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ナ体的嘘組┟ 

基筑目標鰆  優ブい心┲育┠福祉教育┎推進 

基筑方針鰆 福祉教育┎推進 

鰺鰆鯲福祉教育┎推進 

■現状┈課軫 

支え英いゼ広ゼ┫地域┲┄ヂ┪ﾎ地域┇┎福祉活動┲広ド┫〞┡┋┏ﾎ差πや偏見┎┊

いﾎあ┩┦┫人ゼ共生┇ゾ┫包摂的

┛ う ボ ┄ ┆ ゾ

鰺┻ン╆ルヸ‶ブ鯲┊社会┲構築ブ┆いヂ必要性ゼあ

┪┞ベﾏ｠┎〞┡ﾎ┻ン╆ルヸ‶ブ教育‶]テム┎推進や当～者┈┎交流機会┲通ブ┆ﾎ

子┉┢┎頃ズ┩福祉┋┄い┆学┓ﾎ優ブヂ豊ズ┊人間性┲育┠バ┈ゼ大ε┈┊┪┞ベﾏ┹

ン╈ヸト調査┇┢ﾎ地域福祉┲推進ベ┫〞┡┋必要┊バ┈┈ブ┆ﾎ鰊割影半┐┎人ゼﾘ学

校教育┋ジデ┫福祉教育┎推進ﾙ┲あド┆い┞ベﾏ乳幼児期┎家庭や保育園┇┎福祉体験

ズ┩ﾎ現ヷ中学校ﾎ鋩等学校┇┎福祉教育┎推進ゼ求┡┩┬┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○家族┎絆┲大ε┋ブ┞ベﾏ 

○ﾘ福祉ﾙ┋遣ベ┫理解┈関心┲深┡┞ベﾏ 

○ﾘ地域福祉ﾙ┋関ベ┫講演会や勉強会┋参加ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

乳幼児期┎福祉教

育┎推進 

○家庭┇┎福祉教育┎推進 

子┉┢┎成長┋ジい┆ﾎ幼児期┎家庭┋ジデ┫生活環境┏人格形

成┋大ゾ┊影響┲Üえ┞ベﾏ乳幼児期ズ┩親子┎愛情┋┨┫絆┇結

┐┬〞家族┈┎┕┬あい┲通プ┆ﾎ子┉┢ゼ人┋遣ベ┫信軛感ﾎ豊

ズ┊情操ﾎ思いや┪┎心┲育┠家庭┇┎福祉教育┲推進ブ┞ベﾏ 

○諠ゼい児保育┎充実 

心身┎諠ゼいや冢臉┋遅┬┎あ┫ﾎ保育ゼ必要┊児童┋遣ブﾎ地

域┎窺─━┈ñ緒┋学┓ﾎ多様┊体験ゼ┇ゾ┫機会┲提供ベ┫〞┡ﾎ

保育所┲┏プ┡ﾎ学童保育迎等┎各種保育施設┘┎唄デ入┬┲推進

ブ┞ベﾏ 

○子┉┢ズ┩鋩齢者┞┇┎異世£交流～業┎推進 

幼児ﾎ現学生ﾎ中学生ﾎ鋩校生鵜┓鋩齢者┊┉┎各世£間┇┎異

世£交流～業┲行いﾎ子育┆┲地域全体┇支え┫意識┲醸成ブ┆い

ゾ┞ベﾏ 

  

第鰊章

基筑目標鰆 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

学校┇┎福祉教育

┎推進 

○ﾘ総英的┊学習┎時間ﾙ等┎充実 

現ヷ中学校ﾎ鋩等学校┎児童生詩ゼﾎ鋩齢者や諠ゼい者┈┎地域

┇┎日常的┊交流やボランテ┺┹活動ﾎビ┩┋施設訪問┋┨┫┕┬

あい体験┊┉┲通ブ┆ﾎ優ブヂ豊ズ┊人間性┲育┠バ┈ゼ期待┇ゾ

┫バ┈ズ┩ﾎﾘ総英的┊学習┎時間ﾙ等┇充実ブ〞社会福祉体験活動

┲推進ブ┞ベﾏ特π支援学校や関Ｉ団体等┈連携ブﾎパラリンピッ

╆競植┎実体験や交流～業┲充実ビボ┞ベﾏ 

○交流教育鵜┓共液学習┎推進 

共生社会┎実現┋向デ〞┻ン╆ルヸ‶ブ教育‶]テム┎構築┋向

デ┆ﾎ特π支援学弖┈瀧通学弖┈┎交流┎機会┲尋充ブ┞ベﾏ 

腰ハ現ヷ中学校┋ジデ┫通常学弖ﾎ通弖┋┨┫指玄ﾎ特π支援学

弖┈い┃〞連怦性┎あ┫ﾘ多様┊学┓┎場ﾙ┎充実┲轄┪┞ベﾏ 

 

 

 

 

 

 

   
―包摂的ほ う ゲ ヅ ド ﾜ（┦ンクルーシ】）な社会― 

 社会的ブ全体┞包┋込┌ヱパバあ┖、誰┎排除さ┘グ、全員ﾛ分｀
隔ドピく社会ブ参画ギ┗機会┞持ヅヱパ┞意味ヴ┊ギ。 

ヱペ考えボ、持続可能ピ開発目標（SDGs)ﾛ大切ブヴドい┗ち誰一人
取┖残さピい」パいう理念そペ┎ペバギ。 

一口ょっ 
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■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

乳幼児期┎福祉教

育┎推進 

○┕┬あい′ロン活動┘┎к成 

鋩齢者ヷ諠ゼい者鰺児鯲鵜┓子育┆中┎親┊┉ゼﾎ地域┎中┇珪

律┋┊┩┊い┨うﾎ誰┢ゼ気軽┋参加┇ゾ┫′ロン┲社協支部┇開

催ブ〞謔┎費用┲к成ブ┞ベﾏ 

学校┇┎福祉教育

┎推進 

○社会福祉協力校┎指定 

腰ハ現ヷ中学校ﾎ鋩等学校┲社会福祉協力校┈ブ┆指定ブﾎ児童

生詩┎体験学習や校ハ環境整備┲通ブﾎ┞〞地域社会┈┎連携┲轄

┪ﾎ福祉┋遣ベ┫理解┈関心┲鋩┡福祉┎心┲育成ブ┞ベﾏ 

○瞼知症′ポヸタヸ養成講斎┘┎協力 

瞼知症┎方や｠┎家族ゼﾎ地域┇┎生活┲稽全┇穏やズ┋営┠バ

┈ゼ┇ゾ┫┨うﾎ鰆人┇┢多ヂ┎方┋瞼知症┎バ┈┲知┃┆い〞─

ゾﾎ┨ゾ応援者┋┊┃┆い〞─ヂ〞┡ﾎ腰ゼ主体┈┊┃┆開催ビ┬

┫瞼知症′ポヸタヸ養成講斎┘┎協力┲行い┞ベﾏ 

○福祉┘┎理解┲深┡┫体験┎創出 

車いベや鋩齢者疑似体験〉ットﾎ茂袈版や┹┻マ]╆┊┉┎腰ハ

学校┘┎篝出ブﾎ講師派遣やパンフレット等┎作成┊┉┲通プﾎ福

祉意識┎鋩脆┲轄┪┞ベﾏ 

○彩┎国ボランテ┺┹体験プロ╇ラム┎実施 

ボランテ┺┹活動┋興味や関心ゼあ┃┆┢ﾎ┊ズ┊ズボランテ┺

┹┲始┡┫ゾ┃ズデゼ得┩┬┊ズ┃〞人┋福祉施設等┎協力┲得┊

ゼ┩ボランテ┺┹┲体験ベ┫機会┲提供ブ┞ベﾏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
―認知症サポーター― 

 認知症サポーターボ、認知症ブ関ギ┗正ヴい知識パ理解┞持ゾ、地
域や職域バ認知症ペ方や家族ブ対ヴドバﾜ┗範囲バ手助｀┞ギ┗応
援者バギ。 
認知症サポーター養成講座┞受｀、認知症サポーターパピヂズ人

ボ、令和３年９月 30 日時点バ、全国ブ約 1,339 万人い┊ギ。 

一口ょっ 
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鰺鰈鯲生涯学習┎推進 

■現状┈課軫 

地域福祉┏ﾎ地域┋⇒┠ベ┙┆┎人ゼ当～者┈┊┃┆活動┲推進ベ┫┢┎┇ベﾏ｠┎〞

┡┋┏ﾎ腰民ñ人┒┈┪ゼ福祉┋┄い┆学┓怦デ┫バ┈ゼ望┞┬┞ベﾏ｠うブ〞学┓┎場

┲腰や社会福祉協議会┊┉ゼ提供ブﾎ腰民ゼ積極的┋参加ベ┫バ┈┋┨┃┆ﾎ得〞知識や

経験┎成果┲地域┇生ズベﾎバ┎┨う┊循環ゼ大ε┇ベﾏ 

┹ン╈ヸト調査┇┢ﾎ地域福祉┎推進┎〞┡┋社会教育┎菻要ビ┲指摘ブ〞人┏約鰊割

┈┊┃┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○ﾘ福祉ﾙ┋┄い┆ﾎ興味┲┢━ﾎ学┖機会┲┢━┞ベﾏ 

○積極的┋地域┅ヂ┪┎〞┡┎研修や講斎┋参加ブ┞ベﾏ 

○研修や講斎┋参加ブ┆得〞知識や経験┲ﾎ地域┅ヂ┪┋活ズブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

生涯┲通プ〞福祉

学習┎推進 

○公民館～業┎充実 

公民館┎各種～業┈ブ┆地域福祉┋┄い┆┎講斎┲設デﾎ腰民┎

福祉┘┎理解┲深┡┫┈┈┢┋ﾎ地域福祉活動やボランテ┺┹意識

┲育┆┞ベﾏ 

○瞼知症′ポヸタヸ養成講斎┎開催 

瞼知症┎方や｠┎家族ゼﾎ地域┇┎生活┲稽全┇穏やズ┋営┠バ

┈ゼ┇ゾ┫┨うﾎ鰆人┇┢多ヂ┎方┋瞼知症┎バ┈┲知┃┆い〞─

ゾﾎ┨ゾ応援者┋┊┃┆い〞─ヂ〞┡ﾎ社会福祉協議会┈連携ブ┆ﾎ

瞼知症′ポヸタヸ養成講斎┲開催ブ┞ベﾏ 
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■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

生涯┲通プ〞福祉

学習┎推進鰓 

企業等┋ジデ┫福

祉学習┎推進 

○瞼知症′ポヸタヸ養成講斎┘┎協力 

瞼知症┎方や｠┎家族ゼﾎ地域┇┎生活┲稽全┇穏やズ┋営┠バ

┈ゼ┇ゾ┫┨うﾎ鰆人┇┢多ヂ┎方┋瞼知症┎バ┈┲知┃┆い〞─

ゾﾎ┨ゾ応援者┋┊┃┆い〞─ヂ〞┡ﾎ腰ゼ主体┈┊┃┆開催ビ┬

┫瞼知症′ポヸタヸ養成講斎┘┎協力┲行い┞ベﾏ 

○あい′ポヸト膰動┎推進 

多様┊諠ゼい┎特性ﾎ諠ゼい┎あ┫方ゼ困┃┆い┫バ┈や配慮┊

┉┲学┓ﾎ理解ブ┆┢┩うバ┈┇ﾎ━┧┃┈ブ〞手кデや配慮┲実

践┇ゾﾎ諠ゼい┎あ┫方ゼ暮┩ブやベい地域社会鰺共生社会鯲┲┄

ヂ┬┫人虫┲育成ブ┞ベﾏ 

 

 

 

 

 

 

   
―あいサポート運動― 

誰┎ﾛ、障ﾛいペあ┗方へペ配慮ピビ┞理解ヴド、ゾ┓ヂパヴズ手
助｀や配慮┞実践ギ┗ヱパブ└┖、障ﾛいペあ┗方ﾛ暮┕ヴやギい
地域社会（共生社会）┞皆さ┟パ作ヂドいく運動バギ。 

愛情ペち愛」、私ペちI」、支え合いペち合い」ブ共通ギ┗ちあい」
パ、支え┗、応援ギ┗意味ペちサポート」┞組┋合わゲズちあいサポ
ート運動」ボ、障ﾛいペあ┗方┞優ヴく支え、秩父市┞ボガ┍横瀬
町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町バち障ﾛい┞知┖、共ブ生ﾜ┗」取
組┋┞行う┎ペバギ。 

┊ズ、障ﾛいペあ┗方ﾛ困ヂドい┗パﾜブゾ┓ヂパヴズ手助｀┞
ギ┗サポーター┞養成ギ┗ズ┍ブ、 
ちあいサポーター養成研修公開講座 
」┞開催ヴドい┊ギ。受講生ブボ、 
あいサポーターペ証バあ┗。ちあいサ 
ポート〉╅┺」パちあいサポート┻ 
トラ╅プ」ﾛ交付さ┘┊ギ。 

 

一口ょっ 
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鰺鰒鯲地域交流┎推進 

■現状┈課軫 

秩父腰┇┏亳会┘┎加入割英┢鋩ヂﾎ地域生活┇起バ┫問軫┲腰民相互┎自主的┊協力

関Ｉ┇解決ベ┫バ┈ゼ必要┈考え┫人ﾎ隣近所┎付ゾ英い┲肯定的┋考え┫人┢多ヂﾎ意

識┎面┇┏地域福祉推進┎条件┏整┃┆い┫┈言え┞ベゼﾎ実謔┋┏地域┇┎人┈人┎┕

┬あい┏浅ヂ┊┃┆ゾ┆い┞ベﾏ 

┹ン╈ヸト調査┇┢ﾎ⇒民液士ゼ┈┢┋支えあう地域┅ヂ┪┲進┡┫〞┡┋必要┊バ┈

┈ブ┆ﾎﾘ地域┎人々ゼ知┪英いﾎ触┬英う機会┲増やベバ┈ﾙﾎﾘ支えあう地域┅ヂ┪

┋関ベ┫情報┎提供や意識啓冢┲ベ┫バ┈ﾙ┊┉┎回答ゼ多ヂﾎ子┉┢ズ┩鋩齢者┞┇多

様┊世£ゼﾎ気軽┋譎え┫機会や┕┬あい┊ゼ┩活動┇ゾ┫場┅ヂ┪┲行遡や社会福祉協

議会ゼ支援ベ┫バ┈ゼ必要┇ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○ñ人┒┈┪ゼ進┳┇あいビ┄┲ブﾎ近所┅ゾあい┲大ε┋ブ┞ベﾏ 

○世£間ゼ交流ベ┫機会┲ﾎ地域┇積極的┋作┪┞ベﾏ 

○地域┇開催ビ┬┫交流┎┻ベントや学習機会┋ﾎ積極的┋参加ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

地域交流┎推進 ○地域┎迫曳ヷ文粟ヷ伝統芸能等┎学習機会┎充実 

様々┊民俗文粟┋彩┩┬〞秩父文粟┎豊ズビ┈ﾎ相互┋кデ英い

育┆英う秩父地域┎環境┎中┇ﾎ子┉┢〞━ゼジ祭┪┊┉┇伝拭ビ

┬┆い┫知識や植術ﾎ習慣や伝統ﾎ生ゾ┫力┈┊┫知恵┲唄デ怫ダﾎ

豊ズ┊人間性や社会性┲身┋┄デ┫バ┈ゼ┇ゾ┫┕┫ビ┈┲目指ブ

┞ベﾏ｠┎〞┡┋ﾎ地域┎鋩齢者┲招ゾﾎ地域┎迫曳ヷ文粟ヷ伝統

芸能や膩┓等┋┄い┆┎学習ﾎあ┫い┏ﾎ子┉┢〞━┎老人ホヸム

┘┎訪問┊┉┋┨┪ﾎ世£間┎交流┲推進ブ┞ベﾏ 

○腰民ヷ関Ｉ団体等┲活用ブ〞自然体験活動┎充実 

腰民や関Ｉ機関等┎協力┋┨┫ﾎ自然体験活動┎機会┎充実┲轄

┪┞ベﾏ 

○地域┋ジデ┫腰民主体┎＞護予防活動┎育成ヷ推進 

誰┇┢ñ緒┋参加ベ┫バ┈┎┇ゾ┫腰民主体┎＞護予防┋資ベ┫

通い┎場等┎活動┲支援ブﾎ人┈人┈┎┄┊ゼ┪┲通プ┆ﾎ参加者

や通い┎場ゼ怫怦的┋尋大ブ┆いヂ地域┅ヂ┪┲推進ブ┞ベﾏ 

 

 

 

 

  



 

45 

■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

地域交流┎推進 ○地域情報交隻会┎開催 

地域┎福祉関Ｉ者┲中心┈ブ┆地域福祉活動┋関ベ┫情報交隻┲

ベ┫場┲設デﾎ地域┋ジデ┫福祉ニヸ〈┲把握ブﾎ解決┇ゾ┫方法

┲地域┇考え┩┬┫♂組┟┅ヂ┪┋嘘組┟┞ベﾏ 
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基筑目標鰈  地域┲支え┫ネットワヸ╆┅ヂ┪┎推進 

