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ごあいさつ 

 

近年、地域社会を取り巻く環境は刻々と変化を遂げ、高齢者はもとより、青少年や

中年層においてもひきこもりや虐待、貧困や社会的孤立など新しい福祉ニーズを抱え

た人々が増えています。 

また、たびたび起こる災害により避難支援を必要とする人たちへの対応など様々な

生活課題、福祉課題が顕在化、深刻化しています。 

こうした背景から行政の福祉サービスの充実はもちろんのこと、地域での支え合い、

助け合いなど地域を視点とした新たな取り組みが重要となってきております。 

このような中、越前町では住民アンケート調査や関係団体への聞き取り調査などで

のご意見を参考にしながら、「第３次越前町地域福祉計画」の策定に取り組んでまい

りました。 

 この計画では、「思いやり 支え合いの心で、誰もが安心して住めるまち」を理念と

して掲げ、３つの基本目標を柱に、具体的な施策に取り組んでまいります。 

 その実現のために、町民、事業者、町それぞれが地域社会の一員として、連携・協

働して取り組んでいけるよう、町民の皆様の尚一層のご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 最後に本計画策定にあたり、ご審議いただきました策定委員の皆様やアンケート調

査や聞き取り調査にご協力いただきました町民の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

平成 29年３月 

 

                       越前町長  内 藤  俊 三 
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第１章 計画策定にあたって 
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第１章 計画策定にあたって 

 

 

少子高齢化や家族形態の変化、人々の暮らし方や働き方の多様化などにより、地域住民同

士のつながりが薄れ、地域の相互扶助機能が低下しています。こうした中、高齢者や障がい

のある人、子育て家庭などの孤立、ひきこもり、虐待や家庭内暴力、生活困窮などのさまざ

まな問題が発生し、福祉を取り巻く環境は厳しさを増しています。 

また、近年の豪雨災害などにより、地域での助け合いや支え合いの必要性とともに、ボラ

ンティアやＮＰＯ※などによる活動の重要性が改めて認識されています。 

国においては社会福祉法が改正され、社会福祉の基本理念の一つとして「地域福祉の推進」

が明確に位置付けられました。そして、地域福祉の推進にあたって、市町村において「地域

福祉計画」を策定することを規定しています。 

地域福祉計画は、高齢者や障がいのある人といった対象者ごとでなく、地域という生活の

場に焦点をあてた計画であり、町民とともに支え合い、助け合いという意識の形成、そのし

くみやネットワークづくり、行政・事業者・町民の役割や取組みについて、基本的な方針を

定めるものです。 

本町では、平成24年３月に「第２次越前町地域福祉計画」を策定し、様々な施策を進めて

きました。第２次計画の計画期間が平成28年度をもって終了することから、これまでの取組

みを評価するとともに、町内の地域福祉活動の現状をふまえながら、より実効性のある施策

を展開するために「第３次越前町地域福祉計画」を策定しました。 

 

 
 

 

※ＮＰＯ…非営利組織の略。社会的な活動を行う民間組織を指している。この場合の非営利とは、

利潤をあげないのではなく、利益が出た場合に内部で配分しないことを示している。利

潤目的ではなく社会的な目的を持つ組織。 

 １－１ 計画の趣旨 

【社会福祉法抜粋】 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活

動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成

する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加

する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 
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越前町地域福祉計画は、社会福祉法第107条に基づく「市町村地域福祉計画」として策定

するものです。策定にあたっては、「第二次越前町総合振興計画」の理念に基づくとともに、

地域を基盤とした福祉を推進するための関連計画と整合性を図りながら、地域福祉の理念

を定め、具体的な取組みの方針を表します。 

また、町社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」など、目標を共有している計画と連携を

とりながら推進していきます。 

 
■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １－２ 計画の位置づけ 

【社会福祉法抜粋】 

（市町村地域福祉計画） 

第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的

に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しよ

うとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者そ

の他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ず

るよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

（１）地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

（２）地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

（３）地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

       

 

 

地域で抱える生活課題

について、行政・事業

者・町民の連携によっ

て解決していくための

取組みを掲載 

越前町介護保険事業計画 
・高齢者福祉計画 

越前町障がい者計画 
越前町障がい福祉計画 

越前町子ども・子育て支援
事業計画 

連携 

協働 

〈福祉等関連計画〉 

〈上位計画〉 

越前町地域福祉計画 

 

第二次越前町総合振興計画 
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【第二次越前町総合振興計画】 

「町民一人ひとりが幸せを実感し、誇りをもって充実した人生を歩み続けることが

できる『ふるさと越前町』の創生」をまちづくりの基本理念とし、「人と技 海土里 

織りなす 快適なまち ～越前E－town brandのさらなる躍進～ 」を将来像とした第二

次越前町総合振興計画は、平成28年度から37年度を計画期間としています。 

今後のまちづくりにおいては、町民同士、町民と行政あるいは産・学・金・労・言

をはじめとする多様な主体が協働・連携することでネットワークを構築し、『共に考

え、行動する』ことにより、将来像の実現を目指します。 

町民、行政、関係者相互の綿密なコミュニケーションを通じて、各々が果たすべき

役割を認識し、地域のニーズに即した効率的・効果的施策を実践することにより、協

働・連携によるまちづくりを展開します。 

地域福祉に関連する施策として下記のものがあげられます。 

２．誰もが健康で暮らしやすさを実感できるまちづくり 

２－１ 安心して住み続けられる保健・医療と福祉の充実 

●誰もが生涯にわたって健康に暮らし続けられる町を目指し、町民の健康づ

くりや保健・医療環境の向上、超高齢社会を見据えた高齢者福祉の充実、

人口減少対策の要となる子育て支援の強化、地域の支え合いを軸とした障

がい者福祉の充実、社会保障制度の健全運営と周知・啓発を図ります。 

2-1-1 健康づくりの推進 

2-1-2 保健事業の推進 

2-1-3 医療環境の充実 

2-1-4 子育て支援の充実 

2-1-5 高齢者福祉の充実 

2-1-6 障がい者福祉の充実 

2-1-7 安定した社会保障制度の確立 

 

３．人が輝き豊かな心が満ちあふれるまちづくり 

３－１ 町民主体のまちづくりの推進 

●町民がイキイキと活躍できる町を目指し、町民・行政・多様な主体のネッ

トワークの構築を図りながら、協働によるまちづくり活動の推進や地域コ

ミュニティ活動の活性化を支援するなど、町民主体のまちづくりを推進し

ます。また、男女共同参画の取組みを展開し、男女ともに活躍できる地域

社会の実現を図ります。 

3-1-1 町民と協働できるまちづくりの推進 

3-1-2 地域コミュニティの育成 

3-1-3 男女共同参画社会の推進 
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第３次計画は、計画の開始年度を平成29年度とし、目標年度を平成33年度とする５ヶ年

計画とします。 

 

■計画の期間 

計 画 名 

平成 
24年度 

平成 
25年度 

平成 
26年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
30年度 

平成 
31年度 

平成 
32年度 

平成 
33年度 

2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

越前町総合振興計画 
 

 

         

越前町地域福祉計画 
 

 

         

越前町地域福祉活動計画 

(越前町社会福祉協議会) 

 

 

         

越前町介護保険事業計画 

・高齢者福祉計画 

 

 

         

越前町障がい者計画 
 

 

         

越前町障がい福祉計画 
          

越前町子ども・子育て 

支援事業計画 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 １－３ 計画の期間 

第一次総合振興計画後期基本計画 

(平成 23 年度～27 年度) 

第 3期計画 
(平成 24 年度～26 年度) 

えちぜんっ子育成支援 

総合計画後期計画 

第１期事業計画 

(平成 27年度～31年度) 

第 2次計画(平成 24年度～28年度) 第 3次計画(平成 29年度～33年度) 

第 2次計画(平成 24年度～28年度) 第 3次計画(平成 29年度～33年度) 

第 5期計画 
(平成 24 年度～26年度) 

第 6期計画 

(平成 27 年度～29 年度) 

第 7期計画 

(平成 30 年度～32 年度) 

第 4期計画 
(平成 27 年度～29 年度) 

第二次総合振興計画前期基本計画 

(平成 28 年度～32 年度) 

 

第 8期 

計画 

第 5期計画 
(平成 30 年度～32 年度) 

第 2次計画(平成 24年度～28年度) 第 3次計画(平成 29年度～33年度) 

第 6期 
計画 
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第２章 越前町の福祉を取り巻く現状 
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第２章 越前町の福祉を取り巻く現状 

 

 

（１）地 勢 

本町は、福井県嶺北地方の西端に位置し、東西17.9km、南北17.3km、面積152.91㎢で、西

は日本海に面し、東は鯖江市、南は越前市並びに南越前町、北は福井市にそれぞれ接してい

ます。 

町の大半は丹生山地に属し、全体的に標高が高く、沿岸部から北部にかけて500ｍ級の

山々が連なっています。このため町域に占める森林の割合は74.4％と高く、農用地は東部に

広がる越前平野と中央部の織田盆地、宮崎盆地に平地を残す以外は中山間地域に点在し、そ

の割合は9.5％と低くなっています。 

なお、沿岸部の山系を分水嶺として、東部は大半が天王川流域、沿岸部は梅浦川など複数

の小河川の流域となり、天王川流域では山地の間を縫うように小規模な谷や盆地、河川が入

り組んでいます。 

 

 

（２）歴史・沿革 

本町の歴史は古く、縄文時代にはじまるといわれ、打製石斧をはじめとする土器や古墳群

などの遺跡が各地で出土していることからも、古くから人々の営みがなされていたことが

うかがえます。 

中世以降、泰澄大師や戦国武将・織田氏一族といった歴史的人物のゆかりの地となるほか、

越前焼の発祥地や海上交通の拠点として栄えてきました。 

江戸時代には天領、福井藩、大野藩などに属し、その後、明治から昭和の大合併を経て朝

日町・宮崎村・越前町・織田町となり、平成17年２月１日に４町村が合併し、現在の町域と

なりました。 

 

