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位
置
づ
け

福祉課

（５）

総合福祉
フェスタへ
の参加推進

総合福祉フェスタへの
住民の参加を促進し、
本市の福祉に関する事
業紹介や各種イベント
を通じて、住民の福祉
への理解と周知を図り
ます。

目標指標

基本方針 1 住民みんなで共に助け合い、支え合う地域づくりの充実　～住民の福祉意識の高揚～

前回評価

施策分野 （１）

事業の方向性 今後の課題

（１） Ａ

公益活動への参加をしている人の割合 H26年度数値 36.50% 目標数値 50% R1年度数値 新目標値

Ａ 改善

令和２年度はサンアートの改修工事が行
われるため、総合福祉フェスタの開催は
見合わせ。その後の開催については、内
容等検討が必要。

・地域社会の変化により、相談内容や対
応が多様化している。
民生児童委員のなり手が不足している。
・障がい者相談支援事業の業務増加が著
しく、充実が必要。

地域福祉に対する意識の醸成

地域福祉を推進していくためには、地域のつながりを強めていくことが重要です。
そのためにも、住民一人ひとりが、地域福祉に対する意識を高め、住民が互いに思いやり、支え合うことのできる地域社会を形成していくととも
に、住民の福祉に関する理解を深め、自らが地域の一員として、地域福祉の担い手であることを自覚してもらうことが必要です。
そこで、地域福祉に関するさまざまな学習の機会を提供するとともに、ボランティアに対する意識啓発に努め、住民の福祉意識のさらなる醸成を
図っていきます。

・令和２年度～３年度にかけてサンアー
トが改修工事に入り、人権啓発映写会を
人権の単独事業として継続していく必要
があるので、令和２年度以降の会場や開
催方法について再検討する必要がある。

現状維持

Ａ 現状維持

少子高齢化の進展や国
際化など社会経済情勢
の変化により、地域社
会は大きく変化してい
る中で、みよし市男女
共同参画推進条例に基
づき住民向けの男女共
同参画講演会やセミ
ナーなどを開催し、男
女が、対等なパート
ナーとして互いにその
人権を尊重しつつ責任
を分かち合える男女共
同参画社会の一層の推
進をはかります。

令和元年度に行った事業

住民の更なる男女共同参画に対する意識
向上を図ることが必要となっている。

Ｂ 現状維持

地域福祉に
関する学習
機会の提供

地域福祉に関する研修
会、講習会、講座など
を開催して、住民の参
加を促進します。

福祉課

人権尊重意
識の啓発活
動の推進

住民一人ひとりが人権
を尊び、差別や偏見の
ない明るい地域社会を
実現させるために、地
域イベントや人権週間
などにおける該当Ｐ
Ｒ、小・中学校の人権
教育と連携したＰＲ活
動の一層の推進を図り
ます。市民課

ボランティ
アに対する
意識啓発

R1.9.14（土） サンアートにおいて総合福祉フェスタを開催しまし
た。
【第１部】　社会福祉大会
【第２部】　総合福祉フェスタ
【第３部】　ふれあいコンサート

総来場者数　4,000人

各種団体の参加のもと、保健・医療・福祉・生きがい事業を一体化し
た総合福祉の充実と市民の意識の高揚を図ることができました。

Ａ 現状維持

○社協だより
　住民が主体となった地域で支え合う活動を紹介。
○ボランティア養成講座
　生活支援サポーター養成講座（地域でづくりの担い手
　養成講座）を実施
○具体的な取組
・社協だより(年６回)
・ホームページ(随時)
・ボランティア通信(年４回)
・ボランティア登録(８８団体、３，２６５人)
・ボランティアコーディネート件数(年２８３件)
・ボランティア講座(年２講座、３４人)

（４）

社会福祉協
議会

ボランティアを身近に
感じてもらうととも
に、ボランティア活動
への理解と参加意識を
高めるため、広報や
ホームページなどでＰ
Ｒを行うとともに、ボ
ランティアスクールや
研修会などの各種講座
を開催し、住民の参加
を促進します。

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価

新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮
したボランティア活動の進め方

（３）

地域におけ
る男女共同
参画社会の
推進

・３年に１回の民生児童委員の一斉改正を行いました。
民生児童委員協議会の運営委員会、全員協議会及び３部会の運営事
務、研修の企画・実施を行いました。

・福祉課、障がい者相談支援事業所等による聴き取り調査を行い、障
がい者（児）及びその家族のニーズに応じた障がい福祉サービスの利
用につなげました。

・障がい者相談支援事業所の相談支援専門員が、障がい者団体からの
依頼を受け、研修会の講師を務めました（２回/年）。

・総合福祉フェスタ（文化センターサンアート内１回）と大型ショッ
ピングセンター（２回）において、街頭啓発を開催
・総合福祉フェスタにおいて、人権啓発映写会を開催
・小学校（４校）及び保育園（４園）において、人権移動教室を開催
・中学校（２校）において、人権教育講演会を開催

・「みよし男女共同参画プランパートナー2019-2023」を発行。
・専門相談員による女性の悩みごと電話相談窓口を設置。
　（毎週月曜日12：00～16：00）
・みよし男女共同参画事業「市民のつどい」を開催。
・男女共同参画川柳の募集。
・男女共同参画ステップアップセミナーの開催。
・男女共同参画交流ネット登録団体(令和元年度登録団体：4団体）に
対し、年3回の情報交換会を実施。また、登録団体が主催する自主講
座に対する支援を実施しました。
・市内の東海学園大学の大学生を対象とした男女共同参画啓発事業を
実施し、性別にかかわりなく、誰もが活躍できる男女共同参画社会の
実現に向けた啓発を行いました。

協働推進課

（２）



新型コロナウイルス感染症拡大防止のために多く
の行事が中止となった。今後は新しい生活様式に
応じた活動計画が必要。

子育て支援課

○いきいきクラブみよし連合会
　「福祉部会」が始動
○ボランティア連絡協議会
　「地域支援部会」立ち上げ準備
○基本方針４（２）
　みよしの福祉を考える仕組みのひとつ。
　任意の福祉団体の活動を社会福祉協議会が後方支援。
○具体的な取組
・いきいきクラブみよし連合会
　生活支援体制整備事業「おおつかみ勉強会」
　　７月１１日　１３４名参加
　人生会議ＡＣＰ
　　２月１９日　１３５名参加
・みよし市ボランティア連絡協議会
　　通いの場の推進を検討(年２回)

Ａ 現状維持
地区子ども会（19団体）及び地区子育てクラブ（17団体）に対して補助金
を交付し、地域や家庭において児童の健全な育成と児童福祉の向上を図り
ました。

児童が自主性、社会性を持っ
て健全に育つことができるよ
うに、子育てクラブや子ども
会に対して活動費補助などの
支援を行い、組織の発足、拡
充を図ります。

・いきいきクラブみよし連合会
　「福祉部会」の継続的な取組
・ボランティア連絡協議会「地
　域支援部会」の継続的な取組

Ａ 改善

（６）

子ども会など
による児童福
祉活動の推進

社会福祉協議
会

（７）

福祉に関する
研修会・講習
会の充実

全ての住民の福祉に対する関
心を高めるために、福祉につ
いて考える講習会を開催しま
す。また、福祉分野において
住民が実生活に役立つ知識を
身につけるための研修会を行
い、内容の充実を図ります。

（５）

家庭における
福祉教育の推
進

家庭において、幼児期から青
少年にかけてそれぞれの時期
に応じた充実した福祉教育が
なされるよう、子育てに関す
る講座を開き、ネットワーク
の形成を促進します。
また、家庭教育学級や講演会
を開催し、家庭における教育
力の向上を図ります。

Ａ 現状維持

・親子ふれあい遊びを通して親子の関係を築き、親子で楽しむ機会を提供
する育メン広場を５回開催しました。
・親子で楽しい時間を共有し、ふれあう遊び体験をして、子育て意識の高
揚を図るための育児講座を２６回開催しました。
・子どもが元気に育つための健康講座を１７回開催しました。
・親子で簡単な手作り玩具や遊べるものを作って楽しむこうさく広場を１
１回開催しました。
・子育てサークル学習会を２回開催しました。

（２）

学校と地域の
連携による体
験活動の推進

（４）

子どもと高齢
者、障がい者
とのふれあい
機会の提供

世代間のコミュニケーション
を深め、地域社会の連帯感を
形成するために、幼児と祖父
母や障がいのある人との体験
交流を進めます。
また、中高生が乳幼児とふれ
あう体験学習、保育ボラン
ティアの受け入れなど、地域
の実態に応じたふれあい機会
の提供を推進します。

（３）

子どもの自主
的なボラン
ティア活動の
促進

ボランティア活動への参加を
通して、互いに助け合う精神
や他人を尊重し、思いやる心
を育むために、学校、地域、
関係機関が連携して、子ども
がボランティア活動に参加し
やすい環境づくりを進めま
す。

Ａ 現状維持

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

現状維持

・三好丘中学校区の取組を参考にして、学校や地
域の状況に応じて人権教育に取り組んでいく必要
がある。
・新型コロナウイルス感染状況により、集会や講
座を開催できないこともあるため、別の方法も考
える必要がある。

学校教育課

（１）

・地域住民及び学生ボランティアを活用し、小中学校の授業・部活動の補
助、学校行事における補助や個別支援を行った。
・近隣の大学（愛知教育大学、東海学園大学）を訪問し、学校支援ボラン
ティアの趣旨説明をするなど、登録者拡大への呼びかけを行った。

Ａ 現状維持

施策分野 （２）学校・家庭・地域における福祉教育の推進

令和元年度に行った事業

・１２月の人権週間中に、人権をテーマにした道徳の授業や外部講師を招
いての出前授業や人権集会を開催した。
・市内小学校５年生が認知症サポーター養成講座を受講した。
・三好丘中学校区で取り組んでいる人権教育総合推進地域事業の取組を校
区や市内に広めるため、人権教育啓発用リーフレットを作成・配付した。

家庭に閉じこもってなかなか外に出れずにいる親
子のフォローが必要。

子育て支援課

Ａ

学校教育課
子育て支援課
社会福祉協議
会

学校における
福祉教育の充
実

福祉について正しい知識が得
られるよう、人権教育、性教
育、道徳教育などさまざまな
視点から、子どもたちの実態
に合った福祉教育を行いま
す。実施に当たっては、指導
内容や指導方法を工夫し、体
験学習も取り入れ、充実を
図っていきます。

【学校教育課】
・市内の各小学校において三世代交流活動の実施した。
・南部小学校及び南中学校において県立三好特別支援学校との交流事業を
実施した。
・市内保育園において中学生の職場体験を実施した。
・市内の各小中学校において総合的な学習の時間において高齢者、障がい
者とのふれあいや介護体験活動を実施した。

【子育て支援課】
・地域の高齢者を運動会やお遊戯会へ招待したり、ひなまつり会のおこし
ものを一緒に作ったりし、保育園児と交流しました。
・中高生の保育体験の受入れをしました。

「学校支援ボランティア制
度」を活用し、学校のさまざ
まな体験活動に、地域住民が
ボランティアとして参加する
機会をつくることにより、学
校と地域の連帯による福祉教
育の促進を図ります。また、
近隣の大学にも呼びかけ学生
ボランティア事業を行いま
す。

Ａ 現状維持

【学校教育課】
・各校で福祉実践教室や施設との交流会を実施した。
・ユニセフをはじめ、各種団体が実施する募金及びリサイクル活動へ参加
するなど、福祉に関わるボランティア活動を実施した。
・各校であいさつ運動を実施した。

【子育て支援課】
みよし市ジュニアリーダークラブ、みよし市子ども会育成連絡協議会に活
動費の一部を補助することにより、青少年の健全育成のためのリーダー養
成及び健全育成の推進を図りました。

【社会福祉協議会】
○福祉教育
　児童・生徒の福祉学習がより効果的に行われるよう、学
　校における福祉実践教室活動プログラムなどを通じ後方
　支援を実施
○活動費の助成
・小学校　　　８校　320,000円/40,000円
・中学校　　　４校　200,000円/50,000円
・高等学校　　１校　　50,000円/50,000円
○福祉実践教室
　年7回、延べ830名の参加

・ボランティアの活動も各大学に浸透しつつあ
る。活動に参加した学生が、市内小中学校で教員
として勤務するようになったり、養護教諭を目指
す学生が毎年三好中で活動を行うようになったり
など、つながりも生まれてきており、継続してい
きたい。
・新型コロナウイルス感染状況により、受け入れ
ができない場合も出てくる。また、今年度は学習
指導員制度を導入したため、ボランティアに参加
するはずの学生等が、指導員として勤務する形に
なる。次年度に向けて、どのような体制で学生等
を受け入れるのか、明確にする必要がある。

学校教育課

【学校教育課】
・福祉実践教室や施設との交流会は、貴重な出会
いの場となっている。みよし市内の様々な団体と
関わることで、ボランティア精神や人を思いやる
心を育てることができるため、継続したい。
・新型コロナウイルス感染状況によっては、直接
関わることが難しい場合が考えられる。現段階で
も交流を中止せざるを得ない状況であり、障がい
を抱えた方との接し方は特に気を付けないといけ
ない。今後の交流の仕方を検討する必要がある。

【子育て支援課】
ジュニアリーダーの会員数が近年は横ばい傾向に
ある。子ども会行事等へのサポートなど、活動を
活性化させるために会員数の増加が必要。

【社会福祉協議会】
・福祉実践教室は、各学校での
　取り組みに差がある。
・学校に加え、地域での福祉に
　ついて学びを深める場が必要。

【学校教育課】
・地域の協力により、子どもたちにとって有意義
な活動を行うことができている。今後も取組が形
骸化しないように、各校の取組を参考にしなが
ら、学校や地域の状況に応じて、工夫を加えなが
ら取り組んでいきたい。
・新型コロナウイルス感染状況により、交流活動
を中止せざるを得ない状況もでてきているため、
実施方法を考える必要がある。

