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具体事業一覧

No. 基本目標 基本施策 取組 内容
重点的に取り
組んだ施策

施策の実施状況 評価 取組の課題 方向性 具体的な方向性 主担当課

1
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（１） 福祉意
識の向上、地域
福祉活動への参
加促進

学校等における
福祉教育の充実

　学校において、アイマスク体験や車いす体験などを通じて、福
祉のこころの育成に取り組んでいます。
　今後も、児童・生徒がこれまでに取り組んできた福祉教育を進
めるための学習や体験活動を踏まえ、教科等と関連付けた指導計
画を作成するとともに、福祉教育の体験活動に向けての意欲や目
的意識を高めるなど、事前指導を充実していきます。

　コロナ禍であったが、実施形態を工夫しな
がら、小学校、中学校ともに継続して福祉教
育に取り組むことができた。各教科の学習だ
けでなく総合的な学習の時間においても活動
をおこない、教科横断的なカリキュラムをも
とに活動を進めることができた。また、子ど
もたちを通して保護者・地域に啓発し、社会
全体の福祉意識を向上させることができた。

Ｂ

　コロナ禍の中、講師の方が実際に学校を訪問
し福祉教育を行うことが困難だった。しかしな
がら、学校と社会福祉協議会が連携を密にとり
ながら、授業の進め方を協議し、教師が主体と
なり福祉体験活動を進めることができた。今後
はオンラインで講師の方の話を聞く場面も入
れ、より充実した体験活動にしていく。

現状維
持

－ 学校教育課

2
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（１） 福祉意
識の向上、地域
福祉活動への参
加促進

学校等における
福祉教育の充実

　学校において、アイマスク体験や車いす体験などを通じて、福
祉のこころの育成に取り組んでいます。
　今後も、児童・生徒がこれまでに取り組んできた福祉教育を進
めるための学習や体験活動を踏まえ、教科等と関連付けた指導計
画を作成するとともに、福祉教育の体験活動に向けての意欲や目
的意識を高めるなど、事前指導を充実していきます。

　市内の小・中・高校の福祉協力校指定事業
を通じて、福祉体験学習や福祉作文を実施
し、福祉のこころの育成に取り組んだ。福祉
体験学習では、教員から学習の目標や児童に
学んでもらいたいことを打ち合わせで共有
し、できるだけ福祉体験学習に反映させた。

Ｂ

　新型コロナウイルス感染症の影響で、例年ど
おりの福祉体験学習を実施できなかった学校が
ある。また、令和元年度以降、新たに地域住民
を招いた各学校独自の実践発表会を支援するこ
ととしていたが、新型コロナウイルス感染症の
影響もあり、実施につなげられていない。

拡大・
改善

　新型コロナウイルス感染症が拡大している
状況で福祉体験学習を実施する場合、講師か
らの話を録画し、各学校でそれを観て学習し
てもらうなどの方法を検討していく。 社会福祉協議

会

3
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（１） 福祉意
識の向上、地域
福祉活動への参
加促進

ボランティア活
動の周知・啓発

　社会福祉協議会では、社協だよりやホームページ、ボランティ
ア情報紙などを通じて、赤穂市ボランティアセンターの活動やボ
ランティアグループの紹介、ボランティアに関する情報の周知・
啓発に取り組んでいます。
　今後も、市民にボランティアに対する興味・関心を持ってもら
えるよう、継続してボランティアセンターやボランティアグルー
プの周知・啓発に努めます。

　社会福祉協議会が運営するボランティアセ
ンターや赤穂ボランティア協会に対し運営経
費の一部を補助し、活動支援を行った。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、ボランティアセンター及び赤穂
ボランティア協会と連携し、ボランティア活
動の周知・啓発に努める。

社会福祉課

4
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（１） 福祉意
識の向上、地域
福祉活動への参
加促進

ボランティア活
動の周知・啓発

　社会福祉協議会では、社協だよりやホームページ、ボランティ
ア情報紙などを通じて、赤穂市ボランティアセンターの活動やボ
ランティアグループの紹介、ボランティアに関する情報の周知・
啓発に取り組んでいます。
　今後も、市民にボランティアに対する興味・関心を持ってもら
えるよう、継続してボランティアセンターやボランティアグルー
プの周知・啓発に努めます。

　社協だよりやホームページ、facebook、ボ
ランティアセンター登録グループ紹介誌等を
通じて、ボランティアグループの活動紹介を
行い、市民に対してのボランティアの周知や
啓発を行った。 Ｂ

　周知や啓発先が一定の地域住民や年配層が中
心になっており、これまでボランティア活動を
してこなかった住民や若年層への周知・啓発が
課題である。

拡大・
改善

　これまでの周知・啓発を継続しながら若年
層に向けた情報発信の方法を検討する。

社会福祉協議
会

5
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（１） 福祉意
識の向上、地域
福祉活動への参
加促進

福祉の意識づく
り

　関西福祉大学や老人クラブ連合会などと連携し、ユニバーサル
社会づくりの意識啓発のための拠点設置及び運営と多様な活動を
行っています。
　今後も、大学生や老人クラブ会員と連携し、地域活動やボラン
ティア活動のきっかけづくりにもなるユニバーサル社会づくりを
実施していきます。

　関西福祉大学等と連携し、活動拠点の「ユ
ニバーサルの家」を生かして、より親しまれ
るユニバーサル社会の実現に向けた意識啓発
活動を実施したほか、塩屋地区等においても
ユニバーサル社会づくりの周知・啓発活動を
行った。新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、令和２年度から事業を行えていな
い。

Ｂ

　新型コロナウィルスの感染状況をふまえ、従
来の方法を見直し、新たな取組を考える必要が
ある。

拡大・
改善

　引き続き、関西福祉大学等と連携し、市全
体にユニバーサル社会づくりの周知・啓発を
努めていく。

社会福祉課

6
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（１） 福祉意
識の向上、地域
福祉活動への参
加促進

民間企業、関係
機関への働きか
け

　平成27年度からボランティア出前講座を開催し、企業や関係機
関に対し、福祉に対する意識向上と、活動への参加を呼びかけて
います。また、福祉の分野に限らず、赤穂シティマラソン大会に
は市内の企業や関係機関から協力を得ています。
　市民のみならず、企業や各関係機関に地域の福祉活動に対して
積極的に取り組んでいただけるよう、出前講座や広報等を通じ
て、福祉やボランティアに対する意識の向上に努めます。

　ボランティアに関する資料を社会福祉課の
情報コーナーに設置し、情報提供を行った。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、ボランティアに関する資料を社
会福祉課の情報コーナーに設置するなどして
情報提供に努める。

社会福祉課

7
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（１） 福祉意
識の向上、地域
福祉活動への参
加促進

民間企業、関係
機関への働きか
け

　平成27年度からボランティア出前講座を開催し、企業や関係機
関に対し、福祉に対する意識向上と、活動への参加を呼びかけて
います。また、福祉の分野に限らず、赤穂シティマラソン大会に
は市内の企業や関係機関から協力を得ています。
　市民のみならず、企業や各関係機関に地域の福祉活動に対して
積極的に取り組んでいただけるよう、出前講座や広報等を通じ
て、福祉やボランティアに対する意識の向上に努めます。

〇

　赤穂シティマラソン大会では、市内の企業
や関係機関から協力を得て、健全な大会を運
営することができた。また、市内の小学生、
中学生等の学生、各地区まちづくり協議会等
の多くのボランティアの協力を得ることがで
き、参加選手からはたいへん高い評価を得て
いる。

Ａ

　まちづくり協議会等、地域ボランティアの高
齢化による担い手の減少や、withコロナを踏ま
えての関係機関への協力依頼が今後の懸念事項
である。

現状維
持

－
スポーツ推進
課

実施状況一覧表

評価について
Ａ：計画通り事業を実施できた
Ｂ：ほぼ計画通り事業を実施できた
Ｃ：事業を実施できなかった
Ｄ：事業廃止

方向性について
拡大・改善：内容を拡充して実施する事業または現在の内容や手法等を見直し、改革・改善を実施する事業

現状維持：現状を維持していく事業

縮小：縮小環境変化や有効性の観点から、縮小する事業、

廃止：環境変化や有効性の観点から、廃止する事業

終了：計画により終了する事業
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8
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（１） 福祉意
識の向上、地域
福祉活動への参
加促進

民間企業、関係
機関への働きか
け

　平成27年度からボランティア出前講座を開催し、企業や関係機
関に対し、福祉に対する意識向上と、活動への参加を呼びかけて
います。また、福祉の分野に限らず、赤穂シティマラソン大会に
は市内の企業や関係機関から協力を得ています。
　市民のみならず、企業や各関係機関に地域の福祉活動に対して
積極的に取り組んでいただけるよう、出前講座や広報等を通じ
て、福祉やボランティアに対する意識の向上に努めます。

　令和2年度は6件のボランティア出前講座を
実施した。市民の依頼に対して各講座を行
い、福祉に対する意識向上を図った。令和3年
度から新しいメニュー「防災講座」「障がい
者スポーツ体験」を追加した。 Ｂ

　企業からの依頼が少なく、令和2年度は0件で
あった。企業への周知が不十分である。

拡大・
改善

　企業に対するPRが不十分であり、PRの方法
を検討する。

社会福祉協議
会

9
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（１） 福祉意
識の向上、地域
福祉活動への参
加促進

地域での支え合
い、助け合い活
動の推進

　小地域福祉活動リーダー研修会やいきいきサロン実践者交流会
などを通じて、地域の取組事例の発表や意見・情報の交換を行う
など、地域福祉活動に必要な情報提供を行っています。
　地域での支え合い、助け合い活動を推進するため、ふれあい・
いきいきサロンやパートナーサービスモデル事業の拡充を重点的
に推進するとともに、新たな住民参加の促進と生活支援サービス
の創出をめざし、支え合い社会に向けたさらなる意識づけや活動
の活性化を図ります。

　社会福祉協議会に補助金を交付し、パート
ナーサービスモデル事業を実施した。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、社会福祉協議会に補助金を交付
し、パートナーサービスモデル事業を実施し
てく。

社会福祉課

10
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（１） 福祉意
識の向上、地域
福祉活動への参
加促進

地域での支え合
い、助け合い活
動の推進

　小地域福祉活動リーダー研修会やいきいきサロン実践者交流会
などを通じて、地域の取組事例の発表や意見・情報の交換を行う
など、地域福祉活動に必要な情報提供を行っています。
　地域での支え合い、助け合い活動を推進するため、ふれあい・
いきいきサロンやパートナーサービスモデル事業の拡充を重点的
に推進するとともに、新たな住民参加の促進と生活支援サービス
の創出をめざし、支え合い社会に向けたさらなる意識づけや活動
の活性化を図ります。

　コロナ禍でも地域の繋がりを切らさないた
めに、改めて居場所の効果や意義について、
外部講師を招き、小地域福祉活動リーダー研
修会を開催した。
　いきいきサロン実践者交流会では、感染予
防対策について外部講師を招き、研修会を実
施するとともに、活動状況や課題について、
世話人同士の情報交換・交流を行った。いき
いきサロンやパートナーサービス地区の数は
横ばいであるが、それぞれで特色ある取り組
みが展開されている。
　令和2年度より、兵庫県「緩和した基準によ
るサービスの担い手養成研修」カリキュラム
に準じた形で生活支援サポーター養成講座を
開催し、生活支援の担い手養成を行った。

Ｂ

　いきいきサロンやパートナーサービスについ
て、市全体でみると実施に至っていない地区の
方が多い。また、新型コロナウイルス感染症の
影響により、依然として地域活動ができない状
況が続いており、休止の状態が長期化すること
で、参加者や世話人のモチベーションや体力の
低下が危惧される。活動者の高齢化による世代
交代や後継者不足についての課題も見受けられ
ている。
　生活支援サポーター養成講座については令和
元年以前の内容を拡充し講座時間が伸びたもの
の受講者希望者が増加した。しかし、修了者の
活動の受け皿が少なく限られている。

拡大・
改善

　今後も引き続き、コロナ禍での活動方法や
感染予防についての情報提供を行うととも
に、世話人が悩みを一人で抱え込まないよ
う、課題の聞き取りや交流会等を行ってい
く。また、通いの場の必要性について広報す
るとともに、各地区の状況について、今まで
以上に知っていき、それぞれの地域に合わせ
た活動の提案を行っていく。さらに、通いの
場に参加されていない方の暮らしぶりについ
て着目しながら、地域全体に視野を広げて捉
え、住民と共有していく。

社会福祉協議
会

11
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

小地域福祉活動
の担い手の発
掘・育成

　小地域（単位自治会）福祉活動の活性化に向け、小地域福祉活
動リーダー研修会をはじめとする各種講座、研修会等を開催し、
地域における福祉活動の担い手の発掘、人材の育成に取り組んで
います。
　引き続き、社会福祉協議会と連携しながら各種講座、研修会を
開催し、地域における担い手の発掘、人材の育成に取り組んでい
きます。また、各地区における活動の支援を行うとともに、時代
の潮流に合わせた身近な福祉問題に対する情報を提供するなど、
幅広い年代層に興味・関心を持ってもらえるよう、取り組んでい
きます。

　社会福祉協議会に補助金を交付し、小地域
福祉活動の担い手の発掘・育成に取り組んで
いる。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、社会福祉協議会と連携し、小地
域福祉活動の担い手の発掘・育成に取り組ん
でいく。

社会福祉課

12
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

小地域福祉活動
の担い手の発
掘・育成

　小地域（単位自治会）福祉活動の活性化に向け、小地域福祉活
動リーダー研修会をはじめとする各種講座、研修会等を開催し、
地域における福祉活動の担い手の発掘、人材の育成に取り組んで
います。
　引き続き、社会福祉協議会と連携しながら各種講座、研修会を
開催し、地域における担い手の発掘、人材の育成に取り組んでい
きます。また、各地区における活動の支援を行うとともに、時代
の潮流に合わせた身近な福祉問題に対する情報を提供するなど、
幅広い年代層に興味・関心を持ってもらえるよう、取り組んでい
きます。

