
平成２９年度第１回みよし市地域福祉計画審議会   次第  

 

日時：平成３０年３月２０日（火）  

午後１時から     

場所：市役所２階２０１会議室  

 

１  委嘱状交付  

 

２  市長あいさつ  

 

３  会長・副会長の選任  

 

４  議  題  

(1）第３期みよし市地域福祉計画について  

 

 

 

(2）第３期みよし市地域福祉計画（あったかプランみよし）進捗状

況について（資料№３）  

 

 

 

 (3）今後の第４期地域福祉計画策定スケジュールおよび地域福祉計

画審議会スケジュールについて（資料№４）  

 

 

 

５  その他  

   

 

 



区分 所　　属 職名

委員 市長が必要と認める者 愛知大学 名誉教授 浅 野 俊 夫

委員
民生児童委員の代表
者

みよし市民生児童委員協議会 副会長 野 﨑 又 嗣

委員 医療関係者 一般社団法人豊田加茂医師会 副会長 翠 健一郎

委員 福祉団体の推薦する者 社会福祉法人昭徳会
特別養護老人ホーム
安立荘荘長

制 野 司

委員 　〃 社会福祉法人あさみどりの会 わらび福祉園園長 熊 谷 か の 子

委員 　〃 社会福祉法人あゆみ会 理事 松 平 幸 彦

委員 　〃
社会福祉法人みよし市社会福
祉協議会

事務局長 石 原 正 裕

委員 　〃
みよし市身体障害者福祉協議
会

地区代議員 髙以良 弘 美

委員 　〃 いきいきクラブみよし連合会 副会長 鈴 木 伸 幸

委員 　〃
みよし市ボランティア連絡協議
会

会長 佐 宗 正 行

委員 教育関係者 小中学校長代表 天王小学校校長 増 岡 潤一郎

委員 　〃 愛知県立三好特別支援学校 校長 木 村 豊

委員 　〃 幼稚園・保育園代表
三好桃山幼稚園理事
長

渡 邊 祥 子

委員 市民 公募委員 猪 島 智 美

委員 関係行政機関の職員 豊田加茂福祉相談センター 次長兼地域福祉課長 小 幡 一 雄

委員 　〃 衣浦東部保健所 健康支援課長 塩之谷 真 弓

氏名

みよし市地域福祉計画審議会委員名簿 資料№２
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○みよし市地域福祉計画審議会要綱 

平成21年４月１日 

改正 平成25年２月１日 

平成27年12月25日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、みよし市附属機関の設置に関する条例（平成21年三好町条例第２号。以下「条例」

という。）第３条の規定に基づき、みよし市地域福祉計画審議会（以下「審議会」という。）の運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条の規定に基づき、地域福祉の推進に関す

る事項を一体的に定めるみよし市地域福祉計画の策定及び推進について調査、審議するものとする。 

（組織） 

第３条 委員は、条例別表に規定する者のうちから市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は４年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は委員の互選とする。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 

２ 審議会の会議は委員の２分の１で成立し、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長

の決するところによる。 

３ 会長が必要と認めたときは、委員以外の関係者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（事務局） 

第６条 審議会の事務局は、福祉部福祉課に置く。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年２月１日） 

この要綱は、平成25年２月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月25日） 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

資料№１ 



資料 3

平成29年度実施（進捗確認1回目）

あったかプランみよし
第３期みよし市地域福祉計画進捗状況

（平成28年度事業）

みよし市



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～

(1)　地域福祉に対する意識の醸成・・・・・・・・・・・・・・・・・１～２

(2)　学校・家庭・地域における福祉教育の推進・・・・・・・・・・・２～３

(3)　地域住民の交流活動の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・４～６

(4)　地域における支え合い活動の促進・・・・・・・・・・・・・・・６～７

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～

(1)　ニーズの把握及び情報提供の充実・・・・・・・・・・・・・・・８

(2)　福祉に関する相談体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・９

(3)　利用しやすいサービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・10～12

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～

(1)　健康づくり・生きがい活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・12～14

(2)　安心して暮らせる日常生活の支援・・・・・・・・・・・・・・・14～15

(3)　地域ぐるみの防災・防犯活動の推進・・・・・・・・・・・・・・15～16

(4)　生活困窮者への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

(5)　誰もが働きやすい就業環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・17～18

(6)　安全な居住・生活環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・18～19

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～

(1)　地域福祉を担う人材の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・20～21

(2)　地域における福祉ネットワークの形成・・・・・・・・・・・・・22～23

(3)　関係団体等との連携の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・24～25

(4)　ボランティア・ＮＰＯの活動促進・・・・・・・・・・・・・・・25～26

(5)　地域における活動場所の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・27

〔目次〕
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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～
（１）地域福祉に対する意識の醸成

1 ①
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

・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。
・平成29年２月４日（土）、みよし市文化センターサンアートにおいて障が
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】講演「みよし市の乳幼児期の発達支援」
【第2部】実践報告「障がいのある学齢児の放課後支援」
来場者数：約120人
障がい者自立支援協議会の動向紹介、周知、啓発を行うことができまし
た。

Ｂ

2 ②
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
る街頭PR、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

・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、街頭啓発を開催しました。
・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しまし
た。
・中学校（２校）において、人権教育講演会を開催しました。
・総合福祉フェスタにおいて、人権啓発映写会を開催しました。

Ｂ

3 ③
地域における
男女共同参画社会の
推進

少子高齢化の進展や国際化などの社会
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あえる男女
共同参画社会の一層の推進を図ります。

協働推進課

・平成28年9月3日、文化センターサンアートにおいて、みよし男女共同
参画「市民のつどい」を開催しました。
【表彰式】男女共同参画川柳表彰式
【講演】「女(ひと)と男(ひと)のより良い関係」
【映画】「ＲＡＩＬＷＡＹＳ」
来場者数：約750人
・男女共同参画川柳の募集、選定及び表彰をしました。
・平成28年12月17日、三好丘交流センターにおいて、男女共同参画ス
テップアップセミナーを2回開催しました。
・平成29年1月23日(火)、市役所において、市内事業者向けに「男女共
同参画講演会」を開催しました。
・男女共同参画交流ネット登録団体(平成28年度登録団体：6団体）に
対し、年３回の情報交換会を実施しました。
・男女共同参画交流ネット登録団体が主催する自主講座に対し補助を
行いました。

Ｂ

4 ④
ボランティアに
対する意識啓発

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PR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。

社会福祉協議会

機関紙発行事業を行いました。
・社協だより発行（年6回）
・ホームページへの機関紙公開（適時）
ボランティアセンター活動事業を行いました。
・ボランティア通信発行（年4回）
・ボランティア登録者数（83団体、2,896人）
・ボランティアコーディネイト件数（年245件）
・ボランティア講座（年3講座、27人）