 

 

 

 

 ２－１ 越前町の概要 
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（３）人 口 

① 人 口 

越前町の総人口は、昭和60年の26,128人をピークとして徐々に減少し、平成27年時点で

21,538人となっています。 

 

図２－１ 越前町の人口 

 

   資料：総務省「国勢調査」 

 

② 年齢階級別人口 

人口構造をみると、本町は全国平均と県平均に比べ65歳以上の老年人口割合（越前町

31.4％、福井県28.6％、全国26.6％）が高くなっています。また、年次変化をみても、年少

人口割合が減り、老年人口割合が増えていることから、少子高齢化が進んでいることがうか

がえます。 

  

25,641 25,752 25,992 26,128 25,448 25,158 25,017
23,995

23,160
21,538

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

（人）
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図２－２ 全国、および福井県、越前町の年齢別（３区分）人口割合 

 

   資料：総務省「平成27年国勢調査」 

 

図２－３ 越前町の年齢別（３区分）人口割合の推移 

 

   資料：総務省「国勢調査」 
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③ 世帯数・世帯人員 

本町の世帯数は宅地造成などの効果により増加傾向にあったものの、平成27年には減少

に転じ6,560世帯となっております。 

一方、１世帯あたりの平均人員は3.28人で、県値（2.81人）を上回っていますが、昭和60

年以降は一貫して減少傾向にあり、核家族化が進行していることがうかがえます。 

 

図２－４ 越前町の世帯数と世帯人員 

 

   資料：総務省「国勢調査」 
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（４）産 業 

① 産業構造の推移 

就業人口は、平成22年10月１日現在11,563人で、就業率（15歳以上の人口に占める割合）

は、58.4％と全国値（54.1％）よりも高くなっています。 

産業構造をみると、第１次産業と第２次産業の割合は、近年、減少傾向にありますが、県

値（第１次：4.0％、第２次：31.9％）や全国値（第１次：4.2％、第２次：25.2％）より高

く、地域特性を活かした農林水産業や製造業が盛んであることがうかがえます。第１次産業

は、従来、集落単位の農作業など、地域が助け合って行ってきた共同作業の場でもあり、そ

の減少は、地域コミュニティの変容に、少なからず影響をもたらしていると考えられます。 

 

図２－５ 越前町の産業別就業者構成比の推移 

 

   資料：総務省「国勢調査」 
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② 女性就業率※の推移 

本県の女性就業率は50.2％で全国でもトップクラスにある中、本町の女性就業率は年々

減少傾向にあるものの、県値と同様に高い数値となっています。女性の就業率の高さは、家

庭、地域での育児、介護、ボランティア活動などに少なからず影響していることが予想され、

保育、介護などへのニーズをもたらすものと考えられます。 

 

図２－６ 越前町の女性就業率の推移 

 

   資料：総務省「国勢調査」 
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（１）児 童 

本町の出生率（人口千人対・平成27年）は、県平均に比べやや低く（越前町6.6、福井県

8.2）なっています。また、出生数・出生率いずれも増減に波があるものの、ここ数年減少

傾向にあり、町全体としては少子化が進んでいます。 

ひとり親世帯は217世帯となっており、母子・父子家庭とも増加しています。 

本町の年少人口は減少傾向にあるため、保育所入所児童も年々減少しています。 

 

図２－７ 越前町の出生数・出生率の推移 

 
   資料：庁内資料 

 

表２－１ 越前町の児童の状況 

区 分 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

児 

童 

数 

年少人口 

（０～14 歳人口） 
3,065 3,064 2,996 2,920 2,821 

保育所入所児童 829 861 849 819 770 

母子家庭世帯 179 172 180 176 188 

父子家庭世帯 17 25 27 27 29 

児童館数 6 6 6 6 6 

学童保育児童 152 151 149 140 134 

   資料：庁内資料 
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図２－８ 越前町のひとり親世帯の推移 

 

   資料：庁内資料 
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（２）障がい者 

本町の身体障害者手帳交付者数は平成27年度で1,485人であり、近年は1,500人程度で推

移しています。また、町内に障がい者施設があることにより、人口千人当たりの数を全国（総

数393.7万人、千人当たり31人）と比較すると、本町は69人と全国の2.2倍になっています。 

療育手帳交付者数は平成27年度で180人であり、平成18年度からは増加傾向にあります。

また、人口千人当たりの数を全国（総数74.1万人、千人当たり６人）と比較すると、本町は

８人と全国の1.3倍となっています。 

精神障害者保健福祉手帳交付者数は平成27年度で146人であり、増加傾向にあります。 

 

表２－２ 越前町の手帳所持者数 

区   分 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 

身体障害者手帳所持者 1,522 1,522 1,527 1,501 1,485 

療育手帳保持者 170 175 173 182 180 

精神障害者保健福祉手帳保持者 120 129 129 134 146 

   資料：「丹南の健康福祉」 
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（３）高齢者 

越前町の要支援・要介護認定者数は平成27年度で1,177人であり、要介護度別にみると、

要介護２が21.9％と最も高く、次いで、要介護１（18.4％）、要介護４（15.5％）の順と

なっています。介護保険制度において要介護者または要支援者と認定された人は年々増加

傾向にあり、特に要介護１が増加しており、平成23年度と比べると、1.5倍にもなっていま

す。 

高齢者のいる世帯の状況をみると、平成28年では65歳以上の親族のいる世帯が4,757世

帯（総世帯の65.1％）、高齢単身世帯が1,125世帯（15.4％）、高齢夫婦世帯が628世帯（9.3％）

となっており、高齢単身世帯と高齢夫婦世帯は増加傾向にあります。 

 

表２－３ 越前町の要介護度別認定者数 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

H23 47 157 175 226 166 185 172 1,128 

H24 52 170 168 236 157 202 167 1,152 

H25 54 178 191 247 166 195 150 1,181 

H26 50 162 215 257 160 183 147 1,174 

H27 69 188 217 258 136 182 127 1,177 

構成比 5.9  16.0  18.4  21.9  11.5  15.5 10.8 100.0  

   資料：「丹南の健康福祉」 

 

図２－９ 越前町の高齢者のいる世帯の状況 

 
   資料：高齢者福祉基礎調査（各年４月１日時点の推計） 
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[要介護認定の区分] 

要介護度 高齢者の状態 

要支援１ 
要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する。 
食事・排せつ・衣類の着脱は概ね自立しているが、生活管理機能の低下など
により、時々支援を必要とする。 

要支援２ 
要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する。 
要支援１の状態より身の回りの世話に介助が必要。立ち上がりや歩行に支え
が必要なことが多い。 

要介護１ 
生活の一部について部分的介護を要する。 
食事・排せつ・衣類着脱のいずれもが概ね自立しているが、一部介助支援を
必要とする。 

要介護２ 
軽度の介護を必要とする。 
食事・衣類着脱はなんとか自分でできるが排せつは介護者の一部の介助を必
要とする。 

要介護３ 
中度の介護を必要とする。 
食事・衣類の着脱のいずれも介護者の一部の介助を必要とする。排せつ等に
は全面介助を必要とする。 

要介護４ 
重度の介護を必要とする。 
身体状態は様々であるが、食事・排せつ衣類着脱のいずれにも介護者の全面
的な介助を必要とする。尿意、便意が伝達できない場合もある。 

要介護５ 
最重度の介護を必要とする。 
寝返りをうつことができないなど寝たきり状態であり、意思の伝達が困難。
食事・排せつ・衣類着脱など、介護者の全面的な介助を必要とする。 

 
 ＊要支援、要介護の目安であり、同じ介護度でも認定を受けた方の状態によっては一致 

しない場合があります。 
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（４）生活保護 

生活保護の状況をみると、平成27年度で被保護世帯が36世帯、被保護人員が40人であり、

被保護人員数は減少傾向にあります。 

保護率※は1.87‰であり、福井県の5.31‰（平成27年度）を下回っており、減少傾向にも

あります。 

扶助別人員についてみると、医療が33人で最も多く、次いで生活が30人となっています。 

 

表２－４ 越前町の生活保護の状況 

 生活保護 扶助別人員 

被保護 

世帯 

被保護 

人員 

保護率 

（‰) 
生活 住宅 教育 介護 医療 出産 生業 葬祭 

H18 36 47 1.89  33 13 2 7 40 0 1 0 

H19 38 50 2.13  35 11 2 7 43 0 1 0 

H20 38 50 2.15  35 11 0 7 38 0 3 0 

H21 37 51 2.15  38 12 1 7 40 0 3 0 

H22 37 49 2.11  39 12 2 9 39 0 3 0 

H23 36 40 2.02  35 10 2 7 37 0 0 0 

H24 37 41 1.82  29 6 0 8 34 0 0 0 

H25 39 43 1.92  30 8 0 8 31 0 0 0 

H26 38 41 1.80  29 8 0 8 31 0 0 0 

H27 36 40 1.87 30 7 0 6 33 0 0 0 

   資料：丹南の健康福祉（被保護世帯、被保護人員、保護率（‰)は年度末現在、扶助別人員は年平均） 

※保護率…保護人員／人口×1,000。 
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第３章 基 本 構 想 



○ 22 ○ 

第３章 基 本 構 想 

 

 

地域福祉の目的は、福祉サービス※を必要とする地域住民が地域社会を構成する一員とし

て日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられ

ることです。 

町民を対象としたアンケート調査では、ノーマライゼーション※の実現のために多くの方

が「やさしさ」や「思いやり」、そして個人の意思を尊重することが大切であり、地域での

助け合いも重要だと考えていることがわかりました。 

一方で、今後も少子高齢化が進行すると予想される本町では、要介護者の増加や地域課題

の複雑化などにより、福祉ニーズが拡大していくことが予想されます。 

町民一人ひとりが尊重され、助け合いながら安心して暮らせる地域福祉の充実したま

ちを、さまざまな主体が協力・連携して取り組むことを目指し、基本理念を下記のように設

定します。 

 