　単位自治会や各種団体を対象とした小地域
福祉座談会や小地域福祉活動リーダー研修会
の実施を通じ、地域づくりの必要性を考えて
いただき、担い手の養成に取り組んだ。ま
た、地域から依頼があった際には、居場所の
効果やマップを用いての地域活動の見える化
をはじめとした、各地区のニーズに合った、
地域福祉活動についての研修会等を開催し
た。

Ｂ

　毎年継続して座談会を実施しているが、単発
で終わる場合が多く、年数回単位での取り組み
には至っていない。そのため、毎年同じような
内容となり、深めていくことができていない。
地域福祉活動の担い手不足については、特に40
～60代の住民の地域福祉活動への関心の低さが
課題として挙げられる地域もあった。

拡大・
改善

　今まで以上に地域づくりの必要性について
広報するとともに、地域の現状を把握し、課
題の整理を行い、住民自身が主体的に課題解
決に向けた取り組みを行えるように支援す
る。比較的若い世代への地域福祉活動への関
心を持ってもらうためのアプローチの強化
を、地域とともに検討し実施していく。

社会福祉協議
会

13
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

地域福祉コーデ
ィネーターの育
成

　地域福祉活動の充実・強化を図るため、社会福祉協議会に福祉
活動専門員を配置し、小地域福祉活動に取り組んでいます。
　今後も、継続して福祉活動専門員を配置していくとともに、地
域における新たな福祉ニーズや福祉課題にきめ細かに対応できる
よう、専門員の質の向上を図ります。また、専門員自らが積極的
に地域に出向き、地域の状況やニーズに即した支援体制づくりを
充実させることができるよう、関係機関との連携強化に努めま
す。

　社会福祉協議会に補助金を交付し、地域福
祉コーディネーターの育成に取り組んでい
る。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、社会福祉協議会と連携し、地域
福祉コーディネーターの育成に取り組んでい
く。

社会福祉課
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福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

地域福祉コーデ
ィネーターの育
成

　地域福祉活動の充実・強化を図るため、社会福祉協議会に福祉
活動専門員を配置し、小地域福祉活動に取り組んでいます。
　今後も、継続して福祉活動専門員を配置していくとともに、地
域における新たな福祉ニーズや福祉課題にきめ細かに対応できる
よう、専門員の質の向上を図ります。また、専門員自らが積極的
に地域に出向き、地域の状況やニーズに即した支援体制づくりを
充実させることができるよう、関係機関との連携強化に努めま
す。

　いきいきサロン、パートナーサービス、民
生委員児童委員協議会、地域の行事等、地域
活動に積極的に参加し、地域のニーズ把握
や、関係づくりに務めた。また、地域福祉
コーディネーターとしての質の向上を図るた
め、各種研修、講座等に参加し、知識や他地
域の取り組み状況の把握を行った。

Ｂ

　新型コロナウイルス感染症の影響により、サ
ロンや地域行事など、人が集まる居場所の活動
の中止が続いている状態であり、地域福祉コー
ディネーターが地域に出向く機会も減少した。
今後の活動についての検討が必要。

拡大・
改善

　コロナ禍での新しい形の地域の居場所、行
事の開催等についての検討を行う。また、積
極的に地域へ出かけ、状況把握するととも
に、関係機関との協働に努める。 社会福祉協議

会



No. 基本目標 基本施策 取組 内容
重点的に取り
組んだ施策
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福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

民生委員・児童
委員、地域福祉
推進委員の活動
支援

　各地区の民生委員・児童委員及び地域福祉推進委員で構成する
地域福祉推進連絡会に対する支援を行っています。
　引き続き、地域福祉推進連絡会への支援を行うとともに、活動
強化を図っていきます。また、ニーズの多様化に伴い、支援内容
も幅広くなっていることから、地域活動に関する情報提供や研修
等を通じて、民生委員・児童委員、地域福祉推進委員の質の向上
及び活動の支援に努めていきます。

　市内９地区で活動している地域福祉推進連
絡会に対し活動費補助の支援を行い、活動強
化を図った。また、民生委員・児童委員と地
域福祉推進委員の合同研修会を２月に開催す
る予定だったが、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため延期となった。
地域福祉推進連絡会活動費補助
決算額（1,414,800円）

Ｂ

　新型コロナウイルス感染症が拡大するなか
で、活動が制限されている。そのようななかで
も、民生委員・児童委員と地域福祉推進委員の
質の向上のために状況を見ながら、感染対策を
十分に行ったうえで、合同研修会を実施したい
と考えている。

現状維
持

－ 社会福祉課
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福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

NPO法人の育
成・支援

　ＮＰＯ法人に関する情報収集や情報提供、指導などを行ってい
ますが、ＮＰＯ法人の設立に向けた相談は少ない状況です。
　市民活動をより活発化する観点から、ひょうごボランタリープ
ラザ等と連携、情報交換等を密にし、NPO 法人に関する情報提供
や相談、NPO 法人化への支援など、育成・支援に取り組みます。
また、関係機関と NPO 法人との連携を強化するとともに、相互の
交流を促進していきます。

　１件の団体につきNPO法人設立の支援を行っ
た。

Ｂ

　福祉の担い手となる団体がＮＰＯ法人化に
よってさらに活動が活発化するように、ＮＰＯ
法人化のメリット・デメリット、設立相談窓口
等の情報提供を行う必要がある。 現状維

持
－ 市民対話課
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福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

ボランティアの
育成・支援

　社会福祉協議会が運営するボランティアセンター及び赤穂ボラ
ンティア協会の活動を支援するとともに、社会福祉協議会におい
てボランティア養成講座を実施しています。
　幅広い世代の人に対してボランティアに対する関心を持っても
らえるよう、「セカンドライフ応援セミナー」「ボランティア出
前講座」「災害ボランティア養成講座」などの新たなボランティ
ア講座を開催しています。
　ボランティアセンター及び赤穂ボランティア協会の活躍は、ボ
ランティア活動の拠点及び情報発信等において重要であることか
ら、今後も継続して支援していきます。また、ボランティア活動
の担い手が継続的かつ効果的に活躍できる環境づくりに取り組む
とともに、高校や大学、企業と連携し、若年層のボランティアの
発掘に取り組みます。

　社会福祉協議会が運営するボランティアセ
ンター及び、赤穂ボランティア協会に対し運
営経費の一部を補助し、活動支援を行った。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、ボランティアセンター及び赤穂
ボランティア協会と連携し、ボランティア活
動の周知・啓発に努めるとともに、市民ボラ
ンティアの支援・育成を図っていく。

社会福祉課
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福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

ボランティアの
育成・支援

　社会福祉協議会が運営するボランティアセンター及び赤穂ボラ
ンティア協会の活動を支援するとともに、社会福祉協議会におい
てボランティア養成講座を実施しています。
　幅広い世代の人に対してボランティアに対する関心を持っても
らえるよう、「セカンドライフ応援セミナー」「ボランティア出
前講座」「災害ボランティア養成講座」などの新たなボランティ
ア講座を開催しています。
　ボランティアセンター及び赤穂ボランティア協会の活躍は、ボ
ランティア活動の拠点及び情報発信等において重要であることか
ら、今後も継続して支援していきます。また、ボランティア活動
の担い手が継続的かつ効果的に活躍できる環境づくりに取り組む
とともに、高校や大学、企業と連携し、若年層のボランティアの
発掘に取り組みます。

　ボランティア出前講座に加えて、若年層や
シニア世代の新しいボランティア活動者の獲
得や福祉に携わる機会として、サマーボラン
ティアスクールや男性シニア対象ボランティ
ア養成講座など幅広い世代を対象にした内容
の講座を７講座実施した。また、ボランティ
ア登録グループ連絡会を開催し、既に活動し
ているボランティア同士の意見交換やスキル
向上の機会を作った。

Ｂ

　現在携わっているボランティア活動者が高齢
化し、若年層の活動者があまり増加していな
い。

拡大・
改善

　若年層が参加しやすいボランティア養成講
座の内容を検討する。また、高校や大学と連
携し、学生もボランティアに携わる機会を作
る。

社会福祉協議
会
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福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

生活支援コーデ
ィネーターと住
民ボランティア
の養成

　介護保険制度の改正に伴い、要支援認定者等に対する生活支援
として「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設され、平成29
年４月からの実施に向け、体制を整備しています。
　本市では、高齢者の生活支援、介護サービスの体制整備を図る
ため、地域包括支援センターに「生活支援コーディネーター」を
平成28年４月から配置しています。
　高齢者に対する見守りや買い物などの日常生活における支援を
求める声が大きいことから、生活支援・介護予防サービス提供体
制の構築に向け、生活支援の担い手の養成や、サービス開発等の
資源開発などのコーディネート機能が果たせるよう、生活支援
コーディネーターの適正配置に努めていきます。
　また、住民主体の取組やボランティア（サポーター）の養成に
ついて、生活支援コーディネーターとの連携により、進めていき
ます。

　地域包括支援センターに配置された第1層
（市域）生活支援コーディネーターに加え、
平成29年度から社会福祉協議会に第2層（日常
生活圏域）生活支援コーディネーターを委託
し、福祉人材の育成のため、生活支援の担い
手養成（生活支援サポーター養成講座）を
行った。

Ｂ

　生活支援サポーター養成講座修了後、生活支
援の担い手として緩和型訪問サービス事業所等
への就労に結びつく事例が少ない。

拡大・
改善

　引き続き生活支援サポーター養成講座など
を通じ福祉人材育成に努める。

医療介護課
（地域包括支
援センター）
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福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

生活支援コーデ
ィネーターと住
民ボランティア
の養成

　介護保険制度の改正に伴い、要支援認定者等に対する生活支援
として「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設され、平成29
年４月からの実施に向け、体制を整備しています。
　本市では、高齢者の生活支援、介護サービスの体制整備を図る
ため、地域包括支援センターに「生活支援コーディネーター」を
平成28年４月から配置しています。
　高齢者に対する見守りや買い物などの日常生活における支援を
求める声が大きいことから、生活支援・介護予防サービス提供体
制の構築に向け、生活支援の担い手の養成や、サービス開発等の
資源開発などのコーディネート機能が果たせるよう、生活支援
コーディネーターの適正配置に努めていきます。
　また、住民主体の取組やボランティア（サポーター）の養成に
ついて、生活支援コーディネーターとの連携により、進めていき
ます。

　地域包括支援センターに配置された第1層
（市域）生活支援コーディネーターに加え、
平成29年度から社会福祉協議会に第2層（日常
生活圏域）生活支援コーディネーターを委託
し、福祉人材の育成のため、生活支援の担い
手養成（生活支援サポーター養成講座）を
行った。

Ｂ

　生活支援サポーター養成講座修了後、生活支
援の担い手として緩和型訪問サービス事業所等
への就労に結びつく事例が少ない。

拡大・
改善

　引き続き生活支援サポーター養成講座など
を通じ福祉人材育成に努める。

地域包括支援
センター
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りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

生活支援コーデ
ィネーターと住
民ボランティア
の養成

　介護保険制度の改正に伴い、要支援認定者等に対する生活支援
として「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設され、平成29
年４月からの実施に向け、体制を整備しています。
　本市では、高齢者の生活支援、介護サービスの体制整備を図る
ため、地域包括支援センターに「生活支援コーディネーター」を
平成28年４月から配置しています。
　高齢者に対する見守りや買い物などの日常生活における支援を
求める声が大きいことから、生活支援・介護予防サービス提供体
制の構築に向け、生活支援の担い手の養成や、サービス開発等の
資源開発などのコーディネート機能が果たせるよう、生活支援
コーディネーターの適正配置に努めていきます。
　また、住民主体の取組やボランティア（サポーター）の養成に
ついて、生活支援コーディネーターとの連携により、進めていき
ます。

　平成29年4月より市から委託を受け第2層生
活支援コーディネーターを2名配置し活動して
いる。主に通いの場に参加しながら地域状況
の把握を行い、その中で高齢者の生活課題に
ついて整理を行っている。また、第1層（地域
包括支援センター）との打ち合わせやコー
ディネーター間のミーティングを実施し、実
施事業等の検討、意見交換等を行った。日
報・月次報告を提出し、第2層コーディネー
ターの活動内容について報告した。また令和2
年度より、兵庫県「緩和した基準によるサー
ビス担い手養成研修」カリキュラムに準じた
形で生活支援サポーター養成講座を開催し、
生活支援の担い手養成を行った。

Ｂ

　関係機関が協議体や各層のコーディネーター
の役割等について、共通認識を持ち、協働で地
域づくりを進めていく必要がある。生活支援サ
ポーター養成講座の実施については、研修終了
後に活かせる場（機会）が少ないため、その確
保（開拓）が必要である。

拡大・
改善

　事業の目的と照らしながら、各地区の状況
について、今まで以上に把握し、それぞれの
地域に合わせた課題解決の方法を関係機関と
連携しながら模索していく。加えて第１層と
の情報交換を定期的に行い、その都度互いの
認識を確認しながら、より効果的な事業展開
を行っていく。

社会福祉協議
会
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りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

認知症サポータ
ーの養成

　認知症に対する正しい知識の普及・啓発を目的に、自治会や教
育機関、民生委員・児童委員、市民等を対象に認知症サポーター
養成講座を開催しています。
　今後も、認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の理解を
深め、認知症の人や家族を見守る応援者として認知症サポーター
を養成していきます。

　教育機関や企業等からの要請に応じ、認知
症サポーター養成講座を開催するとともに、
年1回フォローアップ研修に加え、令和2年度
には認知症サポーター養成講座の講師役とな
る「キャラバン・メイト」養成にも取り組ん
だ。

Ｂ

　認知症サポーター養成後、認知症の人とその
家族の支援ニーズと認知症サポーターをつなげ
る仕組み（チームオレンジ）の構築が必要であ
る。 拡大・

改善

　チームオレンジの意義や役割等の内容など
「チームオレンジ」についての理解を深める
ためのステップアップ研修を開催し、チーム
オレンジメンバーの養成に努める。 地域包括支援

センター
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福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

手話通訳者の育
成

　聴覚障がいのある人と手話への理解を深めるとともに、日常会
話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成することを目
的に、平成25年度から手話奉仕員養成講座事業を実施していま
す。
　今後も、継続して実施していきます。