【子育て支援課】
園児の祖父母だけでなく、地域の高齢者との交流
機会の増加が必要。

学校教育課
子育て支援課

基本方針 1 住民みんなで共に助け合い、支え合う地域づくりの充実　～住民の福祉意識の高揚～

前回評価

位
置
づ
け

地域福祉を推進するためには、子どものころから福祉教育を行い、福祉への理解を深め、相手の立場を尊重し、互いに思いやる心を育んでいくことが必要で
す。
そこで、多様性を認め合いながらも共に生きる意識を育み、思いやりや助け合い、支え合いの心が育まれるよう、学校における福祉教育のほか、地域の中
で、誰もが、さまざまな場・機会を通じて、福祉について学び、ともに育む地域づくりを推進します。

R1年度数値 新目標値目標指標 公益活動への参加をしている人の割合 H26年度数値 36.50% 目標数値 50%



教育行政課（資料
館）
学校教育課
産業課（緑と花の
センター）
健康推進課
生涯学習推進課

（７）

既存施設な
どの活用に
よる交流の
場の提供

住民同士がいつでも気軽に集
うことができるように、公民
館や学校の施設などの既存ン
お公共施設を支障のない範囲
で住民に開放し、交流の場と
して提供します、施設の開放
にあたっては、居住場所に関
わらず住民の誰もが利用でき
るようにします。

地域に密着した「明知下ふるさとふれあい広場」は、明知下行政区を指定管
理者として契約し、地域の実情に即した利活用が行える環境を整備しまし
た。

位
置
づ
け

住民みんなで共に助け合い、支え合う地域づくりの充実　～住民の福祉意識の高揚～

前回評価 目標指標

（４）

子育てを通
じた交流活
動の推進

市内５か所に子育て支援セン
ターを設置し、子育て中の親
が自由に集まり、交流できる
場を提供し、子育てに関係す
る機関や関係者が連携して子
育ての支援を行います。ま
た、子育て支援センターを中
心として開催している親子教
室や育児講座については、参
加しやすいよう事業内容の検
討を図ります。

Ａ

講座の受講者数を増やし、学習に参加し
ている人々の交流を促す。

生涯学習推
進課

（３）

地域におけ
る自主的な
福祉学習の
促進

福祉に関する講習会・研修会
などの参加者が、そこで得た
知識や経験を生かして地域で
自主的な学習会をかいさいす
ることができるよう、ボラン
ティアの紹介や学習機会の提
供などを行います。また、市
立図書館などに障がい者関連
資料・ビデオなどを提供し、
自主的な福祉学習を支援しま
す。
ボランティアセンターの機能
強化を行い、自主的活動が推
進されるよう支援します。

Ａ 現状維持

・新型コロナウイルス感染拡
　大防止に配慮したボランテ
　ィア活動の進め方
・自主的にボランティア活動
　を希望される人への対応
　(受入先の発掘)

（８）
フェンスや樹木管理等、施設の維持管理
について、公の施設としての適切な管理
が必要である。

協働推進課

ふるさとふ
れあい広場
の指定管理
者制度導入

ふるさとふれあい広場を指定
管理者制度により、地元行政
区に管理を委託し、住民に
とってより使いやすい施設と
なるよう充実を図ります。

Ａ 現状維持

（５）

青少年や若
年層の地域
活動への参
加促進

子ども会やジュニアくらぶ、
青少年育成団体などの地域活
動を支援し、子どもや青少年
の社会参加を促進します。

Ａ 現状維持

ジュニアリーダーの会員数が近年は横ば
い傾向にある。子ども会行事等へのサ
ポートなど、活動を活性化させるために
会員数の増加が必要。子育て支援

課

（６）

高齢者の交
流の機会の
提供

市内の高齢者が自立した生活
ができるように交流や介護予
防の事業を行います。

Ａ 現状維持

現状維持

０、１、２歳児の入園が増加したことに
より、親子ルームの参加率が低くなって
きている。
令和２年度からわくわくルーム、ぴよ
ちゃんルームの開催園を減らし、支援セ
ンターのみで行うようにしたため、利用
者の意見を参考にしながら、質の向上に
努めることが必要。子育て支援

課

生涯学習活
動を通じた
仲間づくり
の促進

生涯学習活動を通して、住民
同士が交流し、人の輪が育つ
よう、同じ内容を学習してい
る人はもちろん、講座の枠を
超え、学習に参加している
人々の交流を促す場づくりに
努めます。

Ｂ 現状維持

地域とのつながりをつくり、高齢者が気軽に立ち寄れる場所を「ふれあいの
居場所＝いいじゃんサロン」と言い、地域の元気な高齢者が運営に参加して
いるケースも多く、居場所を訪れる高齢者の孤立防止や介護予防につながる
ことはもとより、高齢者の社会貢献活動の推進や生きがいづくりに繋がっ
た。

青少年の非行防止と健全育成を図る各種活動を行うため、地区の青少年健全
育成推進団体、中学生を対象としたジュニアクラブなどに補助を行い、家
庭、学校、地域が一体となった青少年の健全育成を推進しました。

・市内５地区（子育て総合支援センター内、莇生保育園内、打越保育園内、
みどり保育園内、黒笹保育園内）にみよし市地域子育て支援センターを設置
しました。
・子育て総合支援センター内、カリヨンハウス内に子育てふれあい広場を設
置しました。
・わくわくルーム、ぴよちゃんルームを１０保育園で毎月１回、あかちゃん
ルームを各地域子育て支援センターで月１回開催しました。
・ベビービクスや人形劇等などの育児講座を各地域子育て支援センターで２
６回開催しました。
・情報誌すこやかを年６回、わくわくガイドマップを年１回発行しました。

個々で活動しているいいじゃんサロンを
市として「通いの場」として位置付ける
必要がある。

長寿介護課

令和元年度に行った事業

（１）

世代や障が
いの有無を
超えた交流
機会の充実

ノーマライゼーションの理念
に基づき、高齢者や障がいの
ある人、ボランティアなどが
一堂に会して、交流を深める
ことを目的としたイベント
「ふれあいバード」を開催し
ます。

Ａ

社会福祉協
議会

50% R1年度数値

・生涯学習センターを拠点に、「公開講座」「生活創造講座」「国際理解講
座」「情報･通信講座」など、生涯学習講座202講座を開催。講座開催回数
849回、2,334人が受講。
・生涯学習情報誌を年間３回作成。（７月、11月、３月）
・生涯学習活動登録団体を募集し、64団体が登録。
・令和2年2月19日（水）～3月1日（日）図書館学習交流プラザサンライブに
て、生涯学習発表会を開催し30団体が出展。作品展示は116点、3,815人が来
場した。芸能発表は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

○ボランティアの活動紹介や学習機会の提供
　参考資料として、クローバーを作成し、各小中学校や
　公共施設等に配布
　共同募金の配分金事業にて、地域交流を促す資材とし
　てポップコーン、綿菓子機かき氷器等の貸出を実施
　(年１８９件)

新目標値

基本方針 1

施策分野 （３）地域住民の交流活動の促進

地域において、世代間交流を通じた活動が行われるなど、良い気活動への関心は高まっている一方で、近所づきあいの希薄化など、地域間交流が少なくなるなど
の地域課題が出てきており、人と人とのつながらいが持てる新しいコミュニケーションづくりが必要となっています。
人と人、地域でのつながりを強めるため、世代や障がいの有無を超えた交流機会を設けるとともに、同じ目的や立場の人が集い、話し合うことのできる場と機会
を提供することで、地域住民の交流を促進します。

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

現状維持
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮
したイベントの進め方

社会福祉協
議会

（２）

公益活動への参加をしている人の割合 H26年度数値 36.50% 目標数値

○障がい者交流事業「ふれあいバード」
・実行委員会を設け、同じ目的を必要とする人が集い協
　議を重ね開催することができた。
・交流会　６月２３日　１９０名参加
　作品展示、障がいのある人の活動発表、体験コーナー
・作品展　７月１日から７月３１日
　イオン三好店に、１０８点展示

【教育行政課】
・交流のスペース

【学校教育課】
・令和元年度は、新型コロナウイルス感
染防止のため、一時的に学校施設の開放
は中止とした。市民が安心して利用でき
るようにするために、感染拡大状況に
よっては今後も同様の措置をとる必要が
ある。

【産業課（緑と花のセンター）】
・貸し施設の周知、利用者数の向上など
・産業フェスタとふれあいフェスタの統
合を検討中

【生涯学習推進課】
利用人数が増えるよう市民への周知を行
う。

【教育行政課（資料館）】
・資料館展示事業：企画展３回、特別展１回を実施
・石川家住宅管理事業：夏まつりや町なかアートギャラリー、歴史体感講座
を開催

【学校教育課】
・学校施設の地域開放を実施した。
【実績】
・小学校（運動場・体育館）　利用者数　延べ 79,404人
・中学校（運動場・体育館・武道場）　利用者数　延べ 2,952人

【産業課（緑と花のセンター）】
・緑と花のセンター管理運営事業
　緑と花のセンター管理棟及び屋外管理地景観の保全
　貸し施設の適正な管理
・産業フェスタみよし実行委員会補助事業
　産業フェスタみよし2019を11月に開催
・さんさんの郷イベント実行委員会補助事業
　ふれあいフェスタ2019を9月開催
　野菜づくり講習会を年3回（4月、9月、2月）開催

【健康推進課】
平成２８年度まで０歳から３歳までの児と保護者同士の交流を目的に親子交
流支援事業を年12回開催していたが、平成２９年度に子育て総合支援セン
ターが開所したことにより事業を廃止した。→廃止・休止

【生涯学習推進課】
・図書館学習交流プラザサンライブのロビーを、住民同士の交流として提供
している。
・生涯学習センターは、一般の利用者や生涯学習センタークラブ登録団体な
どが年間を通して利用。生涯学習センター一般貸出の利用人数は54,875人。

現状維持

現状維持

現状維持

廃止・休止

現状維持

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ



現状維持
SNSを活用するなど、現状に合わせた意見
聴取方法の検討が必要。

福祉課

（７）

住民の発想
を取り入れ
た地域福祉
の推進

住民が主体となって地
域福祉活動を進めるこ
とができるよう、ホー
ムページや提言箱など
により地域福祉活動に
関する意見を聞き、住
民の発送を取り入れた
地域福祉の推進に努め
ます。

Ａ
市ホームページや提言箱などにより、地域福祉に関する提言を随時受
け付けました。

避難行動要支援者名簿を活用し、より多
くの個別支援計画を作成するためには、
自主防災会との今後より一層の連携が必
要。

福祉課

（６）

助け合いの
場や組織に
関する情報
提供の充実

行政区、老人クラブ、
子ども会などの地域組
織や、障がい者団体、
子育てに関するサーク
ル、ボランティア団体
など各種団体について
の情報を広報誌やホー
ムページなどを通して
積極的に提供し、地域
における助け合い活動
が活発になるよう支援
します。
また、子ども会の連絡
会議を設置し情報交換
を図るなどの取組を推
進します。

Ａ 現状維持

【子育て支援課】
ジュニアリーダーの会員数が近年は横ば
い傾向にある。子ども会行事等へのサ
ポートなど、活動を活性化させるために
会員数の増加が必要。

【社会福祉協議会】
・活動資金の継続的確保
・民間助成金の活用
・自主運営の継続

子育て支援
課
社会福祉協
議会

（５）

地域で困っ
ている人の
情報把握及
び地域住民
への周知

民生委員・児童委員に
よる調査活動を通し
て、ひとり暮らしや寝
たきりの高齢者など援
護を必要とする人の状
況などを常に把握し、
本人の同意が得られる
情報については周辺の
住民に周知し協力を依
頼するなど、地域での
助け合い・支え合いの
体制づくりを促進しま
す。

Ａ 現状維持

地域において災害時に自ら避難をすることが困難な避難行動要支援者
を把握し、必要に応じて市に避難行動要支援者登録を行いました。
あわせて、市から提供された避難行動要支援者名簿情報を自主防災会
と共有し、自主防災会に協力して名簿情報提供者の個別計画の作成を
行うなど、災害時において地域で支え合う体制づくりに努めていただ
いています。

【子育て支援課】
子ども会が地域でボランティア活動に取り組めるよう、子ども会指導
者会議など情報交換できる機会を設け、子ども会活動をサポートする
ジュニアリーダークラブでは、中高生がボランティア活動に取り組め
るよう支援しました。

【社会福祉協議会】
○福祉団体の情報提供及び活動支援
・いきいきクラブみよし連合会、みよし市身体障がい者福祉協議会、
手をつなぐ親の会の活動の後方支援を実施

（４）

ひとり暮ら
し高齢者な
どへの声掛
け、見守り
活動の促進

ひとりで生活している
高齢者や障がいのある
人が地域で孤立しない
ように、民生委員・児
童員、ボランティアな
どによる安否確認や、
近隣の住民による定期
的な声掛け、見守り活
動を促進します。

登録会員や加盟店等が増えるよう、周
知・啓発活動が必要。

福祉課

（３）

地域ぐるみ
での子育て
支援を支え
る環境づく
り

地域ぐるみで子育てを
支える環境づくりを進
めるため、　子育てに
関する知識を提供する
セミナーや子育てサー
クルリーダーを育てる
研修会などを開催し、
地域の子育て力の向上
を図ります。

