平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標１

みんなが「気づく」きっかけ、場があるまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

事業名

【新規】
P20

広報紙、ホームページなど

事業概要

【事業方針】
継続

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課
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H26～27 年度
事業評価

進捗状況・評価
（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）

今後の方針
事業方針

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）

広報紙、ホームページなどにおいて
担当課等からの依頼により、広報紙面

啓発記事を掲載することで、行政と
市民とが一緒に孤立死について考

基本施策（1） での孤立死に対する意識啓
え、予防につながるよう積極的な啓
発
発を行います。

情報課

◎

に、孤立死に関してのコラムを掲載す

継続

るなど、啓発に取組んでいます。

引き続き、担当課等と連携しながら、
情報発信に努めます。

ひとり暮らし高齢者、75 歳以上高齢

P20
基本施策（1）

緊急通報システム事業

者世帯などを対象に緊急通報機器な

平成 27 年度から機器の種類を増やし、

どを設置し、急病、事故などの緊急

センサー付の緊急通報機器を導入し

事態に緊急通報センターを通して、

長寿課

◎

速やかな消防署による救助及び援助

て見守り機能を強化しました。

充実

平成 28 年 2 月末現在
従来型：138 人 センサー型：20 人

につなげることで、日常生活上の不

対象者の範囲を広げ、利用者数の増加
を目指します。

安を軽減します。
妊娠期から出産後の乳幼児期、その
後の子育ても含め継続的に適切な情
P20
乳幼児健康診査、パパママ
基本施策（1） 教室、育児教室

報提供を行うとともに、保護者の育
児上の不安や悩みを話し合える場を

健康推進課

◎

健康診査、教室とも計画どおりに実施
し、子育て環境整備に努めています。

継続

回数の増加するなど、より受診及び参
加がしやすいような工夫に努めます。

提供し、楽しく子育てができる環境
をつくります。
実際に地域に住む人が、地域に困っ
P22

【新規】

基本施策（2） 支え合いマップの作成

ている人がいるのか、どのような人
のつながりや支え合いがあるのかを

福祉施策室

◎

再確認し、地域の見守り体制の充実

基本施策（2）

ているなど、異変を認識した際には

域課題解決に向けた取組みを継続し

る取組みを拡大するため、職員にたい

改善

情報課

◎

には報告するように、各配達員には、
周知しています。

報告してもらいます。

1-

1

するマップづくりインストラクター
研修の実施等の体制強化を検討しま
す。

広報紙の配達時に、異変を認識した際

広報紙の配達時に、郵便物があふれ
広報紙配達時の状況確認

地区においてマップづくりを行い、地
ています。

を図ります。

P22

マップづくりをとおした地域におけ

平成 26 年度、27 年度において、各 4

継続

今後も配達員と連携を図りながら、見
守り活動に協力していきます。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標１

みんなが「気づく」きっかけ、場があるまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

事業名

P23

「長久手市地域見守り活

基本施策（2） 動協定」の締結

P23

【新規】

基本施策（2） 野菜配布事業

事業概要

【事業方針】

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△

大幅に計画から遅れている

×

未実施

担当課

H26～27 年度
事業評価

新聞販売店や郵便局、宅配業者などと
見守り活動協定を締結し、地域住民の

安心安全課

◎

徘徊し、行方不明になった高齢者を地
P23
行方不明高齢者保護ネッ 域の支援を得て早期に発見できるよ
う、一斉メール送信システムを活用し
基本施策（2） トワーク
た協力機関の支援体制を構築します。

産業課

×

行方不明者の発見保護協 不明者の速やかな発見、保護に向け

基本施策（2） 力依頼事業

て、警察、関係機関や関係課相互の連

長寿課

◎

基本施策（2） 業

出し、徘徊時の迅速な位置検索、保護

事業の見直し、改善を図る

縮小

事業規模を縮小する

廃止

事業を廃止する
今後の方針
（充実、改善の方策等、

事業方針

なるべく具体的に記入。）
現在、71 事業者と協定を締結し、締結
業者を対象に年２回程度意見交換会

具体的な内容を記入。）

継続

実施できていません。

改善

30 名で増加傾向にあり、周知が進んで
います。これまで、全ての案件で行方

今後締結業者をさらに拡大していき
ます。
福祉団体や農家に対し、野菜配布事業
の提案をしていく中で、農楽校として
の野菜配布ではなく、受講生や農楽校

メール登録者（受信者）の数が伸び悩
充実

安心安全課

◎

１回連絡会議を実施しており、今年度
は７件の対応事例がありました。

今後も各課・機関と連携を図りながら
継続

発信機を使用した行方不明者の捜索
長寿課

◎

模擬訓練を実施し、機器の実用性を再

継続

確認しました。

健康推進課

◎

計画的な訪問により、必要に応じた適
切なサービス提供、保健指導を行って
います。

1-

2

んでいることから、登録者数の増加に
向けた PR の強化を行います。

各課・機関との連携強化を図るため年

を目指します。
3 ～ 4 か月児健診受診前の乳児を対
象に家庭を訪問し、養育環境の把握や
母子保健事業（こんにちは 助言を行い、必要に応じて適切なサー
P25
赤ちゃん訪問、乳幼児家庭 ビス提供に結びつけます。また、育児
基本施策（3）
相談や発達や発育について確認を必
訪問）
要とする家庭を訪問し、生活の場に合
った保健指導を行います。

