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 第１章 施策の展開 
 

  １ お互いを尊重し、支え合うまちづくり 

  

  （１）福祉教育の推進  

 

   現状と課題 

    核家族化などに伴い、日常生活において高齢者や障がい者との関わりを持つ子ども

たちが少なくなっていますが、学校教育においては、福祉施設を利用した体験学習や

ボランティア活動を授業の中に取り入れ、積極的に実施しています。 

    市民の意識調査では、ボランティアなどの社会福祉活動への関心度は高いものの、

その実践については消極的な結果となっています。 

 福祉のまちづくりの基盤となるのは、人材の育成であり、特にも次代を担う子ども

たちの福祉の心を育む教育は、誰もが地域社会を構成する一員として尊重され、とも

に生きることのできる社会を実現することを基本として行われることが重要となりま

す。 

    今後も、学校や保育所・認定こども園・幼稚園などで児童生徒の福祉の心を育む取

り組みを進めるとともに、家庭や地域における学習機会の提供を充実するなど、地域、

学校、関係団体等と連携した福祉教育を計画的・継続的に進めていく必要があります。 

  

   施策の方向 

 

① 地域での学習機会の充実 

     福祉に関する学習などを計画的・継続的に進めるため、福祉に関連する各種講習

会や保健医療に関連する教育活動などの学習機会の充実を図るとともに、地域自治

組織をはじめ地域のさまざまな団体・組織と協力し、地域で暮らすすべての人々を

対象とした、保健福祉に関する学習機会の充実に努めます。 

 

② 児童生徒の福祉体験活動などの充実 

     児童生徒の福祉の心を育むため、保育所・認定こども園・幼稚園や学校と関係施

設との連携を深め、乳幼児や高齢者、障がい者との交流機会の充実に継続して取り

組むとともに、社会福祉協議会が実施している地域主体の福祉教育の実践を支援し

ます。 

また、福祉教育の指導者を育成するため、教育機関、ボランティア団体、社会福

祉協議会などとの連携を促進し、研修の充実を図るなど、効果的な事業を推進しま

す。 
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  （２）支え合いの育成・支援 

 

   現状と課題 

    児童虐待や子どもの貧困、子どもが犯罪に巻き込まれる悲惨な事件など、子どもの

安全・安心について、極めて深刻な社会問題が全国的に後を絶ちません。 

また、ひきこもりや一人暮らしなどにより地域との関わりを持てない人が、誰にも

相談できず孤立した状態となっている問題も生じています。 

    プライバシーの尊重や価値観の多様化に伴い、日常生活の中での近隣との人間関係

が弱まってきており、地域生活において助けたり、助けられたりする相互支援のある

社会の実現が重要となっています。 

個人の意思を尊重しながら、近所での声がけや見守りなどにより、生活課題を共有

するとともに支え合いの活動を推進する必要があります。 

また、高齢や障がいに起因する福祉課題を解決していくためには、福祉課題を抱え

ている当事者の人々の活動を支援するとともに、偏見や差別によらないノーマライゼ

ーションの理念に基づく、思いやりの心を育むことが大切となっています。 

 

   施策の方向 

    

① 相互理解の促進 

    日常生活における課題について、他人の事としてではなく、「我が事」として考える

気持ちを育むことが重要であることから、相互理解の促進を図ります。 

    また、障がいや認知症、児童虐待、ひきこもり、ＤＶ（ドメスティック・バイオレ

ンス）などに対する市民の理解を深めるために、日常生活の中で援助や配慮を必要と

している人に心を配り、手助けの輪が広がるよう、「ヘルプマーク」などの普及・啓発

を行うとともに、関係機関と協働しながら講習会の開催や情報の提供を進め、ノーマ

ライゼーションの理念や取り組みの普及を図ります。 

 