　市内の学校等で聴覚障がいのある人ととも
に手話や障がいへの理解についての活動を実
施している。また、平成２５年度から毎年手
話奉仕員養成講座を実施している。

Ａ

　引き続き聴覚障がいのある人と手話への理解
を深める活動を続けるとともに、手話奉仕員を
養成するため講座を実施する。 現状維

持
－ 社会福祉課
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福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

福祉実習生の受
け入れの推進

　市内の社会福祉法人や福祉に関係するサービス提供事業所にお
いて、関西福祉大学の学生の福祉実習を受け入れることにより、
福祉人材の育成に取り組んでいます。
　今後も、関西福祉大学と連携を図りつつ、福祉実習生の受け入
れを継続し、人材の育成に努めていきます。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、
関西福祉大学からの実習生の受け入れが中止
となった。実習の代替えとして、職員が関西
福祉大学に出向き、事業所概要及び障害特性
などの講義を実施した。

Ｂ

　一般的な実習の受け入れについては、随時受
け入れが可能であるが、実習生を受け入れるた
めの資格要件が必要な実習ついては、資格要件
取得職員の養成が必要である。 現状維

持
－

障害福祉サー
ビス事業所
（さくら園）

25
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

地域団体活動の
周知・啓発

　広報紙において、地域団体に対する活動の掲載をはじめ、老人
クラブやボランティア協会などが発行している会報を様々な機
会・媒体を通じて、周知・啓発を行っています。
　また、社会福祉協議会ではふれあい・いきいきサロンやパート
ナーサービス、ボランティアグループの活動、小地域での取組な
どについて、情報発信を行っています。
　今後も、市民に地域福祉活動を行う団体への理解を深めてもら
うとともに、地域福祉活動の輪が広がるよう広報紙やホームペー
ジ、パンフレットなどを通じ、活動内容や活動事例の情報提供を
継続して行っていきます。また、市民が必要とする情報を、定期
的かつタイムリーに発信できるよう、適宜・適切な情報発信に努
めます。

　広報あこうにおいて、老人クラブの取組を
紹介する「市老連だより」コーナーを掲載し
たほか、赤穂市老人クラブ連合会が発行する
会報「赤穂市老連」を回覧広報に折り込んで
周知・啓発を行った。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、老人クラブなど地域団体の活動
を広報紙等で周知・啓発に努める。

社会福祉課



No. 基本目標 基本施策 取組 内容
重点的に取り
組んだ施策
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26
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

地域団体活動の
周知・啓発

　広報紙において、地域団体に対する活動の掲載をはじめ、老人
クラブやボランティア協会などが発行している会報を様々な機
会・媒体を通じて、周知・啓発を行っています。
　また、社会福祉協議会ではふれあい・いきいきサロンやパート
ナーサービス、ボランティアグループの活動、小地域での取組な
どについて、情報発信を行っています。
　今後も、市民に地域福祉活動を行う団体への理解を深めてもら
うとともに、地域福祉活動の輪が広がるよう広報紙やホームペー
ジ、パンフレットなどを通じ、活動内容や活動事例の情報提供を
継続して行っていきます。また、市民が必要とする情報を、定期
的かつタイムリーに発信できるよう、適宜・適切な情報発信に努
めます。

　毎月発行しているあこう社協だよりに、い
きいきサロンやボランティアグループの活
動、小地域での取り組みなどについて情報発
信を行った。また、活動を支援するパンフ
レットなどを作成したり、フェイスブックに
おいて各種講座・事業実施状況などをタイム
リーな発信を心がけている。 Ｂ

　ＳＮＳを十分に活用できているとは言えず、
対象世代や時代に即した情報発信の検討が必
要。

現状維
持

－
社会福祉協議
会

27
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

地域団体への活
動支援

　自治会や老人クラブ、子育てに関連する団体など、様々な地域
団体に対して、活動の補助をはじめ、活動に必要な情報の提供、
活動情報の周知・啓発に努めています。
　人口の減少や価値観の多様化、地域コミュニティの希薄化によ
り、地域団体への加入者及び加入率が減少傾向にあることから、
各団体活動の低下が危ぶまれます。
　そのため、様々な機会や媒体を通じて、地域団体の情報をはじ
め、参加の意義等について、周知・啓発に取り組むとともに、各
種団体への活動支援に取り組みます。

　老人クラブの活動への支援を行うため、補
助金を交付した。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、老人クラブへの支援として、活
動費補助や会員募集等の周知・啓発に努め
る。

社会福祉課

28
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

地域団体への活
動支援

　自治会や老人クラブ、子育てに関連する団体など、様々な地域
団体に対して、活動の補助をはじめ、活動に必要な情報の提供、
活動情報の周知・啓発に努めています。
　人口の減少や価値観の多様化、地域コミュニティの希薄化によ
り、地域団体への加入者及び加入率が減少傾向にあることから、
各団体活動の低下が危ぶまれます。
　そのため、様々な機会や媒体を通じて、地域団体の情報をはじ
め、参加の意義等について、周知・啓発に取り組むとともに、各
種団体への活動支援に取り組みます。

〇

　子ども食堂に加え、令和２年度からは、困
窮家庭の子どもへの学習支援も含め、子ども
の居場所づくり事業として、活動団体の支援
に取り組んだ。

　市内４児童館を拠点に親子の交流、研修活
動を行っている母親クラブへ活動費の助成を
行い、活動支援支援に取り組んだ。

Ｂ

　地域における子育て支援意識の醸成と担い手
の育成が課題である。

現状維
持

－
子育て支援課

29
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

地域団体への活
動支援

　自治会や老人クラブ、子育てに関連する団体など、様々な地域
団体に対して、活動の補助をはじめ、活動に必要な情報の提供、
活動情報の周知・啓発に努めています。
　人口の減少や価値観の多様化、地域コミュニティの希薄化によ
り、地域団体への加入者及び加入率が減少傾向にあることから、
各団体活動の低下が危ぶまれます。
　そのため、様々な機会や媒体を通じて、地域団体の情報をはじ
め、参加の意義等について、周知・啓発に取り組むとともに、各
種団体への活動支援に取り組みます。

　自治会の活動への支援を行うため、補助金
を交付した。
　自治会や老人クラブ、PTA等、地域のまちづ
くりに携わる各種団体で組織する各地区のま
ちづくり連絡協議会の活動に対して補助金を
交付した。 Ａ

　引き続き活動支援を行っていくために、継続
した予算措置や時代のニーズに応じた支援を行
う必要がある。

現状維
持

－
市民対話課

30
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

地域団体への活
動支援

　自治会や老人クラブ、子育てに関連する団体など、様々な地域
団体に対して、活動の補助をはじめ、活動に必要な情報の提供、
活動情報の周知・啓発に努めています。
　人口の減少や価値観の多様化、地域コミュニティの希薄化によ
り、地域団体への加入者及び加入率が減少傾向にあることから、
各団体活動の低下が危ぶまれます。
　そのため、様々な機会や媒体を通じて、地域団体の情報をはじ
め、参加の意義等について、周知・啓発に取り組むとともに、各
種団体への活動支援に取り組みます。

○

　ＰＴＡや子ども会等の活動に対して補助や
助言、情報提供を実施したほか、活動の活性
化に向けて支援を行った。

Ｂ

　各団体の加入率の低下や、新型コロナウイル
ス感染症の影響による活動の自粛などに対して
支援の方法を検討していく必要がある。

現状維
持

　各団体の活性化に繋がるよう継続的に支援
し、子育て活動や文化活動等の一層の充実に
努めていく。

生涯学習課

31
福祉の意識づく
りと担い手づく
り

（２）福祉人材
の発掘・育成、
活動支援

地域団体への活
動支援

　自治会や老人クラブ、子育てに関連する団体など、様々な地域
団体に対して、活動の補助をはじめ、活動に必要な情報の提供、
活動情報の周知・啓発に努めています。
　人口の減少や価値観の多様化、地域コミュニティの希薄化によ
り、地域団体への加入者及び加入率が減少傾向にあることから、
各団体活動の低下が危ぶまれます。
　そのため、様々な機会や媒体を通じて、地域団体の情報をはじ
め、参加の意義等について、周知・啓発に取り組むとともに、各
種団体への活動支援に取り組みます。

　婦人共励会、老人クラブ連合会、身体障害
者福祉協会、手をつなぐ育成会、ボランティ
ア協会、民生委員児童委員協議会、遺族会の
７団体に活動費の助成を行った。令和3年度に
は、買い物支援事業分としてボランティア協
会への助成金額を増額した。 Ｂ －

現状維
持

－
社会福祉協議
会

団体数 平成29年度 令和2年度

子ども食堂 2 2

学習支援 1

計 2 3

団体数 平成29年度 令和2年度

母親クラブ 6 5
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32
地域のネット
ワークづくり

（１）重層的な
地域福祉ネット
ワークの構築

高齢者を見守る
支えるネット
ワークの構築

　在宅介護支援センターや社会福祉協議会などと連携し、地域で
の互助・共助による活動支援や意識醸成及び啓発活動を実施して
います。また、平成27年度より高齢者を見守る支えるネットワー
クの構築のため、市内の民間事業者と締結し、高齢者見守り体制
の強化を図っています。
　今後も、高齢者を見守り、支えるためのネットワークの構築に
取り組むとともに、ネットワーク構築への協力事業所の増加に取
り組みます。

　在宅介護支援センターや社会福祉協議会と
連携を図り、地域住民による自主的な見守り
支え合い活動を推進するため、活動支援や学
習会、啓発活動を実施した。また、高齢者を
見守る支えるネットワークの構築のため、市
内外の民間事業者73事業所（令和２年３月３
１日現在）と締結している。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、在宅介護支援センターや社会福
祉協議会と連携を図り、地域内での活動支援
や意識醸成、啓発活動を実施していく。ま
た、赤穂市高齢者見守りネット協定事業所の
増加に取り組む。 社会福祉課

33
地域のネット
ワークづくり

（１）重層的な
地域福祉ネット
ワークの構築

社会福祉協議会
との連携強化

　本市では、社会福祉協議会を地域福祉活動を推進するリーダー
役として位置づけ、ともに地域福祉の推進に取り組むとともに、
活動に対する支援を行っています。
　今後も、継続的な支援を行うとともに、連携を強化し、福祉の
意識づくりや福祉の担い手の育成をともに推進していきます。

　社会福祉協議会が実施する地域福祉活動の
充実・強化等を図るため人件費や事業費に対
する補助を行った。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、社会福祉協議会と連携し、福祉
の意識づくりや福祉の担い手の育成をともに
推進していく。

社会福祉課

34
地域のネット
ワークづくり

（１）重層的な
地域福祉ネット
ワークの構築

社会福祉協議会
との連携強化

　本市では、社会福祉協議会を地域福祉活動を推進するリーダー
役として位置づけ、ともに地域福祉の推進に取り組むとともに、
活動に対する支援を行っています。
　今後も、継続的な支援を行うとともに、連携を強化し、福祉の
意識づくりや福祉の担い手の育成をともに推進していきます。

　福祉の意識づくりや担い手の育成に向け
て、各関係機関と情報共有や連携を密にし
て、機能向上に務めた。

Ｂ

　課題が複合化しており、既存の関係機関だけ
でなく、より多くの機関との連携が必要であ
る。縦割りのため、対応できなかったケースも
ある。

拡大・
改善

　課題に応じて連携が必要な関係機関先を模
索し、連携を強化していく。また、縦割りで
はなく横割り（横串）な関わりができるよう
意識変容を行っていく。

社会福祉協議
会

35
地域のネット
ワークづくり

（１）重層的な
地域福祉ネット
ワークの構築

生活支援コーデ
ィネーターとの
連携

　平成28年４月から、高齢者の生活支援・介護サービスの体制整
備を推進していくため、地域包括支援センター内に「生活支援
コーディネーター」を１人配置しています。
　社会福祉協議会をはじめ、自治会や民生委員・児童委員、介護
サービス事業者など、様々な関係機関・団体とのネットワーク構
築に努めていきます。

※地域包括センターの事業であるので、下段
のみで回答。

医療介護課
（地域包括支
援センター）

36
地域のネット
ワークづくり

（１）重層的な
地域福祉ネット
ワークの構築

生活支援コーデ
ィネーターとの
連携

　平成28年４月から、高齢者の生活支援・介護サービスの体制整
備を推進していくため、地域包括支援センター内に「生活支援
コーディネーター」を１人配置しています。
　社会福祉協議会をはじめ、自治会や民生委員・児童委員、介護
サービス事業者など、様々な関係機関・団体とのネットワーク構
築に努めていきます。

　地域包括支援センターに配置された第1層
（市域）生活支援コーディネーター及び平成
29年度から社会福祉協議会に委託している第2
層（日常生活圏域）生活支援コーディネー
ターによるコーディネート活動を通じて自治
会や生活支援サービス実施団体とのネット
ワーク構築に努めた。

Ｂ

　コロナ禍で地域活動が縮小・自粛の傾向にあ
り、ネットワーク構築のため地域に出る活動件
数が減少している。

現状維
持

　コロナ禍でも実行できる生活支援コーディ
ネーターのコーディネート活動を模索し、関
係機関とのネットワーク構築に努める。 地域包括支援

センター

37
地域のネット
ワークづくり

（１）重層的な
地域福祉ネット
ワークの構築

生活支援コーデ
ィネーターとの
連携

　平成28年４月から、高齢者の生活支援・介護サービスの体制整
備を推進していくため、地域包括支援センター内に「生活支援
コーディネーター」を１人配置しています。
　社会福祉協議会をはじめ、自治会や民生委員・児童委員、介護
サービス事業者など、様々な関係機関・団体とのネットワーク構
築に努めていきます。

　平成29年4月より市から委託を受け第2層生
活支援コーディネーターを2名配置し活動して
いる。主に通いの場に中心に参加しながら地
域状況の把握を行い、その中で高齢者の生活
課題について整理を行っている。また、第1層
（地域包括支援センター）との打ち合わせや
コーディネーターミーティングを実施し、実
施事業等の検討、意見交換等を行った。日
報・月次報告を提出し、2層コーディネーター
の活動内容について報告した。また令和2年度
より、兵庫県「緩和した基準によるサービス
担い手養成研修」カリキュラムに準じた形で
生活支援サポーター養成講座を開催し、生活
支援の担い手養成を行った。