基筑方針鰆 腰民主体┋┨┫地域┲支え┫ネットワヸ╆┅ヂ┪ 

鰺鰆鯲地域⇒民┋┨┫ネットワヸ╆┅ヂ┪ 

■現状┈課軫 

地域福祉┎主体┏ﾎ当～者┢含┡〞腰民自身┇ベﾏ｠┎〞┡ﾎ地域┎支え英い┲盛┪〞

┆┫主役┏腰民ﾎ活動┎基劑整備┏行遡や社会福祉協議会┊┉ﾎ役割┲明確┋ブﾎ┨┪腰

民ゼ主体┈┊┃┆地域┲支え┩┬┫活動ゼ行え┫ネットワヸ╆┅ヂ┪┲推進ブ┆いヂバ

┈ゼ大ε┇ベﾏ 

┹ン╈ヸト調査┇┏ﾎ腰民液士ゼ支え英う地域┅ヂ┪┋必要┊バ┈┈ブ┆ﾎﾘ地域┇活

動ベ┫様々┊団体相互┎交流┲進┡┫バ┈ﾙ┈回答ブ〞人ゼ約鰈割┈┊┃┆い┞ベﾏ 

＜至ﾎビ┩┋鋩┞┫バ┈ゼ見込┞┬┫鋩齢者┎╈┹┎〞┡┋ﾎ⇒┞いヷ保健ヷ夷療ヷ＞

護ヷ福祉┊┉┎生活支援ゼñ体的┋提供ビ┬┫地域包括╈┹‶]テム┎構築┲轄┃┆いヂ

バ┈ゼ菻要┈┊┪┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○┒┈┪暮┩ブ┎方┋ﾎ声┲ズデ┫┨う┋ブ┞ベﾏ 

○困┪パ┈や┊や┟パ┈┲相談┇ゾ┫人┲┄ヂ┃┆ジゾ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

地域┇┎福祉活動

┎推進 

○┕┬あいコヸル～業┊┉ﾎ腰民┎主体的参加┋┨┫福祉活動┎充実 

地域┎┒┈┪暮┩ブ鋩齢者┎見畦┪┲腰民ゼ主体┈┊┃┆実施ベ

┫ﾘ┕┬あいコヸル～業ﾙやﾎ商店街ゼ自┩┎営業┈見畦┪┲統英

ブ〞試┟┊┉ﾎ地域┎特色┲活ズブ〞様々┊地域福祉活動ゼ展開ビ

┬┆い┞ベﾏ 

  バうブ〞活動ゼ腰ハ全地域┇実施ビ┬┫〞┡┋┏ﾎ地域福祉活動

┲担う腰民┎組織粟┈┈┢┋ﾎ地域┎実情やニヸ〈┋英┃〞各種～

業ゼ展開ビ┬┫バ┈ゼ必要┇ベﾏ 

社会福祉協議会や各亳会ゼ中心┈┊┃┆ﾎ地域┎状況┲十δ把握

ブ┊ゼ┩推進ベ┫腰民┎主体的参加┋┨┫地域福祉活動┎尋大や充

実┲ﾎ腰┏支援ブ┆いゾ┞ベﾏ 

基筑目標鰈 
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地域ネットワヸ╆

┅ヂ┪┎推進 

○地域┎実情┋応プ〞ネットワヸ╆┎構築 

各亳会┲┏プ┡ﾎ民生委員ヷ児童委員ﾎ老人╆ラブﾎ健康推進員ﾎ

在宅福祉員ﾎ食生活改善推進員ﾎ赤十袈奉♂団┊┉ゼ日常┎地域福

祉活動┲実践ブ┆い┞ベﾏ｠┎中┇冢見ビ┬〞身近┊問軫┲速やズ

┋解決ベ┫組織┈ブ┆┏ﾎ広範褐┋活動ブ┆い┫ボランテ┺┹や

年致至 法人ﾎ地域┇┎鋩齢者┎＞護┋関ベ┫相談や必要┊′ヸビ]

ゼ唄デ┩┬┫┨うﾎ関Ｉ機関┈調整┲行う地域包括支援〉ンタヸや

在宅＞護支援〉ンタヸﾎ諠ゼい者┎生活┲支援ブ┆い┫諠ゼい者総

英支援〉ンタヸﾎ地域┎多様┊社会資源┇あ┫社会福祉施設ﾎ夷療

機関ﾎ～業者┊┉ゼあ┪ﾎ消防署ﾎ交番ﾎ駐在所┊┉┎行遡機関┈

┎連携ヷ協力ゼ期待ビ┬┆い┞ベﾏビ┩┋ﾎ地域┋密着ブ┆い┫企

業ﾎ商店街ﾎ郵便局ﾎ金融機関┊┉ゼ地域社会┎ñ員┈ブ┆ﾎ施設

┊┉┲地域社会┋提供ブﾎ試業員自┩福祉活動┋参加ベ┫┊┉ﾎ地

域┈連携ヷ協力┲轄┫バ┈ゼ期待ビ┬┆い┞ベﾏ 

社会福祉協議会┲┏プ┡ﾎ関Ｉ機関┈連携ブﾎ地域┎実情┋応プ

〞地域ネットワヸ╆┅ヂ┪┲推進ブ┞ベﾏ 

○ﾘ━━┖版地域包括╈┹‶]テムﾙ┎推進 

秩父地域鰆腰鰊亳┎保健ヷ夷療ヷ＞護ヷ福祉┎関Ｉ者┈亳会や民

生委員ヷ在宅福祉員等地域┎皆ビ┳┈警察や消防ヷ行遡ゼ連携ブ〞

ﾘ━━┖版地域包括╈┹‶]テムﾙ┲推進ブ┞ベﾏ 

○地域福祉コヸデ┺ネヸタヸ鰺コミュニテ┺》ヸ‶ャルワヸ╂ヸ鯲┎

養成ヷ配置 

地域福祉┋ジデ┫ネットワヸ╆┅ヂ┪┎中弟┈┊┫地域福祉コヸ

デ┺ネヸタヸ鰺コミュニテ┺》ヸ‶ャルワヸ╂ヸ鯲┎養成ヷ配置┋

┄い┆検討┲行い┞ベﾏ 
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腰亳衷域

行遡

地域福祉コヸデ┺ネヸタヸ

コミュニテ┺》ヸ‶ャルワヸ╂ヸ鰺鱶ＳＷ鯲

民生委員ヷ児童委員

中学校囲

亳会ヷ現学校囲

支援┲

必要┈ベ┫人

既祁┎

支援機関や

♂組┟

新〞┊

支援┎♂組┟

地域┎福祉課軫

解決力向¿

ネットワヸ╆┅ヂ┪

個π

支援

社会資源

┋┄┊ヅ

地域福祉コヸデ┺ネヸタヸ鰺コミュニテ┺》ヸ‶ャルワヸ╂ヸ鯲┎役割┻メヸ[

現

地

域

行遡┘┎提言

見畦┪ヷ

冢見

新〞┊′ヸビ]

┎開冢
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■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

地域┇┎睾ブ英い

┎推進 

○地域情報交隻会┎開催 

地域┎福祉関Ｉ者┲中心┈ブ┆地域福祉活動┋関ベ┫情報交隻┲

ベ┫場┲設デﾎ地域┋ジデ┫福祉ニヸ〈┲把握ブﾎ解決┇ゾ┫方法

┲地域┇考え┩┬┫♂組┟┅ヂ┪┋嘘組┟┞ベﾏ 

地域┇┎福祉活動

┎推進 

○地域福祉活動交付金┎配δ 

社協支部┋遣ブﾎ様々┊地域福祉～業┲推進ブ┆┢┩う〞┡┎交

付金┲配δブ┞ベﾏ 

○共液募金活動支援交付金┎配δ 

亳会┋遣ブﾎ地域福祉推進～業┎ñк┈ブ┆交付金┲配δブ┞ベﾏ 

○現地域福祉活動Ｊ進～業┎膰営費補к 

社協支部や亳会ゼ鋩齢者ヷ諠ゼい者鰺児鯲ヷ児童等┲遣象┋送新┇

律創的┊地域福祉┎充実┲轄┫～業┋遣ブﾎ膰営費補к金┲交付ブ

┞ベﾏ 

○┕┬あい′ロン活動┘┎к成 

鋩齢者ヷ諠ゼい者鰺児鯲鵜┓子育┆中┎親┊┉ゼﾎ地域┎中┇珪

律┋┊┩┊い┨うﾎ誰┢ゼ気軽┋参加┇ゾ┫′ロン┲社協支部┇開

催ブ〞謔┎費用┲к成ブ┞ベﾏ 

地域ネットワヸ╆

┅ヂ┪┎推進 

○地域情報交隻会┎開催 

亳会関Ｉ者┲┏プ┡ﾎ福祉関Ｉ者┲中心┋ﾎ地域⇒民┎情報共談

鵜┓関Ｉ機関┈┎連携┊┉ﾎネットワヸ╆┅ヂ┪┋嘘組┟┞ベﾏ 
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鰺鰈鯲福祉活動壬茂┎整備 

■現状┈課軫 

┹ン╈ヸト調査┇┏ﾎ地域福祉┲推進ベ┫〞┡┋必要┊バ┈┈ブ┆ﾎﾘ腰民ゼ気軽┋参

加ブﾎ利用┇ゾ┫地域パ┈┎福祉活動┎壬茂┅ヂ┪ﾙゼ ブフバ画％┈┊┃┆い┞ベﾏ引ゾ怦

ゾﾎ地域福祉┲効果的┋推進ベ┫〞┡ﾎ地域パ┈┎特性┲踏┞えﾎ｠┎地域┋あ┃〞活動

┋遣応ベ┫壬茂┎整備┲強粟ブ┆いゾ┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○公民館┊┉地域┎壬茂┲談効┋使い┞ベﾏ 

○地域┎壬茂┲活用ブ┆ﾎ交流┎機会┈┊┫譎いや行～┲企亶ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

福祉活動壬茂┎整

備 

○公民館や福祉施設┊┉┲談効活用ブ〞活動壬茂┅ヂ┪┎推進 

ベ┙┆┎腰民ゼﾎ地域福祉活動┎担い手┈ブ┆福祉┎力┈┊┫バ

┈ゼ求┡┩┬┆い┫中┇ﾎ地域┎福祉活動ゼ怫怦的┋冢展ブ┆いヂ

〞┡┋┏ﾎ腰民ゼ自主的┋参加ブやベヂﾎい┄┇┢睾ブ英いや情報

交隻ゼ┇ゾ┫活動壬茂ゼ地域┋あ┫バ┈ゼ菻要┇ベﾏ┞〞ﾎ地域ネ

ットワヸ╆┎構成員┊┉ゼ定期的┋腰民┎相談┲唄デ〞┪ﾎ地域┎

福祉活動や問軫┲睾ブ英う┊┉┎場┢求┡┩┬┆い┞ベﾏ 

地域┎既祁施設┎あ┪方┲地域福祉┎視茂ズ┩見直ブﾎ地域┎公

民館やコミュニテ┺〉ンタヸﾎ福祉施設┎会議迎ﾎ空ゾ店舗┲談効

活用ベ┫┊┉ﾎ地域┎実情┋応プ〞活動壬茂┅ヂ┪┲推進ブ┞ベﾏ 
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鰺鰒鯲⇒民自治組織┎活性粟 

■現状┈課軫 

腰┎亳会加入率┏ ホ画％┲超え┫極┡┆鋩い┢┎┈┊┃┆い┞ベﾏ単身世帯┎増加ゼ進

┠＜至┏ﾎ地域┋ジデ┫福祉活動┲進┡┫〞┡┋亳会┎祁在ゼ┨┪大ε┋┊┃┆ゾ┞ベﾏ

＜至┢ﾎ腰民┎自治組織┘┎支援ゼい┃｠う効果的┋活ズビ┬ﾎ地域┋ジデ┫福祉活動ゼ

活冢┋展開ビ┬┫バ┈ゼ期待ビ┬┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○地域┎交流活動┋積極的┋参加ブ┆ﾎ気心┎知┬〞仲間┲増やブ┞ベﾏ 

○亳会┎行～┲魅力的┊┢┎┋ベ┫┊┉ﾎ亳会活動┲拷灸ブ活性粟┋л┡┞ベﾏ 

○地域┎問軫┲┉うブ〞┩解決┇ゾ┫ズﾎ仲間┈睾ブ英い┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

⇒民自治組織┎活

性粟 

○亳会活動┎充実 

⇒民自治組織┏腰民ゼﾎ稽心ブ┆豊ズ┊生活┲営┠〞┡┋ﾎ┕─

┳ズ┩腰民ゼ協力ブ英┃┆築い┆いヂ組織┇ﾎ｠┎役割┏バ┬ズ┩

┞ベ┞ベ菻要┈┊┪┞ベﾏ 

地域┋ジデ┫人┈人┈┎┄┊ゼ┪ゼ薄┬〞バ┈ズ┩起バ┫様々┊

社会問軫や社会Ö稽┲ﾎ腰民ñ人┒┈┪ゼ自δ┎バ┈┈ブ┆考えﾎ

共┋кデ英いﾎ支え英う行動ゼ求┡┩┬┆ジ┪ﾎ｠┎〞┡┋地域福

祉活動┎基劑┇あ┫亳会活動┎充実ゼ轄┩┬┫┨うﾎ支援┲ブ┆い

ゾ┞ベﾏ 

○民生委員ヷ｠┎♀福祉関Ｉ団体等┈┎連携強粟 

亳会─デ┇┏担うバ┈ゼ讒ブいﾎ地域福祉活動┎充実┎〞┡┎活

動┋┄い┆┏ﾎ地域┎民生委員ヷ児童委員ﾎ老人╆ラブﾎ健康推進

員ﾎ在宅福祉員ﾎ食生活改善推進員ﾎ赤十袈奉♂団┊┉関Ｉ団体等

┈┎連携ヷ協力┲強┡┫┈┈┢┋組織┎活性粟┲推進ブ┞ベﾏ 

○出前講斎等┲活用ブ〞＞護予防活動┎瀧鵜ヷ啓冢 

腰職員┲地域┋派遣ブ┆＞護予防┎出前講斎┲開催ブﾎ＞護予防

活動┎瀧鵜ヷ啓冢┲行う┈┈┢┋ﾎ｠┬┲契機┈ブ〞⇒民自治組織

┎活性粟┲進┡ﾎ共┋кデ英いﾎ支え英え┫地域┅ヂ┪┲推進ブ┞

ベﾏ 
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■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

⇒民自治組織┎活

性粟 

○地域福祉活動交付金┎配δ 

社協支部┋遣ブﾎ様々┊地域福祉～業┲推進ブ┆┢┩う〞┡┎交

付金┲配δブ┞ベﾏ 

○共液募金活動支援交付金┎配δ 

亳会┋遣ブﾎ地域福祉推進～業┎ñк┈ブ┆交付金┲配δブ┞ベﾏ 

○現地域福祉活動Ｊ進～業┎膰営費補к 

社協支部や亳会ゼ鋩齢者ヷ諠ゼい者鰺児鯲ヷ児童等┲遣象┋送新┇

律創的┊地域福祉┎充実┲轄┫～業┋遣ブﾎ膰営費補к金┲交付ブ

┞ベﾏ 

○┕┬あい′ロン活動┘┎к成 

鋩齢者ヷ諠ゼい者鰺児鯲鵜┓子育┆中┎親┊┉ゼﾎ地域┎中┇珪

律┋┊┩┊い┨うﾎ誰┢ゼ気軽┋参加┇ゾ┫′ロン┲社協支部┇開

催ブ〞謔┎費用┲к成ブ┞ベﾏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いゾいゾ┕┬あい′ロン 
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鰺鰊鯲地域包括支援ネットワヸ╆┎構築 

■現状┈課軫 

鋩齢者ゼﾎ嬰能┊限┪⇒┟慣┬〞地域┇┎生活┲維持┇ゾ┫┨うﾎ団塊┎世£ゼ至期鋩

齢者┈┊┫％和鰛裟祭┋向デ┆ﾎ在宅夷療ヷ＞護ヷ予防ヷ⇒┞いヷ生活支援ゼñ体的┋提

供ビ┬┫地域包括╈┹‶]テム┎構築┲卒期┋実現ベ┫必要ゼあ┪┞ベﾏ 

┞〞ﾎ秩父地域┏＞護′ヸビ]や夷療┎唄診状況等ゼ秩父郡腰全域┋わ〞┫╈ヸ]ゼ多

い〞┡ﾎ秩父地域鰺秩父腰ヷ弐瀬亳ヷ皆葭亳ヷ長瀞亳ヷ現鹿葭亳鯲┎保健ヷ夷療ヷ＞護ヷ

福祉┎関Ｉ者ﾎ亳会や民生委員ヷ在宅福祉員等地域┎皆ビ┳ﾎ┞〞警察や消防ヷ行遡ゼ連

携ブ〞ﾘ━━┖版地域包括╈┹‶]テムﾙ┎構築┲進┡┞ベﾏバ┎構築┋あ〞┃┆┏ﾎ鋩

齢者┢支え手┎ñ人┈ブ┆社会参加┲進┡ﾎ世£┲越え┆腰民ゼ┈┢┋支え英う地域┅ヂ

┪┲目指ブ┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○腰┎広報┊┉┲読┟ﾎ地域包括╈┹‶]テム┋┄い┆理解ブ┞ベﾏ 

○地域┇ﾎ地域包括╈┹‶]テム┋┄い┆睾┲ブﾎ情報┲知┫人┲広ド┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

地域包括支援ネッ

トワヸ╆┎構築 

○ﾘ━━┖版地域包括╈┹‶]テムﾙ┎構築 

鋩齢者支援┲進┡┫ネットワヸ╆┈ブ┆ﾘ━━┖版地域包括╈┹

‶]テムﾙ┲構築ブﾎ秩父地域鰆腰鰊亳┎保健ヷ夷療ヷ＞護ヷ福祉

┎専門職や腰民ヷ行遡等ゼ連携┲深┡協力体制┲整え┞ベﾏ腰亳単

∨┎╈┹会議や腰亳┲超え┆弐遭的┋構成ベ┫╈┹会議┲┈ジブ

┆ﾎ多職種┎専門職ゼ連携┲轄┪┊ゼ┩ﾎ地域┎課軫┲解決ブﾎ秩

父地域全体┇鋩齢者┎支援┲進┡┞ベﾏ 
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基筑方針鰈 地域福祉┲支え┫団体┈┎連携 

