
各市町の地域福祉計画の概要
市町名

計画期間

担当課

ページ数 64頁 91頁 76頁 95頁 109頁

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章 計画の基本的な考え方 第３期計画の策定にあたって

1 計画策定の趣旨 1 計画策定の目的 第１節 策定の趣旨 1 計画策定の趣旨 1 地域福祉計画とは

(1) 近年の地域福祉を取り巻く状況 2 計画策定にあたっての基本的な視点 第２節 地域福祉の考え方 2 計画の位置づけ 2 計画策定の背景

(2) 地域福祉計画及び地域福祉活動計画の位置づけ 3 計画の性格 第３節 計画の位置づけ 3 地域福祉計画と地域福祉活動計画の連携 3 計画の位置づけ

(3) 計画策定の経過 4 計画の期間 第４節 計画の期間と策定体制 4 計画期間 4 計画の期間

(4) 市と市社協による一体的な計画策定 第２章 彦根市の地域福祉の状況と課題 1 計画の期間 5 計画の策定手法及び策定体制 5 計画の策定方法

2 関連計画との関係 1 人口等の状況 2 計画の策定体制 第２章 市を取り巻く状況と今後の課題 草津市の現状と課題

3 計画の期間 (1) 人口構成の状況 第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題 1 データからみえる地域福祉の状況 1 草津市の現状

4 策定体制 (2) 学区別人口の状況 第１節 国及び県の動向 2 近江八幡市地域福祉計画の取り組み結果と課題 2 「第２期計画」重点プログラムの進捗状況

第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題のまとめ 2 地域福祉を取り巻く状況 第２節 長浜市の現況～各種統計データから～ 3 計画を展開していく上で踏まえるべき課題 3 第３期計画に向けた主要課題

1 現状からみた特徴と課題 (1) 市を取り巻く社会の変化 第３節 市民の意識～市民アンケート調査から～ 第３章 計画の目指すべき方向性 第３章 計画の基本的な考え方

2 計画の事業評価 (2) 市民生活における変化 第４節 地域福祉推進の課題 1 基本理念 1 計画の基本理念

(1) 第２次大津市地域福祉計画の事業評価 3 地域福祉に関する市民ニーズの分析と課題 第３章 地域福祉の推進施策 2 基本目標 2 計画の基本体系

(2) 大津市社会福祉協議会第４次地域福祉活動計画の事業評価 (1) 情報を得ることについて 第１節 基本的な考え方 3 大切にすべき基本的な考え方 3 重点プログラム

3 計画の評価・検証 (2) 相談について 1 地域福祉推進の理念 4 重点的な取り組み 4 計画推進に向けた基本的な視点・基本目標

(1) 第２次大津市地域福祉計画の評価整理 (3) 福祉を学ぶ機会について 2 理念実現のための基本目標と視点 5 計画の体系図 第４章 施策の展開

(2) 大津市社会福祉協議会第４次地域福祉活動計画の評価整理 (4) 役に立つことについて 3 施策の体系 6 地域福祉圏域の捉え方 基本目標１ みんなで育ち合う人づくり

(3)
地域団体や若者世代による「懇談会」においての主な
意見

(5) 地域で暮らすことについて 第２節 施策の展開 7 地域福祉を担う各主体の役割 基本目標２ みんな支え合えるまちづくり

4 現状から見えてきた課題のまとめ 第３章 計画の体系 基本目標Ⅰ
「地域」を基礎とする支えあいのまち（視点１ 地域を
育てる）

第４章 施策の展開 みんなで創る人にやさしい福祉のまちづくり

第３章 計画の基本的考え方 1 基本理念 施策の柱1 ともに支えあえる地域をつくります お互いを思いやるまちをめざします～人づくり～

1 計画の基本理念 2 基本目標 施策の柱2 安全で安心な地域をつくります (1) 一人ひとりを尊重し、理解しあう気持ちを育てる

2 計画の基本目標 3 地域福祉における「地域」の範囲 基本目標Ⅱ「ともに育む」仲間づくりのまち（視点２ 仲間を育てる） (2) 地域福祉の担い手を増やす

3 施策体系 4 計画の体系 施策の柱1 地域福祉を担う仲間をつくります
参加とつながりによる支えあいのまちをめざします～
場所づくり～

第４章 施策の展開 第４章 計画の取組 地域福祉活動に参加したい環境をつくります (1) 地域住民の多様なつながりと活躍の場をつくる

基本目標1 多様なネットワークの力で市民のニーズを広く受け止め解決する体制づくり 基本目標1 支えあい、地域で安心して暮らせるまち 基本目標Ⅲ
「協働」による地域福祉のまち（視点３ しくみを育て
る）