Ｂ

【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

5 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。

福祉課

平成28年9月17日（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　4,400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。

Ｂ

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～
（２）学校・家庭・地域における福祉教育の推進

6 ①
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

・人権教育の授業実践を実施（平成28年10月12日）しました。
・人権啓発講演会を実施（児童生徒対象：平成28年12月1日・2日、教
職員対象：平成29年1月6日）しました。
・認知症を正しく理解するため認知症サポーター養成講座（平成28年9
月・11月）を受講しました。
・人権教育啓発リーフレットを作成し、市内全小中学校の教員及び保護
者等に配付しました。

Ｂ

7 ②
学校と地域の
連携による
体験活動の推進

「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、学校と地域の連携による福祉教
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。

学校教育課

・地域住民及び学生ボランティアを活用し、小中学校の授業補助を行い
ました。
・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し登録者の拡大を図りました。

Ｂ

8 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。

学校教育課

・福祉実践教室（三好丘小３年生〔平成28年11月9日〕、三好丘中１年
生〔平成28年12月8日〕）を実施しました。
・ユニセフなどの募金など、福祉に関わるボランティア活動を実施しまし
た。
・校区一斉あいさつ活動を実施（平成28年9月5日、12月2日）しました。

Ｂ

9 ③
子育て支援課、
教育行政課

みよし市ジュニアリーダークラブ、みよし市スカウト活動育成連絡協議会
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促進を図りました。

Ｂ

10 ③ 社会福祉協議会

福祉教育推進事業を行いました。
・活動費の助成（8小学校、4中学校、1高等学校）
・福祉実践教室の開催（点字、盲導犬、手話、要約筆記、車イス、高齢
者疑似体験、発達障がい者理解、高齢者理解）、特別支援学校との交
流、三世代交流、 認知症・障がい理解活動、赤い羽根共同募金、リサイ
クル活動など

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

11 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

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ました。
・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
事業を実施しました。
・市内保育園において中学生の職場体験を実施しました。
・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ました。

Ｂ

12 ④ 子育て支援課
園児と高齢者、園児と中高生など世代間交流の促進しました。
・祖父母を運動会や生活発表会へ招待、ひな祭り会でおこしもの作り等
・保育士の職場体験として中高生を受入

Ｂ

13 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。

子育て支援課

専門の講師をお招きして乳幼児期の子育ての大切さを学んだり、体験で
きる講座を開催しました。
・育児講座（２２回、親子ふれあい遊び、リトミック遊び等）
・子育てサークル学習会（２回）

Ｂ

14 ⑥
子ども会などによる
児童福祉活動の推進

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。

子育て支援課

各地区の子ども会（19団体）地区子育てクラブ（17団体）に対して、地域
社会における児童の福祉増進を目的として活動に係る費用に対して補
助を行いました。

Ｂ

15 ⑦
福祉に関する
研修会・講演会の充実

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付けるための研
修会を行い、内容の充実を図ります。

社会福祉協議会

各団体において、講座や講演会を開催しました。
【社会福祉協議会】
・平成28年度介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サポーター
養成講座
　みよし市立福祉センター
　平成28年12月5日、12月19日、参加者34人
【老人クラブ連合会】
・特別講演会
　演題「笑顔あふれる毎日を過ごすために」
　みよし市立福祉センター
　平成29年2月8日、参加者129人
【ボランティア連絡協議会】
・特別講演会
　内容「阪神タイガース型ボランティアのすすめ（中日ドラゴンズ対比）」
　サンアートレセプションホール
　平成29年2月25日、参加者57人

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

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～
（３）地域住民の交流活動の促進

16 ①
世代や障がいの有無
を越えた交流機会の
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。

社会福祉協議会

障がい者・児福祉活動事業を行いました。
・ふれあいバードの開催（年１回）
　当事者団体を含む実行委員会組織で事業実施
　交流会 ：平成28年6月26日、参加者：119人、作品展示72点
　作品展示：平成28年7月1日から7月29日まで：イオン三好店

Ｂ

17 ②
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、人の和が育つよう、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。

生涯学習推進課

・学習交流センターを拠点に、「公開講座」「生活創造講座」「親子短期
講座」「国際理解講座」「情報･通信講座」など、生涯学習講座155講座
を開催しました。（講座開催回数607回、2,309人が受講）
・生涯学習情報誌を年間３回作成しました。（７月、11月、３月）
・生涯学習活動登録団体を募集し、20団体を登録しました。
・平成29年３月4日と5日に文化センターサンアートにて、生涯学習発表
会を開催し39団体が出演しました。芸能発表者273人、作品展示387
点、お茶会25人が発表し、1,773人が来場しました。

Ｂ

18 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開催することがで
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。

社会福祉協議会

ボランティアセンター活動事業を行いました。
・夏休みキッズボランティア塾
　～作って学ぶエコキャップ～
　平成28年7月27日、28日、参加者10人
・夏休みキッズボランティア塾
　～青少年のボランティア体験～
　平成28年8月2日、5日、8日、参加者7人
・平成28年度高齢者が集まる場所応援ジュニアサポーター
　平成28年3月27日、参加者10人
地域福祉支援事業を行いました。
・福祉活動備品の貸し出し
　（ポップコーン、わたがし、かき氷等）年間22件
・福祉に関するＤＶＤの貸し出し

Ｂ

19 ④
子育てを通じた
交流活動の推進

市内５ヵ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。

子育て支援課

・市内５箇所の保育園に子育て支援センターが設置されており、子育て
に関する相談が気軽にできる場を提供しています。
・子育て支援事業として、保育園において、わくわくルーム、あかちゃん
ルーム、ぴよちゃんルーム、かんがるーのへや、育児講座、園庭開放を
実施しました。

Ｂ

20 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クラブ、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。

子育て支援課
平成28年度より
教育行政課

「地域ぐるみで推進しよう 非行のない町づくり」をスローガンとして、青少
年健全育成推進団体における組織の強化充実を図るとともに、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って、
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。

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
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特に審議会として
意見の必要なもの

21 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。

長寿介護課

要介護、要支援の認定を受けていない在宅の65歳以上の人が、地域社
会の中で自立した生活を安心して営むことができるよう支援することを目
的に、福祉センター内にある「なかよしサロン」への送迎、同サロン内での
健康チェック、生活指導、日常生活訓練、入浴、食事などの提供を行う
ことにより、対象者の閉じこもり予防や生活機能のレベルアップに寄与で
きました。（年間　利用人数　2,303人）

Ｂ

22 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
どの既存の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。