② 当事者への働き掛け 

     子育てや障がい、ひきこもりなど、さまざまな福祉的課題に応じた地域での支え

合いや各相談支援機関の関係者によるアウトリーチ支援はもちろんのこと、自分た

ちで解決のための活動に取り組んでいる当事者や家族のほか、支援団体の活動の状

況や課題の把握に努めます。 

また、関係団体等との連携を図りながら、活動に対する支援の仕組みづくりにつ

いて推進します。 
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③ 交流機会の促進 

地域における日常生活の中で、地域に住むすべての人々が、子どもや高齢者、障

がい者と交流し、ふれあうことは、お互いを理解し合い、支え合う意識を育むこと

につながることから、さまざまな機会を捉え、交流や体験ができる活動の取り組み

を促進します。 

     特にも、児童生徒が乳幼児とふれあう場や幼児と高齢者との交流など、世代間交

流の取り組みを促進します。 

 

 

  （３）福祉ボランティア・福祉ＮＰＯ活動の充実・支援 

 

   現状と課題 

    地域で安心して暮らすためには、専門的能力を備えた社会福祉事業従事者をはじめ、

地域課題に日常的に取り組むボランティアなどが必要です。それぞれが役割を持ち、

協働してまちづくりを進めていく必要があります。 

近年、ボランティア活動やＮＰＯ活動に対する市民の関心が高まっており、福祉分

野での活動も展開されています。 

    しかし、参加意欲はあるものの実践までは至っていない人も多く、活動内容の紹介

などにより、多数の人が福祉ボランティア活動や福祉ＮＰＯ活動に参加する契機づく

りが必要となっています。 

    また、福祉ボランティア団体や福祉ＮＰＯ団体、社会福祉協議会及び行政が有機的

に連携し、現在の活動における課題を共有し、活動情報の発信を促進するとともに、

相互に協働して活動の輪を広げていく必要があります。 

 

   施策の方向 

    

① 福祉ボランティア・福祉ＮＰＯ活動への参加機会の充実 

     市民の福祉ボランティア活動に対する関心を深めるため、社会福祉協議会のボラ

ンティアセンター機能の充実を図り、ボランティア養成講座の開催やボランティア

相談・登録を推進するなど、あらゆる年代層の人が福祉ボランティア活動に参加す

る機会の充実に努めます。 

     また、福祉ボランティア団体や福祉ＮＰＯ団体の活動の内容を分かりやすい情報

として提供する仕組みづくりに努め、地域と密着した活動の展開を支援します。 
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② 人材の育成支援 

地域活動を支える人材やリーダーを育成するため、青少年のボランティア活動を

支援するとともに、企業等に対し、団体としてのボランティア活動への参加や、就

労している人々のボランティア活動への参加促進の取り組みなどを支援します。 

また、知識や経験が豊かなシニア層に対するボランティア研修への参加を促すな

ど、地域活動のリーダーとしての養成を図るための取り組みを促進し、子どもや若

者から高齢者まで、幅広い年齢層を対象にしたボランティア人材の養成を促進しま

す。 
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  ２ 包括的な支援体制による地域主体の活動の推進 

  

  （１）住民の主体的な地域活動の推進 

 

   現状と課題 

    近年、社会情勢の急激な変化に伴い、個々の価値観が多様化するとともに、地域で

の住民相互のつながりが希薄化し、住民一人ひとりや地域の抱える課題も多様化、複

雑化しています。 

    このような状況において、地域には、生活の中で日常的に起こりうるさまざまな福

祉課題があり、その課題解決のため、地域の特性に応じたコミュニティの再構築を図

り、住民同士のつながりのもと、お互いに支え合うための地域活動を推進していくこ

とが必要です。 

社会福祉法において、地域福祉活動の推進を目的に設置されている社会福祉協議会

が、市はもとより、地域自治組織、民生委員・児童委員、ボランティア団体などと連

携して事業を実施していますが、地域住民との協働による活動の仕組みづくりが、一

層重要となっています。 

    このことから、国が示す地域における包括的な支援体制（５ページを参照）を勘案

しながら、生活圏域である各地区において、世代や分野に関わらず課題や悩みを「丸

ごと」受け止められる場や、地域住民が交流や活動する場として、地域における包括

的な支援拠点体制の整備を図ります。 

さらに、その体制のもとで、生活圏域の地域住民と地域自治組織・団体などが連携

しながら活発な地域活動を推進することで、地域内における支え合い活動の一層の推

進が期待されます。  

 