(2)
組織間の連携強化と社会福祉法人等の活動を促進す
る

基本目標2 一人ひとりが生きる力を高めあい支えあえる地域コミュニティづくり 基本目標2 一人ひとりに必要な情報が届くまち 施策の柱1 健やかな成長と自立を支える体制をつくります 安心して暮らせるまちをめざします～基盤づくり～

基本目標3 新しい参加とつながりを生み出すしくみづくり 基本目標3
身近なところで相談でき、必要な支援が受けられるま
ち

施策の柱2 地域福祉を推進するしくみをつくります (1) サービスの適正な利用と相談体制を充実させる

第５章 施策の推進 基本目標4 お互いに地域福祉について学びあえるまち 第３節 基本目標の成果指標 (2)
隙間のない支援の実施とニーズを把握し支援につな
げる

1 進行管理 基本目標5 人それぞれに参加でき、役にたてるまち 第４章 計画の実現に向けて (3) 安全・安心な生活環境を整える

2 推進体制 第５章 計画の推進 第１節 計画推進の基本的な考え方 計画の推進

(1) 各主体の役割 1 各主体の役割と連携 第２節 計画の進行管理 1 計画の推進体制

(2) 各主体との連携 2 計画の進行管理 2 計画の進捗管理・評価

 基本目標3　

名称 第３次大津市地域福祉計画 第２次彦根市地域福祉計画 第２次長浜市地域福祉計画 第２次近江八幡市地域福祉計画

大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市

第３期草津市地域福祉計画

平成２９年度～令和２年度 平成２９年４月～令和４年３月 平成２９年度～令和３年度 平成２９年度～令和３年度 平成２８年度～令和２年度
福祉子ども部福祉政策課 福祉保健部社会福祉課 健康福祉部社会福祉課 福祉子ども部　福祉総合相談課 健康福祉部　社会福祉課

第１章

第２章

 基本目標2　

基本目標３

 基本目標1　

施策の柱2

第５章



各市町の地域福祉計画の概要
市町名
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62頁 86頁 74頁 64頁 104頁

地域福祉計画の概要 第１章 計画の策定にあたって 第１章 1 はじめに

1 地域福祉計画策定の趣旨 1 計画策定の背景と趣旨 1 2
『誇れるものと大事にしたいもの』等に対する市民の
声

2 計画の位置づけ 2 これまでの取り組み 地域福祉とは 2 （1） 住民懇談会

地域福祉に関わる守山市の現状と今後の方向性 3 計画の位置付け 計画の位置づけ 3 （2） 事業所懇談会

1 人口等の状況 4 計画の期間 計画期間 4 3 湖南市の地域福祉を取り巻く状況の変化

2
第２期守山市地域福祉計画の取組と評価から導き出
される課題と解決に向けた方向性

5 計画の策定体制 第２章 （1） 市を取り巻く社会の変化

計画の基本方針 6 協働による計画の推進 1． （2） 市民生活における変化

施策の展開 第２章 栗東市を取り巻く現状と課題 甲賀市の状況 2． （3） 地域の社会福祉における変化

計画の基本体系 1 現状から見た特徴と課題 人口等の現状 3． 4 地域福祉の基本理念（将来像）

1 基本方針Ⅰ　つながるまちづくり （1） 人口の状況 アンケート調査からみえる現状 4． 5 これから大事にしたいこと

2 基本方針Ⅱ　いきがいを感じるまちづくり （2） 世帯の状況 計画の基本的な考え方 第３章 計画の基本理念と基本目標 6 地域福祉の基本目標と取り組み

3 基本方針Ⅲ　地域で暮らすまちづくり （3） 児童・生徒の状況 1 基本理念 1． 計画の基本的な考え方 基本目標1 一人ひとりの尊厳を大切に

計画の推進 （4） 地域福祉を考えるための統計数値 2 重点課題 2． 基本理念 基本目標2 必要な人に必要な情報をわかりやすく

1 計画の推進体制 （5） 3 課題解決に向けた基本方針 3． 計画の基本目標 基本目標3 十人十色に参加できる「役」づくり

2 計画の広報 2 市民意識調査結果について 4 計画の体系 第４章 地域福祉の推進に向けた取組の展開 基本目標4 垣根を越えて、つながりあえるまちづくり

3 計画の進捗管理 （1） ご近所との関係・地域について 施策の展開 基本目標5 市民や事業者も地域福祉の「財源」を考えよう

公民協働、市民参画の地域福祉の推進をめざして （2） 日常生活について 基本方針１　地域で支えるしくみづくり［しくみ］ 基本目標Ⅰ地域で支え合い活動の推進 7 計画の推進

