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第4章　目標達成に向けた取り組みの推進

基本目標１　地域の絆が実感できるまちづくり

基本方針１　コミュニティの活性化と交流促進

施策 記載内容 平成28年度から令和2年度　現状 平成28年度から令和2年度　課題
自己評

価
方針 第4次　今後の方向等 担当課等

① 自治会加入率の向上

住民自治の基礎単位である自治会の加入率の低下を阻
止する取り組みを進めます。
地域は後期高齢者の負担軽減を図るなど、自治会脱会
を防ぐ工夫を検討していきます。

地域住民の高齢化や社会情勢により、自
治会の加入率は少しづつ低下してきてい
る。

自治会を脱会したことによるデ
メリット等があまり表面化して
こないこと、自治会役員は多忙
なためなりたくないという意識
が働くことが課題である。

3 継続

地域で自治会業務を整理し高齢者の負担軽
減を図るなどして自治会員の減少を防ぐ工
夫をしつつ、防災等による有事の際に自治
会での共助の重要性等を周知していくこと
で自治会加入率低下を防止していく。

総務課

地域において顔の見える関係づくりを行うため、あい
さつや声かけを広げます。

地域での関係づくりを継続するため、地
区福祉委員はあいさつや声かけを行って
いる。

特に課題はなく、地域での関係
づくりを継続するため、地区福
祉委員は、あいさつや声かけを
行っている。

5 継続
地区内で積極的にあいさつや声かけを続け
る。

社協

地域の様々な交流事業は、地域住民や参加者、関係者
の交流の場となっています。地区福祉委員会ではカ
フェやティールームの取り組みも活発になっていま
す。
今後も、地域におけるイベントや交流事業の充実に努
めます。

カフェやティルームは豊能町のほぼ全域
で実施している。参加者は自由におしゃ
べりを楽しんでいる。

R2.3よりコロナ禍により実施で
きていない。

5
3密を避けられない事業。少人数で再開でき
るかを検討する。
※方針の欄は空白にする

社協

③ 既存の交流活動の活性化

とよのまつりやふれあいのつどいへの参加を促すこと
で、住民や各種団体の交流を図っています。
今後も、豊能町（とよのん）、ふれあいのつどい（ふ
れあいぽぽちゃん）のキャラクターをより活用し、親
しみあるイベントとして継続します。

ふれあいのつどいは各種団体の協力によ
り実施し、来場者も多く地域に定着して
いる。

コロナ禍によりR2年度は実施で
きない。

5
コロナ禍により今後の方針は決められな
い。
※方針の欄は空白にする

社協

令和元年までは、学校園所との交流や、
移動販売による地域の方々との交流に積
極的にとりくんできた。
しかし、令和2年に入り、コロナ禍の影響
により、各交流活動が軒並み実施できな
い状況となっている。

新型コロナウイルス感染症拡大
の終息が見えず、交流活動再開
の目途を立てにくい状況の中、
新たな交流の形を検討していく
ことが課題である。

4 継続

新型コロナウイルス感染症拡大の終息が見
えず、これまでと同じ形を継続することが
困難であることから、新たな交流の形を模
索し構築していくことに努めます。

福祉課

「ふれ愛交流会」は障害施設利用者や地
域の方が参加し交流の場となっている。
また、施設利用者にプログラムの一部を
企画してもらい歌やダンスを披露しても
らうことで活性化できている。

R2.3よりコロナ禍により実施で
きていない。

5

3密を避けられない事業なので交流会は困難
である。少人数で交流できることを検討す
る。
※方針の欄は空白にする

社協

なかよしひろばや施設開放などの拠点事
業と、アウトリーチ型の家庭訪問早期子
育て支援事業を継続して実施するととも
に、次世代子育てネットワークづくりの
構築を目指し｢育児の日｣の事業を通じ
て、地域で子育てしやすい環境づくりを
行った。

子育て家庭が身近な地域で多様
なつながりを持てるよう子育て
家庭だけでなく幅広い世代が集
える場の設置に向けて協議・検
討が必要である。

4 継続
身近な地域で多様なつながりをもちながら
安心して子育てができる環境を進めてい
く。

福祉課、こども
育成課

令和元年までは、訪問活動・地域交流・
サロン等積極的に交流していた。
しかし、令和2年は、コロナ禍の影響によ
り、イベントやサロン等は中止となり、
見守りが必要な方(単身世帯や高齢者、障
害者等)への孤独・潜在化の引き金になら
ないか危惧している。