Ａ 現状維持

サークル登録者数が少なくなり、存続で
きなくなりそうなグループが出てきてい
る。
サークルとして成り立つための支援が必
要。

Ａ 現状維持

【福祉課】
避難行動要支援者名簿を活用し、より多
くの個別支援計画を作成するためには、
自主防災会との今後より一層の連携が必
要。

【長寿介護課】
ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯の増加
に伴って、相談ケースも増加することが
予想されるが、それに対応できる人材の
確保や制度の整備が必要と思われる。福祉課

長寿介護課

【福祉課】
民生児童委員がその活動の一環として、ひとり暮らし高齢者などへ普
段から声かけなどを行い、安否確認を行うようにしていただきまし
た。
あわせて、市から提供された避難行動要支援者名簿を活用し、自主防
災会に協力して名簿情報提供者の個別支援計画の作成を行うなど、災
害時において地域で支え合う体制づくりに努めています。

【長寿介護課】
・地域包括支援センターが、65歳以上高齢者の実態把握をはじめ、地
域に住む高齢者及びその家族に関する様々な相談に応じ、適切な機
関、制度、サービスにつなぎ、連絡調整等の便宜を提供しました。
（R1年度実績　実態把握件数　844件、相談件数　5,372件）
・地域支え合い体制づくり事業として、認知症により行方不明のおそ
れのある高齢者の行動を想定し、莇生行政区で「捜索模擬訓練」を実
施しました。（R1年度実績　参加者　延36人）

（１）

各地域にお
ける活動の
支援

行政区や地区コミュニ
ティ推進協議会が実施
する事業を運営してい
くための支援を行い、
また、住みよい地域を
つくることを目的に、
地域が抱える問題に対
し、行政区及び地区コ
ミュニティ推進協議会
と市民活動団体及び市
の協働により問題解決
に取り組み、さらなる
支援をしていきます。

Ａ

子育て支援
課

・にこにこ広場を地域の児童館で４０回開催しました。
・あおぞら広場を地域の公園で３２回開催しました。
・わくわくルーム、ぴよちゃんルームを１０保育園で毎月１回、あか
ちゃんルームを各地域子育て支援センターで月１回開催しました。
・ベビービクスや人形劇等などの育児講座を各地域子育て支援セン
ターで２６回開催しました。
・情報誌すこやかを年２回、わくわくガイドマップを年１回発行しま
した。
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主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

改善
協働によるまちづくりを推進するため、
市民活動団体への活動支援の充実を図る
必要がある。

協働推進課

（２）

助け合いチ
ケット事業
の継続実施

地域社会を活性化さ
せ、ボランティアが循
環し、お互いにおのず
と助け合い、支え合い
ながら誰もが安心して
暮らせる地域社会にす
るために、地域通貨と
してのみよし市助け合
いチケット事業を継続
的に実施していきま
す。

Ａ 現状維持

H26年度数値 36.50% 目標数値 50% R1年度数値

位
置
づ
け

新目標値

令和元年度に行った事業

・行政区活動に対する支援を行いました。
　①行政区一括交付金の交付
　②行政区等運営費補助金及び地区公共施設修繕事業補助金の交付
　③地域振興に対する支援
・地区コミュニティ推進協議会の活動に対する支援を行いました。
　①各地区コミュニティ活動推進事業と自主防災組織育成事業を
　　一括交付金として交付
　②会議や研修会等の開催
・地域課題の解決に向けた支援を行うため、がんばる地域応援補助金
を交付し、行政区、ＮＰＯ法人、並びに市民活動団体の活動を支援し
ました。

お金という価値尺度では表せない「力」「知恵」「時間」「モノ」な
どを持ち寄り交換することによって、近隣が助け合い、信頼関係のあ
る豊かな地域コミュニティをつくる事を目的として活動している「三
好助け合いチケットじゃんじゃん」を補助金を交付することにより支
援しました。

三好助け合いチケットじゃんじゃん
・登録会員　65人
・加盟店　　７店舗
・加盟施設 ６箇所
・サービス提供活動回数　325回
・チケット流通数　368,600Jａｎ

地域の実情に合ったきめ細かな福祉のまちづくりを実現するためには、地域のことを一番理解している地域の住民がそれぞれの役割を果た
し、力を合わせて地域の課題を解決していくことが必要です。
そこで、各地域における地域組織などに住民が積極的に参加し、活動がより活発なものとなる仕組みづくりに対し支援していきます。また、
地域福祉活動に関する住民の意見を取り入れ、地域での支え合い活動を促進します。

施策分野 （４）地域における支え合い活動の促進

基本方針 1 住民みんなで共に助け合い、支え合う地域づくりの充実　～住民の福祉意識の高揚～

前回評価 目標指標 公益活動への参加をしている人の割合



【福祉課】
SNSを活用するなど、現状に合わせた意見
聴取方法の検討が必要。

【社会福祉協議会】
・広報誌や講座等のチラシを回覧してい
るが、新型コロナウイス感染症拡大防止
のため、行政区回覧が制限されると情報
提供料が一気に軽減する
・物理的に目に留まる情報（デザイン・
カラー印刷等）

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

住民が地域福祉活動を主体的に行うこと
ができるよう、学習回答を今後も継続し
て開催する必要がある。

福祉課

（３）

福祉ボラン
ティアグ
ループなど
住民自ら
ニーズを調
査する機会
の創出

住民アンケート・ヒア
リングなど、住民ニー
ズと公的サービスの隔
たりを福祉ボランティ
アグループなど住民自
らが調査する機会をつ
くり、調査活動のため
の費用負担や調査方法
のノウハウの提供など
の支援を行います。

Ａ 現状維持

現状維持Ａ

・令和元年度は、地域福祉計画策定の基となるアンケートを実施しま
した。
・令和２年度の地域福祉計画の見直し時に、各団体の意見を聴取させ
ていただく予定です。

広報などを
活用した情
報提供の充
実

福祉に関する情報やボ
ランティア情報、地域
で行われている福祉関
連活動報告など、福祉
に関するさまざまな情
報を広報誌、ホーム
ページ等にわかりやす
く掲載し、情報提供の
充実を図ります。

新目標値

位
置
づ
け

基本方針 2 地域で安心して利用できる福祉サービスの充実　～サービスを利用しやすい体制づくり～

95% R1年度数値

利用者本位のサービスを実現するためには、利用者のニーズを的確に把握し、適切な情報を提供することが必要です。
そこで、複雑化・多様化している福祉サービスへのニーズに対応するため、住民が自ら調査する機会を設けるなど、住民と行政との協働により
ニーズの把握に努めます。
また、広報誌やホームページなどさまざまな媒体を活用するなど、福祉サービスについての情報の共有と共に、情報発信を行い、必要な支援につ
なげていきます。

施策分野 （１）ニーズの把握及び情報提供の充実

前回評価 目標指標

Ａ 現状維持

【福祉課】
市ホームページや市広報等を活用した情報提供を随時実施しました。

【社会福祉協議会】
○福祉情報の提供
　社会福祉協議会の事業紹介及び福祉団体等の機関誌発行
　の後方支援を実施
○具体的な取組
・社協だより(年６回)
・ホームページ(随時)
・ボラティア通信(年４回)
・いきいきクラブみよし連合会広報誌(年２回)
・手をつなぐ親の会広報誌(年５回)
・ボランティア連絡協議会広報誌(年４回)

福祉課

（２）

Ａ

福祉に関す
る学習機会
の提供

・民生委員の各専門部会で、福祉施設の視察研修等を行い、地域福祉
への理解を深めました。
・R2.1.25（土）、みよし市役所において障がい者自立支援協議会主
催の講演会を開催しました。
【第1部】シンポジウム「私のリカバリーストーリー」
【第2部】講演「先進諸国の精神保健をめぐる変化～リカバリーの歴
史～」
来場者数：約50名
精神障がいについて、住民の意識を深めることができました。

現状維持

福祉課
社会福祉協
議会

（１）

ホームペー
ジなどを活
用した住民
ニーズの把
握

住民のニーズに合致し
た適切なサービスを提
供できるよう、ホーム
ページ、提言箱などを
活用して住民ニーズの
把握に努めます。

住民が地域福祉活動を
主体的に行うことがで
きるように、公的福祉
サービスのもとになる
法制度や政策等の学習
会の実施を検討しま
す。

福祉課

（４）

SNSを活用するなど、現状に合わせた意見
聴取方法の検討が必要。

H26年度数値 94.40% 目標数値

令和元年度に行った事業

市ホームページや提言箱などにより、地域福祉に関する提言を随時受
け付けました。

福祉サービスが必要になった時の利用に
ついての意識の割合



（５）

専門機関と
の連携によ
る相談体制
の充実 Ａ

住民の悩みごと、心配
ごとなどの解消または
軽減を図るため、専門
家による助言や専門機
関への案内などをする
ことで、安心で豊かな
生活環境の実現に努め
ます。

現状維持

・法律相談については、近年キャンセル
待ちが毎月出ているので、この状況を打
開するために、法律相談自体の回数を増
やしたり、法律相談を補完する様な相談
事業を検討する必要がある。

・一般住民相談を休日、祝日を除く毎日開催
・人権及び行政相談を毎月10日（休日の場合は翌日）に開催
・法律相談を毎月第２金曜日（休日の場合は前日）に開催
・司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同相談を毎月第３火曜日
（休日の場合は翌日）に開催
・外国人相談（ポルトガル語）を休日、祝日を除く毎日開催
・特設人権相談を人権擁護委員の日及び人権週間に開催
・特設行政相談を行政相談週間に実施

【福祉課】
職員の資質向上は、今後も継続して行う
必要がある。

【長寿介護課】
有料老人ホームに入所している市民の実
態が不明であるため、介護相談員の活動
の場を有料老人ホームに広げる必要があ
る。

【子育て支援課】
利用者の要望が多岐にわたるため、苦情
対応をする人材の育成が課題福祉課

長寿介護課
子育て支援
課

市民課

福祉サービ
スに関する
苦情の受付 福祉サービス利用者か

らの苦情を随時受付、
適切かつ迅速に対応し
ます。

Ａ 現状維持

【福祉課】
苦情等に関しては、窓口・電話・メール等で随時受け付けし、迅速・
丁寧な対応に努めました。
あわせて、苦情を出さないよう、業務の改善及び職員の資質向上に努
めました。

【長寿介護課】
・利用者等からの苦情・相談について、市役所の窓口、電話で随時受
け、適切に対応しました。また、市内のNPO法人に委託した介護相談
員派遣事業により、介護相談員がサービス事業所に出向き、利用者、
事業所職員の相談を受け、その報告について、状況に応じて対応しま
した。
・また、悪質な内容については、愛知県と連携し監査・指導する体制
を執りました。（R1年度実績　０件）

【子育て支援課】
保育園、放課後児童クラブ、児童館の利用者からの苦情を随時受付
け、適切に対応しました。また、保育士、クラブ支援員、児童厚生員
に対し研修を実施し、資質向上と人材育成を図りました。

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

通報や相談件数が増加し、それに伴い要
対協対応事案も増加している。子ども家
庭総合支援拠点の整備等、支援体制を整
えることが必要。

子育て支援
課

（３）

女性の悩み
事相談窓口
の充実

女性の悩み事に対処で
きるように、女性の悩
み事電話相談事業を実
施します。また、相談
者の悩み事を軽減する
ために関係所管課、県
と連携を図り適切かつ
迅速に対応します。

Ａ 現状維持

（令和2年度から子育て支援課）
子育て相談窓口と相談内容や支援方法に
ついて情報共有し、適切に対応してい
く。

子育て支援
課

位
置
づ
け

基本方針 2 地域で安心して利用できる福祉サービスの充実　～サービスを利用しやすい体制づくり～

95% R1年度数値

多岐に渡る複雑な問題を抱える相談者が増えている中で、関係機関や団体などの地域活動による支援と公的なサービスとが連携したセーフティ
ネットの構築を推進し、各窓口に寄せられた相談に、関係機関との連携により迅速かつ的確に問題が解決できる体制の整備に努めます。
また、気軽に相談ができる体制づくりの充実を図り、周知に努めます。

施策分野 （２）福祉に関する相談体制の整備

前回評価 目標指標
福祉サービスが必要になった時の利用に
ついての意識の割合

（４）

（１）

福祉に関す
る相談体制
の充実

行政庁内ＬＡＮ（Local
Area Network〔ローカ
ルエリアネットワー
ク】複数のコンピュー
タを利用し相互にデー
タを伝送・利用する
ネットワーク）による
福祉システムの端末を
活用し、住民の福祉に
関する個々の相談にお
いて、ワンストップに
対応していきます。
また、他の行政機関や
民間関係機関との連携
を図り、相談者本位の
相談・支援体制の構築
に努めます。

現状維持

児童虐待に関すること
や、子どものしつけや
発達の問題について、
家庭相談員を配置し、
関係機関と連携を図り
ながら支援に努めま
す。

Ａ

（令和元年度まで協働推進課）
・毎週月曜日正午から午後4時まで女性の悩みごと電話相談を実施し
ました。
・女性の悩みごと相談啓発カードを作成します。
・相談啓発カード及びチラシを市内公共施設、商業施設に設置を依頼
しました。

福祉課

（２）

Ａ

子育て相談
窓口の充実

・子どもの虐待防止の相談窓口を設置し、担当職員（家庭相談員、保
育士）による相談を実施しました。
・関係機関との連携を図るため、要保護児童対策地域協議会実務者会
議を定例で毎月1回開催し、代表者会議を年1回開催しました。

拡大
成年後見支援センター設置後も、地域の
関係者によるネットワーク構築に努める
必要がある。

H26年度数値 94.40% 目標数値

令和元年度に行った事業

・判断能力が低下した高齢者や障がい者等の成年後見支援に関する相
談窓口（（仮称）権利擁護支援センター）設置に関する準備委員会を
設け、会議を４回開催しました。
・令和２年度にみよし市成年後見支援センターが設置されることが決
まりました。

