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【第５章 今後の取り組み】  
基本目標１ 一人ひとりが「参加する」ための地域環境づくり（地域福祉の人材育成） 

１．地域福祉意識の醸成と人材の確保 

【基本方針】 

住民主体の地域福祉を推進していくためには、住民が福祉に関心を持ち日頃から福祉を意識す

ることが大切です。その基本となるのが人権教育であり、人権に関する理解を深めるための教

育・啓発を行うとともに、福祉教育を推進し福祉意識の醸成を図ります。 

また、地域の福祉力を向上するためには、住民の地域参加が不可欠であるため、地域活動の担

い手の確保を図ります。 

 

【施策の推進】 

(1)人権教育・啓発の推進 

住民一人ひとりが人権尊重の理念について正しい理解を深め、それが日常生活の中で態度や

行動として根づくことを目指し、家庭や学校、地域社会等などあらゆる場を通して児童や高

齢者、障がい者、女性に対する人権問題をはじめ、様々な人権に関する教育・啓発を総合的

に推進します。 

また、様々な広報手段や講演会などを通して人権意識の啓発を行うとともに、関係機関や専

門家等と連携した効果的・継続的な教育・啓発の体制をつくります。 

 

(2)福祉教育の推進 

性や年齢、障がいの有無など人それぞれの特性や価値観の多様性を超え、共に生きる福祉社

会を構築していくには、住民が身近な生活課題に気づく力を養い、困っている人に自然に手

を差し伸べることができる意識や行動を定着させていくことが大切です。 

共に生きる地域社会を形成していくために、社会福祉協議会、福祉施設及びその他関係機

関・団体等と連携し、福祉意識の啓発や福祉に関する情報提供の充実を図ります。 

また、多様な福祉課題や地域福祉活動に対応した講座と福祉体験学習のメニューを整え、気

軽に学べる福祉教育を推進していきます。 

福祉意識の醸成においては、幼児期から豊かな福祉の心を育てることが大切です。 

思いやりのある心、豊かな人間性を育むために、学校においては、子どもの発達段階に応じ

たボランティア活動や、高齢者や障がい者とのふれあい、福祉講話等の機会の充実を図ります。 

また、障がいのある子どもが障がいのない子どもと共に学び、仲間づくりができるよう今後

とも、福祉教育の推進や特別支援ヘルパーの派遣などの環境整備を進めます。 
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(3)地域人材の確保と育成 

自治会単位で進められている「地域見守り隊」について、未結成の地域への結成促進を図る

とともに、地域見守り隊への参加を促し、支え合いの人材確保に努めます。 

さらに、日々の生活で支援を必要としている方々に対する隣近所からの声掛け等の協力を得

るなど、身近な支え合いを担う人材の確保に努めます。 

 

(4)民生委員・児童委員の確保、活動の支援・強化 

民生委員・児童委員は地域福祉における身近な相談役を担っているほか、行政や関係機関と

の橋渡し役でもあります。民生委員・児童委員の欠員をなくすため、委員確保に努めます。

また、民生委員・児童委員の活動支援を行うほか、資質向上のための研修等の充実に努めます。 

市民に対しては、民生委員・児童委員の活動内容の周知を行い、活動の理解と協力が得られ

るように進めます。 

  
２．自治会の活性化推進 

【基本方針】 

地域福祉の基本となるのは、小地域のコミュニティであり、自治会の担う役割は大きいです。

自治会の加入者を増やし、地域活動が活性化されるように、支援等を行っていきます。  
【施策の推進】 

(1)自治会への加入、地域活動への参加促進 

自治会は地域福祉活動を進めるもっとも住民に近い団体であり、現在は市の補助金なども活

用し、連携しているところです。地域福祉推進の上で自治会は重要であり、より多くの地域

住民が自治会へ加入し、活動することが大切です。市の広報紙、ホームページなどを活用し、

周知を図り、自治会の加入促進や地域活動への参加促進に努めます。 

 