 
 

 

※福祉サービス…利用者が能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するもの。

医療保険制度や介護保険制度などの法律・制度に基づいて行われる公的なサービ

スと、ＮＰＯやボランティアグループ（有料・無料に関わらない）、家族・親戚・

近所の人の力によるサービスがある。 

※ノーマライゼーション…障がいのある人が障害のない人と同様の普通（ノーマル）の生活・権利な

どが保障されるように社会環境整備を目指す理念。 

 ３－１ 基本理念 

思いやり支え合いの心で 

誰もが安心して住めるまち 
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基本理念を実現するために、以下の３つの柱を基本目標に定めます。 

１ 支え合いのある地域づくり 

支援を必要としている地域住民を含めて誰もが安心して快適な生活を送るためには、人

と人のつながりをもちながら、災害時はもちろん日常生活においても支え合うことが大切

です。 

地域の安全・安心活動や要支援者※への早期対応の推進、コミュニティの再生を通して、

住み慣れた地域でその人らしい自立した生活を送ることができるように、みんなで支え合

う地域づくりを目指します。 

２ 地域福祉の担い手となる人づくり 

地域福祉の主役は町民であり、地域の抱える多様な福祉課題・ニーズに対応していくため

には、町民や当事者の地域福祉活動への積極的な参加と協働が重要です。 

福祉教育・人権教育の推進、ボランティアやＮＰＯの支援、福祉を支える人材づくり、当

事者組織※への支援を通して、町民みんながお互いに人権を尊重し、思いやりの心をもちな

がら、地域の一員として主体的に地域福祉活動に参加する人づくりを目指します。 

３ 福祉サービスが利用しやすい環境づくり 

町民が住み慣れた地域の中で安心した生活を送るためには、福祉サービスなどを適切に

利用できるためのしくみづくりが必要です。 

そのため、情報提供や相談支援機能を充実するとともに、福祉サービス利用者の権利擁護

を通して、誰もが安心して福祉サービスが利用できる環境を目指します。 

 

 

※要支援者…支援を要する地域住民のこと。 

※当事者組織…同じような経験や境遇を持った人たちが集まり、支え合っている組織のこと。 

 

 ３－２ 基本目標 
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基本理念 基本目標 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ３－３ 計画の構成 

１.支え合いのある 

地域づくり 
思
い
や
り
支
え
合
い
の
心
で 

誰
も
が
安
心
し
て
住
め
る
ま
ち 

２.地域福祉の担い手 

となる人づくり 

３.福祉サービスが利用 

しやすい環境づくり 

（１）地域の安全・安心活動への支援 

（２）要支援者への早期対応の推進 

（３）地域コミュニティの再生 

（１）福祉教育・人権教育の推進 

（２）ボランティア・ＮＰＯ 

の育成・支援 

（３）地域福祉を支える人材づくり 

（４）当事者組織の育成・支援 

（１）情報提供の充実 

（２）相談支援機能の充実 

（３）福祉サービス利用者の 

権利擁護の推進 
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第４章 基 本 計 画 

 

 

（１）地域の安全・安心活動への支援 

現状と課題 

（災害時要支援者） 

・越前町災害時要援護者制度※については、役場の介護保険や障害の窓口、民生委員・児童

委員を通じて登録し、同意者については区長、民生委員・児童委員に情報を提供していま

す。 

・避難行動要支援者への対応については、地区ごとにバラツキがあります。 

○アンケート調査では、地域の課題や問題として「高齢者や障がい者などの災害時の支援」

（25.3％）をあげた人の割合が高く、災害時における要配慮者支援の充実が必要です。 

○聞き取り調査でも、地域住民や区、行政の連携・協力により、避難行動要支援者の確実な

把握が求められています。 

○今後、高齢化の進行により避難行動要支援者がますます増加することが想定されること、

潜在的要支援者の把握や登録と、情報共有のための同意に関する対応について検討が必

要です。 

（地域ぐるみの防災・防犯活動） 

・自主防災組織の結成と、年１回以上の自主防災訓練の実施を呼びかけており、町内の自主

防災組織数は47組織（H28年10月１日現在）で、女性消防隊は11団体、カバー率が76.2％

（自主防災組織にカバーされている世帯割合）となっています。 

・防犯団体は１団体で、隊員数は359人（H28年10月１日現在）おり、定期的に防犯パトロー

ルと、学校・コンビニ・公園周辺の安全点検パトロールを実施しています。 

・アンケート調査では、地域の福祉活動として「子どもの見守り、防犯活動、子育て支援な

ど」（46.7％）の認知度が高くなっています。 

・悪徳商法や「振り込め詐欺」などの犯罪から高齢者や障がい者を守るため、警察と見守り

協力事業所、民生委員・児童委員、福祉推進委員、担当ケアマネジャーなど関係機関から

の連絡・通報体制を整えています。 

○町内の全区に自主防災組織を設立することや町民一人ひとりが防災対策に取り組むこと

が必要です。 

＊「・」は現況を、「○」は課題を示しています。 

※越前町災害時要援護者制度…ひとり暮らし高齢者や障がい者などが、災害時における支援を地域の

中で受けられるよう、災害に備えた地域の協力体制づくりを推進する

ための制度。 

 

  

 ４－１ 支え合いのある地域づくり 
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○聞き取り調査では、いざという時に適切な行動ができないことがあるため、地域住民が真

剣に防災訓練に取り組むことが求められており、また、真剣に取り組むことで解決すべき

課題が明確になったとの意見もありました。 

○住民から不審電話・不審な訪問販売の相談が年数件はあるため、被害防止に向けた啓発活

動とともに、地域の見守り活動の充実が必要です。 

○要支援者には災害時などの緊急事態において迅速かつ的確な支援が求められることから、

自主防災組織と福祉関係団体、庁内の防災と福祉関係部署がこれまで以上に連携する必

要があります。 

 

■ 地域福祉の課題や問題（複数回答） 

 
  

21.2%

26.5%

26.3%

20.5%

8.3%

25.3%

26.4%

19.8%

7.6%

8.4%

20.3%

12.0%

7.8%

6.5%

8.7%

24.9%

8.1%

1.5%

17.9%

16.5%

15.6%

3.1%

10.4%

5.1%

0% 10% 20% 30%

１．地域の人たちとのつきあい方

２．世代間の交流

３．高齢者や障がい者が暮らしやすい施設や

住宅・道路の整備

４．高齢者や障がい者などの介護

５．高齢者や障がい者の雇用

６．高齢者や障がい者などの災害時の支援

７．一人暮らし高齢者などの生活支援

８．高齢者の社会参加や生きがい

９．障がい者への生活支援

10．障がい者の社会参加や生きがい

11．子どもの遊び場

12．地域と学校教育の連携

13．家庭での子育て

14．ひとり親家庭の子育て

15．青少年の健全育成

16．防犯・防災など地域の安全

17．経済的な面での困窮

18．家庭内暴力（ドメスティック・バイオレンス、

高齢者や児童への虐待など）

19．地域ぐるみの環境への取り組み

20．地域医療の充実

21．健康づくりについての意識や知識

22．その他

23．問題があるとは感じていない

無回答回答者＝1013
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施策の展開 

①避難行動要支援者を支援する 

●地域住民はもちろんのこと、特に高齢者や障がい者など避難時に配慮が必要な人に

対して「越前町災害時要援護者制度」の効果や意味を、わかりやすく広報していきま

す。 

●区や地域コミュニティ運営委員会、民生委員・児童委員などと協力しながら、潜在的

要支援者の把握方法、登録や情報共有のための同意に関する取組みについて検討を

進めます。 

●医療・福祉・保健分野の関係機関と連携して、避難行動要支援者一人ひとりの具体的

な避難支援情報などについてまとめた個別計画の作成を進めます。 

 

②地域ぐるみの防災・防犯活動を支援する 

●災害時に、地域住民の誰もが速やかに避難できるように、避難行動要支援者と日頃か

ら避難場所の確認や防災グッズの準備などの防災知識の習得と啓発を図るととも

に、自主防災組織の育成に努めます。 

●区で防災訓練に取り組み、災害発生時の情報伝達や避難行動などにおける問題・課題

を発見できるよう支援します。 

●地域ぐるみの防犯体制を強化するため、交通指導員などの地域人材を活用した活動や

地域住民による防犯団体を育成・支援します。 

●悪徳商法や「振り込め詐欺」などの犯罪から高齢者や障がい者を守るため、老人クラ

ブなど当事者組織や消費者センターを含めた機関と地域が連携した見守り活動を推

進します。 

 

≪みんなの取組み事例≫ 

区 分 内 容 

町  民 

・「越前町災害時要援護者制度」について理解を深めましょう。 

・地区の防災訓練などには積極的に参加し、日頃から災害時の備えをしましょう。 

・日頃から隣近所で積極的に防犯に関して声をかけ合いましょう。 

地域全体 

・地域の避難場所や危険な場所、犯罪についての情報を地域住民で共有しましょ

う。 

・自主防災組織を立ち上げ、防災訓練を行うなど地域の防災体制を整えましょう。 

・区や民生委員・児童委員が協力して、避難行動要支援者を把握しましょう。 



○ 29 ○ 

（２）要支援者への早期対応の推進 

現状と課題 

・民生委員・児童委員や福祉推進委員の声かけ、ふれあいサロンや給食サービス、つるかめ

体操教室時の住民による見守り、金融機関や郵便局、新聞配達業者など10事業所との見守

り協定の締結により、緊急時の連絡体制の強化が図られました。 

・在宅介護支援センター職員による高齢者の実態把握や認知症サポーター・自殺予防ゲート

キーパー養成、発達障がい児支援体制の強化など、要支援者の早期発見、対応に向けた取

組みが進められています。 

・虐待については、高齢者虐待防止ネットワーク会議や要保護児童対策地域協議会を開催

し、関係者の連携を深めています。 

○アンケート結果では何らかの支援を必要としている方が約40％を占めていることから、

住民主体の活動機運が盛り上がるように、関係機関と地域住民を巻き込んだネットワー

クづくりなどを強力に進めるための仕掛けが必要です。 

○虐待については、長期的な支援が必要となるケースや家庭内での問題が非常に困難で支

援が難しいケースにも対応できる体制が必要です。 

○生活困窮者自立支援法の制定を受け、生活保護に至る前の段階からの自立支援策の強化

が求められています。 

■ 支援の必要な状況（複数回答） 

 
 
