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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

平成 23 年、田辺市社会福祉協議会(以下、「社協」)は、田辺市と協働《注１》し

て、第二次田辺市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定に向けて、地区別住民懇

談会や策定委員会など各種事業に取り組みました。同年は 3 月の東日本大震災、

9 月の紀伊半島水害と、大きな災害が続き、住民にも関係者にとっても、地域づ

くりの役割の重要性を強く感じる中での取り組みとなりました。 

  第二次田辺市地域福祉計画(以下、「市計画」)では、「絆でつながる・支え合いの

コミュニティづくりを目指して～故郷への誇りの再生」に理念が改められました。  

市計画では、引き続き新たな支え合いの仕組みづくりの基盤として「あんしんネ

ットワーク活動」を継承し、住民と行政が協働して取り組むこととしています。 

第二次田辺市地域福祉活動計画(以下、「本計画」)においても、市計画と連携し、

住民主体の地域福祉活動である「あんしんネットワーク活動」を継続して推進し

ます。 

 特に本計画では、「あんしんネットワーク活動」を支える基盤整備に重点を置き、

第一次計画を強化・発展させるものと考えます。個別計画、地区別計画を共有し、

諸事業を一体的に進め、「地域福祉の推進役」として、新しい支え合い体制づくり

に引き続き取り組んでいきます。 

 

２ 計画の実施期間 

 

この計画は、平成２５年度から平成２９年度までの 5 年間とします。なお、計画

実行３年目の平成２７年度に後期計画の見直しを経て、５年目の２９年度に第三次

活動計画策定に向けて評価を行います。 

 

３ 計画の進行管理 

 

この計画を継続的に推進していくために、評価と見直しを行います。 

   役員レベル：理事会、評議員会、地区運営委員会 

   職員レベル：所長会議、地域福祉部会 

 

  

     

 

 

 

  「役員レベル」と「職員レベル」による進行管理 

 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

第二次田辺市地域福祉計画 
 

 

第二次田辺市地域福祉活動計画 

 
  

後期計画 

見直し 
 

第三次計

画策定へ 

地域福祉活動計画

の策定 

(第二次活動計画) 

三年目の後

期計画見直

し 

地域福祉活動計画

の策定 

(第三次活動計画) 
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第２章 計画の基本構想 

 

１ 地域福祉活動計画の位置づけ 

 

  本計画は、これからの社協が進めていく事業の基本となるもので、本計画と市

計画は理念や方向性を共有のもと施策や事業を分担しながら、地域住民による多

様で主体的な福祉活動を行うことにより、地域福祉を推進するための計画です。 

 

２ 地域福祉活動計画の基本目標 

 

人を支える地域をつくり 地域を支える人をつくる 

～人と地域の自律を目指して～ 
 

「自律」とは、他からの支配や助力を受けず、自分の行動を自分の立てた規律

に従って正しく規制すること。つまり、自分の考えに従って、行動することです。 

 

私たちのまちには、日ごろから社会的孤立や虐待などで生命や財産が危険にさ

らされている人や、災害時に自分の身を守ることが難しい人等、何らかの支援を

必要とする人がいます。要援護者《注２》がひとり暮らしであったり、同居家族に

複数の要援護者がいたりするケースも増えています。 

「自助、共助、公助」《注３》の考えのもと、住民相互が強い絆で結ばれ、公的機

関や専門職、あるいは地域の様々な関係者も含めて、お互いの役割と責任を尊重

しながら、ともに協力して取り組む仕組みづくりを「人を支える地域づくり」と

位置づけます。 

地域では、昔ながらの近所づきあいは希薄になりつつあります。町内会の役員

や福祉委員等を引き受ける人が少なくなり、ボランティア《注４》の高齢化とも言

われる状況から、一部の担い手の負担が重くなっています。また福祉・介護サー

ビスの現場でも、専門職の人材不足が深刻です。 

  子どもから大人まで、誰もが福祉やボランティアの活動を知り、体験し、参加

することのできる仕組みづくりを、「地域を支える人づくり」と位置づけます。 

 

   上記で示す地域づくりや人づくりのしくみを構築することが、安心して暮らせ

る地域づくりの第一歩と、私たちは考えます。｢あんしんネットワーク活動｣(小地

域福祉活動）を推進するにあたって、住民･各種団体･事業者･行政等の各主体が、

地域での確かなつながりと、各々の知恵と創意工夫を寄せ合いながら、自らの考

えに従って行動していくこと、すなわち～人と地域の自律を目指して～、活動計

画を推進していきます。 
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第二次田辺市地域福祉計画 

理念：絆でつながる・支え合いのコミュニティづくりを目指して 

～故郷への誇りの再生～ 

基本目標：居住である地域をより所とした「共」の再構築 

第二次田辺市地域福祉活動計画 

基本目標：人を支える地域をつくり 地域を支える人をつくる 

～人と地域の自律を目指して～ 

重点項目 

地域福祉を支え合える人づくり・つながりづくり 

地域福祉を支え合えるしくみづくり 
 

たなべあんしんネットワーク《注５》活動の推進 
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３ ３つの重点項目 

 

(１)地域福祉を支え合える人づくり・つながりづくり 

慢性的な人材不足に対して将来の福祉人材を育成することを目指します。 

① 地域福祉・ボランティア活動等支援と協働促進 

ボランティアセンター《注６》の利用促進、ボランティアグループとの協働・支

援、ボランティアの育成・支援、災害時ボランティアセンター支援体制の整備 

② 福祉人材の育成・定着支援 

紀南福祉人材バンク事業《注７》の充実(福祉のしごとフェア・福祉入門セミナ

ー・スキルアップセミナー・福祉職場見学会・定着支援セミナー等の実施)、生

活支援サポーター養成等講座の実施 

③ 気づきと出会い・学びの場づくり～福祉教育の推進 

学校・地域・企業での福祉教育活動促進、ふれあい文化祭《注８》・市民福祉映

画会《注９》等の実施、啓発・交流イベントの実施 

 

 (２) 地域福祉を支え合えるしくみづくり 

社会的孤立や虐待など、複雑化する福祉課題への対応に向けて、相談支援の体制

づくり、ネットワークづくりを進めます。 

① 地域生活を支援する相談機能の充実と連携の促進 

福祉サービス利用援助事業《注１０》の適正な運用、法人後見受任《注１１》を含む

検討会の実施と体制整備、生活福祉資金貸付事業《注１２》の適正な運用及び障害

児者相談支援事業《注１３》実施における他法人との連携促進 

② 地域福祉・ボランティアの情報を分かりやすく伝える取り組み 

広報紙の充実、小地域を基盤とした「口コミ」による情報共有の推進、在宅福

祉サービス事業との連携、新しい広報媒体の検討 

③ 地域福祉を支える基盤強化 

部門別検討会の実施、役職員研修会の実施、福祉委員研修会の実施、会費・共

同募金等への理解促進、介護保険等事業の適正な運営、自主財源確保の検討 

 

(３) たなべあんしんネットワーク活動の推進 

上記(１)と(２)の基盤整備を行ったうえで、「ふれあいいきいきサロン」《注１４》や

「あんしん見守り運動」《注１５》などモデルとなる活動を紹介し、地域性に応じた活

動の立ち上げを支援していきます。 

① 地区別あんしんネットワーク活動の支援等 

地区別あんしんネットワーク活動の支援、地域福祉活動助成事業《注１６》制度

の促進 

② 見守り・声かけ及び交流活動の実施 

あんしん見守り運動、ふれあいいきいきサロン・介護予防教室の実施、地域

リビング《注１７》の促進、子育て支援の推進 

③ 要援護者支援対策の推進 

要援護者支援対策(情報共有、安否確認等)に関する検討、自主防災組織運  

営助成制度《注１８》の運用、災害時相互支援訓練《注１９》の実施、ワークキャン

プ《注２０》・田辺西牟婁ユニバーサルキャンプ《注２１》への参画、災害時対応マ

ニュアル及び災害ボランティアセンター《注２２》運営マニュアルの見直し 
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第 3 章 個別事業実施計画 

 

１ 地域福祉を支え合える人づくり・つながりづくり  

 
（１） 現状と課題 

 

平成23年に発生した東日本大震災、甚大な被害をもたらした紀伊半島水害には

多くのボランティアによる活動支援の輪が広がり、それらがきっかけとなり住民

のボランティアに対する意識が高まりました。 

現在、社協では、ボランティアの育成･支援として、「ボランティアスクール」

《注２３》実施や「よりみちサロンいおり」等運営に取り組んでいます。しかし、ボ

ランティア活動をする人自身の高齢化が進んでいます。今後、新しい若い世代に

対してボランティアへの関心を、高めていく必要があります。 

  平成24年度に実施しました中学二年生への意識調査では、ボランティア活動に 

参加する生徒のほとんどは、家庭や学校での働きかけを受けているとみられます。 

少子高齢化が進む中、将来の担い手を確保していくためにも、学校・地域にお 

ける福祉教育活動を推進することが必要です。 

 

【住民懇談会・アンケートでの意見】 

○リーダー、人材不足である。 

○“何かをしたいといった気持ちがあるが機会がない”そういう個のパワーを上手く吸

い上げてまとめていけるよう社協さんのパワーに期待します。 

○過疎地でのボランティアの高齢化に伴う今後の対策が必要である。 

○まだまだ情報不足、偏った知識で認知高齢者や知的障害者を含め、地域の中では共存

が難しいのが現状です。もっといろいろな情報や病気の理解の知識を伝達し、住みや

すい地域づくりを目指していきたいと感じている。 
○「地域福祉」の考えの浸透を図るためには、様々な形で福祉に触れる機会が必要だと

思います。多くの住民が福祉の心を育めるよう気軽に参加できるイベントなど参加型

の啓発事業の開催が大事だと思います。 

 

（２） 今後の取り組み 

 