新しい生活様式の中で、日頃か
ら築いてきた地域のつながりを
途切れさせない新しい活動の形
が課題である。

4 継続
新しい生活様式の中で、日頃から築いてき
た地域のつながりを途切れさせない新しい
活動の形を構築します。

福祉課、こども
育成課

各地区福祉委員会が企画立案し子育てサ
ロンを実施している。地区福祉委員会毎
でアイディア満載の事業であり、子育て
中の親子と地域の交流の場となってい
る。

R2.3よりコロナ禍により実施で
きていない。

5
3密を避けられない事業なので交流会は困難
である。事業内容を検討する。
※方針の欄は空白にする

社協

⑤ 子育て中の親同士の交流

子育て教室や施設開放などの拠点事業と、アウトリー
チ型の家庭訪問早期子育て支援事業を継続して実施す
るとともに、次世代子育てネットワークづくりの構築
を目指し｢育児の日｣の事業を通じて、地域で子育てし
やすい環境づくりを啓発します。
民生委員児童委員が行うキッズフェスタ、社会福祉協
議会と地区福祉委員会が行う子育てサロンを継続し、
子育て中の親子と地域との交流を深めます。

第3次豊能町地域福祉計画・第3次地域福祉活動計画の評価シート

②
地域における顔の見える関
係づくり

④ 地域での障害者の交流

町立たんぽぽの家においては、引き続き地域の学校園
所との交流を続けるとともに、移動販売車による販売
箇所を増やし、地域の方々との交流をさらに広めてい
きます。
　障害者と地域とのふれあい交流の場である「ふれ愛
交流会」は、ニーズを捉えながら活発化を目指しま
す。

資料３ 追加



平成28年4月より「いきいき百歳体操」を
導入し、地域住民が主体となって自治会
館や公民館などで介護予防活動を中心と
した交流活動を行っている。
令和2年4月末現在で、町内18か所で展開
している。

実施できていない地域があるこ
と、また、住民主体の取組みで
あるので、リーダーの養成と継
続して運営してもらえるような
支援が必要。

5 継続
全地域で実施できる取り組みとなるよう引
き続き推進する。

福祉課、健康増
進課

各地域の自治会の協力により、自治会
館・集会所を優先的に使用でき参加者が
気軽に交流できる場となっています。

地域にある既存施設の空スペー
スなどの把握が課題である。

4 継続

自治会館・集会所を利用することで参加者
が気軽に交流できる場となっています。
また、地域にある既存施設の空スペースな
どの情報収集に努めます。

福祉課、健康増
進課

② サロンやカフェの展開

地域の方が集まる場は増えており、地区福祉委員会及
び地域の自主的なグループによるサロンやカフェの回
数も増えてきました。
今後も、一層、誰もが気軽に参加できるふれあい型サ
ロン・カフェづくりを進めます。
また、サロンに男性の参加が少ないことから、男性向
けカフェの開設を検討していきます。

地区福祉委員会が実施するサロンやカ
フェは豊能町のほぼ全域で行っている。
男性向けの集まりを開設している地区も
ある。

R2.3よりコロナ禍により実施で
きていない。
サロンは少人数で再開し始めた
地区もあるが、カフェの再開は
できていない。

5

サロンは少人数で実施できるように検討し
ている。会場が狭く3密を避けられない場合
は事業内容を検討する。
※方針の欄は空白にする

社協

③ 地域の共同利用施設の整備
自治会館については、施設整備補助金を活用してバリ
アフリー化を含めた施設整備を図っていきます。

　　　-

広報紙やホームページなどを通して、情
報発信しています。
また、令和2年7月に「とよの民児協だよ
り」を町ホームページに掲載しました。

地域福祉計画・地域福祉活動計
画に基づく地域福祉を推進する
ためには、地域住民への周知が
課題である。

2 継続

広報紙やホームページを通して、地域福祉
について情報発信します。
また、第4次豊能町地域福祉計画・地域福祉
活動計画に基づく地域福祉を積極的に推進
します。

福祉課

社協広報紙、ホームページを通じて地域
福祉活動の啓発を行っている。また、地
区福祉委員会の広報紙では、よりきめ細
やかに啓発できている。地域福祉関連の
勉強会は回数は少ないが継続している。

地域福祉活動の啓発活動は継続
する。地域福祉に特化した
フォーラムは定期的に開催でき
るようにする。

5 継続
広報啓発関連は継続する。フォーラムは地
域福祉に対する意識が高められる内容を検
討する。

社協

　令和元年度末までは学校支援コーディ
ネーターを中心に学校と地域を結び、交
流を図っているが、令和２年度はコロナ
により交流事業を展開できていない。

　学校支援コーディネーターに
業務が集中し過ぎている。社会
福祉に貢献できる体制づくりが
必要である。

3 継続

　学校支援コーディネーターを中心に、地
域のボランティアの協力を得て社会福祉に
貢献できるような体制づくりを進めてい
く。

義務教育課

各種団体と協力し、ふれあいのつどいを
開催。小中学生が地域福祉活動やボラン
ティア活動に身近に触れることで、将来
の社会福祉について考えるきっかけと
なっている。

