職支援を行う住宅支援給付事業を実施しています。

○受給者数：25年度 35人（22年度の242人から減少） 

(6) 

緊急時・災害時の

施策の整備・充実 

①地域での自主的な防

災組織づくりの促進

                 [43]

防災危機管

理課 

・自主防災組織に資機材の配備等の支援を行っています。 

○設置数：25年度末 297隊(世帯組織率 90.8％) 

・地区地震防災訓練を実施しています。 

○実施回数：１地区(2,900人参加) 

【２Ｎ】 

＊自主防災組織への多様な

市民の参加の促進 

＊防災意識を高めるための

防災啓発・教育の推進 
②地域における防災講

座・教室等の開催 

                 [44]

防災危機管

理課 

・防災への理解を深めるために、各種の取り組みを行っています。 

○実施回数：25年度 防災出前トーク 62回、防災井戸端会議 27回 

地域巡回井戸端会議 ８回、企業や団体啓発 48回 

③地域住民による声か

け・見守り活動の促

進             [45]

教育支援課 ・学校支援ボランティアの積極的活用、地域住民との交流行事や学校行事へ

の参加促進を行いながら、パトロール活動、見守り活動、あいさつ運動を

推進しています。 

【２Ｏ】 

＊地域ぐるみの健全育成の

機運の醸成 

＊学校と地域の双方向の連

携の推進 

＊関係者の連携による高齢

者・障害者等の見守り・

安否確認活動の推進 

児童保育課 ・放課後児童クラブへの通所の安全を確保するよう、経路の安全確認を行う

とともに、地域の人に見守り活動に協力を得ています。 

福祉総務課 ・民生委員児童委員が日常的に地域の高齢者世帯を訪問し、声かけ、安否確

認や見守り活動を行っています。また、主任児童委員は、赤ちゃん訪問や

要保護児童の見守り活動を行っています。 

・登下校の安全を確保する見守り活動等が、地域で行われています。 

長寿社会課 ・老人クラブで、さまざまな交流が行われています。 

障害福祉課 ・ひとり暮らし等の障害者を障害者福祉サービス事業所が月１回程度訪問す

る安心生活応援事業を実施しています。 

○利用者数：96人(26年８月) 

④安全・安心なまちづ

くりに対する啓発活

動の推進       [46]

健康づくり

課 

・急病やけがの際の医療機関の検索方法や家庭できる応急手当について、啓

発を行っています。 

・乳幼児のいる家庭の防災や救急時の対応についてのチラシを作成し、全戸

訪問で説明しています。 

【２Ｐ】 

＊防災や救急に関する情報

の周知 

⑤緊急時における医療

体制の強化     [47]

健康づくり

課 

・救急医療体制を区分し、医療機関への支援を行っています。 

・医療体制を守るため、時間外受診での配慮について啓発を行っています。

【２Ｑ】 

＊救急医療体制の周知 

消防課 ・救急法の講座を実施しています。 

○受講者数：25年度 230回(5,223人) 

・救急箱を置いて災害時に処置を行う「市民救急の家」を行っています。 

○協力世帯数：632世帯(26年７月) 

⑥災害時における情報

提供システムの構築

                 [48]

防災危機管

理課 

・緊急情報を屋外スピーカーで伝えるデジタル防災無線を整備しています。

・携帯電話の緊急速報メール、メルモニあんしんメール、コミュニティＦ

Ｍ、ＣＮＳ、市ホームページ等で緊急情報を発信しています。 

・市民の情報を投稿・閲覧できるすずか減災プロジェクトを開始しました。

【２Ｒ】 

＊災害時の情報提供システ

ムの構築 

＊平時からの訓練と、災害

時要援護者の地域での支

援体制づくり 

＊地域での支え合いでの個

人情報のあり方の検討 

障害福祉課 ・災害時誘導マニュアル（当事者用、事業所用）を作成・配布しています。

・視覚障害者、聴覚障害者には、日常生活用具として情報通信支援用具等を

支給しています。 

⑦障害者・高齢者等へ

の緊急・災害時ケア

体制の構築     [49]