① 地域福祉・ボランティア活動等の支援と協働促進 

・ボランティアスクール等の開催により、地域の生活課題への関心や理解を

広げる機会をつくり、次世代を担うボランティアの育成を継続して行いま

す。 

・ボランティアスクール等修了者に対する活動支援として、地域のリーダー

となり得るためにどのような研修やプログラムを提供していくかを検討し

ていきます。 

・過疎地域をはじめ、各地区での様々な問題・課題を解決していく生活支援

のしくみづくりに取り組んでいきます。 

・常設型のボランティアセンターの運営を基盤として、災害時のボランティ

アセンターの立ち上げ及び運営等、スムーズな協力体制が取れるよう平常

時から備えていきます。 
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② 福祉人材の育成・定着支援 

・地域福祉を支える２つの人材である、福祉・介護職と、地域ボランティア

を総合的に育成し、継続して活動できるよう支援していきます。 

・紀南福祉人材バンクの機能を活用し、求職相談活動を中心に、知識や技術

向上をめざす講習会(福祉入門セミナー、スキルアップセミナー等)や、福

祉・介護事業所について知る機会づくり(福祉職場見学会、福祉のしごとフ

ェア等)を継続実施します。また就職後の資質向上や定着支援を目的として、

働く人を対象とした講習会(定着支援セミナー等)を実施します。 

・地域ボランティアについては、ボランティアセンター機能による活動相談

フォローアップ支援を行い、要援護者理解とその支援活動につながる研修

(生活支援サポーター養成講座等)を実施します。 

          

 

 

 

 

 

③ 気づきと出会い、学びの場づくり～福祉教育の推進 

・学校での福祉教育には、ほぼ全校が取り組んでいる状況です。既存の事業

見直しに加え、福祉体験を日常生活で活用できる新たな取り組みを検討し

ていきます。 

・地域においては、町内会・福祉委員・老人クラブ・ボランティアグループ

等の協力を得ながら、福祉教育を推進していきます。ふれあい文化祭・市

民福祉映画会等は、“福祉”を身近に知ってもらえる催し、そして気軽に参

加できる場として、現在実施している事業内容を検証しつつ、今後も“出

会いと気づき、そして学びの場づくり”を展開していきます。 

     

 

 

 

 

【具体的な施策】 

ボランティアセンターの利用促進(機材・給食センター等の活用、登録・情報提供

の見直し)、ボランティアグループとの協働・支援(ボランティア連絡協議会・ボラ

ンティアグループとの地域課題の共有、ボランティア及び既存のボランティアグ

ループの組織化)、ボランティアの育成・支援(朗読・手話ボランティアグループの

支援等)、災害時ボランティアセンター支援体制の整備(災害備品の整備、災害時相

互支援訓練等) 

【具体的な施策】 

紀南福祉人材バンク事業の充実(福祉のしごとフェア・福祉入門セミナー・スキル

アップセミナー・福祉職場見学会・定着支援セミナー等の実施)、生活支援サポー

ター養成講座等の実施 

【具体的な施策】 

学校・地域・企業での福祉教育活動促進(ボランティアスクールの実施、出前講座・

小地域懇談会の実施)、ふれあい文化祭・市民福祉映画会等の実施、啓発・交流イ

ベントの実施 
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２ 地域福祉を支え合えるしくみづくり 

 
（１） 現状と課題 

 

少子・高齢化の進行や働き方などの生活様式の変化に伴って地域社会や家庭の

様相は大きく変容しています。さらに経済情勢や雇用環境の厳しさの長期化も相

まって、孤立死や自殺、ひきこもりなどの社会的孤立の問題、経済的困窮や低所

得の問題、虐待や悪質商法等権利擁護の問題など、地域における生活課題は深刻

化し、広がっています。 

平成 24 年度に実施した福祉・介護の専門職への意識調査においては、社協に

求める役割として「制度外福祉サービス」が最も高く、次いで｢福祉課題に取り組

む仕組みづくり｣や｢福祉人材の育成確保｣が挙げられています。 

社協には、その中立性や柔軟さを活かして、新しいニーズに対応できる先駆的

活動の立ち上げ支援や、人材や社会資源をつないで課題解決を目指す連絡調整役

として期待が寄せられています。 

しかし、一方では社協の財政基盤は依然厳しい状況にあります。地域福祉の自

主財源となる社協会費、共同募金配分金、寄付金の減少はもちろん、行政の委託

料・補助金の削減、介護保険事業経営の一部の赤字等、その他の収入も厳しい状

況です。 

 

 

（２） 今後の取り組み 

 

① 地域生活を支援する相談機能の充実と連携の促進 

   ・地域における多様な生活課題に対応する相談支援機関(「福祉サービス利用

援助事業と成年後見制度《注２４》」・「生活福祉資金貸付事業」・「障害児者相

談支援事業」等)として、社協内の体制づくり並びに他の専門機関とのネッ

トワークづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

② 地域福祉・ボランティアの情報を分かりやすく伝える取り組み 

  ・広報紙「福祉日和」やその他のお知らせは、住民が生活や福祉に関する情

報を入手しやすいように、より分かりやすく伝えるよう努めます。 

・若い世代に向けて、インターネットやケーブルテレビ、ラジオなどの様々

【住民懇談会・アンケートでの意見】 

○知的障害者の方で就労してお金をたくさんもっていると、友達などに狙われることが多

い。成年後見人や権利擁護事業などあまりすすまない。 

○就労の場が少なく、仕事の確保が心配である。 

○高齢者の方で色々な福祉サービスを知らない方が多い。 

○まだまだ情報不足、偏った知識で認知高齢者や知的障害者を含め、地域の中では共存が難

しいのが現状です。もっといろいろな情報や病気の理解の知識を伝達し、住みやすい地域

づくりを目指していきたいと感じている。 
○制度の狭間で声なき声を発している人たちの居場所を確保すること、相談しやすい体制づ

くり及び再チャレンジしやすい応援・援護システムを構築してください。 

【具体的な施策】 

福祉サービス利用援助事業の適正な運用、法人後見受任を含む検討会の実施と体制

整備、生活福祉資金貸付事業の適正な運用及び障害児者相談支援事業実施における

他法人との連携促進 
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な媒体を利用し積極的に情報発信を行います。 

・高齢者等新しい媒体を利用することが難しい人に対しては、ふれあいいき

いきサロンや介護予防教室等を利用し、住民同士が「口コミ」で情報を共

有できるような機会や場を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域福祉を支える基盤強化 

・社協内部においては、役員会等における課題検討・事業活動へのかかわりを

通じ、役員の参画を推進します。役職員の専門性を高めるため、研修の充実

と資格取得を支援します。 

・財源確保については、社協会費・共同募金等への理解促進に努めます。一方

でその他の自主財源確保についても検討します。介護保険等事業経営による

収益を地域福祉に還元する仕組みを通じて、社協の存在意義を確立していき

ます。 

      

 

 

 

 

【具体的な施策】 

広報紙の充実（広報委員会の実施、点字・朗読サービスの実施）、小地域を基盤と

した「口コミ」による情報共有の推進(ふれあいいきいきサロン活動・介護予防教

室・出前講座・ミニ懇談会等の活用)、在宅福祉サービス事業との連携(あんしん見

守り運動・相談支援サポート、ふれあいいきいきサロン等での介護予防教室啓発)、

新しい広報媒体の検討 

【具体的な施策】 

部門別検討会の実施、役職員研修会の実施、福祉委員研修会の実施、会費・共同募

金等への理解促進(広報啓発活動の実施)、介護保険等事業の適正な運営（収益を地

域福祉に還元）、自主財源確保の検討 

10



 

 

３ たなべあんしんネットワーク活動の推進 

 
（１） 現状と課題 

 

平成２２年に実施したアンケート調査では、人口の減少、少子高齢化や核家

族化、高齢者世帯の増加にともない、隣近所や地域での支え合いが難しい状況に

なってきています。 

地域社会のつながりが希薄化し、地域に対する関心が低下していく中で、社協

はこれまで声かけや見守り、サロン活動などを通じて、「たなべあんしんネットワ

ーク活動」を推進してきました。多様化する福祉課題や新たなニーズを検証しな

がら、地域の特性に合わせた取り組みを引き続き実施します。 

災害時の支援体制づくりについては、小地域から広域においての協力・支援体

制の整備及び訓練を実施しています。平成 23 年に甚大な被害をもたらした紀伊

半島水害を教訓に、災害の種別に応じた課題の検討、各種マニュアルの整備・見

直しが必要です。 

 

【住民懇談会・アンケートでの意見】 

○隣近所の人を知らない。知るきっかけがない。 

○独居の方等が多いので、地域の方が日常的にお宅を訪ねてくれ、安否確認をはじめ、地域

の方との交流が生まれるような状況になってくれればありがたいです。 

○コミュニケーションが少なく、活気がなくなってきた。 

○地震、津波、水害などの災害に対する不安が大きい。 

○災害時要援護者台帳《注２５》はあるが、防災体制が未整備で活用できない。 

 

（２） 今後の取り組み 

 

① 地区別あんしんネットワーク活動の支援等 

・地域の高齢者・障害者への支援、子どもの見守りについて、現在、各地区で

実施している取り組みをモデルとして、課題やニーズ等を検証しながら、そ

の地域に応じた支援活動を行います。 

・「あんしんネットワーク活動」を通じて、住民同士のつながりを活かし、地

域で課題を抱える人を早期に発見し、支援へとつなげるしくみづくりを推進

します。 

 

【具体的な施策】 

地区別あんしんネットワーク活動の支援(活動が不十分な地域への呼びかけ・プラン

づくり支援・実施)、地域福祉活動助成事業制度の促進 

 

② 見守り・声かけ及び交流活動の実施 

・地域の中には、高齢者や障害者、子どもをはじめとして、何らかの手助けを

必要としている人が暮らし、地域社会のつながりの希薄化などで助けを求め

る"SOS"を出せない人がいて、不幸な事故につながることも少なくありま

せん。継続して「あんしん見守り運動」を実施します。 

・住民参加の基盤づくりを目指し、常設型の地域リビングの運営や「ふれあい

いきいきサロン活動」・「介護予防教室」及び「ベビーマッサージとママサロ

ン」等小地域福祉活動を継続実施するうえで、子どもからお年寄りまで地域

住民がつながりをもち、気軽に交流ができるような活動を支援します。 
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【具体的な施策】 

あんしん見守り運動(緊急連絡カードの配布等)、ふれあいいきいきサロン・介

護予防教室の実施(地域福祉活動助成団体との連携)、地域リビングの促進、子

育て支援活動の推進(子育てサロン《注２６》、ベビーマッサージとママサロン、

ほっとスペース、ちびっこあつまれ等) 

 