   施策の方向 

    

① 包括的な支援体制の整備促進 

     地域内でともに支え合うための地域活動を推進するにあたっては、住民一人ひと

りが受け手であると同時に支え手でもあります。 

世代や分野などに関わらず、「気軽に、いつでも、なんでも」相談や活動ができ、

課題や悩みを「丸ごと」受け止められる場が必要であることから、生活圏域の各地

区において、コミュニティソーシャルワーカーなどのコーディネート役を配置する

とともに、社会福祉協議会や福祉ボランティア、地域包括支援センターなどが核と

なり、地域住民と相互協力しながら地域活動を推進していく場となる包括的な支援

拠点の整備を促進します。      
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② 地区の地域活動の支援 

     地域における包括的な支援拠点を中心として、生活圏域の地域住民、地域自治組

織、福祉関連事業者、学校などが有機的に連携し、地区の状況に応じた地域活動の

推進を支援します。 

       

③ 地域自治組織の活動支援 

     プライバシーの尊重などにより、住民同士のふれあいが薄れ、自治会機能の維持

や担い手の育成が課題となっています。また、地域内での住民相互のつながりが希

薄化し、個人が抱える深刻な課題や困難が周りの人に伝わらず、いわゆる「地域か

ら孤立」した状態となり、関係支援機関等につながらない事例が顕著に表れていま

す。 

日常生活における最も身近な生活圏域において、「他人事」になりがちな地域づく

りを地域住民が「我が事」として主体的に取り組めるよう、活動を進めるうえで基

盤となる地域自治組織について、地域住民の組織参加を促し、近隣で支えあう組織

としての活動を支援します。 

     

 

  （２）地域福祉活動の促進 

 

   現状と課題 

    地域福祉の推進を目的とする社会福祉協議会は、誰もが安心して暮らせるまちづく

りを基本理念とし、福祉に関する総合相談窓口の設置、ふれあいいきいきサロン事業

などの小地域福祉活動の展開、ボランティアや市民活動の支援、日常的に介護を必要

とする障がい者や高齢者への生活支援などさまざまな地域福祉活動や福祉事業を実施

しています。 

    この「宮古市地域福祉計画」の基本理念のもと、地域住民、民間団体、行政が協働

し、それぞれの特性を活かしながら事業を推進するための行動計画として社会福祉協

議会が策定する「宮古市地域福祉活動計画」に基づき、さらに地域の実情に応じた地

域福祉活動を促進する必要があります。 

     

   施策の方向 

 

① 社会福祉協議会との連携推進 

     地域福祉の推進を目的とする社会福祉協議会と市の連携をさらに推進するととも

に、協働による地域福祉活動の促進に努めます。 
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    また、介護保険事業や障がい福祉サービス事業、県・市の委託事業などの展開につ 

いて、その充実を支援します。 

なお、この「宮古市地域福祉計画」と連動した計画であり、社会福祉協議会が策定 

を進める「宮古市地域福祉活動計画」による事業実施について、計画的・継続的な調

整を図るなど、その取り組みを支援します。 

 

 

  （３）災害時の支援ネットワークづくり 

 

   現状と課題 

    東日本大震災や度重なる台風災害の体験を踏まえ、自然災害への対応が重要な課題

となっています。 

    特に、高齢者や障がい者等、いわゆる避難行動要支援者が安心して避難できる支援

体制の整備は喫緊の課題です。 

    情報の収集及び対象者の状況にあった支援策や対応方法の確立には、日常生活にお

ける近所の支えあいや地域自治組織などの助け合いが必要であり、状況に応じた細や

かな支援内容を検討するためのネットワークづくりに取り組む必要があります。 

 