鰺鰆鯲ボランテ┺┹ヷ年致至 法人┎活動┎支援 

■現状┈課軫 

┹ン╈ヸト調査┇┏ﾎ地域福祉┲推進ベ┫〞┡┋ﾎﾘボランテ┺┹ﾎ年致至ﾎコミュニテ

┺活動┘┎支援ﾙゼ必要┇あ┫┈┎回答ゼ鰈割┲超え┆い┞ベﾏブズブﾎ団体┹ン╈ヸト

調査┋ジい┆┏ﾎボランテ┺┹活動┎参加者ゼ固定ビ┬┆ジ┪ﾎ参加者┎鋩齢粟ゼ進┳┇

い┫┈┎意見ゼあ┪┞ブ〞ﾏ 

ñ方ﾎ現在ボランテ┺┹┋参加ブ┆い┊い人┎中┋┏ﾎ条件ゼ整え┐活動┋参加ブ〞い

┈┎回答┢多ヂﾎ｠うブ〞腰民┎意欲┋応えﾎボランテ┺┹┲育成ブ〞┪ﾎボランテ┺┹

団体間┲調整ブ〞┪ベ┫バ┈ﾎ┞〞 年致至 法人┎活動┲支援ベ┫バ┈┏ﾎ地域福祉活動┲

┨┪活性粟ビボ┫〞┡┋菻要┊嘘組┟┈┊┃┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○経験┲活ズブ┆ﾎ社会箘献活動┲ブ┆┟┞ベﾏ 

○ボランテ┺┹養成講斎┊┉┋ﾎ積極的┋参加ブ┞ベﾏ 

○ボランテ┺┹〉ンタヸ┎広報弑┲読┟ﾎボランテ┺┹活動┋┄い┆知┪┞ベﾏ 

○ボランテ┺┹活動ゼ必要┊時┋┏ﾎボランテ┺┹〉ンタヸ┋相談ブ┞ベﾏ 

 

■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

ボランテ┺┹〉ン

タヸ┎機能強粟 

○ボランテ┺┹〉ンタヸ広報弑┎冢行 

ボランテ┺┹〉ンタヸや冩録団体等ゼ行┃┆い┫活動ハ容┎周

知ヷ紹＞┲ブ┞ベﾏ 

ボランテ┺┹連絡

協議会┎充実 

○ボランテ┺┹団体連絡会┎開催 

ボランテ┺┹団体液士┎情報交隻や┻ベント企亶等┲通ブ┆ジ互

い┎理解┲轄┪ﾎ活動┋遣ブ┆モチベヸ‶ョンゼ鋩┡┩┬┫┨う┊

関Ｉ┲築ゾ┞ベﾏ 

┞〞ﾎ各団体┎ボランテ┺┹活動┎方法┋関ブ┆ﾎ╁ンラ┻ン┎

活用┊┉ﾎ新〞┊嘘組┟┲検討ブ┆いゾ┞ベﾏ 

○┕┬あいフ┾]タ┎開催 

ボランテ┺┹団体┎中┇会員┎増員や活動冢表┎場┎提供ﾎ団体

液士┎交流ゼ轄┬┫┨う┊┻ベント┲ボランテ┺┹団体連絡会┎メ

ンバヸ┲中心┋企亶ヷ開催ブ┞ベﾏ 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

ボランテ┺┹┎

育成 

○彩┎国ボランテ┺┹体験プロ╇ラム┎開催 

ボランテ┺┹活動┋興味や関心ゼあ┃┆┢ﾎ┊ズ┊ズボランテ┺

┹┲始┡┫ゾ┃ズデゼ得┩┬┊ズ┃〞人┋福祉施設等┎協力┲得┊

ゼ┩ボランテ┺┹┲体験ベ┫機会┲提供ブ┞ベﾏ 

○ボランテ┺┹関連講斎┎開催 

専門πボランテ┺┹養成講斎┲ニヸ〈┋遣応ブ┊ゼ┩実施ブﾎ実

践活動┋結┓┄デ┞ベﾏ 

年致至 法人活動┎

支援 

○福祉ヷボランテ┺┹活動車両篝出 

年致至 法人やボランテ┺┹団体┊┉ゼ行う～業活動┋遣ブ必要┋

応プ┆車両┲篝出ブﾎñ層┎活動推進┲轄┪┞ベﾏ 

┞〞ﾎ幅広い団体ゼ利用┇ゾ┫┨うﾎ広報瞿やチラ‶等┲作成ブ

周知┲行い┞ベﾏ 
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鰺鰈鯲各種団体┈┎連携ヷ協力 

■現状┈課軫 

腰ハ┇┏ﾎ民生委員ヷ児童委員ﾎ健康推進員ﾎ食生活改善推進員ﾎ赤十袈奉♂団ﾎ在宅

福祉員┊┉ﾎ多ヂ┎団体ゼ福祉活動┲展開ブ┆い┞ベﾏ多様┊団体┈地域⇒民┈ゼ共┋┄

┊ゼ┪┎あ┫地域┲┄ヂ┫┋┏ﾎ地域資源┲効率的┋活用ブﾎ支援┋諱間ゼ生プ┊い┨う

┋ベ┫バ┈ゼ菻要┇ベﾏ 

＜至┢複雑┇多様┊地域生活課軫┎解決┋嘘┪組┠バ┈ゼ┇ゾ┫┨う┋ﾎ｠うブ〞団体

┈┎連携ヷ協力┲轄┪ﾎ｠┬〝┬┎活動┎活性粟┲推進ブ┆いヂ必要ゼあ┪┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○腰ハ┎福祉団体┈｠┎活動ハ容┋┄い┆理解ブ┞ベﾏ 

○地域┎活動団体液士ゼ積極的┋交流┎機会┲┢┄┨うл┡┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

民生委員ヷ児童委

員┈┎連携ヷ協力

┎推進 

○各種ボランテ┺┹団体┈┎連携ヷ協力体制┎強粟 

民生委員ヷ児童委員┏ﾎ地域┎腰民┲直接把握ブﾎ要＞護鋩齢者

や諠ゼい者┈行遡や社会福祉協議会┊┉┈┎パ┻プ役┈ブ┆ﾎ┞〞ﾎ

筑腰┎地域福祉┎中心的┊担い手┈ブ┆ﾎ鋩齢者世帯┎見畦┪活動

や各種相談ﾎ子┉┢〞━┘┎支援活動┲実施ブ┆い┞ベﾏ民生委員ヷ

児童委員活動┲Ｊ進ベ┫〞┡┋ﾎ＜至┢亳会や社会福祉協議会ﾎ各

種ボランテ┺┹団体相互┎連携協力体制┎強粟┲轄┪┞ベﾏ 

健康推進員┈┎連

携ヷ協力┎推進 

○地域┎健康┅ヂ┪┎推進 

行遡┈地域┎パ┻プ役┇あ┫健康推進員┲支援ヷ育成ブﾎ地域┎

健康┅ヂ┪┈ブ┆健康斎談会ﾎ保健〉ンタヸ┞┄┪┎実施┊┉┲推

進ブ┞ベﾏ 

○検診鰺健診鯲┎唄診率向¿ 

生活習慣病┎予防ヷ卒期冢見┲目的┈ブ┆ﾎ特定健康診査や｠┎

♀ゼ┳検診┎唄診率向¿┎〞┡ﾎ健康推進員等┋┨┫唄診┎声ズデ

┲実施ブ┞ベﾏ 

食生活改善推進員

┈┎連携ヷ協力┎

推進 

○食┋関ベ┫意識┎向¿ 

親子料理教迎や腰ハ鋩校┇┎出前講斎ﾎ鋩齢者┘┎食～提供等ﾎ

幅広い裟齢┲遣象┋～業┲実施ブ食育推進┲行い┞ベﾏ 

＜至┢食┋関ベ┫意識┎向¿┲轄┫〞┡ﾎ食生活改善推進員┈連

携ヷ協力┲轄┪ﾎ｠┎活動┲支援ブ┞ベﾏ 

赤十袈奉♂団┈┎

連携ヷ協力┎推進 

○献血ヷ募金活動┘┎協力体制┎強粟 

赤十袈奉♂団┏ﾎ災害時┋備え┆┎訓練ﾎ献血～業┘┎協力ﾎ募

金活動┊┉┲実施ブ┆い┞ベﾏ＜至┢赤十袈奉♂団┈┎連携ヷ協力

┲轄┪ﾎ｠┎活動┎Ｊ進┲轄┪┞ベﾏ 
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■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

民生委員ヷ児童委

員┈┎連携ヷ協力

┎推進 

○生活福祉資金ヷ福祉資金篝付～業┎実施 

秩父腰福祉資金ﾎ生活福祉資金┋┨┪支援ゼ必要┈ビ┬┫世帯┋

遣ブ篝付┲行い┞ベﾏ 

○地域情報交隻会┎開催 

民生委員ヷ児童委員┋参加ブ┆┢┩いﾎ地域福祉活動┋関ベ┫情

報交隻┲ベ┫場┲設デﾎ地域┋ジデ┫福祉ニヸ〈┲把握ブﾎ解決┇

ゾ┫方法┲地域┇考え┩┬┫♂組┟┅ヂ┪┋嘘組┟┞ベﾏ 

在宅福祉員┈┎連

携ヷ協力┎推進 

○‶ルバヸ律身者会食ヷ茶睾会等┎実施協力 

判拠 薄＃¿┎┒┈┪暮┩ブ鋩齢者ゼ地域┈┄┊ゼ┪ﾎ珪律感┎解

消┲轄┪┊ゼ┩外出┎機会┲Ｊベ会食ヷ茶睾会等┎実施┋協力ブ┞

ベﾏ 

○地域情報交隻会┎開催 

在宅福祉員┋参加ブ┆┢┩いﾎ地域福祉活動┋関ベ┫情報交隻┲

ベ┫場┲設デﾎ地域┋ジデ┫福祉ニヸ〈┲把握ブﾎ解決┇ゾ┫方法

┲地域┇考え┩┬┫♂組┟┅ヂ┪┋嘘組┟┞ベﾏ 
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基筑目標鰒  自立┲支えﾎ自┩生ゾ┫〞┡┎♂組┟┅ヂ┪┎推進 

基筑方針鰆 福祉′ヸビ]┎適ε┊利用┎推進 

鰺鰆鯲総英的┊相談体制┎充実 

■現状┈課軫 

┹ン╈ヸト調査┇┏ﾎ保健ヷ福祉情報┎入手元┈ブ┆ﾎﾘ腰┎広報ﾙ┲あド〞人ゼ 判旨バ別％

┇檀┢多ヂﾎ肺い┇ﾎﾘ亳会ヷ囲┎回覧ﾙゼ フ拠バ画％ﾎﾘ腰┎ホヸムペヸ[ﾙﾎﾘ新聞ヷテレ

ビﾙﾎﾘ窺人ﾎ知人ﾙゼ 早画バ画％影┇怦い┆い┞ベﾏ 

福祉的┊ニヸ〈や課軫ゼ冢生ブ〞謔┋相談┇ゾ┫場所┲知┩┊いバ┈┋┨┃┆ﾎ筑来解

決┇ゾ┫問軫ゼ深刻粟ベ┫バ┈ゼ┊い┨う┋ﾎ様々┊機関┎連携強粟や周知活動ゼ必要┈

┊┃┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○腰や社会福祉協議会┎相談窓瓜┎情報┲確瞼ブ┞ベﾏ 

○亳会役員や地域┲担当ベ┫民生委員ヷ児童委員┈┎交流┲持━┞ベﾏ 

○知┪得〞情報┲ﾎ地域┎必要┊人┋伝え共談ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

地域┎相談体制┎

充実 

○民生委員ヷ児童委員┎識見向¿ 

民生委員ヷ児童委員┏ﾎ檀┢身近┊相談者┈ブ┆腰民┎立場┋立

━ﾎ地域社会┇相談ヷ支援┊┉┎福祉活動┋箘献ブ┆い┞ベﾏ社会

Ö稽ゼ増大ベ┫中┇ﾎ─┬┢ゼ稽心ブ┆暮┩ボ┫地域社会┎実現┋

向デ┆┎ﾘ地域福祉┎推進役ﾙ┈ブ┆期待ビ┬┆い┞ベﾏ┞〞ﾎ日

常的┋腰民ゼ気軽┋相談ゼ┇ゾ┫┨う┋心ゼデ┫バ┈ゼ求┡┩┬┆

い┫バ┈ズ┩ﾎ研修等┋┨┫相談遣応力┊┉┎向¿┲轄┪┞ベﾏ 

○専門機関等┈┎連携強粟 

相談┋遣ブ┆ﾎ適ε┋福祉′ヸビ]┲結┓┄デ┆いヂバ┈ゼ必要

┊〞┡ﾎ地域包括支援〉ンタヸや在宅＞護支援〉ンタヸﾎ諠ゼい者

総英支援〉ンタヸや生活支援〉ンタヸﾎ家庭児童相談員ﾎ子育┆支

援〉ンタヸﾎ現ヷ中学校┎ビわやズ相談員ﾎ主任児童委員┊┉┎専

門機関等┈┎連携ゼバ滑┋行え┫環境┅ヂ┪┲推進ブ┞ベﾏ 

  

 

 

 

  

基筑目標鰒 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

生活困窮者自立相

談支援機関┎充実 

○相談支援体制┎充実 

支援┲必要┈ベ┫人┎卒期把握ﾎ卒期支援┋┄┊ゼ┫┨うﾎ相談

支援員や就労支援員┊┉自立相談支援機関┎]タッフ┎確保ヷ充実

┲轄┪┞ベﾏ 

○♀部署鵜┓♀機関┈┎連携強粟 

支援┲必要┈ベ┫人┎卒期把握ﾎ卒期支援ﾎニヸ〈┋応プ〞支援

ゼ計亶的ズ┄怫怦的┋行え┫┨うﾎ庁ハ各部署や教育委員会ﾎ学校ﾎ

ハロヸワヸ╆ﾎ民生委員ヷ児童委員ﾎ亳会ﾎ社会福祉協議会┊┉関

Ｉ機関┈┎連携強粟┲轄┪┞ベﾏ 

地域┎福祉施設┎

活用 

○腰民ゼ相談ブやベい環境┅ヂ┪┎推進 

地域┋┏ﾎ社会福祉法人┊┉ゼ膰営ベ┫鋩齢者や諠ゼい者┎入所

施設ﾎビ┩┋保育所や心身諠ゼい者┎〞┡┎日中活動┎場┊┉ﾎ様々

┊通所施設ゼあ┪┞ベﾏ｠┬〝┬┎施設┋┏ﾎ在宅┇┎様々┊課軫

┋遣応┇ゾ┫専門的植術┲持┃┆い┫専門職員ゼい┫バ┈ズ┩ﾎ腰

民┎相談┋応プ┫談効┊社会資源┈ブ┆期待ビ┬┆ジ┪ﾎñ方ﾎ施

設┎側┋┈┃┆┢ﾎ腰民┋親ブ┞┬支持ビ┬┫バ┈┏ﾎ菻要┊バ┈

┇ベﾏ 

｠うブ〞地域┎福祉施設┲談効┋活用┇ゾ┫┨うﾎ社会福祉法人

┲┏プ┡┈ベ┫福祉施設┎理解┲得┆ﾎ腰民ゼ相談ブやベい環境┅

ヂ┪┲推進ブ┞ベﾏ 

 

■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

地域┎相談体制┎

充実 

○心配パ┈相談ヷ結婚相談窓瓜┎充実 

腰民┎困┪パ┈┋遣ブﾎ身近┊相談窓瓜┈ブ┆心配パ┈相談┲実

施ブ┞ベﾏ┞〞ﾎ結婚┲希望ベ┫方┋┨┪多ヂ┎┇あい┎機会ゼ提

供┇ゾ┫┨うﾎ引ゾ怦ゾ腰民┎身近┊相談窓瓜┈ブ┆遣応ブ┆いゾ

┞ベﾏ 
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鰺鰈鯲福祉ヷ保健ヷ夷療┈┎連携ヷ情報提供 

■現状┈課軫 

団塊┎世£ゼ鋩齢者┋加わ┪ﾎ当面ﾎ鋩齢者や至期鋩齢者┎人瓜┏増加┲怦デ┫バ┈ゼ

見込┞┬┆い┞ベﾏ｠うブ〞鋩齢者┎地域┇┎自立ブ〞生活┲支え┫〞┡┋ﾎ福祉′ヸビ

]┋関ベ┫情報┋加え┆ﾎ適ε┊福祉′ヸビ]┎選択┋┄┊ゼ┫ﾎ′ヸビ]提供～業者┋

関ベ┫情報ゼﾎ′ヸビ]┲利用ベ┫腰民┋δズ┪やベヂ提供ビ┬┫必要ゼあ┪┞ベﾏ 

┞〞ﾎ近裟＞護┈育児ゼ液時┋直面ベ┫ダブル╈┹やﾎ諠ゼい┎あ┫子┈要＞護状態┋

あ┫親ゼ暮┩ベ世帯┊┉ﾎﾘ複英的┊課軫┲抱え┫世帯ﾙ┘┎支援┎必要性ゼ鋩┞┃┆い

┞ベﾏ 

＜至┏複英的┊生活課軫┲抱え┫腰民ニヸ〈┋遣応ベ┫〞┡ﾎ保健や夷療┊┉┎′ヸビ

]┈┢連携ブﾎ包括的┋╈┹┲行う地域包括╈┹‶]テム┎構築ゼ急ゼ┬┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○腰┎広報弑やホヸムペヸ[┲読┟ﾎ福祉ヷ保健ヷ夷療┎連携┋関ベ┫情報┲入手ブ┞ベﾏ 

