
各市町の地域福祉計画の概要
市町名

計画期間
担当課

P121 P59 P71 P96 P91 P56
構成 第１章 計画の策定にあたって 第１章 はじめに 第１章 計画の策定について 第１編 計画の基本的な考え方 第２期計画の策定にあたって

1 計画策定の趣旨 1 計画の趣向 第１節 策定の趣旨 計画の策定にあたって 1 地域福祉計画とは 地域福祉計画の概要
2 計画の位置づけ 2 計画の位置づけ 第２節 計確の位置づけと性格 1 地域福祉の推進によるまちづくり 2 計画策定の背景 1． 地域福祉計画とは
3 計画の期間 3 計画の期間 １ 計画の位置づけ 2 計画策定の背景と趣旨 3 計画の位置づけ 2． 地域福祉計画に関わる制度等の動き

4 策定体制 第２章 彦根市の地域福祉の状況と課題 2 計画の性格 3
地域福祉計画と地域福祉活動計画の一体的な
策定

4 計画の期間 3． 基本理念

第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題のまとめ 1 人口等の状況 第３節 計画の期間と策定体制 4 計画の位置づけ 5 計画の策定方法 4． 基本目標

1 現状からみた特徴と課題 2 地域福祉をとりまく状況 第２章 地域福祉をめぐる現状と課題 5 計画期間 6 草津市の現況 5． 計画の意義と期間

(1) 地域福祉を取り巻く現状 (1) 市を取り巻く社会の変化 第１節 長浜市の現況 6 計画の策定手法及び策定体制 7 これまでの取組と主な課題 6． 計画の策定の体制

(2)
相談専門機関職員へのヒアリング調査を通して
見えてきた福祉課題

(2) 市民生活における変化 １ 市民の状況 近江八幡市を取り巻く状況と今後の課題 (1) 第１期計画のこれまでの取組と課題 地域福祉に関わる守山市の現状と今後の方向性

(3)
地域の福祉関係活動団体等へのヒアリング調査
を通して見えてきた福祉課題

3 地域福祉に関する市民ニーズの分析と課題 2 地域コミュニティと地域福祉資源状況 1 データからみえる地域福祉の状況 (2) 第２期計画に向けての主要課題 1． 人口・世帯等の状況

(4)
新任民生委員児童委員アンケート調査から見え
てきた福祉課題

(1) 情報を得ることについて 第２節 市民の意識～市民アンケート調査より～ 2 計画を展開していく上で踏まえるべき課題 第２期計画の基本的な考え方 2． 各種計画の動向

(5) 市民意識調査からの現状と福祉課題 (2) 相談について 第３節 地域福祉に関わる人々の問題意識 計画の目指すべき方向性 1 計画の基本理念 3． これまでの取組

(6) 第１次計画の評価・検証 (3) 福祉を学ぶ機会について 1 ワークショップより 1 基本理念 2 計画推進の基本的な視点 4． 地域福祉に関わる現状、課題、今後の方向性

2 課題のまとめ (4) 役に立つことについて 2 グループインタビューより 2 基本目標 3 計画の基本目標

第３章 計画の基本的考え方 (5) 地域で暮らすことについて 3 市民フォーラムより 3 地域福祉計画の体系図 4 施策の体系 地域福祉の推進に向けた施策の展開

1 計画の基本理念 第３章 計画の体系 第４節 地域福祉推進の課題 4 地域福祉圏域の捉え方 5 地域福祉推進の各主体の役割 1． 市民主体の地域福祉の推進

2 計画の基本目標 1 基本理念の考え方 第３章 地域福祉の推進施策 5 地域福祉を担う各主体の役割 6 重点プログラム 2． 協働で支え合う地域福祉の推進

3 計画で重要となるポイント 2 地域福祉における「地域」の範囲 第１節 基本的な考え方 地域福祉計画 基本目標達成に向けての施策の展開 3． 誰もが安心して暮らせる地域福祉の推進