新目標値



現状維持

【福祉課】
第三者評価機関による専門的な評価につ
いて、今後も継続して啓発する予定。

【長寿介護課】
特になし

福祉課
長寿介護課

（５）

自己評価・
第三者評価
制度の普
及・啓発

サービスの質の向上に
向けて、事業者や施設
に対して、自己評価及
び第三者評価機関によ
る専門的な評価制度の
啓発を行い、普及を促
進します。
また、評価結果を公表
し、住民が事業所を選
定する際の参考になる
ように情報提供を行い
ます。

Ａ

（４）

権利擁護に
関わる事業
の促進

高齢者などの権利を守
るため権利擁護に関わ
る相談などに対応しま
す。また、成年後見制
度に関する情報提供を
行い、成年後見に取り
組む団体などを紹介す
るなど、制度の利用を
促進します。

【福祉課】
・事業者・施設にサービスの評価を行うよう啓発しています。
・市内事業所・施設利用者からの苦情を受け付け、対応しました。

【長寿介護課】
・小規模多機能型居宅介護事業者及び認知症対応型共同生活介護事業
者が、自己評価及び外部評価を実施しました。
・国の介護サービス情報公開制度に基づき、愛知県が、国の介護サー
ビス情報公表システムを活用し、介護サービスを利用しようとしてい
る人が事業所を選定する際に必要な情報として、事業所概要、サービ
ス内容、運営情況評価などを公開しました。

福祉課
長寿介護課
社会福祉協
議会

【福祉課】
SNSを活用するなど、現状に合わせた意見
聴取方法の検討が必要。

【長寿介護課】
特になし

【都市計画課】
市営明知住宅のバリアフリー化

【社会福祉協議会】
判断能力が十分でない人の権利擁護

福祉課
長寿介護課
都市計画課
社会福祉協
議会

（３）

子どもや高齢者及び障
がいのある人の人数や
動向を把握した上で、
ニーズに応じた保育・
高齢福祉・障がい福祉
などの福祉サービス提
供事業所の整備を促進
し、誰もが安心して暮
らせる環境づくりに努
めます。

Ａ 現状維持

【福祉課、長寿介護課】
ニーズが多様化しているため、より丁寧
な調査等が必要。

【子育て支援課】
・３歳未満児の入所希望者が年々増加し
ている。
・一部の児童クラブで発生している入所
待機児童の解消方法の検討が必要。

現状維持

高齢者や障がいのある
人を含めたすべての住
民が、現在実施してい
るサービスや各種制度
を利用っしやすくして
いくために、窓口での
対応方法やホームペー
ジのバリアフリー化を
含む情報提供方法及び
サービスの内容を、
ノーマライゼーション
の理念のもとで改善し
ます。また、各種施設
のバリアフリー化をは
じめとする誰もが円滑
に利用できる施設整備
を推進します。

Ａ

【福祉課、長寿介護課】
・判断能力が低下した高齢者や障がい者等の成年後見支援に関する相
談窓口（（仮称）権利擁護支援センター）設置に関する準備委員会を
設け、会議を４回開催しました。
・令和２年度にみよし市成年後見支援センターが設置されることが決
まりました。

【子育て支援課】
・保育園に待機児童が発生しないよう保育室を整備し、３歳未満児の
定員を増員しました。
・定員等により公立の児童クラブに入所できない小学１年生から６年
生までの児童が民間児童クラブを利用した場合、公立と同等の料金で
利用できるように補助金を交付しました。

福祉サービ
ス提供事業
所の整備の
促進

福祉課
長寿介護課
子育て支援
課

（１）

サービス利
用手続きの
簡素化の検
討

サービス利用者の負担
を軽減するため、ホー
ムページにおける申請
書ダウンロードの実施
など、サービスを利用
するための課手続きの
簡素化を進めます。ま
た、あいち電子自治体
推進協議会による電子
申請・届出システムの
各種手続きの利用を促
進します。

新目標値

行政サービスや事業所の情報、地域でのさまざまな活動の情報がすべての市民に行き届くことは、地域で安心して暮らしていくためには重要
なことです。
また、福祉サービスに対するニーズが多様化・複雑化する中で、地域の中にある社会資源を活用した既存の枠にとらわれないサービスの充実
が求められています。
そこで、サービスの利用手続きの簡素化や受付窓口の充実を図るとともに、各種施設の改善やサービス内容の見直しを行い、サービスを利用
しやすい体制づくりを進めます。また。権利擁護のための事業の推進や、さまざまな分野におけるバリアフリー化など、生活環境に関する
ニーズにも応えることのできる支援体制を整備していきます。

施策分野 （３）利用しやすいサービスの提供位
置
づ
け

基本方針 2 地域で安心して利用できる福祉サービスの充実　～サービスを利用しやすい体制づくり～

前回評価 目標指標
福祉サービスが必要になった時の利用に
ついての意識の割合

H26年度数値 94.40% 目標数値 95% R1年度数値

第
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画
に
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け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

現状維持

【広報情報課】
・あいち電子申請・届出システムの運
用。
・あいち共同利用型施設予約システムの
運用。
・共同セキュリティ監査の実施。

【長寿介護課】
特になし広報情報課

長寿介護課

（２）

Ａ

高齢者や障
がい者が
サービスを
利用しやす
いような配
慮

令和元年度に行った事業

【広報情報課】
あいち電子自治体推進協議会システム運用事業

【長寿介護課】
介護保険、高齢者に関する各種申請書類等の様式について、ホーム
ページからダウンロードできるようにしました。

【福祉課】
市ホームページや広報みよし、総合福祉ガイドブックを活用した情報
提供を行いました。

【長寿介護課】
地域包括支援センター、市役所の窓口及びケアマネージャーによる説
明の際に、総合福祉ガイドブックや各種パンフレット等を用いて、介
護保険制度に関する説明を、高齢者や家族にわかりやすく説明しまし
た。

【都市計画課】
・市有施設の設計、施工についてバリアフリーに配慮して行った。
・市営莇生住宅について、エレベータの設置と住戸内改修を行った。

【社会福祉協議会】
○情報の提供方法
・事業を広くＰＲできるように行政区回覧や市役所、サン
　ネットの情報を情報ラックにチラシを設置。
・戸別訪問を行い相談に情報提供た相談対応をした。
○具体的な取組
・総合相談
　(年心配ごと相談４件、ふれ愛電話５２０件)
・高齢者世話付住宅生活援助
　(年訪問９５８件、電話２１９４件)
・日常生活自立支援事業(年４９０件)
・生活困窮者自立支援事業(９８７件)

【福祉課】
成年後見支援センター設置後も、地域の
関係者によるネットワーク構築に努める
必要がある。

【長寿介護課】
特になし

【社会福祉協議会】
日常生活自立支援事業のように福祉サー
ビス利用を前提とした定期的な金銭管理
に加え、別に生活全般の支援が必要

【福祉課】
・判断能力が低下した高齢者や障がい者等の成年後見支援に関する相
談窓口（（仮称）権利擁護支援センター）設置に関する準備委員会を
設け、会議を４回開催しました。
・令和２年度にみよし市成年後見支援センターが設置されることが決
まりました。→事業の方向性は「拡大」

【長寿介護課】
・地域包括支援センター職員、ケアマネジャーを対象に、成年後見制
度の概要、関係機関の連携方法について研修会を開催しました。（R1
年度実績　1回）
・市役所の窓口、地域包括支援センターに寄せられた虐待及び支援困
難事例において、必要に応じ成年後見制度の利用についての相談、支
援を行いました。（R1年度実績　相談件数 93件　成年後見利用支援実
績 2人　後見人費用支援実績 1人）

【社会福祉協議会】
○権利擁護に関する相談
・認知症や身体障がい者、精神障がい者であっても対等に
　契約が結べ福祉サービスが利用できるように日常生活自
　立支援事業で支援を実施。
・身体障害者や身体的不自由な高齢者であっても対等に、
　契約が結べ福祉サービスが利用できるように生活支援員
　派遣事業を実施。

Ａ

Ａ

Ａ

拡大

現状維持

現状維持



位
置
づ
け

福祉課
長寿介護課
生涯学習推進
課

【生涯学習推進課】
高齢者優先講座21講座（講座回数203回）を開催したが、内3講座（講座
回数19回）が新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

Ａ 現状維持
開放されている施設の空き状況の周知方法
の検討が必要。

スポーツ課

（７）

（３）

高齢者の社会
参加の促進

シルバー人材センターを中心
とした高齢者の能力を生かす
就業機会の提供や老人クラブ
活動への支援を行うととも
に、老人憩の家をよりいっそ
う利用しやすい施設とするこ
とで、高齢者の社会参加を促
進します。

Ａ 現状維持
退職後も離職せず働き続ける高齢者が増え
ており、シルバー人材センターやいきいき
クラブの会員確保が困難な状況である。

毎日の暮らしで不安に感じている人の割合 H26年度数値 90.8% 目標数値

健康な状態を保ち、生涯にわたって生き生きと暮らし続けるには、住民一人ひとりが、健康づくり・生きがいづくり活動に積極的に取り組むことが必
要です。
そこで、健康に関する教育や相談を充実させ、住民の健康づくりを促進するとともに。住民それぞれのライフステージに合わせた障がい学習やスポー
ツの機会を提供します。

（１）

高齢者限定や高齢者優先の生
涯学習講座を開催し、高齢者
の交流や身近な施設での学習
活動を推進します。
また、より多くの高齢者や障
がいのある人が参加でき、世
代を超えて交流することので
きる環境整備について推進し
ます。

長寿介護課

少子化が急速に進行する中で、子育て家庭
の孤立化、育児不安の増加がみられる。ま
た、高齢化社会の到来により、健康に影響
を与える要因が複雑かつ多様化している。

（２）

現状維持 特になし

・介護予防・日常生活支援総合事業（H29年度開始）において、
訪問型サービス、通所型サービスを受けることで、居宅で活動的
に生きがいのある生活を送ることができるように支援しました。
（R1年度実績　訪問 6,470件、通所 15,800件）
・在宅の65歳以上の人を対象に、健康なときからの介護予防に対
する意識づけと、生活機能の維持や向上を目的に、地域包括支援
センターが中心となり介護予防教室を開催しました。（R1年度実
績　参加人数　10,369人　開催回数　584回）

（６）

学校体育施設
の利用促進 身近な施設である小中学校の

体育館や中学校の武道場など
を開放し、スポーツができる
環境づくりを推進します。

長寿介護課

（９）

介護予防に関
する事業の推
進

高齢者が地域において自
立生活を営むことができ
るように、介護予防・日
常生活支援総合事業を活
用し、介護予防や生活支
援に努めます。

Ａ

各年代やニー
ズに応じた生
涯学習の内容
充実

子どもから高齢者まで各年代
に対応し、住民の学習ニーズ
を反映させた内容の生涯学習
講座を開催します。

Ｂ 現状維持
多様化する学習ニーズを調査研究し、生涯
学習講座の内容を充実させる。

生涯学習推進
課

（８）

みんなで取り
組める健康づ
くり活動の企
画

みんなで取り組める健康づく
りについて、住民が主体と
なって企画し、実行するため
の支援を行います。

Ａ 廃止・休止
・長寿介護課事業の生活支援体制整備事業
や地域包括支援センター事業と内容が重
複・地域において通いの場が充実

社会福祉協議
会

Ａ 現状維持

社会情勢の変化によりイベントや教室参加
者のニーズも変化しているため、開催方法
等の検討が必要。

３クラブが自主的な運営をできるよう継続
した補助が必要。

スポーツ課

（５）

各年代に限ら
ない生涯ス
ポーツ活動の
推進

年齢や体力、健康状態に応じ
た生涯スポーツを推進するた
め、誰もが楽しめるレクリ
エーションスポーツを導入
し、世代や障がいの有無にか
かわらず、全ての市民がス
ポーツに親しめるよう、他部
局とも連携して支援します。

Ａ 現状維持

社会情勢の変化によりイベントや教室参加
者のニーズも変化しているため、開催方法
等の検討が必要。

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課

（４）

体力づくり・
スポーツ活動
への参加促進

体育祭やマラソン駅伝大会な
どの体力づくり事業や、各種
スポーツ教室を充実させ、体
力づくりやスポーツ教室に参
加しやすい環境づくりに努め
ます。また、総合型地域ス
ポーツクラブの育成に努め、
スポーツを通した交流や仲間
づくりへの支援を行い、地域
での人々の交流を促進しま
す。

○高齢者の健康づくり
・高齢者が心身ともに健康で生きがいをもって自立した生活ができるよ
うに、共同募金配分金事業「地域介護予防教室」を実施(年７７６名)
・３月は、コロナウイルス感染症拡大予防のため中止

85% R1年度数値 新目標値

施策分野 （１）健康づくり・生きがい活動の推進

・みよし市体育祭の開催（10/13）※台風による中止
市制施行10周年記念みよし市マラソン駅伝大会の開催（1/26）
・スポーツ教室を全４教室開催した　前期教室（5/8～8/24）後期教室
（9/4～11/30）
市内総合型地域スポーツクラブのなかよしクラブ、三好さんさんスポー
ツクラブ、三好ともいきスポーツクラブの３クラブの運営を補助し、ス
ポーツを通した地域交流を促進した

スポーツ教室を全４教室開催した　前期教室（5/8～10/24）後期教室
（9/4～11/30）
誰もがレクリエーションスポーツを親しめるイベントであるカローリン
グ交流会（7/27）、レクリエーションスポーツフェスタ2019（12/14）を
開催した

