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第４章 施策の基本方向 

 

第１節 福祉で安心・安全な地域づくり 

地域生活課題を地域住民等が自らの課題として「我が事」として捉え、その課題を「丸ご

と」受け止められる住民主体の支援体制を構築し、住民が地域で安心して安全に暮らすこと

のできる地域づくりを推進します。 

 

１ 地域住民相互による我が事・丸ごとの支え合いの推進 

一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、障がい者、ひとり親世帯など生活課題を抱える方

が、住み慣れた地域で安心して生活していくために、介護、障害、子育てなど、各分野で今

までと同様に制度に応じた支援を進めることは必要です。しかし、地域生活を送る中での生

活課題は、買い物、通院、除雪など多岐にわたり、全ての課題を各分野の制度だけで解決で

きるわけではありません。また、地域生活課題は平常時だけにとどまらず、災害時に避難行

動要支援者を避難させる体制構築も近年の課題となっています。 

このような課題を解決するためには、地域住民同士の支援体制の構築が重要となることか

ら、地域住民一人一人が地域生活課題を「我が事」として捉え、住民の福祉ニーズに対応し

て地域住民が主体となり新たな福祉サービスの創出を検討するなど、地域の中で支え合う仕

組みづくりを進めます。 

 

（１）地域の見守り体制の充実・強化 

【課題認識】 

一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、障がい者、ひとり親世帯、生活困窮者などが

抱える生活課題の早期発見や解決には、近隣者や民生児童委員等が協力して日常的な見

守りや声掛けを行うことが必要です。しかし、地域住民の生活課題を情報共有する場が

なく、支援につながりにくい課題があり、結果として民生児童委員に過度な負担がかか

る場合があります。過度な負担感は、地域の相談役として重要な役割を担う民生児童委

員の欠員につながってしまいます。 

 

【対応方針】 

見守りや支援を必要とする方の近隣者やご近所福祉スタッフが中心となり、民生児童

委員だけに頼らない地域の見守り体制の充実・強化を図ります。また、関係課が取り組

んでいる見守り支援事業を推進し、関係機関との情報共有を図りながら支援へつなげま

す。 

 

【関連する施策】 

・見守り支援事業と関係機関との情報共有 

（市の取組） 

 みまもりおーネット、はいかいＳＯＳネットワーク事業、消費者安全確保地域

協議会 
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・地域セーフティネット会議の立ち上げによる見守り体制の構築 

     （社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業、地域セーフティネット会議、「にこにこネット」見守

り・安心台帳、緊急連絡カード、福祉活動推進員（行政区長）、ご近所福祉スタ

ッフ、福祉活動専門員 

 

 

（２）日常生活を支え合う仕組みづくり 

【課題認識】 

買い物、通院、除雪などの困りごとは優先する地域生活課題としてあげられますが、

地域住民の支え合い活動が構築されていない、高齢化により協力者が不足しているなど

の理由により日常の困りごとが解決しないという課題があります。日常の困りごとの解

決には、既存の福祉サービスだけでは対応が十分ではありません。 

 

【対応方針】 

地域生活課題を「我が事」として捉え、地域住民が課題解決に向け取り組む意識醸成

を進めます。また、住民組織が住民主体の新しい福祉サービスを実施する、または協力

者を発掘するなどの取組を検討する際には、社会福祉協議会が中心となって支援します。 

 

【関連する施策】 

・地域ケア会議による地域の共通課題の共有 

（市の取組） 

地域ケア会議 

・地域の要援護者の把握と日常の見守りや軽易な生活支援の取組推進 

（社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業、「にこにこネット」見守り・安心台帳、ささえあいの

会、外出支援サービス事業 

・住民主体の支え合い活動の取組事例や手引作成などの情報発進 

（社会福祉協議会の取組） 

ホームページ、ＳＮＳによる情報発信 

 

 

（３）地域住民との関わりを維持する暮らしの仕組みづくり 

【課題認識】 

高齢者が身内や近隣との関わりあいを希望するものの、介護サービスの利用により関

わりあいが少なくなることから、その人らしい生き方や生きがいにつながりにくい課題

があります。 

 

【対応方針】 

その人らしい生き方や生きがいにつながるように、住民主体の生活支援活動に支えら
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れ、地域と交流できる機会づくりを支援します。 

 

【関連する施策】 

・住民支援に関するアセスメント指導や研修会の実施 

（市の取組） 

住民主体の支援に関する研修 

・住民による支え合い活動、生活支援サービスと介護サービスの連携推進 

（社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業、ふれあいいきいきサロン、ささえあいの会 

 

 