   施策の方向 

    

① 地域自治組織の支援体制整備の推進 

     お互いに声を掛け合う、お互いを見守るなど、支援につながる身近な活動を推進

し、日常生活における近隣との豊かな関係を築くことにより、災害時における支援

の必要度合いを互いに把握し、住民同士でできる支援内容を積み重ねるなど、地域

自治組織での取り組みの強化を推進します。 

 

② 避難行動要支援者名簿の的確な利用 

     災害時の支援において、求められる支援に適切に応じるためには、支援を必要と

する人の情報が、的確に支援する人や関係機関に提供されることが重要です。 

     市では、災害時要支援者名簿を作成し、事前に情報提供の同意のあった人の名簿

について、防災関係機関や地域自治組織等に対し配布しています。 

災害時の避難等の支援にあたっては、この名簿を活用しながら、個人情報の保護

に配慮したうえで、近隣や地域自治組織、そして防災関係機関において個人情報の

共有を図り、その情報が適正かつ有効に利用されるための仕組みづくりを推進しま

す。 
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  ３ 信頼される福祉サービスの仕組みづくり 

  

  （１）相談・情報提供体制の整備 

 

   現状と課題 

    保健福祉に関する相談については、市の担当窓口や社会福祉協議会をはじめ、分野

に応じた各相談窓口で、相互に連携を図り対応していますが、相談内容が複雑・多様

化してきていることに伴い、単一相談機関での解決に結びつかない場合も増加してい

ます。 

    また、身近な相談場所が分からないため、相談するまでに結びつかない場合もあり

ます。 

    もっと身近に、気軽に、そして総合的に相談できる一定の専門性を備えた体制の整

備が必要となっています。 

    さらに、地域での孤立により深刻な困難などを抱えている人に対する相談支援にむ

けての仕組みづくりも求められています。 

    一方、多様な生活課題の相談内容を整理し、その解決への過程を確認することなど、

今後の地域福祉活動に相談結果・実績を生かしていく工夫も課題となっています。 

    保健福祉に関する情報を提供するにあたり、市では、各種パンフレット等を公共施

設などに配備するとともに、「広報みやこ」やホームページなどの活用を図っています。 

    しかし、複雑化する制度に伴い、その仕組みやきまりに関する情報が専門的・個別

的な内容となっており、利用者の希望するサービス情報を容易に入手できない場合が

あり、利用者にとって分かりやすいなど利用者の立場に立った情報提供体制の整備が

必要です。 

 

   施策の方向 

 

① 相談体制の整備 

     地域自治組織や民生委員・児童委員などと協力し、身近な地域において、気軽に

相談できる仕組みづくりを推進するとともに、地域における包括的な支援拠点にお

ける専門性を高めるため、社会福祉士、ケアマネジャーをはじめとする地域の人的

資源を有する各福祉サービス事業者、市のケースワーカーや保健師などの連携によ

る相談支援体制の整備に努めます。 

     また、関係機関が連携し多角的に支援することにより、課題に対する共通認識を

深め、当事者やその家庭の生活課題に対する総合的な支援に努めるとともに、福祉

ニーズの把握や情報の一元化にも努め、より効果的な相談体制の整備を図ります。 
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② 福祉情報の提供体制の整備 

     市や社会福祉協議会の広報誌、ホームページ、各種パンフレット等により、保健・

医療・福祉に関する情報を周知するとともに、福祉サービス事業者にサービス内容

の情報発信を働きかけ、利用者にとって分かりやすい情報の提供となる体制の整備

を推進します。 

また、３２ページの「２ 包括的な支援体制による地域主体の活動の推進」で記述

したとおり、地域における包括的な支援拠点を活用し、関係機関と連携しながら地

域住民の要望を把握するとともに福祉制度やサービス内容の情報の共有化に努め、

近隣における住民同士の情報交換の促進を図ります。 

 

 

