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基本目標１ 地域の支え合いづくりを推進します 

 

～現状と課題～ 

 

【地域との関わりについて】 

○近所づきあいの状況は、半数の人が良好な交流を行っています。しかし、４割

の人が「顔を合わせればあいさつをする」と最も多く、近所づきあいが希薄化

傾向にあることが感じとれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近所づきあいに対する考え方としては、半数以上の人が「親しく相談したり助

け合ったりするのは当然である」と考えており、８割以上の人が近所づきあい

の必要性を感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点Ⅰ 地域力の醸成 
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○「一斉清掃」や「お祭り」などの地域の行事や活動に、多くの人が意欲的に参

加しています。一方で、「仕事をもっているので時間がない」「健康や体力に

自信がない」ため、参加したことがない人もいますので、今後の課題として考

慮しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○８割以上の人が今後についても参加意欲を抱いており、地域の行事や活動に対

する関心が高い状況にあります。 
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○また、８割以上の人が将来も現在の地域に住み続けたいと思っており、そのた

めには近所づきあいや地域との関わりが大切であると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【地域の支え合いについて】 

○「安否確認の声掛け」「話し相手や見守り」「ちょっとした買い物」「ごみ出

し」など、できる範囲でのことであれば手助けしたいという気持ちを、多くの

人が抱いています。 
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○手助けしてもらう立場としても、「安否確認の声掛け」「話し相手や見守り」

「ちょっとした買い物」「ごみ出し」など、多くの人がみんなの手助けを願って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域に助けられたと感じている人が４割以上おり、地域での支え合いが大切で

あると感じている人が多いようです。 
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○地域の相互支援に対しては、「近所付き合いが減っていること」などを課題と

して承知しており、多くの人が問題意識を抱いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域社会の役割として、「緊急事態が起きたときの対応」、「防災・防犯など

の日頃の協力」などが特に求められており、東日本大震災を体験して、災害時

においては地域の力が重要になるという認識が高まっています。 
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○地域の助け合いや福祉活動を進めるためには、「福祉に関する情報や活動内容

などをもっとＰＲする」、「学校や社会における福祉教育を充実する」、「地

域内の多くの人が交流する行事を開催する」など、地域の活性化が必要である

と多くの人が思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近所の要援護者に対する支援については、８割以上の人が支援したいと思って

いますので、具体的な支援策を検討する必要があります。 
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○災害時に住民が支え合う地域づくりとして、多くの人が災害時要援護者支援計

画に掲げる支援策の必要性を認めています。特に「自主防災組織づくり」、「要

援護者福祉マップの作成」は重要な支援策として推進しなければなりません。 
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基本方針１ 地域活動の充実と参加促進 

伊達市における地域自治組織は、町内会、自治会、行政区、区の呼称により活動

しています。 

こうした地域における最も身近な組織である町内会などの地域活動の充実を図り、

地域の福祉・防災などの拠点となるように支援します。 

家庭や地域でのあいさつ運動を起点とし、地域づくりの基本となる「近所づきあ

い」を深めます。 

また、地域活動への住民の参加を促進するとともに、地域にさまざまなふれあい

の場をつくり、地域社会とのつながりや地域の絆を深めます。 

 

～地域の役割～ 

○あいさつ運動を推進し、隣近所の人との絆づくりを図ります。 

○隣近所が集まり、元気な姿を見せられる「ラジオ体操」など、みんなができる

ことで地域の住民が定期に集まりやすい行事や活動を実施します。 

○地域の行事や活動に積極的に参加し、隣近所の人や地域の友人・知人をできる

だけ勧誘するように努めます。 

○地域の行事や活動の内容については、住民に対して正確に、かつ、口コミやメ

ールを活用するなど工夫して周知を図り、参加を促進するとともに、継続して

実施していきます。 

○地域自治組織の運営や活動方針について、より多くの住民の意見を取り入れま

す。特に、若い世代の人が参加しやすい組織づくりと地域づくりを図ります。 

○資源回収、清掃活動、防災訓練などの市の事業に積極的に参加し、地域住民の

交流に努めます。 

○地域社会の崩壊の危機につながってしまう「限界集落」について認識を深め、

地域自治組織の適正規模への再編に努めます。 

○廃校となる小学校の有効利用について、地域で検討します。 

 

～市の役割～ 

○市民に対し、町内会などの地域自治組織の意義と地域活動の意義について、認

識を高める啓発を行うとともに、地域活動への参加を幅広く呼びかけます。 

○市民に対し、町内会などの地域自治組織による地域活動への参加を幅広く呼び

かけます。 

○市事業の全市域的な連携を図るため、地域自治組織の連合組織の結成を促進し

ます。 
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基本方針２  地域の見守りネットワークの構築 

地域の中には、一人暮らしの高齢者や障がい者、要介護高齢者、高齢者のみの世

帯など、市民相互の支え合いによる見守りが必要な人が生活しています。 

特に、高齢者の孤独死や生活困窮家庭の孤立死が新たな社会問題となっており、

家庭内で発生するＤＶ、児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待などについても、早

期に発見し、通報ができる地域づくりが必要とされています。 

また、経済不況による失業、経営破綻、借金の超過債務などにより生活が困窮し、

生活苦や様々なストレスを抱えて自殺に向かう人もあり、自殺防止が新たな課題と

なっています。 

一方、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能被害のため、多くの避難

者が、伊達市内にも設置された仮設住宅や公共・一般の借上げ住宅に避難しており、

そうした避難者への対応が求められています。 

さらに、伊達市内で指定を受けた「特定避難勧奨地点」の住民には、若い世代の

人が避難生活を選択し、高齢者の家族が高齢者世帯として生活している世帯も生じ

るなど、変動している地域社会への対応が求められています。 

 

～地域の役割～ 

○一人暮らし高齢者、一人暮らし障がい者、高齢者のみの世帯、認知症高齢者、

子育てに悩んでいる人、さらに他の市町村からの避難者など、孤立する恐れの

ある人を地域で見守ります。 

○地域の中に虐待やＤＶが疑われる家庭があるときは、市などの関係機関に相談

又は連絡します。また、虐待の事実が明らかなときは、市、警察署、児童相談

所、地域包括支援センターなどに通告します。 

○児童生徒の安全・安心な登下校を守るため、見守り隊や巡回パトロールの活動

を推進します。 

○地域内において、生活に困っている世帯を把握したときは、民生委員や市福祉

事務所に相談するとともに、自殺に向かうことがないよう見守っていきます。 

○災害時に要援護者を支援できるよう、地域でその役割分担を行ない、要援護者

それぞれの個別支援計画を作成します。 
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～市の役割～ 

○一人暮らし高齢者、一人暮らし障がい者など、地域で孤立する恐れのある人に

対する地域の見守りネットワークづくりを支援します。 

○虐待の早期発見に向けた広報啓発を行います。 

○虐待に関する相談、連絡、通告があったときは、被害者の安全を図るため、警

察、児童相談所などの関係機関と連携し迅速な対応を行います。 

○児童生徒の安全・安心な登下校を図るため、見守り隊や巡回パトロールの活動

を支援します。 

○自殺防止のため、福島県県北保健福祉事務所をはじめとする関係機関との協力

のもと、「ゲートキーパー」の養成を推進します。 

○地域や様々なネットワークとの連携により、生活苦や様々なストレスを抱えて

いる人の情報を把握し、自殺防止を含む対応策を関係機関と検討し、対象者を

支援します。 

○災害時要援護者対策を推進し、地域で手助けできるよう災害時要援護者登録制

度を確立し、個別支援計画の作成における支援を行ないます。 
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基本方針３ 民生委員児童委員活動の支援 

平成 24 年１月１日現在 171 人の方が、伊達市の民生委員・児童委員として厚生労

働大臣により委嘱され、地域福祉の中核を担っています。 

その職務は、担当する地域住民の生活状態を常に調査して把握すること、要保護

者を適切に保護指導すること、福祉事務所のケースワーカーや社会福祉協議会の福

祉活動専門員と連絡しあい協力するなど、きわめて広範囲にわたっています。 

 