長寿社会課 ・ひとり暮らし高齢者等を災害時要援護者台帳に登録し、避難時の声かけや

平常時の見守りを行うしくみづくりを推進しています。 

○登録者数：25年度 6,185人 

障害福祉課 ・安心生活応援事業により、災害時に支援が必要な人と事業所のネットワー

クを構築しています。 

・災害時誘導マニュアル（当事者用、事業所用）を作成・配布しています。

(7) 

防犯施策の充実 

１）関係機関との連携による防犯体制の整備 

①登下校時等の安全対

策の充実       [50]

教育支援課 ・安全安心ボランティアの協力を得て、青パトによるパトロール等を実施し

ています。事業者などの各団体への協力依頼も行っています。 

・ハザードマップや安全安心マップの作成、防犯教育に取り組んでいます。

【２Ｓ】 

＊自分の命は自分で守る意

識を高める教育の充実 

＊安全・安心の地域づくり

の推進 

＊安全安心ボランティアの

拡充 

＊自主防犯ボランティアへ

の支援と協働の推進 

地域課 ・自主防犯団体への支援を充実するため「犯罪のない安全で安心なまちづく

り規則」の制定に向けて検討を行っています。 

・青パト活動などを行っている団体の通信に情報提供を行い、活動の活性化

を図っています。 

②高齢者等を狙った悪

徳商法等の予防対策

                 [51]

広域連合 ・鈴鹿亀山消費生活センターを設置しています。 

・消費者被害防止のための啓発活動として、出前講座やチラシの全戸配布、

広域連合広報への掲載を行っています。 

・振り込め詐欺等の相談があった場合は、未遂であっても警察に届けるよう

指導しています。 
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計 画 項 目 [連番] 担当課 事 業 等 の 実 施 状 況 次期計画での検討課題 

 ③警察によるパトロール

強化の働きかけ  [52]

地域課 ・警察官と地域住民がペアで巡回することは現実的ではなく、実施されてい

ません。 

 

④地域における防犯パト

ロール組織の整備 [53]

地域課 ・新規の防犯団体に対して、物品支援を行っています。 

・「犯罪のない安全で安心なまちづくり規則」を検討しています（再掲）。 

２）非行・問題行動の防止施策の充実 

①児童虐待防止対策の

充実           [54]

子ども家庭

支援課 

・関係者で構成された要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会を設置し、代表者

会議、実務者会議、個別支援会議を行っています。 

・児童虐待防止の取り組みとして、11月の啓発推進月間に街頭啓発を実施す

るとともに、電柱看板の設置や広報すずか、ラジオ放送などの各種媒体に

よる啓発、相談窓口の周知を行っています。 

【２Ｔ】 

＊虐待やＤＶに関する市民

の意識を高めるための効

果的な啓発の実施 

＊潜在化している虐待ケー

スの掘り起こしと、関係

機関の連携よる対応体制

の整備 

＊養護者支援の充実 

＊学校、家庭、地域の双方

向の連携の促進と保護者

世代の参加の促進 

＊児童生徒主体の健全育成

活動の充実 

②学校・地域における

健全育成活動の推進

                 [55]

教育支援課 ・学習ボランティアや住民の協力を得て、体験学習やあいさつ運動を行って

います。 

・子どもの健全育成推進基本計画を推進しています。 

③青少年の非行防止・

被害防止対策の充実

                 [56]

教育支援課 ・小学校パトロール隊を組織化するとともに、長期休業中のＰＴＡや地域に

よるパトロール、愛の一声運動、非行防止教室、研修会・講演会などを実

施しています。 

・児童会・生徒会活動を充実するとともに、環境美化活動を行っています。

④高齢者虐待，ＤＶ等

の防止施策の充実 

                 [57]

長寿社会課 ・地域包括支援センターとの連携を密にして、高齢者虐待の早期発見とケア

の充実に努めています。 

○高齢者虐待の把握件数：25年度 19件 

男女共同参

画課 

・11月の「女性に対する暴力をなくす運動」の期間に、関係機関と連携した

街頭啓発やパネル展示を行っています。 

・デートＤＶの出前講座を、市内の大学で実施しました。 

・女性のための電話相談でＤＶがある場合は、関係機関につないでいます。

子ども家庭

支援課 

・要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会を設置し、代表者会議、実務者会議、

個別支援会議を行っています。 

・ＤＶ防止に向けた相談体制の充実、被害者の自立支援、関係機関との連携

強化を図っています。 

(8) 

