
第2期地域福祉計画・地域福祉活動計画評価表
※継続・充実・改善・縮小・未実施・終了 2020.3.31

目標 推進方策 課題
中間評価

（※）

評価理由（実績・評価）及び後半期（令和２～４年度）に向けて
の

改善点等

後半期（令和２～４年度）の取り
組み内容

担当部署
記入者

継続

梼原町で住み続けたいという高齢者の願いを叶えるため、多機
能中間型福祉施設（ゆすはら複合福祉施設）の整備を実施。平
成３０年４月から運営開始。

複合福祉施設の人員配置基準
を満たす人員を確保し、福祉
サービス向上に向けて人材育成
を継続
3階の生活支援ハウスの利用の
在り方について検討していく

福祉
社協

継続
妊婦、出生数が少ない中で、子育ての現状やニーズを把握し既
存の事業を見直し、新規事業も行いながら妊娠、出産、子育て
期にわたる切れ目のない支援を展開する。

全妊婦の面接
全妊婦の訪問
全妊婦の支援プラン作成・支援
産科医療機関との連携
産後早期の訪問実施
育児サークル支援などを実施し
ながら地域ぐるみの理解・支援
が進み
「梼原で子育てして良かった」人
が増える⇒心身が安定・自立し
た「梼原人」を目指す

子育て
企画・定住

継続

梼原町社協が掲げている根幹とも言える事業であり、今後も継
続の必要性がある。
様々な事業の展開を通して地域住民の活動の後方支援や様々
な制度や事業とのつなぎや情報提供も重要な役割の一つとな
る。

各地域において、地域福祉座談
会等の開催を働きかけ、地域課
題のあぶり出しや地域の仕組み
づくりには、より一層注力していく
必要がある。

地域包括
社協

改善
生活困窮者の早期発見に努めるとともに、自立した生活を送る
ために必要な情報についてを役場関係部署が情報共有・連携
体制を構築する必要がある

関係部署と連携をとり、定期的な
検討会の開催

福祉
医療保険
介護保険

総務危機管理
税務

継続

社会性の薄い人が貧困状態に陥ることにつながっていく現状が
在る。
困った時に相談することができない・しづらいなどの生きづらさ
を抱えながら生活している方々の不安に丁寧に寄り添うことの
できる事業。
時間をかけて関わりを継続する必要のあった相談件数は１４６
件（県への報告数）で、今後も、支援が必要な方に適切な事業
の周知を図り支援を継続する。

県・関係機関からの助言と支援
をいただきながら支援を継続す
る。

社協

継続

利用者６名（知的：２名、精神：４名）が関係者との関わりの中
で、今まで無計画にお金を使っていた人も計画的に自分でやり
くりをして少しずつ生活ができるようになっている。
この事業を利用し定期的な支援を継続する中で、利用者にとっ
て支援の場（社協）が居場所となっている。
生活支援員から研修会や生活支援員同士の交流をしたいとい
う声があり、意見交換会を３回実施した。この取り組みは、今後
も継続していく。

事業の周知を行う。
引き続き、本人の思いに寄り添
いながら関係者で連携し支援を
行う。また、利用者にとって良い
支援につながるためにも、専門
員、生活支援の研修会参加や意
見交換会実施を行う。

社協

継続

後見業務において法律、制度の解釈など社協内だけで完結で
きない内容に関しては、その都度関係機関から意見を伺い、法
人としての方向性、方針の統一を図っていく。
成年後見人制度の利用促進に関する施策についての基本的な
計画の策定に向け、関係機関と協議していく。

事業担当者が変化する制度の
理解を深め、弁護士、裁判所と
協働し引き続き権利擁護を行っ
ていく。

社協

継続
緊急的な事情に即応するために必要な事業で、７名の方に１３
回の支援を実施した。

県社協のフードバンク事業との
連携により、引き続き急な要望
に答えられるよう体制を整える。

社協

取組み内容（事業・活動）

【梼原町複合福祉施設整備事業】
梼原ならではの複合福祉施設の整備する。
整備内容は
・ケアハウス（地域密着型）
・生活支援ハウス
・デイサービス
・高齢者向けフィットネス

【子育て世代包括支援センターの設置】
保健福祉支援センター内に「ゆすはら子育て世代包括支援セン
ター」を設置した。
業務内容は地域で安心して子育てできるよう妊娠・出産・子育て期
にわたり身近な場で支える仕組みをづくりと、切れ目のない支援体
制の整備する。

【地域福祉コーディネーターの配置】
社協に町内６区の担当地域福祉コーディネーターを配置し、様々な
地域課題に地域住民と共に向き合い、課題解決につなげる。
各区の事業や部落会・催事への参加・協力を通した後方支援、つむ
ぎあい事業の展開に向けたニーズ調査、地域活動推進事業の紹
介、さまざまな集いの場への参加や戸別訪問をとおした情報収集を
もとに、個別課題から地域課題の掘り起こしとその解決に向けての
アウトリーチの実践。
座談会等の場面を通して地域づくりに対する住民意識へアプローチ
し、さまざまな課題に対して自分ごととして捉える機会を提供する。