～地域の役割～ 

○家庭内で解決が困難な問題が生じたときは、地域の最も身近な相談相手である

民生委員児童委員に相談し、市をはじめとする関係機関に支援を求めます。 

○地域の中で問題を抱えた人を発見したときは、地域を担当する民生委員児童委

員に相談し、課題を的確に把握のうえ、必要な福祉サービスが提供されるよう、

市をはじめとする関係機関・施設・団体などに支援を求めます。 

○地域における複雑な福祉課題については、民生委員児童委員が社会福祉協議会

の福祉活動専門員や地域包括支援センターを経由して、又は市に直接連絡して、

課題の解決を委ねます。 

 

～市の役割～ 

○民生委員児童委員が地域の最も身近な相談相手として活動していることを、市

民に対して周知を図ります。 

○民生委員児童委員活動の円滑な職務遂行を図るため、５方部ごとに組織される

「民生委員協議会」の事務局を担当します。 

○伊達市の５方部の「民生委員協議会」により構成する「伊達市民生委員連絡協

議会」を組織し、伊達市全域における民生委員児童委員活動の連絡と調整など

を行います。 

○広範囲にわたる福祉相談に対応する民生委員児童委員の資質向上を図るため、

方部ごとの研修会及び全体研修会を開催します。 



  

 

- 56 - 

 

基本目標２ 地域福祉を担う人材を育成します 

 

～現状と課題～ 

 

【福祉施策について】 

○福祉への関心については、９割近くの人が関心を示しており、福祉施策に対す

る要望がとても強いといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○伊達市のビジョンについては、「困った時に隣近所で助け合えるまち」、「高

齢者が暮らしやすいまち」、「子どもがいきいきと育つまち」などを描いてい

ますが、「どれも該当しない」などの約半数の人たちは、東日本大震災による

東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能被害による困惑と失望のた

め、将来のビジョンを描けない状況にあると感じられます。 
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○子どもたちに対する福祉教育（思いやりの心や福祉への理解と参加の心を育て

る教育）については、「学校教育の中で学ぶ」、「家庭の中で学ぶ」、「地域

の活動などを通じて学ぶ」、「生活していく中で自然に身につける」こと、い

ずれも同程度に大切であると考えています。また、福祉教育に関する市民の関

心が高いことを示して高おり高齢者や障がい者などに対する思いやりの心を

養うためにも、低年齢時からの福祉教育が必要であると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域の助け合いや福祉活動の推進については、「学校や地域における福祉教育

を充実する」、「福祉に関する情報や活動内容などをもっとＰＲする」など、

福祉教育の充実や福祉情報の提供か求められています。 
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基本方針４ 子どもと地域に対する福祉教育の充実 

地域福祉活動を展開し広めていくためには、福祉教育を充実により、将来の地域

福祉活動の担い手を育成していくことが重要です。 

学校と家庭と地域とが連携して、豊かな福祉教育の環境を提供することにより、

地域の福祉教育力の向上に努めます。 

 

～地域の役割～ 

○学校、幼稚園、保育園、社会福祉協議会などが開催するさまざまな福祉学習や

イベントに積極的に参加します。 

○福祉活動の実践者である地域福祉団体やボランティア団体は、学校、幼稚園、

保育園などが行う福祉教育の事業を支援します。 

○住民主体による福祉に関する講座、体験学習、世代間交流会などを開催します。 

○障がい者の地域移行を身近なこととして考えられるよう、障がいに関する知識

を学び、障がい児（者）に対する正しい理解と思いやりの心を育みます。 

○福祉関係事業者は、施設を地域の福祉教育の体験学習の場として開放し、地域

の住民を受け入れます。 

 

～市の役割～ 

○学校運営に地域の意見を反映させ、学校と地域の交流の活性化を図ります。 

○社会福祉協議会は、ボランティア精神を育む、ボランティア体験学習を積極的

に行います。 

○社会福祉協議会は、地域の身近な場所で、福祉講座を開催します。 

○学校、幼稚園、保育園に対し、福祉に関する学習の取り組みを働きかけます。 

○地域福祉の考え方や活動のあり方について、広報誌やホームページを活用して、

広く市民に周知を図ります。 

○公民館が実施する市民講座において、福祉をテーマにした講座や学習の内容の

充実を図ります。 

○障がい者の地域移行に向けた障がい児（者）と市民がふれあう機会として、各

種講座や交流活動の充実を図ります。 
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基本方針５ 中高齢者の地域活動への参加の推進 

中高齢者が地域活動に参加できる体制づくりを図るとともに、中高齢者が培って

きた経験を地域活動に活かす仕組みづくりを推進します。 

 

 

～地域の役割～ 

 ○中高齢者の居場所づくりとして、中高齢者サロンを設置し、地域の中高齢者が

集う空間をつくります。 

○中高齢者が今まで身につけた知識・経験・技術などを生かせるような地域活動

について、中高齢者とともに検討し、具体化を図ります。 

○子育て支援センターと連携し、中高齢者を活用した地域での子育て支援活動を

推進します。 

○中高齢者が地域の行事や地域活動に参加しやすいよう、また、地域社会に融和

し、活動の担い手となれるよう、地域行事や地域の組織体制を変革します。 

 

～市の役割～ 

○学校、幼稚園、保育園において、地域に伝承する遊びなどを通じ、中高齢者と

の世代間交流を充実します。 

○団塊の世代の生きがいづくりにマッチした、老人クラブ活動を支援します。 

○中高齢者が今まで身につけた知識・経験・技術などを地域の中で生かしていけ

るような、老人クラブなどによる地域づくり事業の活動を支援します。 

○中高齢者のライフステージに応じた学習テーマや講座の充実を図ります。 

○シルバー人材センターの運営を支援し、中高齢者の技能と経験を活かした就業

の場の確保に努めます。 

○中高齢者を地域福祉の担い手と捉え、福祉支援員（仮称）制度を検討し、体制

づくりを推進します。 
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基本目標3 地域の健康づくり活動を支援します 

 

～現状と課題～ 

 

○全ての市民は、生涯にわたり健康でいきいきとした生活を望んでいます。 

○健康な生活を送るためには、楽しみながら健康づくり活動や生きがいづくり活

動を行うことが必要です。 

○そのため、地域における健康づくりの場や機会を確保するとともに、地域住民

による自主的な健康づくり活動を支援します。 

○東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能被害は、市民の大きな健康不

安となっています。 

 

【東日本大震災について】 

○震災当日の夜は、大半の人が不安な夜を自宅で過ごしましたが、自宅外に避難

した人もおりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○震災後に、半数近くの人が何らかの支援を受けています。 
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○同様に、震災後に、半数以上の人が何らかの支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○震災直後一番困ったことは、「水」、「電気」、「ガソリン」など、地域によ

りライフラインの遮断が異なり、その結果がそれぞれ表れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現在は、「住宅や宅地の除染」「地域の除染」「家族の健康」など、放射能被

害に対して不安を抱いている人が多く、失業した人も少なくないようです。 
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○地域での除染ボランティアの参加については、参加と不参加がともに半数ぐら

いであり、市民の困惑が感じられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 6 市民の健康づくりの推進 

「健幸都市」構想に基づき、市民の健康づくりを推進します。 

地域における健康づくりの場や機会を確保するとともに、地域住民による自主的

な健康づくり活動を支援します。 

すこやかな発育発達の支援として、妊婦健診、乳幼児健診、予防接種、地域での

育児相談会などを実施し、親の不安の軽減に努めるとともに、子どものすこやかな

発育発達を促す環境を整えます。 

また、乳幼児が心身ともにすこやかに成長するためには、生活習慣の基礎づくり

が大切です。そのためには、健康的な生活習慣を普及することが必要です。 

生活習慣病の予防として、自分の健康に関心を持って、食事・運動・飲酒・喫煙

などの生活習慣を見直し、特定健診やがん検診などを受診し、生活習慣病の早期発

見・早期治療に取り組めるように支援します。 

心の健康づくりとして、健康や経済、生活、職場などの問題が心の病や自殺の原

因となるため、個人だけでなく、家族や職場、地域などそれぞれの立場で心の健康

づくりに取り組めるよう、ストレスやうつ病などの正しい知識を普及・啓発します。 

健康教育、健康相談の充実として、健康づくりに関する学習の場や正しい知識・

情報を提供するために、保健師・栄養士・歯科衛生士などの専門職が健康教育・健

康相談に応じます。 

また、健康教育・健康相談の方法は市民が参加しやすい時間や場所を設定し、個

人はもとより、地域全体で健康づくりに取り組めるように支援します。 
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～地域の役割～ 