安全・安心な物的

環境の改善 

①障害者・高齢者等向

けの住宅改善及び整

備の促進       [58]

住宅課 ・市営住宅の福祉型改善として、段差解消や手すりの設置を行っています。

○改善戸数：25年度２戸（24年度までに20戸） 

・住宅セーフティネットとして住宅確保に配慮を要する人の入居を条件に、

民間賃貸住宅の改修工事の費用の一部を国が補助しています。 

【２Ｕ】 

＊地域包括ケアの推進も含

めた“住まい”の確保 

＊バリアフリー化への理解

の推進 

＊高齢者や子ども等が安心

して通行できる歩道や交

通安全施設の整備 

＊地域生活や社会参加を促

進するための外出支援の

推進 

＊身近なところでの交通安

全教育の推進 

長寿社会課 ・認知症グループホームの整備を介護保険事業計画に基づき推進し、必要整

備数を確保しています。 

・住宅改修補助制度は国・県の支援終了により廃止しました。 

②民間施設等のバリア

フリー化の促進 [59]

障害福祉課 ・県のユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づき、民間事業者の

建築確認申請時に事前協議を行い、適宜指導を行っています。 

建築指導課 ・建築計画の事前相談または確認申請時に通知書の案内を行い、ほぼ100％

が届出を行っています（基準を満たして適合証を発行するのは約35％）。

長寿社会課 ・介護保険の地域密着型サービス施設の整備は、県のユニバーサルデザイン

のまちづくり条例の遵守を補助金交付の条件としています。 

③交差点，歩道，自転

車道等の安全確保の

推進           [60]

道路保全課 ・歩道整備や交通安全施設の設置について、学校・警察との通学路の合同点

検、自治会・関係機関との現地調査を実施し、優先順位を付けて順次事業

を推進しています。 

④ボランティア等との連

携による障害者・高齢

者等の外出支援  [61]

長寿社会課 ・福祉有償運送を６法人が実施しています。 

○登録者数：25年度 872人 

障害福祉課 ・移動支援等のサービスを支給しています。 

⑤交通事故予防対策 

                 [62]

地域課 ・研修を受けた市民が指導員となり、学校、地域、企業等での交通安全教室

を行っています。 

○実施回数：25年度 145回 

(9) 

既存制度の対象か

ら漏れる諸問題に

向けての生活関連

サービスの整備 

①新たな福祉ニーズの

把握と対策の検討 

                 [63]

福祉総務課 ・民生委員児童委員の地域での聴き取り活動をもとに、災害時要援護者台帳

の整備をすすめています。 

【２Ｖ】 

＊現状分析をふまえた施策

の推進 

＊課題を施策につなぐしく

みの構築 

＊課題に対応する新たな社

会資源の発掘 

＊制度の狭間にある課題へ

の対応 

＊生活困窮者や地域から孤

立した人への支援の推進 

＊在宅医療と福祉サービス

の情報共有や連携体制の

推進 

長寿社会課 ・新たな制度として、高齢者が住み慣れた地域で可能な限り自立した生活が

継続できることをめざす、地域包括ケアシステムの構築が規定されまし

た。 

障害福祉課 ・自立支援協議会や専門部会で出された課題をふまえ、新しいサービスなど

を施策推進協議会に諮っています。 

児童保育課 ・子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、保護者を対象としたニーズ

調査を実施し、潜在的なニーズも含めた分析を行っています。 

子ども家庭

支援課 

・養護相談、発達相談、教育相談の課程で、家庭を取りまく状況や保護者の

困り感を聞き取っています。 

②外国人に対する生活

支援の検討     [64]

市民対話課 ・外国人への支援として、ホームページの多言語対応、外国人向け広報紙の

発行、通訳による広聴・市民相談、諸手続きの補助などを行っています。

ホームページは自動翻訳を導入し、対応言語を増やす予定です。 

・日本語教室を実施している団体に補助を行っています。 

③ホームレス等に対す

る生活支援の検討 

                 [65]