（４）助け合いを醸成する情報共有・情報発信 

【課題認識】 

多様で複合的な生活課題を抱える世帯の増加や地域のつながりの希薄化、さらには個

人情報保護の取扱いやプライバシー配慮の問題により、支援を必要とする世帯の把握が

困難になり、必要な支援につながりにくい課題があります。 

 

【対応方針】 

地域の支援者で必要な情報を共有し、見守りやサービスにつなげるための体制を構築

します。また、地域生活課題を解決するために地域が主体となり解決していく仕組みを

つくり、住民参加を呼びかけます。 

 

【関連する施策】 

・避難行動要支援者名簿による支援者間の情報共有の推進 

（市の取組） 

避難行動要支援者名簿 

（社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業、「にこにこネット」見守り・安心台帳 

・情報共有時する際の個人情報の取扱基準を示したガイドラインの策定 

（社会福祉協議会の取組） 

情報共有ガイドライン、広報事業 

 

 

 

２ 地域住民を主体とした地域福祉活動の推進 

地域生活課題を住民が自らの課題として捉える意識醸成や仕組みづくりについて奥州市社

会福進協議会が取り組む小地域ネットワーク事業を中心に進めます。また、地域福祉活動の

拠点は住民に身近な圏域で交流が図ることができる地域の集会所や地区センター等を中心に

据えて地域の福祉活動を推進します。 
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（１）地域福祉活動の拠点づくり 

【課題認識】 

地域住民が地域生活課題を早期に発見し、適切な対応を行うためには、生活課題を抱

えた住民に限らず、誰でも気軽に立ち寄り交流を図ることができる居場所を住民に身近

な圏域の中で設置する必要があります。 

 

【対応方針】 

行政区単位で実施する地域セーフティネット会議を基盤とした圏域で地域住民の主体

的活動を促進します。必要に応じて地域生活課題を解決していく上で最適な圏域となる

ように住民理解を得ながら見直しを検討していきます。 

誰でもいつでも利用できる地域の居場所をつくり、地域生活課題を早期に発見する場

として地域の集会所や地区センター等の活用を検討していきます。 

 

【関連する施策】 

・地域住民の誰もが気軽に利用できる施設整備の促進 

（市の取組） 

地区センターを改修する際のバリアフリー化 

・地域住民が主体となり課題解決に取り組むための身近な圏域での活動の推進 

（社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業、地域セーフティネット会議、福祉活動専門員、ふれあ

いいきいきサロン、地域食堂 

 

 

（２）地域福祉活動に向けた財源確保 

【課題認識】 

公費財源が不足する中で地域住民が主体的に地域生活課題を解決していく取組を実施

する際は、財源の確保が課題となります。福祉分野に限らない有効活用できる財源の検

討と事業の効果・効率の向上を図る必要があります。 

 

【対応方針】 

財源難を理由に地域福祉の推進が消極的になることを避けるため、中長期的な公費財 

源の確保が必要であり、福祉分野に限らず、まちづくりと都市計画の推進に関連する補 

助金等の活用を検討します。 

 

【関連する施策】 

・まちづくり推進に関連する補助事業の活用推進 

（市の取組） 

集会施設整備補助事業、生活支援体制整備事業 

・都市計画の推進に関連する補助事業の活用推進 
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（市の取組） 

奥州市立地適正化計画の策定による公共事業の補助率上乗せや特別な事業債の 

活用 

（社会福祉協議会の取組） 

共同募金 

 

 

（３）災害発生時の避難支援体制の整備と日常的な見守り支援 

【課題認識】 

個人の防災意識は高まりつつあるものの、災害時に他者の支援がなければ避難できな

い避難行動要支援者を避難させるための支援体制の構築状況は地域により差があるのが

現状です。 

避難行動要支援者が安全に避難できるように、地域の福祉関係者と自主防災組織との

連携強化により、平常時からの見守りや避難支援体制の構築が必要となっています。 

 

【対応方針】 

避難行動要支援者名簿の更新を平常時から定期的に行い、市と社会福祉協議会が名簿

情報を共有することで、突然の発災にも対応できる体制の構築を進めます。 

災害時に機能する体制を構築するために、市は社会福祉協議会、民生児童委員、地域

の福祉関係者、自主防災組織等との連携強化を進めます。 

 

【関連する施策】 

・平常時の避難行動要支援者名簿の定期更新と関係者間の情報共有の推進 

（市の取組） 

社会福祉協議会・危機管理課・福祉課の３者による連絡会 

・地域セーフティネット会議を活用した地域の避難支援体制構築のための取組推進 

 （市の取組） 

自主防災組織 

（社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業、地域セーフティネット会議、緊急連絡カード、「にこ