(2)自治会の活性化支援 

地域の様々な活動への支援・協力を行うとともに、取り組みや地域で活躍する人の情報発信

に努めます。 

また、その他地域に貢献する各種団体(子ども会、青年会、婦人会、老人会、各種福祉団体

等)についても地域福祉推進のための重要な団体として支援します。 

さらに、市民自らが地域福祉の担い手となれるよう、民生委員・児童委員や行政及び福祉機

関と連携して、地域課題の解決に向けた活動を促進します。 

 

(3)自治会間の連携支援 

昨今の防犯活動、災害対策及び環境問題等については、複数の自治会にまたがることも多く、

相互の自治会で連携することにより、円滑な活動ができます。そのためにも、自治会間の情

報交換及び交流を促していきます。 
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３．ボランティア活動の拡充 

【基本方針】 

住民の様々な福祉ニーズに対応していくには、公的な福祉サービスのほか、ボランティアによ

るきめ細かい支援が求められています。 

社会福祉協議会(ボランティアセンター)と連携し、ボランティアの養成及び活動の拡充を図り

ます。 

 

【施策の推進】 

(1)ボランティアの養成 

より多くの住民が、できる範囲でボランティア活動に参加していけるよう、活動や体験学習

の機会を拡げるとともに、積極的な情報提供や広報啓発、基幹福祉圏域でのボランティア養

成講座の開催などを行います。 

企業に対しても、積極的な地域貢献活動への参加を働きかけます。 

また、将来にわたる福祉社会の構築のため、次代を担う子ども達がボランティアを身近に感

じ、気軽に参加できるよう、今後とも生徒に対しボランティア活動への参加や体験学習など

の取り組みを行います。 

 

(2)ボランティアセンターの体制・機能の充実 

本市におけるボランティア活動の一層の活性化を図るため、ボランティアに関する情報の発

信や啓発活動の充実のほか、人材の育成やネットワークづくりなど、ボランティアセンター

の果たす役割が一段と重要となります。 

社会福祉協議会が母体であるボランティアセンターの体制や機能のさらなる充実を図ります。 

 

(3)ボランティアサロンの設置・充実 

ボランティア活動に参加したいと考えている人が、より身近な地域で気軽に集まることがで

き、互いの交流やボランティアに関する情報が得られるほか、コミュニティソーシャルワー

カーと連携したボランティア活動が展開できるよう、ふれあい総合相談支援センター内に「ボ

ランティアサロン」を設置します。 

 

(4)ボランティア推進月間における取り組みの推進 

より多くの住民等が、積極的にボランティア活動に参加していけるよう、地域のボランティ

ア活動の周知や活動に対する啓発の充実を図るために、ボランティア推進月間を設定します。 
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基本目標２ 人と人とが「支え合う」ための地域環境づくり（地域福祉の体制づくり） 

１．地域福祉推進のための住民参加の仕組みづくり 

【基本方針】 

住民主体の地域福祉の推進を図るには、住民が地域の生活課題に関心を持ち、課題に対応した

福祉生活への積極的な参加と活動が持続的に実践できる環境づくりが重要となります。そのため

には、社会福祉協議会と連携し、小地域福祉区(行政区)で地域福祉推進の中核となる住民組織・

住民活動の育成を図ります。 

また、社会福祉法人においては、平成28年３月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法

律」において、「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金

で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」ことが示されました。市社会

福祉協議会が中心となりながら、市内の社会福祉法人の地域社会への貢献が進められ、支え合い

の担い手が広がるように促していきます。  
【施策の推進】 

(1)小地域福祉ネットワークの組織化と育成支援 

地域福祉を推進する上で、住民の主体的な参加を図るには、地域住民が地域の生活課題を把

握し、自分達の望む地域づくりについて話し合う機会を持つことが大切です。 

そこから、地域の課題解決のために、住民自身の果たすべき役割や目標を明らかにした上で、

地域福祉活動を展開していくことが求められます。 

そのような地域福祉推進の中核となる住民組織として、各小地域福祉区に小地域福祉ネット

ワークを組織化します。組織化については、順次拡大していきます。 

小地域福祉ネットワークには、福祉に関心のある自治会を中心として、個人、民生委員・児

童委員、ボランティア、老人会、子ども会、婦人会及び事業所など地域を構成する様々な人

達が参加するものとします。 

小地域福祉ネットワークの育成を図るために、専門員(コミュニティソーシャルワーカー)