社会福祉協

議会 

・ホームレス自立支援事業を実施し、関係機関や地域等と連携して生活や就

労に関する相談支援などを行っています。 

福祉総務課 ・社協が実施するホームレス自立支援事業に対し、補助を行っています。 

④関係機関との連携によ

る重複障害者に対する

サービスの充実  [66]

障害福祉課 ・退院後の福祉サービス利用についての医療ソーシャルワーカーとの調整な

どを、必要に応じて行っています。 
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基本目標３ 地域福祉推進のための仕組みづくり 

 

計 画 項 目 [連番] 担当課 事 業 等 の 実 施 状 況 次期計画での検討課題 

(1) 

住民参加による地

域福祉推進のため

の推進体制・組織 

づくり 

１）地域住民による支え合いのネットワークづくり 

①ボランティアネット

ワークの充実   [67]

社会福祉協

議会 

・ボランティアセンターで、ボランティアの登録やコーディネート、ボラン

ティア通信の発行などを行っています。 

○ボランティア登録数：25年度 104団体、個人1,680人 

ボランティアコーディネート：99件 

【３Ａ】 

＊途切れのない連携のしく

みづくり 

＊ネットワークを推進・支

援する機能の強化 
②地域における子育て

ネットワークづくり

                 [68]

児童保育課 ・子育て団体や行政が連携して子ども支援ネットワークを設置し、情報交換

を毎月行っています。 

健康づくり

課 

・児童の分野ハブ会議や子ども支援ネットワーク会議への参加、乳幼児家庭

全戸訪問事業等を通じて、関係機関等と連携を図っています。 

③高齢者等による地域

支援体制づくり [69]

地域課 ・地域住民による自主的・主体的な地域活動を活性化するため、地域づくり

協議会の設立を支援しています。 

○地域づくり活動団体設立数：13地区 

２）地域福祉活動の推進 

①民生委員・児童委員

活動への支援   [70]

福祉総務課 ・民生委員児童委員協議会連合会に、研修事業等のための補助金を交付して

います。 

・民生委員の一斉改選にあたり、新任委員への研修会を行いました。 

・市民児協の例会に関係各課の担当者が出席し、情報提供を行っています。

【３Ｂ】 

＊民生委員の負担増をふま

えた連携・支援の推進 

＊民生委員の確保と、研修

等のサポートの充実 

＊ニーズの発見・通告や協

力体制の強化 

②民生委員・児童委員

との連携による情報

の収集         [71]

福祉総務課 ・高齢者、障害者、児童の見守りや相談活動や行政や各種社会資源への橋渡

し役を担っている民生委員児童委員の活動をサポートするよう、情報共有

と連携に努めています。 

長寿社会課 ・災害時要援護者台帳は、民生委員の協力により毎年加除を行っています。

子ども家庭

支援課 

・主任児童委員に要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会への参加を得るととも

に、ケース情報を共有や状況観察の依頼などを行っています。 

③各種団体との連携 

                 [72]

福祉総務課 ・民生委員児童委員協議会連合会、遺族会等の団体事務局を担うとともに補

助金を支出し、連携を図っています。 

【３Ｃ】 

＊より効果的に連携する方

法や取り組みの検討 

＊地区社協の方向性と活動

の提示と、参加・協力の

推進 

＊地域福祉活動の財源とな

る共同募金への理解の推

進 

長寿社会課 ・老人クラブ連合会、単位老人クラブと連携し、高齢者の社会参加や文化活

動、健康づくりを支援しています。 

障害福祉課 ・障害者団体５団体への運営補助を行い、自主自発的な活動を促進するとと

もに、市の取り組みに協力を得ています。 

子ども家庭

支援課 

・児童虐待に関する研修をＮＰＯ団体やＪＣ会員などを対象として実施し、

理解の促進と「虐待を許さない」気運の醸成を図っています。 

健康づくり

課 

・老人クラブやサロンへの出前講座等を通じ、地域組織と連携しています。

・乳児家庭全戸訪問事業の訪問員や母子保健地域推進員を主任児童委員に依

頼し、子育て支援環境づくりに取り組んでいます。 

地域課 ・地域づくり協議会の設立を支援しています（再掲）。 

社会福祉協

議会 

・行政区単位で地区社協を設立し、自治会、民生委員、学校、ＰＴＡ、警察

等を構成員として地域の福祉課題に取り組んでいます。 

３）市社会福祉協議会への支援と連携の強化 

①市社会福祉協議会の

活動支援       [73]