Ｂ

　関係機関が協議体や各層のコーディネーター
の役割等について、共通認識を持ち、協働で地
域づくりを進めていく必要がある。

拡大・
改善

　事業の目的と照らしながら、各地区の状況
について、今まで以上に把握し、それぞれの
地域に合わせた課題解決の方法を関係機関と
連携しながら模索していく。

社会福祉協議
会

38
地域のネット
ワークづくり

（１）重層的な
地域福祉ネット
ワークの構築

ボランティアグ
ループとの連携

　ボランティアグループとの連携・強化を図るとともに、各種ボ
ランティアグループの活動支援、ボランティアグループの周知・
啓発に努めます。

　赤穂ボランティア協会やボランティア団体
のイベントポスターを市役所や関連施設に掲
示し、地域福祉活動の周知・啓発に努めた。 Ａ －

現状維
持

　引き続き、ボランティア団体と連携を図る
とともに、活動に対する支援を行う。 社会福祉課

39
地域のネット
ワークづくり

（１）重層的な
地域福祉ネット
ワークの構築

ボランティアグ
ループとの連携

　ボランティアグループとの連携・強化を図るとともに、各種ボ
ランティアグループの活動支援、ボランティアグループの周知・
啓発に努めます。

　各ボランティアグループの活動支援を行っ
ており、年1回は登録グループ連絡会を開催し
ている。令和3年度は感染予防対策の研修や各
登録グループの情報交換を行った。
　施設を訪問しているグループの活動が、新
型コロナウイルス感染症の影響でほぼ出来な
くなったが、グループによっては今できるこ
とを模索し、活動しているグループもある。

Ｂ

　ボランティアグループの高齢化による解散や
活動休止に加えて、コロナ禍のため、活動休
止・減少があり、メンバーのモチベーションの
低下が危惧される。

現状維
持

－
社会福祉協議
会

40
地域のネット
ワークづくり

（１）重層的な
地域福祉ネット
ワークの構築

地域福祉活動団
体の相互連携の
促進

　ふれあい・いきいきサロン実践者交流会やいきいきサロン他市
交流会、パートナーサービス先進地視察研修などを通じて、地域
福祉活動を行う団体の相互交流や情報収集、連携強化に努めてい
ます。
また、平成28年度には生活支援サポーター養成講座を実施すると
ともに、地域の困りごと応援隊事業を実施し、地域での生活支援
体制づくりに向けた人材養成を図っています。
　援助を必要とする様々な人たちが住み慣れた家庭や地域でいつ
までも安心して暮らせるよう、民生委員・児童委員や社会福祉協
議会をはじめ、関係者やまちづくり連絡（推進）協議会、関係機
関との連携を図り、支援を必要とする人を地域全体で支える体制
を構築していきます。

　福祉、保健、医療の連携のとれた総合的な
サービスを迅速かつ効率的に提供する福祉シ
ステムである「地域総合援護システム」に基
づき、民生委員・児童委員や関係機関等と連
携し、支援体制の構築に取り組んだ。

Ａ －
現状維
持

－
社会福祉課



No. 基本目標 基本施策 取組 内容
重点的に取り
組んだ施策

施策の実施状況 評価 取組の課題 方向性 具体的な方向性 主担当課

41
地域のネット
ワークづくり

（１）重層的な
地域福祉ネット
ワークの構築

地域福祉活動団
体の相互連携の
促進

　ふれあい・いきいきサロン実践者交流会やいきいきサロン他市
交流会、パートナーサービス先進地視察研修などを通じて、地域
福祉活動を行う団体の相互交流や情報収集、連携強化に努めてい
ます。
また、平成28年度には生活支援サポーター養成講座を実施すると
ともに、地域の困りごと応援隊事業を実施し、地域での生活支援
体制づくりに向けた人材養成を図っています。
　援助を必要とする様々な人たちが住み慣れた家庭や地域でいつ
までも安心して暮らせるよう、民生委員・児童委員や社会福祉協
議会をはじめ、関係者やまちづくり連絡（推進）協議会、関係機
関との連携を図り、支援を必要とする人を地域全体で支える体制
を構築していきます。

　いきいきサロン実践者交流会では、感染予
防対策についての講義や、活動者の横のつな
がりづくりはもちろん、今後の取り組みに向
けた情報提供を行った。それに加え、関係機
関が実施する出前講座などを紹介し、メニュ
－に加えていただくことで、地域との連携の
きっかけづくりを行った。結果、いきいきサ
ロンの数は横ばいであるが、それぞれで特色
ある取り組みが展開されている。
　地域の困りごと応援隊事業では、住民同士
の助け合いの活動の推進とともに、月に1回応
援隊の定例会を開催し、応援隊の知識の研鑽
や情報交換を行った。
　令和2年度より、兵庫県「緩和した基準によ
るサービスの担い手養成研修」カリキュラム
に準じた形で生活支援サポーター養成講座を
開催し、生活支援の担い手養成を行った。

Ｂ

　いきいきサロンについて、市全体でみると実
施に至っていない地区の方が多いため、未実施
地域の状況を把握し、必要に応じて開催の働き
かけが必要。コロナ禍のため、他市や市内での
交流等が難しい状況となっている。

拡大・
改善

　いきいきサロンについては、広報での周知
に加えて、単位自治会ごとに通いの場の必要
性について働きかけを行っていく。また、コ
ロナ禍での活動方法や感染予防についての情
報提供を行うとともに、代表者が悩みを一人
で抱え込まないよう、課題の聞き取りや交流
会等を行っていく。
　生活支援サポーター養成講座については、
第１層との情報交換や協議を行い、その都度
互いの認識を確認しながら、より効果的な事
業展開を行っていく。

社会福祉協議
会

42
地域のネット
ワークづくり

（１）重層的な
地域福祉ネット
ワークの構築

社会福祉法人の
地域貢献活動の
推進

　社会福祉法の改正により、「地域における公益的な取組を実施
する責務」が明記されました。
　現在、各社会福祉法人において介護予防に関する取組やボラン
ティア育成、地域の人を巻き込んだ防災訓練やお祭りなど、様々
な地域活動を展開しています。
　このような社会福祉法人による取組について、支援及び周知・
啓発に努めるとともに、社会福祉法人による公益的な取組をより
強化していく観点から、社会福祉法人による協働の場の設定につ
いて、市内の社会福祉法人と検討を重ねていきます。

　平成３０年１１月に設立された赤穂市社会
福祉法人連絡協議会の情報交換会等への積極
的な参画に努め、市内の社会福祉法人と連携
を図った。

Ａ －
現状維
持

　赤穂市社会福祉法人連絡協議会への積極的
な参画に努め、社会福祉法人の地域貢献活動
の推進に取り組んでいく。

社会福祉課

43
地域のネット
ワークづくり

（２）集える
場、連携できる
場の確保

各協議体の推進

　高齢、障がい、子どもなど、本市で設置している各協議体のさ
らなる活性化を図ります。また、検討した事例や必要な情報につ
いては、様々な主体、地域の会議体に行き届くよう、協議体間の
連携強化に努めます。

　地域ケア会議や障害者自立支援協議会など
定期的に開催し、関係機関との情報共有を
図った。 Ａ －

現状維
持

　引き続き、地域ケア会議や障害者自立支援
協議会など定期的に開催し、必要に応じて他
の協議体と情報共有を行うなど連携を図る。 社会福祉課

44
地域のネット
ワークづくり

（２）集える
場、連携できる
場の確保

障がい者支援体
制の推進

　障害者自立支援協議会は、障がいの有無に関わらず、すべての
市民がお互いに人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる
地域社会の実現をめざし、障がい者施策全般にわたる関係機関相
互の連携と課題解決に関することなどを協議しています。会議の
構成として、全体会のほか、就労支援部会、相談支援部会等の部
会を開催しています。
　部会の活性化を図るため、協議会の運営を「基幹相談支援セン
ター（平成29年度設置予定）」に委託し、自主的な部会運営を促
進し、市内の地域資源のつながりを強化していきます。

○

　障害者自立支援協議会を年２回（計画策定
時は４～５回）開催し、課題解決に向けた協
議等を行った。また、基幹相談支援センター
を中心に各専門部会を開催し、地域資源のつ
ながりを大切にした連携体制の強化を図っ
た。各専門部会では、事例検討や意見交換、
パンフレットの作成などを実施した。

Ｂ

　自立支援協議会では、障がいのある人が安心
して地域で暮らしていくためにサービス提供体
制を確保するための協議を行う必要がある。ま
た、基幹相談支援センターを中心に各専門部会
での検討事項等について、引き続き関係機関と
協議していく必要がある。

現状維
持

－ 社会福祉課

45
地域のネット
ワークづくり

（２）集える
場、連携できる
場の確保

地域ケア会議の
推進

 高齢者福祉に関係する保健、福祉行政機関や介護支援専門員の代
表、 医療に関する専門知識を持つ人が集まり、情報共有や個別
ケース検討を行う「地域ケア会議」を定期的に開催しています。
今後も継続して地域ケア会議を開催し、個別ケース検討で把握さ
れた地 域課題を地域づくりや政策形成につないでいきます。

　高齢者福祉を所管する各行政機関や在宅医
療、高齢者福祉に携わる医師会等の関係機関
が参集する地域ケア推進会議(全体会）を年3
回、個別ケース課題解決を目的に行う自立支
援型地域ケア個別会議を年6回、また、随時個
別ケース検討会を実施している。 Ｂ

　個別課題解決を図るための検討を行っている
が、個別ケース検討事例の積み重ねによる地域
課題の抽出及び課題の検討による新たな政策形
成にまで至っていない。

拡大・
改善

　引き続き、自立支援型地域ケア個別会議、
個別ケース検討、生活支援コーディネーター
等により共有された地域課題を地域ケア推進
会議の中で検討し、地域づくりや政策形成に
結び付けていく。

地域包括支援
センター

46
地域のネット
ワークづくり

（２）集える
場、連携できる
場の確保

要保護児童対策
の推進

　要保護児童の適切な保護、児童虐待防止と早期発見、早期対応
を図るため、要保護児童対策地域協議会を開催しています。事例
検討を通じて、長期化・複雑化する虐待の防止に努めるととも
に、学校園所、警察、保健センターなどとの連携体制を強化して
いきます。

〇

　要保護児童対策地域協議会により、学校園
所や警察等、関係機関が連携し、児童虐待の
防止と、要保護児童等の早期発見、早期対応
に努めた。
　令和元年度には、兵庫県警察本部と児童虐
待事案に係る連携協定を締結し、虐待の見逃
し防止や早期支援の体制を強化した。

Ａ

　児童虐待防止と早期発見、早期対応を図るた
め、今後も各関係機関との連携強化が必要であ
る。

現状維
持

－ 子育て支援課

47
地域のネット
ワークづくり

（２）集える
場、連携できる
場の確保

認知症カフェの
運営支援

　認知症カフェを運営している市内の３団体に対して、職員を派
遣して、認知症カフェの運営支援を行うとともに、連絡会を実施
し、相互交流を図っています。
　引き続き、認知症カフェを運営する団体に対して、支援を行う
とともに、市内５中学校区に１つずつ認知症カフェが立ち上がる
よう支援を継続していきます。

　令和3年7月末現在、市内6カ所に認知症カ
フェが設置されている。コロナ禍での取組み
として、サテライト方式による出張認知症カ
フェを開催する団体もある。 Ｂ

　市内に５つの日常生活圏域があるが、未設置
の地区もあり、全ての地区に認知症カフェが設
置できていない。また、認知症カフェが設置さ
れていても、コロナ禍のため、活動自粛する団
体が多い。

拡大・
改善

　全ての圏域で認知症カフェが設置できるよ
う、立ち上げ支援及び立ち上がった団体に対
し、運営支援を継続する。

地域包括支援
センター

48
地域のネット
ワークづくり

（２）集える
場、連携できる
場の確保

ふれあいいきい
きサロンの充実

　ひとり暮らしや閉じこもりがちな高齢者、障がいのある人、子
どもや子育て中の親などが歩いて通える地区の集会所に集い、レ
クリエーションや話し相手等の仲間づくりを支援しています。
　今後も、身近な場所で気軽に集い、仲間と楽しく過ごせる「憩
いのたまり場」であるサロンの充実に取り組みます。

　いきいきサロンは社協登録が39箇所で、963
回の開催があり、延10,509名の参加があっ
た。また自主活動のいきいきサロンとして7箇
所が開設されている。 Ａ －

現状維
持

　いきいきサロン未開設地区への働きかけを
行い、積極的にきっかけ作りを行うととも
に、既設サロンへの支援の充実に努める。

社会福祉課



No. 基本目標 基本施策 取組 内容
重点的に取り
組んだ施策

施策の実施状況 評価 取組の課題 方向性 具体的な方向性 主担当課

49
地域のネット
ワークづくり

（２）集える
場、連携できる
場の確保

ふれあいいきい
きサロンの充実

　ひとり暮らしや閉じこもりがちな高齢者、障がいのある人、子
どもや子育て中の親などが歩いて通える地区の集会所に集い、レ
クリエーションや話し相手等の仲間づくりを支援しています。
　今後も、身近な場所で気軽に集い、仲間と楽しく過ごせる「憩
いのたまり場」であるサロンの充実に取り組みます。

　サロンの実施状況の把握のため、訪問を
行った。また、新たにサロン開設を検討して
いる地域にて話し合いを行った。令和2年度
は、市内39か所において963回延べ10,509名が
参加されている。それに加え、自主サロンと
して7か所が開設されている。 Ｂ

　新型コロナウイルス感染症の影響により、活
動を休止するサロンが多数。中には、高齢の参
加者が多いため、1年以上休止しているサロンも
ある。休止状態が長期化することによる、世話
人の負担増加、世話人だけでなく、参加者のモ
チベーションや体力低下が危惧されている。ま
た、活動者の高齢化による廃止、世代交代や後
継者不足についての課題も見受けられる。さら
に、市全体でみると実施に至っていない地区の
方が多いため、未実施地域の状況を把握し、必
要に応じて開催の働きかけが必要。