コロナ禍によりR2年度は実施で
きない。

5
事業実施の方法を検討する。
※方針の欄は空白にする

社協

　各学校において福祉体験学習を中心に
福祉教育を取り組んでいる。令和２年度
はコロナにより体験学習等できていない
状況にある。

　どの学校においても共通認識
をもてるよう福祉教育を進めて
いく必要がある。

3 継続
　福祉教育を推進・継続していくため、福
祉関係のボランティア等による福祉体験を
中心とした更なる学習機会を設ける。

義務教育課

登録ボランティアグループと協力し、小
中学校から依頼があった際には福祉体験
学習を実施している。

今後も依頼があった際には実施
する。依頼件数が少ないため、
福祉体験学習についての周知が
必要。

4 継続 福祉体験学習についての周知が必要。 社協

④
地域における福祉教育の推
進

地域において、福祉体験学習を継続実施します。
また、当事者団体や福祉施設の専門職などを招いて、
地域において認知症や障害に関する勉強会等の実施に
努めます。

地区福祉委員会を対象に認知症サポー
ター養成講座や車いす講習会を行ってい
る。また、認知症に関する映画会を開催
し地域住民の理解を深める機会となって
いる。

コロナ禍により縮小して行って
いる。

5 継続 3密を避けて継続する。 社協

基本方針２　交流の場・拠点づくり

基本方針３　福祉意識の啓発と人材の発掘

③
学校における福祉教育の推
進

小中学校での福祉教育を通じ、子どもの頃から福祉に
ついて学ぶ機会を充実します。
また、当事者や登録ボランティアグループに講師とし
て協力いただき、小中学校で福祉体験学習（手話・点
字・車イス等）や、認知症サポーター養成講座を継続
して実施します。

① 地域の交流の場の創出

自治会館・集会所を利用することで参加者が気軽に交
流できる場となっています。
今後も、地域で気軽に交流できる場として、地域にあ
る既存施設の空きスペースを活用した新たな交流の場
の確保・拠点の創出に努めます。

①
福祉意識を高める広報・啓
発

広報紙やホームページなどを通して、地域の福祉活動
を紹介し、地域福祉活動の普及・啓発を図ります。
また、地域福祉に関するフォーラムや勉強会などの開
催に努め、地域福祉の考え方の周知を図ります。
地域は、様々な活動や行事等を通して、認知症者・障
害者等への理解の促進と、助け合いの意識を醸成しま
す。

基本目標２　地域福祉を担う人づくり

② 地域と学校の交流

各小中学校に学校と地域を結ぶコーディネーターが配
置され、学校サポーター、ボランティアによる「地域
の見守り隊」「授業のアシスタントや放課後元気広場
のゲストティーチャー、放課後元気広場」に取り組ん
でいます。
今後は、地域のネットワ－クなどの協働体制を知る機
会を通し、地域福祉の意義と児童生徒たちが将来社会
福祉にどのように貢献できるかを考える取り組みを継
続します。



養成講座の実施については、社会福祉協
議会に委託しており、町(行政)としては
実施していない。

マンパワーの結集が課題である。 3 継続
ボランティアの育成は、社会福祉協議会に
担ってもらい、町(行政)としては活動しや
すい環境整備に努めます。

福祉課

定期的に各種講座を行うことで、講座受
講者がボランティア活動に興味を持ち、
ボランティアグループ加入につながって
いる。

受講者が多い講座がある一方
で、受講希望者が少なく、開催
できない場合もある。
コロナ禍で多くの講座が開催で
きていない。

5 継続 コロナ禍でも再開できる内容を検討する。 社協

平成29年度から開始した総合事業におい
て、家事援助などの生活支援をボラン
ティア団体が実施している。利用者が事
業内容を理解し、気軽に利用してもらえ
るよう広報紙への掲載や介護事業所連絡
等で周知している。