 

施策の展開 

①地域の見守り活動を促進する 

●地域に残る「つながりの力」を生かした、一人暮らしの高齢者やひきこもりなどの要

支援者情報の把握、地域住民による見守りネットワークを構築します。 

●生活保護に至る前の自立支援に繋げるため、区や民生委員・児童委員、関係機関など

による地域の見守りの中で生活困窮者を早期に把握します。 

18.6%

11.9%

4.5%

8.3%

3.7%

5.1%

3.7%

5.8%

1.7%

53.4%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１．高齢で要介護・要支援・ひとり暮らし等

の状態

２．障害がある

３．妊娠、子育て中

４．病気などで体が弱い

５．ひとり親家族

６．経済的な理由で生活が困窮している

７．ひきこもっている

８．仕事がない

９．その他

10．特にない

無回答 回答者＝1013
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②虐待・認知症・発達障害などの関係する知識を普及する 

●地域での助け合いや要支援者の発見を容易にするため、虐待や認知症、障がい者、生

活困窮者支援などについて理解を深める研修会の開催や広報、啓発活動をさらに充

実します。 

●子どもや障がい者、高齢者の虐待を発見した場合は、すみやかに通報できるよう、町

民に通報義務の周知徹底を図ります。 

 

③要支援者を支援する 

●今後も実態調査の実施とともに、「ふれあいサロン」や地域の見守り活動などを通じ

て、ニーズの把握に努めます。 

●地域で見守りや声かけを行っているボランティアや民生委員・児童委員、在宅介護支

援センター職員などが、個人情報保護に配慮した上で地域住民と情報を共有化でき

るしくみを充実します。 

●要保護児童対策地域協議会や高齢者虐待防止ネットワークにおいて、虐待を受けた

児童や高齢者、養護者に対する適切な保護と支援を進めます。特に、難しいケースに

ついては、関係者の連携や事後検証、有識者の助言などが得られるしくみをつくりま

す。 

●一般就労への移行が困難な人への支援や、生活困窮世帯の子どもへの学習支援など、

地域や関係課、関係機関との連携のもと、障がい者や生活困窮者の自立・社会参加へ

の支援体制の充実を図ります。 

●地域の支え合い活動を活発にするために、ボランティア連絡協議会が実施する地区

別の取組みと連携できる体制について検討します。 

●地域住民への情報提供や要支援者への対応をスムーズに進めるため、福祉課、介護保

険・医療保険担当課、保健衛生担当課、地域包括支援センターほか、民生部門以外の

庁舎内関係部署との連絡･協働体制づくりを進めます。 

●地域住民の誰もが安心して外出し、社会参加できるように、道路や建築物などの障壁

をなくす「バリアフリー」のまちづくりを進めるとともに、すべての人にとって利用

しやすく安全で快適なまちづくりをめざす「ユニバーサルデザイン」の視点で、生活

環境の整備を推進します。 

 

≪みんなの取組み事例≫ 

区 分 内 容 

町  民 

・地域の見守り活動に積極的に参加しましょう。 

・隣近所の異変に気がついたら、民生委員・児童委員や行政に連絡しましょう。 

・虐待や認知症、障害などに関する理解を深めましょう。 

地域全体 

・区や民生委員・児童委員などを中心とした見守り活動を充実しましょう。 

・支援を必要としている人に適切な相談窓口の連絡や紹介をしましょう。 

・虐待や認知症、障害などに関する正しい知識と理解を得ることができる研修会を

開催しましょう。 

※ユニバーサルデザイン…バリアフリーは、障がいのある人の生活に及ぼす障壁を取り除くことを目指

していたのに対し、ユニバーサルデザインは、障がいのある人を特別に対象と

するのではなく、すべての人に使いやすい製品、環境、情報のデザインを目指

す考え方。 
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１．地域の活動

には積極的に参

加したいと思う

19.5%

２．負担になら

ない程度で参

加したいと思う

57.9%

３．地域の一

員なので仕方

なく参加する

7.4%

４．自分の生活や時

間を優先したいの

で、地域の活動はあ

まり参加したくない

3.9%

５．地域との交流はあ

まり持ちたくないので

参加しない

2.0%
６．その他

1.9%

７．わからない

4.7%

無回答

2.6%

回答者＝1013

（３）地域コミュニティの再生 

現状と課題 

・地域コミュニティには、自主的、主体的に、行政とともに地域社会を支える公共サービス

の担い手として地域における町づくりを推進する役割があります。 

・朝日地区コミュニティ運営委員会では自主防災組織の育成及び見守りネットワーク活動

（マニュアル作成、住民説明会）を実施しています。 

・民生委員・児童委員からは、連携して要支援者を見守るような地域づくりを望む声が上が

り、地区に対する働きかけも行っています。 

・「地域活動に参加したい」と考える回答者が全体の４分の３を占めているものの、20歳代

（54.2％）と30歳代（57.8％）は５割を超える程度と低くなっています。 

・近隣との深い関わり合いや助け合いを大切にしたいと考える回答者（75.4％）が４分の３

を占めるものの、協力体制のある近所づきあいをしている回答者は27.7％にとどまって

いることから、近隣関係の大切さを理解しつつも行動を起こすことの難しさが考えられ

ます。 

○福祉の充実のために越前町が取り組むべき施策としても「地域の支えあい活動の充実」

（27.4％）が最も高くなっており、また、支え合いのしくみづくりのためには、つながり

を持つように心がけるとともに、区などによる交流活動の推進があげられています。少し

ずつ進んでいる地域の見守り、支え合いの意識や活動を、広く町内に浸透させるための取

組みが必要です。 

 

■ 近隣関係の理想像         ■ 地域での住民活動の参加意向 

 

１．お互いに心か

ら打ち解けられる

関係を築きたい

7.2%

２．近所を中心とし

た助け合いやつきあ

いを大切にしたい

68.2%

３．近所の協力

はあてにせず、

自分のことは自

分でやりたい

8.1%

４．近所の人との

かかわりより、自

分の生活や時間

を大切にしたい

11.1%

５．その他

1.9%

無回答

3.6%

回答者＝1013
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≪地域福祉活動の圏域イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の展開 

①つながりのしくみづくり 

●地域に残る「つながりの力」を生かし、小地域（区）での要支援者情報の把握、地域

住民による見守りネットワークの構築、要支援者の日常生活を支援するサービスの

立ち上げ、地域住民の交流の場づくりを支援し、地域支え合い活動を推進します。 

●小地域（区）での活動を支え、困難な課題に取り組むため、中地域（朝日、宮崎、越

前、織田の４地区）に設置している地域コミュニティ運営委員会や、在宅介護支援セ

ンター・子育て支援センターなどの専門機関との連携体制を強化します。 

●地域住民が地域の問題・課題に気づき、解決に向けた取組みについて話し合い、活動

につなげる機会づくりを支援します。 

●地域の公民館や区の集会施設などの地域の公共施設を活用し、住民同士の交流促進

のための活動拠点づくりを進めます。 

●地域での見守りや支え合い活動が効果的で円滑に行われるよう、老人クラブや子ど

も会など地域組織の連携を強化できるよう支援します。 

●地域住民に各コミュニティセンターで現在取り組んでいる活動を広報し、誰もが参

加できる体制づくりを行います。 

●地域住民が「ふれあいサロン」を地域の活動として捉えることができるように、町社

会福祉協議会と連携してサロンをＰＲします。 

●社会福祉施設が地域の福祉ニーズを踏まえた公益的な活動などを実施できるよう、

地域住民による話し合いや活動の場への参加を働きかけます。 

小地域（区の圏域） 

中地域（朝日、宮崎、越前、織田の４地区の圏域） 

越前町全域 

◎要支援者の発見、声かけ、
見守り活動の実施 

◎防犯・防災活動、サロンな
どの日常支援活動の実施 

◎町社会福祉協議会支所による活動 

◎地域コミュニティ運営委員会による活動 

◎地区団体・組織の連携 

◎在宅介護支援センターや子育て支援センタ
ーなどによる専門的な相談・支援 

◎町全域を対象とした支援 

◎各種連絡協議会による連携 

◎総合相談、専門的な支援 
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②支え合い意識を啓発する 

●子ども会活動を活性化し、若い世代や子どもが地域の祭りやイベント、清掃などの活

動を通して地域に貢献することで、住民同士が助け合う心を育てます。 

●広報誌などで、地域福祉を推進する上での住民の役割を周知するとともに、地域の内

外で取り組まれている助け合い活動について紹介します。 

 

≪みんなの取組み事例≫ 

区 分 内 容 

町  民 
・隣近所に住む人を知り、声かけを心がけましょう。 

・区に加入し、地域の活動に積極的に参加しましょう。 

地域全体 

・地域の困り事についてみんなで話し合える場を持ちましょう。 

・世代を越えて、楽しく参加できるイベントや祭りなどの季節の行事を開催しまし

ょう。 

・区長と民生委員・児童委員などが連携して、生活上のちょっとした困りごとを支

援する仕組みづくりを進めましょう。 
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（１）福祉教育・人権教育の推進 