○入手ブ〞情報┋┄い┆ﾎ地域┎人┈睾┲ブ┆共談ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

δズ┪やベい情報

┎提供 

○ホヸムペヸ[等┲活用ブ〞情報提供┎充実 

利用ベ┫腰民┋英┃〞福祉′ヸビ]┲ﾎ自┩選択ブ利用ベ┫〞┡

┋┏ﾎ～業者┎′ヸビ]ハ容┊┉┎情報ゼ適ε┋提供ビ┬┫バ┈ゼ

必要┇ベﾏ┞〞ﾎ地域┇自立ブ┆生ゾ┫〞┡┋┏ﾎ福祉′ヸビ]┋

┈┉┞┩ペ保健や夷療┎′ヸビ]┲含┡〞δズ┪やベい情報ゼい┄

┇┢┉バ┇┢入手┇ゾﾎ活用┇ゾ┫バ┈ゼ必要┇ベﾏ 

利用ベ┫腰民ゼ福祉′ヸビ]┊┉┎情報┲入手ブやベヂﾎ談効┋活

用┇ゾ┫┨うﾎ鋩齢者ﾎ諠ゼい者ﾎ子育┆等保健福祉┋関ベ┫情報

┋┄い┆ﾎ腰┎ホヸムペヸ[┲積極的┋活用ベ┫┊┉ﾎδズ┪やベ

い情報┎提供┋л┡┞ベﾏ 

～業者┎情報公開

┎推進 

○情報公表制祭┎推進 

利用者ゼ様々┊状況┋応プ〞適ε┊福祉′ヸビ]┲選択ベ┫〞┡

┋┏ﾎ～業者┎′ヸビ]┎質┎向¿や経営┎透明性ゼ必要┇ベﾏ｠

┎〞┡┋┏ﾎ～業者ゼ積極的┋～業ハ容┎情報┲開示ベ┫┈┈┢┋ﾎ

ﾘ第¡者評価～業ﾙゼ実施ビ┬┫┨うﾎ～業者┋働ゾズデ┞ベﾏ 

┞〞ﾎ腰ゼ実施ベ┫社会福祉法人┎指玄劈査┋┄い┆┢ﾎ｠┎結果

┲開示ブ┞ベﾏ 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

福祉ヷ保健ヷ夷療

┎連携推進 

○━━┖版地域包括╈┹‶]テム┎推進 

秩父地域鰆腰鰊亳┎保健ヷ夷療ヷ＞護ヷ福祉┎関Ｉ者┈亳会や民

生委員ヷ在宅福祉員等地域┎皆ビ┳┈警察や消防ヷ行遡ゼ連携ブ〞

ﾘ━━┖版地域包括╈┹‶]テムﾙ┲推進ブ┞ベﾏ 

○腰民鵜┓多職種連携┎強粟 

腰民ゼ地域┇自立ブ〞生活┲冐┫〞┡┋┏ﾎ福祉′ヸビ]─デ┇

解決ベ┫バ┈ゼ讒ブい～例┏多ヂあ┪ﾎ保健や夷療┊┉┎′ヸビ]

┢含┡〞総英的遣応ゼ求┡┩┬┫バ┈ズ┩ﾎ′ヸビ]┲調整ベ┫♂

組┟ゼ必要┇ベﾏ 

要＞護鵜┓要支援┎鋩齢者┋遣ブ┆┏ﾎ居宅＞護支援～業所┎＞

護支援専門員鰺╈┹マネ[ャヸ鯲や地域包括支援〉ンタヸ┎職員等

ゼ福祉ヷ＞護ヷ保健ヷ夷療┎各種′ヸビ]┲調整ベ┫╈┹マネ[メ

ント┲実施ブ┆い┞ベﾏ 

児童虐待や配偶者ズ┩┎暴力┊┉┋関ブ┆┢ﾎ要保護児童遣策地

域協議会┲┏プ┡ﾎ様々┊δ葭┎関Ｉ機関や専門職┊┉┈┎連携┲

轄┪ﾎ総英的┊支援┋л┡┞ベﾏ 

┞〞ﾎ支援┲要ベ┫人┋いズ┋福祉′ヸビ]┲提供ベ┫ズ┈いう

視茂─デ┇┊ヂﾎ鋩齢者┋あ┃┆┏ﾎ健康┅ヂ┪や活冢┊社会参加

┲通ブ┆ﾘ閉プバ┢┪ﾙやﾘ瞼知症ﾙ┊┉┲防ヅﾚ＞護予防ﾛ┈い

う視茂ズ┩┢ﾎ保健や夷療┲含┡〞様々┊δ葭┈┎連携┲推進ブ┞

ベﾏ 

 

■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

δズ┪やベい情報

┎提供 

○ホヸムペヸ[等┇┎情報提供 

ホヸムペヸ[等┇～業┎紹＞ヷ案ハヷ報告┲行いﾎ┨┪多ヂ┎方

┋活動┲知┃┆┢┩え┫┨う情報提供┲行い┞ベﾏ 

○社協─┨┪┎冢行 

広報弑ﾘ社協─┨┪ﾙ┲冢行ブﾎ～業┎紹＞ヷ案ハヷ報告┲行う

┈┈┢┋ﾎ社会福祉協議会┋興味ヷ関心┲┢┃┆┢┩え┫┨う情報

冢信┲行い┞ベﾏ 
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鰺鰒鯲鋩齢者筑人┲主役┈ブ〞＞護予防┎推進鰺地域支援～業┎推進鯲 

■現状┈課軫 

鋩齢者人瓜ゼ裟々増加ブ┆い┫〞┡ﾎ要支援ヷ要＞護瞼定者┎総数┢増加ブ┆い┞ベﾏ

要支援ヷ要＞護┈瞼定ビ┬┫割英┏ﾎ％和鰒裟┇┏ 旨ホバブ％┈┊┃┆ジ┪ﾎ＜至┢＞護予

防～業┘┎嘘組┟ゼ菻要┈┊┪┞ベﾏ 

引ゾ怦ゾﾎ鋩齢者鵜┓｠┎支援┎〞┡┎活動┋関わ┫腰民┲遣象┈ブ〞＞護予防活動┎

瀧鵜ヷ啓冢┲行いﾎ＞護予防┲推進ブﾎ健康鍵押┎延伸┲目指ベ必要ゼあ┪┞ベﾏ 

┞〞ﾎ地域┋ジデ┫自冢的┊活動┎育成ヷ支援┲充実ビボ┆ﾎ＞護予防┋向デ〞嘘組┟

┇ﾎ腰民主体┋┨┫実施ビ┬┫地域┅ヂ┪┲推進ブﾎ瞼定率┎改善┲目指ベ必要ゼあ┪┞

ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○地域┎鋩齢者┲把握ブ┞ベﾏ 

○腰や社会福祉協議会ゼ行う＞護予防～業┋ﾎ仲間┲誘┃┆参加ブ┞ベﾏ 

○鋩齢者ゼ＞護予防～業┋参加ブやベい┨う┋ﾎ┇ゾ┫範褐┇支援┲ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

＞護予防～業┎推

進 

○＞護予防瀧鵜啓冢～業┎推進 

鋩齢者┲遣象┋ﾎ＞護ゼ必要┊生活┋┊┩┊い┨うﾎ＞護予防┎

瀧鵜啓冢やﾎ予防夷療┎充実┲推進ブﾎ⇒┟慣┬〞地域┇┇ゾ┫限

┪ﾎ自┩活動的┇生ゾゼい┎あ┫生活ゼ冐┬┫┨う支援ブ┞ベﾏ現

在┎健康自立祭ヷ生活機能┲維持ブ┆い〞─ヂ〞┡┋ﾎ地域包括支

援〉ンタヸゼ主体的┋＞護予防┎教迎や相談～業等┎＞護予防瀧鵜

啓冢～業┲実施ブ┞ベﾏ┞〞各亳会等┇計亶ヷ実施ベ┫＞護予防～

業┲支援ブ┞ベﾏ 

○地域┋ジデ┫腰民主体┎＞護予防活動┎育成ヷ推進 

誰┇┢ñ緒┋参加ベ┫バ┈┎┇ゾ┫腰民主体┎＞護予防┋資ベ┫

通い┎場等┎活動┲支援ブﾎ人┈人┈┎┄┊ゼ┪┲通プ┆ﾎ参加者

や通い┎場ゼ怫怦的┋尋大ブ┆いヂ地域┅ヂ┪┲推進ブ┞ベﾏ 

○腰民主体┎′ロン～業┎推進 

身近┊場所┇軋繁┋誰┢ゼ気軽┋楽ブ┡┫腰民主体┎′ロン活動

┲推進ブﾎ珪立予防ヷ＞護予防┲轄┪┞ベﾏ 
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■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

＞護予防～業┎推

進 

○生活支援コヸデ┺ネヸタヸ業唖┎実施 

鋩齢者┎生活支援ヷ＞護予防┎基劑整備┲推進ブ┆いヂバ┈┲目

的┈ブﾎ地域┋ジい┆生活支援等┎体制整備┋向デ〞調整役┈ブ┆

ﾘ生活支援コヸデ┺ネヸタヸﾙ┲腰┎委皓┋┨┪配置ブ┞ベﾏ 

関Ｉ者┎ネットワヸ╆や既祁┎嘘組┟ヷ組織等┢活用ブ┊ゼ┩ﾎ

関Ｉ者間┎連携┎強粟や資源開冢ﾎ地域┎支援ニヸ〈┈′ヸビ]提

供主体┈┎調整┲行いﾎ地域┋ジデ┫生活支援ヷ＞護予防′ヸビ]

┎提供体制┎整備┋向デ〞嘘組┟┲推進ブ┞ベﾏ 
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基筑方針鰈 福祉′ヸビ]施策┎推進 

鰺鰆鯲地域┎子育┆支援 

■現状┈課軫 

腰┇┏ﾎベ┙┆┎子┉┢や子育┆家庭┘┎支援┎〞┡┋ﾎﾘ子育┆━━┎ゾプランﾙ┲包

含ヷ怫拭ブ〞ﾘ秩父腰子┉┢ヷ子育┆支援～業計亶ﾙ┲策定ブﾎ施策┲推進ブ┆い┞ベﾏ 

近裟子┉┢や家庭ﾎ子育┆┲ベ┫親┎抱え┫問軫┏多様粟ヷ複雑粟ブ┆い┞ベﾏ様々┊

問軫┲卒期冢見ブﾎ適ε┋解決┘玄ヂ〞┡┋ﾎ腰民ヷ行遡ヷ関Ｉ機関┎連携や地域┇┎ネ

ットワヸ╆┅ヂ┪ゼ必要┈┊┃┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○地域┎子┉┢┈子育┆家庭┲ﾎ地域全体┇応援ブ┞ベﾏ 

○積極的┋地域活動┋参加ブﾎ情報交隻や情報共談┋л┡┞ベﾏ 

○子育┆中┎人┏ﾎ子育┆┋関ベ┫講演会や交流会┋積極的┋参加ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

総英的┊子育┆支

援体制┅ヂ┪ 

○誰┢ゼ稽心ブ┆子育┆┇ゾ┫ﾎ地域┇支え┫子育┆支援体制┎整備 

少子粟や女性┎ラ┻フ]タ┻ル┎多様粟ﾎ厳ブい経済情勢等┋┨

┪働ヂ女性ゼ増加ブ┆ジ┪ﾎ女性ゼ働ゾ怦デ┫バ┈ゼ┇ゾ┫社会的

支援ゼ求┡┩┬┆い┞ベﾏ┞〞ﾎ子┉┢┲自宅┇育┆┆い┫場英┋

┏ﾎ家族構成┎変粟や地域┎┄┊ゼ┪ゼ希薄┋┊┃┆ゾ〞バ┈┢あ

┪ﾎ育児┎周┟┊┉┲気楽┋相談┇ゾ┫環境ゼ地域┇失わ┬┆ゾ┆

い┞ベﾏ 

｠┎┨う┊中┇ﾎ腰民─┬┢ゼ稽心ブ┆子育┆ゼ┇ゾ┫┨う亳会

┲┏プ┡┈ブ〞地域⇒民組織や地域子育┆支援〉ンタヸ等┎関Ｉ機

関┋┨┫ﾎ子育┆┲支え┫♂組┟┅ヂ┪┈子育┆┋関わ┫福祉′ヸ

ビ]等┎施策┲推進ブ┞ベﾏ 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

総英的┊子育┆支

援体制┅ヂ┪ 

○ﾘ親育━ﾙ┲実感ブ┊ゼ┩稽心┈喜┓┲┢┃〞子育┆支援体制┎ 

整備 

肺£┲担う子┉┢や｠┎家庭┋遣ベ┫支援┋┄い┆┏ﾎ子┉┢┎

挫ボ┲第ñ┋考えﾎ個人ヷ地域ヷ行遡┇┇ゾ┫バ┈┲理解ブﾎ共┋

子育┆┲支援ブ英う┞━┅ヂ┪ゼ必要┇ベﾏ子育┆┲ベ┫人ゼ｠┎

喜┓┲実感┇ゾ┫〞┡┋ﾎ地域社会┎支援┲充実ブﾎ腰民┈地域┈

行遡┎支援ネットワヸ╆┎確立┲目指ブ┞ベﾏ 

○子┉┢家庭総英支援壬茂┎整備 

子┉┢┈｠┎家庭鵜┓妊産婦等┲遣象┋ﾎ実情┎把握ﾎ子┉┢等

┋関ベ┫相談全般ズ┩通所ヷ在宅支援┲中心┈ブ〞ﾎ┨┪専門的┊

相談遣応や必要┊調査ﾎ訪問等┋┨┫怫怦的┊》ヸ‶ャルワヸ╆業

唖┲行う壬茂┎整備ゼ求┡┩┬┆い┞ベﾏ関Ｉ機関┈連携ヷ協力┎

½ﾎ要支援児童鵜┓要保護児童並┓┋特定妊婦┎支援┲行いﾎﾘ子┉

┢家庭総英支援壬茂ﾙ┎卒期整備┋л┡┞ベﾏ 

○子育┆世£包括支援〉ンタヸ┲通プ〞総英的┊相談体制┎充実 

妊娠期ズ┩子育┆期┋わ〞┫┞┇┎様々┊ニヸ〈や実情┎把握ﾎ

情報提供┊┉┲行う子育┆世£包括支援〉ンタヸ┲通プ〞総英的┊

相談体制┎充実┋л┡┞ベﾏ 

○現児救急夷療体制┎充実 

秩父郡腰夷師会┈連携ブﾎ鎖日夜間┎現児救急夷療体制┎充実┋

л┡┞ベﾏ 

○思春期保健遣策┎充実 

思春期保健遣策┈ブ┆ﾎ学校ﾎ地域ﾎ家庭┋ジデ┫健康教育┎充

実┲轄┪ﾎ自┩健康管理ゼ┇ゾ┫┨う柏確┊情報┲提供ベ┫┈┈┢

┋ﾎ相談業唖┋試～ベ┫専門職┎資質┎向¿ﾎ確保┋л┡┞ベﾏ 

子┉┢┲嘘┪巻ヂ談害環境┇あ┫魁煙や薬物等┋関ベ┫防拍教育

┲推進ブ┞ベﾏ 

保育所施設等┎′

ヸビ]┎充実 

○ﾘñ時保育ﾙやﾘ延長保育ﾙ┎充実 

子育┆支援┋遣ベ┫腰民┎鋩い要望┋応え┫〞┡ﾎ保育′ヸビ]

┈ブ┆ñ時保育や延長保育┎充実┲轄┪┞ベﾏ 

○地域┎ニヸ〈┋英┃〞病児保育┎検討 

子育┆支援┋遣ベ┫腰民┎鋩い要望┋応え┫〞┡ﾎ病児保育┎実

施┊┉┋┄い┆検討ブ┆いゾ┞ベﾏ 

○フ┸ミリヸヷ′ポヸトヷ〉ンタヸ～業┎充実 

子┉┢┎預ズ┪や保育所┘┎冐迎┊┉ﾎ腰民全体┇子育┆┲支え

┫ﾘフ┸ミリヸヷ′ポヸトヷ〉ンタヸ～業ﾙ┋┄い┆ﾎベ┙┆┎家

庭ゼ気軽┋利用┇ゾ┫制祭┈ブ┆充実┲轄┪┞ベﾏ 
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子育┆ネットワヸ

╆┎形成 

○子育┆┋関ベ┫相談窓瓜┇あ┫ﾘ地域子育┆支援〉ンタヸﾙ┎充実 

育児′ヸ╆ル┎育成や地域┎子育┆相談┊┉┲支援ブ┆い┫地域

子育┆支援〉ンタヸ┎充実┲轄┪┞ベﾏ 

○ﾘ児童館ﾙやﾘ子育┆′ロンﾙ┎充実 

保護者液士ゼ気軽┋譎┞┪ﾎ子育┆┋関ベ┫情報交隻や交流ゼ轄

┬┫場┎充実┲轄┪┞ベﾏ 

○ﾘ食育ﾙ┎推進 

乳幼児期ズ┩┎冢臉段階┋応プ〞ﾘ食育ﾙ┋関ベ┫情報提供や学

習┎機会┎充実┲轄┪┞ベﾏ 

 

■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

子育┆ネットワヸ

╆┎形成 

○ベヂベヂ親子教迎┎開催 

畜就学児┲子育┆中┎保護者ゼ稽心ブ┆参加┇ゾ┫┻ベント等┲

企亶ブﾎ子育┆┲ブ┆い┫〞ヂビ┳┎方ゼ┕┬あえ┫┨うл┡┞ベﾏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子癁睘家庭総淋支援拠点癮磹䇮籞秖噪 
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鰺鰈鯲地域┎諠ゼい者支援 