教育行政課
（資料館）

　認知症、閉じこもりの予防及び治療となる手法及び非薬物療法
のひとつとして、回想法が注目されています。現在、高齢者（個
人及び家族）や高齢者施設の利用者が来館され、各々に子どもの
ころの記憶を思いだして、懐かしく語られています。
【展示事業】
・常設展示（昔の道具等）
　平成28年4月1日～平成29年3月31日
・春季企画展　　平成28年4月29日～平成28年6月26日
　数のかずかず
・夏季企画展　　平成28年7月16日～平成28年9月11日
　須恵器の技！
・冬季企画展　　平成29年1月21日～平成29年3月20日
　第35回　ひな人形展

※休館日　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）、年末年始

Ｃ

開館後３５年を経過し、
初めて大規模なリニュー
アル工事を行ったことに
伴い、秋から冬にかけて
展示を行わなかったた
め。
展示室休業期間：平成28
年12月12日から平成29年
1月20日まで

23 ⑦
学校教育課
（小中学校）

・学校施設の地域開放を実施しました。
【実績】
・小学校（運動場・体育館）　利用者数　延べ 79,475人
・中学校（運動場・体育館・武道場）　利用者数　延べ 4,961人

Ｂ

24 ⑦
産業課
（緑と花のセン
ター）

・緑と花のセンター建屋及び屋外管理地景観保全を行いました。
・貸し施設の適正な管理を行いました。
・産業フェスタみよし２０１６を11月6日に開催しました。
・ふれあいフェスタ２０１６を9月11日に開催しました。
・野菜づくり講習会を9月25日と2月25日に開催しました（4月17日は荒
天のため中止）。

Ｂ

25 ⑦
健康推進課 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回開催しました。（延べ693人）
Ｂ
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Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
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平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
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特に審議会として
意見の必要なもの

26 ⑦
生涯学習推進課

・勤労青少年ホーム交流活動事業を廃止し、平成28年7月2日より図書
館学習交流プラザ管理運営事業へ機能移転しました。生涯学習セン
タークラブ登録団体が年間を通じて利用しました。

Ｂ

27 ⑧
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。

協働推進課
・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、管理運営を行いました。

Ｂ

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～
（４）地域における支え合い活動の促進

28 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。

協働推進課

・行政区活動に対する一括交付金の交付（25行政区）や地域振興に対
する支援等を行いました。
・地区コミュニティ活動に対する一括交付金の交付（8地区）を行いまし
た。

Ｂ

29 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。

福祉課

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ています。

三好助け合いチケットじゃんじゃん
・登録会員　67人
・加盟店　　７店舗
・課名施設 ６箇所
・サービス提供活動回数　263回
・チケット流通数　308,900JAN

Ｂ

30 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。

子育て支援課

子育てを支援する環境づくりを推進しました。
　・育児講座（２２回、親子ふれあい遊び、リトミック遊び等）
　・健康講座（１８回）
　・子育てサークル学習会（２回）
　・親子ふれあいルーム（子育て支援センター及び保育園で月１回）
　・子育て情報誌の発行（５回）

Ｂ

31 ④
ひとり暮らし高齢者
などへの声かけ、
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・児童委員、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か
け、見守り活動を促進します。

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いています。
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。

Ｂ



第３期みよし市地域福祉計画　事業進捗状況〔H28年度事業〕
（平成29年度実施・進捗確認1回目）

9 / 29 ページ

【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
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32 ④ 長寿介護課

・市内３か所（きたよし地区、なかよし地区、みなよし地区）に設置した在
宅介護支援センターにおいて、65歳以上高齢者の実態把握をはじめ、
在宅での援護が必要な高齢者及びその家族等の在宅介護に関する総
合的な相談に応じ、各種サービスの実施機関と連絡調整等の便宜を提
供することができました。（年間　実態把握件数　2,091件、相談件数
2,081件）
・地域支え合い体制づくり事業として、認知症の高齢者の徘徊行動を想
定し、東山行政区を中心とした天王地区コミュニティで、捜索する模擬訓
練を実施しました。（参加協力者　延40人）

Ｂ

33 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。

福祉課

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っています。
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。

Ｂ

34 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紙やホームページ
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
換を図るなどの取り組みを推進します。

子育て支援課

子ども会が地域で具体的に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ました。
また、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にしました。

Ｂ

35 ⑥ 社会福祉協議会

各団体に活動支援や助成金の交付を行いました。
【老人クラブ連合会】
【身体障がい者福祉協議会】
【手をつなぐ親の会】
・活動支援（事務手続き、会議、関係団体との調整等）
・運営助成金交付
【子ども会育成協議会】
・運営助成金交付

Ｂ

36 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、住民の発想を取り入れた地域福祉
の推進に努めます。

福祉課

・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
け付けています。
・市民から要望のあった「障がい児医療的ケア支援事業」を平成29年度
から新規事業として開始できるよう制度整備を行いました。

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

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～
（１）ニーズの把握及び情報提供の充実

37 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
等を活用して住民ニーズの把握に努めま
す。

福祉課
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
付けています。

Ｂ

38 ②
福祉に関する
学習機会の提供

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元に
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

・民生委員の各専門部会で、福祉施設等の視察研修を行い、地域福祉
への理解を深めていただいています。
・平成29年2月4日（土）、みよし市文化センターサンアートにおいて障が
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】講演「みよし市の乳幼児期の発達支援」
【第2部】実践報告「障がいのある学齢児の放課後支援」
来場者数：約120人
障がい者自立支援協議会の動向紹介、周知、啓発を行うことができまし
た。

Ｂ

39 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。

福祉課

・平成31年度にアンケートを実施予定です。
・平成32年度の地域福祉計画の見直し時にヒアリングを実施予定です。
・平成28年度は具体的な事業はありません。

Ｂ

40 ④
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
紙、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。

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。
（福祉部、子育て健康部の各課）

Ｂ

41 ④ 社会福祉協議会

各団体においての広報活動を行いました。
【機関紙発行事業】
・社協だより発行（年6回）
・ホームページへ公開（適時）
【ボランティアセンター活動事業】
・ボランティア通信発行（年4回）
【通所介護事業】
・陣取の里新聞：ニュースレター（年12回）
【なかよしサロン事業】
・なかよしサロン新聞：華（年3回）
【シルバーハウジング事業】
・シルバーハウジング新聞：わ～ぃ（年4回）
【老人クラブ連合会】
・老人クラブ広報（年３回）会員向け
【手をつなぐ親の会】
・会報（年4回）会員向け
【ボランティア連絡協議会】
・ボランティア連協だより（年4回）会員・一般市民向け

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

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～
（２）福祉に関する相談体制の整備

42 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、関係各課で横断的に対
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
制の構策に努めます。

福祉課

・庁内ＬＡＮでつながる総合福祉システムを設置し、個々の住民が利用
する福祉サービスの利用状況について共通情報として関係各課で横断
的に対応できるようにしています。
・平成28年7月、みよし市ふれあい交流館内に「みよし市くらし・はたらく
相談センター」を設置し、障がい者（児）、生活困窮者の生活及び就労の
相談体制の充実を図りました。