４月から３月まで107登録団体が活動した
市内８小学校体育館、４中学校体育館、４中学校武道場の毎週月曜日か
ら土曜日の18時30分から21時30分までの時間帯を登録団体へ貸出を実施
した

延べ利用日数：3,157日
延べ利用人数：59,231人

・「公開講座」「生活創造講座」「国際理解講座」「情報･通信講座」な
ど、生涯学習講座202講座（講座回数849回）を開催したが、内18講座
（講座回数56回）が新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため中止。
・勤労者優先講座31講座（講座回数143回）を開催したが、内5講座（講
座回数31回）が新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため中止。
・高齢者優先講座21講座（講座回数203回）を開催したが、内3講座（講
座回数19回）が新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため中止。

スポーツ課

今後の課題

健康に関する
教育及び相談
の充実

対象年齢層に合わせた健康に
関する教育や相談事業などを
実施し、健康増進と病気予防
のための事業を充実すること
で、健康に関する正しい知識
を住民に提供し、自主的な健
康管理の実践を促進します。

Ａ 現状維持

基本方針 3 安全に安心して暮らせる地域づくりの充実　～誰もが安心して暮らすことができる地域づくり～

前回評価 目標指標

高齢者や障が
い者の生涯学
習活動への支
援

令和元年度に行った事業

妊娠中から高齢者までの市民を対象に、月曜健康相談・月曜育児健康相
談・成人歯科相談・母子歯科保健教室・すくすく教室・健診事後教室等
健康教育を実施した。

・みよし市シルバー人材センターが行う、高齢者の生きがい事業に対
し、補助金を交付し、就労を通じて自らの生きがいの充実や活力ある地
域づくりに貢献できるよう支援しました。（R1年度実績　会員数　370
人、事業件数　2,029件、就業延人員　42,874人、就業実人員　333人）
・いきいきクラブ連合会に補助金を交付し、社会奉仕活動等活動、ス
ポーツ大会などの、高齢者の生きがいづくり、健康づくりの推進を支援
しました。（R1年度実績　会員数　3,137人）
・老人憩いの家全館（12館）の運営管理を指定管理者である各地区いき
いきクラブが行いました。（R1年度実績　利用人数　55,861人）

健康推進課

【福祉課】
令和２年度はサンアートの改修工事が行わ
れるため、総合福祉フェスタの開催は見合
わせ。その後の開催については、内容等検
討が必要。

【長寿介護課】
・特になし

【生涯学習推進課】
高齢者の学習ニーズを把握しながら、受講
生の数を増やしていくことが必要。

Ａ

Ａ

Ｂ

【福祉課】
総合福祉フェスタにおいてふれあいコンサートを開催し、幅広い世代や
障がい者等が音楽を通じた交流を図ることができました。

【長寿介護課】
Ｊリーグクラブチームと協働し、世代交流サッカー健康増進教室を開催
し、市内在住の高齢者とその孫の世代交流を実施しました。（R1年度実
績　参加者57人）

現状維持

現状維持

現状維持

事業概要 評価 事業の方向性



位
置
づ
け

（１）

高齢者に対す
るサービスの
充実

高齢福祉・介護に関す
る個別計画である「高
齢者福祉計画兼介護保
険事業計画」に基づい
て施策を推進するとと
もに、支援を必要とす
る高齢者の把握に努
め、サービスの必要性
を調査しながら、内容
の充実を図ります。
地域において支援を必
要とする高齢者の介護
者同士での助け合いが
行われるよう交流会な
どを実施し、負担軽減
を図ります。ＮＰＯな
どとの協働による支援
サービスを推進しま
す。

基本方針 3 安全に安心して暮らせる地域づくりの充実　～誰もが安心して暮らすことができる地域づくり～

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価

（６）

親子通園事業
の充実

発達に問題があると思
われる子どもとその親
を対象とする親子通園
事業を実施し、ふれあ
い、遊びを通して発達
支援や家族支援を行
い、療育指導に努めま
す。

・市民活動センターにおいて、３グループで実施しました。
・保護者勉強会を６回開催しました。
・心理相談員による発達相談を６６回実施しました。

０、１、２歳児の入園が増加したことに
より、親子通園事業の利用者が少なく
なってきている。

子育て支援課

Ａ 現状維持

拡大

地域公共交通計画に基づき、さんさんバ
スのサービス水準の向上、利用しやすい
環境整備及び利用促進等を進めていくた
め、地域公共交通会議で協議を進めてい
く。
さらなるサービス水準向上のためのバス
路線等再編が主な課題である。

企画政策課

（５）

障がいに応じ
た支援サービ
スの充実

障がいのある人が安心
して地域で自立した暮
らしができるように、
「みよし市障がい者計
画」を着実に進め、療
育体制や相談体制を充
実させるとともに、障
害の種類や障がいのあ
る人の状況に応じた各
種サービスが提供でき
るよう、地域での生活
支援体制を充実しま
す。

Ａ

（４）

さんさんバス
事業の充実

市内の交通空白地帯の
解消、高齢者・移動困
難者の社会参加の支援
や地域間交流の促進の
ため、住民の日常生活
の足として定着してい
る「さんさんバス」を
既存の民間バス路線や
タクシーなどを含めた
総合的な公共交通の基
幹と位置づけ、利便性
向上に向けた継続的な
維持・改善を行い、さ
んさんバス事業の充実
に取り組みます。

Ａ

・第３期みよし市障がい者計画、第５期みよし市障がい福祉計画、第
１期障がい児福祉計画に基づき、障がい者からの相談に応じるととも
に、必要なサービスを提供できるよう努めました。
・計画に基づき、グループホーム家賃補助制度の創設、タクシー料金
助成制度の見直しなどを行いました。

さんさんバス2路線を1日あたり、それぞれ25便ずつ、6台体制で運行し
て、利用者に安心で利便性の高い公共交通の提供に努めた。
令和2年3月には、さんさんバスを含めた市内の公共交通あり方や、市
民・交通事業者・行政の役割を定めた「みよし市地域公共交通計画」
を策定した。

現状維持
今後も計画に沿って、地域の生活支援体
制充実に努める。

福祉課

【福祉課】
今後も定期的に話し合いの機会を設けて
いく。また、他分野との協調も必要。

福祉課
長寿介護課

（３）

事業者、ボラ
ンティアなど
との連携によ
る外出支援

高齢者や障がいのある
人など、一人での外出
が困難な人を支援する
ため、事業者・ボラン
ティア・ＮＰＯなどと
連携してガイドヘルプ
サービスの内容の充実
を図ります。

Ａ 現状維持

【福祉課】
ヘルパー事業所及びヘルパーの人材が不
足している。

【社会福祉協議会】
担い手の養成(運転ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)

福祉課
社会福祉協議
会

現状維持

重度な要介護状態と
なっても住み慣れた地
域で自分らしい暮らし
を人生の最期まで続け
ることができるよう、
住まい・医療・介護・
予防・生活支援が一体
的に提供される地域包
括ケアシステムの構築
を進めます。

Ａ

【福祉課】
・市役所福祉課、相談支援事業者等により、相談支援を行い、移動支
援等の利用の申請及び支給決定を行いました。
・市が指定した事業者（法人）が移動支援従業者養成研修を開催し、
１１人が修了し、うち８人が事業所に登録しました。また、従業者要
件も見直しました。

【社会福祉協議会】
○外出支援
・移動支援の充実に努めた
　貸出車両の実施(年７６回)
　運転ボランティア(２名)

（２）

地域包括ケア
システムの推
進

【福祉課】
障がい者自立支援協議会において、地域包括ケアシステム構築に向け
た話し合いを行いました。→事業の方向性は「拡大」

【長寿介護課】
地域包括ケアシステムを構築していくため、関係機関の情報共有の場
として「地域包括ケア推進会議」を開催しました。（R1年度実績　4
回）

新目標値

すべての住民が、安心して快適な生活を送れるようにするためには、地域における日常生活の支援を進めることが必要です。
そこで、高齢者や障がいのある人に対する相談体制や在宅サービス、外出支援など、さまざまな生活支援サービスの充実を図ります。

施策分野 （２）安心して暮らせる日常生活の支援

前回評価 目標指標
毎日の暮らしで不安に感じている人の割
合

H26年度数値 90.8% 目標数値 85% R1年度数値

事業の方向性 今後の課題

現状維持
今後も増加することが見込まれる在宅介
護者を支援していく必要がある。

長寿介護課

Ａ

令和元年度に行った事業

・地域包括支援センターが、実態把握を行い、担当地域の高齢者の心
身状況や家庭環境についてなどについて把握し、顕在化する課題や、
潜在的なニーズを早期に発見し、対応することができました。（R1年
度実績　実態把握数　844件）
・家族介護者交流事業として、要介護や要支援の人を介護する家族の
身体的及び精神的負担を軽減し、介護から一時的に開放するための介
護者相互の交流会「地域サロン」を市内のNPO法人に委託し、開催しま
した。（R1年度実績　開催4回、参加者延20人）
・認知症介護家族交流支援事業として、認知症の人を介護する家族の
介護に関する知識の習得、介護負担を軽減するための交流会「ひまわ
りの会」をNPO法人に委託し、開催しました。（R1年度実績　開催10回
参加者延41人）



中高生に向けての防犯啓発の方法を考え
る必要がある。

防災安全課

（４）

地域におけ
る自主防災
組織の育
成・支援

Ａ 現状維持

【防災安全課】
各地区の防犯パトロール隊の隊員は、高
年齢化が加速している。また、パトロー
ル隊員の隊員数が減少している。

【学校教育課】
・自主防犯パトロール隊やスクールガー
ドをはじめ、地域の協力を継続していた
だく必要がある。

防災安全課
学校教育課

（６）

地域におけ
る防犯パト
ロール活動
の促進

地域における犯罪を住
民の力で防ぐため、自
主的に活動する防犯パ
トロール隊や小学校に
おける保護者などによ
る見守り活動促進しま
す。また、市から犯罪
情報を積極的に提供す
るとともに、パトロー
ル隊相互間の除法交換
や犯罪情報の共有化を
図るため連絡調整会議
を開催します。

（５）

防犯意識の
高揚に向け
た啓発推進

自らもしくは地域で防
犯に対する行動や活動
を積極的に行うことが
できるように、犯罪情
報を提供するととも
に、警察と合同で防犯
研修会や防犯教室を開
催するなど、防犯への
啓発を行うことで、地
域から犯罪を減らす意
識付けを行います。

Ａ 現状維持

Ａ

避難行動要支援者名簿を活用し、より多
くの個別支援計画を作成するためには、
自主防災会との今後より一層の連携が必
要。

福祉課

Ａ 現状維持 定期的な見直しが必要。

現状維持

現状維持
消防団員が不足しているため、処遇改
善、加入促進事業を行う必要がある。

防災安全課

「避難行動要支援者支
援計画」に基づき、自
主防災会、民生委員・
児童委員、地域支援者
が連携して、災害時に
救助が必要な避難行動
要支援者などの情報を
把握します。

Ａ

災害時など
における避
難行動要支
援者情報の
把握

（３）

緊急・災害
時における
対策マニュ
アルの作成

緊急・災害時における
個々のケースに応じた
救助方法の検討、連絡
先の確認などを行い、
緊急時対策マニュアル
を地域で作成し、共有
しています。さらに、
緊急・災害時に適切な
行動がとれるよう、訓
練を行います。福祉課

位
置
づ
け

地域において、子どもの見守りや自主防災組織の結成など、防災・防犯活動が展開されています。安全・安心に暮らせる地域づくりのために必要
なこととして、普段からの近所付き合いの必要セリを感じている人が多い中、さらなる展開に向けて、共助の活動を広げていくことが必要とされ
ています。
日頃の見守りや支え合い活動を広めることで、要配慮者を把握し、災害時避難行動要支援者を支援できる体制を築いていくとともに、関係機関と
連携し、地域における自主防災組織の充実を図ります。さらに、地域や福祉施設等との連携による支援体制の構築を図っていきます。

施策分野 （３）地域ぐるみの防災・防犯活動の推進

H26年度数値 90.8% 目標数値

基本方針 3 安全に安心して暮らせる地域づくりの充実　～誰もが安心して暮らすことができる地域づくり～

前回評価 目標指標
毎日の暮らしで不安に感じている人の割
合

85% R1年度数値 新目標値

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

現状維持 利用者が協力員の確保に苦慮している。

長寿介護課

（２）

Ａ（１）

緊急通報シ
ステムの事
業の実施

緊急事態の発生が予測
されるひとり暮らし高
齢者や重度身体障がい
者宅に緊急通報機器を
設置し、緊急事態に対
応できるような体制づ
くりを推進します。

各地区の消防団や自主
防災組織などに対して
定期的な訓練や指導を
実施し、地域の防災体
制づくりに対する支援
の充実を図ります。

・深夜防犯パトロールを実施した。
・防犯パトロールの活動拠点として安心ステーションを運営した。
・みよし安心ネットにより、市民に対し、不審者情報の提供を行っ
た。
・みよし市安全なまちづくり推進大会を開催した。
・愛知県警察本部生活安全部生活安全総務課と連携を図り、東海学園
大学防犯ボランティアの協力を得て、７つの小学校において体験型防
犯教室を実施した。
・緑丘小学校において高学年を対象に、防犯ワークショップを実施し
た。

【防災安全課】
・自主防犯パトロール隊の活動を支援した。
・豊田警察署生活安全課と連携を図り、青色防犯パトロール講習会を
開催した。
・自主防犯パトロール隊ネットワーク会議を年４回開催し、パトロー
ル隊相互の情報交換を行った。
・自主防犯パトロールカーの青色回転灯設置の手続きと青色回転灯の
貸与を行った。
・東海学園大学防犯ボランティアの協力を得て、三好丘小学校、黒笹
小学校において下校時見守り活動を実施した。
・各地域の防犯パトロール隊と連携を図ることにより、市内での犯罪
件数の減少につなげた。