■現状┈課軫 

諠ゼい┎あ┫人┎支援┎〞┡┋腰┇┏ﾎ地域福祉計亶ゼ包含ベ┫ﾘ諠ゼい者福祉計亶ヷ

諠ゼい福祉計亶ﾙ┲策定ブﾎ施策┲推進ブ┆い┞ベﾏ 

┞〞ﾎ鎖成 早拠 裟┋制定ビ┬〞ﾘ諠害者差π解消法ﾙ┇┏ﾎ国┎行遡機関や地方公共団

体┇┎ﾘ諠害┲理亞┈ベ┫Ö当┊差π的嘘扱いﾙやﾘ諠害者┘┎英理的配慮┎Ö提供ﾙゼ

禁拍┈ビ┬ﾎ鎖成 早別 裟鰊男ズ┩施行ビ┬┆い┞ベﾏ 

バうブ〞新〞┋法脂┇決┡┩┬〞～躁┊┉┢含┡ﾎ諠ゼい┎あ┫人┘┎支援┲ビ┩┋充

実ビボ┫バ┈ゼﾎ求┡┩┬┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○地域┇暮┩ベ諠ゼい者┲把握ブ┞ベﾏ 

○ﾘ諠ゼいﾙやﾘ諠ゼい者ﾙ┋┄い┆理解┲深┡ﾎ地域┋┉┳┊ﾘバリ┹ﾙゼあ┫ズﾎ茂

検ブ┆┟┞ベﾏ 

○ﾘ心┎バリ┹フリヸﾙ┲意識ブﾎ人尼┲大ε┋ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

諠ゼい者自立支援 ○諠ゼい福祉′ヸビ]提供体制┎充実 

ノヸマラ┻《ヸ‶ョン┎理念┎½ﾎ諠ゼい┎種πﾎ程祭┲問わペﾎ

諠ゼい者ゼ自┩地域┇自立ブ〞生活ゼ┇ゾ┫┨うﾎ必要┈ベ┫諠ゼ

い福祉′ヸビ]｠┎♀┎支援┲唄デﾎ諠ゼい者┎自立┈社会参加┎

実現┲轄┃┆いヂバ┈┲基筑┈ブ┆ﾎ諠ゼい福祉′ヸビ]┎提供基

劑┎整備┲進┡┞ベﾏ 

諠ゼい者┲支え┫

基劑┅ヂ┪ 

○諠ゼい者┎生活┲地域全体┇支え┫♂組┟┅ヂ┪ 

諠ゼい┎あ┫人┢┊い人┢尊菻ブ英┃┆共┋暮┩ボ┫┨うﾎ諠ゼ

い者┋関ベ┫柏ブい理解や′ヸビ]ヷ制祭┋関ベ┫情報提供┲Ｊ進

ブﾎ広報ヷ啓冢┋л┡┞ベﾏ┞〞ﾎ共生社会┎実現┋向デﾎ交流┎

機会┲充実ブ┞ベﾏ 

諠ゼい者┎社会参

加┎Ｊ進 

○地域┇┎諠ゼい者┎生活┎質┎向¿ 

諠ゼい者や｠┎家族┎社会参加活動┈ﾎコミュニ╈ヸ‶ョンﾎ文

粟ﾎレ╆リ┿ヸ‶ョン行～┘┎参加ﾎ]ポヸツ活動┎自己表現等┲

通プ┆ﾎ生活┎質┎向¿ゼ轄┩┬┫┨う条件整備┋л┡┞ベﾏ 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

諠ゼい児┋遣ベ┫

支援体制┎整備 

○乳幼児┋遣ベ┫支援 

乳幼児┎健全育成┋л┡┫バ┈┲目的┋ﾎ乳幼児健康診査等┇支

援ゼ必要┈瞼┡┩┬〞乳幼児鵜┓保護者┋遣ブﾎ乳幼児┎冢臉┎Ｊ

進等┲轄┫バ┈やﾎ保護者┎子育┆支援┲行う〞┡ﾎ理学療法士ﾎ

言語聴覚士ﾎ公瞼心理師等┋┨┫相談～業┎充実┋л┡┞ベﾏ 

○療育体制┎整備 

学校ﾎ学童保育迎┋通う諠ゼい児┋遣ブ┆適ε┊保育ヷ指玄┲提

供ブﾎñ人┒┈┪┎諠ゼい┎状況ﾎ冢臉段階鵜┓特性┋応プ〞ゾ┡

細ズ┊指玄┋л┡┞ベﾏ┞〞ﾎ┻ン╆ルヸ‶ブ教育‶]テムズ┩ﾎ

諠ゼい┎あ┫子┉┢臉ゼﾎ｠┎嬰能性┲檀大限┋伸┐ベバ┈ゼ┇ゾ

┫┨う関Ｉ機関┈更┊┫連携┲轄┪┞ベﾏ 

○福祉ヷ保健ヷ夷療┎連携 

諠ゼい者┎支援┋┏ﾎ様々┊δ葭ゼ連携ブﾎ協力ベ┫バ┈ゼ菻要

┇ベﾏ諠ゼい者筑∨┎′ヸビ]体制┲整備ブ┆いヂ〞┡ﾎ福祉ヷ保

健ヷ夷療等┎δ葭┎連携┲轄┫┈┈┢┋ﾎ総英的┊′ヸビ]ゼ提供

┇ゾ┫‶]テム┎検討┈玄入┲目指ブ┞ベﾏ 

諠ゼい者支援ネッ

トワヸ╆┎形成 

○相談支援体制┎充実 

諠ゼい者ゼ⇒┟慣┬〞地域┇稽心ブ┆｠┎人┩ブい生活┲怫怦ブ

┆いヂバ┈ゼ┇ゾ┫┨う┋ベ┫〞┡┋ﾎ地域┋ジデ┫関Ｉ者┈┎ネ

ットワヸ╆┲構築ベ┫┈┈┢┋ﾎ諠ゼい者┎心身┎状況や生活┎実

態ﾎ必要┊支援等┲幅広ヂ把握ブﾎ相談┎ハ容┋┨┪ﾎ地域┋ジデ

┫適ε┊保健ヷ夷療ヷ福祉′ヸビ]┋┄┊ド┫等┎支援┲行い┞ベﾏ 

○専門機関┈┎連携強粟 

諠ゼい者や｠┎家族ズ┩┎相談┋┄い┆ﾎ状況┋応プ┆専門機関

や関Ｉ機関┇情報┲共談ブﾎ連携ブ〞支援┲推進ブ┞ベﾏ 
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■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

諠ゼい者自立支援 ○日常生活自立支援～業鰺あ┳ブ┳′ポヸト┍┃┈鯲┎実施 

ο遭能力┋Ö稽┎あ┫方┋福祉′ヸビ]┎相談や手怦ゾ支援ﾎ日

常的┊金銭┎管理┲行いﾎ稽心ブ┆日常生活ゼ冐┬┫┨う┋ブ┞ベﾏ 

○成裟至見制祭推進～業┎実施 

宗字商法┎被害や金銭搾嘘┊┉┎犯罪ゼ社会問軫┈┊┃┆い┫

中ﾎο遭能力ゼ¬½ブ┆い┫方ゼ被害┋遭わ┊い┨う成裟至見制祭

┲活用ブﾎ｠┎方ゼ稽心ブ┆暮┩ボ┫社会┅ヂ┪┲進┡┞ベﾏ 

○生活福祉資金篝付～業┎実施 

秩父腰福祉資金ﾎ生活福祉資金┋┨┪支援ゼ必要┈ビ┬┫世帯┋

遣ブ篝付┲行い┞ベﾏ 

諠ゼい者┲支え┫

基劑┅ヂ┪ 

○諠ゼい者居宅＞護等～業所┎経営 

諠害者総英支援法┋基┅ヂ指定～業所┈ブ┆ﾎ諠害福祉′ヸビ]

鵜┓地域支援～業┲実施ブ┞ベﾏ 

諠ゼい者┎社会参

加┎Ｊ進 

○┇あい┎広場┎開催 

諠ゼい┎あ┫人┢┊い人┢共┋┕┬あい語┪英えﾎ誰┢ゼ参加┇

ゾ┫┻ベント┈ブ┆ﾘ┇あい┎広場ﾙ┲開催ブ┞ベﾏ 

○諠ゼい児ヷ者バ]ハ┻╆┘┎協力 

諠ゼい児鰺者鯲ゼ外出ベ┫機会┲設デ┫〞┡ﾎボランテ┺┹団体

や当～者団体┊┉ゼ英液┇企亶ブ┆い┫バ]ハ┻╆┋協力ブ┞ベﾏ 
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鰺鰒鯲地域┎鋩齢者支援 

■現状┈課軫 

鋩齢者┎支援┎〞┡┋腰┇┏ﾎ地域福祉計亶ゼ包含ベ┫ﾘ鋩齢者福祉計亶ヷ＞護保険～

業計亶ﾙ┲策定ブﾎ施策┲推進ブ┆い┞ベﾏ計亶ハ┋ジい┆┏＞護予防や瞼知症遣策┎推

進┈並┳┇ﾎ地域包括╈┹‶]テム┎菻要性ゼあド┩┬┆い┞ベﾏ 

バ┬┩┎計亶┋┄い┆┢計亶推進┎′┻╆ル┲回ブﾎ施策┎効果┲鋩┡┆いヂバ┈ゼ菻

要┈┊┃┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○地域┇暮┩ベ鋩齢者┲把握ブ┞ベﾏ 

○地域┇鋩齢者┎見畦┪活動┲組織的┋進┡┞ベﾏ 

○鋩齢者┎生ゾゼい┅ヂ┪活動┋積極的┋参加ブ〞┪ﾎ参加┲応┓ズデ〞┪ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

鋩齢者┎生ゾゼい

┅ヂ┪┈健康┅ヂ

┪┎推進 

○敬老～業ﾎ生涯学習活動ﾎ]ポヸツヷレ╆リ┿ヸ‶ョン活動┎推進 

鋩齢者┎生ゾゼい活動┎推進┈ブ┆ﾎ敬老～業や生涯学習活動ﾎ

]ポヸツヷレ╆リ┿ヸ‶ョン活動┎充実┲轄┪┞ベﾏ┞〞ﾎ老人╆

ラブ活動等┎自主的活動┎支援┲行い┞ベﾏ 

腰民全員┋┨┫鋩

齢者等┎見畦┪支

援┎推進 

○┕┬あいコヸル～業┊┉┎鋩齢者┎見畦┪ヷ声ズデ膰動┎推進 

┒┈┪暮┩ブ鋩齢者ヷ菻祭諠ゼい者等┋遣ブ┆┎稽否確瞼┊┩┓

┋緊急時┎遣応┲行う〞┡┋ﾎ鋩齢者┎見畦┪活動ヷ声ズデ活動┲

推進ブ┞ベﾏ 

稽心ブ┆暮┩ベ〞

┡┎在宅福祉′ヸ

ビ]┎推進 

○在宅福祉′ヸビ]┎推進 

在宅┇生活ブ┆い┫鋩齢者ゼ稽心ブ┆暮┩ベ〞┡ﾎ緊急通報‶]

テムや配食′ヸビ]等┎在宅福祉′ヸビ]┲推進ブ┞ベﾏ 

施設┎整備ヷ活用 ○利用ブやベい環境┎整備 

入所鰺入居鯲施設┈ブ┆腰ハ┋┏養護老人ホヸムﾎ生活支援ハ┽

]ゼ整備ビ┬┆い┞ベﾏ┞〞ﾎ利用施設┈ブ┆┏老人福祉〉ンタヸﾎ

福祉交流〉ンタヸ等ゼ整備ビ┬┆い┞ベﾏ 

＜至┎需要意向┋遣応ブ┊ゼ┩ﾎ関Ｉ機関┈連携ブ整備┲進┡┆

いゾ┞ベﾏ 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

＞護保険′ヸビ]

等┎推進 

○′ヸビ]┎給付適柏粟 

＞護保険制祭┎定着┋伴い＞護′ヸビ]┋遣ベ┫ニヸ〈┏ﾎビ┩

┋増加ベ┫┈見込┞┬┆い┞ベﾏ適ε┊＞護′ヸビ]┎確保┈効率

粟┲通プ┆ﾎ＞護保険制祭┘┎信軛性┲鋩┡┫〞┡ﾎ＞護給付適柏

粟～業┲実施ブ┞ベﾏ 

健康増進～業や＞

護予防～業┎充実 

○生活習慣病予防ヷ｠┎♀健康┋関ベ┫柏ブい知識┎瀧鵜啓冢 

健康的┊生活習慣┎実践ゼ┇ゾ┫環境┅ヂ┪┎〞┡ﾎ健康教迎や

健康相談┲実施ブ┞ベﾏ 

○━━┖ジ茶┎┟体操鰺通称鰡茶トレ鯲┎瀧鵜 

ﾘロコモテ┺ブ‶ンドロヸムﾙ鰺膰動器症候群鯲┎冢症┲予防ブﾎ

⇒┟慣┬〞地域┇いゾいゾ┈ブ〞生活┲い┄┞┇┢冐┬┫┨うﾎﾘ━

━┖ジ茶┎┟体操鰺通称鰡茶トレ鯲ﾙ┎瀧鵜┲進┡┞ベﾏ 

地域包括支援〉ン

タヸ┎充実 

○相談支援体制┎充実 

地域包括支援〉ンタヸ┇┏ﾎ鋩齢者ゼ⇒┟慣┬〞地域┇稽心ブ┆

｠┎人┩ブい生活┲怫怦ブ┆いヂバ┈ゼ┇ゾ┫┨う┋ベ┫〞┡┋ﾎ

┉┎┨う┊支援ゼ必要ズ┲幅広ヂ把握ブﾎ相談┲唄デﾎ＞護保険′

ヸビ]＃外┎適ε┊′ヸビ]ﾎ機関又┏制祭┎利用┋┄┊ド┆いヂ

┊┉┎支援┲行い┞ベﾏ 

○地域┋ジデ┫腰民主体┎＞護予防活動┎育成ヷ支援 

地域┋指玄者┲養成ブ┆ﾎ地域┋ジデ┫腰民主体┎＞護予防活動

┲推進ブﾎ人┈人┈┎┄┊ゼ┪┲通プ┆ﾎ参加者や通い┎場ゼ怫怦

的┋尋大ブ┆いヂ地域┅ヂ┪┲推進ブ┞ベﾏ 

社会福祉協議会┎

充実 

○⇒民組織やあ┩┦┫福祉～業関Ｉ者┎組織粟┎推進 

社会福祉協議会┏ﾎ地域福祉┋関ベ┫ネットワヸ╆┎中心的祁在

┇あ┪ﾎ菻要┊担い手┎ñ┄┇ベﾏ社会福祉協議会ゼ⇒民組織やあ

┩┦┫福祉～業関Ｉ者┎組織粟┲進┡ﾎ連絡調整機能┲十δ┋冢揮

ベ┫┨う支援ブ┞ベﾏ 

○民間┇┏困讒┊福祉′ヸビ]提供┎推進 

民間┇┏遣応ゼ困讒┊福祉′ヸビ]┲提供ベ┫バ┈ゼ┇ゾ┫┨う

支援ブ┞ベﾏ 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

鋩齢者支援ネット

ワヸ╆┎形成 

○多職種連携┎推進 

鋩齢者や｠┎家族┎支援┎〞┡┋ﾎ行遡や地域包括支援〉ンタヸﾎ

在宅＞護支援〉ンタヸﾎ社会福祉協議会ﾎ心配パ┈相談所┊┉┎相

談機関┈ﾎ夷療機関ﾎ薬局ﾎ消防ﾎ警察┊┉┎関Ｉ機関┊┉┎多職

種ゼ連携ブ〞鋩齢者支援┎ネットワヸ╆┲構築ブ┞ベﾏ 

○━━┖版地域包括╈┹‶]テム┎推進 

秩父地域鰆腰鰊亳┎保健ヷ夷療ヷ＞護ヷ福祉┎関Ｉ者┈亳会や民

生委員ヷ在宅福祉員等地域┎皆ビ┳┈警察や消防ヷ行遡ゼ連携ブ〞

ﾘ━━┖版地域包括╈┹‶]テムﾙ┲推進ブ┞ベﾏ 

┞〞ﾎ鋩齢者ゼ⇒┟慣┬〞地域┇｠┎談ベ┫能力┋応プﾎ自立ブ

〞尊厳あ┫生活┲営┠バ┈ゼ┇ゾ┫┨うﾎ地域╈┹会議┲推進ブ┞

ベﾏ 
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■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

鋩齢者┎生ゾゼい

┅ヂ┪┈健康┅ヂ

┪┎推進 

○┕┬あい′ロン活動┘┎к成 

鋩齢者ヷ諠ゼい者鰺児鯲鵜┓子育┆中┎親┊┉ゼﾎ地域┎中┇珪

律┋┊┩┊い┨うﾎ誰┢ゼ気軽┋参加┇ゾ┫′ロン┲社協支部┇開

催ブ〞謔┎費用┲к成ブ┞ベﾏ 

○‶ルバヸ律身者会食ヷ茶睾会等┎実施 

在宅福祉員┎協力┲得┆ﾎ判拠 薄＃¿┎┒┈┪暮┩ブ鋩齢者ゼ地

域┈┄┊ゼ┪ﾎ珪律感┎解消┲轄┪┊ゼ┩外出┎機会┲Ｊベ会食ヷ

茶睾会等┲実施ブ┞ベﾏ 

施設┎整備ヷ活用 ○総英福祉施設羊山〉ンタヸ膰営 

健康┇文粟的┊生活┎推進┲轄┪ﾎ福祉┎増進┋寄Üベ┫〞┡┎

〉ンタヸ┲膰営ブ┞ベﾏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‶ルバヸ律身者会食ヷ茶睾会等 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

＞護保険′ヸビ]