にこネット」避難行動要支援者台帳 

・災害発生の危険度が高い地域を優先した避難行動要支援者台帳の作成 

（市の取組） 

奥州市地域防災計画、奥州市避難行動要支援者避難支援計画、避難行動要支援

者名簿 

（社会福祉協議会の取組） 

「にこにこネット」避難行動要支援者台帳 

・避難行動要支援者を含めた避難訓練の普及促進 

 （市の取組） 

奥州市総合防災訓練、自主防災組織 
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・地域における見守りの体制強化の推進 

 （市の取組） 

民生児童委員、はいかいＳＯＳネットワーク事業 

（社会福祉協議会の取組） 

民生児童委員、福祉活動推進員（行政区長）、ご近所福祉スタッフ 

・対象者を特定しない見守り活動と地域における孤立防止の推進 

（市の取組） 

みまもりおーネット  
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第２節 福祉を支える組織づくり・人づくり 

地域において積極的な地域福祉活動が展開され、誰もが住み慣れた地域で安心した生活を

送るためには、住民自身が地域へ関わることが不可欠です。住民自身が地域福祉を支える役

割を持ち、主体的に地域と係わり、活躍できる地域共生社会を目指します。住民が地域生活

課題を「我が事」と捉える意識の醸成のため、情報発信や福祉教育を充実させるほか、地域

における社会福祉活動への支援事業を推進します。 

また、多様で複合的な地域生活課題に対応できる多種多様な地域福祉活動の担い手の確保

と育成を図り、行政、関係機関、地域とが連携できる体制の構築を推進します。 

 

 

１ 移動制約者の支援の仕組みづくり 

  生活の中で移動手段に困難を抱える移動制約者が、安心して地域生活を送れるように、地

域の状況に応じた移動支援を地域住民が中心となり取り組んでいきます。 

 

（１）移動制約者の支援の仕組みづくり 

【課題認識】 

人口減少、高齢化等の要因により交通や流通機能の弱体化が進み、買い物や通院にお

ける目的地までの移動が困難な地域があります。自家用車を持たない高齢者や障がい者

等にとって、主な移動手段はバスや電車等が考えられますが、最寄りのバス停や駅まで

の距離が遠く、その間の移動手段も課題となります。また、公共交通機関利用者の減少

により、バス路線の廃止も進んでいます。 

外出するための移動手段が乏しい環境は、生活への不安や引きこもり、高齢者の運転

免許証返納のしぶりなど、様々な課題につながってしまう恐れがあります。 

 

【対応方針】 

交通手段に困難を抱える方が、安心して地域生活を送れるように地域セーフティネッ

ト会議などを活用して地域の福祉ニーズや情報を把握し、タクシー会社、社会福祉法人

等が行うサービスの活用と地域の状況に応じた移動支援を地域住民が中心となり検討し

ていきます。 

 

【関連する施策】 

・民間活動の取組を促進させる奥州市都市再生整備計画等に定める取組の推進 

（市の取組） 

第３次奥州市バス交通計画、奥州市都市再生整備計画 

・地域における福祉ニーズの確認と支援体制の構築 

（社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業、地域セーフティネット会議、障がい者等地域生活支

援事業 
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２ 地域福祉を支える地域団体の活動推進 

  多様で複合的な地域生活課題に対応していくためには、地域福祉を支える様々な団体の活

動を推進していくことが必要となります。 

民間事業所による新規事業の参入、社会福祉法人の地域に根差した取組み、地域における

社会福祉活動のさらなる推進に向け、情報発信や活動助成事業等を通じて支援します。 

 

（１）新規事業の参入を促進させる支援体制 

【課題意識】 

多様で複合的な地域生活課題を抱える住民を支援する福祉サービスを検討する際に、

既存の福祉サービスだけでは対応できない場合も考えられます。 

様々な地域生活課題に対応するために、公的福祉サービスだけに頼らず、民間事業所

が取り組む新規事業や持続可能性の高いインフォーマルな福祉サービスなどの新しい社

会資源の開発と活用が求められています。 

 

【対応方針】 

地域福祉を目的とする多様な新規サービスの振興と参入を促進し、公的福祉サービス

との連携を図ります。 

社会福祉の向上を目的とする新規事業の展開を検討している民間事業所が参入しやす

い環境整備を推進します。 

 

【関連する施策】 

・新規事業の参入を促進するための情報発信 

・みまもりおーネットを活用した職種多様な事業所参入の推進 

・民間事業所の取組を促進させる奥州市都市再生整備計画等の推進 

（市の取組） 

みまもりおーネット、奥州市都市再生整備計画 

 

 