改善

不明者をの発見できています。

徘徊癖のみられる認知症の高齢者な
徘徊高齢者等家族支援事 どを介護する家族に「発信機」を貸し

事業の充実、強化を図る

行方不明者の恐れのある登録者数は

携の強化及び一元化を図ります。
P23

充実

のイベントなどを利用した野菜配布
の取組を検討中です。

子ども、障がい者や高齢者などの行方
P23

現行どおり、事業を継続する

を実施しています。

異変情報を提供してもらいます。
農楽校事業で収穫した野菜を一人暮
らし高齢者家庭へ配布することで、見
守りを行います。

進捗状況・評価
（評価の根拠となる数値等を、

継続

継続

行方不明者の迅速な発見対応をして
いきます。

事業利用者が増加しないため、周知を
していきます。

産後だけでなく、妊娠期から産後の育
児まで切れ目ない支援の体制整備に
努めます。
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支援の必要な発達障がい児を保護者
P25

【新規】

基本施策（3） ５歳児健康診査事業

アンケートや相談事業を通して早期
に発見し、就学への移行が円滑かつ適

健康推進課

○

平成 26 年度から開始。アンケート返
却は約７割、個別相談や園訪問に取り

継続

組んでいます。

切にできるよう支援する体制を整備

事業の認知度の向上と関係機関との
連携強化に努めます。

します。
P25
【新規】
基本施策（3） 保健師地域活動

P25

国民健康保険

基本施策（3） （被保険者実態調査）

「まちの保健師」として共生ステーシ

日常的に保健師が地域に出かけ、直
接、住民と対話することで、地域のニ

健康推進課

○

ーズ、課題を認識します。

実施しているが、地域の課題抽出まで

継続

［国保納税通知書未着世帯］５件訪問
本人との面会はできませんでした。
保険医療課

○

と情報共有します。

［国保保険証未着世帯］７件訪問
本人との面会はできませんでした

現地調査の結果情報を関係課（収納
改善

基本施策（3） （臨戸訪問徴収）

通知などの未着世帯訪問の際、安否な
どを確認し、関係課と情報共有しま

保険医療課

○

一人暮らしの高齢者宅を訪問して火
女性消防団員高齢者宅防 災予防を呼びかけ、家庭内の防火診断

基本施策（3） 火診断

を実施することで、安否の確認などを

ます。
訪問頻度を増やし、滞納世帯の現況確

H28.2 月：訪問対象者数２８件

認を定期的に行い、長期間未接触とな
充実

と連携して現況確認をしていきます。
対象者の大幅な増加があったため、こ

計画的に防火診断を行っていますが、
消防本部
総務課

○

行います。

1-

3

一部の希望者（46 名中 4 名）との防火
診断実施期間内での日程調整ができ
ず実施できていません。

る世帯や生活困窮等の兆候がある世
帯については長寿課、収納課、市民課

当日接触１５件、後日接触４件

す。

P25

当日接触５件、後日接触１４件

課・市民課など）で共有し、対応を協
議できるような体制を構築につとめ

H27.4 月：訪問対象者数２０件

保険料滞納、後期高齢者医療保険証・
後期高齢者医療

抽出に取り組みます。

未着世帯の居住確認のため実施する

が、居住の模様を確認できました。

P25

継続して保健師が地域に出向き、課題

には至っていません。

国民健康保険証・通知などの未着世帯
訪問の際、安否などを確認し、関係課

ョンや児童館に出向いて健康相談を

れまで実施してきた計画では、1 年間
改善

で防火診断を終えることが困難であ
るため、年間計画を作成。実施要領に
ついても見直しを行います。
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北小学校区では、部会を 5 回、北ステ
フェスタや宿題イベント、おためし会
等、ステーション開設に向けたソフト

市民が集まり、語らい、地域のための
P27
地域共生ステーション事業
基本施策（4）

取組を行う拠点となる地域共生ステ
ーションを各小学校区に整備し、地域
の課題を地域で考え地域で取り組む

面の取り組みを行っていました。
たつせが
ある課

◎

南小学校区では、まちあるきを１回、
南のステーション検討会を３回実施

引き続き、地域共生ステーションを各

継続

ークショップ等を実施します。

しました。

まちづくりを推進します。

小学校区に整備するにあたり、市民ワ

市が洞小学校区では、ワークショップ
を 1 回実施、3 月に 2 回実施しており、
市民の意見を設計に取り入れます。

地域共生ステーション、集会所などに
【新規】
集会所などの既存施設を
P27
基本施策（4） 拠点とした孤立死防止対策
事業

地域住民が交代で常駐し、地域のコミ
ュニケーションの場を提供します。い
ずれは、一人暮らし高齢者の見守りや

地域共生ステーションにおいては、ス
たつせが
ある課

△

タッフが常駐しいつでもだれもが気
軽に立ち寄れるコミュニケーション

各小学校区に整備する地域共生ステ

改善

の場を提供しています。

ごみ出しなどの軽作業を手伝う活動

ーションを拠点とする「まちづくり協
議会」の設立を進めているため、その
中で事業実施を検討します。

として広げていきます。
平成 27 年度 10 月より｢保育園おたす

保育園の「誕生日会」や「園開放」な
P27

【新規】

基本施策（4） 保育園地域交流事業

どの行事に、地域の 65 歳以上の高齢

子育て

者を招き、園児と一緒になって楽しく

支援課

◎

基本施策（4） 依頼事業（再掲）
（再掲）

て、警察、関係機関や関係課相互の連

継続

安心安全課

◎

携の強化及び一元化を図ります。

2-1

各課・機関との連携強化を図るため年
１回連絡会議を実施しており、今年度
は７件の対応事例がありました。

様々な活動を通して、園児と高齢者の
交流を図る等、多世代による地域の子
育て環境を育成します。

補助等にご活躍いただいています。

子ども、障がい者や高齢者などの行方
行方不明者の発見保護協力 不明者の速やかな発見、保護に向け

事業の登録者数を徐々に増やしつつ、

や散歩の付き添い、行事における保育

過ごす時間を設けます。

P27

けたい」を実施。現在市立 6 保育園に
て登録者数 43 名。保育園の園庭整備

継続

今後も各課・機関と連携を図りながら
行方不明者の迅速な発見対応をして
いきます。
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全 6 館での入館者数は 89,985 人（H26
年度）で、同年齢、異年齢の子どもた
ちが日常の遊びや行事を通して利用