【学校教育課】
・不審者情報などを緊急メールで保護者宛てに一斉配信し、注意喚起
した。
・不審者情報をＦＡＸで関係機関に送信した。
・学校安全体制整備推進会議を２回（4月12日、2月4日）、講習会を
１回（9月17日）開催し、地域と連携した学校の安全管理体制の整備
を図った。
・「こども１１０番の家」ののぼり等を配付した。
・学校安全緊急情報共有化広域ネットワークの活用訓練（5月23日）
を実施した。

令和元年度に行った事業

緊急通報装置のボタンを押すことにより、自動的に尾三消防本部に通
報することができる緊急通報装置の貸し出しを行いました。（R1年度
末設置数　73件）
迅速に必要な措置がとられるため、日常生活上の不安を軽減すること
ができました。

平成27年度以降、避難行動要支援者名簿を作成しています。令和元年
度は更新作業及び不備書類の整理を行いました。

国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に従い、
みよし市避難行動要支援者支援計画及び支援マニュアルの作成してい
ます。

・自主防災組織の育成を図るため、コミュニティ単位で防災訓練を実
施した。
・自主防災組織の充実のため、自主防災会・防災リーダー防災研修会
を開催した。
・防災講演会を開催した。
・消防団に対し団員報酬、訓練出動手当、被服等を支給した。
・尾三消防本部みよし消防署と連携を図り、消防団の各種研修や訓練
を実施した。



位
置
づ
け

3

福祉課

相談件数が増加してきており、体制の整
備、充実に関する検討が必要。

福祉課

（３）

生活困窮者
の就労支援
体制の充実

ハローワークとの一体
的な就労支援により、
生活困窮者の経済的な
自立を促すとともに、
社会とのかかわりが困
難なものや就業意欲の
低い者に対して就労の
ために基礎能力を向上
させる就労準備支援を
行います。

Ａ 現状維持
相談件数が増加してきており、体制の整
備、充実に関する検討が必要。

現状維持

生活困窮者が相談しや
すい体制を整え、相談
者の尊厳と自主性を重
んじながら支援計画を
作成し、包括的・継続
的に支援することに
よって、生活困窮者の
自立を促します。

Ａ

・ハローワークの就労ナビゲーターの連携し、毎月就労支援対象者を
選定し、経済的な自立に向けた就労支援を行いました。
・就労準備支援事業をみよしはたらく協議会に委託し、一般就労に向
けた支援を行いました。

・みよし市くらし・はたらく相談センターを設置し、生活困窮者のた
めの相談窓口を開設しています。
・生活困窮者自立支援事業をみよし市社会福祉協議会へ委託し、専門
的知識を有する相談員が包括的・継続的に支援しました。

生活困窮者
の実態把握

生活保護に至る前の自
立支援につなげるた
め、行政区、民生児童
委員、関係機関などを
通じ、地域での見守り
の中で生活困窮者を早
期に把握します。ま
た、税、保険などの関
係部局との連携により
対象者の情報を把握す
る体制を構築します。

新目標値

近年の社会経済環境の変化に伴い、生活困窮に至るリスクの高い人々や稼働年齢層を含む生活保護受給者が増加しています。生活困窮者自立支援
法の制定を受け、経済的な面での支援だけでなく、就職への意欲喚起や、就労に向けた訓練の場となる中間の場の提供など、自立を図るための総
合的な支援の充実が求められています。
経済的な面などで生活に困難を抱えた人を地域で見守るとともに、一般就労への移行が困難な人への支援や、生活困窮世帯の子どもへの学習支援
など、地域や関係か、関係機関との連携のもと、生活困窮者の自立・社会参加への支援体制の充実を図ります。

90.8% 目標数値 85% R1年度数値

施策分野 （４）生活困窮者への支援

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

現状維持
相談件数が増加してきており、体制の整
備、充実に関する検討が必要。

福祉課

（２）

Ａ

生活困窮に
係る相談支
援体制の充
実

令和元年度に行った事業

定期的に支援調整会議を開催し、関係部局と連絡調整を行い、生活困
窮者の把握に努めました。

（１）

安全に安心して暮らせる地域づくりの充実　～誰もが安心して暮らすことができる地域づくり～

前回評価 目標指標
毎日の暮らしで不安に感じている人の割
合

H26年度数値

基本方針



現状維持

小学校低学年の利用申込みが多く、一部
の児童クラブでは入所待機の状態となっ
ているため、待機児童の解消方法の検討
が必要。

子育て支援
課

Ａ 現状維持

・休日保育の利用希望者が多いため、休
日保育を実施する保育園を増加する必要
がある。

・ファミサポの依頼会員が増加している
ため、援助会員の負担が増している。援
助会員を増加させるために広報活動が必
要。

子育て支援
課

Ａ

・各種保育事業の充実を図るため、延長保育、休日保育、一時保育を
実施しました。
・ファミリー・サポート事業として、子育てを助けてほしい（依頼会
員）と子育てのお手伝いをしたい（援助会員）がお互いに助け合いな
がら活動を実施しました。（令和元年度依頼会員２３２人、援助会員
４４人、両方会員２６人、援助活動の件数２，１２３件）

昼間に母親の就労等で保護者のいない世帯の小学１年生から６年生ま
での児童を児童クラブで預かる放課後児童健全育成事業を実施しまし
た。

（４）

母親が働き
やすい保育
環境の充実

母親が育児をしながら
働くことができるよう
に、多様な就労形態に
合わせたさまざまな保
育サービスの充実に努
めるとともに、ファミ
リーサポートセンター
事業として、地域にお
いて子どもを預けたい
人と預かりたい人の登
録・組織化を行い、地
域での子育てを支援し
ます。

（５）

放課後児童
クラブの受
け入れ体制
の整備

昼間に保護者のいない
小学校低学年児童の、
放課後の居場所となる
放課後児童クラブにつ
いて、現状の施設だけ
でなく小学校内敷地に
施設を設置するなど、
民間施設と一体となっ
て受け入れ態勢の充実
を図ります。

障がい者雇用がより進むよう、さらなる
周知啓発等が必要。

福祉課

（３）

子育てと仕
事を両立で
きる環境づ
くりの普及
啓発

国や県の関係機関など
と連携を取り、企業や
住民に向けて産前産後
休業制度、育児休業制
度などの普及啓発活動
を推進し、男女がとも
に子育てと仕事を両立
しやすい環境づくりに
努めます。

Ａ 現状維持
男女がともに子育てと仕事を両立しやす
い環境づくりを進めるため、さらなる周
知啓発活動を継続して行う必要がある。

産業課

現状維持

ハローワークや福祉事
業所との連携を強化
し、企業における障が
いのある人の就労を促
進するとともに、障が
い者団体や住民、福祉
サービス事業所と連携
して、福祉的就労の場
の充実に取り組むな
ど、障がい者雇用に関
する事業の推進を図り
ます。

Ａ

国、県が作成するパンフレット等を窓口で配布し、男女がともに子育
てと仕事を両立しやすい環境づくりの啓発を図りました。

（１）

高齢者の就
業機会の提
供

高齢者が健やかで生き
生きとした老後の生活
を維持できるよう、地
域において安全で働き
やすい就業の機会を確
保するため、シルバー
人材センターの運営を
支援します。

新目標値

年齢や性別、障がいの有無に関わらず、誰もが自らの能力や生活形態などに応じた仕事に就き、やりがいと楽しみを感じながら働くことができる
ような就業環境の整備が必要です。
そこで、関係機関・団体や企業などと連携して、就労意欲のある高齢者や障がいのある人の雇用を促進します。
また、男女がともに仕事と子育てを両立できるよう、雇用環境や保育環境の整備を進めます。

施策分野 （５）誰もが働きやすい就業環境の整備位
置
づ
け

基本方針 3 安全に安心して暮らせる地域づくりの充実　～誰もが安心して暮らすことができる地域づくり～

前回評価 目標指標
毎日の暮らしで不安に感じている人の割
合

H26年度数値 90.8% 目標数値 85% R1年度数値

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

現状維持
・シルバー人材センター会員確保
・シルバー人材センター就業機会の開拓

長寿介護課

（２）

Ａ

障がい者の
雇用に対す
る支援

令和元年度に行った事業

みよし市シルバー人材センターに運営補助金を交付し、組織の強化、
会員の拡大及び就業機会の開拓など、就労を通じて自らの生きがいの
充実や活力ある地域づくりに貢献できるよう支援しました。（R1年度
実績　会員数　370人、事業件数　2,029件、就業延人員　42,874人、
就業実人員　333人）

障がい者就労支援事業を市内法人に委託し、企業における障がいのあ
る人の就労を促進できるよう、支援を実施しました。
障がい者自立支援協議会就労支援部会にハローワークや福祉事業所に
参加していただいて連携を強化すると共に、障がい者に対する就労支
援体制について検討しました。



新目標値

施策分野

H26年度数値 90.8% 目標数値 85% R1年度数値

（６）安全な居住・生活環境の整備

現状維持 今後も継続して実施。

（２）

Ａ

高齢者・障
がい者住宅
改修費支給
制度の利用
促進

高齢者や障がい者など
が安心して自立した生
活を送ることができる
よう、住宅を回収する
際の補助金交付制度で
ある「高齢者・障がい
者住宅改修費支給制
度」の利用を促進し、
住宅におけるバリアフ
リー化を推進します。

Ａ 今後も継続して実施。

福祉課

（１）

既設及び新設の道路や
施設についても誰もが
円滑に利用できるよう
な整備を推進します。
また、民間施設や店舗
などにおいても公共施
設と同様に誰もが円滑
に利用できるような整
備を促進するため、民
間事業者に対して建築
確認申請時における指
導や啓発活動を行うな
ど積極的に働きかけま
す。

誰もが円滑
に利用でき
る道路・施
設整備の推
進

都市計画課
道路河川課

事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

誰もが住み慣れた家庭や地域で、安全で快適な暮らしを継続できるように、居住環境や生活環境の整備を進めていくことが必要です。
そこで、誰にとっても暮らしやすいまちとなるよう、自宅での安全を確保するための住宅改修を促進するとともに、公共施設のバリアフリー化や
交通安全に関する教育を充実させ、外出時の安全確保に努めます。

令和元年度に行った事業

【都市計画課】
店舗や事務所などの建築相談時にバリアフリーに配慮、対応するよう
働きかけた。

【道路河川課】
新設道路である市道青木線、市道平池前田線の歩道において、自転車
の通行帯を定め、歩行者と自転車の通行を分離し整備した。

位
置
づ
け

基本方針 3 安全に安心して暮らせる地域づくりの充実　～誰もが安心して暮らすことができる地域づくり～

前回評価 目標指標
毎日の暮らしで不安に感じている人の割
合
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主な実施事業

（３）

交通完全施
設などの整
備促進

歩道や道路照明灯、道
路反射鏡、ガードレー
ルなど交通安全施設の
維持補修と整備を推進
することで、交通事故
を防止し、誰もが安全
に外出できる環境づく
りに努めます。

Ａ 現状維持 今後も継続して実施。

道路河川課

現状維持

現状維持 特になし

長寿介護課

在宅の心身障がい者に対して扶助費により住宅改修費を支給しまし
た。

・道路照明灯建替　5基
・道路照明灯修繕　5基
・道路照明灯設置　1基
・カーブミラー建替　1基
・カーブミラー設置　1基
・ガードレール修繕　8件
・歩道補修　9件
の補修、整備を行った。

現状維持 今後も継続して実施。

（５）

特別養護老
人ホームな
どの高齢者
施設の充実

「高齢者福祉計画兼介
護保険事業計画」に基
づき、必要な定員数の
整備を進めます。住民
ニーズを十分に把握し
た上で、それに対応で
きるような施設サービ
スの基盤整備につい
て、県や民間事業者な
どとの連携によるグ
ループホームの整備に
努めます。

Ａ

第７期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画（計画期間　平成30年度か
ら32年度まで）を策定し、増加が見込まれる待機者や重度認定者など
の受け皿として、定員が29人以下の小規模な特別養護老人ホーム１か
所の施設整備を計画、平成30年度に公募を実施しました。公募の結
果、１事業者を整備事業者として決定し、現在、令和３年４月開所予
定での整備を進めています。

現状維持
今後も継続して実施

福祉課
長寿介護課

【福祉課】
・「さくらの丘」の整備費借入償還金について、法人に対して補助を
行いました。
・民間事業所が設置するグループホームの設備整備費補助金の申請に
協力しました。

【長寿福祉課】
第６期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画において計画し、平成28年
度に公募を実施した認知症対応型共同生活介護（グループホーム）１
か所の開所辞退を受け、令和元年度に再度公募を実施しました。公募
の結果、１事業者を整備事業者として決定し、現在、令和３年４月開
所予定での整備を進めています。

（６）

地域との連
携によるグ
ループホー
ムの設置

高齢者や障がいのある
人が、住みなれた地域
において家庭的な環境
の中で共同生活を営
み、自立した生活がで
きるように、民間事業
者などとの連携による
グループホームの整備
に努めます。

Ａ

（４）

交通事故のない安全で
安心して暮らせる地域
社会の実現に向けて、
年齢に応じた交通安全
教室を開催するととも
に、ドライバーに対し
ては安全運転への啓発
を行うことで、住民の
交通安全意識の高揚を
図ります。また、交通
委員・指導員を活用す
るなど、住民による啓
発活動を促進します。