○自分の健康を自分自身で守るため、定期的に健診（検診）を受診します。 

○健康寿命を延ばすため、健康への意識を高め、生活習慣改善に取り組みます。 

○民生委員児童委員などが、「ひとりで抱えこんでいる」地域の住民の自殺のサ

インに気づくことで、「ゲートキーパー」として自殺防止に取り組みます。 

○町内会などで健康について学ぶ機会を確保します。 

○町内会などの地域自治組織が主体となって、自分たちの地域は自分たちで守り、

安心を取り戻すため、除染活動に住民が一体となって取り組みます。 

○従業員の健康の維持増進を図るため、特定健診、特定保健指導などを充実させ

ます。 

 

～市の役割～ 

○健康増進や疾病などの予防・早期発見のために、ライフステージに応じた健診

（検診）を実施します。 

○子育てに必要な情報提供を行い、医療・教育・福祉機関と連携を図ります。 

○生活習慣病に関する知識を普及し、自分に合った健康づくりに取り組めるよう

に健康教育・健康相談を行います。 

○悩みやストレスに関する知識の普及や相談窓口などの情報提供を行います。 

○県や関係機関と連携し、自殺防止のための正しい知識の啓発や「ゲートキーパ

ー」の養成を行います。 

○いのちの電話などの自殺防止を行う組織の活動を支援します。 

○子育て応援団、こんにちは赤ちゃん応援隊、食生活改善推進員など地域で活動

する人材の育成・支援を行います。 

○要介護者等の住み慣れた地域での生活を、24 時間体制で支える地域密着型サ

ービスの支援に努めます。 
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基本目標 4 総合的な相談支援体制をつくります 

 

～現状と課題～ 

 

【地域の支え合いについて】 

○日常生活において、「経済的なこと」、「病気のこと」、「介護のこと」など、

半数以上の人が何らかの困りごとを抱えています。 

 

 

 

 

 

 

○日常生活での困り事は、「家族」、「親戚」、「友人・知人」など、軽易な相

談事については身近な人に相談し、困難な事は公的機関に相談する傾向にあり

ます。 

 

視点Ⅱ 利用しやすい福祉サービスの充実 
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○相談しない理由については、「自分や家族だけで何とかやっているから」、「気

軽に相談する相手がいないから」など、気軽に相談を受け付けできる体制の整

備が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日常生活での困り事は、「家族」、「親戚」、「友人・知人」など、軽易な困

り事については身近な人に頼り、困難な事は公的機関に頼る傾向にあります。 
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基本方針 7 相談支援体制の整備 

地域住民が抱える生活課題に対して、身近な地域の中で、気兼ねすることなく、

いつでも相談でき、その相談に対して迅速に対応できるような支援体制を整備しま

す。 

 

～地域の役割～ 

○日常的なサービスに関する相談窓口については、日頃から確認しておきます。 

○困り事は一人で抱え込まないで、身近な民生委員児童委員や地域包括支援セン

ター、社会福祉協議会各支所や市の総合支所窓口に相談するように心掛けます。 

○障がい者や高齢者などの福祉団体は、蓄積している知識を糧として、親身に相

談を受けるとともに適正な助言を行います。 

 

 

～市の役割～ 

○福祉サービスをわかりやすく説明し、身近な相談支援機関を明記したガイドブ

ックを作成します。 

○親身で安心できる相談窓口をモットーに総合支所窓口の資質の向上に努め、地

域の拠点としての相談体制の整備を図ります。 

○窓口での相談対応はもちろん、電話やメール、訪問相談対応など、相談者が希

望する形態での相談受付に対応します。 

○広報やホームページなどを活用し、民生委員児童委員、地域包括支援センター、

子育て支援センター、子育て相談センター、社会福祉協議会、ボランティアセ

ンター、ＮＰＯ法人、専門機関などの活動について周知と、福祉サービスに関

する情報の提供に努めるとともに、地域住民の福祉意識の高揚を図ります。 

○民生委員児童委員、地域包括支援センター、子育て支援センター、子育て相談

センター、ボランティアセンター、ＮＰＯ法人、専門機関などの活動について

周知に努めます。 

○福祉分野だけでなく消費生活など市民生活全般を対象として、市民出前講座を

行います。 

○子育て支援センターと子育て相談センターの機能を充実し、その支援を受ける

子育てサークルの活動も支援します。 
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基本方針 8 地域包括支援センターの機能強化 

地域における高齢者の相談の窓口である地域包括支援センターは、伊達市内にお

いて３法人により４事業所が設置されております。 

相談支援業務はもとより、介護予防支援事業所として介護予防マネジメントを行

うほか、高齢者虐待に関する業務（権利擁護業務）も担うよう機能強化が求められ

ています。 

さらに、関係者が困難事例などを話し合う「地域ケア会議」も業務として位置づ

けされるとともに、障がい者、児童など対象を問わずにワンストップで相談支援す

ることなどが求められています。 

 

～地域の役割～ 

○家庭内で解決が困難な問題が生じたときは、地域を担当する民生委員児童委員

又は地域包括支援センターに相談し、市や関係機関の支援を求めます。 

○地域の中で問題を抱えた人を発見したときは、地域を担当する民生委員児童委

員又は地域包括支援センターに相談し、課題を的確に把握のうえ、必要な福祉

サービスが提供されるよう、迅速に市を通じて関係機関・施設・団体などの支

援を求めます。 

 

～市の役割～ 

○地域包括支援センターが相談受付を行った地域の福祉課題は、総合支所を含む

市の福祉担当及び関係機関との連携により、支援策や解決策を検討します。 

○多種多様な課題が重なる「多問題ケース」や「コアケース」については、市の

福祉担当職員と地域包括支援センターとが連携して、「ケース検討会」や「地

域ケア会議」を開催し、課題解決に向けた糸口を見出し、支援策の検討を進め

ます。 

○４事業所による地域包括支援センターの業務の平準化を図るため、「地域包括

支援センター検討委員会」を開催し、意見の統一を図ります。 
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基本目標5 福祉サービスに関する情報提供を充実します 

 

～現状と課題～ 

○地域の助け合いや福祉活動を進めるためには、「福祉に関する情報や活動内容

などをもっとＰＲする」ことを、多くの人が求めています。 

○福祉サービスを安心して利用するためには、「福祉サービスの種類や内容、利

用料などの情報提供」「相談できる場所や相談員の情報提供」「福祉サービス

を提供する事業者の情報提供」など、福祉サービスの内容や相談員などのスタ

ッフの情報が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一方で、福祉サービスが多様化し、サービスの提供事業者などが混在している

ことにより、提供される情報が複雑になり、サービスを必要とする人にその情

報がきちんと伝わりにくくなっている側面もあります。 

○適正に福祉サービスを提供するためには、地域の福祉ニーズを的確に把握し、

福祉サービスの情報を正確に提供することが大切です。 
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基本方針 9 サービス情報提供体制の整備 

市民が気軽に、かつ、的確に、福祉サービスを利用できるよう、情報を提供する

体制を整備します。 

特に、高齢者への福祉サービス、障がい者への福祉サービス、ボランティア活動、

地域で行われているサロン活動など、サービスを必要な人と必要なサービスを繋ぐ、

情報を提供する体制を整備します。 

地域の中で問題を抱えた人に対しては、地域を担当する民生委員児童委員又は地

域包括支援センターが中心となって、課題を的確に把握し、迅速に市をはじめとす

る関係機関・施設・団体などに連絡し、必要な福祉サービスが提供されるよう支援

します。 

 

～地域の役割～ 

○社会生活に必要な社会保障制度や福祉制度を理解するために、出前講座などを

活用し、地域で学習します。 

○市や関係機関などの情報を的確に確認し、積極的に活用します。 

○民生委員児童委員、地域包括支援センター、ボランティアセンター、ＮＰＯ法

人などは、福祉サービスを必要とする人に対して、わかりやすく情報を伝達で

きるように努めます。 

○地域の問題や重点課題を地域で議論し、情報を共有する場を増やすと共に、行

政の意思決定に積極的に参加します。 

 

