


ご あ い さ つ

	 	 	 	 　　家族と地域の「絆」を大切に

社会福祉法人　大町市社会福祉協議会　

会　長　　黒　岩　	良　介

　昨年の東日本大震災・長野県北部地震は、各地に甚大な被害をもたらしました。震災を機に

災害に対する関心が高まる中で、あらためて家族の「絆」、そして地域の「絆」の大切さを感

じております。

　近年、少子高齢化・核家族化が進み、本格的な人口減少時代を迎えている中、経済の長期低

迷により雇用状況は厳しさを増し、近隣同士のつながりの希薄化、担い手不足、未婚、移動困

難者の増加など、私たちの身近には多くの生活課題が存在しています。

　また、平成12年の介護保険制度に続いて平成18年には障害者自立支援法が施行され、福祉

サービスは、行政による措置から、社会福祉法人やNPOなどの多様な民間事業者と利用者と

の契約によるサービス提供に変わり、自己決定権を尊重してその人らしい自立生活を支援する

考え方が定着しております。

　本会では、このような社会情勢に的確に対応し、「誰もが安心して暮らし続ける地域づく

り」を推進するため、地域住民の参加のもと、福祉活動団体や福祉サービス事業者などが協働

で取り組む共通の指針として「大町市地域福祉活動計画」を策定し、地域福祉の推進を図って

まいりました。

　今回、計画期間の満了を機に、これまでの計画の実績を評価するとともに、さまざまな観点

から見直しを行い、「第２次大町市地域福祉活動計画」を策定いたしました。

　本計画を、大町市のさらなる地域福祉推進のための活動指針としてご活用いただければ幸い

に存じます。

　終わりに、計画策定にあたり、格別のご尽力をいただきました策定委員会委員の皆様をはじ

め、貴重なご意見をお寄せいただきました住民の皆様、関係者の方々に心から感謝を申しあ

げ、ごあいさつといたします。

平成２４年３月　　
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第１章　計画の概要

１　計画のねらい

　地域福祉活動計画は、地域に暮らす住民一人ひとりが地域の担い手であることを認識

し、困りごとがあってもお互いに助け合って問題を解決し、幸せに日々の生活を営んでい

ける地域社会の実現をめざすものです。

　昨今では、少子高齢化や核家族化、地域におけるつながりの希薄化などがあり、難しい

課題を抱える地域社会において、さまざまな生活課題を解決するため、大町市社会福祉協

議会が主体となって呼びかけ、地域住民、福祉活動団体や福祉サービス事業者等の関係機

関・団体、行政の参加のもと、地域福祉活動を活発に展開することをめざして策定するも

のです。

２　地域福祉とは何でしょう

　私たちが住む地域には、お年寄りや障がいのある人、結婚や子育てに悩みをもつ人な

ど、何らかの生活課題を抱え、支援や手助けを必要としている人たちがいます。

　「地域福祉」とは、これらの生活課題に対し、「地域」を中心として、住民、福祉関係

者などが協力して取り組む活動やその仕組みのことです。

地域福祉とは

◆あなたのことを気にかけてくれたり、日常の生活で感じた不便なこと、困ったこと、

悩んでいることなどを一緒に考えたり、解決してくれる人がいますか？

◆家族や学校・職場、住んでいる地域、サークルなどにおいて、あなたは必要な一員で

あることを実感することができますか？

◆地域の暮らしのなかで、人のやさしさ、あたたかさにふれることがありますか？

◆年をとっても、障がいがあっても、できれば住み慣れた地域で安心して住み続けたい

と思いますか？

　「地域福祉」とはこうした、みなさんの身

近な問題について考え、誰もが住みよい地

域、安心して住んでいけるまちにしていきた

いという思いを共有し、地域の人々とともに

行動することを出発点としています。

第1章　計画の概要
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３　計画の位置付けと期間

（1）計画の位置付け

　地域福祉活動計画は、社会福祉協議会が呼びかけて、地域住民、福祉活動団体、福祉

サービス事業者が、地域社会における福祉課題の解決を目指して、相互協力して策定す

る民間の活動・行動計画です。

　そしてこの計画は、大町市の策定する第2次大町市地域福祉計画と連動し、地域住民の

参加のもと、福祉活動団体や福祉サービス事業者、行政、社会福祉協議会など、地域社

会を構成するすべての人や組織が協働して「誰もが安心して暮らし続けることができる

地域づくり」の実現に向けた取り組みを示すものです。

（２）計画の期間（平成24年度～28年度）

　計画の期間は、平成２４年度から２８年度までの５か年とし、その間の達成状況を随

時把握しながら、見直しを行うものとします。

「地域福祉計画」
大町市

公民の協働による計画

「地域福祉活動計画」
社会福祉協議会

民間の連携協力による計画

住民
参加
住民
参加

住
民
参
加
の
取
り
組
み

民
間
活
動
の
基
盤
整
備

地域福祉推進理念の共有

第1章　計画の概要
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第２章　地域の福祉課題

１　地域社会を取り巻く状況