拡大・
改善

　世話人が孤立しないよう、意見交換の場の
提供を行う。コロナ禍でも感染予防対策や、
活動継続の効果について、引き続き情報提供
を行う。また、広報での周知に加えて、単位
自治会ごとに通いの場の必要性について働き
かけを行っていく。

社会福祉協議
会

50
地域のネット
ワークづくり

（２）集える
場、連携できる
場の確保

集いの場の確保
　市民や団体等が自主的に集い、交流を図れる場として、総合福
祉会館をはじめ、児童館やコミュニティセンター、公民館など、
様々な施設を開放し、集える場の提供に努めます。

　市民や団体が情報交換や交流を図る場とし
て、総合福祉会館や老人福祉センターなど、
様々な施設を開放した。 Ａ －

現状維
持

　引き続き、市民や団体が情報交換や交流を
図る場として、総合福祉会館や老人福祉セン
ター等を提供する。 社会福祉課

51
地域のネット
ワークづくり

（２）集える
場、連携できる
場の確保

集いの場の確保
　市民や団体等が自主的に集い、交流を図れる場として、総合福
祉会館をはじめ、児童館やコミュニティセンター、公民館など、
様々な施設を開放し、集える場の提供に努めます。

　子どもやその保護者が、自主的に集い、交
流を図れる場として、児童館の運営に取り組
んだ。

Ｂ

　今後も、子どもに適切な遊びと学びの場を提
供するとともに、地域の子育て拠点となる児童
館の整備、改善に努める必要がある。

現状維
持

－
子育て支援課

52
地域のネット
ワークづくり

（２）集える
場、連携できる
場の確保

集いの場の確保
　市民や団体等が自主的に集い、交流を図れる場として、総合福
祉会館をはじめ、児童館やコミュニティセンター、公民館など、
様々な施設を開放し、集える場の提供に努めます。

　各自治会の集会施設の新築や修繕に対し補
助を行ったほか、福浦地区コミュニティセン
ターや原校区多目的施設の補修、維持管理を
行い、集える場の提供に努めた。

Ａ

　集会施設については、緊急的な修繕に対して
の支援、コミュニティセンターについては、福
浦・有年の両施設とも経年劣化に伴う計画的な
修繕を行う必要がある。

現状維
持

－
市民対話課

53
地域のネット
ワークづくり

（２）集える
場、連携できる
場の確保

集いの場の確保
　市民や団体等が自主的に集い、交流を図れる場として、総合福
祉会館をはじめ、児童館やコミュニティセンター、公民館など、
様々な施設を開放し、集える場の提供に努めます。

　市民会館・公民館について、市民や団体等
が交流の場として利用できるよう、施設・設
備の維持・改善に努めた。 Ｂ

　各施設について老朽化が進んでおり、使いや
すい施設となるよう、施設・設備の補修や更新
の際に、バリアフリー化等の改善が必要であ
る。

現状維
持

－ 中央公民館

54
支援につなぐ体
制づくり

（１）情報提供
の充実

医療・介護に関
する情報提供

　地域の医療・介護の資源を示した「在宅医療・介護マップ」を
作成し、関係機関や市民への情報提供を行うことで、医療・介護
に関する情報の提供に努めます。

　市内の医療機関や相談機関、介護事業所等
を掲載した「あこう在宅医療・介護マップ」
及び市民向けの「あこう在宅医療・介護マッ
プ（概要版）」を作成し、関係機関等へ配布
した。

Ｂ

　医療・介護関係者には事業を行う上、市民の
方にとっては地域生活を営む上での基本情報と
なるため、情報の定期的な見直しを行う必要が
ある。

現状維
持

　引き続き、地域の医療・介護資源の情報整
理として在宅医療・介護マップを作成する。

地域包括支援
センター

55
支援につなぐ体
制づくり

（１）情報提供
の充実

高齢者福祉に関
する情報提供

　市広報に「介護保険相談室」のコーナーを設け、その都度、タ
イムリーな 情報の発信を行っています。また、「みんな笑顔で介
護保険」（パンフレット） を作成し、介護保険制度全般の周知に
努めています。また、市の施策として 実施している在宅福祉サー
ビスや介護保険制度の地域支援事業の主な事 業の概要を紹介した
「高齢者の在宅福祉サービスのしおり」を発行し、情報 提供に努
めています。
 今後も、市広報やパンフレットで周知を図るとともに、介護保険
事業所との 連携やホームページを活用するなど情報提供手段を増
やし、市民がわかり やすく必要な情報が得られるよう、取り組み
ます。また、地域の公民館や福 祉施設など、身近な公共施設から
必要な情報がわかりやすく入手できるよう取り組みます。

　高齢者の在宅福祉サービスのしおりを作成
し、在宅介護支援センター等へ配布するなど
情報提供に努めた。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、高齢者の在宅福祉サービスのし
おりを作成し、情報提供に努める。

社会福祉課

56
支援につなぐ体
制づくり

（１）情報提供
の充実

高齢者福祉に関
する情報提供

　市広報に「介護保険相談室」のコーナーを設け、その都度、タ
イムリーな 情報の発信を行っています。また、「みんな笑顔で介
護保険」（パンフレット） を作成し、介護保険制度全般の周知に
努めています。また、市の施策として 実施している在宅福祉サー
ビスや介護保険制度の地域支援事業の主な事 業の概要を紹介した
「高齢者の在宅福祉サービスのしおり」を発行し、情報 提供に努
めています。
 今後も、市広報やパンフレットで周知を図るとともに、介護保険
事業所との 連携やホームページを活用するなど情報提供手段を増
やし、市民がわかり やすく必要な情報が得られるよう、取り組み
ます。また、地域の公民館や福 祉施設など、身近な公共施設から
必要な情報がわかりやすく入手できるよう取り組みます。

　市広報に「介護保険相談室」のコーナーを
設け、情報発信を行うとともに、窓口相談で
は「みんな笑顔で介護保険」、「正しく知っ
て！上手に利用！介護保険」（パンフレッ
ト）の配布を通じた介護保険制度全般の周知
を行った。高齢者の在宅福祉サービスのしお
りを作成し、在宅介護支援センター等へ配布
するなど情報提供に努めた。
　市ホームページへの事業所向けの情報掲載
等を充実させ、制度改正に伴う事業所向け説
明会も開催した。

Ａ

　引き続き、誰もがみやすく、わかりやすい情
報発信に努める必要がある。

現状維
持

－ 医療介護課

57
支援につなぐ体
制づくり

（１）情報提供
の充実

子育て支援に関
する情報提供

　子育て応援の手引き「ぴよぴよ」の発行をはじめ、子育て支援
情報システムや広報紙、ホームページへの掲載を通じ、子育てに
関する情報を提供しています。また、周知にあたっては民生委
員・児童委員をはじめ、地域の子育て支援関係者や関係機関等に
配布することにより、広く子育て家庭への情報提供に取り組んで
います。
　子育て家庭やひとり親家庭など、支援を必要としている人に確
実に情報が届けられるよう、わかりやすく、きめ細かな情報提供
を行っていきます。

〇

　令和元年度に、それまで所管ごとに発行し
ていた子育て情報冊子を集約した子育て応援
ブック「ぴよぴよ」を発行し、市内公共施設
への設置のほか、民生委員・児童委員をはじ
め、広く地域の子育て支援関係者や関係機関
等に配布し、子育て支援に関する情報の提供
に努めた。
　広報紙やホームページに加え、モバイルサ
イト「子育て応援ナビ　赤穂すくすくキッ
ズ」や市の公式ＬＩＮＥ等により、子育て支
援サービスやイベント情報等の発信を行っ
た。

Ｂ

　引き続き、子育て応援の手引き「ぴよぴよ」
の掲載内容のアップデートを図り、子育てに関
する情報の提供に努めていく。
　また子育て世帯が利用しやすいスマートフォ
ン等を使った情報発信を強化する必要がある。

現状維
持

－ 子育て支援課

平成29年度 令和2年度

児童館数 4 4



No. 基本目標 基本施策 取組 内容
重点的に取り
組んだ施策
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58
支援につなぐ体
制づくり

（１）情報提供
の充実

社会福祉協議会
における情報提
供

　社協だよりやホームページ、しおりやパンフレット等を通じて
各種事業の情報を発信しているほか、各種講座などのチラシを随
時発行し、会議や研修会、回覧広報、地域の公民館や福祉施設に
配布し、広く情報提供に努めています。
　今後も、誰もがわかりやすい社協だよりやホームページ、パン
フレット等の作成に努めます。

　毎月あこう社協だよりを広報あこうに折り
こみ、全戸配布で発行している。広報紙に加
え、ホームページやフェイスブック（登録者
約70名）において各種講座や事業実施状況な
どの情報を発進している。

Ａ

　ＳＮＳを十分に活用できているとは言えず、
若年層に向けた情報発信の方法を学ぶ必要があ
る。

拡大・
改善

 あこう社協だよりについては、より市民の
視点に立った記事作成を行い、見やすい広報
紙を目指す。それに加え、ＳＮＳを活用しな
がら、新たな読者獲得を目指す。 社会福祉協議

会

59
支援につなぐ体
制づくり

（１）情報提供
の充実

点字・声の広報
による情報提供

　視覚障がいのある人を対象に、広報等の点訳や音訳、各種会議
資料の点訳等を作成しています。また、点字・音訳のボランティ
アと定期的に交流 会を開催することで、さらなる情報支援に努め
ています。
　今後も、利用者との交流会を定期的に開催し、意見を交換する
ことで、受け手の立場に立った情報提供に努め、視覚障がいのあ
る人の情報支援に取り組みます。

　社会福祉協議会へ委託し、点字・音訳ボラン
ティアが視覚障がいのある人に向けて広報紙を
点字または音声による情報提供を行った。
利用者数
点字広報利用者（13名）・声の広報利用者（21名）

Ａ

　引き続き、社会福祉協議会に委託し、視覚障がい
のある人に向けて広報紙の点字または音声による
情報提供を行う必要がある。

現状維
持

－
社会福祉課

60
支援につなぐ体
制づくり

（１）情報提供
の充実

点字・声の広報
による情報提供

　視覚障がいのある人を対象に、広報等の点訳や音訳、各種会議
資料の点訳等を作成しています。また、点字・音訳のボランティ
アと定期的に交流 会を開催することで、さらなる情報支援に努め
ています。
　今後も、利用者との交流会を定期的に開催し、意見を交換する
ことで、受け手の立場に立った情報提供に努め、視覚障がいのあ
る人の情報支援に取り組みます。

　社会福祉協議会及び点字・音訳ボランティ
アグループの協力のもと、点字広報・声の広
報を作成し、利用者への提供を行った。

Ａ －
現状維
持

－
秘書広報課

61
支援につなぐ体
制づくり

（１）情報提供
の充実

点字・声の広報
による情報提供

　視覚障がいのある人を対象に、広報等の点訳や音訳、各種会議
資料の点訳等を作成しています。また、点字・音訳のボランティ
アと定期的に交流 会を開催することで、さらなる情報支援に努め
ています。
　今後も、利用者との交流会を定期的に開催し、意見を交換する
ことで、受け手の立場に立った情報提供に努め、視覚障がいのあ
る人の情報支援に取り組みます。

　視覚障がいのある人へ声と点字の広報を毎
月発行した。また、視覚に障がいのある人か
ら点訳や録音依頼、各機関からの点訳依頼に
対して都度対応した。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、
視覚障がいのある人と点訳・音訳ボランティ
アグループとの交流会はできなかった。

Ｂ －
現状維
持

－
社会福祉協議
会

62
支援につなぐ体
制づくり

（１）情報提供
の充実

ホームページの
アクセシビリ
ティ化の推進

　市では、すべての人が利用しやすいホームページをめざして、
ウェブアクセシビリティに配慮したホームページづくりを行って
います。
　今後も、ウェブアクセシビリティに配慮したホームページづく
りに取り組みます。

〇

　ウェブアクセシビリティに関する日本工業
規格（JIS）である「JIS X 8341-3:2016」の
適合レベルAA準拠を目標に、毎年アクセシビ
リティに関する検証を実施し、ページの改善
に取り組んでいる。
　また、毎年アクセシビリティに関する職員
研修を実施している。

Ａ

　第三者機関による試験実施の要否や全ページ
のアクセシビリティ対応について検討する必要
がある。

現状維
持

－
秘書広報課

63
支援につなぐ体
制づくり

（１）情報提供
の充実

民生委員・児童
委員等に対する
情報提供

　相談活動の際に的確な対応ができるよう市の福祉サービスをま
とめた冊子「ニーズ別福祉サービス一覧表」を民生委員・児童委
員等に配布しています。
　引き続き、情報提供に努めるとともに、民生委員・児童委員等
と連携を図りながら、高齢者や障がいのある人、子育て世帯な
ど、幅広い世帯に対して必要な情報が行き届くよう、取り組んで
いきます。

　福祉サービスが迅速に提供できるよう
「ニーズ別福祉サービス一覧表」冊子を作成
し、民生委員・児童委員や地域福祉推進委員
に配布するなどしてきめ細やかな情報提供に
取り組んだ。

Ａ －
拡大・
改善

　ニーズ別福祉サービス一覧表については、
紙媒体ではなく、ホームページで公開するな
どし、情報提供に努めていく。

社会福祉課

64
支援につなぐ体
制づくり

（１）情報提供
の充実

対話型情報提供
の推進（早かご
セミナーの実
施）

　「早かごセミナー」など市職員が地域に出向き情報提供を行う
機会を拡大し、対話型情報提供を推進していきます。
　また、市民ニーズに合わせて、セミナーのメニューも随時更新
していきます。

　早かごセミナーを実施し、福祉サービスや
制度などの周知に努めた。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、早かごセミナー等の機会を通じ
て、対話型の情報提供に努める。

社会福祉課

65
支援につなぐ体
制づくり

（２）相談支援
体制の充実

高齢者支援に向
けた相談体制の
充実

　地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任介護支
援専門員を配置し、高齢者等からの介護、福祉、健康、医療等に
関する相談を行う「総合相談支援業務」を実施し、早かごセミ
ナーや民生委員児童委員協議会など、様々な機会を通じて、事業
の周知・啓発に努めています。また、在宅 介護支援センターで
は、在宅の要援護者及びその家族に対し、在宅介護等 に関する多
様な相談に応じ、個々の状況に応じた情報提供等を行っていま
す。
　今後も、高齢者やその家族が抱える悩みや不安の解消に向け、
相談体制の充実を図るとともに、各相談機関について、周知・啓
発に努めます。