Ｂ

43 ②
子育て相談窓口の
充実

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。

子育て支援課

・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
議の定例開催（1回/月)、代表者会議(1回/年)をしました。

Ｂ

44 ③
女性の悩みごと相談窓
口の充実

女性の悩みごとに対処できるように、女性
の悩みごと電話相談事業を実施します。ま
た、相談者の悩みごと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。

協働推進課
・専門相談員による女性の悩みごと電話相談窓口を46回実施しました。
　（電話相談日：毎週月曜日、正午から午後４時まで）

Ｂ

45 ④
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
け付け、適切かつ迅速に対応します。

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
な対応に努めています。
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。

Ｂ

46 ④ 長寿介護課

利用者等からの苦情・相談について、窓口、電話により受付け、状況に
応じて対処しました。
特に悪質と認められる場合は、愛知県と連携し監査・指導を行うが、平
成28年度は監査・指導の該当ありません。

Ｂ

47 ④ 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真摯に受け
止め、適切かつ迅速に対応するとともに、保育士、クラブ指導員、児童厚
生員の資質向上と人材育成のために研修を行いました。

Ｂ

48 ⑤
専門機関との連携に
よる相談体制の充実

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。

市民課

・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
・外国人相談を毎週火、金曜日（休日の場合は休み）に開催
・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

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

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～
（３）利用しやすいサービスの提供

49 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。

広報情報課
・公共施設予約案内システムの運用をしています。
・あいち電子申請・届出システムの運用をしています。

Ｂ

50 ① 社会福祉協議会
機関紙発行事業を行いました。
・ホームページへのイベント開催掲載時に、申込書も合わせてダウンロー
ドできるよう掲載し、市民の利便性を高めました。

Ｂ

51 ②
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

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
きる施設設備を推進します。

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等を用いて、障がい
者福祉・一般社会福祉制度について、障がい者や一般市民に分かりや
すい説明に努めました。

Ｂ

52 ② 長寿介護課
窓口等において、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、高齢者等に分かりやすく説明しました。

Ｂ

53 ② 都市計画課
・福田老人憩いの家バリアフリー改修工事にて、便所改修及びスロープを
設置し、バリアフリーに配慮・対応した施設設計を行いました。

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

54 ② 社会福祉協議会
機関紙発行事業を行いました。
・事業を広くＰＲできるよう、行政区回覧板を活用したり、市役所やサン
ネット・サンライブの情報ラックにチラシを設置するなどＰＲに努めた。

Ｂ

55 ③
福祉サービスの
提供事業所の整備
の促進

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。

福祉課
障がい者福祉センターを指定管理により社会福祉法人が運営管理を行
い、地域生活支援事業の地域活動支援センター事業を実施し、各種相
談、機能回復や創作的活動を行いました。

Ｂ

56 ③ 長寿介護課
みよし市第6期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画に基づき、認知症
対応型共同生活介護（グループホーム）及び地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護を１事業所ずつ公募しました。

Ｂ

57 ③ 子育て支援課

・増加する低年齢児を保育施設に受け入れることができるよう市内の民
間保育施設の運営に対し、民間保育施設の保育環境の向上に資するこ
とを目的に補助金を交付しました。
・定員等により公立児童クラブに入所できない、市内の昼間保護者がい
ない家庭の小学１年生から４年生までの児童が民間児童クラブを利用し
た場合、公立と同等の利用料での利用ができるように補助金を交付しま
した。

Ｂ

58 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
権利擁護支援業務を愛知県司法書士会に委託し、権利擁護に関わる
相談などに対応しました。また、当事者団体や相談支援専門員に成年
後見制度に関する情報提供を行い、制度の利用促進に努めました。

Ｂ

59 ④ 長寿介護課

・市内事業所へ会議等の開催に合わせ、制度の周知を行いました。
・窓口など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。（年間　相談件
数 11件  成年後見利用支援実績 2人　後見人費用支援実績 0人）

Ｂ

60 ④ 社会福祉協議会

相談事業・援護事業を行いました。
【心配ごと相談事業】
・相談日（毎月2回）件数（年11件）
【総合福祉相談事業】
・相談日（福祉ｾﾝﾀｰ開館日）
　取扱件数（年8件）
【その他援護事業】
･福祉サービス利用支援事業
　利用者数：13人

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

61 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。

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。 Ｂ

62 ⑤ 長寿介護課

・事業者の実地指導に合せて、自己評価を3年毎に実施しました。（自己
評価は３年毎に実施し、次回は平成29年度実施）
・平成18年から実施されている愛知県介護サービス情報公表システム
により、利用者への情報提供を行いました。

Ｂ

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～
（１）健康づくり・生きがい活動の推進

63 ①
高齢者や障がい者
の生涯学習活動へ
の支援

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
など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。

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。

Ｂ

64 ① 長寿介護課

市内３か所（きたよし地区、なかよし地区、みなよし地区）に設置した在宅
介護支援センターにおいて、体操やフラワーアレンジメントなどによる介護
予防教室を開催しました。（年315回開催、6,598人参加）

※平成29年度より地域包括支援センター運営事業に移行

Ｂ

65 ① 生涯学習推進課

・高齢者限定講座1講座（講座回数６回）高齢者優先講座16講座（講座
回数56回）を開催しました。
・レクリエーションダンス講座（講座回数６回及び生涯学習発表会参加）
を開催しました。

Ｂ

66 ②
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。

健康推進課
妊娠中から高齢者までの市民を対象に、健康相談・月曜健康育児相
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
健康教育を実施しました。（延べ4,894人）

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

67 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
いの家をより一層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。

長寿介護課

・社団法人みよし市シルバー人材センターが行う組織の強化、会員の拡
大及び就業機会の開拓など、高齢者の生きがい事業に対し、補助金を
交付し、豊かな経験や能力を生かし、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。（年間　会員数
369人、事業件数　2,037件、就業延人員　45,307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老
人クラブが行いました。また三好下老人憩いの家和室エアコン取替工
事、福田老人憩いの家バリアフリー改修工事、明知下・福田老人憩いの
家窓ガラス飛散防止フィルム貼付工事を実施しました。（年間利用人数
57,849人）

Ｂ

68 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易い環
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。

スポーツ課

【総合型地域スポーツクラブ運営補助事業】
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
ブの運営補助、地域のスポーツ活動に寄与しました。
【マラソン駅伝大会実行委員会補助事業】
地区スポーツ委員会議、スポーツ推進委員会議、実行委員会議を開催
したのち平成29年1月29日に大会を開催しました。
【地域対抗ソフトボール大会開催事業】
地区スポーツ委員会議、スポーツ推進委員会議を開催したのち平成28
年6月12日（予選）、6月18日（決勝戦）に大会を開催しました。
【みよし市体育祭実行委員会補助事業】
地区スポーツ委員会議、スポーツ推進委員会議、実行委員会議を開催
したのち平成28年10月9日に大会を開催予定でしたが、雨天中止となり
ました。
【スポーツ教室開催事業】
前期、後期に分け実施した。
前期教室（4教室）平成28年5月7日から8月20日まで
後期教室（4教室）平成28年9月3日から11月19日まで

