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平成２９年度版・地域福祉計画推進事業要覧について 

 

本要覧は、「第３次船橋市地域福祉計画」で掲げている１５６の公助項目を具

現化するための３２６の個別事業（再掲・新規事業含む）について、平成２８

年度の実績と自己評価、平成２９年度の事業予定を、全課（室）を対象とした

調査により明らかにしたもので、地域福祉計画の「公助」に関する実施計画に

相当する内容となっています。 

 

本要覧の見方 

 

※ 大項目は「第３次船橋市地域福祉計画」計画書各論部の大見出しを、中項目は計画

書各論部の小見出しを、小項目は計画書各論部の「公助項目」を指しており、中項

目には「第３次船橋市地域福祉計画」計画書のページ数を付しています。 

 

①  事業名、事業概要 

  事業名と事業概要を掲載しています。また、事業名の後ろに（再掲）と付

してある事業は、一つの事業が二つ以上の公助項目にあてはまるもので、他

に掲載しているページを載せています。事業の評価については、それぞれの

中項目の評価の視点による評価を掲載しています。 

課（室）名

（決算額：　　－　　円）

（決算額：　　－　　円）

③事業の評価　 （　　　）
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大項目：

①　事業名

①（事業概要）
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②  Ｈ２７・Ｈ２８実績 

  平成２７・２８年度に行った事業内容をなるべく客観的な実績（データ）

に基づいて掲載しています。 

 ※新規事業については掲載していません。 

 

③  事業の評価 

  平成２８年度事業実績について、所管課に評価（自己評価）をお願いして

います。各事業は所管課としての事業目的があるわけですが、評価にあたっ

ては、あくまで地域福祉計画を推進する視点から評価をしてもらうため、事

務局で評価の視点を設定し、下記の基準で事業の所管課が評価をしています。

下には評価の理由が記載されています。 

※新規事業については掲載していません。 

 

 

＝評価基準＝ 

  完了：中項目を達成したため、事業を完了した。 

   Ａ ：中項目を順調に達成している、あるいは達成しつつあるため、このま

ま事業を継続する。 

   Ｂ :中項目を達成するためには、当該事業の改善・工夫が必要である。 

   Ｃ ：中項目を達成するためには、当該事業の根本的な見直しが必要である。 

   ―：評価なし（新規事業・その他） 

  廃止：制度の変更、見直し等により廃止した。 

 

 

 ＝平成２８年度実施事業 評価の内訳＝ 

   上段は事業数、下段は割合 

 Ａ Ｂ Ｃ 評価なし･新規・ 

廃止・完了 

計 

第 4章事業数 

(公助項目 40) 

125    

 (90.6) 

9 

(6.5) 

0 

(0.0) 

4 

(2.9) 

138 

(42.3) 

第 5章事業数 

(公助項目 46) 

63 

(82.9) 

8 

(10.5) 

0 

(0.0) 

5 

(6.6) 

76 

(23.3) 

第 6章事業数 

(公助項目 70) 

96 

(85.7) 

14 

(12.5) 

0 

(0.0) 

2 

(1.8) 

112 

(34.4) 

事業数計 

(公助項目 156) 

284 

(87.1) 

31 

(9.5) 

0 

(0.0) 

11 

(3.4) 

326 

(100) 
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  平成１７年度当初に計画の推進を図るため、庁内各課が実施した事業は２６

９事業でした。事業の完了、廃止、計画の見直しなどにより、今年度は３２６

事業が評価の対象となっています。 

  「中項目を順調に達成している、あるいは達成しつつあるため、このまま

事業を継続する」という「Ａ」評価は、全体の８７．１％となる２８４事業

となっています。 

  「Ｂ」評価と「Ｃ」評価を合わせた事業数は３１事業（９．５％）となり

ました。事業の修正・工夫や根本的な見直しが必要であると評価されており、

具体的な見直し点等につきましては、「Ｈ２９予定」の欄に記載しています。 

 

④  Ｈ２９予定 

  平成２９年度に予定している具体的な事項、もしくは今後の方針について

掲載しています。 

 

⑤  Ｈ３０以降の当該事業の方向性 

   ・同様の取組みを進める 

   ・ニーズや重要性の高まりから拡大・重点化の方向 

   ・ニーズや重要性の低下等から縮小化又は廃止の方向 

   ・法律改正、制度変更等の予定によるため、方向性は未定 

  最も近い項目を選択してもらいました。 

 