（1）人口構造の変化

　平成18年1月に旧八坂村・美麻村と合併し、新たな大町市が発足しました。

　合併によって人口は一時的に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。

　一方で世帯数は増加しており、一世帯あたりの人員は減少していることから、核家族

化・単身化の傾向にあるといえます。

表１　人口と世帯数の推移（各年10月1日現在）

年度 H17 H19 H21 H23

人口（人） 30,234 31,860 31,134 30,456

世帯数（世帯） 11,970 11,871 11,936 12,007

世帯員数（人） 2.53 2.68 2.61 2.54

（2）経済・雇用情勢の変化

　平成19年10月以降の世界的金融不安による景気の低迷や、平成23年3月の東日本大

震災の発生は、地域経済や住民生活にも大きな影響を与えました。

　長野労働局の発表によると、長野県の有効求人倍率は平成24年1月現在で0.80と、平

成20年8月以降継続して1.0倍を下回る厳しい雇用情勢が続いています。

（3）福祉を取り巻く環境

　平成18年4月に障害者自立支援法が施行され、障がい者福祉分野においても、介護保

険のサービスと同様に、利用者と事業者との契約に基づくサービス提供が開始され、地

域包括支援センターが設置されるなど、多様化する福祉課題に対応する施策が打ち出さ

れていますが、制度の狭間で救われない課題も多く存在します。

　また、東日本大震災を教訓に、今後発生が予測されるあらゆる自然災害への備えが急

務となっています。

　こうしたなかで、ボランティアなどの市民活動の活性化により、従来の福祉サービス

では十分に対応できなかった生活課題に対応できるような仕組みづくりが期待されてい

ます。

第２章　地域の福祉課題
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２　住民意識調査の結果から

　計画の策定にあたり、市民が感じている地域福祉の現状と課題を把握するため、平成16

年3月の前回調査から7年半ぶりとなる住民意識調査を実施しました。

●全体的に地域福祉への関心が低下しつつある

●隣近所とのつながりが薄れている

●地域活動の担い手が不足している

●中高年の世代では、地域福祉への関心やボランティア意識が高い

●世代を問わず災害時には隣近所を頼りにしている

　日頃から地域の絆を深めることで災害に強いまちをつくり、年齢を問わず気軽に参加で

きるボランティア活動の促進や、次世代の担い手を育成する活動を展開していくことが求

められます。

表2　「地域福祉に関する住民意識調査」概要

項　目 今回調査 前回調査

実施期間 平成23年9月16日～9月30日 平成16年2月27日～3月12日

対象者 16歳以上の市民1,000人 16歳以上の市民1,000人

調査方法 郵送による配布・回収 郵送による配布・回収

設問数 21問 41問

回収数（率） 396（39.6％） 549（54.9％）

－　地域福祉への関心　－

0.7％
0.5％

15.0％54.5％ 29.3％

4.5％
3.3％

16.4％61.9％13.9％今回

前回

とても関心がある ある程度関心がある

あまり関心がない 関心がない 無回答

凡例：

第２章　地域の福祉課題
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３　井戸端会議の結果から

　「こんなまちにしたいな！私たちの住むところ」をテーマに、市内６地区の住民や障が

い・子育て関係団体を対象とした「井戸端会議」を開催しました。

　会議では、住民が感じている身近な生活課題を把握するため、少人数のグループごとに

「身近な困りごと」についての意見交換を行いました。

　井戸端会議の意見から、住民意識調査で見えてきた現状のほかにも、以下のような課題が

浮き彫りとなりました。

●近所に住むお年寄りや障がい者の情報不足

●「買い物弱者」の存在

●未婚者の増加

●障がいへの理解や障がい者の就労機会の不足

●災害時の避難方法や避難生活への不安

●子どもの遊び場の不足

●福祉の制度やサービスに関する情報の不足

　これらの課題への対応を、住民個々の取り組み（自助）、住民相互の取り組み（共助）、

公的サービスの取り組み（公助）として整理し、計画に反映します。

表３　「井戸端会議」の開催結果

対　象 開催日 会　場 参加者

社地区 12月12日（月） 社公民館 24名

常盤地区 12月13日（火） ＪＡ大北ときわ支所 26名

平地区 12月14日（水） 平公民館 15名	

八坂地区 12月15日（木） 大町市八坂支所 23名	

美麻地区 12月19日（月） 美麻総合福祉センター 12名	

大町地区 12月20日（火） 大町市総合福祉センター 33名	

障がい関係団体 １月20日（金） 大町市総合福祉センター 13名	

子育て関係団体 ２月19日（木） 大町市総合福祉センター 26名	

合　　　計 172名

＜意見集約の方法＞

　参加者全員に配布したメモ用紙に意見を記述していた

だき、その内容を分類・整理しました。

意見整理の例（常盤地区）

	