Ｂ

69 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、健康状態などに応じた生涯
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
障がいの有無に関わらず、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。

スポーツ課

【スポーツ教室開催事業】
前期、後期に分け実施しました。
・前期教室（4教室）平成28年5月7日から8月20日
・後期教室（4教室）平成28年9月3日から11月19日

Ｂ

70 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
学校の武道館などを開放し、気軽にス
ポーツができる環境づくりを推進します。

スポーツ課

【学校開放事業】
４月～３月まで96団体が活動した。
市内８小学校体育館、４中学校体育館、４中学校武道場の月～土18：
30～21：30を団体に登録後貸出実施した。
延べ利用日数　2,863日
延べ利用人数　60,860人

Ｂ

71 ⑦
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。

生涯学習推進課

・一般市民を対象に、「公開講座」「生活創造講座」「親子短期講座」「国
際理解講座」「情報･通信講座」など、生涯学習講座155講座（講座回数
607回）を開催しました。
・夏休みを利用し、親子講座11講座（講座回数11回）を開催しました。
・生涯学習講座の受講生や図書館学習交流プラザの登録団体が生涯
学習発表会に参加しました。

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
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進捗
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特に審議会として
意見の必要なもの

72 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。

健康推進課

ヘルスパ―トナーによる企画事業（ウォークラリー、子育てママのリフレッ
シュ教室等）、食生活改善推進員による企画事業（60歳からの栄養・健
康教室、できる男のヘルシークッキング、塩分チェック等）を実施しまし
た。（延べ1,336人）

Ｂ

73 ⑧ 社会福祉協議会

障がい者・児福祉活動事業を行いました。
・ふれあいバードの開催（年１回）
　当事者団体を含む実行委員会組織で事業実施
　交流会 ：平成28年6月26日、参加者：119人、作品展示72点
　作品展示：平成28年7月1日から29日まで：イオン三好店
老人福祉活動事業を行いました。
・地域介護予防教室の開催（5教室）参加者3,463人
　おりがみ教室、歌・リズム運動、健康体操など

Ｂ

74 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。

長寿介護課

・日常生活支援事業として、要介護、要支援の認定を受けていない65歳
以上の人で、支援の必要なひとり暮らしや高齢者のみの世帯の人に対
し、生活支援員が家事等の支援を行いました。（年間　　延利用人数
26人）
・なかよしサロン事業として、要介護、要支援の認定を受けていない在宅
の65歳以上の人が、地域社会の中で自立した生活を安心して営むこと
ができるよう支援することを目的に、福祉センター内にある「なかよしサロ
ン」への送迎、同サロン内での健康チェック、生活指導、日常生活訓練、
入浴、食事などの提供を行うことにより、対象者の閉じこもり予防や生活
機能のレベルアップに寄与できました。（年間　利用人数　2,303人）

Ｂ

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～
（２）安心して暮らせる日常生活の支援

75 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。

長寿介護課

・平成27年度から平成29年度までの第6期高齢者福祉計画兼介護保
険事業計画に基づき各種施策を実施しました。
・家族介護者交流事業の一環として、要介護状態又は要支援の人を介
護する家族の身体的及び精神的負担を軽減し、介護から一時的に解放
するための介護者相互の交流会「地域サロン」、「ミニサロン」を開催しま
した。（年　18回開催　95人参加）
　また、認知症家族支援プログラム修了者や認知症の人を介護している
人が交流を深め、地域でのネットワークづくりを進めるために「認知症家族
支援交流会」（年　12回開催　70人参加）「認知症家族支援プログラム」
を開催しました。（年　6回開催　71人参加）

Ｂ

76 ②
地域包括ケアシステム
の推進

重度の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後まで
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。

長寿介護課

長寿介護課内に設置された市内唯一の地域包括支援センターを、市民
の身近な窓口とするため、市内３地区に分割する準備段階として、市内
を３箇所にある在宅介護支援センターを機能強化し、ブランチの位置づ
けとしました。
また、医療・介護連携事業においては、電子連絡帳の導入準備として、
豊田加茂医師会、豊田市との連携を構築し、運用ルールの作成や、デ
モ機を実施し、地域包括ケアシステムの推進をしてまいりました。

Ａ
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77 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。

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。

Ｂ

78 ③ 社会福祉協議会

高齢者や障がいがある人の外出支援を行いました。
【ボランティアセンター活動事業】
・たすけあい号（スロープ付乗用車）の運転ボランティア（1人）
【地域福祉支援事業】
・たすけあい号（スロープ付乗用車）稼動（年48回）
【居宅介護事業】
・地域生活支援事業（移動支援事業）
　活動できるヘルパー11人、利用者13人

Ｂ

79 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
的な公共交通機と位置付け、利便性向上
にむけた継続的な維持・改善を行い、さん
さんバス事業の充実に取り組みます。

企画政策課

さんさんバス2路線を1日あたり、それぞれ25便ずつ運行して、利用者に
安心で利便性の高い公共交通の提供に努めました。
ダイヤ改正後２年を経過したため、バスの利用状況を把握するため利用
状況調査を実施し、今後の事業運営の方向性を明らかにしました。
　平成28年７月１日から、図書館学習交流プラザ「サンライブ」の開館に
合わせてバス停位置の見直し(１カ所に統合)と路線の一部見直しを行
い、利用者の利便性向上を図りました。
　平成28年７月１日から乗合タクシー「三好下地区」乗降場を追加し、利
用者の利便性向上に努めました。

Ａ

80 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、障がいの種類や
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。

福祉課

障がい者福祉計画に基づき、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。
第４期障がい者福祉計画を策定するための基礎資料として、障がい者福
祉についての意識調査アンケートを平成28年9月10日から平成28年9
月24日まで実施しました。

Ｂ

81 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。

子育て支援課

・親子通園ルームふたばは、明知保育園の保育室2部屋、5グループで
実施（１グループ週１～２回）しました。
・保護者勉強会の開催（８回）をしました
・心理相談員による発達相談の実施（111回）しました
・親子通園短期グループひよこは、年間３クールで1クール週１回の10回
（年間30回）しました。

Ｂ

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～
（３）地域ぐるみの防災・防犯活動の推進

82 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。

長寿介護課

対象者が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
部へ通報され、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。（尾三消防本部への通報9件　うち7件出動
対応）