（3） ボランティア活動について 地域の支え合い、見守り活動の推進 基本目標Ⅱ

（4） 災害への備えについて あらゆる世代、人が交流する機会や場づくり 基本目標Ⅲ

（5） 福祉のまちづくりについて 関係団体等の顔が見える関係づくり 第５章

第３章 基本方針２　地域福祉を支える人づくり［ひと］ 1．

1 ボランティアの育成・支援 2．

2 福祉教育の充実

第４章 地域福祉の担い手、リーダーの育成

1 計画の基本目標 福祉、保健等の専門的な人材の育成・支援

2 基本方向
基本方針３　適切な支援へつなげる体制づくり［ネット
ワーク］

3 重点プログラム 福祉、健康等に関する情報提供・啓発の充実

4 身近な相談や総合的に対応できる窓口の充実

第５章 関係機関等との連携強化による支援体制づくり

第６章
基本方針４　健康で安全な生活ができる暮らしづくり［く
らし］

1 誰もが住みやすいまちづくりの実現

2 健康寿命の延伸を支える環境づくり

3 地域の防災、防犯活動の推進

4 きめ細かなサービスの提供と質の確保

第７章 計画の推進体制とフォローアップ 第５章 計画の推進

1 1 計画の進行管理

2

(1)

(2)

(3)

(4) 行政の役割

3 進捗管理

(3)

(2)

(3)

(4)

各基本目標の「地域福祉の推進に向けた取組」の考え
方

第１章

計画策定の趣旨 計画策定の背景

第３期栗東市地域福祉計画策定の趣旨 計画策定にあたって

計画策定の体制

計画の期間

第１章

アンケート調査結果から見た現状と課題

平成２６～令和３年度 平成２９年度～令和３年度
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　社会福祉課 健康福祉部　社会福祉課

守山市

(2)

(3)

栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市

1

今後の計画策定に向けて

1

第２章

2

5

2

野洲市の地域特性

第４章

第３期守山市地域福祉計画 第３期栗東市地域福祉計画 第２次甲賀市地域福祉推進計画 第２期野洲市地域福祉計画 第三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

平成２８年度～令和２年度 平成３０年度～令和４年度 平成２９年度～令和１０年度
健康福祉部　健康福祉政策課

第３章

計画策定の方法

第２章

地域福祉推進の圏域について

計画の位置づけ

3

4

6

野洲市の現状

第３章

野洲市の概況

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

第４章

地域福祉を支える社会資源

第５章

第３期栗東市地域福祉計画策定に向けた課題

計画の推進体制

計画の基本的な考え方

制度改正などにより踏まえるべきポイント

計画の推進に向けて

進行管理

第２期栗東市地域福祉計画の検証と計画改定に向けた課題

(4)

(2)

(3)

地域福祉推進に向けた施策の展開

重点プログラム

施策体系

(1)

誰もが安心して暮らせるネットワークづくり

(1)

暮らしを支える豊かな地域づくり (1)

安全・安心なまちづくり

地域福祉を支える人づくり

(2)

住民や関係団体等の役割

地域福祉を推進する上での役割

(1)