4 施策体系 3 計画の体系案（基本目標と取り組み） 1 地域福祉推進の理念 施策の展開 みんなで育てあう人づくり 4． 安心ネットワークの推進

第４章 施策の展開 第４章 計画の取り組み 2 理念実現のための基本目標と視点 お互いを思いやるまちを目指します 福祉意識の醸成
重点的な取組　～すこやかまちづくり行動プラン
～

基本目標1 安心して相談できるしくみづくり 支えあい、地域で安心して暮らせるまち 3 施策の体系 (1) 一人ひとりを尊重し、理解しあう気持ちを育てる 担い手の育成 1． すこやかまちづくり行動プランのねらい

基本目標2
多様なネットワークの力で関係を解決していける
しくみづくり

一人ひとりに必要な情報が届くまち 第２節 施策の展開 参加とつながりによる支えあいのまちを目指します 福祉学習の推進 2． すこやかまちづくり行動プランの概要

基本目標3 一人ひとりを認めあい地域で支えあうまちづくり
身近なところで相談でき、必要な支援が受けられ
るまち

「地域」を基礎とする支えあいの推進 (1) 地域福祉の担い手や活動の場を増やす みんなで支えるまちづくり 計画の推進体制

基本目標4 新しい参加とつながりを生み出すまちづくり お互いに地域福祉について学びあえるまち 地域の絆づくり (2) 多様なつながりにより、地域福祉活動を広げる 地域のネットワークづくり 1． 地域福祉推進会議

基本目標5
地域福祉を市民と行政が協働して進めるしくみづ
くり

人それぞれに参加でき、役にたてるまち 健やかな成長と自立を育む地域づくり 安心して暮らせるまちを目指します 地域資源の有効な活用 2． 地域福祉庁内推進会議

第５章 計画の推進 第５章 計画の推進 安心を支えあう地域づくり (1) 情報提供、相談体制を拡充する 関係団体の活動強化 3． 関連する福祉計画の推進
1 進行管理 1 各主体の役割と連携 「ともに育む」仲間づくりの推進 (2) ニーズを把握し必要な支援につなげる みんなで創る　人にやさしい福祉のまち 4． 市社協・学区社協地域福祉活動計画との連携
2 推進体制 2 計画の進行管理 参加と交流を育む環境づくり (3) 安全・安心な生活環境を整える 福祉サービス利用の支援

(1) 各主体との連携 元気で頼もしい団体づくり 計画の進行管理・評価 安全に暮らせる地域づくり

(2) 各主体の役割 地域福祉を支える人づくり 地域福祉活動計画 協働の推進

「協働」による地域福祉のまち 計画の策定にあたって

情報の提供と相談対応の体制づくり 1 近江八幡市社会福祉協議会がめざすもの

支援が必要な人の把握から支援の円滑な流れづ
くり
地域福祉推進のための総合的な体制づくり

第３節 計画の推進 3 近江八幡市社会福祉協議会体制図

4 近江八幡市地域福祉活動計画策定の概要

近江八幡市社会福祉協議会が重点的に取り組
むこと

地域や学校に働きかけ、地域の人とともに福祉
教育をすすめます

地域の人に寄り添い、誰もが相談しやすい
「ボランティアセンター」をめざします
様々な人がつながることができる居場所づくりを
すすめます
地域福祉活動を行う人や団体のつながりづくりを
すすめ、地域福祉活動の充実を図ります

地域で福祉課題を話し合い、支えあう仕組みをつ
くり
ます
学区（地区）社会福祉協議会活動を充実します

支援が必要な人に関わる身近で見える市社会福
祉協議会をつくります

在宅福祉サービスの充実と地域福祉活動との連
携をすすめます

権利擁護の取り組みをすすめます

災害時の支援体制づくりをすすめます

市社会福祉協議会の基盤強化をめざします

近江八幡市地域福祉活動計画事業実施年度計
画
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平成２４年度～平成２８年度
健康福祉部社会福祉課