⑥  コメント 

各課より寄せられたものです。 

 

 

新規事業 

 ○公園を活用した健康づくり事業   （保）地域保健課  

Ｐ１２９ 

 ○住宅確保要配慮者への居住支援   住宅政策課・地域包括ケア推進課 

Ｐ１４６ 
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平成２８年度船橋市地域福祉計画推進のための提言と 

提言に対する回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年８月 

船橋市地域福祉計画推進委員会 

（地域福祉課）  
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平成２８年度船橋市地域福祉計画推進のための提言 一覧 

 

■ 公助について 

＜行政に対する総体的な提言＞ 

１ 行政の各部署の役割の周知 

 

＜個別事業に対する提言＞ 

１ まちづくり出前講座について・・・・・・・・・・地域子育て支援課 

２ 学習支援事業について・・・・・・・・・・・・・・・・地域福祉課 

３ まちづくり出前講座について ・・・・・・・・・・（教）社会教育課 

４ 船橋市地域スポーツ推進事業について ・・・・（教）生涯スポーツ課 

５ 小学生福祉体験講座について・・・・・・・・・・・・・障害福祉課 

６ 認知症サポーター養成講座について・・・・・・・・・・包括支援課 

 

 

 

■ 共助について 

１ ミニデイサービス事業について 

２ ボランティアの確保・充実について 

３ 地域包括ケアシステムの構築（生活支援、助け合い活動の推進）に 

ついて 

４ 災害時における支援体制について 
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■はじめに 

 

 平成２７年度よりスタートした第３次船橋市地域福祉計画も２年

目を終え、３年目に向かいます。昨年発生した「熊本地震」などの

災害や地域包括ケアシステムの推進などにより、地域を取り巻く環

境はさらに「つながり」や「絆」といったものを求めているように

感じます。 

 一方で、ボランティアや地域活動について、その状況は楽観でき

るものではありません。今回の提言が、メインテーマである「コミ

ュニケーション船橋
シ テ ィ

」のベースとなることを願ってやみません。 

なお、この提言は、市民組織代表者や公募の委員の皆様の意見を

中心にまとめたものです。市民の声を行政の計画に反映させるとい

う地域福祉のスタイルについても、今後に活かされることを期待す

るものです。 
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■ 公助について 

 

＜行政に対する総体的な提言＞ 

 

１ 行政の各部署の役割の周知                                   

全体を通して、順調な事業の進行が見られる結果となっています。強いて言

えば、地区社会福祉協議会事務局員研修に対する支援のように、行政が市民の

もとに出向き、双方向の関係を構築する部分をより丁寧に実施される努力に期

待したいです。 

特に、生活困窮者自立支援制度と子育て支援については、今後の核となる部

分であるため、上記のような活動の充実を願うものであります。 
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＜個別事業に対する提言＞ 

 

 

１ まちづくり出前講座                          地域子育て支援課 

 派遣実績は１度もなく、平成２８年度から廃止ということは理解できます。 

 一方で、子育て支援センターの直接対応だけとなる点には疑問が残ります。 

 今後の福祉行政において子育て支援は重要であるため、出前講座を廃止にす

るのであれば、他の出前講座の一部に組み込んだ上で廃止とするべきではない

でしょうか。 

 

【回答】 

このたび廃止した子育て支援センターのまちづくり出前講座の「あなたの子

育て応援します」は、メニューへの掲載以降一度も利用がないこと及び同様の

出前講座があることから廃止いたしました。  

また、子育て支援センター（地域子育て支援課）においては、市民からの依

頼に対し職員を派遣して、子育てに関する講座・アドバイスを行う事業を実施

し、利用しやすいように、申請書不要、人数制限なし、また団体や集まりだけ

でなく個人での利用、自宅（個人、代表者）への訪問も可としております 。さ

らには、急な電話依頼にもできる限り対応し、子育て家庭の不安・悩みの解消

等に努めております。 

本事業は子育て支援センターだけでなく、所管である地域子育て支援課でも

ＰＲや受付をしており、また市役所に子育てに関する相談が入った場合には本

課で対応しております。今後も事業周知・実施に努めてまいります。 
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２ 学習支援事業                               地域福祉課 