福祉総務課 ・運営と事業実施に補助金を交付し、地域福祉活動を支援しています。 

・共催事業として、福祉大会、地域福祉講演会、ふれあい広場鈴鹿などを連

携して実施しています。 

【３Ｄ】 

＊多様な主体の連携の場と

しての機能の充実 

＊小地域福祉活動の計画的

な推進 

②活動計画との連携の

強化           [74]

福祉総務課 ・地域福祉活動計画の策定委員会、部会別活動委員会に参加し、協働して推

進しています。また、評価委員としても参加しています。 

・第２期地域福祉計画は第３次活動計画と策定委員の多くを同じ人に委嘱し

て計画の整合性を図り、協働で地域福祉に取り組むこととしています。 

(2) 

総合的ニーズに応

えるための行政関 

連情報の提供 

１）庁内組織及び関係機関の連携強化 

①福祉に関する既存組

織・団体の情報整理

                 [75]

健康づくり

課 

・乳幼児の訪問や相談等で、親の会などの情報提供を行っています。 【３Ｅ】 

＊地域福祉の情報の集約・

発信の充実 男女共同参

画課 

・男女共同参画センターに関係団体の情報提供コーナーを設置しています。

②庁内地域福祉推進委

員会の創設検討 [76]

福祉総務課 ・平成19、20年度に評価推進委員会を設置し、答申を行いました（その後は

具体的な評価は行っていません）。 

【３Ｆ】 

＊評価の実施方法の検討 

２）民間事業者等との連携強化 

①民間事業者を対象と

した研修会等の開催

                 [77]

長寿社会課 ・民間事業所の依頼を受けて、従業員を対象にした認知症サポーター養成研

修を行っています。 

【３Ｇ】 

＊日々の業務に活かせる実

践的な研修の推進 

＊幅広い事業所へのはたら

きかけの推進 

＊民間事業所が実施するサ

ービス等の把握 

＊地域における連携の推進

方策の検討 

障害福祉課 ・自立支援協議会の専門部会に民間事業者の参加を得て、情報共有や課題等

についての話し合いを行っています。研修会も実施し、共通の課題に対応

するためのスキルアップを図っています。 

②民間事業者と連携し

た福祉サービスの提

供             [78]

長寿社会課 ・食事の個別配送時に安否確認を行う配食サービスを実施する事業者に、経

費の一部補助を行っています。 

障害福祉課 ・必要に応じて、宅配サービス業者の案内等を行っています。 

健康づくり

課 

・乳幼児の訪問や相談等で把握したニーズに応じて、民間の福祉事業者を紹

介するなどの連携を図っています。 

社会福祉協

議会 

・あんしん賃貸支援事業では、不動産関係団体、民間居住支援団体、行政、

社協が連携し、住まいの確保に特別な配慮が必要な人の支援に関する情報

交換や活動を行っています。 

③民間事業者との連携

による地域活動の推

進             [79]

社会福祉協

議会 

・警察署や公共機関・商業施設等の事業所の協力を得て、行方不明の人を早

期発見する徘徊高齢者等のための安心ネットワーク活動を行っています。

④民間事業者による福祉

関連情報の紹介  [80]

長寿社会課 ・三重県が実施する介護サービス情報を参考にしています。 

障害福祉課 ・障害福祉課や総合相談支援センターで、情報提供を行っています。 
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計 画 項 目 [連番] 担当課 事 業 等 の 実 施 状 況 次期計画での検討課題 

(3) 

生活関連サービス

に関わる情報の提 

供 

①生活関連サービスに

関する情報収集及び

発信           [81]

福祉総務課 ・福祉に関する制度や施設をまとめた「ふくしべんりちょう」を社会福祉事

務所が発行しました（「暮らしの便利帳」やホームページ等での情報入手

が容易になったため、更新はしていません）。 

【３Ｈ】 

＊地域で生活するうえでの

多様なニーズをふまえた

情報発信 長寿社会課 ・介護サービス提供事業者などの情報発信は、鈴鹿亀山地区広域連合と連携

して行っています。また、介護保険料に関する情報提供を行っています。

障害福祉課 ・障害福祉課や総合相談支援センターで情報提供を行っています。 

②ホームページにおけ

る地域福祉コーナー

の設置         [82]