第２期守山市地域福祉計画

大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市

平成２３年度～平成２７年度
健康福祉部　社会福祉課
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各市町の地域福祉計画の概要
市町名

計画期間
担当課

構成

名称

P86 P85 P64 P67 P79 P137
第１章 計画の基本的な考え方 第１章 計画の趣旨 第１章 はじめに

1 地域福祉推進計画策定の背景 1． 地域福祉に対する市民の声 1.
2 地域福祉推進計画の目的と意義および位置づけ 2． 地域懇談会の概要 （1）
3 圏域についての考え方 3． 市民アンケートの概要 （2） 2.

4 計画の策定機関 4． 地域福祉を取り巻く状況の変化 ２. 3.

5 計画の期間 第２章 市を取り巻く社会の変化 （1） 第１章

6 計画策定体制・方法 1． 市民生活における変化 （2） 1.

第２章 計画見直しの経過 2． 地域の社会福祉における変化 （3） 2.

1 甲賀市の地域特性 3． 第一次地域福祉計画の実施状況と評価 ３. 3.

（1） 人口 4． 第二次地域福祉計画における課題 （1） 4.

（2） 世帯 第３章 地域福祉の基本理念（将来像） （2） 5.

（3） 子どもの状況 1． 地域福祉の基本目標と取り組み （3） 第２章

（4） 高齢者の状況 2． 基本目標1 一人ひとりの尊厳を大切に ４. 1.

（5） 障がい者の状況 3． 基本目標2 必要な人に必要な情報をわかりやすく ５. （1）

2 区・自治会加入の状況 第４章 基本目標3 十人十色に参加できる「役」づくり （1） （2）

3 地域福祉関連組織の状況 基本目標4 垣根を越えて、つながりあえるまちづくり （2） （3）

（1） 町・小学校区の状況 基本目標Ⅰ 基本目標5
市民や事業者も地域福祉の「財源」を考えよう

（3） （4）

（2）
市民の地域福祉に関する意識と活動の現状と課
題

基本目標Ⅱ 計画の推進 第２章 2.

（3） 安心生活創造事業の取り組みの成果と課題 基本目標Ⅲ 1. （1）

第３章 区・自治会アンケート調査結果の概要と課題 第５章 （1） （2）

1 基本理念と４つの基本方針 1． （2） （3）

2 計画の基本理念 2． （3） （4）

（1） 計画の４つの基本方針 （4） 3.

（2） 基本方針と地域福祉施策や活動の展開 2. 4.

（3） 地域福祉システムの整備 （1） （1）

（4） 健康福祉のネットワーク （2） （2）
3 住民参加 （3） 第３章

第４章 地域福祉活動の基盤強化 （4） 現状と課題1
1 重点プラン （5） 現状と課題2

2 あらゆる住民の地域福祉活動への参加の促進
福祉サービスの利用と相談・情報提供体制の整
備

（6） 現状と課題3

3 権利保障・権利擁護の地域福祉システムの推進 第３章 現状と課題4

4 地域健康福祉推進組織の推進と組織化 1. 現状と課題5

第５章 ふれあいいきいきサロン活動の推進 2. 第４章

1 生活関連課題への対応 3. 1.

2 地域福祉活動の拠点整備 第４章 2.

計画を推進するために 1. 3.

2. 第５章

3. 1.

4. 2.

5. 3.

第５章 4.

1. 5.

（1） 第６章

（2） 1.

2. 2.