【必要な人への制度周知】
税や保険料・公共料金など徴収を担当する部署と福祉部署が連携
し生活困窮者の早期発見に努める

【生活困窮者自立支援事業】
生活困窮者が、困窮状態から早期に脱却することを支援する。
住宅確保支援や就労支援・家計再建支援などの事業を展開する中
で、積極的に地域を訪問して困りごとを早期に発見し、介入・支援へ
つなげる。
困難事例に対しては、丁寧に関係性を築き、時間をかけて対応す
る。
また、就労その他の自立に関する相談支援、自立に向けた支援計
画の作成等を行う。
【日常生活自立支援事業】
地域で生活するうえで自己判断能力が不十分な方への生活支援を
行い、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理等を行い安心し
て日常生活を送れるようにお手伝いをする。
・専門員が支援計画を作成し、生活支援員、地域福祉コーディネー
ターが支援計画に沿って、利用者の支援を行う。また、関係者と情
報を共有し、適宜ケース会議へ出席し有効な支援を行う。
・専門員および生活支援員の研修を行う。
・広報誌にて事業の情報発信を行う。

【法人後見事業】
成年後見制度を法人で行う事によって、利用者の権利擁護を重層
的に行う。
各関係機関と協働して法人成年後見として身上監護、財産管理を
行う。また、利用希望者などへの情報提供、制度周知活動を行う。

【緊急的食料支援事業】
「食べるものがない」という状況にいち早く気づき、関係機関との連
携を図りながら必要な支援につなげる個別訪問から困窮に気づい
たり、地域住民からの情報提供により困窮者とつながり、県社協の
フードバンク事業利用につなげた。

地域の絆
により支え
あい安心し
て暮らせる
まちを共に
創る梼原
人と仕組
みづくり

少子高齢化に伴う支援の充実
　・梼原で暮らし続けたい
　・世代間の交流を図り、地域の絆を深める
　・移住してくる人と古くから暮らす住民の融和を図る

少子高齢化に伴い高齢世帯や独居
高齢者も増加したことや介護保険制
度の改正に伴い要介護３未満の高
齢者が町外の施設に転出せざるを
得ない状況がみられる。また人口減
少、核家族化、社会環境や生活スタ
イルの変化などにより、潜在的なリス
クを抱えた家庭が増え地域ぐるみで
の支援の必要性が高まっている。

生活困窮など社会的な課題に対する支援
　・困りごとにおせっかい。自立した生活を取り戻すお手伝い

本町では、近所同士の付き合いが親
密な地域性ゆえに、生活に困窮して
いても弱みを見せることができず、自
らＳＯＳを発信することが難しい場合
もある。
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目標 推進方策 課題
中間評価

（※）

評価理由（実績・評価）及び後半期（令和２～４年度）に向けて
の

改善点等

後半期（令和２～４年度）の取り
組み内容

担当部署
記入者

取組み内容（事業・活動）

継続
「欲しかった物がもらえて嬉しい。」や「経済的に助かった。」とい
う意見が多く、地域住民の支え合いの仕組みとして定着しつつ
あり、事業継続を期待する地域からの声もある。

地域からの意見も取り入れなが
ら広報について検討し、継続して
いく。

社協

継続
保健師に加え、平成29年度より社会福祉士・理学療法士も採
用。地域での介護予防づくりや、各機関と連携した地域包括ケ
アシステムの構築に向けて取り組んでいる。

生活支援コーディネーター（社
協）と連携をしながら、地域に必
要なサービスの構築や地域で支
えあえる地域づくりを引き続き実
施していく。

地域包括

継続

独居高齢者の能動的安否確認システムにより、「毎日やること
がある。」ということが基本的生活スタイルの構築にもつながっ
ている。
体調等の変化に早期に気づく機会となりえる。

変化が気になる方に対しては、
近所のかたから情報をいただい
たり、ご家族との面会を視野に
入れて関わりを継続する。

社協

終了

【各区開所時期】 全区開所済み
集活Cまつばら　　　　H25.1.12
集活Cはつせ　　　　　H25.1.12
集活C四万川    　　　H26.3.29
集活Cおちめん 　　　H28.3.20
集活Cゆすはら西　　H29.3.19
集活Cゆすはら東　　H29.3.19

全区開所したことを踏まえ、全て
の地域において住民の願いであ
る暮らし続けることのできる持続
可能な地域づくりに向け、各セン
ターが掲げる総合的な取り組み
を充実展開していく。

まち・ひと・
しごと

継続

・侵入防止柵の設置・人材育成の取り組みを年1回行い住民の意識向
上を図っているが高齢化に伴い、参加者が減っている。
・Ｈ30年４月より運営を開始した獣肉解体処理施設「ゆすはらジビエの
里」の売上状況。

