
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ ４  つ  の  施  策 ～ 

 

施策１ 

 

      地域福祉推進の基盤として、市町村地域福祉計画策定の支

援をはじめ、小地域福祉活動の促進や地域福祉活動の中核的

な組織への支援に努めます。 

 

施策２ 

 

      すべての県民が尊厳を持って生活できる社会を築くため、

権利擁護の充実や福祉サービスの質の向上に取り組みます。 

 

施策３ 

 

      福祉サービスの担い手づくりを進めるため、福祉人材の養

成確保・定着への支援を行います。 

 

施策４ 

 

      福祉の心を育むため、福祉教育やボランティア学習の機会

を拡充します。 

福祉の心を育む 
「つながり（共生・連帯）づくり」 

福祉サービスを提供する担い手を育成する 
「人づくり」 

尊厳を持って共に生きる社会づくりを推進する 
「地域（場）づくり」 

住民等の積極的な参加による地域福祉を推進する 
「地域・人・つながりづくりの基盤整備」 
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      施 策 展 開 の 体 系 図       
 

 

 

 

(1) 市町村地域福祉計画及び
地域福祉活動計画策定の促
進

施策
住民

１
等の積極的な参加によ
域福祉を推進する
域・人・つながりづく

りの基盤整備」

る地
「地

○市町村地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定の
促進

○計画に基づく地域福祉の推進

○多様な主体が参加する地域福祉活動の促進
○地域福祉のコーディネーターの配置の促進

○地域の要支援者への支援
○災害時要援護者に係る情報の把握・共有化
○先進的取組への支援と成果の普及

(2) 小地域福祉活動の促進
（出会い・話し合い・つな
がりの創出）

(3) 地域福祉推進の基盤整備
（地域福祉活動を推進する
中核的団体の充実）

○民生委員・児童委員の活動の促進

○県社会福祉協議会活動の充実
○市町村社会福祉協議会活動の充実
○共同募金の活性化

(4) ボランティア活動の充実 ○ボランティア活動への参加の促進
○ネットワークの構築の促進
○ボランティアコーディネーターの配置促進

施策２
尊厳を持って共に生きる社
会づくりを推進する

「地域（場）づくり」 (2) 権利擁護の充実 ○日常生活自立支援事業の利用促進
○成年後見制度の利用促進

(3) 相談・支援体制の充実 ○各種相談・支援の充実、連携強化
○生活福祉資金等による自立支援

○インターネット等を活用した情報提供
○インフォーマル・サービスの充実の促進

(4) 福祉サービスの質の向上 ○福祉サービス苦情解決体制整備への支援
○福祉サービス第三者評価事業の推進
○介護サービス情報の公表制度の活用促進

○ひとにやさしいまちづくり条例の普及
○ひとにやさしい施設マップの充実
○障害者等用駐車場の適正利用の促進
○ユニバーサルデザインの普及

(5) ひとにやさしいまちづく
りの推進

(1) 人権意識の醸成 ○人権意識の普及・啓発

施策３
福祉サービスを提供する担
い手を育成する
「人づくり」

(1) 福祉人材の養成確保・定
着への支援

○福祉人材の養成確保・定着への支援
○福祉関係職員への研修及び情報提供

(2) 専門職同士の連携、地域
住民と専門職の協働の促進

○専門職同士の連携の促進
○地域住民と専門職の協働の促進

施策４
福祉の心を育む
「つながり（共生・連帯）
づくり」

(1) 福祉教育の充実

(2) 企業等の社会貢献活動の
促進

○ボランティア活動リーダーの養成
○寄附活動の促進
○社会貢献活動の促進

○ボランティア活動体験による住民参加の促進
○小・中・高校・大学と地域住民等との協働

(1) 市町村地域福祉計画及び
地域福祉活動計画策定の促
進

施策
住民

１
等の積極的な参加によ
域福祉を推進する
域・人・つながりづく

りの基盤整備」

る地
「地

○市町村地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定の
促進

○計画に基づく地域福祉の推進

○多様な主体が参加する地域福祉活動の促進
○地域福祉のコーディネーターの配置の促進

○地域の要支援者への支援
○災害時要援護者に係る情報の把握・共有化
○先進的取組への支援と成果の普及

(2) 小地域福祉活動の促進
（出会い・話し合い・つな