児童館を地域における子育て支援の

しました。また、幼児教室を全 108 回
18 歳未満の子どもを対象とし、遊び
P27
基本施策（4）

児童館事業

拠点とするとともに子どもの健全育

開催、一般行事として、陶芸教室、料

や生活の援助と地域における子育て

子育て

支援を行い、子どもを心身ともに健や

支援課

成の場とします。

理教室、人形劇観賞会等の全体行事及

◎

かに育成します。

び工作、ゲーム等の行事を合計 724 行
事開催し、総参加者数は 14,089 人で

継続

地域のボランティアと共に進める児
童館活動の推進を図ります。
児童館連携を基本目標として、児童館

した。児童館まつりを市内 3 箇所で開

が地域の子どもの居場所となるよう、

催し、約 1,500 人の参加がありました。

事業を継続します。

子どもたちに健全な遊びを与え、交流
を深め、児童館の存在や活動内容に関
心を深めました。
電子連絡帳施設登録状況：１１１施

地域包括ケアシステムの一部を担う、
P27

【新規】

在宅医療と介護職などの連携を円滑

基本施策（4） 在宅医療福祉連携事業

にするため、電子連絡帳の導入などを

設、電子連絡帳患者登録状況：３４３
長寿課

◎

推進します。

件（Ｈ２８.１月現在）。今後も電子連
絡帳を活用した連携をすすめていき

継続

自治会、地域団体などの協力を得て、
徘徊高齢者の捜索訓練を実施します。

長寿課

○

にスタッフとして参加いただき、また
事業所の方にも訓練の際の立ち寄り

自治会等のと連携が図れていないた
充実

平成 26 年度から人員を増員し、本年

障がい者の困りごと全般の相談を受
基本施策（5）

障がい者相談支援事業

ける窓口として、内容によって必要な
制度やサービスの利用につなげ、障が

福祉課

◎

度も継続して事業を実施。利用者の実
人数や延べ件数ともに前年度と同程
度であるが、周知が進んでいる。

い者の自立した生活を支えます。

2-2

め、より幅広い連携を図り、訓練の実
施ができるように取り組みます。

先として参加いただいています。

P32

取り組みます。

ます。
平成２６年度から訓練を実施し、市民

P28
【新規】
基本施策（4） 徘徊高齢者捜索模擬訓練

電子連絡帳の広域的な活用に向けて

事業は継続しつつ、更なる周知を広げ
継続

ていく予定。また、きめ細かい対応が
必要な利用者が増えていることから、
丁寧な支援の実施が必要。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標２

みんなが「つながる」楽しさを知るまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

事業名

事業概要

【事業方針】
継続

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課

H26～27 年度
事業評価

基本施策（5）

【新規】

包括的、継続的な自立支援を行いま

生活困窮者自立促進支援事 す。平成 25・26 年度はモデル事業と
業

福祉課

◎

して、自立相談支援事業と就労訓練事

子育て支援センター事業

子育て

て関連情報の提供、子育てに関する講

支援課

◎

基本施策（5）

要保護児童対策事業

及び特定妊婦への家庭訪問、面接など
適切な支援を行います。

事業および困窮者の早期発見のため
充実

に個別訪問調査を実施を予定してい
ます。

家庭児童相談室の相談件数 252 件、子
育て情報誌の発行を 6 回、子育てに関

継続

する講習会参加者数 2,822 人でした。

習会などを実施します。

P32

平成 27 年度からは家計相談支援事業

平成 28 年度には、新たに、学習支援

平成 26 年度は、入館者数 22,062 人、

関する相談・援助の実施、地域の子育

要保護児童の適切な保護、要支援児童

その経験と実績から円滑に平成 27 年
度からの本事業に移行できました。

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）

援の充実を図っています。

親子の交流の場の提供、子育てなどに
基本施策（5）

事業方針

就労準備支援事業を新たに開始し支

業を行います。

P32

（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）

今後の方針

平成 26 年度からモデル事業に取組み、

生活困窮者が深刻な状態になる前に
P32

進捗状況・評価

平成 26 年度は、要保護児童 15 人、要
子育て
支援課

◎

支援児童 27 人、特定妊婦 3 人、合計
45 人に対して、児童の保護、家庭訪問、

子育て支援事業の周知、内容の見直し
等を行い、子育て支援事業の充実を図
ります。
児童虐待防止に関する市民への周知、

継続

面接などの支援を行いました。

関係機関との連携、相談担当者の資質
向上等により、支援体制の充実を図り
ます。

健診などにおいて、言葉の遅れや落ち
着きのなさなどがみられる児童及び
母子保健事業
育児支援が必要な保護者に対して、相
（健診事後教室、子育て相 談や助言を行います。乳幼児の保護者
基本施策（5）
談）
に対して、育児や発育・発達に関する
P33

健康推進課

◎

健診事後教室「たんぽぽ教室」・子育

○

４月と５月に精神保健福祉士の雇用

て相談とも各年 24 回開催しました。

継続

より利用しやすい教室・相談になるよ
う推進していく。

相談に応じ、個別で必要な指導、助言
を行います。
精神障がい者及びその家族などから
P33

精神保健福祉事業

の相談に応じ、医療機関の紹介や支援

基本施策（5） （こころの相談）

が必要な者に対しては適切なサービ

健康推進課

スが受けられるように支援します。

2-3

が確保できませんでした。

継続的に精神保健福祉士の雇用がで

継続

きるように努め、適切なサービス提供
支援に努めます。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標２