井戸端会議の様子（大町地区）

第２章　地域の福祉課題
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第３章　計画の基本的な考え方

１　基本理念

誰もが安心して暮らし続けることができる地域づくり

　地域住民が力を合わせ、自らの創意・工夫と行政や関係機関との協働により生活課題に

取り組むことを通じて、住む人みんなが元気で笑顔にあふれた住みよい地域社会を形成す

ることをめざします。

「誰もが」	･･･････ 子どもからお年寄りまで、性別や障がいの有無に関わらず、

	 全ての住民が

「安心して」	･････ 困りごとがあっても、お互いに助け合って問題を解決し

「暮らし続けることができる」
　　　　　　　		･･････ 希望をもって幸せに日々の生活を営んでいける

「地域づくり」	･･ 人間関係と環境づくり

２　基本目標

　基本理念を具現化するため、次の３つの基本目標を掲げます。

Ⅰ．お互いさまのまちづくり　―住民主体の取り組みー

　地域住民と地域のあらゆる団体・組織の相互理解と協働によって住民参加の「お互い

さまのまちづくり」を進めます。

Ⅱ．安心して暮らせるまちづくり　－サービス事業者主体の取り組みー

　地域において、誰もが地域社会の一員として尊厳をもった生活を継続できるよう、自

らが選んで決められる福祉サービスを展開し、「安心して暮らせるまちづくり」を進め

ます。

Ⅲ．受け継がれるまちづくり　－社会福祉協議会主体の取り組みー

　地域住民が福祉に関心を持ち、地域の担い手として育成していく活動を展開し、これ

らの取り組みを次世代へと受け継いでいく活動を進めます。

第３章　計画の基本的な考え方
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第４章　基本計画

　基本目標を踏まえて、事業推進のための基本計画を以下に示します。

Ⅰ．お互いさまのまちづくりの推進　―住民主体の取り組みー

　地域福祉活動の主体は地域住民一人ひとりですが、まちづくりの大きな力として集約し

ていくためには、多くの人々に支えられた地域団体の存在が不可欠です。

　地区社会福祉協議会、小地域福祉ネットワーク、ボランティア団体等の活動の活性化と

相互の連携により、「お互いさまのまちづくり」を推進します。

　ア．地域の支え合い活動の輪を広げる

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくことや、災害発生時の救援活動が必要

な時など、地域の人間関係が希薄化している現代社会では、ご近隣同士の支え合い活動

が今まで以上に必要とされています。

　地域住民、団体の支え合い活動の輪を広げるため、以下の取り組みを展開します。

（施策の方向）

>>	地域における生活課題の把握と情報共有

>>	地域における住民同士の支え合い活動の推進

>>	地域における住民団体同士の連携強化

　イ．ボランティア活動を推進する

　市民が自発的に、他の人や社会のために営利を目的としないで行うボランティア活動

は、誰もが暮らしやすい豊かな社会をめざして、さまざまな人や団体が連携協力しなが

ら地域の課題の解決に取り組む活動です。

　ボランティア活動を広げていくためには、より多くの市民が気軽に参加し、活動しや

すい環境づくりや、ボランティア同士の連携を支援し、活動を充実させていく取り組み

が必要です。

　ボランティア活動を推進するため、以下の取り組みを展開します。

（施策の方向）

>>	ボランティア活動の普及と強化

第４章　基本計画
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Ⅱ．安心して暮らせるまちづくりの推進
　　  －サービス事業者主体の取り組みー

　日常生活で支援を必要とする人が、住み慣れた地域で暮らし続けるためには、必要な在

宅福祉サービス等を提供できる態勢が必要です。

　年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが生きがいをもって生活していける「安心して暮

らせるまちづくり」を推進します。

　ウ．生活支援活動を推進する

　日常の生活で支援を必要とする人の生活課題を解決するため、以下の取り組みを展開

します。

（施策の方向）

>>	日常生活における心配ごと相談窓口の設置

>>	移動に不便を感じている方への支援

>>	判断能力が十分でない方への支援

>>	その他の生活課題を抱える方への支援

　エ．高齢者福祉活動を推進する

　年齢を重ねても、健康に暮らし続けるということは、誰もが望むことです。そのため

には、一人ひとりが自らの体の状態をよく知り、健康の維持に努められるような取り組

みが必要です。

　一方で、何らかの生活支援が必要となった場合でも、住み慣れた地域で安心して毎日

を送ることができる福祉サービスの提供が必要とされています。

　高齢者の地域生活を支援するため、以下の取り組みを展開します。

（施策の方向）

>>	高齢者が健康を保ち、生きがいをもって暮らせる活動の推進

>>	介護が必要となった高齢者への在宅介護サービスの提供

第４章　基本計画
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　オ．障がい者福祉活動を推進する

　生きがいをもって社会参加できる地域社会であることは、誰もが豊かで実り多い人生

を送るために必要な条件といえます。

　地域で生活する誰もが、個々の持つ能力を生かして豊かな日常生活を送るためには、

必要な支援の提供とともに、お互いの個性を認め合う理解の促進が不可欠です。

　障がい者の地域生活を支援するため、以下の取り組みを展開します。

（施策の方向）

>>	障がいについての理解とコミュニケーションの促進

>>	社会参加に必要な支援態勢の構築

>>	就労に必要な支援態勢の構築

>>	支援を必要とする方への生活支援サービスの提供

　カ．経済的支援活動を推進する

　さまざまな事情により、経済的に困っている人の中には、一時的な資金援助と生活相

談によって生活意欲を取り戻し、自立した生活を送っていける人も多く存在します。

　また、火災や自然災害によって被害を受けた人に対しては、当面の生活確保を最優先

し、復興に向けた支援が求められます。

　これらの人々に対する経済的支援活動として、以下の取り組みを展開します。

（施策の方向）

>>	経済的に困っている方の経済的自立と生活意欲の促進

>>	火災や自然災害で被災した方への支援

第４章　基本計画



10 第２次大町市地域福祉活動計画

Ⅲ．受け継がれるまちづくりの推進
　　　－社会福祉協議会主体の取り組みー

　福祉の精神は、人を思いやり、お互いに支え合おうとする気持ちです。地域福祉活動を

継続的に展開するには、住民の福祉意識の高揚と担い手の育成が不可欠です。

　住民一人ひとりが福祉に関心をもち、新たな担い手を育成していく「受け継がれるまち

づくり」を推進します。

　キ．福祉の意識を啓発する

　地域福祉を推進するためには、より多くの人が福祉に関心を持ち、思いやりや支え合

いの精神を理解し、行動に移していくことが必要です。

　地域福祉活動計画の理念や目標、事業内容について、広く住民、福祉関係者、サービ

ス事業者に情報提供し、その普及を図っていきます。

（施策の方向）

>>	福祉制度やサービスについての情報提供

>>	住民、福祉関係者、サービス事業者への地域福祉の意識啓発

　