  （２）利用しやすいサービスの実現 

 

   現状と課題 

    現在の福祉制度は、高齢者、障がい者、児童といった対象者ごとに区分されており、

対象者本人やその家庭の生活課題を解決するための総合的な支援について行き届かな

いところがあり、対象者をはじめとした利用者の視点よりは、提供者の視点によって

サービスの提供等の支援が行われることがあります。 

    その上、住み慣れた地域で安心して暮らすため、一人ひとりの福祉課題について、

地域での生活者としての視点に立ち、利用者の生活形成に沿ったサービス提供も重要

となっています。 

    利用者の考えや思いを尊重し、住み慣れた地域で生活しやすくするための支援、サ

ービス提供の在り方について、利用者や事業者などの関係者相互の理解を図ることが

課題となっています。 

    また、多様化する福祉ニーズを的確に把握し、サービスの質を高めるとともに新た

なサービスを開拓することによりサービスの充実を図り、利用者がサービスを選択で

きる環境を整えることも求められています。 

    さらに、福祉サービスを必要とする人の中には、判断能力の低下などによりサービ

スの選択ができない人がおり、このような人を支援するための日常生活自立支援事業

や成年後見制度の利用の促進を図ることに加え、福祉サービスの利用に際し、利用者

が弱い立場となる場合があり、サービスに対する要望、苦情を確認する仕組みも必要

となっています。 
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   施策の方向 

    

① サービスの向上と総合化 

     福祉サービスの提供は、高齢者、障がい者、児童といった対象者、あるいは事象

ごとの福祉制度により行われていますが、一人ひとりの生活課題の緩和や解決に結

びつくサービスの選択ができ、その上、より身近なところで享受できるなど、福祉

サービスの内容の充実と向上に努めます。 

     また、利用者の地域での生活者としての視点を重視し、その考えや思いを尊重す

るとともに、生活全般に対応した相談とサービスの提供を図ることに努め、保健医

療福祉分野における相談支援の総合化にむけての取り組みを推進します。 

 

② 適切なサービスの確保 

     高齢者・障がい者・児童などへの虐待、ＤＶ、生活困窮、自殺、ひきこもりなど、

多様化・複雑化する福祉ニーズを踏まえ、既存の制度では行き届かないところを補

足する形で、地域社会の中で支援を求める人々に対し、民間事業者等により柔軟か

つ幅広いサービスの提供が進められていることから、地域での支え合いや市民運動

によるサービス提供に加え、事業者による新たなサービスの開拓や拡充を支援する

など、適切なサービスの確保を図ります。 

なお、高齢者施設や各種グループホームなど民間事業者による事業展開が増加す

る傾向にあるサービス提供に関しては、利用実態の把握などにより、利用者の適切

な選択機会の確保と良質なサービスの確保に努めます。 

また、サービス利用者の評価など多様な評価システムの構築に取り組むとともに、

事業者が実施するサービス内容など事業者情報の収集と提供に努めます。  

      

③ 権利擁護の推進 

     サービスの多くが選択・契約制に移行するなかで、そのサービスを安心して利用

できるよう、情報の提供や仕組みの周知を図り、利用の促進に努めます。 

日常生活に不安がある人、判断能力の低下などが認められる障がい者や高齢者が

地域において安心して生活できるよう、社会福祉協議会が実施する日常生活自立支

援事業のほか、成年後見制度の一層の利用促進を図りながら権利擁護の取り組みを

推進します。 

     また、サービスに対する利用者の要望、苦情相談に対応するため、窓口を設置す

るとともにサービス関係事業者などと連絡調整を図り、適切に対応するための体制

整備に取り組みます。 
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  ４ 暮らしやすい生活環境づくり 

   

  （１）自立支援の推進 

   