による、住民の目指すべき地域づくりの合意形成、活動計画の立案及び実際の活動における

相談や技術的な援助を行います。 

その他活動拠点の確保や福祉に関する情報提供、関係機関等との連携及び小地域福ネットワ

ーク地域への周知と活動への参加を促すなど、必要な支援を行います。 

 

(2)コミュニティソーシャルワーカーの配置 

身近な地域において、住民への相談支援の充実などを図るために、ふれあい総合相談支援セ

ンターに「コミュニティソーシャルワーカー」を継続して配置します。 

コミュニティソーシャルワーカーは、福祉の熱意を持ち、福祉に関する知識や活動の経験が

豊富で、高い見識のある人材が求められることから、社会福祉協議会と連携し、これまでの

活動実績を踏まえた、人材を確保・養成するものとします。  
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地域福祉の支え合い体制図 
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２．人と人とのつながりづくり 

【基本方針】 

地域で安心して暮らしていくには、住民同士の親しい関係をつくり、困ったときに人と人との

つながりの中で解決を図っていく身近な共助が大切です。そのような地域を形成していくために、

人と人とがつながる居場所づくりや自治会活動を含めた地域の様々な活動を通して住民間のつ

ながりが深まるような取り組みを行います。 

 

【施策の推進】 

(1)地域の居場所づくりの推進 

地域のつながりが希薄化する中で、子どもの放課後等の健全な遊び場、高齢者の生きがいや

閉じこもり防止、交流の場、障がい者同士や健常者が交流する場などが必要となっています。

それぞれの対象に応じた居場所づくりを推進するため、放課後児童クラブや児童館、地域ミ

ニデイサービス、ふれあいいきいきサロン、各種サークル活動などで地域の居場所が確保さ

れ、人と人のつながりが保てるよう、必要に応じて適切な支援を行います。 

また、地域の実情や住民のニーズを踏まえながら、性や年齢の違い、障がいの有無を問わず、

誰もが気軽に訪れふれあうことのできる居場所づくりを進めます。 

居場所については、公民館や空き家、空き店舗、公共施設の空きスペース、自宅の一室など

を活用します。 

 

(2)地域での交流機会の確保 

「うるま市健康・福祉まつり」をはじめとするイベントや行事を行い、市民・福祉団体等の

交流機会を確保し、人と人とがつながるように図ります。 

地域における人と人とのつながりづくりを図るため、地域の年中行事（夏祭りや敬老会等）、

地域清掃、避難訓練、見守り活動等を促進するほか、あいさつ運動、声かけ運動などを奨励

し、日頃からのつながりやふれあいが広がるように図ります。 
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３．住民等の地域福祉活動の推進 

【基本方針】 

一人ひとりの住民が地域参加し、地域福祉活動が推進されるように、地域見守り隊の活動強化

や地域住民の地域福祉活動への支援に努めるとともに、社会福祉法人や地域企業の福祉活動への

参加を促進していきます。また、地域福祉を担う民間組織である市社会福祉協議会の活動強化を

支援し、地域福祉活動の一層の充実を図ります。 

 

 

【施策の推進】 

(1)市社会福祉協議会の活動強化支援 

地域福祉の推進のために小地域に入り、支援が必要な人への対応から福祉コミュニティーづ

くりや小地域福祉ネットワークづくりなどを実施している市社会福祉協議会の活動強化を支

援し、より一層の地域福祉活動の充実を図ります。 

 

(2)市内の社会福祉法人の連携支援（地域貢献の推進） 

児童や障がい者、高齢者などを対象とした各種福祉施設や保育園など、社会福祉事業を行う

社会福祉法人による地域貢献活動の促進及び社会福祉法人の連携を支援し、地域の社会資源

として地域福祉の一翼を担っていただけるように図ります。 

 