みんなが「つながる」楽しさを知るまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

事業名

事業概要

【事業方針】
継続

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課

H26～27 年度
事業評価

進捗状況・評価
（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）

今後の方針
事業方針

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）

「見守り」体制を検討する中で、市内
事業者等と「地域見守り活動協定」事

職員や市民、事業者が連携した「見守
P36

市民を守る地域活動検討会 り」の体制を確立するための新規取組
基本施策（6） 議
の実施に向けた調整、検討を行いま

安心安全課

◎

業を実施することとしました。現在、
協定締結業者は７１になり、締結業者

継続

今後、締結業者の更なる拡大に努めて
いきます。

を対象に年２回程度意見交換会を実

す。

施しています。
P36
基本施策（6）

【新規】
地域福祉に関しての情報シ
ステムの活用

地域福祉の推進にむけた情報システ
ムの活用を図ります。

ホームページにおけるアクセシビリ
情報課

◎

ティの徹底を図るために、研修を実施

今後も他市町村等の状況を参考にし
継続

しました。

ながら、情報システムの活用を進めて
いきます。

市内の小学 5 年生と中学 2 年生に認知
症サポーター養成講座を開講しまし
P36
基本施策（6）

た。また、市民、市内事業者、市役所

地域において認知症に関する正しい
認知症サポーター養成講座

理解を深め、支援を充実させるための

長寿課

◎

講座を実施します。

職員に対してもサポーター養成講座
を行い、日常生活や仕事の中で認知症

市内の事業者に対してサポーター養
継続

の方に正しく接することができる「認

成講座を積極的に開講し、「認知症に
やさしいお店」の登録店舗の増加を狙
います。

知症にやさしいまちづくり」に取り組
んでいます。
平成 26 年度は、会員登録講習会を 6
回開催、登録会員数は援助会員 83 人、
依頼会員 538 人、両方会員 130 人、合
P36

ファミリーサポートセンタ

基本施策（6） ー事業

子育て中の親が、仕事と育児を両立
し、安心して子育てができる環境をつ
くります。

子育て
支援課

◎

計 751 人、依頼件数は 2,727 件でした。
会員相互の新睦を図るための交流会
を 1 回、援助会員向けのフォローアッ
プ研修会を 2 回開催し、安心して子育
てができる環境つくりに継続して取
り組んでいます。

2-4

ファミリーサポ―トセンター事業の
継続

周知に努め、登録会員数の増加を図り
ます。特に援助会員数の増加に努め、
事業の円滑な実施を図ります。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標 3

みんなに「届く」安心なまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

事業名

事業概要

【事業方針】
継続

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課

H26～27 年度
事業評価

が困難な方を対象に個別の訪問回収
を行うことにより、地域の見守り体制

環境課

×

基本施策（7）

移動手段として、ＮＰＯ法人などによ
る実費の範囲内での移送サービスを

手市シルバー人材センターのサービ
スを使い、ごみ出しの依頼をすること

廃止

平成 27 年度に、事業者のドライバー

高齢者、障がい者などの移動制約者の
福祉有償運送事業

事業方針

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）

既存のサービスの周知に努め、本事業
は廃止します。

ができるため、実施していません。

が確立できるよう検討します。

P38

（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）

今後の方針

市のワンコインサービス事業や、長久

自らごみを収集場所に持ち出すこと
P38
【新規】
基本施策（7） ごみの訪問収集

進捗状況・評価

平成 28 年度においてもドライバー認

不足を解消するため、ボランティアド
福祉課

◎

ライバーの育成を目的としたドライ

継続

バー認定講習会を開催し、１８名が受

支援します。

定講習会を開催し、ボランティアドラ
イバーの育成を図り、事業の拡充を目
指します。

講、認定されました。

平成 28 年度中に指定管理者の再選定
P38
基本施策（7）

障害者総合支援法に基づき、民間法人
障がい者通所事業

への指定管理により通所事業所を運

福祉課

◎

営します。

指定管理事業が開始し、2 年目である
が、利用者にはアンケートを実施し、
高い評価を得ており、良好な運営状態

継続

を実施し、平成 29 年度からの開始を
予定しています。
利用者アンケートや報告書を参考と
してより充実した事業所運営のため

です。

の募集要項を検討します。

P38
ワンコインサービス事業
基本施策（7）

P39
【新規】
基本施策（7） 病児・病後児保育事業

在宅高齢者に対し、住み慣れた地域で
安心して暮らせるよう、軽度な日常生
活の援助をワンコイン（100 円または
500 円）で行います。

平成 26 年度の登録者 65 人、サービス
提供者 3 団体 27 人で、延利用件数は
長寿課

◎

サービス提供者も元気な高齢者であ
り、地域住民によるボランティア活動
の推進を図ります。
児童の病気時や回復期で集団保育が
困難であり、保護者も就労などで保育
できない時に利用できる保育サービ
スとして、病児・病後児保育を実施し
ます。

177 件でした。
平成 27 年度は、2 月末までで、登録者

充実

115 人、サービス提供者 4 団体 41 人で、

図ります。

延利用件数は 258 件です。

子育て
支援課

平成 26 年 5 月より,病院併設の病児・
病後児施設を市外に 1 か所と、保育園

◎

併設の病後児保育施設を市内に一か
所開設。平成 27 年度も引き続き上記 2
か所で開設しています。

3-1

利用者・サービス提供者ともに増加を
目指し、サービス提供者との意見交換
会を行いながら、総合事業への移行も
視野に入れ、事業内容の改善・充実を

継続

新入園児の保護者など、病児・病後児
保育事業の広報に努めます。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標 3

みんなに「届く」安心なまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

事業名

事業概要

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課

尾張東部成年後見センターへの委託

基本施策（7）

継続

◎

長寿課
P39

【事業方針】

H26～27 年度
事業評価

◎

進捗状況・評価
（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）
平成 26 年度の首長申立件数は、高齢
者 3 件、平成 27 年度の首長申立件数