③ 要援護者支援対策の推進 

・緊急連絡カードの配布などの日常的な支援と併せて、市・民児協・町内会

自治会・自主防災会《注２７》等と連携し、災害時に備えた体制づくりを推進

します。 

・社協が普段から行っている活動を通じて地域の要援護者等の把握に努めま

す。平成 23 年に甚大な被害をもたらした紀伊半島水害を教訓に、災害時

に必要な情報の共有方法等の課題や災害ボランティアセンターの運営の在

り方を検証するために、小地域エリアを想定した災害時相互支援訓練を継

続実施します。広域的な協働については、県下市町村社協の主催するワー

クキャンプや、田辺西牟婁ユニバーサルキャンプへ参画する中で、随時、

災害時対応マニュアル及び災害ボランティアセンター運営マニュアルの充

実強化を図りながら、地域の自主的な防災活動に必要な支援を行います。 

 

【具体的な施策】 

要援護者支援対策(情報共有、安否確認等)に関する検討、自主防災会組織運営

助成制度の運用、災害時相互支援訓練の実施、ワークキャンプ・田辺西牟婁

ユニバーサルキャンプへの参画、災害時対応マニュアル及び災害ボランティ

アセンター運営マニュアルの見直し 
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第４章　地区別計画
１　田辺地区
（１） 地区の概要

66,976人

17,802人 26.6%

8,903人 13.3% （平成2５年３月3１日現在）

（２） 地域福祉活動の状況

（３） 課題整理
懇談会等

福祉委員会
住民懇談会

（４） 今後の取り組みについて
地域の福祉課題

具体的に取り組んでいくこと

テーマ

人口(人)

65歳以上人口/高齢化率

自律した地域づくり　～みんなの笑顔のために～

○小地域福祉活動
　　　ふれあいいきいきサロン、 高齢者への声かけ・見守り、登下校の見守り活動、
　　　子育てサロン、地域助成、地域リビング等
○福祉教育、ボランティア育成及び活動支援
○個別支援
　　　福祉サービス利用援助事業、生活福祉資金貸付事業、
　　　障害児者相談センターゆめふるへの参画）
○福祉人材の確保育成(福祉介護人材マッチング事業)

概要

○近所付き合いが少なく、地域での担い手がいない。
○災害に対しての不安（避難場所の不安、要援護者の避難誘導）
○地域での交流はしているが、出てくる人は決まっている。(閉じこもりがちの方と
のコミュニケーションをどのようにとるか、どのように取りこんでいくかが問題)
○経済的な問題(雇用がない、年金生活に不安、生活困窮者の増加)

○災害時をイメージした災害時相互支援訓練や研修会の実施
　　・市民を対象にした訓練、社協職員を対象とした訓練
○地域交流リーダー研修
　　・地域での担い手の育成、ボランティア育成
○個別支援
　　・権利擁護等

○災害に対する周知の徹底
○地域での人材の育成、支援
○個別支援

15歳未満人口/年少人口比率
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２　龍神地区
（１） 地区の概要

3,763人

1,403人 37.3%

370人 9.8% （平成25年３月31日現在）

（２） 地域福祉活動の状況

（３） 課題整理
懇談会等

身体障害者連盟龍
神支部懇談会

障害児者父母の会
懇談会

住民懇談会

（４） 今後の取り組みについて
地域の福祉課題

具体的に取り組んでいくこと

　

人口(人)

65歳以上人口/高齢化率

あなたのチカラを　誰かのために！　　～福祉に携わる人づくり～

福祉用具貸与事業、介護予防リーダー養成事業、介護用品助成事業、障害者ふれあいバスツ
アー、火葬送迎事業、子育てサロン、親子交流事業、世代間交流事業、出前福祉講座、災害
時高齢者等安全対策事業（福祉委員会事業）、年末見守りあんしん支援サービス

概要

ふれあい親睦バスツアーについて、近年参加者が減少傾向にあるが、非
常に楽しみにされている方もいるので、今後も続けて欲しい。

子どもが養護学校、特別支援学校に通っているが将来が心配。
障害者の社会資源が少ない。

高齢者（独居や老夫婦世帯）が多い。
災害に関し不安なことが多い。
地域での交流が少ない。
子ども達との交流が少ない。
通院、買い物など移動手段の確保が必要

○地域福祉の普及・啓発
　　・乳幼児やその保護者に対する子育て支援（ベビーマッサージや交流会）の活動への参加を
　　きっかけに、若い世代の方に、ボランティアなど福祉への理解と関心を高めていく。

○福祉教育の充実
　　・社協、福祉施設、ボランティア等が連携し、児童・生徒のボランティア活動や福祉教育の実
　　践などにより、福祉意識の向上を図る。

○福祉の仕事に関する啓発
　　・福祉の仕事に関する紹介活動や、福祉の仕事への就労を促進するため、福祉の仕事への
　　就労支援を行う。

地域福祉を支える人材の確保、育成。

15歳未満人口/年少人口比率
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３　中辺路地区
（１） 地区の概要

3,129人

1,255人 40.1%

15歳未満人口/年少人口比率 274人 8.8% （平成25年３月3１日現在）

（２） 地域福祉活動の状況

（３） 課題整理
懇談会等

住民懇談会

（４） 今後の取り組みについて
地域の福祉課題

具体的に取り組んでいくこと

テーマ

・あんしんネットワーク活動の充実（要援護者宅への定期的見守り活動、地域の災害時避難時
マニュアル作成等）
・ふれあいサロン事業（介護予防教室終了の地域を対象として定期的な介護予防教室をはじ
め、食事会、ふれあい交流会を通じて地域住民のネットワークづくり健康増進を図っていく）
・家族介護者教室（地域住民を対象とした家族介護者教室を開催）
・要援護者を対象とした配食サービス（現在、ボランティアグループが年一回実施しているが今
後年何回か実施できないか検討中）
・子育てサークルのへ支援（以前実施していたサークルが解散したが再立ち上げにむけての支
援）

地域住民主体の支えるまちづくり

人口(人)

65歳以上人口/高齢化率

・広報吹き込みボランティア支援
・環境美化ボランティア支援
・障害児者クリスマス会支援
・配食サービスグループ支援
・火葬送迎事業
・ボランティアスクール
・福祉委員会
・ボランティア連絡協議会活動支援

概要

・マンパワー確保のための小地域同志の合併（自治組織に限界がきてい
る）
・福祉タクシーの運行基準の緩和
・避難場所の確保と住民への周知徹底
・社協会員加入のチラシの見直し

・社協事業を住民の皆様に理解して頂く件
・一人暮らし世帯等要援護者を支える仕組みづくり
・山間地で交通手段のない世帯への支援（病院・買い物等）
・各地域のサロン活動の取り組み支援
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４　大塔地区
（１） 地区の概要

3,018人

987人 32.7%

15歳未満人口/年少人口比率 401人 13.3% （平成25年3月31日現在）

（２） 地域福祉活動の状況

（３） 課題整理
懇談会等

住民懇談会

（４） 今後の取り組みについて
地域の福祉課題

具体的に取り組んでいくこと

テーマ

災害に強い町づくり

１、一人暮らしや、老夫婦世帯が多くなって、高齢化である
２、交通手段が少ない
３、個人、地域の情報が取りにくい
４、今行っている、地域福祉事業を継続していくのが、大切であるが、若者の職場
が少ない為、地域活動に参加する人が、減少する
５、災害への関心が高まっている

社会福祉協議会での事業や、地域のボランティア活動を、住民の皆さまに理解してもらい、啓
発する。
車に乗れない高齢者が多いので、交通手段の確保。

・大塔地区で行っている、高齢者訪問、やすらぎの集い、愛の日関係事業、ボランティア活動を
継続する
・小地域福祉活動への協力・介護予防教室等で、地域住民と交流し、コミュニケーションをとる
・各種団体と連携して、防災訓練や研修をする

人口(人)

65歳以上人口/高齢化率

・高齢者訪問
・ボランティアスクール
・愛の日関係事業（愛の給食・やすらぎの集い・手作り味噌の配布）
・小地域福祉活動（サロン活動等でコミュニケーションづくり）
・福祉委員会
・ボランティア連絡協議会活動への支援

概要
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５　本宮地区
（１） 地区の概要

3,231人

1,415人 43.8%

15歳未満人口/年少人口比率 263人 8.1% （平成25年3月31日現在）

（２） 地域福祉活動の状況

（３） 課題整理
懇談会等

住民懇談会

（４） 今後の取り組みについて
地域の福祉課題

具体的に取り組んでいくこと

テーマ

・介護保険事業、委託事業等で地域の高齢者への支援
・保育所給食、ベビーマッサージ等で地域の子育て世代への支援
・介護予防事業等を通じて地域とのコミュニケーションづくり
・研修会等で自立した地域づくりに向けて住民参加の啓発
・災害時相互支援訓練等で災害に向けての取り組み
・その他地域に必要な支援

地域でのコミュニケーションづくり、自立した地域をつくっていく

人口(人)

65歳以上人口/高齢化率

福祉委員会活動、温泉宅配サービス、ふれあい型配食サービス、ベビーマッサージ教室　等
介護保険事業（居宅介護支援、訪問介護、特定旅客自動車運送）
障害者自立支援（居宅介護）
委託事業（配食サービス、保育所給食、介護予防、生活支援ハウス　等）
各種団体支援（本宮町老人クラブ連合会事務局、本宮地区ボランティア連絡協議会事務局）

概要

・自立した地域づくりに向けてどう取り組んでいくか
・地域でのコミュニケーションをどうしていくか
・災害時に一人も見逃さないようにどう取り組んでいくか

・現在行っている各種事業を通じて、地域の高齢者や子育て世代を支援する
・介護予防事業等で地域に出向いて、地域の皆さんとコミュニケーションづくりをする
・研修会等を通じて地域住民の参加意識を育み、地域の皆さんと協力して地域づくりをしていく
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第６章　暮らしと地域福祉に関する意識調査

（１）　調査の目的

（２）　調査の概要

（３）　調査結果の概要
①　男女比

男 407人 女 416人 無回答 2人 計 825人

②　区域・学校比
市街地 374 高雄 152 東陽 107 明洋 115

中芳養 34 上芳養 23 上秋津 45 秋津川 5 衣笠 76
長野 2 新庄 60

山間地 126 龍神 30 中辺路 27 近野 4 大塔 37 本宮 28
広域 80 県立田辺 80
計 825

③　ボランティア活動の有無

ある 211 56% 102 42% 98 78% 47 59% 458 56%

ない 163 44% 143 58% 28 22% 33 41% 367 44%

計 374 245 126 80 825

　地域福祉活動計画では、学校を核とした福祉教育の推進を重点事業に位置づけ、社協と学校、
地域住民らが協力して取り組んでいる。今後、第二次活動計画の策定にあたり、福祉教育・ボラ
ンティア学習等に参加する中学生の、地域福祉や福祉教育に対する意識を調査し、計画の基礎資
料とする。