（２）社会福祉法人の地域での活躍を促進させる体制整備 

【課題意識】 

地域における福祉ニーズが高まっていることを一因として、近年、福祉サービスの提

供主体が拡充しており、社会福祉法人においても地域に根差した取組が期待されていま

す。平成 28 年の社会福祉法改正では、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえて「地

域における公益的な取組」が責務として明記されました。 

しかし、福祉ニーズの把握が困難であり、また対応する人員や資金的な余力が十分で

ない法人もあることから、公益的な取組が進んでいないのが実情です。 

社会福祉法人が地域社会の一員として、制度の枠を超えた福祉サービスの担い手とし

て、事業所や施設の利用者だけではなく、地域に暮らす住民を支えることが必要となり

ます。 
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【対応方針】 

社会福祉法人は、地域生活課題に目を向け、地域の身近な福祉ニーズに対応した新た

な福祉サービスの提供を検討します。奥州市社会福祉協議会が中心となり、社会福祉法

人同士の情報交換や連携体制の整備を推進します。 

また、市は地域の福祉活動の中心となる施設や事業に対しての活動支援を推進します。 

 

【関連する施策】 

・住民に近く寄り添った事業を展開する奥州市社会福祉協議会への支援推進 

・地域に根差した活動につながる事業の情報提供 

（市の取組） 

社会福祉協議会運営費補助、社会福祉施設管理運営補助、日本赤十字、奥州市 

献血推進協議会、みまもりおーネット 

・地域の福祉ニーズを把握し、情報共有の機会とする情報交換会等の推進 

（社会福祉協議会の取組） 

市内社会福祉法人ネットワーク会議 

 

 

（３）地域における社会福祉活動の推進 

【課題意識】 

住民がボランティアを始めたいと思った際に、情報が整理されていないことが要因で、

必要な情報が入手困難な状況にあることが課題となっています。新たに参画しようとす

る人、団体への支援に取り組み、市内のボランティア活動をはじめとする社会福祉活動

の普及と発展に尽力する必要があります。 

また、地域における社会福祉活動は、第３層の行政区による展開を想定していますが、

地域によっては第２層の地区振興会などの負担が大きくなる状況が考えられることから、

活動に対する支援と人材の育成が必要です。 

 

【対応方針】 

ボランティアに関心を持った人が機会を逃すことなく、ボランティア活動につなげて

もらうために、情報をわかりやすく発信し、行動に移しやすい環境整備に努めます。 

地域の社会福祉活動を担う組織が過度な負担感を抱えないように、専門職や助成事業

等で支援することで、主体的な幅広い活動の推進を図ります。 

また、ボランティア活動や地域福祉を推進する人材を広く育成し、それらが連携し、

調整のとれる仕組みを構築します。 

 

【関連する施策】 

・活動の内容を理解してもうためのわかりやすい情報提供 

（市の取組） 

日本赤十字、奥州市献血推進協議会 

・ボランティア活動のわかりやすい情報提供とマッチングの推進 
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・行政、社会福祉協議会、ボランティア・市民活動センター、市民活動支援コーディ 

ネーター、生活支援コーディネーター等の連携推進 

・地区振興会などの地域づくり活動団体、ＮＰＯ法人など市民公益活動団体に対する

社会福祉活動の専門家の派 

遣支援 

・福祉活動専門員による地域住民と協働し、相談者とともに課題解決に取り組む伴走

型支援「伴走型」支援の展開 

（社会福祉協議会の取組） 

福祉懇談会、ボランティア・市民活動センター、福祉活動専門員 

    

    

    

３ 地域福祉を支える人材の育成 

地域福祉を発展させるためには、率先して地域生活課題の解決に向け取り組むリーダーや

ボランティアが必要です。福祉教育の充実、様々な年代が生き生きと活動できる環境整備を

推進しながら、住民の福祉的意識の醸成や地域福祉を担う人材の確保と育成を推進します。 

また、地域で子どもや子育て世代を支える仕組みを構築し、顔がわかる関係づくりの推進

と問題の早期発見につなげます。 

 

（１）「我が事」の意識醸成と住民主体の活動推進 

【課題意識】 

近年、地域の住民同士の関係が希薄化し、地域の活動へ参加する住民が減少している

傾向にあります。また、高齢化や人口減少が要因となり、地域福祉を推進する担い手が

減少していることから、地域活動の停滞も懸念されています。 

地域活動を展開するためには、地域福祉を支える住民一人一人が地域福祉に関心を持

ち、ともに支え合える関係を地域の中で形成していくことが重要です。 

幼少期から地域と係わること、教育機関において福祉教育を充実させることにより、

福祉に触れる機会を多く提供し、福祉的意識の醸成と主体性を図ることが重要です。 

 