現状と課題 

（福祉教育） 

・町内各小・中学校において総合的な学習の時間が充実するよう支援するとともに、町社会

福祉協議会による福祉体験授業などを実施していますが、時間数も少なく、限られた学年

での体験授業になっています。 

・生涯学習センターでは福祉に関する講座を開催し、各公民館紙やホームページ、ポスター

などで広報していますが、参加状況は良いとは言えない状況です。 

○学校によっては決まったメニューを毎年実施しているため、新たな分野へ学習を広げる

ことや福祉体験授業については学年に応じた取組みが必要です。 

○アンケート調査では、ボランティア活動を広げるための施策として「学校でのボランティ

ア活動を活発に行う」が２割を超えています。ノーマライゼーションの実現のために「や

さしさ」や「思いやり」の心を育て「助け合い」の大切さを理解することが大切で、その

ためには学校での福祉教育が重要です。 

○生涯学習センターの福祉に関する講座が地域福祉活動に参加するきっかけとなるよう、

多くの人が参加したくなるような内容と広報の充実が必要です。 

○強化週間などにあわせて広報誌による啓発活動を行っており、さらなる取組みが必要で

す。 

 

（人権教育） 

・小学生を対象とした人権教室の開催、小・中学生を対象にした男女共同参画講座（気づき

事業）、教員対象の人権教育研修会を実施しています。 

・越前陶芸まつりのイベントなどで街頭啓発活動、広報紙では人権の特集記事の掲載などに

取り組んでいます。 

・平成28年４月より、第２次えちぜん男女共同参画プランを策定し、男女の人権の尊重、男

女の固定的な役割分担意識の解消、女性の活躍推進に向けた取組みを行っています。 

○人権教室は紙芝居などにより児童にわかりやすいものが開催できましたが、全ての地区

で継続的に開催できないこと、子どもだけでなく地域住民が人権について学ぶ機会がな

いことが課題となっています。 

○特設人権相談所を年２回（６月、12月）開設していますが、相談者が少ないのが課題です。 

○アンケート調査では、ノーマライゼーションの実現のために、お互いを認め合い、個人の

意思を尊重すること、特に障がい者や高齢者に偏見を持たず、差別しないことが大切であ

ると回答されているため、今後も人権教育や啓発活動に取り組むことが必要です。 
  

 ４－２ 地域福祉の担い手となる人づくり 
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施策の展開 

①福祉教育・啓発活動を充実する 

●今後も総合的な学習の時間などにおいて、ボランティア活動など新たな分野への学

習に広げられるよう、地域人材の確保や学習内容の企画について学校を支援します。 

●学校と連携しながら地域や家庭、町社会福祉協議会と一体となった福祉体験授業な

どを、早い段階から学年に応じた内容で段階的・連続的に実施し、児童生徒の福祉の

心を育みます。 

●地域で子どもから大人までが福祉について学ぶことができる機会として、生涯学習

センターなどで福祉に関する講座を開催します。講座の内容については、関係機関と

連携して多くの人が興味を持てる内容を検討し、あらゆる機会を通して広報します。 

●町民の福祉への関心を高め、福祉意識を醸成するため、町の広報誌やホームページ、

ＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）などを活用します。 

 

②人権教育・啓発活動を充実する 

●生涯学習センターや各集落センターなどに人権教育に関する専門家を招き、学習の

機会を充実します。 

●人権の尊重や男女相互の理解・協力について、男女共同参画講座（気づき事業）や学

校の教育活動全体を通じて学ぶことができるように工夫します。 

●差別や偏見のない地域社会づくりのために、人権に関する啓発活動や「特設人権相談

所」に関する広報活動の内容について見直しを進めます。 

●あらゆる分野の施策に男女共同参画の視点を反映するとともに、男女共同参画宣言

都市として、条例に基づき広く人権尊重の意識の醸成を図ります。 

 

≪みんなの取組み事例≫ 

区 分 内 容 

町  民 

・思いやりの心を育むように努めましょう。 

・身近に支援を必要とする人がいることを理解しましょう。 

・積極的に福祉や人権について学び、理解を深めましょう。 

地域全体 

・地域の活動を通じて、人を思いやる心を地域に広げましょう。 

・福祉や人権に関する講演会や講座などを開催し、福祉・人権教育を進めましょ

う。 

・当事者（高齢者や障がい者など）との交流を通して相互理解を進めましょう。 
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（２）ボランティア・ＮＰＯの育成・支援 

現状と課題 

・ボランティアを育成するため、ボランティアの入門講座、若者向けのボランティア講座、

「福祉教育サポーター（福祉教育を町社会福祉協議会と一緒に推進するボランティア）」

養成、介護予防サポーター養成、サマーボランティア体験（夏休みを利用したボランティ

ア活動）などを開催しています。 

・ボランティアやＮＰＯ活動の重要性や活動内容については、新しくFacebookやホームペー

ジでの広報、着ぐるみなどを利用した各種行事でのＰＲに取り組んでいます。 

・町は、介護予防教室やサロンを行うボランティアに対して定期的なフォローアップの研修

の開催、ＮＰＯ法人設立を目指すボランティア団体（障がい者支援）への助言などで支援

しています。 

○「ボランティアの高齢化、男性の参加率が少ない」や「一部の人に限られている」という

問題があり、定年退職後の方や若者など広く多くの人に参加してもらうための働きかけ

が必要となっています。 

○聞き取り調査において、ボランティアグループからは「どこでどのような支援が求められ

ているのか」、当事者団体からは「どのような支援を受けることができるのか」、「どこ

に相談すればよいのか」などの意見があり、ボランティアに関する情報不足が課題となっ

ています。 

○支援を必要とする人とボランティア活動をする人をつなげることができていない状況に

あるため対応が必要です。 

○ボランティア活動を活発にするためには、育成したボランティアがボランティア登録を

行い、実際に活動につながる支援などボランティアセンターの機能充実が必要です。 

○アンケート調査では、参加のための条件として「自分にあった時間や内容の活動があれば

参加してみたい」が、ボランティア活動を広げる方策としては「ボランティアの活動内容

を積極的にＰＲする」が最も高いことから、ボランティアに関する情報提供が求められて

います。 

○ＮＰＯ活動については、「よくわからない」が40％近く、「特に関心はない」が20％近く

を占めることから、これまで以上に活動内容に関するＰＲが必要です。 

○ＮＰＯの活動を活発にするためにも、今後もＮＰＯ団体の運営を支援する必要がありま

す。 
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■ ボランティア活動を広げるための施策（複数回答） 

 
 

表４－１ ボランティアセンターの主な事業内容 

主な事業内容 

○ボランティア活動の推進 

○ボランティア活動拠点の活用推進 

○ボランティア入門講座の開催 

○ボランティア活動の相談・受付・斡旋 

○ボランティア登録者の募集 

○ボランティアグループの親睦と交流 

○ボランティア参加基盤づくりの推進 

（ボランティア保険の加入促進 平成27年度加入者数1,386名） 

○社会福祉教育の推進 

表４－２ 福祉関係のＮＰＯ一覧 

団 体 名 活 動 内 容 

越前福祉ゆめサロン 
・小規模多機能型居宅介護事業所（指定） 

・地区ふれあいサロン、ミニデイサービスを実施（会員制） 
 

 

施策の展開 

①ボランティアやＮＰＯを育成する 

●ボランティアやＮＰＯ活動の重要性を啓発するとともに、時間や場所にとらわれな

いボランティア活動など多様な方法・内容があることを広報します。 

●ボランティアセンターが開催しているボランティア入門講座の内容やＰＲ方法が、

若者や定年退職後の方など対象者のニーズに合わせたものとなるように検討しま

す。 

  

23.0%

28.4%

26.6%

12.9%

18.1%

37.1%

16.0%

0.7%

3.5%

13.3%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１．学校でのボランティア活動を活発に行う

２．ボランティアに経済的負担がかからないよう

経費を援助する

３．ボランティアとボランティアを必要とする人を

つないでいく

４．企業ボランティア休暇制度を社会に広める

５．ボランティア活動に関する相談や活動の中心となる

場所（ボランティアセンター等）の設置

６．ボランティアの活動内容を積極的にＰＲする

７．ボランティア講座や研修会を開催する

８．その他

９．特に必要なことはない

10.わからない

無回答
回答者＝1013
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●子育てから手が離れた年代や退職直後の世代の方が、これまでの経験・技術をボラ

ンティア活動や地域福祉活動においても発揮できるように、働きかけていきます。 

●サマーボランティア体験を学校や児童館などを通してＰＲするとともに、ボランテ

ィア活動の実績に応じたポイント制度の導入や活動費用の支援を検討します。 

●災害発生後に被災者の生活や自立を支援する災害ボランティアの養成を進めると

ともに、災害時のボランティア活動についての情報を提供します。 

●民生委員・児童委員や福祉推進委員の経験者が、継続してボランティア活動に取り

組めるよう働きかけていきます。 

●商工会など関係機関と協力して、子育て支援、障害のある人の就労支援や社会的配

慮、バリアフリー化の推進など、企業の社会貢献についての理解促進を図ります。 

●企業が実施しているボランティア活動を周知するとともに、企業を通じたボランテ

ィア養成を検討します。 

 

②ボランティア・ＮＰＯ活動を支援する 

●ボランティア団体・グループやＮＰＯの活動目的や活動内容を把握するとともに、

地域住民や企業などに広報誌やホームページなどを活用して広報します。 

●ボランティア団体・グループやＮＰＯが自らＰＲ活動を実践できるようにするため

の講座を開設します。 

●ボランティア団体・グループやＮＰＯに関する情報をいつでも得ることができるよ

うに、庁内や各コミュニティセンターに情報掲示板を設置します。 

●ＮＰＯの設立、運営に関する講座の開催や相談窓口を設置します。 

●子育て支援や生活支援・介護予防サービスなどの公共サービスのうち行政とボラン

ティア団体やＮＰＯが協働できるものを選定・実施することで、協働システム構築

に努めます。 

 