～市の役割～ 

○様々な福祉制度に関する情報については、福祉活動を行う人や福祉サービス提

供事業者などに対する周知に努めるとともに、事業者などを通じてサービス利

用者への情報提供を推進します。 

○「伊達市障がい者福祉の手引き」を作成し、市民に対して配布します。 

○「伊達市高齢者の福祉サービス」を作成し、市民に対して配布します。 

○「伊達市子育てガイドブック『にこにこ』」を作成し、子育て家庭に対して配

布します。 

○地域住民や地域活動団体等との意見交換を通じて、利用者主体の福祉サービス

が受けられるように、支援体制を充実します。 
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基本方針 10 福祉課題の分析とニーズ把握の強化 

地域において、高齢者、障がい者、子育て家庭などが、どのような課題を抱え、

どんな種類のサービスを必要としているかを把握し、必要なサービスの提供につな

げていきます。 

 

～地域の役割～ 

○地域の行事や活動を通じて、住民のニーズ把握に努めます。 

○民生委員児童委員は、地域のアンテナとして、地域の住民が抱えている課題を

把握し、必要な福祉サービスが提供されるよう、地域包括支援センターや市を

はじめとする関係機関・施設・団体などに支援を求めます。 

 

～市の役割～ 

○多種多様な課題が重なる「多問題ケース」や「コアケース」については、市福

祉担当職員を要とした「ケース検討会」や「地域ケア会議」を開催し、課題解

決に向けた糸口を見出し、支援策の検討を進めます。 

○社会福祉協議会、民生委員児童委員、地域包括支援センター、福祉サービス提

供事業者などとの連携を強化し、地域の福祉ニーズの把握に努めます。 

○東日本大震災後の福祉課題の分析とニーズ把握については、福祉部門だけでは

解決できないスケールとなりますので、「伊達市復興計画」に基づき、その強

化を図ります。 
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基本目標6 地域の福祉環境づくりを推進します 

 

～現状と課題～ 

 

○高齢者、障がい者などの要支援者や子ども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環境づくりを進めるため、地域包括支援センターや地域子

育て支援センターなどの関係機関が中心となって、地域全体で支援するネット

ワークづくりや、さまざまな悩みの相談に対応するなど、地域での生活を支援

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能被害は、市民の生活環境を大

きく揺るがしています。復興計画や除染計画に基づき、市と地域とが協力して、

安心して生活できる環境を取り戻さなければなりません。 
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○誰もが社会参加するために、外出しやすいまちづくりの促進が必要です。平成

18 年 12 月にバリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律）が施行されていますが、伊達市では各地域エリアごとにデマンド型

乗合タクシー（のってみっカー）を運行しています。この運行について、市全

域、市外へと拡大できるよう関係部署に働きかけます。 

 

基本方針 11 子育ての支援 

子育てしやすい環境をつくるために、子育て家庭への直接的な支援以外に、子育

てボランティアの育成や子育て支援センターでの各種事業を通して、地域において

子どもを育てる環境づくりに努めます。 

子育て家庭において、仕事と子育ての両立が難しいなど、さまざまな子育ての状

況に対応した支援が必要です。子育てニーズへ対応した支援として、保育所や子育

て支援センターの整備・充実などのほか、子育てサロンの拡充や子育てサークルの

育成など地域の施設や関連機関との連携を図り地域における子育て支援体制をさら

に充実させます。 

子育てについて相談する人がいない、誰に相談すれば良いか分からないなど、不

安を抱え孤立している保護者に対し、不安感や負担感を軽減するため、市や子育て

支援センターなどで子育てに関する情報提供と相談支援体制の充実を図ります。 

 

～地域の役割～ 

○地域において児童の健全育成に向けた指導の充実や環境づくりを推進します。 

○日頃より子どもに対して声かけや見守り活動を心がけます。 

○子どもが安心して遊べる環境づくりに努めます。 

○仕事と家庭を両立させることができる雇用環境の整備に努めます。 

○子育てを一人だけに任せず、家族みんなで子どもを育てます。 

○一人で悩まず、地域の方や他の子育て家庭と子育てについて相談できる関係を

つくります。 

○子育てについての情報交換ができるように、子育てサロンの開催やネットワー

クづくりを推進します。 

○施設を開放し、交流の場の提供に努めます。 
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～市の役割～ 

○子育てボランティアの育成・支援を行います。 

○在宅での子育て家庭への支援として、子育て支援センターや保育園において、

親子教室や交流会などの各種事業を開催します。 

○保育園や放課後児童クラブ及び子育て支援センターなど、子育てに関連する施

設の整備・充実に努めます。 

○さまざまな就労形態に対応するため、利用者のニーズに応じ保育などの各種サ

ービスの提供を行います。 

○保護者に急用がある場合、会員で相互援助を行うファミリーサポート事業にお

いて仲介や会員の育成・支援を行います。 

○子育てにおける負担の軽減のため、子育て相談、子育て情報の提供、親子教室・

交流活動の開催、育児サークルの育成・支援を行います。 

○市民・事業者・行政などが相互に連絡し連携ができるように地域における子育

てネットワークづくりを推進します。 
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基本方針 12 障がい者への支援 

障がい者が生きがいを持って、より一層充実した日常生活をおくることができる

よう、文化活動や各種スポーツ大会の開催などを通じて、地域住民との交流とふれ

あいの場としての居場所づくりの拡充に努め、障がい者の地域活動への参加を促進

します。 

地域や社会との交流により、生きがいや楽しみを持つことの喜びを知ることなど

により、障がい者が積極的に社会参加できるように啓発などに努めるとともに、交

流を支援するボランティアなどの人材の養成に努めます。 

障がい者の特性に配慮し、適切な情報提供を行うため相談支援体制を充実すると

ともに、経済的支援を図るため一般就労に向けた就労の機会の提供や福祉的就労施

設の整備を促進します。 

障がい者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、住宅改修助成事業や市営

住宅の優先入居、建物や道路・公園・公衆トイレなどのバリアフリー化などユニバ

ーサルデザインの視点に立った生活環境の整備を図ります。 

障がいの早期発見、早期療育や教育に努めるとともに、発達障がいを含む障がい

児や障がい者及びその家族に対し、ライフステージに応じた保健・医療・福祉・教

育の連携による支援体制の整備を図ります。 

 

～地域の役割～ 

○日常の中で障がいのある人とない人がふれあえる地域交流事業やボランティ

ア活動への参加など、障がい者への理解に努めます。 

○障がい者が地域で安心して暮らせるよう、地域で支え合う体制づくりや生活基

盤整備の充実に努めます。 

○障がい者が働きやすい雇用環境づくりに努めます。 

 

～市の役割～ 

○障がいへの認識や障がい者に対する理解を深めること、さらにノーマライゼー

ション意識の向上を目指して、市政だより（冊子・点字・音声）やホームペー

ジなどにより、啓発、広報活動の推進を図ります。 

○障がい者の生活支援の充実を図るため、伊達市自立支援協議会、福島県県北障

害害就業・生活支援センターなどと連携し、一般就労や福祉的就労など日中活

動の場づくりについて、関係機関との調整や協議を行います。 

○障がいの早期発見、早期療育や教育体制の整備を目指して、発達障がいも含め

た肢体不自由児通園療育センターの機能充実を図ります。 
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基本方針 13 高齢者への支援 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる環境づくりを進めるため、

地域包括支援センターなどの関係機関が中心となって、地域全体で支援のためのネ

ットワークづくりを進めるとともに、さまざまな悩みや相談に適切に対応するなど、

在宅生活を支援します。 

介護が必要な状態になることを予防し、いつまでもいきいきと自分らしく生活で

きるよう運動機能向上など各種介護予防教室を充実します。 

高齢者が安心して自立した在宅での生活ができるよう、地域において日常生活を

支援する取組みや介護する家族の負担を軽減するための在宅福祉サービス事業の取

組みを進めます。 

高齢者が、在宅で良質な介護保険サービスを安心して利用できるよう、居宅介護

サービス基盤の整備やサービス事業者の情報提供に努めます。 

認知症高齢者を抱える家族の身体的・精神的な負担軽減のため、地域との協力に

より認知症高齢者とその家族の支援に努めます。 

民生委児童委員や町内会、老人クラブなどの連携を促進し、地域に住む高齢者へ

の訪問や声かけなど見守り活動の充実を図ります。 

 