　高齢者相談の窓口等に関する情報を広報あ
こうに掲載し、周知・啓発に努めた。また、
在宅介護支援センター等に高齢者在宅福祉
サービスのしおりを配布し、情報提供を行っ
た。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、多様な高齢者相談に応じる相談
員に対して、福祉サービスや制度等の情報提
供を行っていく。

社会福祉課

66
支援につなぐ体
制づくり

（２）相談支援
体制の充実

高齢者支援に向
けた相談体制の
充実

　地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任介護支
援専門員を配置し、高齢者等からの介護、福祉、健康、医療等に
関する相談を行う「総合相談支援業務」を実施し、早かごセミ
ナーや民生委員児童委員協議会など、様々な機会を通じて、事業
の周知・啓発に努めています。また、在宅 介護支援センターで
は、在宅の要援護者及びその家族に対し、在宅介護等 に関する多
様な相談に応じ、個々の状況に応じた情報提供等を行っていま
す。
　今後も、高齢者やその家族が抱える悩みや不安の解消に向け、
相談体制の充実を図るとともに、各相談機関について、周知・啓
発に努めます。

　高齢者本人、家族、民生委員等様々な人か
らの相談に対し、電話、来所、訪問による総
合相談を行っている。

Ｂ

　近年、複雑かつ複合的課題を抱える相談も増
加しており、社会福祉課相談窓口「えーる」と
の協働による包括的な支援体制整備を図る必要
がある。

現状維
持

　引き続き、関係機関と協働しながら総合相
談支援業務を通じて、高齢者やその家族等へ
の支援を継続していく。

地域包括支援
センター



No. 基本目標 基本施策 取組 内容
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組んだ施策
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67
支援につなぐ体
制づくり

（２）相談支援
体制の充実

高齢者相談体制
の連携・強化

　日常生活圏域５か所に設置されている地域包括支援センターブ
ランチとしての在宅介護支援センターと定期的に連絡会を開催
し、個別ケースについての検討を行ったり、情報交換を行ってい
ます。また、在宅介護支援センター運営協議会では、在宅介護支
援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協
議するための会議を年１回開催し、運営に関する協議等を行って
います。
　今後も、地域包括支援センターと在宅介護支援センターとの連
絡を密にし、定期的に連絡会を開催するなど、高齢者をはじめと
する市民からの相談に迅速に対応するとともに、関係機関との連
携を図っていきます。

　在宅介護支援センター運営協議会を開催
し、在宅介護支援センターの事業報告や高齢
者福祉の諸問題について意見交換を行った。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、在宅介護支援センター運営協議
会を開催し、在宅介護支援センターの運営や
高齢者福祉に関する協議を行う。

社会福祉課

68
支援につなぐ体
制づくり

（２）相談支援
体制の充実

高齢者相談体制
の連携・強化

　日常生活圏域５か所に設置されている地域包括支援センターブ
ランチとしての在宅介護支援センターと定期的に連絡会を開催
し、個別ケースについての検討を行ったり、情報交換を行ってい
ます。また、在宅介護支援センター運営協議会では、在宅介護支
援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協
議するための会議を年１回開催し、運営に関する協議等を行って
います。
　今後も、地域包括支援センターと在宅介護支援センターとの連
絡を密にし、定期的に連絡会を開催するなど、高齢者をはじめと
する市民からの相談に迅速に対応するとともに、関係機関との連
携を図っていきます。

　在宅介護支援センターと定期的な連絡会（6
回/年）を開催し、地域活動についての情報共
有を行っている。

Ｂ

　近年、複雑かつ複合的課題を抱える相談も増
加しており、ブランチとして協働による包括的
な支援体制整備を図る必要がある。

現状維
持

　高齢者をはじめとする市民からの相談に迅
速に対応するため、引き続き、定期的な連絡
会を開催し、情報共有を行うなど関係機関と
の連携を図っていく。

地域包括支援
センター

69
支援につなぐ体
制づくり

（２）相談支援
体制の充実

認知症に対する
相談の充実

　地域包括支援センターで行っている認知症総合支援事業におい
て、「認知症ケアパス」を利用して、認知症の進行具合や状態に
よって受けられる医療・介護・福祉サービスなどの社会資源をま
とめた認知症ケアパス（社会資源整理表）を作成して、円滑に相
談支援が行えるようにしています。
　今後も、認知症ケアパスを利用して、認知症に対する相談支援
を行います。

　認知症ケアパスの「赤穂市認知症ガイド
ブック」を毎年作成し、認知症に関する相談
時などに活用している。

Ｂ

　認知症相談場面での利活用が十分でない。ま
た、掲載内容について、認知症の容態や段階に
応じた適切な内容であるかどうか、古い情報と
なっていないかなど推敲が必要である。

拡大・
改善

　市民への普及啓発を推進するため、引き続
き、認知症地域支援推進員を中心に認知症ケ
アパスの有効活用を図っていく。

地域包括支援
センター

70
支援につなぐ体
制づくり

（２）相談支援
体制の充実

障がいのある人
に対する相談体
制の充実

　平成29年度より、障がいのある人の生活を地域全体で支えるこ
とができるよう、地域における相談支援の中核的な役割を担う機
関として基幹相談支援センターを設置し、相談機能のネットワー
クの構築を図ります。
　また、身体障がい者相談員、知的障がい者相談員、精神障がい
者相談員 による相談を継続して実施していくとともに、相談員や
相談日等に関する周知・啓発に取り組みます。

○

　平成２９年度より、社会福祉課内に障がい
者基幹相談支援センターを設置し、相談機能
の充実を図っている。
　また、奇数月に身体障がい者相談員、知的
障がい者相談員、精神障がい者相談員による
相談を実施し、広報等で相談員や相談日等に
関する周知に努めている。

Ａ

　基幹相談支援センターを中心とした相談機能
の充実と部会の活用による体制の強化が必要で
ある。
　また、障がい者相談員による相談日の周知・
啓発を図る必要がある。

現状維
持

－ 社会福祉課

71
支援につなぐ体
制づくり

（２）相談支援
体制の充実

健康相談の充実

　保健センターにおいて、保健師及び管理栄養士による随時健康
相談を実施するとともに、健康相談員による随時健康相談及び各
地区公民館での地区別健康相談を実施しています。
　今後も、あらゆる機会を活用し、健康相談を実施していきま
す。

○

　保健師及び管理栄養士による随時健康相談
及び健康相談員による各地区公民館での地区
別健康相談を実施した。

Ｂ

　保健師や管理栄養士による随時相談及び健康
相談員による地区別健康相談は、地域に身近で
相談しやすい仕組みとなっている。今後も相談
体制を継続していくため人材確保の必要があ
る。

現状維
持

　健康相談員の質的向上を図りながら、地域
における健康づくりを促進していく。

保健センター

72
支援につなぐ体
制づくり

（２）相談支援
体制の充実

家庭児童相談員
による相談の充
実

　子どもを養育していく上での様々な悩み、心配ごとについての
相談に応じる「家庭児童相談員」を配置しています。
　今後も、家庭児童相談員による子育て相談を継続して実施して
いきます。

〇

　子どもを養育していく上での様々な悩み、
心配ごとについての相談に応じる家庭児童相
談員等により、子育て相談を実施した。

Ｂ

　悩みや不安を抱えているが相談先が分からな
い、市役所で相談することへのハードルが高い
といった方へのアプローチを検討する必要があ
る。

拡大・
改善

　令和３年度に、子ども家庭総合支援拠点を
設置し、全ての子どもや子育て家庭を対象と
して、継続的な相談支援体制の強化を図って
いく。
　ＳＮＳ等も活用し、相談先の周知を強化す
る。

子育て支援課

73
支援につなぐ体
制づくり

（２）相談支援
体制の充実

母子・父子自立
支援員による相
談の充実

　ひとり親家庭及び寡婦に対し、母子・父子自立支援員が生活一
般についての相談指導や母子父子寡婦福祉資金に関する相談・指
導を行っていま す。
　今後も、母子・父子自立支援員による相談・指導を継続して実
施していきます。

　母子・父子自立相談員による生活や就労に
関する相談を行った。
　母子家庭等就業支援各種助成制度を活用
し、ひとり親家庭の自立に向けた支援を行っ
た。 Ｂ

　悩みや不安を抱えているが相談先が分からな
い、市役所で相談することへのハードルが高い
といった方へのアプローチを検討する必要があ
る。
　ひとり親家庭に向けた各種制度の周知方法を
検討する必要がある。

現状維
持

－ 子育て支援課

74
支援につなぐ体
制づくり

（２）相談支援
体制の充実

民生委員・児童
委員による相談
及び支援体制の
充実

　民生委員児童委員協議会では、月１回の定例会、地区定例会、
部会活動（高齢者福祉部会、児童福祉部会、障がい者福祉部会、
広報部会）などで研修を行い、担当地区において相談活動を行っ
ています。
　民生委員・児童委員の活動業務が多種・多様化しており、民生
委員・児童委員の負担が増えていることから、民生委員・児童委
員の活動の支援を図りながら、相談支援体制を整備していきま
す。

　毎月の定例民生委員児童委員協議会におい
て、行政からの情報提供や研修を行ったほ
か、部会活動等を通じて相談支援体制の強化
を図った。
　民生委員・児童委員が円滑に安心して活動
できるよう、普段から相談しやすい関係を築
くなど、活動に対する支援に取り組んだ。

Ｂ

　新型コロナウイルス感染症拡大により定例会
が中止になったり、部会での活動が制限されて
いる。

現状維
持

－ 社会福祉課



No. 基本目標 基本施策 取組 内容
重点的に取り
組んだ施策

施策の実施状況 評価 取組の課題 方向性 具体的な方向性 主担当課

75
支援につなぐ体
制づくり

（２）相談支援
体制の充実

心配ごと相談の
充実

　社会福祉協議会の相談窓口である心配ごと相談の相談体制の充
実を図るとともに、相談内容の多様化等に対応するため、相談員
のスキルアップや確保・育成、行政の相談窓口や他相談機関等と
の連携の強化を図ります。
　また、心配ごと相談の積極的な周知にも努めます。

　毎週水曜日の一般相談に加え、月2回こころ
の相談、月1回弁護士相談を実施し、令和2年
度114件の相談があった。周知については、毎
月の日程を広報紙（市・社協）や赤穂民報に
掲載し、周知を行った。

Ａ

　こころの相談および弁護士相談は、コンスタ
ントに予約が入っているが、一般相談の来所者
が少ない。

現状維
持

　相談所の周知に力を入れながら、現在の取
り組みを継続していく。

社会福祉協議
会

76
支援につなぐ体
制づくり

（３）支援が行
き届くサービス
提供体制の充実

地域総合援護シ
ステム※の充実

　困っている人が、いつでも、どこでも必要な援護が受けられ、
安心して暮らせる社会を実現するため、福祉・保健・医療の連携
が取れた総合的なサービスを迅速、かつ効果的に提供できる福祉
システム「地域総合援護システム」を構築しています。
　今後も、支援を必要とする人の発見から必要な支援に円滑につ
なぐことができるよう、各種相談員や地域組織、サービス提供事
業者など、様々な機関との連携・協力により進めていきます。

　地域総合援護システムを推進するため、民
生委員・児童委員を通じて、要援護者の状況
を把握するとともに、福祉・保健・医療の
様々な関係機関等と連携を図りながら、福祉
サービスの提供に努めた。 Ｂ －

現状維
持

－ 社会福祉課

77
支援につなぐ体
制づくり

（３）支援が行
き届くサービス
提供体制の充実

ニーズの把握と
関係機関との連
携

　子どもの貧困や社会的孤立、ひきこもりなどが新たな社会問題
として注目 されていますが、対象となる人がどれだけ存在するの
か、把握が難しい状況にあります。
　対象となる人の把握に努めるとともに、適切な支援につないで
いくために、福祉等に携わる関係部署や関係機関、民生委員・児
童委員等と連携を図ります。

　ケース会議や支援調整会議の実施等によ
り、関係部署や関係機関と連携し、生活困窮
者やそのニーズの把握に努めた。

Ｂ －
現状維
持

－
社会福祉課

78
支援につなぐ体
制づくり

（３）支援が行
き届くサービス
提供体制の充実

ニーズの把握と
関係機関との連
携

　子どもの貧困や社会的孤立、ひきこもりなどが新たな社会問題
として注目 されていますが、対象となる人がどれだけ存在するの
か、把握が難しい状況にあります。
　対象となる人の把握に努めるとともに、適切な支援につないで
いくために、福祉等に携わる関係部署や関係機関、民生委員・児
童委員等と連携を図ります。

〇

　令和元年度に子どもの生活実態調査を実施
し、市内の子育て世帯の経済状況を含む生活
状態の把握に努めた。
　支援が必要な子どもについては、関係部署
をはじめ、学校園所や民生委員・児童委員等
と連携し、早期支援に努めた。

Ｂ

　引き続き、関係部署や関係機関等との連携を
強化する必要がある。
　貧困家庭への支援として重要とされている学
習支援の充実を図る必要がある。
　ヤングケアラーへの対応も課題。

拡大・
改善

　これまで以上に福祉と教育の連携を強化し
ていく。
　子ども食堂や学習支援実施団体等とのネッ
トワークづくりを検討する。 子育て支援課

79
支援につなぐ体
制づくり

（３）支援が行
き届くサービス
提供体制の充実

生活困窮者自立
支援事業の実施

　生活困窮者自立支援法が平成27年４月から施行されたことに伴
い、生活困窮者自立支援事業を実施しています。また、社会福祉
協議会では、生活困窮者に対して緊急的、一時的な対応として、
食糧等を提供する生活困窮者支援事業を行っています。
　生活困窮の背景に障がいや疾病などが要因の場合もあり、単に
経済的な困窮を解消するだけでは永続的な解決には結びつかいな
いことがあることから、関係部署、関係機関との密接な連携を図
り、その人に合った支援に結びつけていきます。