推進体制

福祉関係事業者の役割

社会福祉協議会の役割



各市町の地域福祉計画の概要
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64頁 96頁 75頁

第１章 5 第１章 第１章 第１章

1 （1） 地域共生社会実現体制の構築 1 1 第1節

(1) （2） 地域包括ケアの推進 1) 策定の意義 2 計画の位置付け 1 地域福祉について

(2) （3） 福祉人材の育成 2) 「地域」の考え方 3 2

(3) 第２次計画策定と中間見直しの背景 （4） 生活困窮者への自立支援 3) 4 計画の策定方法 3 新しい地域福祉計画のポイント

(4) 第３次計画策定と中間見直しの背景 （5） 限界集落における福祉サービスの提供の充実 2 計画の位置づけ 第２章 第２節 地域福祉計画の位置づけと期間

２ 計画の位置づけ 第５章 計画の推進と進行管理 3 計画の期間 1 統計から見るまちの姿 1

（1） 高島市総合計画との関係 1 継続的な計画の推進 4 計画の策定方法 2 各種調査やふくし座談会等から見るまちの姿 2

（2） （1） 市民の協働による計画の推進 5 3 第１次計画の主な成果と現状 3 竜王町社会福祉協議会との連携・協働

（3） （2） 社会福祉協議会との連携 第２章 計画の理念・目標と柱立て 4 福祉のまちづくりに向けた課題 4

３ 計画の考え方 2 計画の進行管理 1 基本理念 第３章 第３節

（1） （1） 計画の展開と普及啓発 2 計画の目標の柱立て 1 第４節

（2） （2） 計画の進行管理と評価体制 1) ３つの目標 2 1 竜王町の概況

（3） 2) 計画の柱立てと考え方 3 2 人口や世帯構造の特性

（4） 住民主体・市民協働の地域福祉の推進 3 施策の関連 4 3 障がい者・要介護者数当の推移

4 1) 第４章 4

5 2) 基本目標Ⅰ 5

（1） 4 （1） 6

（2） 意見集約 第３章 （2） 第２章

第２章 高島市の現状 【1】 基本目標Ⅱ 第1節

1 高島市の現状 施策1 （1） 子どもから高齢者まで一人一人に寄り添います 第2節

（1） 人口・世帯および年齢別割合の状況 施策2 （2） 身近な地域で支え合います 第3節

（2） 施策3 基本目標Ⅲ 助け合い、支え合うひとを育む 第３章

（3） 【2】 （1） 地域の担い手を育みます 第1節

（4） 施策4 （2） 施策１－１ 福祉の心を育む学びの場づくり

（5） 生活困窮者の状況 施策5 基本目標Ⅳ 施策１－２

2 地域福祉を推進する主人公 施策6 施策１－３

（1） 社会福祉協議会 【3】 第５章 計画の進め方 第２節

（2） 民生委員・児童委員 施策7 1 連携・協働による計画の推進 施策２－１

（3） ボランティア 施策8 2 計画の広報・周知 施策２－２

（4） NPO法人 施策9 3 施策２－３

（5） 第３節

（6） 施策３－１

（7） 社会福祉法人 施策３－２

第３章 計画の基本理念と目標について 施策３－３

1 計画の基本理念 施策３－４ 子育てや介護の環境整備

2 計画の基本目標と基本方針 施策３－５ 就労等の生きがいづくりの支援

3 施策３－６

第４章 施策の展開 第４章 計画の推進

1 第１節 計画の推進体制

（1）

（2）

2

（1）

（2） 出会いと交流の場づくり

（3）

3

（1）

（2）

（3）

4

（1）

（2）

（3）

計画策定の趣旨

計画策定の流れ（第１次計画）

高島市

高島市地域福祉計画（第３次）

平成２９年４月～令和４年３月
米原市・社会福祉法人　米原市社会福祉協議会 地域福祉課

計画策定にあたって

平成２９年度～令和３年度 平成31年度～令和５年度 平成３０年度～令和４年度

地域福祉計画の策定にあたって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）

健康福祉部社会福祉課
89頁

東近江市 米原市 竜王町

第２次東近江市地域福祉計画
第２次まいばら福祉のまちづくり計画
第２次米原市地域福祉計画・第３次米原市地域福祉活動計画

竜王町地域福祉計画

計画策定の背景

この計画について

まいばら福祉のまちづくり計画とは

地域福祉計画とはこんな計画です計画策定の意義

計画の基本的な考え方

福祉のまちづくりの状況

計画の位置づけ

計画の期間

計画の期間

地域福祉を推進するために重要なこと

計画期間

 地域福祉推進計画（社会福祉協議会策定）などとの関係

地域福祉への期待の高まり

計画書の構成

他の計画との関係

他の福祉分野個別計画との関連

地域のとらえ方

福祉圏域および各主体の役割について

竜王町を取り巻く地域福祉の現状と課題

計画の基本的な視点

福祉のまちづくりの考え方

地域の福祉活動等の取組状況

計画の具体的内容 地域や人のつながりを深めます

福祉関係者等調査から見た課題

「わがごと」の地域づくり

地域づくり懇談会からの課題

計画における具体的取組の一覧 地域のこころを育みます

施策間の関連と考え方

基本理念

地域福祉計画のめざすところ

３つの柱

計画策定への住民参加

誰もが主役のまちづくり

基本目標

計画の基本理念

施策体系

具体的な取組

顔の見えるつながりを深める

お互いさまの支え合いづくり

策定委員会

地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進