～地域の役割～ 

○ひとり暮らし高齢者や二人暮らし高齢者世帯などを把握し、声かけ・見守り活

動を行います。 

○認知症高齢者を抱える家庭や老々介護となっている家庭を把握し、ちょっとし

た手助けなどにより、家族の身体的・精神的な負担が軽減できるよう、地域全

体で協力して支援に努めます。 

○社会的孤立者の増加を防ぐため、地域への社会参加を促すサロン活動として居

場所づくり・仲間づくりを拡充します。 

 

～市の役割～ 

○地域の福祉課題の解決に向けて、地域包括支援センターが、地域でネットワー

クづくりを進められるよう支援します。 

○在宅生活支援のため、各種福祉サービス事業を充実します。 

○外出、買い物の支援として、デマンド型乗合タクシー事業の充実を関係部署に

働きかけます。 

○介護保険のサービス事業者を含む関係機関との連携を強化し、居宅サービスの

適切な質と量の提供に努め、住み慣れた地域での自立した生活を支援します。 

○認知症高齢者が地域で生活を続けられるよう、認知症に関する広報活動や地域

での見守り体制づくりに努めます。 
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基本方針 14 生活困窮者への支援 

生活困窮者が抱えるさまざまな不安を解消するため、きめ細かな相談を行い、解

決に向けた適切な助言をします。 

また、要保護状態の方には適正な保護を行います。 

被保護者に対し、ハローワークなどの就労支援機関や福祉事務所に配置している

就労支援相談員との連携、就労支援プログラムなどを活用し、就労支援を行い経済

的自立を促すとともに、他の法律・制度などの利用により経済的給付を受けられる

よう支援します。 

被保護者の社会的自立としては、地域や保健・教育などの関係機関と連携し、社

会的なつながりを回復・維持し、自立した地域社会の一員として充実した生活がで

きるよう支援します。 

被保護者に対し、地域や医療・保健など関係機関と連携し、身体や精神の健康を

回復・維持し、自分で自分の健康や規則正しい生活管理を行うなど、日常生活にお

いて自立できるよう支援します。 

 

～地域の役割～ 

○個々のつながりを意識し、生活困窮者の把握と見守りに努めます。 

○支援が困難なときは、市や民生委員児童委員に連絡又は相談します。 

○社会的孤立者の増加を防ぐため、地域への社会参加を促す活動を行います。 

○民生委員児童委員、地域包括支援センター、福祉関係事業者などは、地域と連

携し生活困窮者の把握に努め、助言や見守りを行います。 

○支援が困難なときは、市と連携し社会的及び・日常生活的自立に向けた支援を

行います。 

 

 

～市の役割～ 

○地域のアンテナである民生委員児童委員、地域包括支援センター、福祉関係事

業者などとの連携を図り、生活困窮者の情報把握に努めます。 

○生活相談では各種制度や相談窓口を紹介します。 

○生活困窮者に対して適正な保護を行うとともに、被保護世帯の状況に応じて経

済的・社会的・日常生活的自立に向けた支援を行います。 
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基本方針 15 災害時要援護者への支援 

災害時要援護者とは、災害時に一般の人々と同じように、「災害から身を守る」危

険回避行動や「安全な場所に避難する」避難行動を行うことができず、避難生活、

生活の再建、復旧活動などの一連の防災行動において、他者による援護を必要とす

る災害弱者の方々です。 

災害が発生した時に、急に体制を整えることは困難ですので、誰がどの要援護者

を支援するのか、車などの避難手段はどのようにするのか、避難後の救援体制はど

のように設置するのかなど、関係者・関係機関・関係団体などが事前に協議を行い、

災害時における支援体制を確立し、個別支援計画を策定しておく必要があります。 

 

～地域の役割～ 

○平時から災害時要援護者と接している民生委員、介護保険関係者などによる安

否確認や、様々な支援の実施により、支援体制の輪を拡大していきます。 

○災害時に支援の輪から漏れがないよう、一人ひとりの要援護者に対して複数の

支援者を定めるなどの役割分担を行い、「地域支援ネットワーク」を中心とす

る支援体制を構築し、「個別支援計画」を策定します。 

○災害時要援護者は、避難する際の非常持ち出し品として、基本的な日常補装具

などを持ち出しやすくしておきます。 

○地域住民の防災意識の高揚として、「自主防災組織」を設立するとともに、災

害時の対応を検証するため防災訓練を実施します。 

 

～市の役割～ 

○災害時に迅速に救出などの支援を行うため、災害時要援護者の情報について日

頃から把握しておき、関係機関が平常時から共有しておきます。 

○災害時要援護対象者台帳」の情報をもとに、市の全域を対象とした「災害時福

祉マップ」を作成します。 

○災害時要援護者が、避難生活において安心して生活ができる設備と必要な生活

支援が受けられる体制が整っている「福祉避難所」に移動できるよう、市の福

祉施設のほか、社会福祉法人などと事前に協定を締結のうえ、「福祉避難所」

の指定に努めます。 

○地域住民に対して、防災に関する知識の普及啓発を図るとともに、災害時要援

護者への対応方法や支援方法などについて啓発を図ります。 

○災害時要援護者を意識した内容で、また、実際に災害時要援護者本人の参加に

より、防災訓練を実施します。  
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基本目標 7 権利擁護の充実と苦情解決の推進を図ります 

 

～現状と課題～ 

○伊達市には、法務大臣より委嘱された 12 人の人権擁護委員が、人権啓発活動

や人権相談を行っています。 

○また、法務大臣より委嘱された 51 人の保護司が、刑務所や少年院を出た人の

立ち直りを手助けしています。 

 

【福祉サービスにおける権利擁護について】 

○福祉サービスを利用した時に、事前の説明との相違、サービス内容の不満や疑

問を抱いたことがあるかについては、福祉サービスを利用したことがある人の

うち４分の１以上の人が、「感じたことがある」と答えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○サービス内容に不満や疑問を抱いたときの対応として、「サービスの事業者に

申し出た」「市役所など公的機関に相談した」など、半数以上の人が適正に対

応されていますが、「サービスを受ける側なのであきらめた」「家族や友人・

知人に相談した」人もおり、苦情処理機関の整備と周知が必要と思われます。 
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○福祉サービスを安心して利用するために、福祉サービスの内容や相談員などの

スタッフの情報が求められているだけでなく、「苦情への適切な対応（苦情解

決委員会）」「福祉にサービス利用者の人権を保護する仕組み」などが必要で

あると思う人も増加しており、福祉サービスにおける権利擁護意識が高まって

きています。 
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基本方針 16 日常生活自立支援事業と成年後見制度の促進 

高齢者だけの世帯や認知症の高齢者、知的障がい者などは、制度や情報の理解が

十分でない場合があります。また、虐待などの被害者に対しても同様に権利の保障

を図っていく必要があります。福祉サービスの提供や支援が必要となったときに、

適切に援助が受けられるよう制度の普及に努めるとともに、支援者ネットワークの

組織化を図ります。 

福祉サービスの適切な利用を推進していくために、社会福祉協議会による日常生

活自立支援事業（あんしんサポート）の積極的な利用促進を図り、サービスを必要

とする人が必要とするサービス利用に結びついていける体制をつくります。 

判断能力が十分でない人が財産管理や日常生活での契約を行う際に、不利益を被

らないように支援する成年後見制度の周知と利用促進を図ります。 

 

～地域の役割～ 

○日常生活自立支援事業や成年後見制度について学習します。 

○地域の中で権利擁護制度の研修会を開催し、制度の理解に努めます。 

○民生委員児童委員を中心に、制度の案内及び行政への連絡を行います。 

○事業者は、社会福祉協議会、市や地域包括支援センターなどと連携を強め、情

報の共有化や蓄積を行い、権利擁護に関する相談窓口を開設します。 

 