・保育園、幼稚園、小学校、中学校、新成人、高齢者へ交通安全啓発
品を配布しました。
・交通委員、交通指導員による交通安全指導を実施しました。
・みよし市安全なまちづくり推進協議会により交通安全啓発活動を実
施しました。
・高齢者、保育園児、幼稚園児、小学生、中学生の各階層向けの交通
安全教室を実施しました。
・三好高等学校、東海学園大学と連携を図り、交通安全啓発活動を実
施し、高校生、大学生の交通安全意識の高揚を図りました。
・ドライバーが安全運転を行うよう、歩行者保護モデルカー活動事業
を実施しました。

Ａ

交通安全指
導の推進

防災安全課



位
置
づ
け

地域福祉を担う人材の育成

基本方針 4 地域福祉の推進に向けた仕組みづくりの充実　～協働による福祉体制の整備～

前回評価 目標指標
「福祉の取組に対する考え方」で「住民
と行政が協働で取り組むべきもの」と回
答した人の割合

H26年度数値 57.7% 目標数値 65% R1年度数値 新目標値

社会福祉協
議会

地域福祉活動の推進にあたっては、地域住民の参加が必要不可欠であるため、地域福祉活動を担う人材を育成する中で、活動を継続し、活性化さ
せていくことが必要です。
そこで、さまざまな組織や団体の地域活動を支援するとともに、すべての住民が地域福祉活動に参加しやすい仕組みづくりやリーダーの育成に努
めます。
また、ボランティアを育成するために、ボランティア講座や啓発活動の充実を図ります。

福祉活動を担う人材を
育成するため、社会福
祉協議会、ＮＰＯな
ど、関係機関と連携し
て研修や勉強会の充実
を図ります。

Ａ 現状維持
年度によって参加人数の差が生じる。開
催時間帯や内容に関する検討が必要。

地域の多様なボラン
ティアの発掘と活用を
目的としたボランティ
ア登録を促進し、ボラ
ンティアの経験と能力
を活用できるよう、ボ
ランティアセンターの
機能を強化します。

Ａ 現状維持

Ａ

福祉課

令和元年度に行った事業

障がいを正しく理解し、心のバリアフリー化推進のため、総合福祉
フェスタ、障がい者自立支援協議会等により周知を図りました。

○ボランティアの発掘と活動
　ボランティアセンター主催の生活支援サポーター養成講
　座を実施
・９月１１日、１０月１１日　１１名参加
・ボランティアコーディネート(年２８３件)

日常生活上の初歩的なコミュニケーションができる程度の手話を学ぶ
手話奉仕員養成講座を開催しました。

地域課題を解決する機能を付加

学校教育課
社会福祉協
議会

施策分野 （１）
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主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

現状維持

令和２年度はサンアートの改修工事が行
われるため、総合福祉フェスタの開催は
見合わせ。その後の開催については、内
容等検討が必要。

福祉課

（２）

地域におけ
るボラン
ティアの育
成

【学校教育課】
・ホームページや広報誌を見て問い合わ
せの連絡をいただく方もみえる。関心の
高い方を採用するためにも、現状の呼び
掛けを継続していきたい。
・新型コロナウイルス感染状況により、
受け入れができない場合も出てくる。ま
た、今年度は学習指導員制度を導入した
ため、ボランティアに参加するはずの学
生等が、指導員として勤務する形にな
る。次年度に向けて、どのような体制で
学生等を受け入れるのか、明確にする必
要がある。

【社会福祉協議会】
・各学校の取り組みに差がある
・学校に加え、地域での福祉について学
びを深める場が必要

（６）

地域リー
ダー育成プ
ログラムの
作成

地域リーダー育成プロ
グラムを作成し、地域
で率先して活動する
リーダーをめざす住民
に対して、勉強会や学
習の場づくりをするな
ど、活動体制づくりを
積極的に支援します。

○地域リーダー育成プログラム
　福祉実践教室のプログラムの作成等を支援するために、
　みよし市独自の福祉実践教室のプログラムを作成、活用

（１）

地域福祉に
おける住民
の役割の周
知

すべての住民が地域の
一員としての自覚を持
ち、互いに思いやり、
支え合うことのできる
社会を形成するため
に、地域福祉を推進す
る上での住民の役割の
周知を図ります。

（５）

若いボラン
ティアの育
成推進

ボランティアの高齢化
が進む中、若いボラン
ティアを育成するた
め、小学校や中学校、
高等学校でのボラン
ティア体験活動を促進
します。また、若い世
代を対象としたボラン
ティア育成のための講
座の開催や学校支援の
ボランティアを募集
し、各種イベント時な
どさまざまな機会を利
用してボランティア活
動のPRを行います。さ
らに、子どもなどのボ
ランティア活動の様子
はボランティア活動を
お知らせするボラン
ティア通信などに掲載
し、PRを充実させま
す。

（３）

人材育成に
向けた研修
機会の充実

（４）

子育て支援
ボランティ
アの育成

子育て中の親を支援す
るため、ファミリーサ
ポートセンター事業を
推進し、子育ての経験
があり、子育ての援助
をしたいという人の活
用を図ります、。さら
に、子育て支援を行う
サークルの育成、支
援、活用を図ります。子育て支援

課

（７）

高齢者の生
活支援・認
知症の人の
支援を担う
人材の育成

生活支援の担い手を要
請する生活支援コー
ディネーターや認知症
施策を企画・調整する
認知症地域支援推進員
の配置を進め、連携を
強化します。長寿介護課

・生活支援コーディネーターを社会福祉協議会と地域包括支援セン
ターに配置しました。第１層生活支援協議体を開催し、第2層生活支
援コーディネーターを養成しました。（R1年度実績　3回）
・認知症地域支援推進員を地域包括支援センターに配置し、認知症の
早期における医療機関等との連携を図るため、認知症初期集中支援
チームのチーム員として活動しました。また、本人とその家族の負担
軽減を図るため、認知症カフェや認知症介護家族交流会に出向き、相
談支援を行いました。

住民講師の育成と連携

社会福祉協
議会

Ａ 現状維持

・第１層生活支援コーディネーターとし
て、担い手の発掘、確保、及び育成を努
める。
・第２層協議体の活動として地域課題を
集約する。

Ａ 現状維持

・ファミリー・サポート事業として、子育てを助けてほしい（依頼会
員）と子育てのお手伝いをしたい（援助会員）がお互いに助け合いな
がら活動を実施しました。（令和元年度依頼会員２３２人、援助会員
４４人、両方会員２６人、援助活動の件数２，１２３件）

Ａ 現状維持

現状維持

ファミサポの依頼会員が増加しているた
め、援助会員の負担が増している。援助
会員を増加させるために広報活動が必
要。

Ａ

【学校教育課】
・みよし市ホームページや広報紙（4月1日号掲載）を通しての学校支
援ボランティア登録を呼び掛けた。
・学生ボランティアを活用し、小中学校の授業や部活動、学校行事に
おける補助や個別支援を行った。

【社会福祉協議会】
○若いボランティアの育成
・小学校や中学校、高等学校でのボランティア体験活動を
　促進
・子どもなどのボランティア活動の様子はボランティア活
　動をお知らせするボランティア通信などに掲載し、ＰＲ
　を充実
○具体的な取組
・福祉フェスタ　９月１４日　３，５００名参加
・社協だより(年６回)
・ホームページ(随時)
・福祉実践教室
・ボランティア通信(年４回)
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基本方針 4 地域福祉の推進に向けた仕組みづくりの充実　～協働による福祉体制の整備～

前回評価 目標指標
「福祉の取組に対する考え方」で「住民
と行政が協働で取り組むべきもの」と回
答した人の割合

H26年度数値 57.7% 目標数値 65% R1年度数値 新目標値

施策分野

第
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に
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事
業

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

現状維持 活動の場を広げ、活動者を増加させたい

長寿介護課

（２）

（１）

家庭に閉じこもってなかなか外に出れず
にいる親子のフォローが必要。

（３）

行政とボラン
ティアの連携
によるネット
ワークの充実 現状維持

（２）

Ａ

地域における
子育てネット
ワークの充実

子育てに関する情報交
換を行うことができる
よう交流会などを開催
します。また、サーク
ルやボランティア間の
連携強化を図ること
で、地域において助け
合いながら子育てがで
きるネットワークの充
実を進めます。

Ａ

高齢者を活用
したネット
ワークづくり

地域で暮らす高齢者
が、豊かな経験や知識
を地域社会の中で活用
できるよう、愛知県の
「まちの達人活動推進
事業」やボランティア
登録の推進を図り、高
齢者の地域福祉活動へ
の積極的な参加を促進
します。

子育て支援課

令和元年度に行った事業

地域住民が協力し、支え合うことで、地域の課題を解決していくことができるよう、地域住民の参加による福祉のネットワークを作っていくこ
とが必要です。
そこで、高齢者や障がいのある人、子育て中の母親など、対象ごとの福祉ネットワークを構築し、充実に向けた支援を行います。また、行政区
など地域組織の連携の強化に向けた支援を進めます。

地域における福祉ネットワークの形成

高齢者いきいき活動ポイント事業により、活動者として登録いただい
た65歳以上の高齢者が、市内の介護施設でレクエーションの手伝いや
話し相手などをすることで、「いきがい」や「やりがい」のある活躍
の場を提供しました。（R1年度実績　登録者数　12人　活動者数　5人
介護施設数　2か所）

ボランティア連絡協議会「地域支援部
会」の継続的な取組

社会福祉協議
会

現状維持

社会福祉協議
会

Ａ 現状維持
みよし安心ネットを周知し、登録者を増
やし、もしもの時に協力につなげたい。

Ａ 現状維持

・福祉サービスは、個々の障が
　いを理解をした人など専門的
　支援が必要
・障がい福祉サービスとボラン
　ティアの関係を整理

ボランティア活動を活
発化させるため、ボラ
ンティア連絡協議会を
活用し、行政とボラン
ティア団体などとの連
携による取組を進めま
す。また、団体相互の
連絡調整・情報交換の
ためのボランティア連
絡協議会を定期的に行
い、ネットワークを充
実させます。

Ａ

・市内５地区（子育て総合支援センター内、莇生保育園内、打越保育
園内、みどり保育園内、黒笹保育園内）にみよし市地域子育て支援セ
ンターを設置し、その他市内保育園において、母親の不安解消育児相
談等を目的として、親子教室等の各種事業を実施しました。
・わくわくルーム、ぴよちゃんルームを１０保育園で毎月１回、あか
ちゃんルームを子育て総合支援センターと保育園で月１回、ベビービ
クスや人形劇等などの育児講座を年２６回開催しました。
・情報誌すこやかを年６回、わくわくガイドマップを年１回発行しま
した。

○ボランティア活動の活性化
・ボランティア連絡協議会が地域福祉に取り組めるように
　地域支援部会の立ち上げ準備
・行政とより深く連携が取れるような体制づくりを支援

○障がい者とその家族を支えるネットワーク
・障がい者交流事業「ふれあいバード」を実施する中で、
　実行委員を設置し、ボランティア連絡協議会や当事者団
　体(身体障がい者福祉協議会、手をつなぐ親の会、精神
　障がい者家族会)、障がい者施設代表者で話し合いを進
　めた。

家族からの依頼に基づき、行方不明者情報を「みよし安心ネット」で
配信し、多くの人からの目撃者情報を得ることで早期保護に繋げた。
（R1年度実績　配信2件）

（４）

障がい者とそ
の家族を支え
るネットワー
ク体制の整備

障がいのある人とその
家族が安心して地域で
暮らせるように、障が
い福祉事務所や障がい
者団体、volunteer団体
などと連携してネット
ワークを形成し、各種
サービスやボランティ
アによる支援が受けや
すくするための仕組み
を作ります。

（５）

認知症等によ
る行方不明者
捜索のネット
ワークの強化

地域で行方不明者を未
然に防ぐことや、「み
よし安心ネット配信
メール」、「あいちオ
レンジネットワーク」
を活用し、行方不明者
が発生した際のネット
ワークを強化します。

長寿介護課

今後の方針

地域福祉計画及び地域福祉活動計画において、ＣＳＷの設置に
ついて検討する

新
規
事
業

項目 新規事業内容

行政とボラン
ティアの連携
によるネット
ワークの充実

地域福祉の推進の参加・協働する地域のあらゆる組織・団体を構成員として、地域住民が主体
的に地域生活課題を把握し、解決する地域福祉の推進
○総合相談機能の充実
ボランティア活動によって明らかになった個別課題を我が事として捉え、地域課題として見え
る化（分析）すること。見える化した課題を分かる化（理解）すること。わかる化できたら、
できる化（取組）すること。
小学校区にＣＳＷ（コミュニティーソーシャルワーカー）を配置して、地域福祉関係者と共に
住民主体の地域福祉活動につなげること。社会福祉協議

会



R1年度数値 新目標値

住民のさまざまなニーズに対応するために、福祉の推進を目的に活動している団体などと行政が連携を強化して、それぞれの機能や活動を補
い合っていくことが必要です。
そこで、社会福祉協議会の活動を支援するとともに、地域において活動しているボランティア団体や当事者団体などとのパートナーシップ体
制を整備します。
また、住民と行政が定期的に意見交換できる場を設置して、情報の共有を図ります。

（３）関係団体等との連携の強化

目標指標
「福祉の取組に対する考え方」で「住民
と行政が協働で取り組むべきもの」と回
答した人の割合

福祉課

（２）

社会福祉協
議会の活動
支援

地域福祉推進の中核と
しての役割や、ボラン
ティア団体をはじめと
する民間福祉活動コー
ディネーターとしての
役割を担う社会福祉協
議会に対して、組織体
制の充実、強化に向け
た支援を積極的に行い
ます。