③ボランティアコーディネート機能を充実する 

●ボランティア団体の交流促進や、ボランティア活動を必要とする者とのマッチング

を支援するなど、コーディネート機能の強化を支援します。 

●ボランティアセンターの機能を充実するため、登録ボランティアのデータベース化

を支援します。 

●活動の相談・援助、情報の収集・提供などボランティア活動を支える「ボランティ

アセンター」を広報するとともに、運営を支援します。 

 

≪みんなの取組み事例≫ 

区 分 内 容 

町  民 
・ボランティアやＮＰＯ活動に関心を持ちましょう。 

・ボランティアセンターが開催するボランティア講座に積極的に参加しましょう。 

地域全体 ・地域をあげてのボランティア活動を積極的に行いましょう。 
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（３）地域福祉を支える人材づくり 

現状と課題 

・民生委員・児童委員は見守り活動や困難ケースの把握、町と連携した対応などにより地域

で活躍しています。 

・民生委員・児童委員活動に関連する研修、福祉推進委員やケアマネジャーとの合同研修、

民生委員・児童委員同士の情報や意見交換の場を確保するなど、民生委員・児童委員の活

動や関係者との連携体制づくりを支援しています。 

○地域福祉活動の推進には、地域住民の参加が必要不可欠であるため、地域福祉の担い手や

リーダーの育成が必要です。 

○アンケート調査では、悩みや不安があったときの相談相手となることが民生委員・児童委

員は2.6％と少なく、陰になって働く場合が多いこともあり住民に活動内容が把握されに

くいため、今後も周知活動が必要です。 

○民生委員・児童委員への聞き取り調査では、区長や福祉推進委員とともに活動できる体制

や要支援者に関する情報の共有が求められています。 

○今後も民生委員・児童委員が担当地域において円滑に活動できるように、関係機関との連

携体制を確保する必要があります。 

 

表４－３ 民生委員・児童委員の活動内容 

活動の基本（７つの働き） 

①社会調査活動 

担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握する。 

②相談活動 

地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのる。 

③情報提供活動 

社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供する。 

④連絡通報活動 

住民が、個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスが受けられるよう関係行政機

関、施設・団体などに連絡し、必要な対応を促すパイプ的役割をつとめる。 

⑤調整活動 

住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援する。 

⑥生活支援活動 

住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくる。 

⑦意見具申活動 

活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民生委員・

児童委員協議会を通して関係機関などに意見を提起する。 

  



○ 40 ○ 

施策の展開 

①民生委員・児童委員の活動を支援する 

●地域において民生委員・児童委員の活動を展開しやすくするため、継続的に委員の

役割や活動内容を住民に周知します。 

●民生委員・児童委員の活動を支援するため、保健部門や地域包括支援センターなど

の関係機関、区や地域コミュニティ運営委員会、福祉推進委員との連携体制を強化

します。 

●特に民生委員・児童委員と区長会との連携体制を強化するため、民生委員活動強化

月間などに区長会で民生委員活動を報告できる機会を確保するとともに、地域の問

題や要支援者に関わる情報の把握・共有などに取り組みます。 

●民生委員・児童委員が地域で活動するにあたって必要な情報、相談の受け方などを

学ぶ研修会を充実し、継続的に開催します。 

 

②地域福祉活動の担い手を育成する 

●地域福祉活動の活発化には区長の理解が不可欠であることから、意識啓発のための

研修会を開催するとともに、民生委員・児童委員や福祉推進委員などとの連携や情

報共有などが引き継がれるように「地域福祉活動の手引き」を作成します。 

●コミュニティセンターの啓発事業や人材育成において、地域の「助け合い支え合い」

の意識を高め、地域福祉活動の担い手育成にもつながるプログラムを実施します。 

●コミュニティセンターや生涯学習センターでの保健や福祉の研修会や話し合いの

機会を設け、地域福祉活動を推進するリーダーの育成を進めます。 

●健康づくりや介護予防などの各種講座や「ふれあいサロン」の開催・運営を支援す

ることで、地域福祉活動の担い手となる人材を育成します。 

 

≪みんなの取組み事例≫ 

区 分 内 容 

町  民 

・地域での民生委員・児童委員の活動や福祉活動の重要性について理解しましょ

う。 

・民生委員・児童委員の活動や地域福祉活動に積極的に参加・協力しましょう。 

地域全体 

・地域での民生委員・児童委員の活動を周知しましょう。 

・地域住民に、地域福祉活動への参加を積極的に呼びかけましょう。 

・地域の中でリーダーとなる人材の発掘・育成に努めましょう。 
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（４）当事者組織の育成・支援（児童・障がい者・高齢者・他） 

現状と課題 

・新規身体障がい者については、手帳交付時に協会を紹介していますが、会員が県や圏域レ

ベルの丹生はんどく会、精神障害者家族会との連携は十分とはいえない状況です。 

・当事者組織については、現在ボランティアの協力なく活動しており、必要に応じて町や町

社会福祉協議会が支援しています。 

・町社会福祉協議会では、障がい児の保護者への支援として障がい児サロンと介護者の会を

設立しており、介護を終えた方には家族介護者支援事業に協力してもらっています。 

・町政への要望は団体を通して実施しており、また「障がい者のつどい」を開催し意見交換

の機会を確保しています。 

○当事者団体の会員の高齢化、減少が問題となっており、当事者組織が自立して活動できる

よう、情報発信なども含めて支援のあり方について検討が必要になっています。 

○一方で、新たに聴覚障害者協会や介護者の会、障がい児サロンが発足しており、当事者組

織の実態の把握も必要です。 

 

表４－４ 当事者団体、グループなど 

当事者組織 活動内容 

越前町老人クラブ連合会 60歳以上の地域住民同士が、高齢者福祉の向上と健康

増進および会員の親睦を図る活動を行っている。健康

講座・美化運動・スポーツ交流・研修旅行など。 

越前町身体障害者協会 身体障がい者の福祉向上と健康増進および会員の親睦

を図る活動を行っている。スポーツ交流・研修旅行・

施設慰問など。 

越前町聴覚障害者協会 聴覚障がい者の福祉の向上及び会員の親睦を図る目的

で設立。講演会などを行っている。 

丹生はんどく会  知的障がい者の家族が、健常者と同じように地域で暮

らしていけるよう活動を行っている。 

越前町母子寡婦福祉会 ひとり親家庭などの自立を目指した研修や、会員相互

の親睦、福祉の向上を図る活動を行っている。 

精神障害者家族会 
精神障がい者の福祉向上と、社会復帰の促進を図るとと

もに、会員相互の親睦を図る活動を行っている。 
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施策の展開 

①当事者組織を育成・支援する 

●新規会員を増やすために、既存の当事者組織の活動目的や活動内容などに関する情

報を提供していきます。 

●当事者が主体的に組織を運営し、活動できるように、サポートするボランティアを

育成するなど町社会福祉協議会と連携して支援します。 

●各団体の活動実態や課題について把握するとともに、助言や支援方法などについて

検討します。 

●障がい者が気軽に集り、交流できる場として障がい者カフェをつくり、ピアカウン

セリング※や情報交換など当事者活動のきっかけづくりを進めます。 

 

②町政への提言機会を確保する 

●新しいサービスや事業の実施にあたっては、当事者組織と連携したニーズの把握な

どに努めるとともに、当事者組織が行政に対して提言でき、意見を交換することが

できる場や機会を確保します。 

 

≪みんなの取組み事例≫ 

区 分 内 容 

町  民 
・当事者組織の重要性について理解しましょう。 

・当事者組織の活動に積極的に協力しましょう。 

※ピアカウンセリング…相談者と支援者といった垂直的な関係ではなく、同じ障害や問題を抱えた

障がい者同士が水平的な関係のなかでお互いに心理的な支援を行うこと。従

来のカウンセリングよりも対等性、共感性、受容性が重視されている。 
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（１）情報提供の充実 

現状と課題 

・介護保険や母子、児童、障害などのサービスに関する情報を、広報誌やホームページ、ケ

ーブルテレビ、パンフレットで周知し、要請があれば、対象者が集まる場に出向いての説

明、学校や保育園、公共施設へのチラシの配布・設置により情報を提供しています。 

・民生委員・児童委員やケアマネジャーなどの要支援者に関わる人に対して、緊急時も含め

て迅速に情報を提供しています。 

・コミュニティセンターなどに福祉に関する情報を掲示していますが、共有化できるしくみ

づくりまでは進んでいない状況です。 

○アンケート調査では、福祉サービス・施設について、ほとんど知らないと回答する人が半

数近くに達しており、年齢が低くなるほど知らない割合が高くなります。また、要支援者

のいる家庭でも、どのような福祉サービスがあるかわからないと回答する人が28.3％あ

り、情報提供手段の充実を今以上に図る必要があります。 

○越前町の福祉に関する情報を70％近くの回答者が「町の広報・パンフレット・冊子など」

から得ていますが、年齢別にみると20歳代から30歳代は「どこからも得ていない」が20％

を超えていることから、情報提供方法の見直しが必要です。 

○視覚障がいや知的障がいのある人など、誰もがわかりやすい表現の工夫が必要です。 

○制度改正が頻繁にあるため、必要時にタイムリーに活用できる方法や住民の関心を集め

る方法を検討することが必要です。 

○町民が必要としている情報を提供できるよう、現在提供している情報の種類や内容につ

いて検討する必要があります。 

○地域住民の身近な相談相手となる民生委員・児童委員やケアマネジャーなどが常に新し

い情報を保有できるよう支援する必要があります。 

表４－５ 広報一覧 

広報の種類 広報内容 

町広報誌 ・福祉制度全般に対する広報・制度改正など 

町ホームページ ・福祉制度全般に対する広報・制度改正など 

子育て支援情報誌 ・子育て中の保護者や母子世帯に対する支援の情報誌 

こころとからだの 

支援情報誌 

・障がいのある人に対する支援の情報誌 

介護保険ガイドブック ・介護保険の利用手引き 

 ４－３ 福祉サービスが利用しやすい環境づくり 
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■ 情報の入手方法（複数回答） 