今後の方針
事業方針

継続

は、高齢者 0 件です。

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）

引き続き、市民後見人の養成に向けた
研修等を行っていきます。

により、判断力が不十分な認知症の高
成年後見センター事業

市民後見人を養成するため、平成 27

齢者、知的障害や精神障害のある方の
実施します。

年 11 月～12 月に市民後見人養成に向

無料相談会については毎月１回、定期

財産や権利を守るための無料相談を
福祉課

◎

的に実施するとともに、相談について

充実

も電話等にて随時受け付けています。

高齢者が住み慣れたまちでいきいき
P41
介護予防事業
基本施策（8）

口腔、栄養、閉じこもり、認知の 5 つ
の項目に重点を置いた事業を実施し、

平成 28 年度は、引き続き同じ内容で

市内２カ所の地域包括支援センター

と元気に過ごしていくために、運動、

介護予防教室を実施します。

へ業務委託し、あったか昼食会、筋力
長寿課

◎

向上トレーニング事業、アクア教室、

改善

口腔ケア教室、栄養改善教室等が実施

要介護・要支援状態になることを防ぎ

介護保険の改正による新しい総合事
業への移行に向け、さらに効果的な介
護予防につながるよう、事業内容の見

されています。

ます。

けた説明会を開催しました。今後は、
随時養成講座を開催し、市民後見人の
育成を推進します。

直し・再編を行います。

平成 26 年度は 45 分未満の利用回数が
P41

家事援助型ホームヘルパー
基本施策（8） 派遣事業

家事などが困難で、日常生活を営むの
に支障があるひとり暮らし高齢者や
後期高齢者世帯に対し、家事援助を行
うホームヘルパーを派遣します。

長寿課

◎

基本施策（8）

家具転倒防止事業

による人的被害の発生を防止するた
め、家具転倒防止器具にかかる費用を

平成 27 年度は内 2 名が要介護認定を

改善

受け、利用中止しました。利用回数・
利用者数ともに減少しています。

介護保険の改正による新しい総合事
業への移行に伴い、平成 28 年 10 月か
ら廃止も含めて見直しをする予定で
す。

平成 26 年度は、3 世帯 8 組の取り付け

地震などでタンスや家具などの転倒
P41

22 回、60 分未満の利用回数が 88 回で
あり、利用者数は最高で月 4 名でした。

長寿課

◎

がありました。
平成 27 年度からは取付組数の上限を
撤廃し、2 月末までで、12 世帯 34 組

助成します。

の取り付けがありました。

3-2

継続

引き続き、周知に努めます。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標 3

みんなに「届く」安心なまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

P42
基本施策（8）

P42
基本施策（8）

P42
基本施策（8）

事業名

事業概要

【事業方針】
継続

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課

H26～27 年度
事業評価

ど、自宅の改修への補助金を支給しま

長寿課

◎

す。

を対象に、介護保険のメニューにはな

◎

長寿課

◎

平成 26 年度は 11 名、平成 27 年度は 2

の取り付けを推進します。

障がいのある方が、安心して生活でき
P42
【新規】
基本施策（8） グループホーム運営支援

福祉課

◎

認知症高齢者グループホームとの連

P42
基本施策（8）

事業

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）

引き続き、周知に努めます。

月末現在で 1 名の利用がありました。

月末現在で 8 名の利用がありました。

事業の周知を進めるとともに、市内の
充実

高齢者の情報収集に努め、電磁調理器
の必要な人に事業の案内を行います。

継続

引き続き、周知に努めます。

の福祉サービス支援部会において、
「住まい」に関して作業部会を立ち上

生活の場であるグループホームのど
充実

平成２７年度中に、障がい者自立支援

障がいがある児童に対して、より充実
した療育を実施するとともに、保護者

子育て

が集い、情報交換などができる拠点と

支援課

平成２８年度から、上郷保育園改築事

協議会児童教育部会を３回実施し、児

○

童発達支援センターの整備に当たっ
て必要となる療育支援体制の構築に

なる施設を整備します。

ついて検討・協議を行いました。

3-3

のようにすれば確保できるのか作業
部会を実施し、施策等の検討します。

げました。

携も検討します。

【新規】
児童発達支援センター設置

継続

平成 27 年度障がい者自立支援協議会

る環境を整えるため、生活の場として
のグループホームの確保に努めます。

た。事業の周知が進み、問合せの件数

長寿課

高齢者宅への侵入盗などによる犯罪
被害を防止するため、センサーライト

月末現在で 8 名に補助金を交付しまし

平成 26 年度は 2 名、平成 27 年度は 2

い電磁調理器の給付などを行います。

高齢者防犯対策事業

事業方針

も増加しています。

寝たきりやひとり暮らし高齢者など
高齢者日常生活用具給付金

（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）

今後の方針

平成 26 年度は 5 名、平成 27 年度は 2

手すりの設置や床の段差解消改修な
高齢者住宅改修事業補助金

進捗状況・評価

継続

業の手始めとして策定する基本構想
において、児童発達支援センターの施
設整備の検討を行う予定です。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標 3