等┎推進 

○居宅＞護支援～業所┎経営 

居宅＞護支援～業所┲膰営ブﾎ関Ｉ腰亳ﾎ地域┎保健ヷ夷療ヷ福

祉′ヸビ]┈┎連携┲轄┪ﾎ総英的┊′ヸビ]計亶┲作成ブ┞ベﾏ 

♀┎′ヸビ]等┇遣応ゼ讒ブい╈ヸ]や♀┎～業所┇補いゾ┬┊

い部δ┋関ブ┆ﾎ┇ゾ┫限┪┎遣応┲試┟ﾎ┨┪┨い′ヸビ]┲提

供ベ┫〞┡ﾎ＞護保険┋関ベ┫相談窓瓜┎設置等┲推進ブ┞ベﾏ 

○訪問＞護～業所┎経営 

要＞護者等┎心身┎状況┲踏┞え┆ﾎ｠┎利用者┋応プﾎ自立ブ

〞日常生活┲営┠バ┈ゼ┇ゾ┫┨うﾎ入浴＞кヷ排泄＞к┊┉┎身

体＞кやﾎ篆い物ヷ調理ヷ掃除ヷ洗濯┊┉┎生活援к┲行い┞ベﾏ 

関Ｉ腰亳ﾎ地域┎保健ヷ夷療ヷ福祉′ヸビ]┈┎連携┲轄┪ﾎ総

英的┊′ヸビ]計亶┲作成ブ┞ベﾏ 

鋩齢者支援ネット

ワヸ╆┎形成 

○家族＞護者交流会┎開催 

鋩齢者等┲＞護ベ┫方鰺＞護者鯲ゼ＞護┎筮担┲軽減ベ┫〞┡┎ﾎ

＞護者交流会┲開催ブ┞ベﾏ 
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鰺鰊鯲地域┎健康┅ヂ┪支援 

■現状┈課軫 

生活習慣病┲予防ブﾎﾘ健康鍵押ﾙ┲延┐ベバ┈ゼ求┡┩┬┆い┞ベﾏ腰┇┏ﾎ秩父腰

健康┅ヂ┪計亶ﾘ健康━━┖早旨鰺第鰈肺鯲ﾙ┲策定ブﾎ腰民┎健康┅ヂ┪┲支援ブ┆い

┞ベﾏバ┎計亶┇┏ﾎ腰民ñ人┒┈┪ゼ自身┎健康┋責任┲持┃┆｠┎維持ヷ向¿┋嘘

┪組┠─デ┇┊ヂﾎﾘ健康┲支えﾎ畦┫〞┡┎社会環境┎整備ﾙ┲柱┎ñ┄┈ブ┆ﾎﾘ健

康┲支えヷ畦┫地域社会┅ヂ┪ﾙ┲目指ブﾎ秩父腰健康┅ヂ┪推進協議会┋┨┫主体的

┊活動┎推進┎♀ﾎ腰ハ┎健康┅ヂ┪関連団体┋┨┫活動ゼ推進┇ゾ┫┨うﾎ腰全体┇

健康┅ヂ┪┋嘘┪組┠環境┲推進ブ┆い┞ベﾏ 

┞〞ﾎ鎖成早別裟┋ﾘ自殺遣策基筑法ﾙゼ改柏ビ┬ﾎ誰┢自殺┋追い込┞┬┫バ┈┎┊

い社会┎実現┲目指ベバ┈ﾎ┞〞ﾎ自殺遣策┏生ゾ┫バ┈┎包括的┊支援┇あ┫バ┈ゼ

明皙ビ┬┞ブ〞ﾏ自殺┋追い込┞┬┨う┈ブ┆い┫人ゼ稽心ブ┆生ゾ┩┬┫┨うﾎ精神

保健的┊視茂─デ┇┊ヂﾎ社会ヷ経済的┊視茂┲含┠包括的┊嘘組┟ゼ菻要┈┊┃┆い

┞ベﾏバ┎┨う┊包括的┊嘘組┟┲実施ベ┫〞┡┋┏ﾎ自殺┎要因┈┊┪得┫健康問

軫ﾎ経済ヷ生活問軫ﾎ労働問軫ﾎ家庭問軫等┎関連δ葭┎連携┲ビ┩┋鋩┡ﾎ各δ葭┇

┎生ゾ┫支援┋あ〞┫人々ゼ自殺遣策┎ñ翼┲担┃┆い┫意識┲共談ベ┫バ┈ゼ菻要┇

ベﾏ 

ベ┙┆┎腰民ゼ健康鍵押┲延┐ブﾎ元気┇自立ブ〞生活┲長ヂ怦デ┫バ┈ゼ┇ゾ┫┨うﾎ

健康┲支え┫地域社会┅ヂ┪活動┘┎支援┲怫怦ベ┫バ┈ゼﾎ求┡┩┬┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○定期的┋健康診査┲唄デﾎ自δ┎健康状態┲確瞼ブ┞ベﾏ 

○ズズ┪┄デ夷ヷズズ┪┄デ歯科夷┲持━┞ベﾏ 

○地域┎┄┊ゼ┪┲強ヂブﾎジ互い┋見畦┪ﾎ声┲ズデ英え┫地域┅ヂ┪┲目指ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

地域┎健康┅ヂ┪

支援 

○各種～業┋┨┫健康┅ヂ┪┎推進 

腰民┎健康┅ヂ┪┈健康意識┎鋩脆┎〞┡ﾎ関Ｉ機関┎協力┎┢

┈ﾎ┻ベント等┲実施ブﾎ楽ブい交流┲通プ┆健康┇充実ブ〞人生

┅ヂ┪┎知識┎瀧鵜┋л┡┞ベﾏ 

公民館や福祉交流〉ンタヸﾎ地囲┎譎会所等┋ジい┆ﾎ食生活改

善推進員ヷ健康推進員等┎協力┎┢┈┋生活習慣病予防┎〞┡┎～

業┲実施ブﾎ生活習慣┎改善┲轄┪ﾎ腰民┎健康┅ヂ┪┲推進ブ┞

ベﾏ 

○心┎健康┅ヂ┪～業 

心┎健康┅ヂ┪～業やﾎﾘ秩父腰健康╂レンダヸﾙ等┋健康相談窓

瓜┲掲載ブﾎ心┎病気┎卒期冢見ヷ卒期治療┋┄┊ド┫┊┉ﾎ自殺

予防遣策～業┲行い┞ベﾏ 
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鰺鰄鯲地域┎生活困窮者支援 

■現状┈課軫 

鎖成早拠裟┋ﾘ生活困窮者自立支援法ﾙゼ制定ビ┬ﾎ鎖成早判裟鰊男ズ┩生活困窮者┎

支援制祭ゼ始┞┪┞ブ〞ﾏ生活困窮者自立支援法┎施行┋伴いﾎ生活保護┋枸┫前┎生

活困窮者┋ﾎ就労支援や⇒宅確保給付金等┎必要┊自立支援┲行う〞┡ﾎ腰役所ハ┋自

立相談支援機関┲設置ブﾎ相談支援┲行┃┆い┞ベﾏ 

生活困窮者┎中┋┏ﾎ単┋経済的┊問軫─デ┇┊ヂ引ゾバ┢┪や障残鰺ドメ]テ┺ッ╆

バ┻╁レン]鯲被害┊┉ﾎ様々┊問軫┲複英的┋抱え┆い┫人┢多いバ┈ズ┩ﾎ庁ハ各

部署や教育委員会ﾎ学校ﾎハロヸワヸ╆ﾎ民生委員ヷ児童委員ﾎ亳会ﾎ社会福祉協議会

┊┉┈連携ブﾎ包括的┋支援┲ブ┆いヂ必要ゼあ┪┞ベﾏ 

┞〞ﾎ新〞┊社会資源┎創出や地域支援ネットワヸ╆┎構築┊┉┋┨┫就労ケ┎開拓や

社会参加┎場┅ヂ┪等┢必要┇ベﾏ 

ビ┩┋ﾎ近裟大ゾ┊問軫┈┊┃┆い┫子┉┢┎貧困┋関ブ┆┏ﾎ卒期冢見や相談┋┨┫

実態┎把握┲進┡ﾎ関Ｉ機関や民間団体ヷ～業者┊┉┈連携┲轄┪ﾎ畜然防拍ﾎ適ε┊保

護┈支援┲迅速┋行う〞┡┎遣策┲講プ┆いヂ必要ゼあ┪┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○生活困窮者自立支援制祭┘┎理解┲深┡┞ベﾏ 

○地域┋ジデ┫生活困窮者┎把握ﾎ見畦┪ﾎ自立相談支援機関┈┎連携┲轄┪┞ベﾏ 

○異変や問軫┋気ゼ付い〞場英┏ﾎ腰役所や児童相談所等┎専門機関┋相談ﾎ連絡ブ┞ベﾏ 

○日頃ズ┩地域⇒民┎輕┎見え┫関Ｉ┅ヂ┪やﾎ支援┲必要┈ベ┫人┎把握ヷ支援体制┅

ヂ┪┲地域全体┇進┡┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

制祭┎周知ヷ相談

支援体制┎充実 

○生活困窮者自立支援制祭や自立相談支援機関┎周知 

支援┲必要┈ベ┫方ゼ制祭┋┄┊ゼ┫┨うﾎ生活困窮者自立支援

制祭や腰役所ハ┋設置ブ〞自立相談支援機関┋ジデ┫支援ハ容┋┄

い┆ﾎ腰┎広報や腰ホヸムペヸ[┊┉┎媒体や関Ｉ機関┈┎連携┋

┨┪腰民┎皆ビ┳┋周知┲轄┪┞ベﾏ 

○自立相談支援機関┎充実ヷ♀部署鵜┓♀機関┈┎連携強粟 

生活保護┋枸┫前┎段階ズ┩支援┇ゾ┫┨うﾎ卒期冢見┎ネット

ワヸ╆構築┲検討ブ┞ベﾏ 

┞〞ﾎニヸ〈┋応プ〞支援ゼ計亶的ズ┄怫怦的┋提供┇ゾ┫┨うﾎ

相談支援員や就労支援員┊┉自立相談支援機関┎]タッフ┎確保ヷ

充実┲轄┫┈┈┢┋ﾎ庁ハ各部署や教育委員会ﾎ学校ﾎハロヸワヸ

╆ﾎ民生委員ヷ児童委員ﾎ亳会ﾎ社会福祉協議会┊┉関Ｉ機関┈┎

連携強粟┲轄┪┞ベﾏ 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

生活困窮者自立支

援～業┎推進 

○⇒宅改失┎恐┬┎あ┫人┋⇒居確保給付金┎支給 

讎職┋┨┪⇒宅┲失┃〞又┏｠┎恐┬ゼあ┫人┋遣ブﾎñ定期間

⇒居確保給付金┲支給ブ┞ベﾏ 

○現ヷ中学生ﾎ鋩校生┋遣ベ┫学習支援～業┎実施 

生活困窮世帯┎中学生┎鋩校進学や鋩校生┎中肭防拍┲轄┪ﾎ貧

困┎連鎖┲防ヅ〞┡ﾎ現ヷ中学生ﾎ鋩校生┋遣ベ┫学習支援┲実施

ブ┞ベﾏ 

○ハロヸワヸ╆┈連携ブ〞就労支援┎実施ﾎ就労ケ┎開拓 

ñ般就労┋試～ベ┫準備┈ブ┆┎基礎能力┎形成┲目的┈ブ┆ﾎ

卒期┎ñ般就労ゼ讒ブい人┋遣ブﾎ生活訓練や社会訓練ﾎ就職活動

┋向デ〞植法や知識┎習得┊┉┎支援┲実施ブ┞ベﾏ 

ハロヸワヸ╆┈連携┲轄┪ﾎ就労体験や福祉的就労┎場┲確保ベ

┫〞┡ﾎ企業開拓┲行い┞ベﾏ 

○ñ時的┊衣食⇒┎確保 

⇒居┲失┃〞生活困窮者┋遣ブﾎ新〞┊⇒居ゼ見┄ズ┫┞┇┎ñ

定期間ﾎ宿桧場所や衣食┎提供┲行い┞ベﾏ 

バ┉┢┎貧困遣策 ○子┉┢┎貧困┋関ベ┫実態把握 

教育委員会や関Ｉ機関┈連携┲轄┪ﾎ子┉┢┎貧困┋関ベ┫実態

把握┈ニヸ〈┎把握┲進┡┞ベﾏ 

○関Ｉ機関や民間団体ヷ～業者┈┎連携┋┨┫総英的┊遣策┎推進 

子┉┢┎将来ゼ生┞┬育┃〞環境┋┨┃┆濠栄ビ┬┫バ┈┎┊い

┨うﾎ┞〞ﾎ貧困ゼ世£┲超え┆連鎖ベ┫バ┈┎┊い┨うﾎ関Ｉ機

関┈連携┲轄┪┊ゼ┩総英的┋遣策┲推進ブ┆いゾ┞ベﾏ 

 

■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

生活困窮者┋遣ベ

┫緊急時┎支援 

○彩┎国あ┳ブ┳〉ヸフテ┺ネット～業やフヸドバン╆┊┉┲活用

ブ〞緊急時┎現物給付 

既祁┎制祭┇遣応┇ゾ┊い鰺制祭┎率間鯲生活困窮等┎様々┊生

活課軫┲抱えﾎ生押┋関わ┫緊急ヷ逼迫ブ〞生活困窮者┋遣ブﾎ彩

┎国あ┳ブ┳〉ヸフテ┺ネット協力会員社会福祉法人施設ﾎ秩父腰

┈連携┲嘘┪┊ゼ┩緊急支援┲行い┞ベﾏ 

○福祉資金┎篝付 

秩父腰福祉資金ﾎ生活福祉資金┋┨┪支援ゼ必要┈ビ┬┫世帯┋

遣ブ篝付┲行い┞ベﾏ 
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◇ 生活困窮者自立支援～業┎推進 

 

生活保護唄給者や生活困窮┋枸┫リ]╆┎鋩い層鰺非柏規労働者や鋩齢者等鯲┎増加

┲踏┞えﾎ生活保護┋枸┫前┎自立支援策┎強粟┲轄┫┈┈┢┋ﾎ生活保護ズ┩脱却ブ

〞人ゼ再┓生活保護┋軛┫バ┈┎┊い┨う┋ベ┫バ┈ゼ必要┇あ┪ﾎ｠┬┋┏生活保護

制祭┎見直ブ┈生活困窮者遣策┎ñ体実施ゼÖ嬰背┇ベﾏ｠バ┇ﾎ国┏ﾎﾘ生活困窮者

等┎自立┲Ｊ進ベ┫〞┡┎生活困窮者自立支援法等┎ñ部┲改柏ベ┫法脂ﾙ┲鎖成フ画裟

鰺早画旨別裟鯲旨画男鰆日┋施行ブ┞ブ〞ﾏ 

バ┎改柏┇┏ﾎ生活困窮者┎尊厳┎保持┲前提┈ブﾎ就労や心身┎状況ﾎ地域社会ズ

┩┎珪立┈い┃〞ﾎ｠┬〝┬┎状態┋応プ〞包括的ヷ卒期的┊支援やﾎ地域┋ジデ┫関

Ｉ機関ﾎ民間団体┈┎緊密┊連携等支援体制┎整備ゼ基筑理念┈ブ┆明確粟ビ┬┆い┞

ベﾏ 

生活困窮┋関ベ┫相談ハ容┏ﾎ臼入ヷ生活費┎バ┈ﾎ家賃やロヸン┎支払いﾎ♂～探

ブﾎ家族┋関ベ┫バ┈┊┉幅広ヂﾎ┞〞複英的┊課軫┲抱え┆い┫場英ゼ多ヂあ┪┞

ベﾏ相談者┎裟齢層ゼ鋩い傾向┋あ┫バ┈ズ┩ﾎ就労┋┨┫自立┲目標┈ベ┫バ┈ゼ讒

ブヂﾎ相談者┲支え┫♂組┟┅ヂ┪ゼ大ε┇ベﾏ 

生活┋困窮ブ┆い┫方ヷ世帯┋遣ブ┆┏ﾎ既祁┎制祭─デ┇┏支援ゼ困讒┊場英ゼ多

い〞┡ﾎ腰┎関Ｉ課ﾎ専門機関ﾎハロヸワヸ╆ﾎ社会福祉協議会ﾎ民生委員ヷ児童委員

や自治会ヷ亳ハ会┲┏プ┡┈ベ┫地域┋ジデ┫様々┊社会資源┈連携ブﾎ必要┊人┋適

ブ〞支援ゼ行ゾ届ヂ┨う┊嘘組ゼ必要┇ベﾏ 

｠┎♀ﾎ相談┎ハ容┢徐々┋複雑粟ブ┆ジ┪ﾎ自治体┋ジい┆┢福祉ﾎ就労ﾎ教育ﾎ

税唖ﾎ⇒宅等┎様々┊部局┈┎連携や情報共談┲ブﾎ相談支援体制┎充実┲轄┃┆いヂ

必要ゼあ┪┞ベﾏ 

 

ﾜ現状ﾝ 

生活保護被保護世帯┎推移┋┄い┆ﾎ鎖成早ホ裟ズ┩┎鰄裟間┇┏旨早世帯減少┈ﾎ榿

詐┎減少傾向┋あ┪┞ベゼﾎ被保護人員┏鰄裟間┇判判人減少ブ┆ジ┪ﾎ鋩齢者┲含┡〞

単身世帯増加┎影響ゼ現┬┆い┞ベﾏ 

┹ン╈ヸト調査┎結果┇┏ﾎ生活困窮者自立支援制祭┋┄い┆ﾘ聞い〞バ┈┏あ┫ゼ

ハ容┏┨ヂ知┩┊いﾙ┈答え〞方ゼブ拡バ画％┈檀┢多ヂﾎ肺い┇ﾎﾘ知┩┊いﾙ┈答え〞

方ゼフフバ旨％┈┊┃┆い┞ベﾏ 

┞〞ﾎ生活困窮者┋遣ブﾎﾘ経済的┋困窮ブﾎ檀¬限祭┎生活┲維持ベ┫バ┈ゼ困讒

┋┊┃〞場英ﾎ必要┈思わ┬┫支援ハ容┏┉┎┨う┊┢┎┇ベズﾏﾙ┎質問┲ブ〞┈バ

┭ﾎﾘ就労支援ﾙﾎﾘ相談支援ﾙﾎﾘñ時的┊居⇒場所┎確保ﾙ┎回答ゼ多ヂ┊┃┆い

┞ベﾏ 

 