（１）

社会福祉協
議会・関係
団体などに
関する情報
の提供

社会福祉協議会や保健
所などの福祉団体や公
的機関に関する情報を
住民に周知するため、
広報誌やパンフレット
を充実し、福祉フェス
タのような地域でのイ
ベントにおいて情報
コーナーを設置するこ
とにより、各種団体に
関する情報提供の充実
を図ります。

事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

現状維持
SNSを活用するなど、現状に合わせた意見
聴取方法の検討が必要。

Ａ

H26年度数値 57.7% 目標数値
位
置
づ
け

65%

施策分野

基本方針 4 地域福祉の推進に向けた仕組みづくりの充実　～協働による福祉体制の整備～

前回評価

令和元年度に行った事業

・広報みよしにおいて、各種福祉制度の手続き等についてのお知らせ
を掲載しました。
・総合福祉フェスタを開催し、市の福祉施策や各種福祉団体の情報の
PRに努めました。

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業
事業名・担当課

今後も継続して実施。

福祉課

（３）

相互理解に
基づく各主
体の役割分
担の明確化

住民、ボランティア団
体、事業者、社会福祉
法人、行政など、各主
体の相互理解に基づ
き、地域福祉を実践す
る上でのそれぞれの役
割分担を明確化し、互
いの連携の中で、各主
体が中心となって、地
域福祉の取組を推進し
ます。

Ａ 現状維持 今後も継続して実施。

福祉課

Ａ 現状維持みよし市社会福祉協議会に対して、運営費補助金を交付しました。

・みよし市社会福祉協議会に対して、運営費補助金を交付しました。
・みよし市ボランティア連絡協議会に対して運営費及び活動費の補助
金を交付しました。

現状維持
ボランティア団体と高齢者・障がい者団
体が直接、話し合えるような場について
の検討が必要。

福祉課

（５）

障がい者団
体などへの
支援の充実

障がい者団体、ボラン
ティア団体などが行う
活動に対する支援の充
実を図ります。また団
体の活動基盤の拡大に
向けて、団体などのPR
に努めます。

Ａ

（４）

関係団体な
どとのパー
トナーシッ
プ体制の整
備

地域において活動して
いるさまざまな主体が
対等な立場で相互に連
携し、コミュニケー
ションを深めていくた
めに、障がい者団体や
ボランティア団体など
と行政が参画した地域
福祉推進に関する組織
を設置し、パートナー
シップ体制を整備しま
す。

Ａ
社会福祉協議会と連携し、ボンランティア団体と障がい者団体が交流
する場の開催に協力しました。

（６）

皆さまと語
る会などの
開催

住民と市長が直接語り
合う機会を設け、住民
の意見や提言をお聞き
し、市政に活用すると
ともに、住民との協働
による、まちづくりの
推進を図ります。

現状維持 今度も継続して実施。

福祉課

Ａ 現状維持
・機会の増設
・意見、提言の市政への活用

広報情報課

社会福祉団体等の運営や事業実施に必要な補助金を交付しました。

市民の皆さんから今後の市政について幅広い意見を聴くため、市内を
活動拠点とする団体を対象に「皆さまと語る会」（1回）を開催し
た。

（７）

地域福祉に
関する計画
の推進・
チェック体
制の確立

住民、ボランティア団
体、行政など、計画に
関わるさまざまな主体
の連携により、地域福
祉計画に関する計画の
推進やチェック体制を
確立し、計画の理念の
実現を目指します、ま
た、一部の代表者だけ
でなく、組織に属さな
い住民にも参加を求
め、地域課題を共有し
て、協働により地域の
実情や特徴に合わせた
計画の推進を図りま
す。

Ａ

【長寿介護課】
・第１層生活支援コーディネーターとし
て、担い手の発掘、確保、及び育成を努
める。
・第２層協議体の活動として地域課題を
集約する。

長寿介護課

現状維持 令和２年度に次期計画を策定予定。

福祉課

（８）

地域の課題
抽出、社会
資源の開
発、多様な
主体との情
報共有の場
の設置

地域ケア会議の枠組み
を活用し、地域の課題
抽出、社会資源の開発
等が目的とした会議や
生活支援の担い手の情
報共有の場としての協
議体の設置等を行いま
す。

Ａ 現状維持

R1.11に地域福祉計画審議会を開催し、委員の委嘱、第３期計画の概
要説明と進捗状況確認を行いました。
また、第４期計画のアンケート調査についても審議していただきまし
た。

【長寿介護課】
・生活支援体制整備事業において、第１層生活支援コーディネーター
が、県の支援を受けて市民向けに生活支援の担い手についての研修会
を開催した。
・研修会の出席者のなかで、日常生活園域ごとに第２層協議体の立ち
上げた。



新目標値

施策分野

57.7% 目標数値 65% R1年度数値

（４）

現状維持
動画による配信など、どこにいても情報
が得られるような工夫

社会福祉協議
会

（２）

Ａ

ボランティア
団体の相互連
携及び交流の
場の提供

活動団体相互の連携を
図るため、ボランティ
ア連絡協議会による
ネットワークの形成を
促進します。また、ボ
ランティア団体同士が
自由に集い、交流でき
る場を提供します。

Ａ
ボランティア連絡協議会「地域支援部
会」の継続的な取組

（１）

ボランティ
ア・ＮＰＯ活
動に関する情
報の提供

ボランティアやＮＰＯ
に関する情報を広く住
民に知らせるため、広
報誌やホームページな
どの充実を図ります。
また、ボランティアや
ＮＰＯに関する情報が
一目でわかるような情
報コーナーの設置を検
討し、ボランティア活
動やＮＰＯ活動をした
い人やそれらの支援を
受けたい人が必要な情
報を入手できる体制を
整えます。

主な実施事業
事業名・担当課 事業概要 評価 事業の方向性 今後の課題

既存のボランティアやＮＰＯの情報の提供や活動を促進・支援するとともに、住民が気軽にボランティア活動に参加できる体制づくりが必要で
す。
そこで、社会福祉協議会と連携して、ボランティアやＮＰＯの情報発信や利用者とのコーディネートなどを行い、活動を支援します。また、講
習会の開催や相談体制の整備など、ボランティアに参加したい人やボランティアを受けたい人に対する支援を行います。

ボランティア・ＮＰＯの活動促進

令和元年度に行った事業

○ボランティア情報の広報
・ボランティア室前に、関係情報誌等を設置

位
置
づ
け

基本方針 4 地域福祉の推進に向けた仕組みづくりの充実　～協働による福祉体制の整備～

前回評価 目標指標
「福祉の取組に対する考え方」で「住民
と行政が協働で取り組むべきもの」と回
答した人の割合

H26年度数値

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

社会福祉協議
会

（３）

ボランティア
利用希望者の
把握及び活動
団体への紹介

各種窓口手続きなどさ
まざまな機会や場面を
活用してボランティア
を必要とする人の把握
に努め、本人に情報を
提供していきます。

Ａ

○ボランティア団体のネットワークの形成
・ボランティアセンターに登録した人たちが自由に活動で
　きる場所として、ボランティア室を設置、提供
・ボランティア連絡協議会では、同じ目的をもってボラン
　ティア活動をするもの集め、令和２年度より部会の設置
　を準備

社会福祉協議会と連携をとり、ボランティア利用希望の相談があった
場合には、福祉センター内にあるボランティアセンターや活動団体へ
の紹介を行っています。

現状維持 今後も継続して実施。

福祉課

改善

（６）

ボランティア
活動に関する
相談体制の整
備

住民がボランティア活
動に気軽に参加し、援
助を必要とする人がボ
ランティアのサービス
や支援を受けることの
できる体制づくりを進
めるための、ボラン
ティア活動全般に対す
る相談を行うボラン
ティア活動相談室の設
置を検討します。

改善
協働によるまちづくりを推進するため、
市民活動団体への活動支援の充実を図る
必要がある。

協働推進課

（５）

ボランティア
活動に関する
講習会・研修
会の実施

学校教育や社会教育を
通して、市内の各施設
などと連携を図りなが
ら、ボランティア活動
に関する講習会・研修
会など学習機会を提供
します。また、継続し
て学習するためのボラ
ンティア体験プログラ
ムの作成や長期休暇期
間のボランティア集中
講座の開催を検討し、
住民がさまざまな場面
でボランティアとして
力を発揮できるための
環境を整備します。

Ａ

（４）

ボランティ
ア・ＮＰＯ団
体の育成推進

ボランティア団体やＮ
ＰＯ団体の活動内容の
充実に向けて、ボラン
ティア養成講座の開催
やＮＰＯ団体の設立、
運営に関する相談事業
を行うなどの支援を推
進します。

Ｂ

ボランティア活動相談室の活用

社会福祉協議
会

現状維持 ・住民講師の育成と連携

社会福祉協議
会

Ａ 現状維持

○福祉に関する学習機会の提供
・福祉実践教室のプログラムの作成等を支援するために、
　みよし市独自の福祉実践教室のプログラムを作成、提供

○ボランティア相談
・ボランティアセンターに登録している団体や個人が気軽
　に集える場所(ボランティア室)を設置
・ボランティア活動に関する相談は、随時受付。
・ボランティアのコーディネートを行っている。
　ボランティア登録
　(８８団体、３２６５人)
　ボランティアコーディネート
　(年２８３件)

・専門の相談員を配置し、市民活動団体の活性化や団体設立に関する
相談に対応しました。また、行政側の協働アドバイザーとして協働事
業の推進を図りました。
・協働事業実現の可能性がある事業を選定し、該当する所管課に対し
て協働事業の実現に向けた検討を行うとともに、検討結果報告書を作
成し、協働事業の実施支援を行いました。
・地域課題の解決に向けた支援を行うため、がんばる地域応援補助金
を交付し、ＮＰＯ法人、並びに市民活動団体の活動を支援しました。
・協働推進職員研修として、主査級職員を対象とした研修を開催しま
した。
・市民活動団体のスキルアップを目的とした研修会を開催しました。
・市民と行政が施策テーマについて意見交換を行うまちづくりワーク
ショップを開催しました。



新目標値

（５）地域における活動場所の提供

特になし

（２）

Ａ

民間施設の
連携による
活動の場の
確保

民間事業者の協力を得
て、公共施設だけでな
く、民間施設を地域活
動の場として開放し、
住民が気軽に利用でき
るような仕組みを作り
ます。

Ｂ
市内事業所と協力して、今後も地域活動
の場の確保に努める。

福祉課

（１）

地区拠点施設整備中期
構想をうけ、今後整備
を進める地区拠点施設
について、みよし市の
現状及び現公共施設の
状況を踏まえ、施設規
模、必要機能について
検討をします。

地域におけ
る活動拠点
の整備充実

長寿介護課

市内障がい福祉事業所や高齢者施設に依頼し、地域活動の場として開
放していただきました。

現状維持

地域における福祉活動を推進していくためには、地域住民やボランティア団体などの地域福祉の担い手が集まって活動することができる場所の提
供が必要です。
そこで、公共施設や民間施設を有効活用し、活動場所を提供します。また。それらの施設を住民が気軽に利用できるような仕組みをつくります。

位
置
づ
け

基本方針 4 地域福祉の推進に向けた仕組みづくりの充実　～協働による福祉体制の整備～

前回評価 目標指標
「福祉の取組に対する考え方」で「住民
と行政が協働で取り組むべきもの」と回
答した人の割合

H26年度数値 57.7%

施策分野

目標数値 65% R1年度数値

第
３
期
計
画
に
お
け
る
既
存
事
業

主な実施事業

（３）

地区コミュ
ニティ広場
の活用促進

市が管理する施設とし
て、利用者が安全かつ
快適に使用できるよう
各地区コミュニティ広
場の施設環境整備の維
持管理に努めます。

Ａ 現状維持

（４）

福祉活動拠
点としての
福祉セン
ターの機能
保全

利用者の意見や要望に
柔軟に対応すること
で、サービスの向上を
図ります。また、施設
を計画的に修繕するこ
とにより、各種福祉団
体の活動拠点としての
福祉センターの機能保
全を図ります。

Ａ 現状維持
施設の老朽化に伴い、計画的な修繕が必
要である。

長寿介護課

令和元年度に行った事業

【長寿介護課】
福祉・医療・介護拠点施設を１か所集中型ではなく、各地区の地域包
括支援センターを中心に、日常生活圏域ごとで地域の資源を活用し、
高齢者及びその家族に対し、サービスを提供できる体制を整備するた
め、必要な機能について検討しました。

・パンフレットの作成及び市ホームページ（協働推進課）に所在地と
地図を掲載し、場所の確認がしやすいようにしています。
・コミュニティ広場は、市内５箇所に設置されており、各地区コミュ
ニテイ推進協議会主催のドッジボール、グラウンド・ゴルフ、ウォー
クラリー、祭り等の実施と各地域内の行政区や任意団体等の行事で利
用され、地域住民の連帯意識の向上を図ることができました。
・利用者が安全・快適に利用できるように,各種修繕を実施すること
で、施設の安全性、利便性を向上することができました。
・会計年度任用職員制度の開始に伴い、施設の受付について北部地区
コミュニティ広場はおかよし交流センターで、残りの４地区のコミュ
ニティ広場については明越会館で行うこととし、業務が適切に行える
よう施設の改修を進めました。

・施設の柔軟な運営管理を行うため、福祉センターの運営管理を指定
管理者である社会福祉法人みよし市社会福祉協議会が行いました。
（R1年度実績　利用人数　7,642人）

現在策定中の「みよし市スポーツ施設再
配置計画」との整合性を図りながら、施
設の有効活用と利用者にとって将来にわ
たり安全安心な施設となるよう施設改修
を進めていく必要がある。

現状維持

協働推進課
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