みんなに「届く」安心なまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

事業名

事業概要

【事業方針】
継続

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課

H26～27 年度
事業評価

進捗状況・評価
（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）

今後の方針
事業方針

平成 26 年度は、市民 11 人、職員 10

P45

ながくて幸せのモノサシづ

基本施策（9） くり

豊かさなどを測る新しいモノサシを
持ち、市民と職員が協働して、課題解

経営管理課

○

決するための仕組みづくりを行いま

生きがい活動型デイサービ

基本施策（9） ス事業

基本施策（9）

「食」の自立事業

一人暮らし高齢者、75 歳以上高齢者

平成 26 年度の延べ利用者数は 80 人

世帯の方などを対象に、日常動作訓練
能の低下防止、生きがいづくりの援助

で、月最大で 3 人の方が利用しました。
平成 27 年度における 2 月末時点での
延べ利用者数は 149 人で、月最大で 4

を目指します。

人の方が利用しています。

や趣味活動の提供を行い、身体的な機

長寿課

◎

食生活の改善、日常生活の助長を図る
とともに、安否の確認を行うため、給

福祉の家にある温泉施設（福祉浴室・
P45
高齢者福祉浴・歩行浴優待
歩行浴室）の利用料を年 10 回無料に
基本施策（9） 事業
します。

基本施策（9）

芸術に親しむことで、外出の機会や生

くり」への参加と理解を広め、まちづ
くりを推進していきます。ＷＳの中
で、市民と方針等決めながら、モノサ
シを考えていきます。
介護保険の改正による新しい総合事

改善

業への移行に伴い、平成 28 年 10 月か
ら廃止も含めて見直しをする予定で
す。

人、給食数は 24,915 食です。
長寿課

◎

平成 27 年度における 2 月末時点での
延べ利用者数は 1,647 人、給食数は

充実

H28 年度中に配達業者の選択制を導入
する予定です。

29,523 食となっています。
平成 26 年度の延べ利用者数 4,931 人
長寿課

◎

で、平成 27 年度においては 2 月末ま

継続

でで、延べ利用者数は 4,088 人です。
平成 26 年度の利用延べ人数は、名都
美術館 738 人、トヨタ博物館 223 人、

芸術文化施設を気軽に利用し、美術・
高齢者文化施設優待事業

継続

平成 26 年度の延べ利用者数は 1,624

食の宅配などを行います。

P45

実感広め隊」ＷＳを 9 回行い、述べ 160

紹介することで、「幸せのモノサシづ

がる活動に取り組む市民やグループ 8
団体を取材し、7 団体を紹介しました。

一人暮らし高齢者などの健康の保持、
P45

度は、市民 21 人、職員 11 人で「幸せ

久手の幸せづくりにつながる活動を

人が参加。長久手の幸せづくりにつな

す。

P45

「幸せ実感広め隊」活動において、長

人による「幸せ実感調査隊」でアンケ
ート結果の報告書を作成。平成 27 年

市民一人ひとりが生活や地域社会の

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）

長寿課

◎

涯学習活動の促進を図ります。

平成 27 年度の 2 月末までの利用延べ
人数は名都美術館 897 人、トヨタ博物
館 180 人が利用しています。

3-4

引き続き、健康増進や外出促進を目的
に継続していきます。

引き続き、生きがい促進を目的に、1
継続

年度に名都美術館 3 回、トヨタ博物館
1 回の助成を継続していきます。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標 4

みんなで「支え合う」喜びを知るまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

P47
基本施策（10）

P47

事業名

【新規】
支え合いマップの作成
（再掲）

【新規】

基本施策（10） 地域福祉ポイント制度

P49
市内一斉防災訓練
基本施策（11）

P49

避難所運営ゲーム（HUG）

基本施策（11） 推進

事業概要

実際に地域に住む人が、地域に困って
いる人がいるのか、どのような人のつ
ながりや支え合いがあるのかを再確
認し、地域の見守り体制の充実を図り
ます。

ボランティアなどの地域活動への参
加にポイントを付与することで、活動
への参加を促し、市民が助け合い、地
域福祉の向上を目指します。

【事業方針】
継続

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課

H26～27 年度
事業評価

進捗状況・評価
（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）

今後の方針
事業方針

平成 26 年度、27 年度において、各 4
福祉施策室

◎

地区においてマップづくりを行い、地
域課題解決に向けた取組みを継続し
ています。

改善

事業への理解を深め、参加者を増加さ

元方法等を、ボランティア団体等、幅

◎

広い意見を取り入れ、事業概要をとり

マップづくりをとおした地域におけ
る取組みを拡大するため、職員にたい
するマップづくりインストラクター
研修の実施等の体制強化を検討しま
す。

対象者、対象活動、ポイント付与、還
福祉施策室

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）

継続

まとめ、平成 28 年 4 月から実施を予
定しています。

せるための啓発活動、将来的な事業展
開等の継続的な見直し、検討が必要で
す。

市内全ての小学校を会場として、一斉

平成 26 年度は 3,349 人、平成 27 年度

今後は、市民主体の訓練としてより一

に避難訓練や避難所運営訓練などを

は、3,483 人の参加がありました。

層役立つような、訓練体制の構築を検

行い、個人、地域、行政、それぞれの

安心安全課

◎

開始から、3 年間は参加人数及び参加

充実

討していきます。

役割を確認し、課題を発見すること

団体ともに増加していることから、今

また、民生委員等、他課所管委員との

で、市全体の防災力を高めます。

後も継続拡大を図っていきます。

連携強化についても検討します。

避難所で起こる様々な出来事にどう

平成 26 年度は 6 団体、平成 27 年度は

対応していくかを模擬体験する避難

6 団体に対して、HUG を実施。また、

所運営ゲーム（HUG）を通して、地域
における防災意識向上を図ります。

安心安全課

◎

4-1

市若手職員（専門員以下）に対しても
毎年実施しています。

継続

来年度以降も様々な訓練を通して、地
域における防災意識の向上を図りま
す。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標 4

みんなで「支え合う」喜びを知るまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

事業名

事業概要

【事業方針】
継続

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課

H26～27 年度
事業評価

進捗状況・評価
（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）

今後の方針
事業方針

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）

市内の小学 5 年生と中学 2 年生に認知
症サポーター養成講座を開講しまし
P49

認知症サポーター養成講座

基本施策（11） （再掲）

た。また、市民、市内事業者、市役所

地域において認知症に関する正しい
理解を深め、支援を充実させるための

長寿課

◎

講座を実施します。

職員に対してもサポーター養成講座
を行い、日常生活や仕事の中で認知症

市内の事業者に対してサポーター養
継続

の方に正しく接することができる「認

成講座を積極的に開講し、「認知症に
やさしいお店」の登録店舗の増加を図
ります。

知症にやさしいまちづくり」に取り組
んでいます。
平成 26 年度は、会員登録講習会を 6
回開催し、登録会員数は援助会員 83
人、依頼会員 538 人、両方会員 130 人、
P49