○

　法で実施が必須とされる、自立相談支援事
業と住宅確保給付金の支給、任意事業の一時
生活支援事業、独自事業の食料等支援事業
（補助金）を実施した。
　また、令和2年10月に社会福祉課相談窓口
「え～る」を開設し、生活困窮者等の相談に
柔軟に対応した。

Ａ

　新型コロナウイルス感染症の影響により、失
業、収入減となる生活困窮者からの相談が増加
し、相談支援員の業務も膨大になっている。相
談支援員がバーンアウトしないような体制づく
りが必要である。

拡大・
改善

　国からは重層的な支援体制の整備が求めら
れており、現在の社会福祉課相談窓口「え～
る」では生活困窮者、障がい者の相談支援に
努めている。今後は高齢者、児童の担当窓口
とも連携し、さらなる相談体制の充実に努め
ていく。 社会福祉課

80
支援につなぐ体
制づくり

（３）支援が行
き届くサービス
提供体制の充実

生活困窮者自立
支援事業の実施

　生活困窮者自立支援法が平成27年４月から施行されたことに伴
い、生活困窮者自立支援事業を実施しています。また、社会福祉
協議会では、生活困窮者に対して緊急的、一時的な対応として、
食糧等を提供する生活困窮者支援事業を行っています。
　生活困窮の背景に障がいや疾病などが要因の場合もあり、単に
経済的な困窮を解消するだけでは永続的な解決には結びつかいな
いことがあることから、関係部署、関係機関との密接な連携を図
り、その人に合った支援に結びつけていきます。

　緊急的かつ一時的に生計の維持が困難と
なった世帯希望者に、生活に必要な食糧等を
提供している。令和２年より新型コロナウイ
ルス感染症が拡大し、生活困窮者が増加。ボ
ランティアや企業等から食糧や物資の提供が
あり、希望された生活困窮者へ提供。また、
単なる食糧確保ではなく困窮生活を解消する
ため関係部署、関係機関の紹介をしたり、支
援者と連携を図っている。

Ｂ

　単なる食糧確保だけでなく世帯の自立を促
し、円滑な社会生活が持続的に送れるよう支援
することが必要である。食糧支援後も困窮が継
続したり、一定期間経過後、再度利用の申し出
があるなど生活改善に繋がっていないケースが
ある。 拡大・

改善

　行政、民生委員、ボランティア、関係機関
との密接な連携を図り、情報交換を行いなが
ら、食糧の有効活用、提供を行う。

社会福祉協議
会

81
支援につなぐ体
制づくり

（３）支援が行
き届くサービス
提供体制の充実

市民にわかりや
すい福祉施策の
展開

　関係各課がそれぞれ実施する福祉施策について、内部評価や外
部評価の実施により事業の点検・検証から統廃合を行い、複雑な
サービス体系の解消をめざし、サービスを利用する人にとってわ
かりやすく利用しやすい施策の展開を行います。

　市の福祉施策において、内部評価や外部評
価の実施により、事業内容等の点検・検証を
行った。

Ａ －
拡大・
改善

　前総合計画による内部評価及び外部評価事
業結果のフォローアップは、令和３年度に終
了するが、関係機関や利用者の意見等を聞く
などし、引き続き事業内容の点検・検証を行
い市民にわかりやすい福祉施策の展開に努め
る。

社会福祉課

82
支援につなぐ体
制づくり

（３）支援が行
き届くサービス
提供体制の充実

民間事業者の参
入促進

　地域で支援を必要とする人が様々なサービスを選択できるよ
う、民間事業者やNPO 法人など、多くの事業者が参入できる環境
づくりに努めます。

　旧介護予防訪問介護・通所介護の運営基準
等を緩和した緩和型サービスの提供を行っ
た。

Ａ －
現状維
持

　今後も、緩和型サービスの考え方の周知を
通じて、指定事業者の拡大に努める。

医療介護課

83
支援につなぐ体
制づくり

（３）支援が行
き届くサービス
提供体制の充実

民間事業者の参
入促進

　地域で支援を必要とする人が様々なサービスを選択できるよ
う、民間事業者やNPO 法人など、多くの事業者が参入できる環境
づくりに努めます。

　生活支援・介護予防サービス体制整備協議
体の中で高齢者を中心とした生活支援等サー
ビスの体制整備に向けて、自治会代表等多様
な主体が参画する協議体を開催している。
　また、民間事業者など生活支援サービス実
施団体との連携を深めるための連絡会を毎年
開催している。

Ｂ

　高齢者等の生活を支える生活支援等サービス
提供団体について、関係機関間のネットワーク
化を図るため、情報の共有・連携強化の場とし
ての連絡会を定期的に開催する必要がある。 現状維

持

　引き続き、生活支援・介護予防サービス体
制整備協議体の中で、生活支援のための多様
なサービスを創出できるよう協議を継続して
いく。 地域包括支援

センター



No. 基本目標 基本施策 取組 内容
重点的に取り
組んだ施策
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84
支援につなぐ体
制づくり

（４）権利擁護
の充実

成年後見制度の
利用推進

　認知症高齢者、知的障がい・精神障がいのある人など判断能力
に不安のある人の契約をサポートする成年後見制度の周知・利用
促進に取り組むとともに、増加する認知症高齢者等の身上監護や
財産管理を担う市民後見人を養成する講座を実施しています。 高
齢化に伴い、成年後見制度に対するニーズは高まっていくものと
考えら れることから、相談支援等の中で対象者を把握し、本制度
の利用促進に努めます。
　また、西播磨４市３町で平成28年度に共同設置した「西播磨成
年後 見支援センター」と連携を図り、成年後見制度の普及や利用
促進、専門的な相談支援を行っていきます。

　西播磨成年後見支援センターに委託し、成
年後見制度の普及・啓発、相談、市民後見人
の養成等を実施した。

Ａ －
現状維
持

　引き続き、西播磨成年後見支援センターと
連携し、成年後見制度の利用促進に努める。

社会福祉課
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（４）権利擁護
の充実

福祉サービス利
用援助事業の推
進

　社会福祉協議会が実施している福祉サービス利用援助事業（日
常生活自立支援事業）の周知を図るとともに、本市では利用料の
負担軽減に努めています。
　本サービスについても、今後利用が高まると考えられることか
ら、社会福祉協議会と連携を図りながら、福祉サービス利用援助
事業の利用促進に努め、判断能力に不安のある人が福祉サービス
を利用しながら地域で安心して生活が営めるよう、取り組んでい
きます。

　社会福祉協議会が実施する福祉サービス利用
援助事業について、利用料（1単位1,000円）の半
額を助成した。

Ａ

　引き続き、社会福祉協議会が実施する福祉
サービス利用援助事業について、利用料の半額
を助成していくための適切な予算措置が必要で
ある。

現状維
持

－
社会福祉課
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（４）権利擁護
の充実

福祉サービス利
用援助事業の推
進

　社会福祉協議会が実施している福祉サービス利用援助事業（日
常生活自立支援事業）の周知を図るとともに、本市では利用料の
負担軽減に努めています。
　本サービスについても、今後利用が高まると考えられることか
ら、社会福祉協議会と連携を図りながら、福祉サービス利用援助
事業の利用促進に努め、判断能力に不安のある人が福祉サービス
を利用しながら地域で安心して生活が営めるよう、取り組んでい
きます。

　あこう社協だよりなどで、福祉サービス利
用援助事業（日常生活自立支援事業）の周知
を図っている。事業利用者の負担軽減を図
り、市より利用料の半額助成がある。令和2年
度には3名の新規利用登録があり、年度末で16
名が利用中。判断能力に不安のある人が地域
で安心して生活できるよう、日々の困りごと
に対する相談、支援、日常的金銭管理の援助
を行った。

Ｂ

　事業利用者の支援を行う生活支援員につい
て、高齢や障がいなど個々の特性に合わせて支
援ができるよう、研修会等を通じての育成や高
齢化による後継者確保が必須である。時代の流
れとともに事業利用者の生活環境も多様化し、
事業の範囲では支援が難しいことも出てきてい
る。

拡大・
改善

　本事業は単なる金銭管理を目的とした事業
ではないことも含め、正しい事業理解の周知
を継続しながら、利用者の増加を図る。ま
た、成年後見支援センターなど関係機関との
連携を密にし、事業利用者の判断能力に合わ
せた適切な支援先へつないでいく。生活支援
員については、アンテナを張り、有能な人材
確保に努める。

社会福祉協議
会
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（４）権利擁護
の充実

障がいや障がい
のある人に対す
る理解の促進

　障がいや障がいのある人に対する理解の促進に向け、市役所内
での授産品のロビー販売や、義士祭、赤穂シティマラソン大会に
おいて施設ブースの設置、授産品等の販売等により、障がいのあ
る人の活動の周知に取り組んできました。また、障がい者施策や
障がいのある人との接し方の周知、大学等への講師派遣にも取り
組んでいます。
　障害者差別解消法の趣旨に則り、障がいを理由とした差別の解
消に向け、今後も障がいや障がいのある人に対する理解の促進、
浸透に努めます。

　毎週水曜日に実施している市役所内での障
害者就労施設によるロビー販売や義士祭、赤
穂シティマラソン大会において販売ブースを
設置し、授産品等の販売を実施することによ
り、障がいのある人の活動の周知に取り組ん
だ。また、自治会長会や社会福祉協議会等で
の研修に講師を派遣し、障がいや障がいのあ
る人に対する理解の促進に努めた。

Ｂ

　引き続き、障がいや障がいへの理解促進のた
め、障がいのある人との接し方の周知や研修等
への講師派遣に取り組む必要がある。

現状維
持

－ 社会福祉課
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（４）権利擁護
の充実

児童虐待防止の
推進

　虐待を受けた児童など、要保護児童の支援に向けた要保護児童
対策地 域協議会を設置し、関係機関との定期的、また随時会議を
開催し、ネットワ ークを形成しています。
　今後も、さらなる相談機能の充実のため、関係機関とのネット
ワークの強 化を推進していきます。また、児童家庭相談の充実・
強化に向け、研修会等 に職員を派遣し、地域福祉の担い手の育成
に取り組むとともに、児童虐待 防止推進月間等を活用し、虐待防
止に向けた周知・啓発に努めます。

〇

　要保護児童対策地域協議会による、定期的
また随時会議を開催し、関係機関との連携を
強化した。
　令和２年度に児童虐待対応アドバイザーを
設置し、児童虐待対応について、指導、助言
を得るとともに、各種研修会に参加し、職員
のスキルアップに努めた。
　11月の児童虐待防止推進月間に合わせ、公
共施設にのぼり旗を設置したほか、広報誌へ
の記事掲載により、啓発活動を行った。

Ｂ

　関係機関との連携強化により虐待の予防、早
期発見に取り組む必要がある。
　子ども家庭総合支援拠点を中心とした相談支
援体制を強化する。
　虐待防止の更なる啓発に努める。 拡大・

改善

　令和３年度に子ども家庭総合支援拠点を設
置し、全ての子どもや子育て家庭を対象とし
て、継続的な相談支援体制の強化を図ってい
く。

子育て支援課
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（４）権利擁護
の充実

高齢者虐待の防
止

　地域包括支援センターで行う総合相談支援業務において、高齢
者虐待や認知症高齢者等の権利擁護に関する相談を実施していま
す。
　今後も、総合相談支援業務において、必要者への成年後見制度
の周知を図っていきます。

　総合相談支援における高齢者虐待及び権利
擁護に関する相談は年々増加傾向にある。
＜参考＞
虐待：R1年度49件、R2年度77件
権利擁護：R1年度36件、R2年度47件

Ｂ

　高齢者数の増加に伴い、単身世帯や高齢者夫
婦世帯、また、遠方等の理由により家族支援が
望めない高齢者の増加などが予測される。あら
ゆる機会での任意後見制度等福祉制度について
普及啓発が必要である。

現状維
持

　引き続き、高齢者福祉担当部署や関係機関
との連携のもと高齢者の権利擁護並びに虐待
防止に努めていく。

地域包括支援
センター
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（４）権利擁護
の充実

人権教育・啓発
の推進

　「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」及び「兵庫県人
権教育及び啓発に関する総合推進指針」の趣旨に基づき、人権啓
発施策を推進して います。
 　新たにインターネット上の人権侵害が問題化するなど、ますま
す多様化・ 複雑化する人権問題に対し、適切な取組を進めていく
必要があります。 人権問題の解消、人権意識の普及・高揚のた
め、今後も幅広く、長期間 にわたる啓発活動を推進していきま
す。

○

　「赤穂市人権教育・啓発基本計画」に基づ
き、「人権を考えるつどい（人権・男女共同
参画フォーラム）」の開催などの人権啓発に
取り組みました。令和３年度からはインター
ネット・モニタリング事業を開始し、イン
ターネット上の人権侵害の監視による抑止を
図り、多様化する人権問題の解消に努めてい
る。

Ｂ

　人権問題に対して、市民の関心は高いが地域
や職場で行われる学習会や研修会への参加には
消極的で、人権教育及び人権啓発の取組みが市
民全体に浸透しているとは言えない状況であ
る。そのため、個々の人権課題を明らかにし、
それぞれの特性に応じた啓発の手法等を検証す
ることで、多様な世代に対する教育・啓発が効
果的に行えるよう工夫する必要がある。

現状維
持

－ 市民対話課



No. 基本目標 基本施策 取組 内容
重点的に取り
組んだ施策

施策の実施状況 評価 取組の課題 方向性 具体的な方向性 主担当課
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（４）権利擁護
の充実

学校等における
人権教育の推進

　人権に関する理解と人権感覚の涵養、自他の人権を守りながら
人権課題 を解決しようとする実践的な行動力を育成する人権教育
に取り組んでいます。
　今後も、学校等における人権教育目標の実現のため、人権教育
の全体計画を作成し、発達の段階に応じて、個別的な人権課題を
年間指導計画に位置付け、各教科や総合的な学習の時間等、教育
活動全体を通して取り組みます。