～市の役割～ 

○社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業（あんしんサポート）につい

て、住民の理解が得られるよう啓発し、利用を促進します。 

○社会福祉協議会による日常生活自立支援事業（あんしんサポート）について専

門員等人材の確保に努めるとともに、成年後見制度についても周知・活用を図

ります。 

○児童・高齢者・障がい者などに対する育児・介護放棄や虐待などといった人権

侵害を受けた、または受ける恐れのある人に対しては、相談窓口から個別の事

業や関係機関へとつなぐことにより、市民の権利擁護や人権侵害からの救済・

保護を行います。 
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基本方針 17 虐待防止ネットワークの構築 

児童や高齢者、障がい者、女性などへの虐待を未然に防止するため、地域の虐待

防止ネットワークを確立し、市民と行政が協働して虐待の早期発見・予防に取り組

むとともに、虐待が発生した場合の問題解決のため、情報の一元管理や関係機関と

の緊密な連携体制を整備します。 

 

～地域の役割～ 

○地域の見守り活動に積極的に参加し、隣近所の異変に気づいた場合にはすみや

かに民生委員児童委員や行政機関に連絡します。 

○見守り活動によって問題の早期発見や相談機関への連絡・協力体制を築きます。 

○地域の中で権利擁護制度の研修会を開催し、制度の理解に努めます。 

○虐待（児童や高齢者、障がい者、女性など）への気づき・見守りを行い、発見

した際には行政との連携を図ります。 

○児童や高齢者、障がい者、女性などへの虐待について、事業者が発見した際に

は行政との連携を図ります。 

 

～市の役割～ 

○社会福祉協議会による地域福祉権利擁護事業について専門員等人材の確保に

努めるとともに、成年後見制度についても周知・活用を図ります。 

○児童・高齢者・障がい者などに対する育児・介護放棄や虐待などといった人権

侵害を受けた、または受ける恐れのある人に対しては、相談窓口から個別の事

業や関係機関へとつなぐことにより、市民の権利擁護や人権侵害からの救済・

保護を行います。 

○虐待防止に関する各種情報提供や啓発活動に努め、早期発見及び発生予防に取

り組みます。 

○関係機関・専門家などにより構成される高齢者虐待防止連絡協議会や伊達市要

保護児童対策地域協議会において、虐待の発生予防や早期発見・早期解決、再

発防止に取り組みます。 

○児童虐待やドメスティックバイオレンスについての相談窓口設置及び対応、ま

た児童相談所・県女性のための相談支援センターをはじめ関係機関と連絡を密

にし、支援体制を整備します。 

 



  

 

- 82 - 

 

基本方針 18 苦情対応窓口の整備 

市役所本庁舎・分庁舎及び各総合支所における苦情対応窓口を整備して、市民の

苦情・改善意見について真摯に対応していくという体制を市やサービス提供者に普

及させていくと共に、サービス改善に役立つ情報の共有に向けた取り組みを推進し

ます。 

社会福祉法第 83 条に基づく「福祉サービス運営適正化委員会」は、中立・公正な

立場の福祉、法律、医療の専門家で構成され、 利用者等からの申し出により、福祉

サービスの苦情が適切に解決されるよう、必要な相談や事情調査、助言、あっせん

などの福祉サービス苦情解決事業を行っています。 

また、福祉サービスの質を確保するために、事業者自らが行う「自己評価」のほ

かに、外部から評価をする「第三者評価」がありますが、事業者の基本情報の公開

なども含めて、外部からの評価システムを推進します。 

 

～地域の役割～ 

○サービス利用における苦情は、サービス提供者に申し出て、解決できないとき

は市などの相談窓口に申し出ます。 

○サービス提供者は、相談窓口を利用者に明確に伝え、各種相談に積極的に対応

します。 

○サービス提供者は、利用者の利益と基本的人権を尊重します。 

○福祉サービスの質を確保するため、事業者の基本情報の公開なども含めて、外

部からの「第三者評価」を推進します。 

 

～市の役割～ 

○窓口の職員の研修等を通じて、親切・ていねいな応対を心がけます。 

○サービス提供者に対して、適正な運営に向けた指導監査を行う県等との連携を

図ると共に、サービスの直接の担い手となる従事者間の交流と技能の向上を目

指して、サービス従事者研修等を行います。 

○社会福祉法に規定する苦情窓口の設置及びこの積極的活用について、行政とし

ての指導を強化します。 

○市で把握した苦情や改善意見等について、特定のサービス提供者に限定したも

のとせず、情報を共有すると共に解決に努めます。 
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基本目標８ ボランティア活動を支援します 

 

～現状と課題～ 

 

【ボランティア活動について】 

○ボランティア活動に「参加したことがある」人が３割以上おりますが、「参加

したことがない」人が６割以上おり、ボランティア活動の浸透はまだ低い状況

にあります。 

 

 

視点Ⅲ 住民参加の促進 
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○３割の人が「環境保護・清掃美化に関する活動」に参加した又参加可能なボラ

ンティア活動として答えており、７月に全市域で行われるクリーンアップ作戦

の周知度が高く参加者が多いことを示しています。 

「一人で外出することが困難な方への支援」、「家に閉じこもりがちで周囲との

付き合いが少ない方への支援」、「高齢で一人暮らしの方への支援などの高齢

者に対するボランティア活動については、参加できると考えている人が多いと

思われます。 
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○ボランティア活動への参加のきっかけは、「人の役に立ちたいから」、「自分

たちのために必要な活動だから」」など、自発的にボランティア活動に参加し

ている人が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ボランティア活動を敬遠して参加したことがない人は少なく、「仕事や家事な

どが忙しく時間が取れないから」、などの都合による理由が多く、ボランティ

ア活動に対する潜在的な参加希望者は多いと思われます。 
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○ボランティア活動の輪を広げていくために必要なこととして、半数近くの人が

「みんなが気軽に参加できるように、活動内容を充実する」ことを求めており、

ボランティアコーディネートの在り方が問われていると思われます。 

また、「ボランティア活動に関する情報提供を積極的に行う」、「地域にボラ

ンティアの活動拠点をつくる」、「ボランティア活動に要する交通費や経費を

助成する」など、ボランティアセンターの機能強化が求められています。 
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基本方針 19 ボランティア活動の活性化 

ボランティアの活動が活発になるとともに、ボランティアに対する市民の関心も

高まってきています。 

東日本大震災では「災害ボランティア」が被災住宅の瓦礫処理などの支援活動、

炊き出しなどの避難所におけるさまざまな活動を担いましたし、「除染ボランティ

ア」」も大きな役割を担っています。 

「ボランティアに協力してもらいたい」、「自分もボランティア活動に参加した

い」などの住民の要望に応えられるように、わかりやすい情報提供に努め、ボラン

ティア活動を行いたい人とボランティアの応援を受けたい人や組織などを対等につ

なぐために、適正なコーディネートを行なうことが大切です。 

また、ボランティアの養成、ボランティア団体の育成など、伊達市ボランティア

センターとの連携を図りながら、ボランティア活動の育成と活性化に努めます。 

 

～地域の役割～ 

○困っている人を見たら、声かけをしたり、必要な手助けをしたりする日常的な

ちょっとしたボランティアを心掛けます。 

○ボランティアセンターが開催するボランティア養成講座に積極的に参加し、ボ

ランティアとしての基礎知識を身につけます。 

 

～市の役割～ 

○公共の施設だけでなく、さまざまな民間施設を利用して、ボランティアの活動

内容を掲示するなど周知に努めます。 

○ボランティア活動をしたい人に対して、ホームページやガイドブックを活用し

て、活動グループの情報を提供します。 

○伊達市社会福祉協議会が行っているボランティア事業を支援し、ボランティア

の育成と人材の発掘等の支援を行っていきます。 

○学齢期からのボランティア活動を実感できる機会づくりを促進するとともに、

各種ボランティアグループの自発性に基づく活動を支援していきます。 
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基本方針 20 ボランティアセンター機能の充実 

ボランティア活動家やボランティア団体が集う場として、「伊達市ボランティア

センター」を設置し、活動の拠点とします。 

ボランティア活動をしたい人と求める人を効果的に結びつけるため、ボランティ

アセンターにボランティアコーディネーターを配置し、ボランティア活動のニーズ

把握、ボランティアの養成・育成、ボランティア団体の組織化、ボランティア情報

の収集・発信などボランティアセンター機能の充実を図ります。 

 