ファミリーサポートセンタ

基本施策（11） ー事業（再掲）
（再掲）

子育て中の親が、仕事と育児を両立
し、安心して子育てができる環境をつ
くります。

子育て
支援課

◎

合計 751 人、依頼件数は 2,727 件でし
た。会員相互の新睦を図るための交流

ファミリーサポ―トセンター事業の
継続

会を 1 回、援助会員向けのフォローア

周知に努め、登録会員数の増加を図り
ます。特に援助会員数の増加に努め、
事業の円滑な実施を図ります。

ップ研修会を 2 回開催し、安心して子
育てができる環境づくりに継続的に
取り組んでいます。
登録者に対して、登録内容の確認を依

一人暮らし高齢者、障がい者など、災

頼するとともに、支援団体等に対して

害などの緊急時に支援を要する人を
P51
基本施策（12）

避難行動要支援者登録事業

要支援者として登録し、あらかじめ支
援団体などに情報提供することで、要

情報提供を行いました。
福祉課

◎

平成 25 年度：登録者数 1,148 名
（登録率 42.4％）
平成 26 年度：登録者数 1,215 名

支援者が安心して暮らせる環境をつ
くります。

（登録率 45.1％）

4-2

継続

引き続き事業を実施するとともに、事
業の周知も併せて行う。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標 5

みんなに「たつせがある」成長できるまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

事業名

事業概要

【事業方針】
継続

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課

H26～27 年度
事業評価

進捗状況・評価
（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）

今後の方針
事業方針

平成 26 年度は、市民 11 人、職員 10
人による「幸せ実感調査隊」でアンケ
P54

ながくて幸せのモノサシづ

基本施策（13） くり（再掲）
（再掲）

市民一人ひとりが生活や地域社会の

ート結果の報告書を作成。平成 27 年

豊かさなどを測る新しいモノサシを

度は、市民 21 人、職員 11 人で「幸せ

持ち、市民と職員が協働して課題解決

経営管理課

○

実感広め隊」ＷＳを 9 回行い、述べ 160

「幸せ実感広め隊」活動において、長
久手の幸せづくりにつながる活動を
紹介することで、「幸せのモノサシづ

継続

で、市民と方針等決めながら、モノサ

がる活動に取り組む市民やグループ 8

シを考えていきます。

団体を取材し、7 団体を紹介しました。

P54
住民プロジェクト推進事業
基本施策（13）

若い世代を中心とした市民ワークシ
ョップを通じて、地域課題に対応した
プロジェクトを企画・実施すること
で、次世代のまちづくりの担い手を発
掘・育成し、市民一人ひとりに役割と
居場所のあるまちの仕組みづくりを
進めます。

たつせが
ある課

◎

基本施策（13）

大学連携の推進

域資源として、また、学生と市民との

たつせが

交流を通してまちづくりに生かすよ

ある課

◎

P54

【新規】

基本施策（13） 地域福祉計画の推進

は行わないが、事業を機にできた市民

継続

インターンシップや市長賞授与を実

継続

福祉施策室

◎

5-1

を進め、計画の総合的な推進を進めて
います。

携し、協働するまちづくりを推進する
ため、大学連携基本計画の策定を進め
ます。

連携事業情報の収集に努めています。
社会福祉協議会と連携し、地域のネッ
トワークづくり、市民活動のへの支援

と職員のチーム「なでラボ」が、自主
的にまちづくり活動に対し、市は情報
や場の提供等の支援を行います。

市、大学（学生）、市民及び企業が連

施しています。各課と大学及び学生の

う連携事業を進めます。
地域福祉計画の策定、推進を通して、
地域内のネットワークづくりや住民
同士の支援活動を広げ、福祉施策の総
合的な推進を目指します。

平成 28 年度以降、本事業の予算措置

市内 4 大学との連携を深めるために大
学連携推進協議会を設置し、市長秘書

市内及び近隣に数多くある大学を地
P54

月に１回、若手市民と職員が、ともに
地域のことを考え、対話する機会を持
ちながら、自主プロジェクトを実践し
たり、地域のまちづくり活動へ主体的
に参加しています。

くり」への参加と理解を広め、まちづ
くりを推進していきます。ＷＳの中

人が参加。長久手の幸せづくりにつな

するための仕組みづくりを行います。

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）

継続

次期計画策定に向け、市民が主体とな
った計画づくり、活動につなげるため
計画の推進を図ります。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標 5

みんなに「たつせがある」成長できるまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

事業名

事業概要

【事業方針】
継続

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課

H26～27 年度
事業評価

P54

基本施策（13） 校区運動会、ボランティア
感謝の会）

登下校時の見守りをしてくれる地域

（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）

今後の方針
事業方針

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）

全小学校区において校区運動会を実

親子でのスポーツ、体験活動を通じ
地域と関わりのある学校行 て、地域の方とふれあい、交流するこ
事（ふれあい学級（東小）、 とで地域との連携を深めます。

進捗状況・評価

施（東小は、地区との合同運動会）、
引き続き、地域と関わる学校行事を実

また、登下校の見守りのボランティア
教育総務課

◎

の方へ、児童会運営による感謝の会を

継続

めていきます。

実施しました。東小では、地域伝統芸

の方に、児童から感謝の意を表しま

施し、地域の方とふれあい、連携を深

能の継承を目的に地域在住の方を講

す。

師に、ざい踊り等も実施しました。
小学 5 年生、中学 2 年生への養成講座
を実施、平成 26 年度からは市民向け

認知症を正しく理解し、認知症の方や
P54
キャラバン・メイト／認知 ご家族をあたたかく見守る「認知症サ
基本施策（13） 症サポーター養成研修事業 ポーター」や講師役の「キャラバン・