このところ、ひとり親家庭や生活困窮世帯が増えてきております。 

以前新聞で、学習支援に取り組んでいる女性の記事を読みました。この女性

は、父子家庭で育ち、大学に入学しましたが、父親が体調を崩した為大学を辞

めて働き、家計を支え、夜は子どもたちに勉強を教えていたとのことです。こ

の女性のように、恵まれない環境の中でも頑張っている子どもたちはいます。 

 市では、中学生を対象とした学習支援事業を市内４か所で実施しており、平

成２８年度には２５５人が受講したと伺っています。今後、実施か所の増設や

対象者の拡大についてご検討いただき、学習の場をさらに充実させて欲しいと

願っております。 

 

【回答】 

 学習支援事業は、生活困窮世帯、生活保護世帯、ひとり親世帯等の中学生を対

象に学習する場を提供し、高等学校入学のための支援を行うことで次世代への

貧困の連鎖を防止することを目的としております。平成２８年度は会場を２か

所から４か所にすることで、昨年度を超える参加がありました。 

 平成２９年度につきましても、定員を 260 名から 300 名へ拡大したところ

です。実施か所につきましては、現在、会場を設置していない中部ブロックに

おいて増設を検討してまいります。また、対象者の拡大につきましては、市民

からの要望や参加者の意見を参考に本市の取り組みについて検討してまいりま

す。 

今後もより多くの子どもたちが安心して参加できるように事業の向上を目指

します。 
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３ まちづくり出前講座                          （教）社会教育課 

 出前講座の利用団体が非常に少ないように思われます。 

 その道の専門家である職員の皆さんからお話を伺い、無料で勉強できるので、

こんなにいいことはありません。 

 町会・自治会、老人会、子供会等、市民団体の皆さんに広く利用して頂き、

安心・安全・快適な生活が送れるように、市内関係団体等への周知・宣伝方法

をご検討くださいますようお願い申し上げます。 

 

【回答】 

 当該事業の概要や、受講いただける講座の情報をまとめた冊子は、各出張所・

連絡所、公民館、図書館等、市内計 48 か所で配布を行っており、電子版も市

ホームページ内に掲載しております。また、平成 27 年度より、前述した 48

か所で事業紹介ポスターの掲示を開始し、市民の皆様への周知を図っていると

ころです。 

当該事業の直近 3 か年の実績は、下記のとおりで、特に平成 27 年度と平成

28 年度を比較しますと、実施件数 40 件以上、参加者数 560 人以上の増加が

あり、徐々に事業の実績が向上しているところです。 

平成 26 年度 実施件数 173 件 参加者数 9,623 人 

平成 27 年度 実施件数 187 件 参加者数 8,286 人 

平成 28 年度 実施件数 231 件 参加者数 8,847 人 

今後も市民の皆様への周知方法等について調査研究し、改善を図って参りま

す。 
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４ 船橋市地域スポーツ推進事業          （教）生涯スポーツ課 

 スポーツはコミュニティづくりに大変有効な事業であります。しかし、補助

金交付件数は例年、参加者１，０００人以上の地区が６～７地区、参加者２０

０人以上の地区が９～１０地区にとどまっています。いずれも地域が固定して

きているのではないでしょうか。制度の見直しも含め、少しでも多くの地域に

広く利用される制度となることを期待します。 

 

【回答】 

 船橋市地域スポーツ推進事業の補助金については、平成２１年１２月の船橋

市補助金の見直し方針及び船橋市特定団体への補助金の交付に関する基準に基

づき、船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付要綱を定め交付しております。 

同要綱の見直しにつきましては、まだ施行から５年目ということもあり、少

し様子を見る段階にあると考えております。また、実施する事業規模には大小

があり、市内２４地区平等に補助金を配分することは難しいと考えます。 

ただ、地域が固定されてきている現状には向き合っていく必要があります。

事業への参加人数が２００人に満たず、申請できない地区があることも考えら

れるので、今後も申請状況に変化が見られない場合は、ご提言をいただいた通

り、要綱の改正を検討する必要があると考えております。 
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５ 小学生福祉体験講座                   障害福祉課 

 小学生を対象とした「障害体験」等、福祉教育は重要であります。体験器具

の関係もあるかと思いますが、「定員４０名」というのは少ないと思います。ボ

ランティアの活用や地区社会福祉協議会との連携なども視野に入れて開催回数

を増やし、参加人数を増やすことができないものでしょうか。 

 