・対象者　市内に通学する中学2年生
・協力依頼機関　１６校（８４０名）
① 田辺市教育委員会　１５校（７６０名）
② 県立田辺中学校　　　１校（　８０名）
・実施期間　平成２４年９月１０日（月）～２８日（金）
・調査方法　教育委員会を通じ、または学校へ直接持参により調査票用紙を送付する。
回収は各校から教育委員会を通じ社協へ提出する。
・回収結果　１６校(８２5人)

市街地 農村・住宅地 山間地 広域 計

　全体の過半数がボランティア活動を経験しています。
　特に山間地では経験ありが78％と最も高く、農村・住宅地では42％と低め
の傾向になっています。

1 「中学２年生　暮らしと地域福祉に関する意識調査」

農村・
住宅地

245

29



④　どんなことをしたか

116 37% 49 23% 73 49% 41 61% 279 38%

109 35% 48 23% 18 12% 9 13% 184 25%

23 7% 34 16% 24 16% 7 10% 88 12%

25 8% 24 11% 7 5% 4 6% 60 8%

23 7% 40 19% 20 14% 5 7% 88 12%

10 3% 7 3% 3 2% 1 1% 21 3%

4 1% 10 5% 3 2% 0 0% 17 2%

310 212 148 67 737

台風の災害で会津川を清掃。 　
きずなの会で、障害者の方と一緒に走った。
防災スクール、防災訓練(体験学習)、お年寄りの家におじゃまして話す
お年寄りとお菓子作り
お年寄りや小さい子といっしょに蒸しパン作りをした
廃品回収
おとしよりとあそぼう
こんにちは赤ちゃん
植樹
保育園へ
台風で泥だらけになった家の掃除

⑤　ボランティア活動のきっかけ

25 12% 29 29% 28 29% 10 21% 92 20%

11 5% 14 14% 3 3% 6 13% 34 8%

33 16% 6 6% 14 14% 12 26% 65 14%

104 50% 31 31% 39 40% 11 23% 185 41%

33 16% 19 19% 14 14% 8 17% 74 16%

206 99 98 47 450

なんとなく

計

　きっかけとなったのは「先生」が最も多く、次に「親」が多くなっていま
す。他の地域に比べて、農村地では「自ら」と、「友だち」の比率が高くなっ
ています。

計

【自由記入】

イベント等手伝い

その他

市街地 農村・住宅地 山間地 広域 計
地域清掃・リサイ
クル活動
地域の花植え・美
化運動

保育所・老人ホー
ム・障がい者作業
所での活動

手話・点字などの
体験学習

募金活動

市街地

自ら進んで

先生に言われて

　全ての地域で、清掃･リサイクル活動が最も多くなっています。農村・住宅地
では施設やイベント、募金等の活動の割合が、他の地域よりも高くなっていま
す。

友達に誘われて

親に言われて

農村・住宅地 山間地 広域 計
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⑥　ボランティア活動をしなかった理由

47 30% 53 37% 7 28% 5 16% 112 31%

96 61% 57 40% 15 60% 25 78% 193 54%

5 3% 6 4% 0 0% 1 3% 12 3%

6 4% 13 9% 0 0% 0 0% 19 5%

4 3% 15 10% 3 12% 1 3% 23 6%

計 158 144 25 32 359

【自由記入】

時間に遅れて場所がわからなかった
めんどくさい
興味がない
希望者が多いのでやめた
抽選にもれた
やる気がないから
あまり知らない人と話したくないから
行く気がない
クラブの時間がつぶれる
クラブがあるから
興味がないから
応募の仕方が分からなかったから
特にするつもりはないから
行きたくないから

⑦　してみたいボランティア活動
【自由記入】

ない、何があるか知らない、特になし

被災地での活動

⑧　近所の大人のあいさつ、声かけ

110 29% 87 36% 73 58% 29 38% 299 36%

230 61% 143 58% 47 37% 40 53% 460 56%

26 7% 10 4% 6 5% 6 8% 48 6%

8 2% 5 2% 0 0% 1 1% 14 2%

計 374 245 126 76 821

時間が無いから

その他

　ボランティア活動についてイメージすること
が難しいようでした。ただし、東日本大震災や
台風１２号災害などの経験からか、被災地での
ボランティア活動は中学生にもよく知られてい
るようです。

計市街地

きっかけが無いか
ら
したい活動が無い
から
一緒に行く人がい
ないから

市街地 農村・住宅地 山間地 広域 計

会えば必ず声を掛
けてくれる
時々声を掛けてく
れる
ほとんど声を掛け
てくれない
まったく声を掛け
てくれない

　すべての地域で｢きっ
かけが無い｣「時間が無
い」が最も多くなって
います。
　自由記入を見ると、
応募や参加の仕方が分
からずに参加できな
かった人、ボランティ
ア活動よりもやりたい
ことがある人や、ボラ
ンティア活動に対して
拒否的な人も見られま
す。

農村・住宅地 山間地 広域

　どの地域でも、大人から声かけを積極的に行っている様子が見られます。特
に山間地では「まったくない」は０％でした。
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53 15% 28 11% 31 25% 11 14% 123 15%

174 48% 130 53% 75 60% 40 50% 419 52%

98 27% 71 29% 15 12% 22 28% 206 25%

35 10% 16 7% 5 4% 7 9% 63 8%

計 360 245 126 80 811

133 36% 79 32% 51 41% 32 40% 295 36%

96 26% 77 32% 42 34% 21 26% 236 29%

99 27% 61 25% 20 16% 19 24% 199 24%

38 10% 27 11% 11 9% 8 10% 84 10%

計 366 244 124 80 814

計

農村・住宅地 山間地 広域 計

市街地 農村・住宅地 山間地 広域

市街地

｢大切である」と｢特別なことではない」という認識を合わせると過半数を占め
ます。市街地において、｢深くかかわるきっかけがない｣とする割合が若干高く
なっています。

助けあって生きて
いくには大切な事
だと思う

ほとんど話をしな
い
まったく話をしな
い

近所付き合いは普
通にあるので、特
別な事とは思わな
挨拶ぐらいはする
が、深くかかわる
きっかけがない

よくわからない

⑩　近所付き合いについて

「よく話しをする」「時々」を合わせると、約7割の生徒は地域の大人とのつな
がりを持っているといえます。

⑨　家族・先生を除く大人とどれくらい話をする

良く話をする

時々話をする
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224 34% 151 35% 76 36% 43 31% 494 34%

184 28% 129 30% 78 37% 55 39% 446 31%

119 18% 68 16% 26 12% 17 12% 230 16%

129 20% 78 18% 33 15% 25 18% 265 18%

236 36% 136 32% 67 31% 46 33% 485 34%

11 2% 12 3% 5 2% 0 0% 28 2%

656 426 213 140 1435

【自由記入】
住民全員が仲良くする。
地域の人だけではケアできない部分（整備を整える）などを市がケアする。
あいさつを必ずする
もっと防災器具を増やしてもらいたいと思う
何もしなくていいと思う
自然を残す
住民同士で人を見下したりしない
もっとあいさつをしあう
あいさつをする
あいさつをしないと気持ちが良くない
イベント等で交流し関係を深める

計

｢助け合い｣｢災害対策｣｢交流」の地域活動が上位にあがりました。
自由記入では、あいさつについて書いた人が複数みられました。住民同士が｢仲良く」し
て、地域ではできないことを行政が担うといった｢自助、共助、公助｣に近い傾向も出ま
した。

市街地 農村・住宅地 山間地 広域

その他

計

住民同士が集まっ
て交流する機会を
増やす

住民同士が助け合
う活動を増やす

高齢者や障害者な
どの生活を支える
福祉施設やヘル
パーを増やす
子供も大人も、福
祉やボランティア
について学習する
機会を増やす
災害に備えて、普
段から地域全体で
話し合いや訓練を
する

⑪　地域を住みやすくするのに必要なこと
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（１）　調査の目的　　

（２）　調査の概要
・対象者

・調査期間
・調査方法
・回収結果

（３）　調査結果の概要
　Ａ　事業所の種別

①高齢 77件 ②児童 18件 ③障害 13件 ④複合 8件
⑤その他 4件 合計 120件

　Ｂ　地域住民やボランティアなどの協力により充実すると良いと思うもの
高齢 児童 障害 複合 その他 合計

①高齢者の見守り活動 57 7 3 4 2 73
②高齢者や子供のための防犯活動 17 11 4 2 1 35
③災害時の助け合い 50 11 9 4 2 76
④小地域での交流の場づくり 22 5 1 2 2 32
⑤日常の生活支援活動 17 0 2 3 2 24
⑥交通アクセスの課題解消 22 2 4 3 1 32
⑦地域福祉の学習活動 14 1 3 2 0 20
⑧当事者支援活動 26 14 10 1 2 53

225 51 36 21 12 345
⑨その他(自由記入）
（高齢）

近隣での声の掛け合い。

（児童）

（自由記入）
（高齢）
見守り
(16件)

老夫婦二人暮らしの方がつい具合が悪くなると何度も救急車を呼ばれていたの
で、近所の方が事業所へ「今、救急車が来ている」と連絡をしてくれました。
（ヘルパーが訪問したら二人ともおらず、朝早く救急車で病院へ行ってたことあ
り。）近所の方との連携はあれば助かります。

一人暮らしの高齢者の方の体調が悪くなった時、近所の方にお世話していただき
ました。
徘徊があり、24時間見守りが必要な認知症の方で、家族が就労しているため、日
中の見守りや話し相手を地域の方やボランティアに依頼し対応していただきまし
た。

　認知障害などの理由により、自らの意思を表明しづらい方々や、制度だけでは支えられな
い、制度にあてはまらない方々について、そのニーズや生活課題を把握するため、こうした方
と接する機会の多い専門職にアンケート調査を行い、活動計画の基礎資料とする。