ク．地域の担い手を育成する

　地域では生活課題の解決に向けて、自治会や小地域福祉ネットワーク、ボランティア

等がさまざまな活動を行っています。

　これらの活動を継続、発展させていくためにも、地域福祉の担い手となる人材や団体

を育成していく必要があります。

（施策の方向）

>>	次世代を担う子どもたちへの福祉教育の推進

>>	地域福祉活動の核となる人材の育成

>>	地域福祉活動を行う団体の育成

第４章　基本計画
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ケ．地域福祉の推進基盤を強化する

　社会情勢とともに変化する生活課題に対応するには、その内容の調査・分析に基づく

的確な対応が必要とされます。

　そのためには、継続的な地域福祉活動の展開に必要な財源の確保と地域福祉推進の中

核組織である社会福祉協議会の運営基盤を強化していく必要があります。

（施策の方向）

>>	生活課題の調査・研究に基づく先駆的な取り組み

>>	地域福祉活動の財源確保

>>	社会福祉協議会の運営基盤の強化

第４章　基本計画
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第５章　実施計画

地域福祉活動計画　施策の体系

ケ　地域福祉の推進基盤を強化する

オ　障がい者福祉活動を推進する

ク　地域の担い手を育成する

イ　ボランティア活動を推進する

キ　福祉の意識を啓発する

ウ　生活支援活動を推進する

エ　高齢者福祉活動を推進する

ア　地域の支え合い活動の輪を広げる

カ　経済的支援活動を推進する

受け継がれるまちづくり

社会福祉協議会主体の取り組み

　住民の福祉への関心を

高め、地域の担い手とし

て育成していくことで、

持続可能な地域社会の実

現を図ります。

基本計画基本目標

お互いさまのまちづくり

住民主体の取り組み

 住民同士のつながりを

強め、ボランティアや

住民団体の活動の活性

化とお互いの連携を図

ります。

安心して暮らせるまちづくり

サービス事業者主体の取り組み

　年齢や障がいの有無

に関わらず、住み慣れ

た地域で豊かな生活を

送るための福祉サービ

スの充実を図ります。

第５章　実施計画　施策の体系　
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地域における生活課題の把握と情報共有

地域における住民同士の支え合い活動の推進

地域における住民団体同士の連携強化

日常生活における心配ごと相談窓口の設置

移動に不便を感じている方への支援

判断能力が十分でない方への支援

その他の生活課題を抱える方への支援

高齢者が健康を保ち、生きがいをもって暮らせる活動の推進

介護が必要となった高齢者への在宅介護サービスの提供

障がいについての理解とコミュニケーションの促進

社会参加に必要な支援体制の構築

支援を必要とする方への生活支援サービスの提供

就労に必要な支援体制の構築

経済的に困っている方の経済的自立と生活意欲の促進

火災や自然災害で被災した方への支援

福祉制度やサービスについての情報提供

生活課題の調査・研究に基づく先駆的な取り組み

ボランティア活動の普及と強化

住民、福祉関係者、サービス事業者への地域福祉の意識啓発

次世代を担う子どもたちへの福祉教育の推進

地域福祉活動の核となる人材の育成

地域福祉活動を行う団体の育成

地域福祉活動の財源確保

社会福祉協議会の運営基盤の強化

2.小地域福祉ネットワーク事業

3.地区社協事業

4.地区社協連携強化事業

5.市民ふれあい広場開催事業

6.ボランティアセンター事業

7.ボランティア活動相互連携事業

12.生きがいデイサービス事業

13.生活支援ホームヘルプサービス事業

18.地域生活支援事業

19.障害福祉サービス事業

20.生活福祉資金貸付事業

21.小口資金貸付事業

31.赤い羽根共同募金運動推進事業

32.社協会員組織強化事業

33.社会福祉協議会運営事業

34.災害時支援態勢整備事業

28.企業ボランティア育成事業

10.日常生活自立支援事業

8.心配ごと相談事業

9.福祉輸送サービス事業

14.介護保険事業

11.豊かな暮らし応援事業（新）

16.障がい者余暇活動支援事業

15.障がい理解促進事業

17.障がい者就労支援事業

27.小地域福祉ネットワーク活動推進事業

22.災害見舞金等支給事業

23.福祉情報発信事業

29.地域福祉活動団体助成事業

1.ご近所支え合い事業

30.生活課題調査・研究事業

26.地域福祉活動担い手育成事業

25.福祉教育推進事業

24.地域福祉意識啓発事業

具体的事業名施策の方向

第５章　計画実施　施策の体系
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ア．地域の支え合い活動の輪を広げる

　施策の方向 >> 地域における生活課題の掘り起こしと情報共有 

１. ご近所支え合い事業（H24～Ｈ28）

目標 地域における生活課題の把握と情報共有 活動範囲 自治会単位

実
施
内
容

①大町市社協が示す方針に基づく、住民支え合い

マップの作成と更新作業を通じた生活課題の把

握と情報共有（全自治会で作成）

②大町市社協や大町市等とのマップを通じた生活課

題の共有と対応策の検討

対 象 者 地域住民

主な担い手

自治会

民生委員

大町市社協

大町市

主な財源 社協会費

２. 小地域福祉ネットワーク事業（H24～Ｈ28）

目標 住民同士の支え合い活動による生活課題の解決 活動範囲 自治会単位

実
施
内
容

①お楽しみ会や健康教室などの住民同士の交流会の

開催を通じた生活課題の把握

②地域の生活課題に応じた、見守り・外出支援・除

雪などの生活支援活動の実施

③自治会や公民館、地区社協活動との連携強化

対 象 者 地域住民

主な担い手 小地域福祉ネットワーク

主な財源
社協会費

共同募金配分金

 施策の方向 >> 地域における住民同士の支え合い活動の推進 

３．地区社協事業（H24～Ｈ28）

目標 住民同士のつながりの強化　 活動範囲 地区単位

実
施
内
容

①異なる世代や障がい者との交流会、福祉団体やボ

ランティアへの活動支援、広報紙の発行などの

事業の実施

②小地域福祉ネットワークの活動支援（助成金、代

表者会議の開催など）

対 象 者 地域住民

主な担い手 地区社協

主な財源
社協会費

共同募金配分金

 施策の方向 >> 地域における住民団体相互の連携強化

４．地区社協連携強化事業（H24～Ｈ28）

目標 大町市社協、各地区社協相互の情報共有 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①地区社協連絡協議会の開催による、地域の課題や

