
令 和 3 年 度

（資料：令和２年度版）

うるま市福祉事務所

福祉事務所概要



は　じ　め　に
　近年、少子・高齢化の進行や家族形態・生活様式の変化などにより、社会福祉行政に対する関心

が高まっております。本市においても、こどもの貧困対策や虐待防止、障がい者や高齢者の社会参加

の促進など、地域福祉における課題が多様化する中で、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響

により、私たちを取り巻く状況は大きく変化し、福祉ニーズも高まりを見せております。

　うるま市福祉事務所においては、これまで策定した「第三次うるま市地域福祉計画」「第 3次うる

ま市障がい者福祉計画・第 6期障害福祉計画・第 2期障がい児福祉計画」「うるま市高齢者福祉計画・

第 8期介護保険事業計画」「第 2期うるま市子ども・子育て支援事業計画」を基に、支援を必要とす

る人々が、個々の持っている力に応じて自立した生活と社会参加が実現できるよう、福祉サービス

を実施しております。

　住民一人一人が地域で安心して暮らしていける地域社会を築いていくためには、行政の公的福祉

サービスの活用とあわせて、地域の福祉関係機関や住民等が主体となり、共に支えあい、助け合う協

働による地域福祉の仕組み作りを継続的に推進していく必要があります。

　本市の社会福祉事業の内容を皆様に知っていただき、よりよい福祉施策の実施に役立てるため、

うるま市福祉事務所の事業概要（令和２年度版）を作成いたしました。

　うるま市福祉事務所は、市民をはじめ各関係機関との連携の元、これからも地域福祉の向上に努

めてまいります。

　　令和３年８月

う る ま 市 福 祉 事 務 所　　　　　

所　長　幸　地　美　和　　
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