【対応方針】 

地域住民の福祉的意識の醸成のために、福祉に関する情報を正確にわかりやすく提供

する仕組みの充実・強化を図ります。 

福祉懇談会や各種制度説明会に、多くの住民が参加することで活発な意見交換が行わ

れることを期待して、参加を促すはたらきかけを行います。 

学校教育において、学校、地域、行政が連携し、ハンディキャップ体験や福祉施設訪

問など様々な福祉教育が積極的に展開されるように支援します。 

 

【関連する施策】 

・各種制度の説明、意見交換を行う機会の提供 
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（社会福祉協議会の取組） 

福祉懇談会 

・福祉的意識の醸成と主体性につなげる活動と福祉教育の充実に向けた支援の推進 

（市の取組） 

日本赤十字、奥州市献血推進協議会、広報 

・先進的な活動事例の発信と地域の福祉ニーズに応える取組に対する支援 

・地域の福祉活動の幅を広げていくための地域外の住民や団体との交流会、勉強会等

の開催 

（社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業、福祉懇談会、ふれあいいきいきサロン、ボランティ

ア・市民活動センター、福祉活動専門員 

 

（２）地域を担う人材の育成 

【課題意識】 

地域福祉を発展させるためには、率先して地域生活課題の解決に向け取り組むリーダ

ーやボランティアが必要です。しかし、若者の地域参画が減っていることで、地域役員

等の後任が見つからず、何年も同じ人が役職を担う、または兼務する状況が増加し、地

域役員の高齢化と負担感の増加が課題となっています。若者を中心に、地域福祉を担う

人材の確保や育成を幅広く図るとともに、福祉サービスや社会資源と結びつけながら、

協働による取組が必要です。 

また、地域の見守りを主に担う民生児童委員やご近所福祉スタッフは、地域福祉を支

える重要な立場にありますが、地域ごとの意識の違いや仕事量の多さなどから、活動に

ついて負担感や悩みを抱えることが多く、成り手不足が生じています。地域福祉を支え

る一部の役職への負担が偏ったものにならないために、必要な環境整備を進め、活動の

充実につなげることが重要です。 

 

【対応方針】 

次世代を担う子どもや若者が地域で活躍できる場づくりと、地域を支えることに役立

つ研究や事業等を行っている若者に対し、企業等と連携しながら支援します。様々な年

代が生き生きと活動できる環境をつくり、地域福祉活動を推進するリーダーやコーディ

ネーターなどの育成を推進します。 

また、民生児童委員等の負担軽減に向け支援するとともに、地域に民生児童委員の必

要性を理解してもらい、成り手不足の解消に努めます。 

 

【関連する施策】 

・民生児童委員連合協議会への補助及び民生相談員の配置 

（市の取組） 

民生児童委員連合協議会補助金､民生相談員の配置 

・地域セーフティネット会議からの要請に応じたアウトリーチの実施 
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・地域生活課題に取り組む意欲がある若者の発掘とリーダーとして育成するための研

修会の開催 

（社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業、地域セーフティネット会議、福祉活動専門員、ファミ

リーサポートセンター事業 

 

（３）子どもの育ちを地域で支える仕組みづくり 

【課題意識】 

共働き世帯や核家族の増加、生活様式の多様化に伴い、住民同士の関係が希薄になっ

てきています。地域では、孤立や不安を抱えながら子育てをしているひとり親世帯、ワ

ンオペ育児の家庭、働きながら子育てしている家庭、待機児童の問題を抱えている家庭

が増加しています。しかし、地域住民が若い世代と接点を持つ機会が少なく、考え方や

困りごとを知る機会が少ないため、生活課題を抱える若い世代への支援につながりにく

い課題があります。 

 

【対応方針】 

地域住民が参加する世代間交流等を行い、顔の見える関係をつくることで、気にかか

る家庭を早期に発見できるように支援します。また、子育て世帯が地域の力や福祉サー

ビス等を気兼ねなく活用できる環境づくりを進めます。 

地域で子育て世代を支援する体制を構築することで、地域全体で子育てしているとい

う雰囲気の醸成を目指します。 

 

【関連する施策】 

・子育て家庭と関わる機会においての子育てサービス等の周知 

・医療的なケアを必要とする児童が就学前の保育所入所等を希望した場合に、常時対

応できる体制構築の推進 

（市の取組） 

放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、乳幼児健康診査事業、医療 

的ケア児・重症児対策、子育て支援拠点事業 

・ファミリーサポートセンター等を活用した子育て世代の支援体制の推進 

・地域セーフティネット会議を中心に据えた世代間交流の取組推進 

（社会福祉協議会の取組） 

ファミリーサポートセンター事業、小地域ネットワーク事業、地域セーフティ

ネット会議 
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第３節 包括的な福祉サービス提供の仕組みづくり 