(3)地域住民の地域福祉活動促進と支援 

現在、地域には公民館デイサービスや配食サービス、見守り活動、美化活動などで自主的に

ボランティア活動を行っているグループや組織があり、そうした住民福祉活動を継続・発展

させていくことは地域福祉の推進において重要です。地域住民の地域福祉活動を促すほか、

活動の支援に努めます。 

 

(4)地域見守り隊の拡充 

高齢者、障がい者が増加する傾向にあり、特に一人暮らし高齢者が増加傾向となっています。

市では、「地域見守り隊」を結成する自治会があり、一人暮らし高齢者の見守りを中心とし

た取り組みが進められています。今後も地域見守り隊への参加促進や新たな結成の支援を行

うなど、取り組みの推進を図ります。 

 

(5)地域企業の地域福祉活動参加の促進 

地域の企業も地域社会の一員であるという意識のもと、事業者が社会貢献活動や地域社会の

福祉活動に参加しやすいよう意識啓発に努めます。  
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４．防犯・防災対策の充実 

【基本方針】 

地域で安心した生活が送れるように、市民の防犯意識の高揚を図り、各種機関と連携し防犯対

策の充実を図ります。また、地域のつながりにより地域防災力を高めるために、防災意識の向上

や防災訓練、自主防災組織の結成を推進します。 

避難行動要支援者の登録名簿作成のため、地域社会や福祉事業所等と連携するとともに、一人

ひとりの避難行動要支援者の避難支援について、関係団体等との連携した取り組みを進めます。 

 

 

【施策の推進】 

(1)地域における防犯対策の充実 

犯罪被害から住民を守るため、警察や防犯協会、学校、ＰＴＡ、自治会及び地域の各種団体

等が協力し、住民が犯罪に巻きこまれないよう回避する方法や犯罪の危険性を感じた時の対

処方法などの周知を図ります。 

特に児童生徒については、家庭と学校、地域の人々との連携をもとに周知徹底を図ります。 

また、高齢者等が悪質商法などで金銭的な被害を受けないよう、情報提供や啓発、相談等を

通して未然防止を図ります。 

その他、夜間パトロールの継続や防犯灯の整備推進など、犯罪の起こりにくい地域づくりを

進めます。 

 

(2)地域における防災対策の充実 

災害から住民の生命や財産を守るため、防災訓練や防災マップ等を通じて住民の防災意識の

高揚を図るとともに、災害や防災についての情報発信を行い、住民の防災に関する知識の普

及と意識啓発を図ります。 

また、「自分たちの地域は自分たちで守る」という隣保協同の精神に基づく「自主防災組織」

の結成を支援し、地域での防災対策の推進を図ります。 

 

(3)避難行動要支援者への支援の充実 

高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦など災害時の避難において配慮を必要とする「災害時要配

慮者」に対する防災知識の普及や支援体制の構築を図ります。特に、自ら避難することが困

難な「避難行動要支援者」については「避難行動要支援者登録名簿」を作成するとともに、

関係者等と連携し、避難行動要支援者一人ひとりの避難支援者、避難方法や避難経路、避難

場所等について示す「個別計画」の作成をに努めます。 

また、避難行動要支援者の避難を支援する者の確保を図り、避難支援体制の充実に努めます。   
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基本目標３ 快適で安心して暮らすための地域環境づくり（福祉サービス等の充実） 

１．サービス提供体制の充実 

【基本方針】 

支援を必要とする人が、いつでも適切なサービスを利用できるよう、福祉サービス等の充実を

図るほか、サービスの量や質を確保するため、福祉の各分野における専門職員の確保や資質向上

を図ります。 

 

【施策の推進】 

(1)福祉サービス等の充実 

福祉サービス等の充実においては、高齢者、障がい者、児童及び健康づくりに関する各個別

計画において、施策の方向性や目標値を示しており、それを踏まえた基盤整備を進め各種サ

ービスの充実を図ります。 

特に介護予防対策や障害福祉サービスの基盤整備、障がい者の入院、入所から一般就労や地

域生活への移行における受け皿づくり、保育・子育て支援及び生活習慣病対策の充実を推進

します。 

 