【回答】 

 小学生福祉体験講座は、小学生が参加しやすいと想定される夏休み期間に毎

年実施しておりますが、現在のところ、希望者には全員参加いただいておりま

す。今後、学校関係者等に周知を図るなど、参加者を増やすことに努めます。

今後希望者が増え、現体制で対応が難しいようであれば、ボランティアの活用

等について検討してまいります。 
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６ 認知症サポーター養成講座                包括支援課 

 平成 37 年度には高齢者の 6 人に 1 人が認知症になると言われています。小

学生を対象に養成講座の実施を開始した旨報告がありましたが、中学生全員に

も講座の実施をお願いしたいです。 

 

【回答】 

包括支援課では、平成２８年度より市内全５４校の小学校にて認知症サポー

ター養成講座を実施しております。また市内中学校においても希望制で実施を

しており、平成２８年度は２校の中学校より希望がございました。 

 現在、小学校で講座を実施している理由としては、中学生になると受験を控

える生徒もおり、学校側としても講座を実施する時間を設けることが難しいと

いう現状がございます。 

 また、小学生の時に講座を受講していただくことで、認知症についてより早

い段階で学ぶことができ、後に中学生へなった時にも、認知症の人にやさしい

地域づくりに貢献していただけると考えております。 

 昨年度開催した２校の中学校に加えて、今後他校へ情報提供を行うなどさら

に多くの学校にて開催できるように働きかけを行ってまいります。 
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■ 共助について 

 

 

１ ミニデイサービス事業                社会福祉協議会 

各地区によって多少異なると思いますが、地域の中の高齢化が進み、ミニデ

イに参加したくても、会場まで歩いて行くのが困難で参加できない方等がいら

っしゃいます。 

地域で支え合うまちづくりにするためにも、町会・自治会との関わりを深め、

三者（地区連絡協議会、地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員）が協力・

連携して、ボランティアの発掘に努め、高齢者のごく身近でミニデイサービス

を開催できるような工夫と努力を期待します。 

 

【回答】 

ミニデイサービス事業につきましては、主に虚弱な高齢者を対象としている

ため、できるだけ利用者の身近な場所での開催が望ましいと考え、複数の町会・

自治会館を借り上げて地区内で巡回して実施している地区もございますが、中

には、町会・自治会館などが無い、町会・自治会館の使用頻度が高く借りにく

いなどの理由から、会場確保に難航している地域もあるのが現状です。そこで、

市の地区社会福祉協議会活動拠点整備事業補助金を活用し、空き家や空き店舗

を利用した会場の設置を進めております。今後も地域で支え合うまちづくりを

進めるため、三者が連携して、町会・自治会にもご協力を頂きながら、ボラン

ティアの発掘にも注力しつつ、地域の実情に合わせて会場の確保に努めてまい

ります。 
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２ ボランティアの確保・充実              社会福祉協議会 

 ボランティアの高齢化・ボランティアグループの解散等によりボランティア

の確保が難しくなっています。 

 若者向けの講座・講習等を増やし、市内にある大学や地域への出前講座を開

催し、きっかけの場を多くつくり、活動しやすい環境づくりをお願いしたいと

同時に、元気なシニアボランティアの活用を期待します。 

 

【回答】 

 地区社協では、地域福祉まつりやミニデイサービスなどの各種事業で地域内

の中学生に呼びかけを行い、ボランティアとしての参加を募っています。また、

ふれあい・いきいきサロンにおいては、児童と高齢者の異世代間交流を行うこ

とにより、児童がボランティア活動に興味を持つきっかけを作るなど、工夫を

凝らしたさまざまな活動を行っています。 

更に、船橋市ボランティアセンターでは次世代のボランティア確保に向けて、

夏休みを利用し、「中学生ボランティア養成講座」を開催しています。また、平

成 27 年度より中学生・高校生及び大学生を対象として実施している「地域に

飛び出せ‼船橋夏のボランティア体験」では、市内にある大学のボランティア

部にもご協力頂き、毎年 200 名を超える参加者があり、若者がボランティア活

動を始めるきっかけづくりの場となっています。 

この他にも、各地区社協では、趣向を凝らしたボランティア育成事業を年 1

回以上開催しており、ボランティアの確保に努めております。 

 一方、シニアボランティアについては、地区社協の各種事業で活躍されてい

るほか、ボランティアセンターに登録して活動しているグループもあり、小・

中学校と連携して進めている車イス操作や高齢者疑似体験などを行う福祉教育

にご協力いただいております。福祉教育は、実施回数が平成 27 年度の 14 回

から平成 28 年度は 32 回と大幅に増加しており、元気なシニアボランティア

の力が生かされています。 

 今後とも、地区社協事業参加者にボランティア活動への促しを継続するとと

もに、引き続き市民大学校のカリキュラムの中でボランティアに関して周知す

る機会を頂き、ボランティアの発掘・確保に努めていきます。 
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３ 地域包括ケアシステムの構築（生活支援、助け合い活動の推進） 