がりの創出）

(3) 地域福祉推進の基盤整備
（地域福祉活動を推進する
中核的団体の充実）

○民生委員・児童委員の活動の促進

○県社会福祉協議会活動の充実
○市町村社会福祉協議会活動の充実
○共同募金の活性化

(4) ボランティア活動の充実 ○ボランティア活動への参加の促進
○ネットワークの構築の促進
○ボランティアコーディネーターの配置促進

施策２
尊厳を持って共に生きる社
会づくりを推進する

「地域（場）づくり」 (2) 権利擁護の充実 ○日常生活自立支援事業の利用促進
○成年後見制度の利用促進

(3) 相談・支援体制の充実 ○各種相談・支援の充実、連携強化
○生活福祉資金等による自立支援

○インターネット等を活用した情報提供
○インフォーマル・サービスの充実の促進

(4) 福祉サービスの質の向上 ○福祉サービス苦情解決体制整備への支援
○福祉サービス第三者評価事業の推進
○介護サービス情報の公表制度の活用促進

○ひとにやさしいまちづくり条例の普及
○ひとにやさしい施設マップの充実
○障害者等用駐車場の適正利用の促進
○ユニバーサルデザインの普及

(5) ひとにやさしいまちづく
りの推進

(1) 人権意識の醸成 ○人権意識の普及・啓発

施策３
福祉サービスを提供する担
い手を育成する
「人づくり」

(1) 福祉人材の養成確保・定
着への支援

○福祉人材の養成確保・定着への支援
○福祉関係職員への研修及び情報提供

(2) 専門職同士の連携、地域
住民と専門職の協働の促進

○専門職同士の連携の促進
○地域住民と専門職の協働の促進

施策４
福祉の心を育む
「つながり（共生・連帯）
づくり」

(1) 福祉教育の充実

(2) 企業等の社会貢献活動の
促進

(1) 市町村地域福祉計画及び
地域福祉活動計画策定の促
進

施策
住民

１
等の積極的な参加によ
域福祉を推進する
域・人・つながりづく

りの基盤整備」

○市町村地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定の
促進

○計画に基づく地域福祉の推進

○ボランティア活動リーダーの養成
○寄附活動の促進
○社会貢献活動の促進

○ボランティア活動体験による住民参加の促進
○小・中・高校・大学と地域住民等との協働

る地
「地

○多様な主体が参加する地域福祉活動の促進
○地域福祉のコーディネーターの配置の促進

○地域の要支援者への支援
○災害時要援護者に係る情報の把握・共有化
○先進的取組への支援と成果の普及

(2) 小地域福祉活動の促進
（出会い・話し合い・つな
がりの創出）

(3) 地域福祉推進の基盤整備
（地域福祉活動を推進する
中核的団体の充実）

○民生委員・児童委員の活動の促進

○県社会福祉協議会活動の充実
○市町村社会福祉協議会活動の充実
○共同募金の活性化

(4) ボランティア活動の充実 ○ボランティア活動への参加の促進
○ネットワークの構築の促進
○ボランティアコーディネーターの配置促進

施策２
尊厳を持って共に生きる社
会づくりを推進する

「地域（場）づくり」 (2) 権利擁護の充実 ○日常生活自立支援事業の利用促進
○成年後見制度の利用促進

(3) 相談・支援体制の充実 ○各種相談・支援の充実、連携強化
○生活福祉資金等による自立支援

○インターネット等を活用した情報提供
○インフォーマル・サービスの充実の促進

(4) 福祉サービスの質の向上 ○福祉サービス苦情解決体制整備への支援
○福祉サービス第三者評価事業の推進
○介護サービス情報の公表制度の活用促進

○ひとにやさしいまちづくり条例の普及
○ひとにやさしい施設マップの充実
○障害者等用駐車場の適正利用の促進
○ユニバーサルデザインの普及

(5) ひとにやさしいまちづく
りの推進

(1) 人権意識の醸成 ○人権意識の普及・啓発

施策３
福祉サービスを提供する担
い手を育成する
「人づくり」

(1) 福祉人材の養成確保・定
着への支援

○福祉人材の養成確保・定着への支援
○福祉関係職員への研修及び情報提供

(2) 専門職同士の連携、地域
住民と専門職の協働の促進

○専門職同士の連携の促進
○地域住民と専門職の協働の促進

施策４
福祉の心を育む
「つながり（共生・連帯）
づくり」

(1) 福祉教育の充実 ○ボランティア活動体験による住民参加の促進
○小・中・高校・大学と地域住民等との協働

○ボランティア活動リーダーの養成
○寄附活動の促進
○社会貢献活動の促進

(2) 企業等の社会貢献活動の
促進
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