 
 

施策の展開 

①情報提供手段を充実する 

●どの世代の町民にも情報がいきわたるように、当事者や関係者の意見を聞きながら

情報誌の設置場所やインターネットの活用など情報提供について検討を進めます。 

●福祉サービスに関する情報を得ていない子育て世代においては、スマートフォンか

ら手軽に情報収集できるよう整備を進めます。 

●必要に応じ地域に職員などが出向き、サービスや制度の内容、利用方法に関する説

明会や学習会を積極的に開催します。 

●コミュニティセンターや子育て支援センター、「ふれあいサロン」など住民の身近

な施設や交流の場において継続的に情報提供を行います。 

●支援を必要とする人に直接関わる区長や民生委員・児童委員、ケアマネジャーなど

の職種を把握した上で、関係団体を横断した会議や継続的な学習会を開催しながら

情報を提供します。 

64.9%

18.4%

8.8%

13.9%

6.3%

10.3%

9.1%

19.2%

17.3%

2.9%

17.9%

6.6%

12.1%

1.5%

7.5%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

１．町の広報・パンフレット・冊子など

２．近所の人および地域の人

３．民生委員・児童委員等

４．社会福祉協議会

５．福祉推進委員

６．回覧板や街かどの掲示板

７．病院などの医療機関

８．新聞

９．テレビやラジオ

10．市販されている書籍や雑誌

11．家族や友人・知人

12．インターネット

13．ケアマネージャー、相談支援専門員

14．その他

15．どこからも得ていない

無回答
回答者＝1013
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②情報を充実する 

●現在提供している情報の種類や内容について見直しを行い、地域福祉を推進する上

で町民が必要としている情報を充実し、誰もが理解しやすい内容とします。 

●ボランティアセンターなどと連携して、ボランティアやＮＰＯ活動に関する情報を

提供します。 

 

③情報を共有化する 

●地域コミュニティ活動の拠点であるコミュニティセンターを利用した福祉に関す

る情報を共有化できる方法を検討します。 

●情報の発信・提供方法について継続的に評価・改善できるように、行政内部の連携

体制づくりを進めます。 

 

≪みんなの取組み事例≫ 

区 分 内 容 

町  民 
・「広報えちぜん」や町のホームページ、区からの回覧板などに必ず目を通し、自

分や周りの人に必要となる情報の取得に努めましょう。 
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（２）相談支援機能の充実 

現状と課題 

・町内に設置されている困り事ごとの相談窓口については、町社会福祉協議会やその他の機

関が実施するものも含めて広報やチラシ、ホームページなどで周知しています。 

・総合的な相談窓口はないものの、庁内の連携によりどの窓口に相談しても担当課につなが

るようにはなっています。 

・コミュニティセンターは身近な相談機関として対応しており、必要な場合は担当課が電話

や訪問などの個別対応も実施しています。 

・「心をいやす相談会」や「発達相談会」「人権相談」などの専門員による身近な相談会も

実施しており、相談者は増加傾向にあります。 

・専門的な相談については、役場の窓口が一次的な相談受付として町の職員が対応し、必要

に応じ関係機関と連携して対応しています。 

・困難な相談に対しては関係職種が連携して対応しています。 

○アンケート調査では、悩みや不安があったときの相談相手としては家族が70％、友人・知

人が40％を超え身近な人が多く、行政などによる相談窓口は５％前後で利用が少ないた

め、周知方法や住民が相談しやすい福祉の相談窓口について検討する必要があります。 

○電子メールなどでの質問などには対応していますが、誰もが相談までできるものにはな

っていないため、検討が必要です。 

○専門的な相談が増加傾向にあることや、高齢や障害など複数の問題を抱える家族が増加

しているため、関係職種の情報共有と協働対応が必要になっています。 

 

■ 相談相手（複数回答）

76.3%

30.5%

6.2%

43.2%

12.7%

0.8%

5.0%

6.2%

2.6%

4.1%

4.4%

5.5%

1.6%

2.1%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

１．家族

２．親類や親族

３．近所の人

４．友人・知人

５．職場の人

６．学校の教職員

７．町の相談窓口や職員

８．病院や薬局

９．民生委員・児童委員

10．社会福祉協議会の窓口や職員

11. 施設や地域包括支援センター、

在宅介護支援センター、相談支援事業所

12．ホームヘルパー、ケアマネジャー

13．その他

14. 相談できる人がいない

無回答
回答者＝1013
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表４－６ 福祉に関する主な相談機関一覧 

相談機関 相談方法・内容 

健康保険課 方法：面接相談、電話相談 

（H27年度の利用件数 面接相談361件、電話相談232件） 

内容：育児に関すること 

：病気に関すること 

：健康に関すること(こころの健康含む) 

子育て支援センター 方法：面接相談、電話相談 

（H27年度の利用件数 面接相談220件、電話相談13件） 

内容：基本的生活習慣に関すること 

：保育所などに関すること 

：虐待に関すること 

：育児不安・負担感に関すること 

：経済的問題に関すること 

：家族に関すること 

地域包括支援センター 方法：総合相談 

（H27年度の利用件数 月平均44件） 

内容：介護に関すること 

：虚弱高齢者の健康に関すること 

：高齢者の人権に関すること 

：在宅介護支援センターやケアマネジャーからの困難 

ケースに関すること 

在宅介護支援センター 方法：総合相談 

（H27年度の利用件数 月平均35件） 

内容：介護に関すること 

：健康に関すること 

越前町障害者支援センター 

さざんか 

（障がい者とその家族） 

方法：面接相談、個別訪問、電話相談、ピアカウンセリング 

（H27年度の利用件数 月平均110件） 

内容：障害福祉サービス制度利用 

：就労・生活相談など 

越前町社会福祉協議会 方法：面接相談、電話相談 

 （H27年度の利用件数） 

 内容：心配ごと相談 66件 

 ：無料法律相談 49件 

 ：家族介護者のサロン（H23.11月～） 

 

施策の展開 

①身近な相談窓口を充実する 

●町民が町内にある全ての相談窓口について確認できるように、広報誌やホームペー

ジを活用して周知します。 

●町民が困りごとに応じた相談窓口を確認できるように、窓口の周知方法について検

討します。 

●誰もが気軽に問合せや相談できるように、場所や時間にとらわれることのない相談

体制や福祉の総合相談窓口の設置について検討します。 

●相談者が話しやすい聞き方や適切な対応ができるように職員の資質向上を図ります。 

●職員が制度やサービスの種類、関係機関などについて把握できるように情報の共有

化を進めます。 
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②専門的な相談体制を充実する 

●「心をいやす相談会」「発達相談会」など専門的な相談窓口について周知します。 

●保健や医療など専門的な相談に対応できるように、相談支援専門員やカウンセラ

ー、関係機関との連携体制を強化します。 

●各相談窓口が相談者と適切な支援機関を結びつけることができるように、保健・医

療・福祉・教育などの関係機関と連携を強化します。 

 

③関係職種との協働対応を進める 

●必要な情報を共有化できるように、保健・医療・福祉・教育の関係機関や福祉サー

ビス事業者、ボランティア団体、ＮＰＯなどとのネットワークづくりを進めます。 

●課題を抱えた町民一人ひとりのニーズを的確に把握し様々な相談に応じるととも

に、地域生活を支援するための情報提供や総合的・効果的なサービスを継続的に受

けることができるようにケアマネジメント体制を充実します。 

 

④生活困窮に係る相談支援体制を整える 

●生活困窮者が相談しやすい体制を整え、丹南健康福祉センターと連携し、包括的・

継続的に支援することによって、生活困窮者の自立を促します。 

 

≪みんなの取組み事例≫ 

区 分 内 容 

町  民 

・「広報えちぜん」や町のホームページなどから各種相談窓口に関する情報の収集

に努めましょう。 

・一人で悩まず、民生委員・児童委員や身近な相談窓口に相談しましょう 

地域全体 ・隣近所で悩みを抱えている人には、積極的に相談窓口を紹介しましょう。 

※ケアマネジメント…生活が困難な状態になり、援助を必要とする利用者が迅速かつ効果的に、必

要とされるすべての保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整する

ことを目的とした援助展開の方法。 
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（３）福祉サービス利用者の権利擁護の推進 

現状と課題 

・介護保険については、介護保険サービス苦情申立先として、地域包括支援センターと健康

保険課の２ヶ所を設置しています。障害福祉サービスや子育て支援サービスについては、

苦情専用の窓口は設置されていませんが、住民や事業所から苦情の情報が入った場合は

対応しています。 

・地域包括支援センターに権利擁護業務があることから案内チラシを作成し、周知していま

す。相談者には、成年後見制度に関する手引きやパンフレットを配布し、必要に応じて成

年後見などの申立方法について具体的な助言も行っています。 

・生活困窮者や金銭管理のできない障がい者などの相談に対し、自立相談支援事業や日常生

活自立支援事業などの支援制度を紹介しています。 

・町社会福祉協議会では、広報誌や民生委員・児童委員協議会において日常生活自立支援事

業の内容を紹介しています。 

○利用者の苦情を気軽に相談できる窓口と適切に対応するしくみが必要です。 

○日常生活自立支援事業に対する相談件数は徐々に増えており、核家族化や認知症の増加

などにより対象者も増えることが予想されるため、制度を周知することが重要です。 

○越前町高齢者・障害者日常生活自立支援センターについて周知するとともに、権利擁護が

必要な対象者を把握する必要があります。 

 