社会福祉協議会 

 生活支援コーディネーターが地区社会福祉協議会に設置されてから 1 年余り

が経ち、設置地区数も増えてきました。今後は、生活支援コーディネーターが

地域の顔となれるよう、研修等を充実させる等、生活支援コーディネーターの

資質向上に努めていただくことを期待します。 

更に、生活支援コーディネーター設置の効果を発揮するためには、地区社会

福祉協議会と連携していくことが重要であると思います。生活支援コーディネ

ーターとの共通認識を深めるためにも、年に１～２回、生活支援コーディネー

ター連絡調整会議に、地区社会福祉協議会会長も同席できるようにしていただ

きたいです。 

 

【回答】 

生活支援コーディネーターが担う生活支援サービス（助け合い活動等）の体

制整備や担い手の発掘・育成等の役割を柔軟にこなしていくためには、知識や

情報などを備えることが不可欠であるため、各機関・団体などで実施している

講座や研修会などを今後も活用し、資質の向上に努めていきます。 

 また、生活支援コーディネーター同士の情報共有を主な役割として「生活支

援コーディネーター連絡調整会議」を毎月開催していますが、各地区社協間の

情報共有の場も必要と考え、平成２９年５月に開催した連絡調整会議では、各

地区社協会長にご出席いただいたところです。 

 今後も、生活支援コーディネーターと地区社協会長の連携を深めるため、年

１～２回ご出席いただけるよう促していくとともに、会議の充実を図ってまい

ります。 

  



18 

 

４ 災害時における支援体制               社会福祉協議会 

 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練が年１回総合教育センターで行われ

ていますが、指導する人・関係者がいつも同じように見受けられます。地域単

位で災害時にすぐ対応できる体制をつくることが大切だと思いますので、防災

士や、様々な地域の団体にも参加を促すことで、臨場感があり実効性を伴う訓

練となることを望みます。 

また、総合教育センターでの全体的な訓練の他に、行政ブロック（東部・西

部・南部・北部・中部）単位でも開催し、地域に根ざした訓練を実施していた

だくことを併せて望みます。 

 

【回答】 

災害ボランティアセンター立ち上げにあたっては、センターの中心核を担う

人員はある程度固定化し、共通の認識やスキルを持つことで災害時の混乱が減

ると考え、災害救援活動に精通した２つのＮＰＯ法人と覚書を締結し、立ち上

げ訓練を行ってきました。センターを運営するにあたっては、これらの法人の

ほかにも様々な分野に精通している団体の協力が必要であると考えております

ので、参加団体について協議・検討し、災害時にすぐ対応できる体制づくりに

努めてまいります。 

また、災害ボランティアセンターについては、船橋市地域防災計画に基づき、

総合教育センターに設置することとなっております。これは、本部機能として

災害時に被災情報や全国から集まるボランティアを集約し、各地区に派遣する

などの役割を担うためです。従いまして、災害ボランティアセンター立ち上げ

訓練については、行政ブロック単位ではなく、総合教育センターでの訓練を続

けてまいります。 
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第３次船橋市地域福祉計画のあらたな取り組みについて 

（計画書４８～５７ページ） 

 

 

 

その１  生活困窮者自立支援制度 

 