～地域の役割～ 

○ボランティアセンターおいてボランティアとして登録し、積極的にボランティ

ア活動に参加します。 

○ボランティアセンターを拠点として、ボランティア同士の交流を深めるととも

に、お互いの情報を交換し、ボランティア活動を推進します。 

○ボランティア同士の交流から、ボランティアセンターを拠点としたボランティ

ア団体の設立を目指します。 

○ボランティアセンターのホームページ作成に積極的に関与し、ボランティアの

自主運営によるホームページを目指します。 

 

～市の役割～ 

○ボランティアセンターにボランティアコーディネーターを配置し、ボランティ

ア活動をしたい人と求める人を効果的に結びつけます。 

○市民のボランティアニーズを的確に把握するため、民生委員児童委員、地域包

括支援センター、福祉サービス事業所などとボランティアセンターとの連携を

推進します。 

○楽しみながらボランティアに関する知識を得る機会として、ボランティア養成

講座を開催し、ボランティア登録を促進します。 

○ボランティア同士の交流や情報交換などを推進するため、ボランティア交流会

を開催するとともに、ボランティア団体の組織化とその育成を図ります。 

○ボランティア活動の一層の推進を図るため、ボランティア活動家及びボランテ

ィア団体を対象とした専門的な研修会や福祉講座などを開催します。 

○ボランティアセンターのホームページを開設し、さまざまなボランティア情報

の掲載により、ボランティア活動の活性化を推進します。 

○ボランティア活動のより一層の展開を図るため、ボランティア・ポイント制度

について検討会を設置し、事業としての方向性を検証します。 
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基本目標９ 住民が参加する福祉のまちづくりを支援します 

 

～現状と課題～ 

○９割近くの人が福祉に対する関心を抱いており、子育て世代は児童福祉に対す

る、高齢者は高齢福祉に対する関心が高くなっています。 
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○また、伊達市のビジョンについては、「困った時に隣近所で助け合えるまち」

「高齢者が暮らしやすいまち」「子どもがいきいきと育つまち」など、多くの

人が福祉のまちを描いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近所の要援護者に対する支援については、８割以上の人が支援したいと思って

いますので、これらの手助けはしたいが踏み出せない人たちをサポートする体

制づくりが必要です。 

 

 

 



第４章 地域福祉計画の展開 

- 91 - 

 

○高齢者、障がい者等に対する支援については、「安否確認の声掛け」「話し相

手や見守り」「ちょっとした買い物」「ごみ出し」など、できる範囲でのこと

であれば手助けしたいという気持ちを、多くの人が抱いています。 

○地域における助け合いの機運を盛り上げるためにも、地域の課題については地

域で解決する住民参加の仕組みづくりが求められています。 
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【地域の福祉活動団体について】 

○伊達市内には、平成 24 年１月１日現在で伊達地域に 14 の福祉会、梁川地域に

８つの地区社会福祉協議会、月舘地域に１つの福祉会が活動しています。 

こうした地域福祉団体があることについては、「知っている」人も「知らない」

人もともに概ね半々となっています。 

しかし、地域福祉団体が多く活動している伊達地域と梁川地域でも「知らない」

人が半数近くいることは、その活動が地域住民へ充分に浸透していないためで

あり、地域に根ざした地域福祉活動のあり方について、改めて検討が必要です。 

また、全市域への地域福祉団体の組織化の推進においても、大きな課題として

考慮しなければなりません。 
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【社会福祉協議会のあり方について】 

○伊達市社会福祉協議会に対する周知度については、約半数の人が知っていると

答えている一方で、知らない・関心がないと答えた人が約半数を占めています。 

社会福祉協議会について「よくわからない」と答えた人が多いのは、社会福祉

協議会がボランティアセンターであったり、さまざまな事業を展開し、いろい

ろな顔を持っているという面があるためであると思われます。 

また、社会福祉協議会と関わりを持つ方々や、社会福祉協議会が行なう福祉サ

ービスの対象者が、限定される傾向にあることも影響していると思われます。 
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○社会福祉協議会の事業の実施する事業については、「共同募金運動」、「福祉

サービス事業」、「百歳賀寿祝い金の贈呈」、「一人暮らし・二人暮らし高齢

者支援事業」、「日本赤十字社福島県支部伊達市地区」など、古くからの事業

である募金、日赤、高齢者対策については周知度が高い一方で、「ふれあいい

きいきサロン事業」、「障がい児・者福祉事業」など、新しい事業については

周知が高く、事業の評価も高いと思われます。 

一方、「ふれあいいきいきサロン事業」「障がい児・者福祉事業」など、社会

福祉協議会が新しく取り組み始めた事業については、周知度が高まりつつあり、

事業の成果が期待されます。 

しかし、「どれも知らない」人については、福祉ニーズがかみ合わない人とし

て捉え、今後の課題として、支援していくために地域ニーズを掘り起こしてい

く必要があると思われます。 
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○社会福祉協議会に対してして欲しいことは、「ボランティア養成など、地域に

おける福祉の担い手の養成」、「一人暮らし・二人暮らし高齢者の支援」、「子

育てや介護に関する情報誌の作成」、「高齢者のための相談支援、高齢者虐待

防止」、「地域の各種相談機関・相談窓口における資料の作成」、「地域福祉

活動の住民の理解促進に向けた啓発活動」、「小地域におけるサロン活動」、

「地域 の関係者、関係機関の連携確保」、「児童のための相談支援、児童虐

待防止」、「障がい者のための相談支援、障がい者虐待防止」など、、社会福

祉協議会が実 施している事業が高く評価されていますし、地域の福祉課題に

対する積極的な取り組みが期待されています。 
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基本方針 21 地域福祉団体に対する支援 

地域の福祉課題の解決や福祉のまちづくりの実現のために、地域に根ざした福祉

活動を展開する「地区社会福祉協議会」の活動を支援します。 

「地区社会福祉協議会」の設立がない保原地域、霊山地域及び月舘地域において

は、全小学校区での地区社会福祉協議会の設立を目指して、地域における福祉環境

の充実を進めます。 

伊達地域については、「福祉会」が町内会単位で設立し活動してきている実績を

評価のうえ、「地区社会福祉協議会」の設立については今後の検討課題としていき

ます。 

 

～地域の役割～ 

○地区社会福祉協議会を中心として、小地域福祉ネットワーク活動をはじめとす

る地域内におけるさまざまな福祉活動の推進など、住民同士の助け合いによる

福祉のまちづくりに取り組みます。 

○特に、災害時要援護者の支援体制である「地域支援ネットワーク」の構築にお

いては、地区社会福祉協議会が民生委員児童委員とともにその中核を担います。 

○また、地区社会福祉協議会の設立がない地域については、「地域支援ネットワ

ーク」の構築と併せて、その設立を推進します。 

○小地域福祉ネットワーク活動としての「サロン活動」は、町内会などの地域自

治組織を単位として展開します。 

 

～市の役割～ 

○地区社会福祉協議会の活動が充実、発展するように、その組織体制、財政基盤、

活動拠点、事業活動に対して支援します。 

○地区社会福祉協議会や自主防災組織の設立がない地域については、「地域支援ネ

ットワーク」の構築に対して支援するとともに、地区社会福祉協議会や自主防災

組織の設立を促進します。
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基本方針 22 ＮＰＯ法人の活動に対する支援 

ＮＰＯ法人は、行政での対応が難しい分野をカバーしつつ、行政とともに公益を

担っていく可能性を持っており、専門的な福祉の担い手として、今後ますます重要

な存在になります。 

住民が地域でＮＰＯ法人と接することにより、ＮＰＯ法人の活動が市民が主体と

なって世の中のためになる社会貢献活動であることを知る機会を増やし、また、そ

の活動に関心を持つことにより、地域の福祉環境の向上が期待されます。 

一方、市民協働の基幹となる「市民活動支援センター」は、ＮＰＯ法人などの地

域活動の拠点となるべく、今後全地域での設置を目指していきます。 

 