取り組みなどの情報共有

②地域の実情に応じた新たな福祉活動の考案

対 象 者 地区社協

主な担い手
大町市社協

地区社協

主な財源
社協会費

共同募金配分金

Ⅰ．お互いさまのまちづくりの推進

第５章　実施計画　お互いさまのまちづくりの推進
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５．市民ふれあい広場開催事業（H24～Ｈ28）

目標 参加団体同士の連携づくり 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①市内の保健、医療、福祉、生活環境に携わる市民

活動団体に広く参加を募集

②参加団体の活動内容を生かした実行委員会組織に

よる企画・運営

対 象 者 市民活動団体

主な担い手 実行委員会

主な財源
共同募金配分金

市負担金

イ．ボランティア活動を推進する

 施策の方向 >> ボランティア活動の普及と強化 

６. ボランティアセンター事業（H24～Ｈ28）

目標 ボランティア活動に参加しやすい環境づくり 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①未経験者を対象とした入門・体験講座の開催

②有償ボランティア事業の仕組みづくり

③相談・登録・あっせん・情報提供態勢の充実

④ボランティア活動支援（活動保険の受付・加入促

進、活動場所の提供、機材の貸出など）

対 象 者 全住民

主な担い手
ボランティア

大町市社協

主な財源 社協会費、市補助金

７. ボランティア活動相互連携事業（H24～Ｈ28）

目標 ボランティア同士の情報交換による活動の充実 活動範囲 －

実
施
内
容

①ボランティアの活動の充実につながる情報交換会

の開催（ボランティア交流研究集会、地域活動

フォーラムなど）

②ボランティア活動のネットワーク化

対 象 者 ボランティア

主な担い手
ボランティア

大町市社協

主な財源 社協会費

支え合いマップ作成研修会

小中学生ボランティア塾　～要約筆記体験～

第５章　実施計画　お互いさまのまちづくりの推進
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ウ．生活支援活動を推進する

　施策の方向 >> 日常生活における心配ごと相談窓口の設置 

８. 心配ごと相談事業（H24～Ｈ28）

目標 悩みごと・心配ごとの解決に向けた橋渡し 活動範囲 大北市町村内

実
施
内
容

①常設相談所の開設（土日祝日、年末年始を除く毎日）

②司法書士、弁護士による法律相談

③大北管内町村社協との連携による広域的な相談

窓口の開設

④相談員の資質の向上（研修等の実施）

対 象 者 日常生活に悩みのある方

主な担い手

心配ごと相談員

司法書士・弁護士

大町市社協

主な財源
共同募金配分金

市補助金

　施策の方向 >> 移動に不便を感じている方への支援 

９. 福祉輸送サービス事業（H24～Ｈ28）

目標 外出の利便向上による社会参加の促進 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①福祉車輌を用いた、通院、買い物等の移動支援

及び福祉車輌の貸出

②生活形態や地理的な理由による移動困難者への

サービス利用の検討

対 象 者
単独では公共交通機関を

利用できない方

主な担い手 大町市社協

主な財源

利用料

共同募金配分金

市補助金

　施策の方向 >> 判断能力が十分でない方への支援 

10. 日常生活自立支援事業（H24～Ｈ28）

目標 地域での安心した生活 活動範囲 大北市町村内

実
施
内
容

①福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、

書類等の預かりサービス

②判断能力の低下が著しい利用者の成年後見制度

への移行支援（関係機関と連携）

③他の理由により金銭管理や事務手続きができな

い方向けの事業の検討

④利用者の支援を行う人材（生活支援員）の養成

対 象 者

認知症や知的・精神障

がい等で判断能力が不

十分な方

主な担い手

長野県社協

大町市社協

生活支援員

主な財源

県社協受託金

利用料

市補助金

町村社協負担金

Ⅱ．安心して暮らせるまちづくりの推進

第５章　実施計画　安心して暮らせるまちづくりの推進
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　施策の方向 >> その他の生活課題を抱える方への支援 

11. 豊かな暮らし応援事業（新）（H24～Ｈ28）

目標
日常生活上の不安や不便さの軽減による豊かな生活の

実現
活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①在宅介護者のリフレッシュ交流会の開催

・介護に関する相談と介護者同士の交流の場の提供

②買い物弱者の利便向上のための支援活動の実施

・市内業者等との連携による宅配サービス情報の提

供

・地区社協等との連携による買い物支援事業の実施

③住民意識調査などで把握された生活課題に対応する

具体的な取り組みの実施（結婚活動支援、子どもの

遊び場マップづくり、個別対応型託児サービスの検

討など）

④目的を同じくする団体や関係機関との連携による活

動の展開

対 象 者
日常生活で生活課題

を抱える方

主な担い手 大町市社協ほか

主な財源
社協会費

共同募金配分金ほか

買物ツアー　～美麻地区社協～

福祉輸送サービス

第５章　実施計画　安心して暮らせるまちづくりの推進
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エ．高齢者福祉活動を推進する

　施策の方向 >> 高齢者が健康を保ち、生きがいをもって暮らせる活動の推進 

12. 生きがいデイサービス事業（H24～Ｈ28）

目標 介護を予防し、生きがいのある生活の促進 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①デイサービスセンター（通所施設）における生活

相談、健康チェック、リハビリ体操、レクレー

ションなどのサービスの提供

②利用者の自立支援につながるサービスの提供

対 象 者
介護保険の対象となら

ない高齢者

主な担い手 大町市、受託事業者

主な財源 大町市受託金、利用料

13. 生活支援ホームヘルプサービス事業（H24～Ｈ28）

目標 介護を予防し、生きがいのある生活の促進 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①ホームヘルパー（訪問介護員）による家事援助