・侵入防止柵の設置や人材育成
の取り組みを各年1か所地域部
落にて行う。
・ゆすはらジビエの販路拡大と経
営の安定化に取り組む。

農政
まち・ひと・

しごと

事業の趣旨の広報活動とともに、今
後、限られた原資をできるだけ多くの
希望する団体にどう分配していくか。

継続
地域活動の後方支援のために必要な事業で、これまでに２９件
（H29:9件、H30:16件、H31:4件）の活動実績がある。
今後、限度額についての再検討が必要。

アセスメントを通して地域の実情
を知り、適切に資金の配分をして
いく。

社協

継続

年1回、要配慮者の名簿更新及び避難行動要支援者の個別計
画を作成している。年に1回、町内の避難訓練に合わせて避難
行動要支援者の訓練参加の呼びかけ、個別計画の評価・見直
しを行っている。

引き続き、名簿の更新、個別計
画者の訓練、見直し等を行って
いく。

総務危機管理
地域包括

継続

必ず来ると言われている大災害に備え、今後も自主防災組織と
の連携により活動を継続する必要がある。初瀬区では、全地域
にて『災害時の行動を考える』と題して地域福祉座談会を開催
することができた。また、東区では、地域のキーパーソンを対象
とした『防災学習会』を開催した。そのうちの飯母地域では『図上
訓練』を開催することができ、地域力向上に向けての住民意識
が高まってきている。

町内全地域で、地域福祉座談会
等の場をとおして『災害』を切り
口とした地域課題をあぶり出し、
有事の際の地域での支え合い
の組みづくりを後方支援していく
必要がある。

社協

【地域ぐるみの鳥獣被害対策】
鳥獣の駆除体制への支援と網等で襲われない農地作りの工夫や地
域資源としてのジビエ利活用推進のための体制整備、先駆的な取り
組みへの支援

【地域活動推進事業】
地域の「やりたい」という思いを応援し、この事業につなぐことで地域
の活動を後方支援する
6区の担当地域福祉コーディネーターが、アセスメントを通して地域
のやりたい活動としっかり向き合い、事業利用に関する手続きを通し
て後方支援

【リユースゆすはら】
各家庭にある休眠物品の利活用のマッチングを通して、地域住民の
支え合いに寄与する。さまざまな品物を多数マッチングすることがで
き、経済的な部分での相互支援とともに環境問題への取り組みの一
つとして成果をあげている。

【避難行動要支援者個別計画の推進】
防災・減災対策と地域福祉活動の一体的な推進
災害時避難行動要支援者個別計画の作成

【自主防災組織の活性化】
取り組みへの意識が高い地域から介入し、自主防災組織へのアプ
ローチを通して、地域とともに防災・減災の取り組みを考える。

介護予防、生活支援の視点を持った地域包括ケアの仕組み
づくり
　・お互いに支え合える地域づくり
　・“健康で長生き”に地域ぐるみで取り組む
　・できにくいことが増えてきても、安心して暮らせる

平成２７年４月の介護保険制度改正
により、住民主体の活動やNPO、社
会福祉法人、地縁組織、民間企業な
ど多様な主体がサービスの提供体
制を構築し、高齢者を重層的に支え
る地域の支え合いの体制作りも推進
していくこととされており、生活支援
コーディネーターの配置や「協議体」
の設置などが必要となっている。

生きがい対策と地域の拠点整備
　・一人ひとりが生きがいを持てる地域づくり
　・「やってみよう！」という思いを大切にし、一緒に悩み考え
る
　・地域の魅力を高め、自立を目ざす拠点づくり

高齢者や障がい者の中には、外出
の機会が少ないことから地域の人と
の関わりが少なくなり孤独感を深め
るケースがある。また人口減少に伴
い構成世帯の少ない小規模部落が
増加し、地域の中で助け合う相互扶
助の力が衰弱してきた。それに伴い
里山の農地でもイノシシやシカに作
物が荒らされるなど野生動物による
農業被害が生きがいを阻害する要
因の一つにもなっている。

防災・減殺対策と地域福祉活動との一体的な推進
　・いざという時を想像し地域で助け合う仕組みを創る

南海トラフ地震や局地的な自然災害
などに対応していくためには、自主防
災組織による共助の活動を推進して
いくことが必要となっている。

【地域包括支援センター】
社会福祉士・保健師・理学療法士の採用

【お元気発信】
自宅の電話機能を利用した独居高齢者自らによる能動的な安否確
認
2019年11月現在、20名の方のご利用を、各地区担当地域福祉コー
ディネーターが365日サポート

【集落活動センター推進事業】
小さな拠点づくり
集落活動センターの全区開所

評価基準について

○継続：達成に向けて事業を推進し、十分な成果があった。町の必要な事業として判断されたもの。

○充実：達成に向けて事業を推進し、成果があったが、今後業務や体制の見直しが必要なもの。

○終了：次年度以降事業を終了する。

○改善：事業を推進したが成果が不十分で、改善が必要であると判断されたもの。

○縮小：一定取り組んだが効果、必要性が低く、次年度以降事業を縮小する。

○未実施：必要性が低く、事業を未実施で、次年度以降も実施の見込みの低いもの。