生活保護受給者数が戦後過去最高を更新するなど、社会情勢の変化を踏まえ、

平成 27 年 4 月に「生活困窮者自立支援法」が施行されました。この法律は、日

本の社会経済の構造的な変化に対応し、これまで「制度の狭間」に置かれてき

た生活保護受給者以外の生活困窮者に対する支援を強化するものです。 

法の対象となる「生活困窮者」とは、現に経済的に困窮し、最低限度の生活

を維持することができなくなるおそれのある者です。生活困窮者の多くは複合

的な課題を抱えており、経済的困窮の背景の一つとして、社会的孤立や孤独、

社会からの排除が重なるケースが考えられます。 

必須事業である「自立相談支援事業」について、平成 28 年度も平成 27 年度

と同様に、平成 24 年 12 月に開設したさーくるの相談業務を拡大する形で実施

しています。 

もう一つの必須事業である「住居確保給付事業」及び任意事業である「就労

準備」も平成 27 年度と同様に取り組んでいます。 

なお、学習支援事業につきましては、平成 27 年度は、ひとり親世帯に対して

は児童家庭課で、生活困窮世帯及び生活保護世帯に対しては地域福祉課で実施

していましたが、業務効率を図るために、平成 28 年度より全ての世帯を対象に

地域福祉課にて実施しており、会場も 2 か所から 4 か所へ拡大しております。 

また、平成 29 年度からは任意事業である「家計相談事業」も実施しています。 

 

船橋市「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる（circle） 

船橋市湊町２－１２－４ 

湊町十二番館ビル ４階 

月～金曜日（開庁日のみ）９：００～１７：００ 

☎  ０４７－４９５－７１１１ 

Fax ０４７－４３５－７１００ 

E-mail circle@kazenomura.jp 

 

 

mailto:circle@kazenomura.jp
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その２ 

地域包括ケアシステムの構築（生活支援コーディネーターの配置） 

 

団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年には、医療・介護を必要とする高齢

者が大幅に増加し、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の急増により、家

庭における介護力低下、認知症高齢者の大幅な増加が予測されます。 

船橋市では、高齢者の方が医療や介護が必要な状態になっても、適切なサー

ビスを利用することによって、住み慣れた地域で、尊厳を保ちながら自立した

生活を継続できるよう、介護・医療・予防・住まい・生活支援が切れ目なく提

供される地域を基盤とするケアの統合に取り組む「地域包括ケアシステム」の

構築が必要となります。 

第 3 次船橋市地域福祉計画では、生活支援（たすけあい活動の充実）の部分

から「地域包括ケアシステム」の構築に携わり、地域において生活支援等サー

ビスを提供する団体を支援するなど、地域住民同士がお互いに助け合い、支え

合っていく仕組みづくりを進めていきます。 

具体的には、地域における助け合い活動やボランティア活動などの経験、地

区社協などでの活動経験がある者を「生活支援コーディネーター」として、平

成30年度を目途に全ての地区社協に配置します。「生活支援コーディネーター」

は地域の単身高齢者や高齢者世帯などから生活支援などの相談を受けてそれを

把握し、地域福祉サービスや助け合い活動などで支援ができないかどうかを検

討します。もし、必要があれば、助け合い活動団体（ボランティア団体、民間

事業者等）の立ち上げについても支援します。 

なお、平成 28 年度末までに、15 の地区社協に配置が完了したところです。 
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その３  ボランティア充実のための検討 

 

ボランティア活動の充実については、第 2 次船橋市地域福祉計画においても

「公助」の役割として、ボランティア活動への市民参加の啓発を行ってきまし

た。 

本市特有の事業として、具体的には、平成 18 年度より「共助・互助」の活性

化を図るために、地域における福祉活動を側面から支援する「地域福祉支援員」

を地域福祉課に配置しています。 

また、船橋市福祉基金の運用益等を活用し、在宅福祉等の普及及び向上を図

る事業、健康及び生きがいづくりの推進を図る事業、ボランティア活動を活性

化する事業など、地域福祉を推進する事業に対し「地域福祉活動助成金」を助

成することにより、財政的な支援についても行っています。 

さらに、今後「地域包括ケアシステム」を推進していくことに伴い、生活支

援に携わる福祉分野のボランティア活動をさらに充実していく必要があります。 

ボランティア活動への参加の年代層別の検討や、地域福祉活動を行っている

ボランティア団体の活動の拡大や新規の担い手の発掘・育成、さらには町会・

自治会、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会など、既に地域で活動して

いる地域の貴重な社会資源が、支援を必要としている人々に適切に結びつくよ

う、各団体の事業内容の一元的な把握と利用者にとって利用しやすくなるため、

ボランティア活動の情報提供などについて工夫していきます。 

また、今後市内 24 地区コミュニティに生活支援コーディネーターが配置され

ることから、こうしたボランティア活動のニーズや課題を捉え、地域において

ボランティア団体が活動しやすい環境整備やネットワークづくりに努めます。 
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