　市内福祉関係事業所に勤務する専門職（サービスを受けている方々の直接支援
の業務を行っている方、サービスを要する方々の相談支援等の業務を行っている
方）

　平成24年9月
　郵送配布・郵送回収による郵送調査方法
　発送数255件　回答数120件　回収率47.0％

回答件数のうち、高齢者分野の事業所が64.1％と、過半数を占めています。

災害の時、小さい子供たちでどんなに行動することができるのか、普段訓練はしているものの
大変不安です。

　全体として、｢災害時の助け合い」が高い傾向があります。他には、高齢分野では「高齢者
の見守り活動」、児童分野では｢当事者支援活動｣、「防犯活動」、障害分野では｢当事者支援
活動｣が高くなっています。

　Ｃ　日常業務の中で、地域やボランティアの協力で解決（対応）できた事例

2 「福祉・介護関係者　暮らしと地域福祉に関する意識調査」
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災害時の助
け合い

見守り
(16件)

生活支援
(13件)

寝たきりの方の通院の際、ボランティアの方に介助していただきました。

介護保険では規制されるサービスについて、近所や知り合いの方が少し助けてく
れるだけで済むことがあるので、近所との付き合いの把握をしっかりしていきた
い。

認知症の高齢者が、夜間、家じゅうの鍵をかけて外出。鍵を紛失してしまったた
めに中に入れなくなった。夜の10時過ぎにもかかわらず、近所の協力で４０㎞離
れた合鍵を持っている親族を迎えに行ってくれ、地域の業者（サッシ）さんが出
向いてくれました。親族が到着するまで、地域の方が一緒に待ってくれました。

自然災害で通行止めになり、利用者様宅までたどり着けなかったとき、日ごろか
ら隣人に協力を依頼しており、食事のお世話等の対応をしていただいた。

助け合い組織「みどりの会」による掃除ボランティアやミニデイサービスの実施

助け合い組織により、庭の草刈や剪定をしてもらった。

在宅生活および入居生活をしている方の中には、散髪をしてもらえなく普段困っ
ている方々が多いと思うので、出張していただける多数の散髪ボランティアがあ
ればと思う。

認知症のある高齢のご夫婦のごみ出し、買い物を地域の人がボランティアで行っ
てくれている。（民生委員の力あり）

閉じこもりがちな高齢者の方等を地域の方々の情報によりデイサービス等の参加
を勧める。（情報の提供がほしい。）

施設利用者が外出中の道路上で、体調を崩されたことがありました。その場を通
りかかった方々が異常に気付き、救護をしていただくとともに、施設へ連絡して
くださり、すぐに対処できたので大過なくすみました。

傾聴ボランティア

施設より自宅へ帰宅した際、主介護者の方が息子さん一人だったため、民生委員
の方が様子うかがいや声掛けの対応をしてくださいました。また、施設へ持って
いく荷物の確認を行っていただきました。

認知症が進んできて娘さん宅に同居するようになったが、毎日朝一番のバスに乗
り自宅に帰ろうとして、ご利用者を見かけた人が声かけ等し、その都度自宅まで
送迎してくれ、 近では回数も減り、また娘さんも介護に慣れてきた。

認知症（独居）の利用者様の利用にあたり、契約時にご家族様とともに隣近所へ
のあいさつを行い、協力をお願いしている。

地域の中で、民生委員をはじめとする若い世代の方に主となっていただき、活動
できるような支援体制が必要かと思われます。

長時間の見守りが必要な場合。

徘徊の利用者に対し、町内の方が協力し合って見守りをしてくれている事例があ
る。

認知症状が進行してはいるが、平常ひとりで暮している方が、デイサービスに行
く日を忘れたり、ごみ出しの日を忘れることが出てきています。ご家族が近所の
方と連携を取り、デイの日、ヘルパー訪問の日だけではなく、平日様子を見に
行ってくださっています。

徘徊のある高齢者に対して、子どものような見守り隊のようなものがあればよい
と思います。

傾聴ボランティアの方が来てくださることにより、利用者様の心身の安定が図れ
ている。
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その他

（児童）

災害時の助
け合い

（障害）
見守り(２
件)

生活支援
(13件)

デイサービスの行事に、踊りや唄を披露してくださったり協力していただいてい
ます。利用者の方々も喜んでおられます。

歌や踊りのいくつかのボランティアの皆さんにより、利用者様の日頃のストレス
解消に大きく貢献していただいた。

入院中の洗濯、買い物支援はボランティアさんに何度もお世話になっている。

独居高齢者で買い物など出かけるのが好きだが、電動車いすも危険になってきた
ため、使用中止し、ご自分でタクシーを呼び外出していた人が、頻回で料金かさ
み、生活費に困る状況が出てきたため、アパート大家さんがタクシー会社に頼
み、月ごとの支払いとしてくれた。これで１か月のタクシー利用料金が把握で
き、ご本人様へタクシーを減らすように働きかける方向へ持っていくことができ
た。 終的には成年後見人制度へもつなげられた。

買い物支援：個人の商店、スーパーなどが買い物支援を提供していただけ、買い
物ができない高齢者の方に配達してくれています。

アイディア：同世代支援＝元気なお年寄りの方が要援護者を支える。

ボランティアだからプロ意識がなくても当たり前なのか・・・ 初からその程度
と割り切って利用するほうがよいのか。ボランティアの方々の意識の向上を期待
します。いやになるとすぐやめるとかは困ってしまいます。

独居の方、高齢の親と住まわれている方も多いので、地域の方が日常的にお宅を
訪ねてくれ、安否確認をはじめ、地域の方との交流が生まれるような状況になっ
てくれればありがたいです。

校区協議会の協力を得て、行方不明時の所在を確認でき、その後、子どもの一時
保護から施設入所につながった。

地域の方が、心配な家庭に強い関心を持ってくださり、通告や声掛けなど、様々
な部分での協力により解決につながっている。

災害時、避難が必要な場合、職員だけで対応するのは困難であるため、近所の企
業に避難時の誘導に協力をお願いしている。

子どもの遊び相手をしてくれる。(月１回)

私は児童養護施設に勤務していますが、夏休みのような長期の休みに入ると、子
どもたちの生活を支援していくのが大変です。今年は地域の方がいろいろなこと
をして子供たちと一緒に遊んでくれてとても助かりました。

当事者支援
(２件)

買い物やごみ出し、安否確認が近隣の方の協力で解決できた。

介護保険ではできないこと、（草取り、窓ふき、庭木の剪定など）ヘルパーさん
に対してはあれもこれもしてほしい！の要望があるため。

通院介助。

交流(4件)

施設の大掃除にご協力をいただくことができた。

外部から訪問してくれたり、ボランティアをしてくれたりしたとき、いつもにな
い生き生きとした表情をされる方もおります。新たな刺激って大事かなと思いま
す。

交流(２
件）
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見守り(２
件)

災害時の助
け合い

交流

（複合、その他）
見守り活動

防犯

生活支援

(高齢)
制度がない
(１４件)

状態が不安定な在宅障害者の見守り及び連絡体制、ボランティアさんのおかげ
で、リアルタイムに介入できて、医療機関へつなげることができた。

行事の餅つきの際、地域の方に相談すると、アドバイスをたくさんいただいた。

受診や銀行、買い物の際に車に乗せて近所の方が連れて行ってくれたり、ゴミ出
し等近所の方が行ってくれるなどあります。

ヘルパー等制度で対応できることもありますが、車での外出など、公共交通機関
では費用や時間の利便性等の問題で解決できないこともあります。また近所の方
に謝礼（お金など）を渡しておられるケースもあり、そんなに気を使わず経済的
な負担も少なく、身近に協力してくれる方、（しくみ等）があればさらに生活し
やすい環境となる可能性があると思います。

地域防災訓練を平日の日中にしていただけたため、利用者も一緒に参加すること
ができ、いい機会となった。

メンバーの母が入院することとなり、メンバーの短期で入所するところを探すが
遠くて断念した。

一人暮らしの高齢者の方の体調が悪くなった時、近所の方にお世話していただき
ました。

寝たきりの方の通院の際、ボランティアの方に介助していただきました。

施設などでの行事のお手伝い。

悪質な訪問販売（24年度は消火器、羽毛布団）が、来たとの情報を高齢者よりい
ただき、他地区に連絡できた。

地域での協力をお願いするためには、日ごろからの近所づきあいなど良好な近隣
とのつながりが大切である。

認知症による徘徊で近所の方にお願いし外出した際には連絡をしていただくよう
にした。

近所の人の様子が以前とは違う（認知症の疑いや身体的なこと）との情報をいた
だき、サービスにつなげられた。

要支援認定の方の訪問介護の回数が、十分でない場合があります。（状態に応じ
て）

民生委員やボランティアによる見守りや声かけが も多く挙げられています。次いで買い物や
通院の付き添い、施設での交流となっています。また、ボランティアの資質に疑問をもつ意見
や、経済的負担や気遣いから制度やサービスを利用しづらい現状への意見も見られます。

墓参り付き添い。墓掃除。

車に乗せてもらって自分の目で品物を見て買い物をしたいと言われる利用者が多
いが、対応できないことが多い。

年末の大掃除や季節ごとの衣服の入れ替え。（独居）

交流(２件)

　Ｄ　利用者の方のニーズに対し、制度の対象でない、または受入可能な事業所がないなどとし
て、応えられなかった例(自由記入)

生活支援
(３件)

その他(２
件)
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制度がない
(１４件)

受け入れ先
がない
(１１件)

医療行為の必要のある介護を受けている方のショートステイの受け入れ先が不十
分である。

要援護者の方に対して、客観的に見て、専門職によるリハビリが必要であって
も、制度上、対応できない。また、利用回数にも制限があり、希望に添えない。

粗大ゴミ等の処理（独居）

要介護2の利用者の施設長期入所

制度の対象でない要求をされ、対応できないと説明した。利用者様から、融通が
利かないといわれました。なかなか受け入れ先がなく、事業所を変えておられる
方でした。

夜間や深夜のヘルパー訪問について、対応できる事業所が少なく、応えられな
い。

ひきこもり防止のため、サークル活動に参加を希望され、現地までの移動手段と
して介護タクシーが保険で利用できず。

誇大妄想の認知症の方で、家での介護が困難になり、グループホームを希望され
たが、情報を伝えると空室があっても受け入れが困難と断られたことがある。

介護保険利用者の女性が５０代の息子と同居しているが、息子はアルコール依存
症による認知症で身の回りのことができなくなっている。女性の身の回りのこと
は介護保険でできても、息子のことまではできない。遠方に住む家族からもどう
にかならないかと相談がある。