(2)専門職員等の人材確保と資質向上 

福祉サービスの専門職員が、嘱託職員等であるため、数年で担当が変わったり、経験が蓄積

されず質の向上が図られないといった実情があります。福祉分野等では、住民にきめ細かな

対応をするため、正規職員による専門職員の確保に努めるほか、研修への参加などによる専

門職員の資質向上を図ります。 

また、行政関係者、民間サービス事業所等の関係者間の連絡会を定期的に開催し、市の課題

把握や情報共有に努めます。   
２．相談・情報提供の充実 

【基本方針】 

相談者を適切な相談先につなぐため、行政職員対応能力や情報共有を図り、安心できる窓口環

境づくりを推進します。また、地域における相談の充実を図るため、民生委員・児童委員等殿連

携を図ります。 

福祉の情報発信の充実を図るほか、より広く情報提供を行うため、様々な情報発信手法を検討

し、実践につなげます。 

 

【施策の推進】 

(1)相談の充実 
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福祉に関する各種相談の充実を図り、住民が安心して気軽な相談から専門的な相談まで受け

られるように推進します。 

また、来庁した住民を適切な相談先につなぐため、職員間(課内、他課)の情報共有を徹底す

るとともに、職場内訓練(OJT研修)による窓口対応力の強化を図ります。 

（※OJT研修･･･「On the Job Training」の略で、仕事をやりながら育成を行うもの） 

 

(2)相談員の確保と相談の質の向上 

福祉の各分野において、社会福祉士や保健師等の資格を持った専門相談員の確保を図るとと

もに、相談の質の充実のため、保健福祉に関する必要な知識の習得、人権や個人情報保護へ

の配慮及び相談援助技術など、研修等により相談支援技術の向上を図ります。 

 

(3)ふれあい総合相談支援センターの充実 

身近な地域で、健康づくりや福祉に関する総合的な相談ができ、個人や家庭の力だけでは解

決できない課題に対し、必要な情報の提供や様々な社会資源を活用することで、地域での生

活を支えていく拠点として、各基幹福祉圏域に「ふれあい総合相談支援センター」を継続し

て設置します。設置場所については、地域の公共施設等を引き続き利用します。 

 

 

 

(4)地域人材との連携による相談の充実 

地域で活動する民生委員・児童委員、母子保健推進員、みんなの健康ささえ隊、地域福祉コ

ーディネーターなど、地域で相談の役割を担っている方々の資質向上を図ります。また、住

民からの相談に対してより適切に対応していくために、ふれあい総合相談支援センターや地

域子育て支援センター、地域包括支援センター、地域活動支援センター、女性相談、家庭児

童相談室等における各分野の専門員との連携を密にします。 
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(5)情報提供の充実 

市の広報誌やホームページによる情報提供を今後も行うとともに、ＦＭうるまの活用、市内

スーパー等民間店舗へのポスター掲示など、様々な方法を用いての情報提供に努めます。  
 

３．人にやさしいまちづくりの推進 

【基本方針】 

福祉社会の構築においては、高齢者や障がい者をはじめ、妊婦や子ども、乳幼児を持つ親など、

誰もが様々な活動に自由に参加することができるよう、社会参加を阻む障壁を除去することが重

要です(バリアフリー化)。 

また、できるだけ多くの人にとって、より快適な生活環境を整えるために、はじめからあらゆ

る方法で障壁を生み出させないようデザインすることも大切です。 

そうした人にやさしい福祉のまちづくりを進めるために、ユニバーサルデザインによるまちづ

くりや移動手段の確保を図ります。 

 

【施策の推進】 

(1)ユニバーサルデザインの普及啓発、推進 

すべての人が安全に安心して社会参加できるよう、ユニバーサルデザインによるまちづくり

を推進するために、ユニバーサルデザインの考え方を市のすべての部署へ浸透を図るととも

に、民間事業所及び住民に対しても理解が深まるよう普及啓発を行います。 

新設、既設を問わず、建物や道路、歩行空間、公園の利用及び情報の提供やサービスの利用

において、誰もが、わかりやすく、安心して快適に利用できるよう、ユニバーサルデザイン

の考え方に基づいた整備・改善を進めます。 

また、ユニバーサルデザインの推進においては、基本的には住民の意見等を踏まえるものと

します。 

 