ﾜ課軫ﾝ 

生活困窮者自立支援制祭┎瞼知祭ゼ¬い状況┎〞┡ﾎ引ゾ怦ゾ周知活動┲強粟ブ┆い

ヂ必要ゼあ┪┞ベﾏ 
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┞〞ﾎ生活┋困窮ブ┆い┫方ゼ適ε┋必要┊支援┲うデ┫バ┈やﾎ生活困窮者支援┲

通プ┆地域共生社会┲実現ブﾎ地域┇┎珪立┲防拍ベ┫バ┈┊┉ﾎ怫怦ブ〞支援ゼ菻要

┈┊┪┞ベﾏ｠┎〞┡┋ﾎ腰┎関Ｉ課ﾎ専門機関ﾎハロヸワヸ╆ﾎ社会福祉協議会ﾎ民

生委員ヷ児童委員や自治会ヷ亳ハ会ﾎ地域┎方々┈┎連携ヷ情報共談┲強粟ブ┆いヂバ

┈ゼÖ嬰背┈┊┪┞ベﾏ 

 

ﾜ課軫┲踏┞え〞＜至┎方向性ﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 生活困窮者┎実態┲把握ベ┫〞┡ﾎ関Ｉ各課ﾎ各相談支援機関┈連携ヷ協力┲強粟ブﾎ

情報共談┲行うバ┈┋┨┪ﾎ効果的┊支援┋л┡┞ベﾏ 

○ 経済的自立┋向デ〞怫怦的┊支援┲行う〞┡┋ﾎ関Ｉ各課ﾎ各相談支援機関┎連携┲密

┋ブﾎ複雑粟ベ┫問軫┎解決┋л┡┞ベﾏ就労┋関ベ┫支援ﾎ社会参加┎場┅ヂ┪┊┉ﾎ

相談窓瓜やハロヸワヸ╆┊┉ﾎ就労関Ｉ機関等┈連携ブ経済的自立┲支援ブ┞ベﾏ 

○ 民生委員ヷ児童委員や地域┎方々┋ﾎ各種制祭┲広ヂ周知ベ┫バ┈┋┨┪ﾎ生活困窮者

┘┎情報提供┎機会┎充実や卒期冢見┲轄┪┞ベﾏ┞〞ﾎ子┉┢┎い┫生活保護世帯や生

活困窮世帯┋遣ブﾎ子┉┢┎学習ヷ生活支援┎利用┲Ｊ進ブ┞ベﾏ 
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鰺鰮鯲地域連携体制整備┎推進 

■現状┈課軫 

地域┇┎生活課軫┏少子鋩齢粟や弟家族粟┎進行ﾎ非柏規┎證用や長時間┎就労┊┉┋

┨┫]トレ]┊┉ﾎ様々┊要因┋┨┃┆複英粟ﾎ複雑粟ブ┆ゾ┆い┞ベﾏ特┋ﾎ配偶者等

┘┎ 障残鰺ドメ]テ┺ッ╆バ┻╁レン]鯲や]トヸ╂ヸ行妄ﾎ鋩齢者ﾎ諠ゼい者ﾎ幼児ヷ

児童┘┎虐待等┋┄い┆┏個π支援┇┎解決┏困讒┇ﾎ専門機関┈連携┲┈┃〞遣応ゼÖ

嬰背┈┊┃┆い┞ベﾏ 

＜至┏ﾎ近所┅ゾあい┎再構築┋向デ〞嘘組┟┲通プ┆ﾎ⇒民相互┎交流┲進┡ﾎあい

ビ┄や声ズデ┋┨┫輕┎見え┫関Ｉ┅ヂ┪┲支援ベ┫┈┈┢┋ﾎ地域┎福祉団体ヷ機関液

士┎交流┋┨┃┆кデ英い┎意識┲鋩┡┫必要ゼあ┪┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○隣近所┎人やﾎ民生委員ヷ児童委員┊┉┈関わ┪┲持━ﾎ地域┎中┇気軽┋相談┇ゾ┫

人┲┄ヂ┫┨う心ゼデ┞ベﾏ 

○虐待や 障残 ┋┄い┆┎相談機関┲把握ブ┞ベﾏ 

○地域┇異変┋気ゼ┄い〞時┋┏ﾎ関Ｉ機関┘通報ブ〞┪ﾎ相談ブ〞┪ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

地域連携体制整備

┎推進 

○腰民ヷ～業者┎協力体制┎整備 

腰民┎生活課軫┋┏ﾎ鋩齢者や諠ゼい者ﾎ児童┊┉｠┬〝┬┎個

π支援┇改善┇ゾ┫┢┎┢あ┪┞ベゼﾎ家庭┋┏家族┎＞護や子育

┆┎問軫┎┛ズﾎ配偶者ズ┩┎暴力や青少裟┎問軫┊┉ﾎ｠┬〝┬

┎問軫ゼ相互┋複雑┋絡┳┇い┫場英┢少┊ヂあ┪┞ボ┳ﾏ┞〞ﾎ

弟家族粟┋伴い＜日┇┏ﾎ扶養や＞護┲┡ヅ┫問軫┢複数世帯┋┞

〞ゼ┫┈いう讒ブい状況ゼ見唄デ┩┬┞ベﾏバうブ〞状況┋遣応ベ

┫〞┡┋┏ﾎ家族┎協力┋自ペ┈限界┢あ┫バ┈ズ┩ﾎ腰民や～業

者┎理解┋┨┫協力体制┎整備┲推進ブ┞ベﾏ 

○関Ｉ行遡機関┎連携ヷ協力体制┎推進 

腰民┎複雑┇困讒┊問軫解決┎〞┡┋ﾎ属性┲問わペ広ヂ地域⇒

民┲遣象┈ベ┫菻層的支援体制整備～業┎設置検討┲含┡ﾎ関Ｉ行

遡機関ゼ連携ヷ協力ブﾎ総英的┊課軫解決┋向デ〞嘘組┟┲推進ブ

┞ベﾏ 
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基筑方針鰒 福祉′ヸビ]利用者┎尼利擁護┎推進 

鰺鰆鯲福祉′ヸビ]槁情解決┎推進 

■現状┈課軫 

福祉′ヸビ]┎利用者┈′ヸビ]┲提供ベ┫～業者┈┎関Ｉ┏ﾎ筑来遣等┇あ┫┙ゾ┇

ベゼﾎ実謔┋┏利用者┎立場ゼ弱ヂﾎ提供ビ┬┫′ヸビ]┎ハ容┋問軫ゼあ┃┆┢ﾎ当～

者間┇┎解決ゼ困讒┈┊┫場英ゼ見┩┬┞ベﾏ｠┎┨う┊場英┋ﾎ利用者ズ┩┎槁情┲唄

デ付デ適ε┊解決┋┄┊ド┫相談ヷ支援体制┲整え┫バ┈┏ﾎ利用者┎尼利┲畦┫〞┡┋ﾎ

極┡┆菻要┊バ┈┈┊┃┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○╈┹マネ[ャヸ┋相談┇ゾ┫関Ｉ┲持━┞ベﾏ 

○困┃〞バ┈やわズ┩┊いバ┈ゼあ┃〞┩ﾎ周┪┎人┋相談ブ┞ベﾏ 

○福祉′ヸビ]提供～業者┏ﾎ利用者┈┎睾ブ英い┲持━┞ベﾏ 

○利用者ゼ槁情┲亠ブ出ブやベい環境┲┄ヂ┪┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

槁情解決┎推進 ○相談体制┎充実 

福祉′ヸビ]┋関ベ┫槁情┏ﾎ┞ペ利用者┈～業者┈┎間┇解決

ビ┬┫バ┈ゼ望┞ブヂﾎ～業者自┩適ε┊解決┋л┡┊デ┬┐┊┪

┞ボ┳ゼﾎ解決┋枸┩┊ズ┃〞槁情┋┄い┆┏ﾎ利用者┎立場や特

性┋配慮ブﾎ適ε┋遣応ベ┫〞┡┋ﾎ福祉┋遣ブ┆理解┎深い談識

者┇構成ベ┫第¡者委員┲置ゾﾎバ滑┊槁情解決┋л┡┞ベﾏ 

┞〞ﾎバ┎制祭┋┄い┆ﾎ腰民┘┎ñ層┎周知┲轄┫┈┈┢┋ﾎ

談効活用ゼ┊ビ┬┫┨う環境┅ヂ┪┲推進ブ┞ベﾏ 
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鰺鰈鯲日常生活自立支援～業┎推進 

■現状┈課軫 

社会福祉協議会┇┏ﾎ日常生活┲冐┫〞┡┋必要┊ο遭能力ゼÖ十δ┊方ゼﾎ地域┋ジ

い┆自立ブ〞生活ゼ行え┫┨う┋ベ┫〞┡┎福祉′ヸビ]┎利用援кや日常的┊金銭管

理┲行うﾎﾘ日常生活自立支援～業ﾙ┲行┃┆い┞ベﾏ 

契約┋┨┪福祉′ヸビ]ゼ選択ビ┬┫現在ﾎ～業┎周知┈瀧鵜┲Ｊ進ベ┫バ┈ゼ菻要┈

┊┃┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○社協─┨┪┊┉┲通プ┆ﾎ日常生活自立支援～業┎ハ容┲知┪┞ベﾏ 

○地域┇ο遭能力ゼ十δ┇┊い人ゼい〞┩ﾎ～業┲紹＞ブ┞ベﾏ 

 

■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

日常生活自立支援

～業┎推進 

○日常生活自立支援～業鰺あ┳ブ┳′ポヸト┍┃┈鯲┎実施 

ο遭能力┋Ö稽┎あ┫方┋福祉′ヸビ]┎相談や手怦ゾ支援ﾎ日 

常的┊金銭┎管理┲行いﾎ稽心ブ┆日常生活ゼ冐┬┫┨う┋ブ┞ベﾏ 
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鰺鰒鯲成裟至見制祭┎利用支援 

■現状┈課軫 

腰民┹ン╈ヸト調査┎結果┇┏ﾎ成裟至見制祭┋┄い┆ﾘ聞い〞バ┈┏あ┫鰺ハ容┏知

┩┊い鯲ﾙ┈答え〞方ゼ フホバブ％┈檀┢多ヂﾎ肺い┇ﾎﾘ制祭ハ容┢含┡知┃┆い┫ﾙ┈答

え〞方ゼ 早ホバホ％┈┊┃┆い┞ベﾏ 

┞〞ﾎ成裟至見制祭┎利用Ｊ進ヷ充実┲轄┃┆いヂ〞┡┋必要┊バ┈┈ブ┆┏ﾎﾘ制祭┎

わズ┪やベい広報や周知活動ﾙﾎﾘ制祭┎ハ容や利用方法┋┄い┆相談┇ゾ┫窓瓜┎設置ﾙﾎ

ﾘ援кベ┫至見人等┋┨┫金銭┎弐領┊┉Ö柏防拍┎徹底ﾙ┊┉┎回答ゼ多ヂ┊┃┆い┞

ベﾏ 

ο遭能力ゼ十δ┇┊い人┎〞┡┋ﾎ家庭裁ο所ズ┩選任ビ┬〞£理人ゼ箝産管理や契約

┎締結┊┉┲行う成裟至見制祭┋┄い┆┎瞼知祭┏ﾎ現在鋩い┈┏言え┊い状況┇ベﾏ 

⇒┟慣┬〞地域┇稽全ヷ稽心┋暮┩ブ┆いヂ〞┡┋┏ﾎ誰┢ゼ適ε┊′ヸビ]┲唄デ┩

┬┫体制┲整え┫┈┈┢┋ﾎο遭能力ゼÖ十δ┊方┇┢適ε┋′ヸビ]┲唄デ┩┬┫┨うﾎ

成裟至見制祭や社会福祉協議会ゼ行うあ┳ブ┳′ポヸトネット鰺福祉′ヸビ]利用援к～

業鯲┊┉┎制祭┎浸透┋л┡┞ベﾏ 

┞〞ﾎ筑制祭┎利用┲Ｊ進ブ┆いヂ〞┡┋┏ﾎ制祭┲必要┈ベ┫方ゼ自δ┩ブい生活┲

冐┫〞┡┋適ε┋制祭┈ブ┆利用┇ゾ┫┨うﾎ尼利擁護支援┎地域連携ネットワヸ╆┎構

築ゼ必要┈┊┪┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○腰┎広報や社協─┨┪┊┉┲読┟ﾎ成裟至見制祭┋┄い┆理解┲深┡┞ベﾏ 

○成裟至見制祭┲地域┇睾軫┋ブﾎ制祭┲知┫人┲増やブ┞ベﾏ 

○成裟至見制祭┲必要┈ベ┫人ゼい〞┩ﾎ制祭┈窓瓜┲紹＞ブ┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

成裟至見制祭┎利

用支援 

○成裟至見制祭┎周知ヷ瀧鵜啓冢 

ο遭能力ゼÖ十δ┊人ゼ地域┇自立ブ┆生活ブ┆いヂ〞┡┋┏ﾎ

社会福祉施設等┘┎入肭所契約┊┉┎法脂行妄┲行うバ┈ゼ必要┊

場英やﾎ宗字商法┊┉┎被害┋遭うバ┈┎┊い┨う筑人┲保護ブﾎ

支援ベ┫必要ゼあ┫〞┡ﾎ成裟至見制祭┎周知ヷ瀧鵜┋л┡┞ベﾏ 

○成裟至見制祭┎利用Ｊ進 

筑人┋ο遭能力ゼ┊ヂﾎ親族┢い┊い場英┋┏ﾎ腰長ゼ家庭裁ο

所┘┎至見人付Ü┎亠ブ立┆┲£行ベ┫┊┉ﾎ成裟至見制祭┎利用

┎支援┲行い┞ベﾏ審ο┋要ベ┫経費や成裟至見人等┘┎報酬┲筮

担ベ┫能力┎┊い方┋┏ﾎ｠┎費用┎全部又┏ñ部┲к成ブ┞ベﾏ 

○中弟機関┎設置 

成裟至見制祭┎利用┲必要┈ベ┫方ゼ身近┋相談┇ゾﾎ┞〞ﾎ尼

利擁護ゼ必要┊方┲卒期┋冢見ヷ支援ベ┫〞┡ﾎ中弟機関┲設置ブﾎ

関Ｉ機関┈┎連絡調整等┲行い┞ベﾏ 
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■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

成裟至見制祭┎利

用支援 

○成裟至見制祭推進～業┎実施 

ο遭能力┎¬½┋┨┪宗字商法┎被害や金銭搾嘘┊┉┎犯罪ゼ社

会問軫┈┊┃┆い┫中ﾎ成裟至見制祭┲活用ブﾎ｠┎方ゼ稽心ブ┆

暮┩ボ┫社会┅ヂ┪┲進┡┞ベﾏ 

○法人至見～業┎実施 

法人至見～業┲実施ブﾎ稽心ブ┆生活ゼ┇ゾ┫┨う筑人┎意思┲尊

菻ブ〞支援┲行い┞ベﾏ法人ゼ至見～唖┲行うバ┈┇ﾎ至見人ゼÖ在┈

┊┃〞┪ﾎ至見人┎～唖ゼ豊┃〞┪┈い┃〞～態┲避デ┫バ┈ゼ┇ゾ

┞ベﾏ┞〞ﾎ社会福祉協議会┎特寺┲活ズブﾎ地域⇒民や福祉関Ｉ団体ﾎ

多職種┈┢連携ブﾎ見畦┪┎ネットワヸ╆等支援体制┲┄ヂ┪┞ベﾏ 

○相談遣応 

瞼知症や諠ゼいゼあ┃┆┢自δ┩ブヂ稽心ブ┆暮┩ボ┫┨うﾎ成裟

至見制祭┋関ベ┫相談┲唄デﾎ必要┋応プ┆適ε┊支援機関や制祭利

用┋┄┊ドﾎ筑人や家族ﾎ至見人ﾎ支援関Ｉ者┲′ポヸトブ┆いゾ┞ベﾏ 
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◇ 秩父腰成裟至見制祭利用Ｊ進基筑計亶 

 

鎖成 早別 裟鰺早画旨拡 裟鯲鰄男┋ﾘ成裟至見制祭┎利用┎Ｊ進┋関ベ┫法脂ﾙ鰺＃½ﾘＪ

進法ﾙ┈いうﾏ鯲ゼ施行ビ┬┞ブ〞ﾏ成裟至見制祭┎利用┎Ｊ進┋┄い┆ﾎ｠┎基筑理念┲

定┡ﾎ国鵜┓地方公共団体┎責唖等┲明┩ズ┋ブﾎ並┓┋基筑方針｠┎♀┎基筑┈┊┫～

躁┲定┡┫バ┈等┋┨┪ﾎ成裟至見制祭┎利用┎Ｊ進┋関ベ┫施策┲総英的ズ┄計亶的┋

推進ベ┫バ┈┲目的┈ブ┆い┞ベﾏ 

国┏鎖成 早ホ 裟鰺早画旨判 裟鯲鰒男┋成裟至見制祭利用Ｊ進基筑計亶鰺＃½ﾘ国┎基筑計

亶ﾙ┈いうﾏ鯲┲策定ブﾎＪ進法第 旨ブ 条第鰆躁┋基┅ゾ腰亳衷┏ﾎ国┎基筑計亶┲亜案ブ

┆成裟至見制祭┎利用┎Ｊ進┋関ベ┫施策┋┄い┆┎基筑的┊計亶┲定┡┫┨うл力ベ

┫┢┎┈ブ┆い┞ベﾏ 

筑腰┋ジデ┫ﾘ成裟至見制祭利用Ｊ進基筑計亶ﾙ┏ﾎﾘ第鰊期秩父腰地域福祉計亶ヷ地域

福祉活動計亶ﾙ┈ñ体的┋策定ブﾎ＃½┎施策┋嘘┪組┠バ┈┇地域福祉┎充実┲轄┪┞

ベﾏ 

 