これまでの福祉サービスは、介護、障害福祉、児童、生活保護など対象者のリスク別の制

度が発展し、必要な専門的支援を提供してきましたが、制度の狭間の課題やひきこもり、社

会的孤立、貧困問題、ダブルケア、8050 問題などの複雑化・多様化した地域生活課題、さら

には生きづらさによる自殺の問題は、特定の分野だけでは解決が困難なケースもあります。

解決が困難な地域生活課題を丸ごと受け止め、関係機関や分野を越えた庁内連携で包括的な

支援に取り組みます。 

また、地域の権利擁護の支援の在り方を総合的に考え、住民に必要な権利擁護の支援につ

なげるための体制の構築を図ります。 

 

 

１ 成年後見制度利用促進に向けた仕組みづくり 

他者の支援が必要な判断能力や金銭管理に不安をもつ方が、住み慣れた地域で安心して生

活を送るために、権利擁護の体制整備を図り、関係機関と連携して支援します。 

 

（１）権利擁護事業の周知と利用支援 

【課題意識】 

他者の支援が必要な金銭管理に不安をもつ方や身元保証人が存在しないために生活等

に困難を抱える方は、今後さらに増加していくと考えられます。 

成年後見制度、日常生活自立支援事業等を必要とする方が増える一方で、住民や福祉

関係者に制度が十分に理解されていないこと、また制度を利用する際の手続きの複雑さ

が課題となっています。 

【対応方針】 

支援が必要になっても、その人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができ

るように、制度利用を円滑に進めるための体制整備や情報提供、利用支援の取組を進め

ます。 

【関連する施策】 

・権利擁護に関する制度についての周知と理解の促進 

・成年後見制度、日常生活自立支援事業、苦情解決制度など適切なサービス利用を支

援する仕組みの構築 

（市の取組） 

権利擁護推進事業、市長申立による成年後見制度利用の支援、奥州市成年後見

制度利用支援事業 

（社会福祉協議会の取組） 

権利擁護あんしんセンター、日常生活自立支援事業 

・成年後見制度利用促進法に基づく制度の利用促進を図る取組 

（市の取組） 

成年後見制度の利用促進基本計画（市町村計画）、中核機関の設置 
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２ 丸ごと受け止める支援の体制づくり 

ひきこもり、社会的孤立、貧困問題、ダブルケア、8050 問題など個人や世帯が抱える生き

づらさやリスクなどの課題が複雑化・多様化しています。関係機関や分野を越えた庁内連携

で課題を丸ごと受け止める包括的な支援に取り組みます。個人や世帯が抱える複雑化・多様

化する課題は、相談支援だけでは解決しないケースがあり、就労支援など本人に寄り添った

アフターフォローが必要となります。 

 

（１）制度の垣根を越えた包括的な支援体制 

【課題認識】 

生活していく上で生じる地域生活課題は、介護、障害、子育て等にとどまらず、生活

困窮、住まい、就労など「くらし」と「しごと」の全般まで及び、各制度の枠組の中で

のみ対応していくことには限界があります。特に、生活困窮者は住まいや就労などの課

題を複合的に抱えている、自ら相談に行くことができない、さらには支援を拒否してい

る場合などがあり、相談支援につながりにくい現状があります。 

 

【対応方針】 

支援が届いていない方に支援を届けるためのアウトリーチ（訪問型支援）による継続

的支援と支援関係機関との連携により潜在的な相談者を見つけていきます。相談者の課

題と支援に向けたニーズを整理し、利用可能な福祉サービスにつなげながら、庁内関係

各課と相談支援事業者とが連携を図りながら支援を行います。また、支援の際は、本人

や世帯が抱える問題の解決はもちろんのこと、生きる意欲や力、希望といった思いを引

き出しながら支援を考えていきます。 

 

【関連する施策】 

・潜在的な生活困窮者と生活課題を抱える世帯を把握するためのアウトリーチ（訪問

型支援）の推進 

（市の取組） 

生活困窮者自立相談支援事業、アウトリーチ（訪問型支援）、奥州市自殺対策計

画、ゲートキーパー養成事業、胆江地区保護司会 

（社会福祉協議会の取組） 

くらし・安心応援室 

・庁内関係各課と相談支援事業者とが連携した課題解決 

（市の取組） 

無料法律相談、支援会議、ごみ屋敷未然予防、一時生活支援事業、奥州市住生 

活基本計画、就労的活動支援コーディネーター、就労関係機関の連携（公共職業

安定所、ジョブカフェ奥州、胆江障害者就業・生活支援センター等）、重層的支

援体制の整備 

     （社会福祉協議会の取組） 

くらしとこころの総合相談会、心配ごと相談所 
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（２）課題を抱える世帯の支援に向けた全庁的な支援体制 