   現状と課題 

    近年、ひきこもり状態にある人や生活困窮者が増加する傾向にあります。このよう

な状況にある人々の中には、自らは積極的には社会や地域との関わりを持たず、結果

的に地域や関係機関から把握されずに、社会的に孤立していき、最悪の場合は自殺に

至るなどのケースもあることから、地域での見守りや声がけのほか、理解促進の啓発

や相談窓口の周知を強化し、早期発見につなげる必要があります。 

また、関係機関が有機的に連携し、当事者個々のニーズに応じて自立を支援してい

く体制が求められています。 

    

   施策の方向 

    

① 自立のための相談支援体制の整備 

     ひきこもり状態にある人の増加に対応するため、その家族や関係者はもちろん、

医療・保健・福祉・就労などの各関係機関が有機的に連携し、一人ひとりの状況に

応じた自立のための支援体制の整備に努めます。 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれがある生活困窮者に

対する支援について、各相談支援機関・団体及び事業所等と連携し、支援体制の構

築を図ります。 

また、障がい者の支援については、市と関係機関の相談窓口が協力しながら、専

門的な知識を有する職員を配置し多様な相談ニーズに応じるとともに、障がい特性

に応じた就労支援や多様な就業機会の確保などを通じて、地域で自立した生活を送

ることができるよう支援します。 

 

② 社会的孤立の防止 

     ひきこもり状態にある人の高齢化やひきこもり期間の長期化を防ぎ、早期に支援

につながるよう、ひきこもりに対する理解促進のための啓発活動や相談窓口の周知

の強化に努めます。 

     各相談支援機関による窓口のほか、行政や民生委員・児童委員、社会福祉協議会

の支援員等によるアウトリーチ支援により、生活困難を抱える要援護者の早期把握

に努め、社会的孤立の防止に取り組みます。 

     また、自殺死亡率の減少に向け、こころの健康に関する研修会や相談事業、健康 
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教室の開催などを通じて、誰もが住み慣れた地域で生きがいを持ち、社会的に孤立

することなく生活できるよう支援します。 

 

 

  （２）生活環境の整備 

 

   現状と課題 

    子どもから高齢者まですべての市民が住みなれた地域で安心して暮らし、それぞれ

の能力を生かしながら、地域活動や趣味、学習活動、スポーツ・レクリエーション活

動などさまざまな活動に参加できる環境づくりが求められており、そのためには、公

共施設や道路などの不便解消を図り、安全性と利便性が確保された施設とする必要が

あります。 

    当市では、バリアフリーに配慮した公共施設の整備を推進していますが、道路、歩

道、駐車場などの屋外整備、障がいに応じたトイレなどの屋内整備ともに、多くの課

題箇所を抱えている状況です。 

    今後も継続して、道路の段差解消などの物理的な障壁を取り除くことに加え、制度

的、社会的、そして心理的な障壁を取り除くことに努めるとともに、すべての人が快

適に利用しやすい環境を整える「ユニバーサルデザイン」の考え方をまちづくりの視

点として進めることが大切です。 

 

   施策の方向 

    

① ユニバーサルデザインの推進 

     高齢者や障がい者、小さな子どもを抱えた人にとって利用しやすい公共施設や空

間などの整備は、安全で安心な福祉のまちづくりを進めるうえで、欠かせない課題

です。 

     多くの市民が利用する公共的な施設について、市民、民間事業者等の理解と協力

を得ながら、県が制定した「ひとにやさしいまちづくり条例」や「ひとにやさしい

まちづくり推進指針」などを参考とした、ユニバーサルデザインに配慮した生活環

境の整備を推進します。 

     また、高齢者や障がい者はもとより、すべての人が必要な情報を入手できる環境

の整備に配慮するとともに、日常生活や日常の活動で使用する用品・用具等の利便

性の向上などに対する配慮に努めます。 
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② 住環境の整備促進 

     地域での生活を継続するためには、生活の拠点となる「住まい」の確保が重要と

なります。 

     要介護者や障がい者などが居宅において安心・安全に生活できるよう、住宅・住

環境のバリアフリー化を図るうえで必要な住宅改修に対する助成を推進します。 