（1）

（2）

計画の推進に向けて

1.
私たちの暮らしと地域社会
～皆で豊かに、参画と協働で地域福祉を～

計画の評価・進行管理

安心して暮らすための体制づくり

保健・医療・福祉が一体となったサービスの提供
の仕組みづくり

小地域における住民のきずなづくり

地域福祉の拡充を図るためのネットワークづくり

基本目標

施策体系

施策の展開

地域を担い支える人づくり

地域福祉とは

地域福祉の必要性と高まり　～制度と沿革～

参加と連帯でつくる地域社会

計画の策定にあたって

計画策定の意義

計画の位置づけ

地域の捉え方

計画期間

策定手法及び策定体制

統計や調査等からみる東近江市

東近江市の概況

成り立ち・地域性

位置と地勢

交通・情報網

歴史文化・まちづくり

東近江市の人口、世帯の状況

栗東市

第２期栗東市地域福祉計画

平成２４年度～平成29年度
健康福祉部　社会・障がい福祉課

第２期栗東市地域福祉計画策定の趣旨
計画策定の背景
計画の位置付け
計画の期間

計画策定における体制

計画策定・推進にあたっての基本的な考え方

地域福祉推進の圏域について

栗東市の地域福祉を取り巻く現状と課題

現状から見た特徴と課題

施策展開の基本方向について

地域福祉システムの構築

アンケート調査結果について

第１期地域福祉計画の検証

第1期地域福祉計画における地域懇談会における生活課
題

地域別の目標と活動計画

地勢

人口

地域福祉を考えるための統計数値

地域福祉を支える社会資源

人口及び統計数値結果について

推進体制

甲賀市 野洲市 湖南市 高島市

平成１９年度～平成２８年度 平成２６～３２年度 平成２４年度～平成２８年度 平成２４年４月～平成２９年３月

地域福祉システムの構築

福祉の風土づくり

地域福祉推進体制の整備

計画の推進体制とフォローアップ

進行管理

あらゆる住民の地域福祉活動への参加の促進

福祉の風土づくり

地域福祉推進体制の整備
施策体系
地域福祉推進に向けた施策の展開

第１期地域福祉計画の検証

計画の基本的な考え方

計画の基本目標

社会福祉課 健康福祉部　社会福祉課 健康福祉部　社会福祉課 健康福祉部

東近江市

第２期甲賀市地域福祉推進計画 第２期野洲市地域福祉計画
第二次湖南市地域福祉計画　みんなでつくった　みらくるプ
ラン

高島市地域福祉計画（第二次） 東近江市地域福祉計画

平成２３年度～平成28年度

策定体制

策定委員会

検討委員会

福祉のまちづくり推進委員会

高島市の現状

人口の動向

外国人登録人口の推移

人口動態

高島市の現状

人口・世帯・年齢別割合の状況

要介護・要支援認定者の状況

家族の構成

中圏域別の人口、地域資源等の状況

ブロック別懇談会

実施概要

障害者手帳所有者の状況

その他要支援者（児童扶養手当受給者、生活保護
受給者）の状況

地域福祉を推進する主人公

社会福祉協議会

ボランティア
懇談会からの課題や意見
地域福祉を取り巻く現状と課題
地域福祉活動を担う人材について

序章
1

第１章

5

6

計画の基本理念・目標

計画の基本目標と基本方針

計画の体系

民生委員児童委員

2
3

4

5

6

7

1

2

NPO法人
福祉推進委員会 住民同士のつながりについて

住民福祉協議会