～地域の役割～ 

○市民活動支援センターを活用して、お互いに顔の見える、住民同士の助け合い

による福祉のまちづくりに取り組みます。 

○地域福祉活動や社会貢献活動などに必要な知識と技術を持つ、地域資源として

の人材を把握し、活動への参加を求めます。 

○地域福祉活動を企画し、実践するリーダーやスタッフの人材育成を図るため、

研修会などへの積極的な参加を促します。 

○地域の活動者相互の情報交換に取り組み、活動者同士が積極的に交流します。 

 

～市の役割～ 

○市民活動支援センターを拠点として、分散型の福祉サービス供給体制を構築す

るとともに、市民活動に関する課題、問題などについて、幅広く総合相談を行

ないます。 

○市民活動支援センターにおいて、ＮＰＯ法人の活動などに関する情報を積極的

に提供するとともに、情報交換や連絡調整など、ＮＰＯ法人間の連携や市とＮ

ＰＯ法人の連携を強化します。 

○ＮＰＯ法人の設立と育成に努め、ＮＰＯ法人の運営や活動を継続的に支援する

とともに、市の各種事業への参画や事業委託への参入を促進します。 
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基本方針 23 伊達市社会福祉協議会に対する支援 

現在の社会福祉協議会の活動は、社会福祉活動への住民参加を推進するための事

業や住民参加による社会福祉を目的とする事業の実施が中心となっており、社会福

祉法の改正においては、地域福祉を推進する中心的な担い手として、社会福祉協議

会の役割が明確に位置づけられるとともに、社会福祉協議会の公共的な立場から、

権利擁護や苦情解決などの事業に取り組むこととされています。 

今後とも、その公共性を活かし行政とのパートナーシップを押し進めながら、新

しい課題にどのように応えていくのか、その役割への期待はますます大きくなると

思われます。 

一方、ボランティアセンターに持ち込まれる個別ニーズへの対応や、生活福祉資

金などの貸付け相談においては、行政サービスでは解決しきれない課題が多く持ち

込まれており、個別相談機能の充実強化が求められます。 

障がい福祉の分野でも、社会福祉協議会ならではの相談機能・解決機能とは何か、

また、行政が行うものとの役割分担についての整理が課題となります。その際に、

コミュニティワークとしての相談機能を明確にしていくことが必要であり、これか

らの社会福祉協議会にとって必要な人材育成の課題とも結びつくと考えられます。 

また、ＮＰＯ法人は積極的に新しいことを引き受けますという組織であり、障が

い者団体も行政に任せず、自分たちがやるという自立型の団体に変わり始めており、

地域のさまざまな団体の性格が変わり始めていることを社会福祉協議会としてきち

んと把握している必要がありますし、社会福祉協議会でなくてはできないような、

地域ニーズを掘り起こしながら支援していく、どこもやれていない先駆的な事業を

担っていく必要があります。 

地域福祉の中核となる伊達市社会福祉協議会の役割と活動内容について、市民に

対し周知を図るとともに、伊達市各総合支所と伊達市社会福祉協議会各支所が連携

して、地域の福祉向上に取り組む体制づくりを進めます。 

 

～地域の役割～ 

○市民や地域の自治組織、市内の各種団体、各事業所などは、地域の福祉向上に

向けて、伊達市社会福祉協議会の役割と活動内容について学習します。 

○地区社会福祉協議会、福祉会などの地域福祉団体は、伊達市社会福祉協議会を

中心とした横断的な連携を図ります。 

○民生委員児童委員は、その活動を通じて、伊達市社会福祉協議会の活動内容に

ついて地域の住民に対する周知を図るとともに、その役割について認識が深ま

るように努めます。 
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～市の役割～ 

○伊達市社会福祉協議会と協働で地域課題を早期に発見し、各団体の専門性を生

かした活動により支援を行うなど、協働して地域の活性化を図ります。 

○地域住民や伊達市社会福祉協議会との意見交換を通じて、利用者主体の福祉サ

ービスが受けられるように、市と伊達市社会福祉協議会間の情報の共有化と連

携の強化を図ります。 

○市民や地域福祉に関わる様々な団体、事業所などに対して、伊達市社会福祉協

議会に関する情報を積極的に提供します。 

○公共性を活かし市とのパートナーシップにより執行する業務で、伊達市社会福

祉協議会が唯一受託者となる業務について、長期契約による業務委託を推進し

ます。 

○伊達市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例及び社会福祉法人伊達

市社会福祉協議会に対する補助金交付要綱に基づき、伊達市社会福祉協議会に

地域福祉活動専門員を設置するため、その事業費の一部を助成します。 

○条例及び要綱に基づき、行政サービスを補完する伊達市社会福祉協議会の安定

した組織運営のため、その人件費の一部を助成します。 

○条例及び要綱に基づき、地域福祉団体による活動を推進するため、その事業費

の一部を助成します。 
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基本方針２4 市民の声を求める広聴の推進 

市政推進に役立てるため、市民の声を求める広聴活動を推進します。 

「地域審議会」は、地域住民の意見を反映しながら、新市の均衡ある発展を図る

ため、市長に意見を述べる市の附機関です。 

「ふれあい懇談会」は、市民と行政が一体となった協働によるまちづくりを積極

的に推進するために、市民の皆さんから寄せられた意見や提案などを今後の市政に

反映させ、市民参画の推進を図っていく目的で、市長が出席する懇談会として市が

開催します。 

「市民対話集会」は、市民との対話を目的に、地域自治組織、市内の各種団体な

どが主催し、市長及び各総合支所長の出席を要請します。 

開かれた市政・市民協働のまちづくりを推進するため、市民の皆さんが市長に対

して提言できる制度として、「市長への手紙」を受け付けします。 

「パブリック・コメント制度(意見公募手続き)」を実施のうえ、市の施策などに

関する計画及び条例などを策定します。 

 

～地域の役割～ 

○地域審議会は、新市建設計画の実施などを、市民の立場・地域の立場で検証し、

市民参加（協働）による伊達市のあるべき姿を議論します。 

○まちづくりに関する提言、要望などを市の行政運営に反映させるため、ふれあ

い懇談会に積極的に参加して、市民の福祉行政に対する意見などを発言します。 

○地域自治組織、市内の各種団体などは、市長をはじめとする市の執行部と市民

との対話を図る機会として、市民対話集会の開催を主催します。 

○地域自治組織の住民、各種団体の加入者などは、市民対話集会に積極的に参加

して、それぞれの地域に応じた意見、それぞれの活動から生じた意見などを発

言します。 

○気軽に市への提言、要望、問い合わせなどについて、ホームページ書き込み、

メール、用紙により「市長への手紙」を投稿します。 

○内容が公表された市の施策などに関する計画及び条例などの案に対して、市民

の観点から意見を述べます。 
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～市の役割～ 

○市民からの意見に真摯に対応し、行政と住民が一体となって伊達市の福祉向上

に努めます。 

○市政広聴活動の一環として、市政に対する提案や意見等を市民から直接聴取し、

今後の市政推進に役立てるため、ふれあい懇談会及び市民対話集会に、市長を

はじめとする市の執行部が出席します。 

○ふれあい懇談会の開催対象地区は、小学校区又は行政区など地域の人口及び面

積などを考慮して定めます。 

○ふれあい懇談会の開催の日時、場所などについては、市民の参集の利便に配慮

して選定します。 

○ふれあい懇談会には、市長、副市長、教育長、総務部長、総合支所長その他関

係部課長が出席し、必要に応じ関係職員も出席します。 

○市民対話集会の開催においては、開催を希望する地域自治組織、市内の各種団

体などに対して、その申込方法などについてていねいに説明します。 

○地域自治組織又は市内の特定の地域で活動する団体などが市民対話集会の開

催を希望するときは、当該地域を所管する総合支所長も出席し、必要に応じ関

係職員も出席します。 

○「市長への手紙」の投稿のため、伊達市ホームページに書き込みフォームを設

定します。 

○「市長への手紙」の投稿の用紙は、市政だよりお知らせ版に年４回折り込むほ

か、各総合支所、各中央公民館、鉄道の各駅などに備え付けます。 

○「市長への手紙」の投稿に対する回答は、伊達市ホームページ掲載し、公正な

情報の公開を推進します。 

○「パブリック・コメント制度」により市民から寄せられた意見に対して、十分

考慮したうえで最終的な意思決定を行い、寄せられた意見とそれに対する市の

考え方を公表します。 