限界集落の利用者さんへの介護サービスについて、本人さん、家族さんの希望さ
れる回数が対応難しい。事業所さんも受け入れていただけるが頻回となると難し
くならざるを得ない状況です。

入院中、MRSAに感染、退院したが外のサービス（デイサービス、ショートステ
イ）が受け入れ困難の状態になり、しかたなく自宅での療養生活、その後お亡く
なりになった。

介護度の認定に問題が感じられます。

まったくの身寄りのない人、生活保護ではない、ボーダーだがほんの少しの預金
がある人、そんな人の特養入所が断られた。①身元引受人がない、②金銭的なこ
と、③任意後見のなり手がないため、今後の入院、手術が必要なとき心配。この
ような方は多々おられると思います。

透析患者の医院の送迎車が自宅まで来てくれず、 寄りの集合場所まで家族以外
の送迎がない。

買い物にいっしょに行きたいというニーズ

体調が悪く、歩行もままならない状態の方が、自家用車を所有していたため、外
出支援サービスが受けられず、遠方の子供が受診のたびに帰省されていた。

草取り。

デイサービス参加時に、外食等もしてみたいとの声あり。買い物等にも出かけて
みたいとの要望等もある。（多数）介護認定される前に、以前のような生きがい
デイのようなサービスがほしいとの声があり。

要支援の方で、自費でデイサービス利用回数を追加したいという申し入れがあり
ましたが、対応できませんでした。

高齢であっても、心身ともに健常であるため、話し相手もなく自宅で一日を過ご
されている例がある。健常者は福祉施設を制度外のため利用できない。
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(児童)

人材不足 保育士の確保ができないため、入所希望のお子さんを受け入れできません。

その他 断片的なニーズしか聞こえてこないため、利用者の思いを推し量ることが難しい。

(障害)

受け入れ先がな
い
(６件)

制度がない
(２件)

その他
(７件)

人材不足
(２件)

受け入れ先
がない
(１１件)

人工呼吸器を装着されている方をいつも介護されている家族が、24時間外出
（12:00～翌日12:00）したいと希望されても、夜の泊まりと痰の吸引等二人で
対応してほしいとの希望に、人材の余裕もなく、未だ対応できていません。（訪
問介護だけで対応してほしいとのことで、訪看を使わずを使わず）

認知症の利用者様への対応が十分にできなかった。

介護度の低い利用者様のグループホーム等の入所ができなかった。

透析治療を行っている方が週３回路線バスを利用し遠方の病院へ通っていたが、
本人体調を崩したのでつきそいを希望したいと相談があったが、現在の当事業所
では以前から問題とされる人員不足等もあり、受け入れ態勢が整っていなかった
ので、応えられなかった。

どうしてもデイサービスの時に受診をしたいという方がおられて、その時間帯を
自費扱いとして対応した時もあります。

リハビリ目的で毎夕の自宅周辺の散歩の付き添いを希望されたが、ボランティア
で対応できる人が見つからず。

介護認定を受けていても対応できない内容（通院時の点滴の付き添いなど）あ
り、病院の看護師さんが対応してくれると説明しても、利用者になかなか納得し
てもらえないことあり。

若年の方が寝たきりで過ごされる件。（子供３人が義務教育中である）子供への
対応、金銭的な対応が難しかった。訪問NSにできることは、家族への（○り）
が、現実的に無理でした。

遠方への訪問（新宮、本宮）

昨年の台風時の対応（道路など）

介護疲れで介護保険のサービスを利用したいが、大きな声、徘徊がひどく、１対
１でスタッフがつかないといけない等の理由で断られてきたと相談あり。数か月
は来てから帰るまでスタッフが１対１で徘徊に付き合い、今は、来ても部屋で過
ごせるようになりました。徘徊のひどい人、大きな声を出すなどの方は、受け入
れてくれるところが少ないです。他の方にも影響があるとのことで。

ショートステイが満床のため、家族の病気や緊急時に対応できないことがありま
した。

高齢のある利用者は独居で家族も遠方にいる。自分の病気に神経質で何度も救急
車を呼ぶが、帰りの車がない。手持ちのお金がなくタクシーも呼べない。大騒ぎ
になって、家族が夜中になって迎えに行った。

医療ニーズの高い方に対して受け入れにこたえられなかった。

発達障害児のショートステイの利用先が見つからない。障害者でなく、また正規
雇用でもなく、ワーキングプアの方がおられます。

自宅への泊まり、遠出（電車やバス）の付き添い。（大阪や京都等）

アルコール依存症の方の日中居場所として、応えられなかった。（本人さんが、
マンツーマンで寂しさや不安を聞いてほしい等のニーズを持っておられた。）

余暇活動
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その他

受け入れ先
がない

その他

Ｅ

(高齢)

(複合、その他)

受け入れ先
がない
(６件)

制度がない
(３件)

認知症の方は、自分の思いや考えよりも、介護者中心の生活となってしまうことが多くなって
しまいます。

兄弟での介護施設の利用ができない。

以前、制度の対象でない（障害をもたれていない）方に障害者のグループホーム
で生活していただいたことが複数例ありました。（制度外のため、事業所側の負
担大）【応えられた例？】

独居で入院中の対応などは金銭面から遠方の家族などにお願いするしかなかった
場合

介護保険制度の理解が複雑で難しい。

認知症や知的障害者、在留外国人、児童など、ニーズを表明しづらい利用者やそのご家族から
聞いたことや、またはあなたが感じていること(自由記入）

障害者の方（65歳未満）に対しての訪問リハビリや訪問看護等の制度がないこと
で、利用者が大変つらい思いをされている。

二次予防事業で利用したいがDrによって書類を作成してくれないケースがあった
が、その後、申込方法が変わり改善された。又、利用したいが申し込みの仕方が
分からないという方もおられた。

小児を対象とする訪問看護ステーションが少ない。地域により、訪問看護ステー
ションの数に偏りがある。遠方までサービス提供している事業所もあるが利便性
や緊急性の点では不適切と思う。

介護施設の定員が一杯で入れない。

施設には定員があるので、利用希望を断るケースが多い。

日中活動の定員が、どの事業所もいっぱいで、利用につながっていないケースが
あります。

自分の気持ちをきちんと表現できない方については、周囲の理解者が代弁してあげてほしい。
型にはめるのではなく、個性に合わせたサービスを！

認知症の周辺症状の強い方（介護1～2）のショートステイの受入や、入所できる施設が少な
い。

ろうあ者に対し、有事の際に放送はもちろん聞こえないのに、他に知らせる手段がなく、不
安。

介護度の低い、要介護1，2くらいの方の認知症の利用者が一番難しく感じます。まだ何とか
家での暮らしは継続できるが家族は大変です。

知的障害者など共通の課題を持つ人たちが集まれる場をたくさん提供していただけたらと思
う。閉じこもりがちに思うため。

独居知的障害の支援に苦慮しています。行政へも相談連携していますが、日常の生活支援が大
変です。本人の希望、幸福な価値観を尊重していきたいですし、適切な判断は何？と悩みなが
ら、元気で生活している姿を見るとホッとします。

対応できなかった理由としては、ニーズに対して｢制度がない｣｢受け入れ先がない」｢人材不
足」ということが挙げられています。一部には、利用者の理解を得るために苦慮する様子も見
られます。
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(児童）

(障害)

ニーズを表現しにくい方については、いっしょにニーズを考えさせてもらい、できるだけ本人
に寄り添った支援をさせてもらっているが、こちらはお手伝いをしているという立場をとり、
常に前面には本人に出てもらうことを意識しています。ストレングスの視点で取り組むことを
意識して業務を行っています。

心身の障害や五感機能の低下により、意思の伝達が思うようにできないため、常に焦燥感を持
たれている。難聴者には筆談で意思疎通を図る等、周囲からのじっくりとした配慮が必要と感
じます。

自分の意見を伝達できない人は、かかわり方により様々ですが、援助側のニーズが先に立って
しまう傾向が強いように感じる。

親が認知症であると理解しているが、言葉かけが荒っぽい。

認知症の高齢者を持つご家族は、家庭内で大変対応に苦労されており、肉体的、精神的に大き
な負担となっている。施設でお世話させていただくことで非常に感謝されることが多々ある
が、反面、ご家族の身内間で「なぜ施設に入れた」と問題になることもあるということをよく
聞く。

認知症の方が自宅にいてる場合、近所の方の目や、噂話が気になると聞いたことがあります。
認知症について、いろんな方にも知ってもらい考えてもらいたいです。

絵本代、給食費の滞納されている方がいるので困っています。

私は、かかわる方の姿勢が一番大事だと思っています。その人の思いをわかろうと思えば、傾
聴の姿勢を示し少しずつ、信頼関係を作っていくことも必要です。その人のペースを尊重しな
がら自分（かかわる側）の方向も示していければよいのではないかと思います。

福祉サービスについて、よく知らない家族の方が、相談できる窓口があることも知っていない
と感じる。市役所の福祉課についてもよく知らない。

業務の中で、認知症の方と関わることが多いですが、ニーズについて把握できていない部分が
多々あります。まずは、その方のことをよく知ることが大事で、ご家族や近所の方からお話を
伺ったりして、情報を得るようにしています。あと、認知症をもっと理解する努力をしないと
いけないと感じています。

認知が進んでも、住み慣れた土地で低価格で地域の人たちと一緒に暮らせる施設を社協の手で
作ってほしい。

認知症の進行から在宅が困難になり、家族さんは施設入所を希望されるが、すぐには入所でき
なく困っている。

家から出ていくがどこへ行くかわからない。一人で暮らすのは心配なので施設を探す。本人は
家で住み続けたい。

施設内での男女の問題。

職員等に対するセクハラ。

介護している家族も、病気や経済的困難を抱えていることがあり、本人のニーズへの対応だけ
ではカバーしきれないと感じる。本人が希望していなくてもデイサービスの利用や施設入所に
なる場合もあり。

相談できて、解決できるところが必要。ぐるぐる関係機関を回り、結局何の手立てもできない
のが現状。
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(複合、その他)