(2)移動手段の確保 

高齢者や障がい者の外出を支援するための事業を推進するとともに、庁舎間バスの運行につ

いて、住民ニーズを踏まえつつ効率的・効果的な運行ができるよう検討します。また、既存

の路線バスの運営促進に努めます。 

その他市社会福祉協議会と連携し、ボランティアによる外出支援の体制づくりや福祉有償運

送について検討します。    
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４．生活困窮者の自立支援の充実 

【基本方針】 

複合的な課題を抱えた生活困窮者の自立促進に向け、包括的・継続的な支援を行うため、相談

支援を行うとともに、就労や住まいなどにおいて自立に向けた支援を行います。 

 

【施策の推進】 

生活困窮世帯自立支援法に基づき、各種支援事業を推進し、生活保護に至る前の支援対策の

強化を図ります。このため、生活困窮世帯の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を

実施し、各種支援施策の情報提供や助言に努めます。 

自立支援としては、自立相談支援、住居確保給付金、就労準備支援、一時生活支援等を実施

します。また、生活困窮者への包括的な支援を行うため、市社会福祉協議会やハローワーク

などの関係機関との連携強化を図ります。 

 

 

５．子どもの貧困対策の充実 

【基本方針】 

生活困窮世帯の子が将来的にも生活困窮とならないよう、支援に向けた体制づくりや居場所づ

くり、学習支援等を行い、貧困の連鎖を防止します。 

 

【施策の推進】 

(1)子どもの貧困対策に向けた体制整備 

子どもの貧困対策の推進に向けた体制を整備し、各種取り組みの検討・実施を図っていくと

ともに、包括的な支援を進める中で生活困窮者への支援等への波及を図ります。  
(2)貧困対策支援員の配置及び居場所づくりの実施検討 

貧困家庭の子どもや、将来的に貧困になるおそれのある子ども達の居場所を確保します。体

験学習や学習指導、生活支援、孤食を防ぐための食事の提供等といった包括的な支援を行っ

ていくとともに、地域に出向いて貧困の現状を把握し、貧困家庭の子どもを支援する「貧困

対策支援員」の配置を図ります。居場所の確保及び支援員の配置については、中学校区を目

処に配置を検討していきます。 

 

(3)学習支援の実施 

貧困の連鎖防止のため、生活困窮状態にある世帯等の子どもを対象に、高校進学に向けた学

習支援を実施します。  
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６．権利擁護の推進 

【基本方針】 

誰もが平等で明るく幸せに暮らせる社会を築いていくには、住民それぞれが互いの人権を認め

合い尊重していくことが大切です。そのためには住民への人権教育・啓発を行うとともに、権利

擁護のための制度の周知と利用援助を行います。 

また、虐待を含む擁護を必要とする人の早期発見の仕組みや早期に適切な対応がとれる体制を

つくります。 

 

【施策の推進】 

(1)日常生活自立支援事業の充実 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十分な方が、地域で安心

して生活を送ることができるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や日常的な金銭管理な

ど、在宅生活を支えるための日常生活自立支援事業について、住民へ周知を図り利用を援助

していきます。市社会福祉協議会に設置している権利擁護センターと連携し、取り組みます。 

 

 

 

(2)成年後見制度利用支援の充実 

財産管理や契約などの法律行為を個人でできない人の権利や利益を保護するため、成年後見

制度についても、制度の周知と利用援助を行います。 

 

(3)虐待等防止のための体制充実 

児童や高齢者、障がい者への虐待及びＤＶに対し、早期発見と早期解決を図るために、住民

や保育所(園)、幼稚園、学校、医療機関等との連絡通報体制を構築します。 

虐待等への迅速な対応がとれるよう、児童虐待に関してはうるま市要保護児童対策地域協議

会が設置され、高齢者虐待については、地域包括支援センターを中心に各種機関が連携し、

支援を行っています。今後も総合的な虐待防止のための方策を検討していきます。 

さらに、地域の社会資源を活用した支援や、虐待や暴力からの緊急一時的な避難については、

関係機関等への案内や連携・協力を行います。 
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