Ｂ
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83 ②
災害時などにおける
避難行動要支援者情
報の把握

「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。

福祉課

平成25年8月に改正された災害対策基本法において、地域防災計画の
規定により避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務づけられまし
た。平成26年度にみよし市地域防災計画の中で名簿作成が規定され、
それに基づき平成27年度に避難行動要支援者名簿を作成しました。平
成28年度は更新作業及び平成27年度不備書類の整理を行いました。

Ｂ

84 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
時に適切な行動が取れるよう、訓練を行
います。

福祉課
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まし
た。

Ｂ

85 ④
地域における自主
防災組織の育成、支
援

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。

防災安全課

・コミュニティ単位での防災訓練を通じた自主防災組織の育成を図るた
め、平成28年度は試行的に緑丘地区コミュニティの防災訓練に企画段
階から防災安全課職員が参加協力して訓練を実施しました。
・消防団の各種研修や訓練を実施しました。
・消防団に対し団員報酬、訓練出動手当、被服等を支給しました。

Ｂ

86 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。

防災安全課

・深夜防犯パトロールを実施しました。
・青色防犯パトロール講習会、防犯ボランティア養成アカデミーの開催、
防犯啓発活動の実施、啓発品の配布を行いました。
・防犯パトロール活動拠点として安心ステーションを運営しました。
・みよし安心ネットにより、住民の皆さんへ不審者情報の提供を行いまし
た。
・みよし市安全なまちづくり推進協議会により、みよし市安全なまちづくり
推進大会の開催及び防犯啓発活動を実施しました。
・モデル事業として、北部小学校にて防犯教室を開催しました。

Ｂ

87 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
を促進します。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
間の情報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。

防災安全課

・自主防犯パトロール隊の活動を支援しました。
・自主防犯パトロール隊ネットワーク会議を年４回開催しました。
・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
貸与を行いました。

Ｂ

88 ⑥ 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
ました。
・不審者情報をＦＡＸで関係機関に送信しました。
・学校安全体制整備推進会議を２回（4月15日、平成29年2月1日）、講
習会を１回（6月17日）開催し、地域と連携した学校の安全管理体制の
整備を図りました。
・「こども１１０番の家」ののぼり等を配付しました。
・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25日）実
施しました。

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

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～
（４）生活困窮者への支援

89 ①
生活困窮者の実態把
握

生活保護に至る前の自立支援に繋げるた
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。

福祉課
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。

Ｂ

90 ②
困窮に係る相談支援
体制の充実

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。

福祉課

・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
談窓口を開設しました。
・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。

Ｂ

91 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、社会との関わりが困難な者や就業意
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。

福祉課

・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。

Ｂ

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～
（5）誰もが働きやすい就業環境の整備

92 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。

長寿介護課

公益社団法人みよし市シルバー人材センターが行う組織の強化、会員
の拡大及び就業機会の開拓など、高齢者の生きがい事業に対し、補助
金を交付し、豊かな経験や能力を生かし、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。（年間　会員
数　369人、事業件数　2,037件、就業延人員　45,307人）

Ｂ

93 ②
障がい者の雇用に
対する支援

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。

福祉課

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、講座等を開催しました。
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。

Ｂ

94 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。

産業課 国、県等が作成するパンフレット等を窓口で配布し、啓発を図りました。 Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

95 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。

子育て支援課

・保育サービスの充実を図るため、延長保育、休日保育、一時的保育を
実施しました。
・ファミリーサポート事業として、子育てを助けて欲しい（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。（平成28年度依頼会員数186人、援助会員数33人、両方
会員数20人、援助活動の回数1,384回）
・昼間に母親の就業等で保護者のいない世帯の小学１年生から４年生ま
で（北部児童クラブ及び夏休みの第２児童クラブでは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。

Ｂ

96 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体制の充実
を図ります。

子育て支援課

・市内８小学校区において通年児童クラブを実施しました。（通年利用児
童数　のべ4,583人）
・夏季休業期間のみ開設児童クラブとして、空き教室を利用した３小学
校で実施しました。（夏休み期間利用児童数のべ272人）
・児童数が増加している北部小学校区で児童クラブ専用施設を建設し開
所、また天王小学校にいおいて建設工事を実施するための設計に着手
しました。

Ｂ

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～
（6）安全な居住・生活環境の整備

97 ①
誰もが円滑に
利用できる道路・施設
整備の推進

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。

都市計画課

・莇生住宅大規模改修事業にて、車椅子対応エレベーターを設置し、バ
リアフリーに配慮・対応した施設整備を行いました。
・都市計画法、建築基準法等の許認可申請等の相談業務を行い、バリ
アフリーに配慮、対応するよう働きかけました。

Ｂ

98 ① 道路河川課

【道路改良事業】
・市道黒笹三本木線　工事負担金
　
【都市計画道路整備事業】
・都市計画道路蜂ヶ池線　歩道の改修工事を135ｍ行いました。
・都市計画道路平池天王台線　道路を新しく作る工事を320ｍ、橋をか
ける工事を１か所行いました。
・都市計画道路青木線　橋をかけるための基礎工事を行いました。

Ｂ

99 ②
高齢者・障がい者住居
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、住宅を改
修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。

福祉課 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。 Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

100 ③
交通安全施設などの
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。

道路河川課

【道路安全施設設置事業】
・市道細口鏡塚線　歩道の設置工事を427m行いました。
・カーブミラーを15基設置しました。
・車止めを4箇所（9基）設置しました。

Ｂ

101 ④ 交通安全指導の推進

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。

防災安全課

・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。

Ｂ

102 ④ 子育て支援課
・警察官による、交通安全教室を各保育園で年１回実施しました。
・保育士による、交通安全指導を各保育園で毎月1回実施しました。

Ｂ

103 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、県や民間事業者との連携
により取り組みます。

福祉課
特別養護老人ホームみよしの里において、日中一時支援事業として障
がい者の受入を依頼しています。

Ｂ

104 ⑤ 長寿介護課

・第6期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画において、定員が30人未
満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していま
す。原則として本市の住民のみが入所可能であることから、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、有効なサービスである
と考え、計画しています。

Ｂ

105 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。

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。
・民間事業所が新規に整備するグループホームの設備整備費に対し補
助を行いました。

Ｂ

106 ⑥ 長寿介護課
みよし市第6期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画に基づき、認知症
対応型共同生活介護（グループホーム）を公募しました。

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

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～
（１）地域福祉を担う人材の育成

107 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。

福祉課
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。

Ｂ

108 ②
地域における
ボランティアの育成

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。

社会福祉協議会

ボランティアセンター活動事業を行いました。
・ボランティア通信発行（年4回）
・ボランティア登録者数（83団体、2,896人）
・ボランティアコーディネイト件数（年245件）
・ボランティア講座（年3講座、27人）