に、平成 27 年度は商工会の協力のも
長寿課

◎

と事業所の方にも参加いただいてい
ます。また、要望に基づき地域の団体、

継続

引き続き講座を実施。事業所への講座
への参加の拡充を検討していきます。

事業所に講座を実施しています。

メイト」を養成します。

キャラバンメイト養成研修について
は、平成 26 年度に実施しました。
P54

【新規】

基本施策（13） 健康マイレージ事業

P56

地域共生ステーション事業

基本施策（14） （再掲）

市民、事業者、行政などが連携し、高
齢になっても元気に日常生活が送れ
るよう日頃からの健康づくりへの取
組みを支援します。

市民が集まり、語らい、地域のための
取組みを行う拠点となる地域共生ス
テーションを各小学校区に整備し、地
域の課題を地域で考え地域で取り組
むまちづくりを推進します。

健康推進課

○

平成 27 年度後半期に実施する予定で
したが、市内店舗等や各課等との調整
が遅れました。抽選特典に市内 16 店

継続

舗等が協力の意向を示してくました。

ある課

◎

南小学校区では、まちあるきを１回、
南のステーション検討会を３回実施
しました。
市が洞小学校区では、ワークショップ
を 1 回実施、3 月に 2 回実施しており、
市民の意見を設計に取り入れます。

5-2

ケート等で意見を確認し、後半期の事
業に活かしていきます。

北小学校区では、部会を 5 回、北ステ
フェスタや宿題イベント、おためし会
等、ステーション開設に向けたソフト
面の取り組みを行っていました。
たつせが

平成 28 年 4 月から実施しますが、平
成 28 年度前半期に参加者からのアン

継続

引き続き、地域共生ステーションを各
小学校区に整備するにあたり、市民ワ
ークショップ等を実施します。

平成２７年度長久手市地域福祉計画

事業評価シート（基本目標 5

みんなに「たつせがある」成長できるまち）

【事業評価】

ページ
基本施策

事業名

事業概要

【事業方針】
継続

現行どおり、事業を継続する

充実

事業の充実、強化を図る

改善

事業の見直し、改善を図る

大幅に計画から遅れている

縮小

事業規模を縮小する

未実施

廃止

事業を廃止する

◎

計画どおり実施されている

○

概ね計画どおりだが、一部未実施

△
×

担当課

H26～27 年度
事業評価

実際に地域に住む人が、地域に困って
P56
基本施策（14）

【新規】
支え合いマップの作成

いる人がいるのか、どのような人のつ

（再掲）

認し、地域の見守り体制の充実を図り

ながりや支え合いがあるのかを再確

P56
基本施策（14）

障がい者就労施設などから
の物品などの調達

物品及び役務の調達において、障害者
就労施設などからの提供機会の拡大
を図り、障がい者の自立の促進を図り
ます。

福祉施策室

◎

基本施策（14） 物品販売会

開催します。また、市役所における物
品販売会も開催し、障がい者への理解

福祉課

◎

担っている社協に、社会福祉の推進を

いて障がい者就労施設から調達しました。

するマップづくりインストラクター
研修の実施等の体制強化を検討しま
す。

継続

祉の家（毎月２６日）にて販売会を開
福祉課

◎

引き続き提供機会の拡大を図り、障が
い者の自立の促進を図ります。

催。また、各種イベントや地元企業等

引き続き、出張出展等を実施するなど

継続

とも連携するなど、随時出張出店も随

して、障がい者への理解を深め、障が
い者の社会参加を推進します。

時実施しています。

市の福祉行政において大きな役割を
社会福祉協議会補助事業

改善

市役所（毎月第１・３金曜日）及び福

ます。

基本施策（15）

域課題解決に向けた取組みを継続し

る取組みを拡大するため、職員にたい

（平成２６年調達実績：９４４，４０３円）

を深め、障がい者の社会参加を推進し

P58

地区においてマップづくりを行い、地

（充実、改善の方策等、
具体的な内容を記入。）
マップづくりをとおした地域におけ

物品（食品類等）や役務（印刷物等）につ

福祉事業所による販売会を定期的に
障がい福祉事業所による

事業方針

ています。

公共施設などにおいて、市内の障がい
P56

（評価の根拠となる数値等を、
なるべく具体的に記入。）

今後の方針

平成 26 年度、27 年度において、各 4

ます。
【新規】

進捗状況・評価

福祉施策室

◎

目的とする事業費などを補助します。

社会福祉協議会の職員体制の充実を
図ると共に、地域福祉推進のための情
報共有、連携に努めています。
平成 25 年度補助金額：62,899 千円

今後も市福祉行政において大きな役

継続

平成 26 年度補助金額：86,378 千円
平成 27 年度補助金額：97,591 千円

割を担うことを期待し、事業の必要性
を精査しながら必要額を補助します。

地区社協の設置に向けて、社協が各小

P58

【新規】

基本施策（15） 地域福祉学習会

学校区で開催する学習会の運営を支

平成 25 年度から、西小、北小、市が

援します。

洞小学校区において、月 1 回の地域福

地域住民と社協職員・市職員が共に学

福祉施策室

◎

び、地域の現状や課題について話し合

祉学習会を実施し、平成 27 年度に 3
小学校区において、地区社協を設立し

うとともに、情報共有やネットワーク

ました。

づくりの場として活用します。

5-3

残り 3 小学校区においても、地区社協

継続

設置に向けた学習会に随時取り組む
ための支援を行います。