○成裟至見制祭┎瀧鵜ヷ啓冢 

成裟至見制祭┎利用ゼ必要┊方┲卒期┎う━┋冢見ブﾎ適ε┊支援┋┄┊ド┫〞┡ﾎ制

祭┎瀧鵜ヷ啓冢┋л┡┞ベﾏ 

 

○至見人等┋遣ベ┫報酬к成 

成裟至見制祭┲利用ブ〞方┇｠┎費用┎筮担ゼ困讒┊方┋遣ブ┆ﾎ至見人ﾎ保⇔人鵜┓

補к人┋遣ベ┫報酬┎к成┲怫怦ブ┆実施ベ┫┈┈┢┋ﾎ｠┎周知┋л┡┞ベﾏ 

 

○腰長┋┨┫審ο請求鰺腰長亠立┆鯲 

成裟至見制祭┎利用ゼ必要┊状況┇あ┫┋┢関わ┩ペﾎ筑人鵜┓親族┋┨┫至見等┎開

始┎亠立┆ゼ讒ブい場英ﾎ腰長ゼ家庭裁ο所┋至見人等開始┎審ο┎請求┲行い┞ベﾏ 

 

○中弟機関┎設置 

尼利擁護支援┎地域連携ネットワヸ╆┎ﾘ中弟機関ﾙ鰺ネットワヸ╆┎コヸデ┺ネヸト

┲担う機関鯲┲％和鰒裟 旨画 男┋設置ブ┞ブ〞ﾏ 

係中弟機関┎機能呼 

広報機能 

制祭瀧鵜┎〞┡ﾎ関Ｉ機関┈連携ブ┆広報ヷ瀧鵜ヷ啓冢活動┲行い┞

ベﾏ 

相談機能 

気軽┋相談┇ゾ┫ñ肺相談窓瓜┲整備ブﾎ┞〞ﾎ亠立┆手怦ゾ等┎ナ

体的┊相談┲唄デ┫‖肺相談窓瓜┲開設ブ┞ベﾏ 

成裟至見制祭 

利用Ｊ進機能 

亠立┆や手怦ゾ┋関ベ┫┹ドバ┻]┲行いﾎハ容┋┨┪専門家や専

門機関┈┎連携や調整┲轄┪┞ベﾏ 

至見人支援機能 

成裟至見人等ゼ稽心ブ┆至見活動ゼ┇ゾ┫環境┅ヂ┪┲目指ブ┞

ベﾏ 
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中弟機関┎担う機能┋┄い┆┏ﾎ関Ｉ機関┈連携ヷ協議ブ┊ゼ┩ﾎ躇肺ﾎ整備ヷ尋充ブ

┆いゾ┞ベﾏ 

 

○地域連携ネットワヸ╆┎構築 

地域連携ネットワヸ╆┈┏ﾎ全国┉┎地域┋ジい┆┢ﾎ成裟至見制祭┎利用ゼ必要┊方

ゼﾎ尊厳┲┢┃┆｠┎人┩ブい生活ゼ┇ゾ┫┨うﾎ各地域┋ジデ┫相談窓瓜┲整備ベ┫┈

┈┢┋ﾎ尼利擁護支援┎必要┊方┲冢見ブﾎ適ε┊支援┋┄┊ド┫地域連携┎♂組┟┇ベﾏ 

筑腰┋ジい┆┢ﾎ地域┎関Ｉ機関ゼ連携ベ┫体制整備┋┄い┆協議ブ┆いゾ┞ベﾏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域連携ネットワ籞ク癮磹䇮籞秖噪 
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基筑目標鰊  稽心ブ┆生活┇ゾ┫環境┅ヂ┪┎推進 

基筑方針鰆 生活環境┅ヂ┪┎推進 

鰺鰆鯲生活環境┎整備 

■現状┈課軫 

腰民ゼ稽心ブ┆生活┇ゾ┫〞┡┋┏ﾎ支援┲必要┈ベ┫人┋遣ベ┫声ズデや見畦┪┊┉

┎地域┋ジデ┫福祉活動┋加えﾎ鋩齢者や諠ゼい┎あ┫人ゼÖ便や諠壁┲感プ┫バ┈┎┊

いバリ┹フリヸ┎┞━┅ヂ┪┲進┡┫バ┈ゼ必要┇ベﾏ┞〞ﾎヒ┹リン╇┇┏地域┎課軫

┈ブ┆篆い物讒民┎祁在ゼ指摘ビ┬┆ジ┪ﾎ┒┈┪暮┩ブ鋩齢者や鋩齢者┎┟┇暮┩ベ世

帯┲中心┈ブ〞交通弱者┘┎遣応ゼ求┡┩┬┞ベﾏ 

ビ┩┋ﾎ近裟自然災害ゼ多冢ブ┆ジ┪ﾎ｠┎傾向┈ブ┆局所粟┈激甚粟ゼあド┩┬┞ベﾏ

＜至┏災害時┋кデ英え┫組織作┪やﾎ防災活動┲通プ┆地域┎力┲強┡┆いヂバ┈ゼ求

┡┩┬┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○公園┊┉公共┎場所┏自δ〞━┇ゾ┬い┋ブ┞ベﾏ 

○自転車┎阻置┲ブ┊い┊┉ﾎルヸルやマナヸ┲畦┪┞ベﾏ 

○日パ┭ズ┩ﾎ隣近所┈災害時┎睾┲ブ〞┪ﾎ地域┎防災訓練┋参加ブ┞ベﾏ 

○隣近所┋⇒┠鋩齢者ﾎ諠ゼい者┊┉ﾎ災害時┎避讒行動┋支援ゼ必要┊人┲把握ブ┞ベﾏ 

○亳会ﾎ民生委員ヷ児童委員ﾎ消防団┊┉ゼ協力ブ┆ﾎ避讒行動要支援者┲支援ベ┫体制

┲作┪┞ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

福祉┎┞━┅ヂ┪

┎推進 

○ユニバヸ′ルデ¨┻ン┎推進 

鋩齢者や諠ゼい者ﾎ妊産婦ﾎ乳幼児連┬┎人〞━┊┉ベ┙┆┎腰

民ゼ稽心ブ┆生活┲冐┫〞┡┋┏ﾎ⇒宅や生活環境┎整備┲Ｊ進ベ

┫必要ゼあ┪┞ベﾏ]ヸパヸマヸ╈ットﾎ金融機関┊┉社会生活┲

営┠¿┇利用ベ┫機会┎多い公共的建築物┋┄い┆┏ﾎ関Ｉ機関┎

理解┈協力┲積極的┋求┡ﾎユニバヸ′ルデ¨┻ン┎推進やﾎバリ

┹フリヸ粟┋向デ〞改善ヷ整備┎Ｊ進┋л┡┞ベﾏ 

┞〞ﾎ～業者等┘遣ブ┆┢ﾎ諠ゼい┲理亞┈ブ〞差π┎禁拍や英

理的配慮┎提供┋┄い┆啓冢┲行い┞ベﾏ 

○諠ゼい者┋配慮ビ┬〞歩行空間┎整備 

新〞┋整備┲行う膺路┋┄い┆┏ﾎﾘ埼玉県福祉┎┞━┅ヂ┪条

例ﾙ┋基┅ゾﾎ諠ゼい者┋配慮ビ┬〞稽全┊歩行空間┲整備ブ┞ベﾏ 

┞〞ﾎ既祁┎膺路┋┄い┆┢ﾎ茂袈ブロッ╆┎補修┊┉ﾎ誰┢ゼ

稽心ブ┆歩行┇ゾ┫┨う整備┲行い┞ベﾏ 

  

基筑目標鰊 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

稽心┇快適┊生活

基劑┎充実 

○鋩齢者ヷ諠ゼい者等┋配慮ビ┬〞公園空間┎整備 

新〞┋整備ベ┫公園┋┄い┆┏ﾎﾘ埼玉県福祉┎┞━┅ヂ┪条例ﾙ

┋基┅ゾﾎ鋩齢者や諠ゼい者┋配慮ビ┬〞公園空間┎創出┲轄┪┞

ベﾏ既祁┎公園┋┄い┆┏ﾎ腰民┎要望┲踏┞え┊ゼ┩ﾎ改善┎推

進┲轄┪┞ベﾏ 

公共交通機関┎維

持強粟 

○誰┢ゼ利用ブやベい公共交通┎推進 

ñ部┎地域┇実施ブ┆い┫乗英タ╆‶ヸ┊┉ﾎデマンド交通┲充

実ブ┆いゾ┞ベﾏ┞〞ﾎ━━┖定⇒自立圏┎中┇ﾎ秩父地域全体┇

公共交通┲考えﾎ既祁┎路線バ]┎再編成等┲ブ┆ﾎﾘ誰┢ゼ利用ブ

やベい公共交通ﾙ┎推進┲轄┪┞ベﾏ 

⇒宅環境┎整備┎

推進 

○誰┢ゼ利用ブやベい腰営⇒宅┎整備ヷ改修┎推進 

鋩齢者や諠ゼい者┊┉ベ┙┆┎人ゼ⇒┟慣┬〞地域┎中┇快適┇

自立ブ〞生活ゼ営┡┫┨う配慮ブ〞腰営⇒宅┎整備ヷ改修┲進┡ﾎ

閏い⇒宅┎解体や建暖え┢検討ブ┞ベﾏ 

災害時緊急時┋備

え〞体制┎整備 

○地域┋ジデ┫防災訓練┘┎参加Ｊ進 

ベ┙┆┎腰民┋遣ブ防災意識や防災知識┎瀧鵜ヷ啓冢┋л┡┫┈

┈┢┋ﾎ災害時┎減災┎〞┡ﾎ地域┋ジデ┫防災訓練┘┎参加┲Ｊ

進ブ┞ベﾏ┞〞ﾎ腰民┎自主的┊地域活動や防災活動┎嘘組┟┲支

援ブ┞ベﾏ 

○避讒行動要支援者┋遣ベ┫支援┎充実 

災害時等┎避讒┋ジい┆ﾎ支援ゼ必要┊人┎避讒行動要支援者疫

簿┘┎冩録┲Ｊ進ブﾎ冩録者┎支援体制┲整え┞ベﾏ 

○福祉避讒所┎整備 

ñ般的┊避讒所┇┏生活┋支諠ゼ想定ビ┬┫要配慮者┲豊在ビボ

┫┎ゼ困讒┊〞┡ﾎ福祉避讒所┎整備┲推進ブ┞ベﾏ 
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施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

腰民協働┎┞━┅

ヂ┪┎推進 

○〉ヸフコミュニテ┺┎推進 

科学的┊悌壬┋基┅い┆ﾎ腰民ゼñ体┈┊┃〞┞━┅ヂ┪┲推進

ベ┫♂組┟┇あ┫ﾘ〉ヸフコミュニテ┺ﾙ┲効率的ズ┄実効性┎あ

┫活動┈ブ┆怫怦ブ┆いゾ┞ベﾏ 

 

 

 

 

 

   
―セー【コミュニテ┥― 

セーフコミュニティパボ、世界保健機関（WHO）ﾛ推奨ギ┗ち世代
や障ﾛいペ有無ブ関わ┕グ、安全・安心ブ暮┕ゲ┗┊ゾデく┖ブ継続
的ブ取┖組┌自治体等┞国際的ブ認証ギ┗制度」ペヱパバ、秩父市ボ
平成 27 年 11 月ブ、国内バ 11 番目ブ認証┞取得ヴ、令和３年 11 月
ブ再認証┞受｀┊ヴズ。 

日本バボ、ケガや事故┞減┕ギヱパゼ｀┞目的パギ┗ペバボピく、
市民協働ペ┊ゾデく┖┞進┍┗ズ┍ペ╆ールパヴド活用さ┘ドい┊
ギ。┊ズ、近年バボセーフコミュニティバ得ズ]ウ〈ウ┞ SDGs や感
染症対策ブ活用ヴドい┗事例ﾛ国内外バ┋┕┘ドい┊ギ。 

一口ょっ 
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■社会福祉協議会ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

福祉┎┞━┅ヂ┪

┎推進 

○地域情報交隻会┎開催 

地域┎福祉関Ｉ者┲中心┈ブ┆地域福祉活動┋関ベ┫情報交隻┲

ベ┫場┲設デﾎ地域┋ジデ┫福祉ニヸ〈┲把握ブﾎ解決┇ゾ┫方法

┲地域┇考え┩┬┫♂組┟┅ヂ┪┋嘘組┟┞ベﾏ 

稽心┇快適┊生活

基劑┎充実 

○薄竹〞ベデあい募金┎配δ 

共液募金膰動┎ñ環┈ブ┆行わ┬ﾎ譎┡┩┬〞募金┲新〞┊裟┲

迎え┫時期┋ﾎ支援┲必要┈ベ┫人〞━ゼ地域┇稽心ブ┆暮┩ベ〞

┡┋ﾎ様々┊福祉┎支援活動┘菻茂的┋配δブ┞ベﾏ 

災害時緊急時┋備

え〞体制┎整備 

○災害ボランテ┺┹〉ンタヸ┎膰営 

大雪や地震┊┉┋┨┫災害ゼ冢生ブ〞謔ﾎ災害ボランテ┺┹〉ン

タヸ┲設置ブ┞ベﾏ 

┞〞ﾎ腰ハ外ズ┩┎災害ボランテ┺┹┈┎連絡調整や⇒民┎支援

ニヸ〈窓瓜┲担う┊┉ﾎ膰営┲バ滑┋行うバ┈ゼ┇ゾ┫┨う体制┲

整備ブ┞ベﾏ 

○災害ボランテ┺┹～前冩録制祭┎実施 

災害冢生時┋救援活動┎ボランテ┺┹┲希望ベ┫個人┞〞┏団体

ゼ～前┋災害ボランテ┺┹┈ブ┆冩録ブﾎ災害冢生時等┋ジデ┫救

援活動┲迅速ズ┄効果的┋行うバ┈ゼ┇ゾ┫体制┲整え┞ベﾏ 

○災害ボランテ┺┹講斎┎開催 

災害冢生時┋バ滑┊活動ゼ行え┫┨うﾎ腰や青裟会議所等関Ｉ機

関┈連携┲ブﾎ災害┋関ブ┆学┖機会┲設デ┞ベﾏ 
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鰺鰈鯲人虫ヷ福祉～業者┎育成┎推進 

■現状┈課軫 

┹ン╈ヸト調査┇┏ﾎ地域福祉┲推進ベ┫〞┡┋必要┊バ┈┈ブ┆ﾎﾘ地域福祉┲推進

ベ┫地域リヸダヸ┎育成ﾙ┈回答ブ┆い┫人ゼ約鰈割┈┊┃┆い┞ベﾏﾘリヸダヸﾙ┲冢掘

ブﾎ育┆┫〞┡┋ﾎバ┬┞┇福祉┋関心ゼ┊ズ┃〞人┎中ズ┩┢ﾎ福祉┋興味┲抱ヂ人ゼ

生┞┬┫ゾ┃ズデ┲用意ベ┫バ┈ゼ大ε┇ベﾏ 

多様粟ベ┫腰民┎福祉ニヸ〈┋ゾ┡細ズヂ応え┫〞┡ﾎ民間┎福祉～業者┎育成や＞護

支援専門員┎植術向¿┲轄┫バ┈ゼ菻要┈┊┃┆い┞ベﾏ┞〞ﾎ福祉～業者ゼ必要┈ベ┫

情報提供┊┉ﾎ～業┋参加ブやベい環境整備ゼ求┡┩┬┆い┞ベﾏ 

 

■地域ゼ嘘┪組┠バ┈ 

○地域┋関心┲持━ﾎ問軫ゼあ┬┐┉うブ〞┩┨いズ┲日頃ズ┩考え┞ベﾏ 

○地域活動┎中┇ﾎ活動┎担い手や活動┎リヸダヸ┊┉┲育成ベ┫環境┅ヂ┪┋л┡┞

ベﾏ 

 

■腰ゼ嘘┪組┠バ┈ 

施 策 疫 嘘組┟┎ハ容 

人虫育成┎推進 ○地域福祉コヸデ┺ネヸタヸ鰺コミュニテ┺》ヸ‶ャルワヸ╂ヸ鯲┎

養成ヷ配置 

地域福祉┋ジデ┫ネットワヸ╆┅ヂ┪┎中弟┈┊┫地域福祉コヸ

デ┺ネヸタヸ鰺コミュニテ┺》ヸ‶ャルワヸ╂ヸ鯲┎養成ヷ配置┋

┄い┆検討┲行い┞ベﾏ 

福祉～業者┎育成

┎推進 

○福祉～業者間┎連携体制┎整備 

多様粟ベ┫腰民┎福祉ニヸ〈┋遣ブ┆ﾎ行遡や民間～業者─デ┇

┊ヂﾎ年致至 法人┊┉多様┊主体ゼ～業┋参加┇ゾﾎ連携ベ┫環境ゼ

整備ビ┬┆い┫バ┈ゼ必要┇ベﾏ 

行遡┎役割┎あ┪方┋┄い┆ﾎ総英的┊立場ズ┩見直ブ┲轄┪ﾎ

民間～業者等┎参入┲容易┋ベ┫情報提供┲行いﾎ福祉関連～業┋

民間～業者や 年致至 法人┊┉幅広い～業者┎参亶┈連携┲Ｊ進ブ┞

ベﾏ 

○＞護支援専門員┘┎研修┎実施 

＞護支援専門員┎知識ヷ植術┎向¿┲目的┋研修会┲開催ベ┫┈

┈┢┋ﾎ＞護支援専門員┎連携┈資質┎向¿┲目的┋設立ビ┬〞ﾘ＞

護支援専門員連絡協議会ﾙ┎活動┲支援ブ┞ベﾏ 
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