（買い物・調理・洗濯・掃除など）

②利用者の自立支援につながるサービスの提供

対 象 者

介護保険の対象とならな

い一人暮らし高齢者や高

齢者世帯

主な担い手 大町市、受託事業者

主な財源 大町市受託金、利用料

　施策の方向 >>　介護が必要となった高齢者への在宅介護サービスの提供 

14． 介護保険事業（H24～Ｈ28）

目標 心身の健康の維持・改善と家族の介護負担の軽減 活動範囲 ―

実
施
内
容

①利用者の生活状況や心身状況を把握し、家族の

希望も聞きながら、利用者の希望に沿った各種

の介護保険サービスの計画的な提供

②地域包括支援センターや保健・医療機関、地域

の支え合い活動等と連携した支援

対 象 者

介護保険制度による要支

援または要介護の認定を

受けた方

主な担い手
サービス事業者

地域包括支援センター

主な財源 介護報酬、利用料

デイサービスの様子

第５章　実施計画　安心して暮らせるまちづくりの推進
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オ．障がい福祉活動を推進する

　施策の方向 >>　障がいについての理解とコミュニケーションの促進 

15. 障がい理解促進事業（H24～Ｈ28）

目標 福祉関連情報の正しい理解の促進 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①障がいの理解促進のための情報提供や講座・講

演会等の開催

②地域住民との交流会の開催等による理解の促進

③広報などによる当事者団体等の活動の周知

対 象 者 全住民、企業

主な担い手

スクラム・ネット

大町市社協

地区社協

主な財源
赤い羽根共同募金配分金

大町市補助金

　施策の方向 >>　社会参加に必要な支援態勢の構築 

16. 障がい者余暇活動支援事業（H24～Ｈ28）

目標 社会参加しやすい環境づくり 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①安全に参加できる旅行や交流会の実施

②障がい者のスポーツ大会や音楽会などのイベン

ト情報の提供

対 象 者 障がいのある方

主な担い手 大町市社協

主な財源
共同募金配分金

市補助金

2011　障がい者希望の旅

第５章　実施計画　安心して暮らせるまちづくりの推進
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　施策の方向 >>　就労に必要な支援態勢の構築 

17. 障がい者就労支援事業（H24～Ｈ28）

目標 経済的に自立しやすい環境づくり 活動範囲 大北市町村内

実
施
内
容

①就労に向けた生活上の必要な支援と職業準備訓

練や現場実習機会の提供

②企業における障がい者雇用の理解促進と雇用環

境の整備

③公共職業安定所などの関係機関との連携

④障がい者雇用に関する制度や事例などの広報活

動の実施

対 象 者 障がいのある方

主な担い手
サービス事業者

企業

主な財源 自立支援給付費

　施策の方向 >>　支援を必要とする方への生活支援サービスの提供 

18. 地域生活支援事業（H24～Ｈ28）

目標 地域での安心した生活 活動範囲 ―

実
施
内
容

①利用者の日常生活や就労に関する相談支援

②利用者一人ひとりの能力や生活状況に応じた

サービスの提供

③関係行政との情報共有による自立生活の支援

④保健・医療、地域の支え合い活動と連携した、

利用者の支援

対 象 者 障がいのある方及び家族

主な担い手

大町市

北ア広域連合

サービス事業者

主な財源
北ア広域連合受託金

自立支援給付費

19. 障害福祉サービス事業（H24～Ｈ28）

目標 安心して自立した日常生活と社会参加の促進 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①利用者一人ひとりの能力や生活状況に応じた、介

護や職業訓練等、各種の障害福祉サービスの提供

②保健・医療機関、地域の支え合い活動と連携し

た利用者の支援

対 象 者

障害者自立支援法に基づ

く障害福祉サービス受給

者証の交付を受けた方

主な担い手 サービス事業者

主な財源 自立支援給付費、利用料

障害福祉サービス事業所　作業風景

第５章　実施計画　安心して暮らせるまちづくりの推進
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カ．経済的支援活動を推進する

　施策の方向 >> 経済的に困っている方の経済的自立と生活意欲の向上 

20. 生活福祉資金貸付事業（H24～Ｈ28）

目標 経済的自立による生活の安定 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①離職・療養等による一時的な生活費や教育資

金など、目的に応じた資金の貸付申請の受付

（原則として民生委員を通じた申請を受け、

長野県社協が審査）

②民生委員の協力による貸付世帯への生活相談

対 象 者

金融機関等での貸付が受

けられない低所得世帯

障がい者世帯

高齢者世帯

主な担い手

長野県社協

大町市社協

民生委員

主な財源 県社協受託金

21．小口資金貸付事業（H24～Ｈ28）

目標 緊急的な資金の貸付による一時的な生活の確保 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①一時的な生活資金または療養資金貸付の相談

及び審査（民生委員を通じた申請）

②民生委員の協力による貸付世帯への生活相談

③社会情勢の変化に応じた貸付要件の検討

対 象 者
金融機関等での貸付が受

けられない低所得世帯

主な担い手 大町市社協、民生委員

主な財源 貸付償還金、貸付利息

　施策の方向 >>火災や自然災害で被災した方への支援 

22. 災害見舞金等支給事業（H24～Ｈ28）

目標 被災者等の一時的な生活確保 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①火災及び自然災害による被災者の状況に応じ

た寝具の支給

②被害状況に応じた見舞金の支給（共同募金、

社協会費）

③行政や自治会等との連携による速やかな対応

対 象 者 被災者又はその遺族

主な担い手
大町市社協

長野県共同募金会

主な財源
社協会費

共同募金配分金

第５章　実施計画　安心して暮らせるまちづくりの推進
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キ．福祉の意識を啓発する

　施策の方向 >> 福祉制度やサービスについての情報提供 

23. 福祉情報発信事業（H24～Ｈ28）

目標 福祉関連情報の正しい理解の促進 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①	社協報、ボランティアニュース、ホームページ、