計画の基本理念・目標

地域資源や人材を活かした地域福祉活動につい
て

安心・安全な体制づくりについて

多様化する福祉課題への対応について

計画の基本方向

基本理念

3

（3）

４

５

６

７

4

5

6

1

2
3

第５章

第２章

1

第３章

1

第４章

2

2

4

4

7

8

今後の計画策定に向けて

計画の基本理念と基本目標

計画の基本的な考え方

８

１
２

（1）
（2）

３

（1）

（2）

計画策定にあたって
計画策定の背景
計画の位置づけ
計画の期間

計画策定の体制

野洲市の地域特性

野洲市の概況

野洲市の現状

アンケート調査結果から見た現状と課題

計画の推進に向けて

進行管理

基本理念

計画の基本目標

地域福祉の推進に向けた取組の展開

各基本目標の「地域福祉の推進に向けた取組」
の考え方

地域で支え合い活動の推進

7

計画策定にあたって
計画策定の趣旨
計画策定の背景
計画策定の趣旨

計画の位置づけ

高島市総合計画との関係

他の福祉分野個別計画との関連
地域福祉推進計画（社会福祉協議会策定）等との
関係

計画の考え方

地域のとらえ方

計画の基本的な視点

住民主体・市民協働の地域福祉の推進

計画期間

1

2

3

地域で安心したサービスの利用促進

地域と連携した福祉活動の推進

計画の推進体制

みんなの暮らしを支える地域をつくろう！
（保健福祉サービス）

計画の推進にあたって

継続的な計画の推進

市民協働による計画の推進

社会福祉協議会との連携

施策の展開

安全な地域をつくろう！（災害にも強い地域づくり）

助け合いで地域をつくろう！（地域助け合い
活動の推進）

みんなが主役の地域をつくろう！
（地域活動・地域組織）

住みやすい地域をつくろう！
（ノーマライゼーション理念の普及）

計画の進行管理

計画の展開と普及啓発

進行管理・評価体制

東近江市地域福祉推進委員会の設置



各市町の地域福祉計画の概要
市町名

計画期間
担当課

構成

名称

P63 P65 P63 P89 P89
■ 第１章 第１章 第１章 Ⅰ

第１章 1 1 1 1
1 （1） 2 2 2

（1） （2） 3 3 3

（2） （3） 4 4 4

（3） 2 5 5 Ⅱ

第２章 （1） 6 6 1

1 （2） 第２章 第２章 2

（1） ３ 1 1 3

（2） ４ 2 2 Ⅲ

2 （1） 第３章 3 Ⅳ

（1） （2） 1 4 Ⅴ

（2） （3） 2 (1) Ⅵ

3 （4） 第４章 (2) 1

第３章 （5） 1 (3) 2

1 （6） 2 第３章 Ⅶ

（1） 第２章 3 1

（2） 1 4 2

（3） 2 5 3

（4） 3 第４章

2 第３章 基本目標1 Ⅷ

（1） 目標１ 基本方向(1)

第４章 施策１－１ 基本方向(2)

基本目標Ⅰ 施策１－２ 基本目標2

基本目標Ⅱ 施策１－３ 基本方向(1)

基本目標Ⅲ 目標２ 基本方向(2)
第５章 施策２－１ 基本目標3

1 施策２－２ 基本方向(1)
（1） 施策２－３ 基本方向(2)

目標３ 基本方向(3)

施策３－１ 基本方向(4)

施策３－２ 基本方向(5)

施策３－３ 基本目標4

施策３－４ 基本方向(1)

第４章 基本方向(2)