高齢 児童 障害 複合 その他 合計
①相談支援体制の整備 41 5 8 5 0 59

30 4 4 3 0 41

18 3 6 1 1 29
④雇用・就労支援体制の整備 29 6 5 2 2 44
⑤権利擁護に関する制度の充実 15 1 0 3 0 19
⑥福祉人材の育成確保 32 12 6 5 2 57
⑦地域防災活動の推進 34 7 6 1 2 50
⑧その他(自由記入) 4 0 1 0 0 5

203 38 36 20 7 304
（高齢）

②住民による地域福祉活動の支援

③交通アクセス課題への取り組み

知的障害者の方で就労してお金をたくさん持っていると、友達などに狙われることが多い。成
年後見人や権利擁護事業などあまりすすまない。

大塔（鮎川）は山村過疎の地域であり、交通機関、たとえ介護タクシーを使ったとしても高額
な料金がかかってしまう。だれもが、便利な地域に住むことは難しいので、行政の支援が必要
なのではないかと思います。

買い物等への支援（地域福祉活動の中で取り組めないか？）

病気のとき、自覚症状の訴えが少ないので、日常からの様子観察や、異常を感じればすぐに通
院することが重要である。

障害の特性等から来る生活のしづらさや、地域での活動の場等、同じ要求、課題をもった人が
一定以上の人数が集まれば事業所ができる等、制度を利用することが可能となるが、少人数し
かいない場合、なかなか実現、具体化されず、家族の負担が続いたり、場合によってはひきこ
もる等の状況になることもある。障害者福祉にたずさわる私たちも必要と分かっていても運営
費等の問題で事業所を作ったり、取り組みを継続させるには限界があることも多々ある。

認知症の方が住みなれた家で 後までひとり暮らしをすることは無理なのでしょうか。

利用者や家族の方がサービスの情報を把握し選択するという手続きがちゃんと踏まれている
か？サポートされているか？

認知症の中でもピック病の方の精神的なコントロール対応が難しい

家族の中に認知症の身内がいるが、生活がかかっており服薬管理や他のサービス利用時以外、
きちんと気をつけてみてあげることも難しく、やむを得ず放置する以外に方法が見つからな
い。その結果、二重、三重の誤った飲み方や飲み忘れなどにつながり命を短くしてしまったと
思われる。今後の対応策をどうすればいいのか？

Ｆ　第二次地域福祉計画重点項目のうち、特に推進してほしいこと

あきらかな認知症状が表れているが、家族がどんなに説得しても受診に応じない。若年ほど
「認めたくない」という意志が強い。

第二次地域福祉計画を知らなかった。

企業誘致などの働く場所の確保

認知症や知的障害のある方が地域生活を送るために、家族への支援や交流の機会づくりが求め
られています。同時に、地域住民の障害に対する理解を求める意見も挙げられています。また
経済的な問題や権利擁護についても課題提起がなされています。
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（障害）

Ｇ　社会福祉協議会にどのような役割を期待するか
高齢 児童 障害 複合 その他 合計

①小地域福祉活動支援 32 7 3 4 2 48
②福祉サービス利用援助事業 24 4 3 3 1 35
③制度外福祉サービス 48 5 5 4 3 65
④地域福祉の学習活動 13 0 4 0 1 18

13 8 4 3 2 30
⑥ボランティア相談・情報提供 18 4 3 1 0 26
⑦福祉人材の育成確保 32 9 4 2 1 48

30 5 10 4 1 50
⑨その他(自由記入） 5 0 2 0 0 7

215 42 38 21 11 327

(高齢）

(障害）

Ｈ　その他、地域や福祉について感じていること(自由記入)
(高齢)

⑤共通の課題を持つ人が集まれる場

⑧福祉課題に取り組む仕組みづくり

全体では｢制度外福祉サービス｣「福祉課題に取り組む仕組みづくり｣が高くなっています。高
齢では｢制度外福祉サービス｣、児童では｢福祉人材の育成確保｣、障害では「福祉課題に取り組
む仕組みづくり｣が も高くなっています。社協の特性を活かした取り組みに期待する意見が
見られます。

社会福祉協議会の肩書にとらわれずに、一歩踏み出した介護事業をしてもらいたい。利益を得
て雇用を確立してほしい。

福祉サービス利用援助事業と成年後見制度の併用ができるようになればありがたいです。

困りごとの相談。

今、まだ元気な方でもどこか集う場所あり、皆で少しでも話をして、刺激や楽しめる場所あれ
ばと思います

社会福祉協議会にしかできない福祉施設を作ってほしい。（利益重視だけにとらわれない温か
みのある施設づくり）

社会福祉協議会の運営に収益確保は現状において必要かと思うが、目標として、収益事業から
脱却し、社会福祉の推進に専念されることが望ましい。

全体では｢相談支援体制の整備｣｢福祉人材育成確保｣｢地域防災活動の推進｣が高くなっていま
す。高齢と障害では｢相談支援体制の整備｣、児童では｢福祉人材育成確保｣が特に高くなってい
ます。また計画自体を知らなかったとの意見も見られます。

地域によっては精神科のDrがいないので不便に感じます。月に１～２回でも来てもらえれ
ば・・・。また、そのことにより未治療の方が多いような気がします。

制度外に対して、何かの代替を検討してほしい。

家族の中に認知症状を持つ方、また障害を持つ方がいると、それを他には知られたくないとい
う家族もおられることと思います。認知症や障害について理解を得るためにも、勉強会や認知
してもらう機会が必要だと思います。地域の中で開いてもらうことが大切であり、ネットワー
クを広げていくことでかかわってくれる方も増えるかと思います。
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福祉（介護職員）の就労について、給与の低さから募集をかけても集まらない。現場は常に人
手不足で、行き届いたサービスが提供できず、クレームが入ることも。職員の定着率が悪く、
経験を積んで育っていくものが少ない。悪循環だなあと思うことがしばしばです。

地域社会の中で、高齢者、障害者はともに生きていくためには、住みやすい町づくりと同時に
心のバリアフリーも必要かと思います。お互いの思いやりが感じられるよう人間関係を作って
いければよいなと思います。

在宅を支援していくうえで、地域の住民の認知症への理解が必要になってくると思います。

ボランティアにかかわってくださる方々は大変尊いことだと感謝していますが、ボランティア
の方の質の向上にも目を向けていただきたいと常に感じています。結局はあまり役に立たずに
ということが多々あります。

制度が厳しくて、必要な人がサービスを受けれていないと思います。

山間部にある施設の人材確保が困難である。

一人の力では何もできないが、お互いが協力することによりアイデアも出てくる。

個人的には、何か手伝ってあげたいという気持ちをもっていても、機会がないという方々もい
ると思う。そういう個のパワーを上手く吸い上げてまとめていけるよう社協さんのパワーに期
待します。

弱者の方が安心して暮らしていける地域づくり、生きがいづくりの支援。

利用者さんもニーズが複雑化してきており、関係機関との連携が必要となってきている。

田辺市内中心地より山間部しか助け合い見守りがされている。人口が少ない分、個人間の助け
合いが多い。

50歳から70歳くらいの方は、向こう三軒両隣といった感じで、ご近所とのかかわりや地域の
ためにという気持ちが強いように思いますが、現在小さな子供さんを持つ年齢の方になると、
様々な関係が希薄になっており、かかわりを持つことを面倒に思う方が増えているように思う
ので、若い方々をどう動かしていくかということも問題なのではないかと思います。

医療ニーズのサービスのケースが増加、病院から在宅へ戻されてきている。

買い物や、外出機会の確保など、特に山間地域など定期的に支援できるよう、ボランティア団
体（グループ）の結成や地域での支援（隣近所等）ができるような環境整備など、行政と協力
のもとにできないか？

制度外での福祉サービスと、一人暮らしの高齢者が介護度が低くても入所できる施設がほしい
と思います。

災害時、自力で避難できない、または避難が間に合わないのではと危惧される地域（例：津波
の際、海の近くに住んでおり近くに高台がない等）に住んでいる人への対応はどうすればいい
かと感じる。

自分から地域の集まりに出てこられる人は情報収集もできるが、精神的、体力的、地域的な理
由で出てこられない人もおり、ニーズが表面化しにくいのではと感じる。

箱物ばかり増加しかも高額なため、国民年金で入所できるような施設が必要である。またそれ
により昔のような親子の絆が保てなくなってきている。
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(児童)

(障害)

我々の暮す地域は、高齢者の方が多く、将来、高齢化率は上昇する一方であると思います。ま
た、同じ田辺市内の中でも、様々な地域があると思うので、旧田辺市中心ではなく、それぞれ
の地域に合わせた方法で、いろいろなことを進めていってほしいと思います。

誰もが自分にしてほしいと思うとおりに、他の人に接することができるような思いやりを示し
ていければ、もっと住みやすい社会につながると思います。いじめや虐待がなくなっていくこ
とを願います。

いろいろなサービスがありますが、その地域に合ったサービスやニーズにこたえられるような
取り組みができれば？

誰もが社協で働きたいと思えるような組織づくり。

社協で生計が成り立つような雇用体制を作ってほしい。

制度外での支援を強化してもらいたい。

地域コミュニティの維持から、極小集落を保護しようという動きがある。将来的に県域、市域
の人口が減少していく中で、一定のサービスを享受しようとすれば適切な集団の中にいること
が必要である。（コンパクトシティの考え方。）

まだまだ情報不足、偏った知識で認知高齢者や知的障害者を含め、地域の中では共存が難しい
のが現状です。もっといろいろな情報や病気の理解の知識を伝達し、住みやすい地域づくりを
目指していきたいと感じている。

ヘルパーさんが入れているところは良いですが、入れてなく、一人で住んでいて、認定も一人
では受けられない。受けることもわからないような人に対して、地域の人々から気軽に言って
きてもらえるような連携があればいいと思います。

私の施設は市内でも山間部にあって、なかなか多くの方に知ってもらえていません。子供たち
は人が訪ねてくれるととても喜びます。もっともっと多くの方に児童養護施設の実態、様子を
知ってもらい、ボランティアで子供たちにかかわってくれる人がたくさん来ていただけるよう
になればと思います。