広報おおまち、ケーブルテレビ、新聞、有線放送

などを活用した、分かりやすい地域福祉情報の発

信（地域活動団体や企業の取り組みなど）

②	関係機関との連携による、福祉の制度や用語に関

する解説資料の作成・配布

対 象 者 全住民

主な担い手 大町市社協

主な財源
社協会費

共同募金配分金

　施策の方向 >> 住民、福祉関係者、サービス事業者への地域福祉の意識啓発 

24. 地域福祉意識啓発事業（H24～Ｈ28）

目標 福祉関連情報の正しい理解の促進 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①地域福祉活動計画の理念・目標・取り組み内容の

普及

②市民参加型啓発事業の実施（福祉啓発標語の募集

など）

③「老人週間」、「障害者週間」、「児童福祉週間」、

「男女共同参画週間」等の周知

対 象 者

全住民

福祉関係者

サービス事業者

主な担い手 大町市社協

主な財源
社協会費

共同募金配分金

社協広報紙「福祉のまちづくり」

Ⅲ．受け継がれるまちづくりの推進

第５章　実施計画　受け継がれるまちづくりの推進
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ク．地域の担い手を育成する

　施策の方向 >> 次世代を担う子どもたちへの福祉教育の推進 

25. 福祉教育推進事業（H24～Ｈ28）

目標
低年齢層からの福祉教育の推進による、担い手の

育成
活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①市内の小・中・高等学校へ働きかけによる、授業

の一環としての福祉体験講座の開催

②ボランティアとの協働による、福祉体験等の連続

講座の開催（小中学生ボランティア塾など）

対 象 者 高校生以下の子ども

主な担い手
学校

大町市社協ボランティア

主な財源 社協会費

　施策の方向 >> 地域福祉活動の核となる人材の育成 

26. 地域福祉活動担い手育成事業 （H24～Ｈ28）

目標 地域で活躍する担い手の育成 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①関係機関との連携による新たな担い手の育成に

向けた事業の実施

②地域活動の中心的な担い手の育成（ボランティア

リーダー研修など）

対 象 者 全住民

主な担い手
大町市社協

大町市

主な財源 社協会費

　施策の方向 >> 地域福祉活動を行う団体の育成 

27. 小地域福祉ネットワーク活動推進事業（H24～Ｈ28）

目標 小地域福祉ネットワーク活動の拡大 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①相談や情報提供などを通じた未設立地域への設

立支援

②ネットワーク同士の情報交換を目的とした交流

会の開催

③社会情勢の変化に応じた小地域福祉ネットワー

ク活動の検討

対 象 者
自治会

小地域福祉ネットワーク

主な担い手 大町市社協

主な財源
会費

共同募金配分金

28 .企業ボランティア育成事業（H24～Ｈ28）

目標 企業が行うボランティア活動の普及 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①企業ボランティア活動の広報と需要の調査

②企業向けボランティア活動メニューの整備

③企業の専門性を活かしたボランティア活動の検討

対 象 者 企業

主な担い手 大町市社協

主な財源 社協会費

第５章　実施計画　受け継がれるまちづくりの推進
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29 .地域福祉活動団体支援事業（H24～Ｈ28）

目標 福祉活動団体の育成と活動支援 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①	広報などによる団体活動の周知

②	地域福祉活動を行う団体への活動助成（地区や市的な組

織を有する社会福祉の増進を目的とする団体）

③	社会情勢の変化に応じた助成対象事業の検討

対 象 者 福祉活動団体

主な担い手 大町市社協

主な財源
社協会費

共同募金配分金

ケ．地域福祉の推進基盤を強化する

　施策の方向 >> 生活課題の調査・研究に基づく先駆的な取り組み 

30. 生活課題調査・研究事業（H24～Ｈ28）

目標 新たな生活課題への迅速な対応 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①地域福祉活動計画の達成状況の把握と評価

②話し合い（井戸端会議等）による地域の生活課題の把握

と分析

③住民意識調査の実施と結果の分析

④住民団体やサービス事業者、行政との協働による対応策

の検討

対 象 者 全住民

主な担い手 大町市社協

主な財源 社協会費

　施策の方向 >> 地域福祉活動の財源確保 

31. 赤い羽根共同募金運動推進事業（H24～Ｈ28）

目標 赤い羽根共同募金運動の推進による地域福祉活動の財源確保 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①多くの方にご協力いただけるための分かりやすい広報の

実施

②地域の実情に応じた募金目標の設定（事業計画、目標額

など）

③目標達成に向けた各種募金活動の実施（街頭募金、戸別

募金、大口募金、職域募金、学校募金など）

対 象 者 全住民

主な担い手

大町市社協

共同募金会大町市

支会

主な財源 共同募金事務費

第５章　実施計画　受け継がれるまちづくりの推進

街頭募金の様子
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32. 社協会員組織強化事業（H24～Ｈ28）

目標 社協会員の増加による地域福祉活動の財源確保 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①誰もが参加しようと思える社協活動についての分かりや

すい広報の実施

②地域の福祉関係者（自治会、民生委員等）との連携によ

る会員の募集

対 象 者 全住民

主な担い手 大町市社協

主な財源 社協会費

　施策の方向 >> 社会福祉協議会の運営基盤の強化 

33. 社会福祉協議会運営事業（H24～Ｈ28）

目標 運営基盤の強化による地域福祉の推進 活動範囲 大町市内

実
施
内
容

①理事会、評議員会の合意に基づく事業活動の展開

②福祉人材の確保と研修等による職員の資質向上

③経費節減の徹底と財源確保による財政基盤の強化

④個人情報保護の徹底と適切な情報公開態勢づくり

⑤各総合福祉センターの効果的な活用

対 象 者 全住民

主な担い手 大町市社協

主な財源

社協会費

市補助金指定管

理料

34. 災害時支援態勢整備事業（H24、Ｈ25）

目標 災害時に備えた支援態勢づくり 活動範囲 ―

実
施
内
容

①大町市や関係機関との連携による災害時支援態勢づくり

（福祉避難所の運営、移動困難者の避難方法など）

②災害時ボランティアセンター運営マニュアル作成・運用

（訓練等）

③大北ブロック市町村社協における相互支援態勢づくり

対 象 者 全住民

主な担い手
大町市社協

大町市防災関係者

主な財源 社協会費

第５章　実施計画　受け継がれるまちづくりの推進
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策　定　資　料