Ｂ

109 ③
人材育成に向けた
研修機会の充実

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。

福祉課
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。

Ｂ

110 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

ファミリーサポートセンター事業として、子育てを助けて欲しい（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。（平成28年度依頼会員数186人、援助会員数33人、
両方会員数20人、援助活動の回数1,384回）

Ｂ

111 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。

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ました。
・学生ボランティアの活用し、小中学校の授業、学校行事における補助
や個別支援を行いました。

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

112 ⑤ 社会福祉協議会

ボランティア育成のため、講座や実践教室の開催を行い、また広報活動
を行いました。
【法人運営事業】
・福祉フェスタ開催事業（年１回）参加者4,400人
【機関紙発行事業】
・社協だより発行（年6回）
・ホームページへの機関紙公開（適時）
【福祉教育推進事業】
・活動費の助成（8小学校、4中学校、1高等学校）
・福祉実践教室の開催（点字、盲導犬、手話、要約筆記、車イス、高齢
者疑似体験、発達障がい者理解、高齢者理解）、特別支援学校との交
流、三世代交流、 認知症・障がい理解活動、赤い羽根共同募金、リサイ
クル活動など
【ボランティアセンター活動事業】
・夏休みキッズボランティア塾
　～作って学ぶエコキャップ～
　平成28年7月27日、28日、参加者10人
・夏休みキッズボランティア塾
　～青少年のボランティア体験～
　平成28年8月2日、5日、8日、参加者7人
・平成28年度高齢者が集まる場所応援ジュニアサポーター
　平成28年3月27日、参加者10人
【ボランティア連絡協議会】
・ボランティア連協だより（年４回）会員・一般市民向け

Ｂ

113 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。

社会福祉協議会

各団体において、講座や講演会を開催しました。
【社会福祉協議会】
・平成28年度介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サポーター
養成講座
　みよし市立福祉センター
　平成28年12月5日、12月19日、参加者34人
【老人クラブ連合会】
・特別講演会
　演題「笑顔あふれる毎日を過ごすために」
　　みよし市立福祉センター
　平成28年2月8日、参加者129人

Ｂ

114 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養成する生活支援
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

・住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために必
要となる多様な主体による生活支援サービスの提供体制を構築するた
め、支援ニーズとサービスのコーディネート機能を担い、サービスを提供
する事業主体と連携して支援体制の充実・強化を図るため、生活支援
コーディネーターを配置し、生活支援等サービスの提供主体等が定期的
な情報共有及び連携強化を推進する場として協議体会議を開催しまし
た。

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

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～
（２）地域における福祉ネットワークの形成

115 ①
高齢者を利用した
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。

長寿介護課

公益社団法人みよし市シルバー人材センターが行う組織の強化、会員
の拡大及び就業機会の開拓など、高齢者の生きがい事業に対し、補助
金を交付し、豊かな経験や能力を生かし、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。（年間　会員
数　369人、事業件数　2,037件、就業延人員　45,307人）

Ｂ

116 ②
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。

子育て支援課

・市内５箇所の保育園に子育て支援センターが設置されており、子育て
に関する相談が気軽にできる場を提供しています。
・子育て支援事業として、全ての保育園において、わくわくルーム、あか
ちゃんルーム、ぴよちゃんルーム、かんがるーのへや、育児講座、園庭
開放を実施しました。

Ｂ

117 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

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り組
みを進めます。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。

福祉課

・ボランティア連絡協議会に対して補助金を交付し、登録ボランティア団
体の活動活性化及び連絡協議会による各団体の連携を図りました。
・ボランティア連絡協議会では、役員会や各団体の代表者会などの会議
を定期的に行い、情報の共有化を図るとともに地域福祉の推進に寄与し
ました。

Ｂ

118 ③ 社会福祉協議会

ボランティア連絡協議会の活動を支援しました。
【ボランティア連絡協議会】
・役員会（年6回）
・代表者会議（年6回）
・役員研修会（公益財団法人あすて）
・西三河ボランティア連絡会（年3回）

Ｂ

Ｂ119 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、障がい福祉事業所や障
がい者団体、ボランティア団体などと連携
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
めの仕組みをつくります。

福祉課
みよし市障がい者自立支援協議会を設置し、障がい者とその家族を支
えるネットワーク体制を整備しています。
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

120 ④ 社会福祉協議会

障がいがある人とその家族のための支援のための各種事業を行いまし
た。
【ボランティアセンター活動事業】
・夏休みキッズボランティア塾
　～作って学ぶエコキャップ～
　平成28年7月27日、28日、参加者10人
・夏休みキッズボランティア塾
　～青少年のボランティア体験～
　平成28年8月2日、5日、8日、参加者7人
・平成28年度高齢者が集まる場所応援ジュニアサポーター
　平成29年3月27日、参加者10人
【障がい者・児福祉活動事業】
・ふれあいバードの開催（年１回）
　当事者団体を含む実行委員会組織で事業実施
　交流会 ：平成28年6月26日、参加者：119名、作品展示72点
　作品展示：平成28年7月1日から29日まで：イオン三好店
・障がい児活き活きスクールの開催
 　障がいのある人が地域において活き活きと生活できるよう「活き活きス
クール（夏休み等の余暇活動支援）を行いました。
　平成28年8月25日、26日、29日、30日、参加者7人、協力者8人
・障がい者身だしなみ講座
　だれもが健康で生きがいを持って自立した生活が送れるよう、生涯のあ
る人を対象に地域デビューをテーマに身だしなみ講座を行いました。
　平成29年3月20日、参加者5人、家族等同行者5人

Ｂ

121 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。

協働推進課

・地域組織ネットワークの強化については、行政区が主体となって行って
いただくことが理想と考えております。
・行政区の運営及び地域の活性化を推進することを目的とする一括交
付金の交付や、行政区の運営及び環境整備を推進することを目的とした
行政区活動事業への補助金の交付を行いました。
・各地区コミュニティ推進協議会で行政区の垣根を越えて、防災活動を
行っていただきました。
・地区コミュニティ活動を通じて地域間及び世代間の交流を深め、地域
住民の連帯意識の醸成を図り、心豊かな地域社会を築くため、各地区で
取り組まれる地区コミュニティ活動を支援しました。

Ｂ

122 ⑤ 長寿介護課

【みよし安心ネット】
　行方不明者が発生後、直ちに家族等から連絡を受け、行方不明者情
報を発信することにより、早期発見につながりました。（行方不明者４件の
うち発見４件）
【あいちオレンジネットワーク】
　尾三構成市町で自治体の行政域を超えた広範囲に情報を発信、共有
することにより、行方不明者の早期発見を図ることを目的に実施していま
す。

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

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～
（３）関係団体等との連携の強化

123 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、広報紙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。