福祉総務課 ・ホームページの「生活ガイド」の「生活便利帳」のひとつのカテゴリとし

て「福祉」のコーナーを設け、地域福祉を含めた情報を提供しています。

(4) 

地域活動への支援 

１）市民・ボランティア・ＮＰＯ等の活動支援 

①市民・ボランティア

・ＮＰＯに対する情

報提供         [83]

男女共同参

画課 

・男女共同参画センターに関係団体の情報提供コーナーを設置しています。 【３Ｈ】 

＊市民活動、ボランティア

活動、ＮＰＯ活動の役割

の共有と伝達の推進 

＊多様な地域福祉活動の担

い手づくり 

＊リーダー養成と、地域で

の活動みを普及するため

の物的・人的支援の充実 

＊ボランティア活動のコー

ディネート力の充実 

＊有償やビジネスの視点な

ども含めた多様な活動の

推進 

＊新たな団体（ＮＰＯ等）

の育成と連携の推進 

＊先進的な取り組みの、全

市への普及 

②地域ぐるみでの福祉

のまちづくり活動と

の連携         [84]

社会福祉協

議会 

・ボランティアグループと協働し、企業、団体、学校等での福祉講座を開催

しています。 

長寿社会課 ・認知症サポーター養成講座を行っています。（再掲） 

③ボランティア活動へ

の支援         [85]

社会福祉協

議会 

・ボランティア連絡協議会が「ボランティアの集い」を毎年開催し、ボラン

ティアの交流や活動紹介を行っています。 

・ボランティア団体に共同募金を財源とした活動補助金を交付しています。

・ボランティア連絡協議会への支援を行っています。 

健康づくり

課 

・地域で介護予防に自主的に取り組むリーダーを養成する研修会を実施して

います。また、リーダーが円滑に活動できるよう、物品の貸出、相談、活

動の場の紹介などの支援を行っています。 

④ボランティア活動へ

の参加促進     [86]

社会福祉協

議会 

・ボランティアを養成するための市民対象の講座を、毎年テーマを変えて開

催しています。 

・「ボランティア通信」を毎月発行し、ボランティアや学校、福祉関係機関

に郵送するとともにホームページに掲載し、活動を促しています。 

⑤福祉関係のＮＰＯの

育成，指導     [87]

障害福祉課 ・障害者団体（５団体）に運営補助を行い、自主自発的な活動を促進してい

ます。 

社会福祉協

議会 

・地域住民による支え合いとして、住民参加型福祉有償サービスの導入を検

討しています。 

２）地域における活動の場づくり 

①地域活動の場として

の公民館の有効活用

                 [88]

生涯学習課 ・公民館では、地域の福祉団体（地区民生委員会・地区社協等）や福祉事業

者（地域包括支援センター等）との連携事業や貸館を行っています。 

○連携事業：25年度 福祉団体246回、福祉事業者50回 

貸館：25年度 福祉団体341回、福祉事業者51回 

【３Ｊ】 

＊公共施設や、民間施設も

含めた地域資源の効果的

な利用方法の検討 

②公共の未利用施設等

を活用した活動場所

の提供         [89]

障害福祉課 ・障害者関係団体の活動場所として労働福祉会館の一室を確保し、提供して

います。 

男女共同参

画課 

・男女共同参画センターは使用料を低額にし、地域住民の学習の場として広

く提供しています（再掲）。 

③民間施設との連携に

よる活動場所の確保

                 [90]

長寿社会課 ・介護予防事業を実施する事業者の一部が、地域の集会所を主会場にして、

地域に密着した取り組みを行っています。 

児童保育課 ・公・私立保育所(園)の地域活動として園庭開放や遊ぼうデーなどを行い、

子育て情報紙「バンビーキッズ」やホームページで周知して、地域の交流

を積極的に図っています。 

④地域福祉コミュニテ

ィ施設の在り方の検

討             [91]

男女共同参

画課 

・男女共同参画センターは、一部に市民活動センター機能ももたせた施設で

あり、利用者との情報共有に努めています。 

 