【課題認識】 

多様で複合的な地域生活課題を抱える世帯を包括的に支援していくためには、福祉、

保健、医療の関係課はもちろんのこと、福祉分野以外のまちづくり、商工、農林水産、

土木、防災・防犯、社会教育、環境、交通、都市計画等との全庁的な連携が必要です。 

 

【対応方針】 

「くらし」と「しごと」を包括的に支援していくために、部局横断的な庁内連携体制

として関係課の情報共有を図る連絡会議等を開催し、課題解決に向けた方策を協議して

いきます。 

 

【関連する施策】 

・地域で安心して生活できる見守り体制の充実・強化と環境整備の推進 

（市の取組） 

消費者安全確保地域協議会の設置、みまもりおーネット、生活ごみや資源物の

適正分別・排出支援、交通安全教室、騒音・悪臭等住環境悪化の未然防止、奥州

市都市計画マスタープラン、奥州市立地適正化計画の策定、重層的支援体制の

整備 

（社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業 

・障害の有無に係わらない全ての職員が働きやすい職場づくり 

（市の取組） 

奥州市障がい者活躍推進計画 

・持続可能性や地域活力を高めるための、まちづくりと連動した公共交通の再構築 

（市の取組） 

第３次奥州市バス交通計画 

・地域づくり活動団体や市民公益活動団体との協働による男女共同参画への理解促進 

（市の取組） 

男女共同参画推進事業 

・地域支援者と自主防災組織との連携による避難行動要支援者の安全な避難支援体制 

の構築 

（市の取組） 

奥州市地域防災計画、奥州市避難行動要支援者避難支援計画 

・抱える課題の段階に応じた就労支援を行うための就労関係支援機関との連携推進 

（市の取組） 

生活支援体制整備事業 

（社会福祉協議会の取組） 

くらし・安心応援室 

・農福連携に向けた農業者と福祉事業所とのマッチング支援 
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（市の取組） 

奥州市農業振興ビジョン（農福連携の推進） 

・高齢者が支え手として社会参加できる仕組みづくりの推進 

（市の取組） 

介護予防・日常生活支援総合事業 

・福祉懇談会の開催 

（社会福祉協議会の取組） 

福祉懇談会 

 

 

（３）制度の狭間の問題を見逃さない支援体制 

【課題認識】 

ひきこもり、社会的孤立、貧困問題、ダブルケア、8050 問題等の制度の狭間や深刻な

生活課題を抱える世帯が増加する一方、地域のつながりの希薄化、個人情報保護の取り

扱いやプライバシー配慮の問題により、支援を必要とする世帯の把握が困難になってい

ます。 

また、複合的な生活課題を抱える世帯の対応には、地域住民の見守りと支援だけでは

対応が困難であるため、専門機関や専門職員による定期的な訪問と同行支援などを計画

的かつ継続的に行うなど、地域の見守りと両輪で支援していく必要があります。 

 

【対応方針】 

悩みを抱える方の生活課題を地域の支援者間で情報共有するために地域セーフティネ

ット会議を中心とした仕組みをつくり、生活課題を抱える世帯の早期発見と見守り体制

の充実・強化を図ります。 

また、相談しやすい相談窓口と制度横断的に課題解決を図る重層的相談支援を構築し、

アウトリーチによる課題把握に努めて、必要な時に必要な支援が届けられる体制をつく

ります。 

 

【関連する施策】 

・制度横断的に課題解決を図る重層的相談支援を構築し、相談者とともに課題解決に

取り組む伴走型支援の推進 

・適切な相談支援につなげるための相談しやすい相談窓口の設置 

（市の取組） 

第３次奥州市バス交通計画、消費者安全確保地域協議会の設置、生活困窮者自

立相談支援事業、奥州市障がい者計画、奥州市高齢者福祉・介護保険事業計画、

重層的支援体制の整備、アウトリーチ（訪問型支援） 

（社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業、くらし・安心応援室、福祉活動推進員（行政区長）、

ご近所福祉スタッフ、福祉活動専門員 
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３ 必要なサービスにつなげる体制づくり 

複雑化・多様化する地域生活課題と福祉ニーズに対して制度横断的な相談支援体制を構築

し、どこの窓口で相談を受けても断らずに適切な支援につなげていきます。また、必要な福

祉サービスの情報発信に努めます。 

 

（１）住民に身近な相談支援体制の整備 

【課題意識】 

住民が生活課題を抱えたときに、どこの窓口で相談したらよいかわからないことから

課題を抱え込んでしまう状況や相談窓口があること自体を知らず支援につながりにくい

状況があります。各担当部署は、必要な情報提供と住民が相談しやすい雰囲気づくりに

努める必要があります。 

また、情報を得るための手段と媒体が限られている方には、身近なところで情報を得

られる環境が必要となります。 

 