1 基本目標5

2 1

2

生活の社会化をいかに充実させていくか

計画の進行管理

地域福祉・健康づくり・食育計画の担い手及び目標
設定

日野町地域福祉・健康づくり・食育計画

日野町地域福祉・健康づくり・食育計画

平成２３年度～平成２７年度
福祉課

計画の策定にあたって
計画の意義と目的
計画の位置づけ
計画の期間

計画の構成

日野町民の変化

健康及び食生活の実態

暮らしの実態

教育、保健・医療、社会福祉施設・サービスの現状

地域福祉・健康づくり計画（平成17年度策定）の進
捗状況

地域ヒヤリングの意見

地域福祉・健康づくり・食育計画の基本方向

計画の目標

計画の基本的な枠組み

地域福祉・健康づくり・食育計画の実施計画

暮らしの基盤をいかに充実させていくか

日常的な協力・協同とヨコのつながりをいかに充実
させていくか

個人情報保護の徹底と適正な取り扱い

地域福祉のネットワークづくり

防犯・防災等の安全なまちづくり

計画の進行管理

暮らしの安全を守る体制づくり

人にやさしい福祉のまちづくり

計画の推進体制

対象者別の状況

福祉関係者等調査からみた課題

地域福祉住民懇談会からみた課題

地域の福祉活動等の取り組み状況

地域福祉計画のめざすところ

計画策定への住民参加

竜王町を取り巻く地域福祉の現状と課題

竜王町の概況

計画の推進体制と進行管理

計画の基本理念

計画の目標と施策体系

重点プロジェクト

目標実現に向けた施策の展開

わかりあい　わかちあいで人づくり

福祉の心を育む学びの場づくり

支えあい　助けあいで暮らしづくり

相談・情報提供体制の充実

権利擁護体制の充実

人口や世帯構造の特性

現状と課題

課題のまとめ

米原市・社会福祉法人　米原市社会福祉協議会 福祉課 福祉課

米原市 竜王町 愛荘町
まいばら福祉のまちづくり計画
第1次米原市地域福祉計画・第2次米原市地域福祉活動計画

竜王町地域福祉計画 愛荘町地域福祉計画

はじめに
地域福祉計画策定の趣旨

平成26年度～平成30年度 平成25年度～29年度 平成２７年度～平成３１年度

現状と課題

本計画で用いる主な用語について
まいばら福祉のまちづくり計画とは
この計画について
地域福祉とは

計画の位置づけ

計画の期間

福祉のまちづくりの課題

米原市とはどんなまちか～地域福祉の視点から～

地域福祉計画の策定にあたって

では地域福祉計画って何？

地域福祉を推進するために重要なことは

地域福祉計画の位置づけと期間

計画の位置づけ

計画の期間

地域福祉計画とはこんな計画です
そもそも地域福祉って何？ 計画の性格

計画の位置づけ

計画の期間

策定方法

計画の進行管理

施策の展開

福祉サービスの適切な提供のために

総合的な地域ケアシステム構築のために

計画の理念と基本方針

計画の理念と基本方針

基本方針

基本目標

基本体系

各主体の役割

人にやさしい施設やサービスのために

住民参加の福祉のまちづくりのために

目標とする指標

地域活動の拠点整備

地域福祉活動の担い手づくり

NPO・ボランティア活動の充実

計画の推進と進行管理
計画の推進と進行管理

であい　ふれあいで絆づくり
多様な交流の場づくり
住民主体の小地域福祉活動の充実

計画の推進

計画の推進体制

計画の推進

米原市の現状

福祉のまちづくりを進めるために

福祉圏域の設定

具体的な取組

つながりを深める取組の充実

暮らしを支える活動の充実

総ぐるみによる福祉のまちづくり体制の構築

米原市の資質

市民等の意識～各アンケート調査結果から～

市民の意識
地域活動、福祉活動を展開しているリーダーの意
識
福祉のまちづくりの課題

福祉のまちづくりの基本方向

福祉のまちづくりの考え方

理念

多賀町

多賀町地域福祉計画

平成２６年度～平成３０年度
福祉保健課

計画の策定にあたって
計画策定の背景と目的
地域福祉とは、地域福祉計画とは
計画の位置づけ

多賀町社会福祉協議会との連携について

計画の期間

計画の策定体制

多賀町の地域福祉を取り巻く現状と課題

多賀町の人口や世帯の動向

対象者別の状況

多賀町の地域での取組の現状

多賀町の地域福祉の課題

住民アンケート調査結果からみる現状と課題

関係団体調査結果について
絆づくり懇談会にみる地域福祉の現状・課題と提案

計画の基本方向

計画の基本理念

計画の基本目標

施策の体系

施策の展開

支え合い・助け合いの人づくり

地域福祉に対する理解を深める機会づくり

地域福祉を推進する担い手づくり

人と地域のつながりづくり

地域での多様なふれあいの機会づくり

地域での孤立を防ぐ見守り体制づくり
自立した生活を支える仕組みづくり
健康づくり・介護予防の環境づくり
地域での暮らしを支える仕組みづくり
自立生活を支える相談・情報提供・連携体制
づくり

権利擁護の支援体制づくり

安心・安全な環境づくり

質が高く利用しやすい福祉サービスの提供
体制づくり