田辺市は広くて地域によって福祉の格差があるように感じます。

昔からその地域に住んでいる方ばかりではないので、いろんな方と知り合える場がもっとあれ
ばいいと思います。

三川、木守で介護タクシーを利用するとガソリン代がかなりかかり、高額の料金になるため、
定期通院（旧田辺市の病院へ週１回通院）するのに困っている。住民バスも朝早いため、用意
して出かけるのが大変。個々の利用ニーズに応じた送迎時間（運行時間）はたのめないか。
（利用する人がその日に一人とかの場合。）

田辺市の福祉サービスはとても充実しており、職員の方々が大変熱心にきめ細かく対応されて
いると感じます。

地域にかかわることは大変いいことだと思いますが、休みの日ばかりでその時の代休等(職員
の）が与えられず、時間外手当で済ませています。子供にとっても休みがないので大変だと
思っています。

精神科医療について、長期療養の患者さんについて、大阪府下の病院に転院せざるを得ない現
実。
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(複合、その他)

過疎地でのボランティアの高齢化に伴う今後の対策が必要。

近所の人の変化に気を配り、地域みんなで見守り、体調の変化をできるだけ早く知ることで生
命を守る。高齢者のひとり暮らしでの火災に対する見守り。火の消し忘れの恐ろしさ。

地域性もあり、福祉への関心度の格差がある。

交通手段が少ない。

地域の中で、障害、福祉に関しての理解がある方、ない方の差が激しい。

人は皆、誰かに自分の存在を気に留めてほしいと思っていると思います。しかし今の社会の中
で無縁、孤立していく人たちが多く、孤独死がこの地でも増加している傾向にあります。どう
か制度の間で声なき声を発している人たちの居場所を確保すること、相談しやすい体制づくり
及び再チャレンジしやすい応援･援護システムを構築して下さい。

「地域福祉」の考えを浸透を図るためには、様々な形で福祉に触れる機会が必要だと思いま
す。多くの住民が福祉の心を育めるよう気軽に参加できるイベントなど参加型の啓発事業の開
催が大事だと思います。

｢過疎による生活課題への取り組み」「複雑化するニーズへの対応」「災害時の支援のあり方｣
｢認知症や障害についての啓発｣｢制度やサービスへの提言｣などが見られます。社協へは、中間
支援組織として人や組織をつなぐ役割が求められています。
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用語解説 
 

Ｐ２ 

■注１ 協働：住民、住民公益活動団体、事業者、行政など、異なる性格を持つ組

織・集団が、それぞれ固有の機能を提供しながら、対等の立場で協力し合うこと。

「協力しながら働く」という意味から「協働」という表現を使う。 

 

Ｐ３ 

■注２ 要援護者：高齢者世帯や要介護者、障害者、難病患者、妊婦、5歳未満の乳

幼児、外国人など、緊急時に周囲の人たちの力を必要とする住民のこと。 

 

■注３ 自助・共助・公助：「自助」とは、一人ひとりが自ら取り組むこと、「共助」

とは、地域や身近にいる人どうしが一緒に取り組むこと、「公助」とは、国や地方

公共団体などが取り組むこと、災害時には、自助・共助・公助が互いに連携し一

体となることで、被害を最小限にできるとともに、早期の復旧・復興につながる

ものとなります。 

 

■注４ ボランティア：よりよい社会づくりのために、自発的（自由意思）、無給

性（無償性）、公益性（公共性）等に基づいて技術的な援助や労力の提供等を個

人が自ら進んで行う民間奉仕者。 

 

Ｐ４ 

■注５ たなべあんしんネットワーク：小地域(町内会･自治会～ 小学校区）におい

て、住民と住民とが様々な取組を通じて、「絆」を強め、お互いに支え合い、助

け合えるようなコミュニティづくりを進める活動を基盤として、相談支援体制の

構築や様々な福祉サービス活動の充実とネットワーク化、また権利擁護の仕組み

づくりや福祉を支える人づくり、さらには福祉のまちづくりを含めた田辺版の地

域福祉の総称。 

 

Ｐ５ 

■注６ ボランティアセンター：市内におけるボランティア活動への理解と関心を

深めてもらうために設置され、社協がその運営にあたっている。主な活動は、ボ

ランティア活動に関する各種相談やボランティア団体の紹介、各種団体との調整、

“ボランティアだより”の発行などを行っている。 

 

■注７ 紀南福祉人材バンク事業：無料職業紹介事業を軸に福祉人材の育成・啓発

活動による潜在的福祉人材の発掘を行い、人材の就労と職場への定着を支援する

事業。 

 

■注８ ふれあい文化祭：市内の福祉施設やボランティア団体・企業・行政機関等

が、広く地域住民の皆さんと交流できる場づくりを目的に開催しているイベント。

平成 6 年から開催され平成 24 年度で 1９回目を迎える。 

 

■注９ 市民福祉映画会：社協の活動内容を広く住民の皆様に理解していただくた

めに、福祉映画会を開催、映画を見に集まるという楽しみと、心に残る名画に出

会う喜びを通じて、誰もが幸せに暮せる福祉のまちづくりを考える機会となるこ

とを願っています。 

 この映画会の収益金は、赤い羽根共同募金運動及び当会地域福祉活動推進のため
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に寄託させていただいています。 

 

■注１０ 福祉サービス利用援助事業：判断能力が不十分な高齢者、知的障がい者、

精神障がい者などに対して、福祉サービスの利用に関する援助等を行うことによ

り、地域において自立した生活が送れるように支援することを目的とする事業。 

 

■注１１ 法人後見受任：社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯ等の法人が成年後見人、

保佐人もしくは補助人(成年後見人等)になり、親族等が個人で成年後見人等に就任

した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うこと。 

 

■注１２ 生活福祉資金貸付事業：低所得世帯、障害者世帯及び高齢者世帯を対象

に、その世帯の生活意欲の助長促進や経済的自立を図るために必要最小限の資金

を無利子または低利で貸し付けする制度。 

 

■注１３ 障害児者相談支援事業：障害児者(身体・知的･精神)及び障害児の保護者

等に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援する事

業。 

 

■注１４ ふれあいいきいきサロン：地域住民が主体となって、高齢者・障害者・

子育て中の親子などが自宅から歩いて行ける場所に集い、協働で企画し活動内容

を決め、交流を通して仲間づくりを促す活動。現在、市内では、１１６か所あま

りで定期的な活動をしている。 

 

■注１５ あんしん見守り運動：一人暮らしや寝たきりの高齢者やその介護者など

の日常生活上の心配ごと、あるいは本人や家族の力だけでは解決できない福祉課

題などを、隣近所や民生委員・児童委員などが行う「見守り活動」を通じて早期

に発見し、福祉の専門機関などにつなげていくこと。 

 

■注１６ 地域福祉活動助成事業:：地域福祉の推進を図る目的のために、これに賛 

 同する地域住民を会員とし、その会費(社協会費)を原資として、その他の地域福祉 

 課題の解決のために、地域住民が主体となって取り組む福祉活動を助成する事業。 

 

■注 17 地域リビング：住民相互の支えあいとボランティア育成を目的に、地域コ 

ミュニティの拠点となるスペースを作り、福祉分野にとらわれず地域住民が立ち 

寄り、安らげる居場所を提供すること。 

 

■注１８ 自主防災組織運営助成制度：自主防災組織（町内会または自主防災組織

等）であって、田辺市自主防災組織育成事業補助金のうち組織運営事業補助金の

交付決定を受けた団体に対し、10,000 円を上限に、市の補助金を受けた後の額

に対し支給する助成制度。交付回数は自主防災組織 1 団体につき一会計年度 1 回

とする。 

 

■注１９ 災害時相互支援訓練：災害発生時に当会が行政や各種団体、地域ボラン

ティア等と連携し、市内各地区の状況に合わせた対応ができるよう避難及び生活

支援等の訓練を 5 地区の輪番制により毎年度実施。災害発生から生活を再建して

いくまで、その中で高齢者や障害者の抱える不安やニーズを把握し、要援護者が

抱える課題を明らかにするとともに、地域住民、ボランティアの協力を得ること
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により、災害発生時はもとより平常時にもその活動が活かせるまちづくりに繋げ

ていくことを目的とする。 

 

■注２０ ワークキャンプ：和歌山県社会福祉協議会や市町村社協が主催に開催す 

 る災害時対応訓練の名称。生活支援の視点から県内の防災力を高め、地域を越え 

 た助け合いの活動を広げるために災害時に果たすべき活動を学び、相互支援の体 

 制強化を目的とする。 

 

■注２１ 田辺西牟婁ユニバーサルキャンプ：田辺・白浜・上富田・すさみの 4 社 

 協が協働し、日ごろ外出の機会や他者との交流が少ない在宅高齢者や障害者等に 

 対し、日常生活では体験することができない野外活動(キャンプ等)を行い、いきい 

 きと過ごしていただくことを目的とした事業。 

 

■注２２ 災害ボランティアセンター：被災者・被災地支援のために活躍するボラ

ンティア活動を効果的・効率的に行うための災害復興支援に特化した臨時のボラ

ンティアセンター。 

 

Ｐ６ 

■注２３ ボランティアスクール：さまざまな分野のボランティア体験プログラム 

 があり、自分の参加したい体験を選んで、ボランティア体験し、ボランティアに 

ついての知識や理解を深め自分のできることや関心のあることを見つけてもらう 

活動。 

 

Ｐ８ 

■注２４ 成年後見制度：自分で十分な判断ができない人のために、後見人等を選

任して本人の意思決定を助け、生活や財産などの権利を守る制度。本人の判断能

力の程度によって、後見・保佐・補助の3 類型に分類される。 

 

Ｐ１０ 

■注２５ 災害時要援護者台帳：災害時に、家族等の支援が困難で何らかの助けを

必要とする重度の障害者やひとり暮らし高齢者など災害要援護者が， 災害時にお

ける支援を地域の中で受けられるようにするため、支援体制を確立し、これらの

者が地域内で安心・安全に暮らすことができるよう、民生委員・児童委員，自治

会等地域コミュニティのご協力を得て、災害時要援護者台帳を作成し災害時の避

難支援に活用するもの。 

 

Ｐ11 

■注２６ 子育てサロン：子育て中の親子などと、ボランティアが共に遊びを通じ

て子どもの成長について学ぶ活動。 

 

Ｐ１２ 

■注２７ 自主防災会：地域住民が「自分たちの地域は、自分たちで守ろう」とい

う連帯感に基づき、主に自治会・町内会等を単位として、自主的に結成する防災

組織。 
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