福祉課

・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。

Ｂ

124 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。

福祉課 ・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。 Ｂ

125 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
の取り組みを推進します。

福祉課
・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。

Ｂ

126 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。

福祉課
社会福祉協議会と連携し、ボンランティア団体と高齢者・障がい者団体
がお互いに交流できる組織作りを検討していきます。

Ｂ

127 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。

福祉課 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。 Ｂ

128 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。

広報情報課
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、地区コ
ミュニティや各種団体を対象に「皆さまと語る会」（９回）を開催しました。

Ｂ

129 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めざしま
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。

福祉課

平成29年1月24日に審議会を開催し、第２期計画の最後の進捗状況確
認を行いました。
審議会では、第３期計画の進捗状況確認シートの修正についても審議し
ていただきました。

Ｂ
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【凡例】
Ａ：事業拡大　Ｂ：事業維持　Ｃ：事業縮小
Ｄ：事業完了　Ｅ：事業の中止・廃止　Ｆ：未着手

整理
番号

No. 事業名 事業内容 担当課
平成28年度に行った事業

【具体的に記載】
進捗
状況

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの
理由

特に審議会として
意見の必要なもの

130 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、社会資源の開発等を目的とし
た会議や生活支援の担い手との情報共有
の場として協議体の設置等を行います。

長寿介護課

・専門職や関係機関・地域支援者が連携し、地域課題の抽出、資源づく
り、政策形成の機能を有する「オールみよし推進会議」を設置し、地域包
括ケアシステム構築を進めるために必要な合意形成の場として、開催し
ました。（年6回）

Ａ

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～
（４）ボランティア・NPOの活動促進

131 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、広報紙やホームページ
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。

協働推進課

・市民活動サポートセンターの運営により、市民活動に関する情報収集と
情報発信を行いました。
・市民活動サポートセンターに情報ラックや掲示板を設置して、NPO法人
や市民活動団体に関する情報を広く一般に提供しました。

Ｂ

132 ① 社会福祉協議会

各団体での広報活動、ボランティア室の開放、ボランティア関係情報誌
の設置場所の統一を行いました。
【機関紙発行事業】
・社協だより発行（年6回）
・ホームページへの機関紙公開（適時）
【ボランティアセンター活動事業】
・ボランティア通信発行（年4回）
【福祉センター事業】
・ボランティアセンター登録者・団体へボランティア室の開放しました。
 （福祉センター開館日・開館時間）
・ボランティア関係情報誌等の設置場所を統一しわかりやすくしました。

Ｂ

133 ②
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。

社会福祉協議会

ボランティア室の開放を行い、ボランティア連絡協議会を支援しました。
【福祉センター事業】
・ボランティアセンター登録者・団体へボランティア室の開放
 （福祉センター開館日・開館時間）
【ボランティア連絡協議会】
・役員会（年6回）
・代表者会議（年6回）
・役員研修会（公益財団法人あすて）
・特別講演会
　内容「阪神タイガース型ボランティアのすすめ（中日ドラゴンズ対比）」
　サンアートレセプションホール
　平成29年2月25日、参加者57人
・ボランティア連協だより（年4回）会員・一般市民向け
・西三河ボランティア連絡会（年3回）

Ｂ

134 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。

福祉課
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。

Ｂ
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135 ④
ボランティア・
NPO団体の育成推進

ボランティア団体やNPO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。

協働推進課

・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
相談に対応することにより、市民の自主的な公益活動を支援し、団体活
動の活性化を図ることができました。
・平成28年8月2日（火）、平成28年12月6日（火）、平成29年2月16日
（木）、市民活動センターにおいて、市民が市民活動等への愛着を持つ
ための交流を目的とした「市民交流会」及び平成29年3月16日（木）、市
民活動センターにおいてセンター登録団体間の交流を目的とした「団体
交流会」を開催しました。みよし市の市民活動についてさまざまな主体が
意見交換を行うことにより団体間のつながりをつくることができました。

Ｂ

136 ④ 社会福祉協議会

ボランティアセンター活動事業を行いました。
【ボランティアセンター活動事業】
・夏休みキッズボランティア塾
　～作って学ぶエコキャップ～
　平成28年7月27日、28日、参加者10人
・夏休みキッズボランティア塾
　～青少年のボランティア体験～
　平成28年8月2日、5日、8日、参加者7人
・平成28年度高齢者が集まる場所応援ジュニアサポーター
　平成29年3月27日、参加者10人

Ｂ

137 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。

社会福祉協議会

福祉教育推進事業及びボランティアセンター活動事業を行いました。
【福祉教育推進事業】
・活動費の助成（8小学校、4中学校、1高等学校）合計570千円
・福祉実践教室の開催（点字、盲導犬、手話、要約筆記、車イス、高齢
者疑似体験、発達障がい者理解、高齢者理解）、特別支援学校との交
流、三世代交流、 認知症・障がい理解活動、赤い羽根共同募金、リサイ
クル活動など
【ボランティアセンター活動事業】
・ボランティア通信発行（年４回）
・夏休みキッズボランティア塾
　～作って学ぶエコキャップ～
　平成28年7月27日、28日、参加者10人
・夏休みキッズボランティア塾
　～青少年のボランティア体験～
　平成28年8月2日、5日、8日、参加者7人
・平成28年度高齢者が集まる場所応援ジュニアサポーター
　平成29年3月27日、参加者10人

Ｂ

138 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。

社会福祉協議会

各種相談事業を行い、ボランティアセンター活動事業を行いました。
【心配ごと相談事業】
・相談日（毎月2回）件数（年11件）
【総合福祉相談事業】
・相談日（福祉ｾﾝﾀｰ開館日）
　取扱件数（年8件）
【ボランティアセンター活動事業】
・ボランティア通信発行（年4回）
・ボランティア登録者数（83団体、2,896人）
・ボランティアコーディネイト件数（年245件）
・ボランティア講座（年3講座、27人）

Ｂ
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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～
（５）地域における活動場所の提供

139 ①
地域における
活動拠点の整備充実

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。

協働推進課

・みよし市地区拠点施設整備基本構想に基づき,3地区の基本計画を策
定しました。
・きたよし地区拠点施設の基本設計を行いました。
・平成28年8月7日、平成28年9月4日、三好丘交流センターにおいて、
きたよし地区拠点施設建設に伴うまちづくりワークショップを開催しまし
た。

Ａ

140 ②
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
みをつくります。

福祉課
平成24年９月に開所した「さくらの丘」において、施設の一部を地域住民
の活動の場として位置づけしていただいています。

Ｂ

141 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。

協働推進課

・みよし市ホームページ（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、夏祭
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、草刈り、樹木管理、各種修繕
等を実施することで、施設の安全性や利便性を向上することができまし
た。

Ｂ

142 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。

長寿介護課
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。（年間
利用人数　14,729人）

Ｂ
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