【対応方針】 

住民の身近に既存の相談窓口があることを、正確に理解しやすく伝えられるような情

報提供の方法を検討します。また、複合的な生活課題を抱える世帯の相談をどこの窓口

で受けも断らず、適切な支援につなげて住民が安心して相談できる体制を構築します。 

 

【関連する施策】 

・福祉サービスの制度が理解しやすく、また相談窓口が一目で確認できるパンフレッ

トの作成と窓口配架 

・市公式ホームページのほか、ＳＮＳ、メディアを活用した積極的な情報発信の推進 

・相談から福祉サービスの利用までが円滑に行われるような体制の構築 

・制度の狭間の課題と複合的な課題に対して、庁内関係各課と関係機関とが連携して 

課題解決に取り組む体制の構築 

（市の取組） 

消費者安全確保地域協議会の設置、奥州市障がい者計画（奥州市基幹相談支援

センターによる総合的・専門的な相談支援の実施や地域の相談支援体制強化）、

子育て世代包括支援センター｢プチベベ｣、子育て総合支援センター、重層的支

援体制の整備、行旅浮浪人・病人などの法外援護、被災者見舞金・弔慰金 

（社会福祉協議会の取組） 

小地域ネットワーク事業、 地域セーフティネット会議、くらし・安心応援室、

福祉活動専門員 

 

 

（２）適切なサービス利用につなげる仕組みづくり 

【課題意識】 

これまで住民からの相談に対しては、制度や事業ごとに各担当分野で対応することを

基本としてきました。しかし、住民が抱える地域生活課題と福祉ニーズは複雑化・多様
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化が進み、一つの分野だけでは相談から支援までを通して対応することが困難になって

います。 

相談内容が複雑化・多様化していることから、相談業務を担当する社会福祉従事者の

相談援助技術や適切な支援につなげるコーディネート技術の向上が求められています。 

 

【対応方針】 

地域生活課題と福祉ニーズの複雑化・多様化が進んでいるため、制度や事業ごとに分

断された支援を行うのではなく、分野横断的かつ包括的な相談と支援体制の構築を推進

します。 

相談内容が担当分野外の内容だとしても、まずは主訴を聞き取り、しっかりと受け止

めることが必要です。問題を解決するために制度横断的な対応が必要だと判断した場合

は、適切に関係者や関係機関につなげることが必要であるため相談支援機関の相互理解

と連携を図ります。また、支援する側の支援方法の明確化、連携、役割分担が必要です。 

 

【関連する施策】 

・職員研修等を通じた相談業務を担当する社会福祉従事者の相談支援とコーディネー

トの資質向上の推進 

（市の取組） 

職員向け認知症サポーター養成講座、職員向けゲートキーパー養成研修 

・ケアプラン点検、自立支援型地域ケア会議、ケアマネジメント支援研修会など行政

としてのスキルアップ支援 

・制度の枠を超えた柔軟で幅広い活動を行うことが可能な福祉活動専門員による継続

支援 

（社会福祉協議会の取組） 

福祉活動専門員 

・庁内関係各課の連携体制の構築 

（市の取組） 

重層的支援体制の整備 

    ・関係機関で福祉課題を共有し調整 

（市の取組） 

       奥州市福祉課題に係る協議調整会議 

 

 

（３）利用者のサービス選択を確保する体制づくり 

【課題意識】 

福祉サービス事業所は、積極的に自己評価や第三者評価に取り組むこととされていま

すが、第三者評価を施している福祉サービス事業所は少ない現状にあります。 

サービス評価の結果が住民に開示されることは、福祉サービスを選択しようとする利

用者や家族がサービスの選択の幅を広げることにつながります。 
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【対応方針】 

福祉サービス事業所が、サービス評価の必要性を理解し、積極的に第三者評価を受審

するように普及啓発の取り組みを推進します。 

福祉サービス事業所はサービス評価を行うことで、現状を把握し、改善のための課題

を明らかにして、サービス事業所全体の質と提供する福祉サービスの質の向上につなげ

ることができます。 

福祉サービス事業所が展開する福祉サービスの情報について、インターネットを活用

した情報発信に努めるとともに、パンフレットを相談窓口と相談支援機関に配架するこ

とにより、住民が情報を得やすい環境を構築します。 

 

【関連する施策】 

・社会福祉法人指導監査での第三者評価の活用状況の確認 

・インターネットを活用した福祉サービス等の情報発信とパンフレットの窓口配架 

（市の取組） 

社会福祉法人指導監査、ホームページ、パンフレット作成 

 