１．策定委員会設置要綱

第２次大町市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

（目的及び設置）

第１条　社会福祉法人大町市社会福祉協議会（以下「本会」という）は、第２次大町市地域

福祉活動計画（以下「計画」という）の策定に関し、必要な事項を協議することを目的とし

て、第２次大町市地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という）を設置する。

（会務）

第２条　委員会は、本会会長（以下「会長」という）の諮問に応じて、計画の策定に必要な調

査・研究を行い、計画案をまとめ、会長に答申するものとする。

（組織）

第３条　委員会は、別表１に掲げる選出区分に基づく委員１６名以内をもって構成し、会長が

委嘱する。

（任期）

第４条　委員の任期は、計画策定をもって終了する。

（委員長及び副委員長）

第５条　委員会に委員の互選により、委員長１名及び副委員長１名を置く。

２　委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

（会議）

第６条　会議は、委員長が召集し、議長となる。

２　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めるこ

とができる。

（庶務）

第７条　委員会の庶務は、本会事務局において行う。

（作業チームの設置）

第８条　この委員会の下に計画案を作成する作業チームを設置する。

２　作業チームは、本会職員の中から別表２に掲げる職にある者９名をもって構成し、会長が

委嘱する。

（委任）

第９条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

附　則

　この要綱は、公布の日から施行し、計画策定をもってその効力を失う。

策定資料
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２．策定委員・作業チーム名簿

別表1　策定委員

団体等名 役職名 委員氏名 備考

大町市民生児童委員協議会 会長代理 駒澤　安正

大町地区社会福祉協議会 理事 松島　文子

平地区社会福祉協議会 副会長 中村　博郎

常盤地区社会福祉協議会 西山あゆみ会　会長 綿内　邦彦

社地区社会福祉協議会 監事 原　　忠廣

八坂地区社会福祉協議会 仁科　克彦

美麻地区社会福祉協議会 監事 熊谷　勝利

大町市連合自治会 副会長 佐藤　勇司

社会福祉法人　れんげ福祉会 常務理事兼総括施設長 藤巻　秀卓

特定非営利活動法人　みとろクリエイト 理事長 三戸呂三都子 副委員長

栄町笑むの会 会長 深澤　慶子

大町市の福祉を考える会 会長 浦野　仁美

大町市民生部福祉課 課長 鳥屋　寿和

有識者 佐々木清市 委員長

公募委員 丸山　正美

別表2　作業チーム

職　　名 氏　名 担当分野・役割等

総務企画課総務企画係長 大塚　裕明 全体総括

総務企画課総務企画係 荒井　俊光 庶務、地域福祉推進基盤強化

総務企画課地域福祉係 栗林　純一 生活支援活動、経済的支援活動

総務企画課地域福祉係 飯沢喜久子 ボランティア活動、地域担い手育成

総務企画課地域福祉係 丸山　和也 地域支え合い活動、福祉意識啓発

在宅福祉課介護事業係 曽根原由次 高齢者福祉活動

在宅福祉課障害・児童福祉係 菅沢　　岳 障がい者福祉活動

八坂地域福祉センター 八木　方子 地域支え合い活動、生活支援活動

美麻地域福祉センター 髙橋　裕子 地域支え合い活動、生活支援活動

策定資料
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３．第２次大町市地域福祉活動計画策定経過

年月日 内　　容

平成23年８月２日 現行計画の評価開始

平成23年８月23日 計画策定委員会設置要綱制定、公募委員募集開始

平成23年８月25日 社協内に作業チームを組織

平成23年９月16日 住民意識調査開始（無作為抽出の市民1,000人に調査票送付）

平成23年９月22日 理事会・評議員会（計画策定態勢・スケジュール報告）

平成23年９月26日 公募委員募集締切

平成23年９月30日 住民意識調査提出締切

平成23年10月５日 計画策定委員決定

平成23年10月20日
第1回計画策定委員会（委嘱、正副委員長選出、概要説明、諮問、

現行計画評価報告、住民意識調査結果中間報告）

平成23年11月28日 第2回計画策定委員会（住民意識調査結果報告、基本計画案提示）

平成23年12月12日 井戸端会議（社地区）開催（社公民館）

平成23年12月13日 井戸端会議（常盤地区）開催（ＪＡ大北ときわ支所）

平成23年12月14日 井戸端会議（平地区）開催（平公民館）

平成23年12月15日 井戸端会議（八坂地区）開催（大町市八坂支所）

平成23年12月19日 井戸端会議（美麻地区）開催（美麻総合福祉センター）

平成23年12月20日 井戸端会議（大町地区）開催（大町市総合福祉センター）

平成24年１月20日 障がい関係団体井戸端会議開催（大町市総合福祉センター）

平成24年１月27日 第3回計画策定委員会（井戸端会議開催結果報告、計画素案提示）

平成24年２月９日 子育て関係団体井戸端会議開催（大町市総合福祉センター）

平成24年２月11日 大町市ボランティア交流研究集会（計画づくりの取り組み発表）

平成24年２月15日 パブリックコメント（素案の公開と意見募集）開始

平成24年２月29日 パブリックコメント（素案の公開と意見募集）締切

平成24年３月９日 第４回計画策定委員会（計画最終案提示）、答申

平成24年３月23日 理事会・評議員会（計画最終案議決）、策定完了

策定資料
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