策定体制

地域で自分らしく暮らせる関係づくり

制度のはざまをつくらない課題発見と相談体制
の構築

「まるごと」のしかけづくり

計画の目標と施策体系

福祉人財を育みます

重点プロジェクト

要介護・要支援認定者の状況

地域の資源を生かした拠点機能の強化 みんながつながるまちをつくる

目標実現に向けた施策の展開

子ども人口の状況

社会福祉法人による公益的活動の推進

地域福祉活動の担い手づくり

「みんなの応援」の仕組みづくり

分野を越えた地域福祉の多様な人材育成 つながる仕組みを強化します

地域福祉行政の組織強化と推進体制の構築 目標達成指標一覧

であい　ふれあいで絆づくり

多様な交流の場づくり

社会福祉協議会による地域福祉の基盤強化

暮らしを守る活動を広げる

福祉推進委員会

住民主体の小地域福祉活動の充実

地域活動の拠点整備

ボランティア活動・市民活動の充実

わかりあい　わかちあいで人づくり障害者手帳交付者の状況

権利擁護体制の充実

地域福祉のネットワークづくり

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

安全な地域をつくろう！（災害にも強い地域づくり）

災害に強い地域づくり

避難行動要支援者の支援体制づくり

計画の体系 防犯・防災等の安全なまちづくり

住民福祉協議会

地域のセーフティネットづくり

助け合いで地域をつくろう！（地域の助け合い活動の推進）

市民協働で支え合う体制づくり

地域福祉の担い手づくり

みんなが主役の地域をつくろう！（地域活動・地域組織）

福祉学習の推進

ボランティア活動の推進

権利擁護の充実

住みやすい地域をつくろう！（ソーシャルインクルージョンの普及）

就労と活躍の場の確保

誰もが暮らしやすい基盤整備の充実
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第１章 総論 ■第１部 日野町地域福祉計画

1 第１章 第１章

2 1 計画策定の背景 1-1 計画策定の背景と目的

3 2 地域福祉とは 1-2

4 地域共生社会と地域福祉計画の関係性 3 地域福祉計画とは 1-3

5 計画の位置づけ 4 計画の期間 第２章 日野町の地域福祉を巡る現状と課題

6 計画の期間 5 計画の策定体制 2-1

7 改革の策定体制 第２章 多賀町の地域福祉を取り巻く現状と課題 2-2 アンケート調査からみた住民意識

第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題 1 統計データ等からみる現状と課題 2-3

1 統計データから見る本町の特徴 2 アンケート調査からみる現状と課題 2-4

2 町民アンケート調査結果 3 第１期多賀町地域福祉計画の評価 2-5 日野町の地域福祉の課題

3 第3期計画目標値の達成状況 4 地域の福資源等 第３章

4 現状からみえてきた課題のまとめ 5 本計画で取り組むべき重点課題 3-1 基本目標

第３章 計画の基本的な考え方 第３章 計画の基本的な考え方 3-2

1 計画の基本理念と施策体系 1 計画の基本理念 第４章

2 計画の基本目標 2 計画の基本目標 4-1

3 重点施策 3 施策の体系 (1)

4 圏域別の課題解決・支援体制 計画編 (2)

第４章 施策の展開 第１章 (3)

1 住民の主体的な参画と協働による地域福祉の推進 基本目標1 4-2

2 支援が必要な人を見逃さない地域づくり 基本目標2 (1)

3 目標とする指標 基本目標3 (2)

第５章 計画の推進体制 (3)

1 町民を中心とした協働による計画の推進 第２章 4-3

2 計画の周知 1 計画の推進による地域共生社会実現のイメージ (1)

3 計画の点検・評価 2 計画の推進体制 (2)

4 目標とする指標 3 (3)

(4)

(5)

第５章

5-1

5-2

愛荘町 多賀町

令和２年度～令和６年度 平成３１年度～令和５年度

計画策定の背景

福祉課 福祉保健課 福祉課

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・食育計画愛荘町地域福祉計画 第２期多賀町地域福祉計画

平成２８年度～令和２年度

地域福祉計画（平成２３年３月策定）の進捗状況

計画の位置づけ

計画の策定にあたって

計画の策定にあたって

計画策定の趣旨

地域福祉とは

仕事の確保・安定

基本方針

計画の展開

計画の基本目標と基本方針

地域ヒアリングからみた地域福祉の現状

地域共生社会の実現に向けて

計画の期間

日野町の地域福祉の現状

施策の展開 住民一人ひとりの存在感の創出

ワークライフバランスの推進

地域福祉の多様な担い手育成

暮らしの基盤を充実させていくために

絆を強めるための地域の仕組みづくり

多賀町自殺対策計画

地域共生の実現に向けた福祉基盤整備 地域福祉活動団体への支援

生活の社会化を充実させていくために

地域福祉活動推進のための条件整備

地域福祉活動への参加の促進

日常的な協力・共同とヨコのつながりを充実させて
いくために

人権・福祉意識の向上

計画の推進に向けて

情報提供・相談体制の充実

関係機関のネットワークの構築

計画の進行管理 社会福祉施設・サービスの充実

生活環境の整備

計画の推進

計画の進行管理

計画の推進体制