※成年後見制度…判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取消権が付与され

た成年後見人などが行う仕組み。 

※日常生活自立支援事業…判断能力が不十分な方が、地域で自立した生活が送れるよう、利用者との契

約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等を行うもの。 
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施策の展開 

①苦情処理体制を充実する 

●サービスに関する苦情を気軽に相談できる窓口を設置します。 

●福祉サービス事業者において苦情解決のしくみが適切に運用されるよう、指導や助

言を行います。 

●行政、関係機関、福祉サービス事業者が連携して、苦情を適切に対応、解決してい

くためのしくみづくりを進めます。 

●サービスの提供に伴う事故発生を未然に防止し、安全かつ適切で質の高いサービス

を提供するため、福祉サービス事業者と協力した取組みを進めます。 

 

②日常生活自立支援事業と成年後見制度を周知する 

●越前町高齢者・障害者日常生活自立支援センターや地域包括支援センター、民生委

員・児童委員などと連携して、日常生活自立支援事業と成年後見制度について周知

するとともに、制度の活用を支援します。 

●権利擁護の相談窓口として越前町高齢者・障害者日常生活自立支援センターや地域

包括支援センターについて周知します。 

●区長や民生委員・児童委員などと連携して、権利擁護が必要な対象者の把握、利用

の促進に努めます。 

 

≪みんなの取組み事例≫ 

区 分 内 容 

町  民 ・日常生活自立支援事業と成年後見制度について理解しましょう。 
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第５章 計画推進に向けて 
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第５章 計画推進に向けて 

 

 

町民が支えあい安心して住めるまちを実現するため、次の項目を緊要の課題として捉え、

町が中心的な役割を担い重点的に取り組みます。 

 

 

【小地域を中心とした地域福祉活動の推進】 

地域コミュニティセンターや区の協力、参加を得ながら、「助け合い支え合い」の意識を

高め、地域福祉活動の担い手を育成するプログラムや、地域の課題について話し合う場の設

置、地域福祉活動を推進するリーダーの育成を進めます。 

 

【避難行動要支援者への支援体制づくり】 

東日本大震災や熊本地震、豪雨災害により、自力で避難できない高齢者や障がい者などを

救助するためには、地域内の助け合いを基本とした支援体制づくりの重要性が再認識され

ました。越前町災害時要援護者制度への登録、自主防災組織の育成と防災訓練などの開催を

推進し、避難行動要支援者が安心して避難できる体制を整備します。 

 

【越前町社会福祉協議会との連携の強化】 

町社会福祉協議会は、社会福祉法において、地域福祉を推進する中心的な団体として明確

に位置づけられており、また、従来から、ボランティア活動や福祉教育の推進をはじめ、住

民参加による小地域ネットワークなどの活動を積極的に展開しています。 

本計画の基本理念を達成するために、地域福祉活動への町民参加をはじめとして、計画の

それぞれの分野で町社会福祉協議会が大きな役割を担うことが期待されます。そのため、町

社会福祉協議会が策定した「地域福祉活動計画」と相互に連携しながら、本計画に基づく各

施策を推進します。 

 

【情報提供手段の充実】 

支援を必要とする町民が、情報不足によって適切な福祉サービスを受けることができな

い状況を防ぐため、情報提供の手段を充実します。誰もが様々な機会に福祉情報に触れるこ

とができるよう、現在の情報提供手段の見直しを行うとともに、積極的な情報発信を継続的

に取り組みます。 

 

 ５－１ 重点的に取り組む事項 
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本計画を推進するためには、町民、事業者、町の役割を明確にし、それぞれが地域社会の

一員としての特性と能力を活かしながら、連携・協働して取り組むことが必要です。 

 

町民は、みんなで支え合い、助け合う福祉のまちづくりの主体として、一人ひとりが福祉

に対する意識や認識を高め、地域社会の一員であることを自覚することが大切です。そして、

地域福祉の担い手として『みんなの取組み事例』に示した活動に積極的かつ主体的に参加す

ることなどが求められています。 

 

事業者は、福祉サービスを供給する主体として町民の多様なニーズに応えるとともに、サ

ービスの質の確保、利用者保護、事業やサービス内容の情報提供および公開、他のサービス

との連携に取り組むことが重要です。また、地域行事への参加や施設の開放など地域と積極

的に関わるとともに、事業者がもつ人材やノウハウなどを活かした相談活動を行うなど、そ

の専門性を地域に還元することが期待されます。 

 

地域福祉の推進にあたっては、町には町民の福祉の向上を目指して福祉施策を総合的に

推進する責務があります。それを果たすために、地域福祉を推進する関係機関・団体などの

役割を踏まえながら、相互に連携・協力を図るとともに、町民のニーズの把握と地域の特性

に配慮した施策の推進に努めます。特に、町民および事業者が地域福祉に関する活動に主体

的に参加できるよう、多様な参加機会や情報の提供などの支援を行うとともに、連携・協働

体制を構築します。 

 

 

 

計画を着実に推進するためには、計画の進行過程を管理する体制を確立することが大切

です。そこで、「重点的に取り組む事項」に関連する施策の実施状況を庁内で把握し、町民

や関係機関で組織する評価委員会において評価・検証を行い、改善につなげていきます。評

価結果については、広報紙やホームページなどを通じ公表していきます。 

地域福祉計画は、誰もが安心して快適に暮らせる地域を目指す総合的な計画です。地域福

祉に関係する庁内の担当者からは、庁内の横のつながりの重要性を訴える声が多くあがっ

ているため、地域とのつながりとともに、庁内の関係各課が連携して事業を円滑に推進する

協力体制を築きます。 

さらに、町民や当事者組織、ボランティア団体・ＮＰＯなどに対して説明会を行い、本計

画の周知と理念の浸透を図るとともに、町民のニーズや実態の把握に努めます。 

  

 ５－２ 町民・事業者・町の協働による計画の推進 

 ５－３ 計画の推進体制の確立 
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資 料 編 
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資 料 編 

１．越前町地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 地域福祉の推進に関する越前町地域福祉計画及び障害者の総合的な福祉施

策を推進する越前町障害者計画の策定にあたり、総合的な調整を図り必要な事項

について審議を行うため、越前町地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、計画に関する調査及び研究を行い、計画案を策定し、町長に報告

するものとする。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

 (１) 学識経験者 

 (２) 各種関係団体の代表者 

 (３) 公募により選出された者 

 (４) 行政関係者 

 (５) その他町長が適当と認める者 

 （委員の任期） 

第４条  委員の任期は、越前町地域福祉計画及び越前町障害者計画の策定をもって 

終了するものとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条  委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長の欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条  策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に 

招集される策定委員会の会議は、町長が招集する。 

２ 策定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長が認めたときは、策定委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意

見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成１８年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２３年５月２０日から施行する。 
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２．策定委員会の委員名簿 

№ 氏名 所属団体等 役 職 

1 冨 士  光 恵 丹南健康福祉センター 福祉保健部長  

2 山 本  清 道 越前町総務文教厚生常任委員会 委員長  

3 島 田  満 雄 越前町区長会連合会 会長  

4 𠮷 村  春 男 越前町身体障害者協会 会長 委員長 

5 平 等  智 恵 越前町母子寡婦福祉会 会長  

6 原    榮子 越前町老人クラブ連合会 女性部長 副委員長 

7 日 向  明 世 障害者相談員  

8 吉 田  龍 雄 住民代表  

9 駒野 傳一郎 越前町民生委員・児童委員協議会 会長  

10 髙 橋  健 一 越前町ボランティア連絡協議会 会長  

11 姉﨑 加奈子 越前町母親クラブ  

12 杉 本  博 社会福祉法人 光道園 朝日事業所 所長  

13 山下 三紀代 越前町社会福祉協議会 事務局長  

（＊順不同） 
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３．策定の経過 

月 日 経   過 

平成27年 

12月 1日～ 

  22日 

■第３次地域福祉計画策定に関するアンケート調査実施 

・調査方法：配布回収は郵送により行った。 

・調査対象者：町内に在住する 18 歳以上の方の中から無作為に抽出された

2,000人に無記名方式により実施した。 

・回収率：50.7％（配布数 2,000票、回収数 1,013票） 

平成28年 

7月 7日 

第１回策定委員会 

○地域福祉計画策定の目的について 

○越前町の福祉を取り巻く現状及びアンケート結果について 

8月23日 第１回庁内ワーキンググループ会議 

○地域福祉計画について 

○アンケート結果について 

○第２次計画の進捗状況の確認について 

9月28日 第２回策定委員会 

○第２次計画の進捗状況について 

○第３次計画の基本構想、基本計画について 

12月 5日～ 

  16日 

関係団体聞き取り調査実施 

・民生委員・児童委員役員（５日） 

・西田中区長（13日） 

・ボランティア連絡協議会（16日） 

平成29年 

1月20日 

第２回庁内ワーキンググループ会議 

○計画策定の経過について 

○課題と施策について 

○報告書の確認について 

1月30日 第３回策定委員会 

○計画策定の経過について 

○基本理念について 

○みんなの取組み事例について 

○計画推進に向けて 

2月 4日～ 

22日 
■パブリックコメントの実施 

3月15日 
町長への報告 
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４．第３次越前町地域福祉計画策定に関するアンケート調査票 
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第３次越前町地域福祉計画 

平成29年３月 

越前町 福祉課 

所在地：〒916-0192 福井県丹生郡越前町西田中13-5-1 

電 話：0778-34-8725(直通) ＦＡＸ：0778-34-1235 

メールアドレス：fukushi@town.echizen.lg.jp 
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