　各学校において、人権教育の全体計画を作
成し、発達の段階に応じた人権課題を年間指
導計画に位置づけるとともに、人権教育の内
容や活動をすべての領域・教科等に位置づ
け、教育活動全体を通じて推進していった。
地域指定の実践研究会（坂越中学校区）（書
面発表）を開催し、人権教育の拡充に努め
た。

Ａ

　コロナ禍により新たな人権課題が生まれてき
ている。それを解決するための新たな取り組み
も必要になってきている。

拡大・
改善

　各校で作成している人権教育の全体計画お
よび年間指導計画の中に新たな人権課題を位
置づけ各教科や総合的な学習の時間等、教育
活動全体を通して取り組むとともに、子ども
や学校、地域の実態をつぶさに深くとらえな
がら人権教育を推進していく。 学校教育課
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（１）防災・防
犯体制の充実

避難行動要支援
者情報の把握

　平成25年６月に「災害対策基本法」が改正され、災害時要援護
者名簿から避難行動要支援者名簿と名称等が変わり、自力避難が
困難な人を地域全体で支援するための名簿の整備を行っていま
す。
　また、平成28年３月に災害時避難行動要支援者対応マニュアル
を作成しました。毎年、自主防災組織である自治会に、本人同意
を得ている避難行動要支援者の名簿を配布しています。 引き続
き、広報等を活用し、自力避難が困難な人の名簿登録の周知・啓
発を行い、避難行動要支援者名簿の整備に努めます。

　避難行動要支援者名簿登録について、広報
あこう６月号や自治会長会等で周知・啓発を
行った。

Ａ

　毎年、６月から７月にかけて各地区の自治会
長会等で周知、啓発を行うが、自治会によって
共助に対する温度差がある。

現状維
持

　広報等を活用し、自力避難が困難な人の名
簿登録の必要性を周知・啓発し、避難行動要
支援者名簿の整備に努める。また、地域との
連携により情報共有を図り、避難行動要支援
者名簿の整備に努める。

社会福祉課
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（１）防災・防
犯体制の充実

避難行動要支援
者情報の把握

　平成25年６月に「災害対策基本法」が改正され、災害時要援護
者名簿から避難行動要支援者名簿と名称等が変わり、自力避難が
困難な人を地域全体で支援するための名簿の整備を行っていま
す。
　また、平成28年３月に災害時避難行動要支援者対応マニュアル
を作成しました。毎年、自主防災組織である自治会に、本人同意
を得ている避難行動要支援者の名簿を配布しています。 引き続
き、広報等を活用し、自力避難が困難な人の名簿登録の周知・啓
発を行い、避難行動要支援者名簿の整備に努めます。

　各自治会等と相互の情報共有を図るために
説明会を実施した。
実施月（６月、７月）

Ｂ

　引き続き、地域との連携により情報共有を図
り、関係部局と協力し避難行動要支援者名簿の
整備に努める。

現状維
持

ー 危機管理担当
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（１）防災・防
犯体制の充実

災害時の支援体
制の整備促進

　避難時における情報伝達について、新たに防災行政無線を整備
するとともに、市民への災害時における情報提供として、赤穂市
内の雨量など、気象 状況を赤穂市のホームページから確認できる
よう気象観測装置を整備しました。さらに、「職員防災行動初動
マニュアル」「避難勧告等の判断伝達マニ ュアル」「災害時避難
行動要支援者マニュアル」「避難所運営マニュアル」を 作成し、
災害時支援体制の整備を進めています。
　熊本地震をはじめ、全国で発生している災害は、これまでに想
定していなかった事象も多いことから、より時代に即した支援体
制の構築ができるよう努めます。

　災害時の確実な情報伝達手段確保のため、
防災行政無線設備の保守点検を実施した。
　市ホームページに市内７カ所の気象観測
データを掲載し、市民にリアルタイムで気象
観測情報の提供を行った。
決算額（1,192,730円）

Ａ

　引き続き、防災行政無線等を活用して、災害
時に必要な情報伝達を適切に行う。
　気象観測データの情報提供を継続し、災害の
備え、防災意識の向上に役立てていく。
予算額（1,386,000円）

現状維
持

ー 危機管理担当
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（１）防災・防
犯体制の充実

災害ボランティ
アセンターの体
制づくり

　災害時に円滑な防災支援活動ができるよう、社会福祉協議会で
は年１回、災害ボランティアセンター開設訓練を実施しているほ
か、災害ボランティア養成講座や災害ボランティア研修会、防災
士資格助成を行い、災害時に効果的な活動ができるよう訓練や人
材育成を行っています。
　引き続き、積極的な周知・啓発を図るとともに、関係機関と連
携し体制の強化に努めます。

　災害ボランティアセンター開設訓練に参加
し、関係機関との連携強化に努めた。

Ａ －
現状維
持

　災害ボランティアセンター開設訓練を継続
して実施し、災害時に円滑な活動ができるよ
う関係機関との連携、体制強化を図る。

社会福祉課
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（１）防災・防
犯体制の充実

災害ボランティ
アセンターの体
制づくり

　災害時に円滑な防災支援活動ができるよう、社会福祉協議会で
は年１回、災害ボランティアセンター開設訓練を実施しているほ
か、災害ボランティア養成講座や災害ボランティア研修会、防災
士資格助成を行い、災害時に効果的な活動ができるよう訓練や人
材育成を行っています。
　引き続き、積極的な周知・啓発を図るとともに、関係機関と連
携し体制の強化に努めます。

　新型コロナウイルス感染拡大防止により実
働型の災害ボランティアセンター開設訓練は
実施されなかったが、関係機関との情報共有
に努めた。

Ｂ

　災害ボランティアセンター開設訓練を継続し
て実施し、災害時に円滑な活動ができるよう関
係機関との連携、体制強化を図る。

現状維
持

ー
危機管理担当
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（１）防災・防
犯体制の充実

災害ボランティ
アセンターの体
制づくり

　災害時に円滑な防災支援活動ができるよう、社会福祉協議会で
は年１回、災害ボランティアセンター開設訓練を実施しているほ
か、災害ボランティア養成講座や災害ボランティア研修会、防災
士資格助成を行い、災害時に効果的な活動ができるよう訓練や人
材育成を行っています。
　引き続き、積極的な周知・啓発を図るとともに、関係機関と連
携し体制の強化に努めます。

　令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影
響により災害ボランティアセンター開設訓練
が実施できなかったが、災害ボランティア養
成講座や災害ボランティア研修会、防災士資
格取得助成を行い、災害ボランティアや防災
士の育成、知識や技術の向上に務めた。活動
は赤穂防災士の会や赤穂ボランティア協会と
協働している。

Ｂ

　高校生や大学生などの若年層に開設訓練や養
成講座、研修会などに参加を呼びかけ、有事の
際に活動できる若い力の獲得が必要。また、災
害ボランティアセンターの開設場所や運営方法
など、より実践的な準備が不十分。現在の状況
に応じたマニュアルの改定も必要。

拡大・
改善

　行政はもちろん、青年会議所や災害支援活
動をしているNPO法人などと連携し、より実
践的なマニュアルの策定や実践に向けた取り
組みに繋げていく。

社会福祉協議
会



No. 基本目標 基本施策 取組 内容
重点的に取り
組んだ施策

施策の実施状況 評価 取組の課題 方向性 具体的な方向性 主担当課

98
安全・安心のま
ちづくり

（１）防災・防
犯体制の充実

防災に対する意
識の啓発

　学校や地域住民に対し、防災訓練の実施や小学校の運動会時に
防災に 関連する競技を取り入れてもらうなど、防災意識の啓発に
努めています。また、防災ハザードマップ※についても、転入者
への配布をはじめ、広報紙による周知を図るなど、災害時の活用
を促進しています。
　地震や水害など大規模災害の発生に備え、引き続き市民に対し
防災意識 の高揚を図っていきます。また、学校教育では各教科や
体験活動を通して、 災害から自らの生命を守るため、主体的に行
動する力の育成に取り組むとともに学校の防災体制の整備・充実
に努めます。

　11月15日に塩屋地区において南海トラフ巨
大地震を想定した情報伝達訓練を実施し、地
域防災力の向上に努めた。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら集合型の訓練は未実施
決算額（201,201円）
　市内各小学校において教職員、児童による
防災訓練・防災学習を実施し、地域コミュニ
ティの防災体制強化に努めた。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら住民参加の訓練は未実施
決算額（296,269円）

Ｂ

　引き続き、住民主体の防災訓練の実施や小学
校の運動会時に防災関連競技を取り入れるなど
して、地域防災力の向上を目指す。
予算額（842,000円）
・各地区での防災説明会を行い、市民に地域ご
との災害ハザードを理解してもらい、防災意識
の向上につなげていく。

現状維
持

ー 危機管理担当

99
安全・安心のま
ちづくり

（１）防災・防
犯体制の充実

防犯体制の強化

　「赤穂みまもり隊」によるパトロールをはじめ、防犯標語ス
テッカーの作成及び公用車への貼付、さらにはのぼり旗を作成す
るなど啓発に努めるとともに、各種団体の実施事業とも連携し、
地域における防犯活動の推進に努めています。
　 防犯は地域ぐるみの活動が必要であることから、引き続き各種
団体との連携を密にし、安全で安心なまちづくりを進めていくた
め、積極的に地域の防犯活動を促進していきます。

　「赤穂みまもり隊」によるパトロールの実
施、のぼり旗の作成、掲出を行うなど防犯の
啓発を図るとともに、各種団体と地域におけ
る防犯活動の推進に努めた。

　赤穂市防犯協会をはじめ、各種団体と連携
し安全で安心なまちづくりを推進した。

Ａ

　引き続き、防犯パトロールの実施、のぼり旗
の作成、各種団体の実施事業とも連携し、防犯
活動の推進を図っていく。

現状維
持

ー 危機管理担当

100
安全・安心のま
ちづくり

（１）防災・防
犯体制の充実

消費者被害対策
の強化

　兵庫県西播磨消費生活センター等の関係機関と連携し、消費者
被害防止に向けた周知を図るため、継続して情報提供を行いま
す。

　広報あこうやホームページ、出前講座等の
様々な機会を通じて消費者被害防止に向けた
情報提供を行った。 Ｂ

　消費生活センターの相談員には専門知識が求
められるため、知識の向上や後継者育成が課題
となる。

現状維
持

ー 市民対話課

101
安全・安心のま
ちづくり

（２）住みやす
いまちづくり

バリアフリー化
の推進

　兵庫県の福祉のまちづくり条例に基づき、多くの市民が利用す
る公共施設について、高齢者や障がいのある人に配慮したスロー
プや手すりの設置等を行うとともに,その周辺道路や公園等を安全
で快適に利用できるよう面的な整備に取り組んでいます。また、
子ども連れでも安心して外出できる環 境整備に向け、公共施設に
ベビーシートやベビーチェアを整備しています。
　今後も、兵庫県の福祉のまちづくり条例に基づき、公共施設や
道路等のバリアフリーの現状を把握するとともに、誰もが暮らし
やすく活動できるユニバーサル社会づくりの定着をめざしていき
ます。

　高齢者や障がい者等を含むすべての人が、
安全かつ自由に移動し、活動できる社会を構
築するために、市道の段差解消や赤穂城跡公
園内の園路改修等を実施した。

Ａ ー
現状維
持

　引き続き、市道の段差解消や赤穂城跡公園
内の園路改修等公共施設のバリアフリー化を
行う。

社会福祉課

102
安全・安心のま
ちづくり

（２）住みやす
いまちづくり

バリアフリー化
の推進

　兵庫県の福祉のまちづくり条例に基づき、多くの市民が利用す
る公共施設について、高齢者や障がいのある人に配慮したスロー
プや手すりの設置等を行うとともに,その周辺道路や公園等を安全
で快適に利用できるよう面的な整備に取り組んでいます。また、
子ども連れでも安心して外出できる環 境整備に向け、公共施設に
ベビーシートやベビーチェアを整備しています。
　今後も、兵庫県の福祉のまちづくり条例に基づき、公共施設や
道路等のバリアフリーの現状を把握するとともに、誰もが暮らし
やすく活動できるユニバーサル社会づくりの定着をめざしていき
ます。

　子ども連れの利用に配慮した公共施設等の
整備を行った。
・Ｈ29　子育てバリアフリー化事業
　歴史博物館及び民俗資料館
　ベビーシート・ベビーチェア・ピクトサイ
　ンの設置 Ｂ

　引き続き子ども連れの利用に配慮した公共施
設等の整備に努めていく。

現状維
持

ー 子育て支援課

103
安全・安心のま
ちづくり

（２）住みやす
いまちづくり

ユニバーサル社
会づくりの推進

　平成22年８月に加里屋地区が兵庫県よりユニバーサル社会づく
り推進地区の指定を受け、ユニバーサル社会づくりの実現に向け
た活動を行っています。
　引き続き、活動拠点整備を行った「ユニバーサルの家※」を生
かして、地域等と連携し、より親しまれるユニバーサル社会の実
現に向けた意識啓発活動を展開するとともに、市全体にユニバー
サル社会づくりの周知・啓発活動を推進していきます。

　関西福祉大学に委託し、ユニバーサルの家
を活用しながら、ユニバーサル社会づくりの
推進に努めた。

Ｂ

　新型コロナウィルス感染拡大防止のため令和
２年度から活動を中止している。今後は、これ
までとは異なった活動を考える必要がある。

拡大・
改善

　引き続き、関西福祉大学と連携を図りなが
ら、ユニバーサル社会づくりの推進に努めて
いく。

社会福祉課

104
安全・安心のま
ちづくり

（２）住みやす
いまちづくり

広報・啓発活動
の推進

　バリアフリー、ユニバーサル社会への理解促進のための広報・
啓発活動を推進します。

　活動拠点の「ユニバーサルの家」を生かし
て、パネル展示やチラシの配布を行ったほ
か、御崎地区、塩屋地区を対象に居場所づく
り体験（ワクワクふれあい広場）を通じて、
啓発活動を実施した。

Ｂ

　市民の満足度がみえにくいため、ニーズや必
要性の把握が課題。

現状維
持

　引き続き、ユニバーサルの家の活用を図りな
がら、市全体にユニバーサル社会づくりの周
知・啓発活動を実施していく。

社会福祉課