少しずつ利用者は増加している
ものの、制度利用は十分とは言
えない。

4 継続
広報紙やホームページを活用し、ボラン
ティア活動に関しての記事掲載を積極的に
行います。

福祉課、健康増
進課

ボランティアの育成等を行うために、社
会福祉協議会に対して支援を行ってい
る。
広報紙やホームページを活用し、情報発
信しています。

地域での福祉活動・ボランティ
ア活動しやすい環境整備が課題
である。

4 継続

社会福祉協議会に支援するとともに広報紙
やホームページに記事掲載に努める。
また、地域での活動・ボランテイァ活動し
やすい環境整備に努めます。

福祉課、健康増
進課

社協広報紙、ホームページを通じて随時
ボランティア活動に関する啓発を図って
いる。またボランティアセンターのしお
り、登録グループ紹介一覧を発行してい
る。

コロナ禍で活動の機会が少なく
なっている。

5 継続
ボランティア活動の機会が広がるよう、紹
介や啓発に努める。

社協

NPO法人認証事務を引き続き窓口で実施し
ている。
依頼があった場合は、広報誌で活動を掲
載している。
NPO法人を支援するふるさと寄付を実施
し、複数の法人が活用している。

NPO団体のニーズに応じた研修が
できて
いないため、要望を聞きながら
機会を提供する。

3 継続

引き続きNPO法人認証事務等を町の窓口で実
施し、手続きに関する相談等を行います。
団体の要望を聞きながら研修・広報活動を
行うことで支援します。

秘書人事課

ボランティア団体の活動場所としてボラ
ンティアルーム、ロッカーを提供してい
る。必要に応じで活動助成金の情報提供
を行う。

引き続きボランティアルーム使
用、ロッカーの貸出し、情報提
供を行う。

5 継続
引き続きボランティアルーム、ロッカーの
提供、情報提供を行う。

社協

④
ボランティアセンターの充
実

ボランティアの相談・登録・連絡調整を行います。
ボランティア団体間の連携を促進します。

ボランティアの相談・登録。連絡調整は
随時ボランティアセンターにて行ってい
る。また、ボランティア連絡会では普段
交流の少ないボランティアグループ同士
のつながり作りを行っている。

ボランティア連絡会参加グルー
プの減少がみられる。

5 継続
ボランティア団体間の更なる連携が取れる
ように検討する。

社協

社会福祉協議会と連携し、生活支援コー
ディネーターを配置している。生活支援
コーディネーターは地域で活動している
団体の掘り起こしと地域ニーズとのマッ
チングの役割を担っている。

現状では、生活支援コーディ
ネーターの配置は１名となって
おり、町内全域をカバーするに
はマンパワーが不足している。

4 継続

地域の資源とニーズを適切にマッチングが
行えるよう、生活支援コーディネーターを
適正に配置し、活動の活発化を目指しま
す。

健康増進課

団体の活動をまとめたチラシの作成や活
動紹介を広報することで、団体の活動を
広く周知。

周知は図ってはいるもののまだ
まだ地域中での認識が低い。

5 継続
利用者への周知はもとより提供者の発掘、
育成

社協

基本方針４　ボランティアの育成と活動支援

①
養成講座の実施によるマン
パワーの確保

ボランティア活動に関心を持ってもらえるよう、各種
講座を継続して開催し、人材の育成に努めます。受講
者の技術向上を目指し、講師として活動できる人材を
確保できるよう支援します。
また、アクティブシニア世代の人に対し、それぞれの
特技や活動の希望などを知る機会を作り、地域の様々
な活動やボランティア活動のマンパワーとして活用を
図ります。

③
ボランティア・NPO団体へ
の活動支援

NPO法人認証事務等を町の窓口で引き続き実施し、団
体のニーズに応じた研修等や広報を実施することで、
NPO法人の活動を支援します。
活動場所の確保を要望しているボランティア団体等も
多いことから、活動拠点の確保を支援していきます。
地域での福祉活動・ボランティア活動の財源となる基
金・助成金などの情報提供に努め、団体活動の財源確
保を図ります。

②
ボランティアが活動しやす
い仕組みづくり

広報紙やホームページを活用し、ボランティア活動に
関しての記事掲載を積極的に行います。
また、見守り等に必要な情報の共有や提供やあり方を
検討していきます。
行政や社協事業の中で、地域での福祉活動・ボラン
ティア活動の機会をつくります。

⑤ 有償福祉活動の事業展開

地域ニーズに応じた有償福祉活動の実施を検討してい
きます。また、町や社協は、有償福祉活動を行ってい
る団体と地域ニーズとのマッチングを行い、活動の活
発化を目指します。



災害対策基本法に基づく「避難行動要支
援者名簿」を作成し、民生委員や自主防
災組織等を中心にこの名簿を活用した日
常的な見守りを行っている。

災害時に備えた要支援者一人一
人の個別計画が未作成。

4 継続
現在行われている地域の方々の日常の見守
り活動の推進、充実を図り、見守りの目を
細かくさらに拡げていく。

福祉課、健康増
進課

民生委員児童委員については、高齢者等
の見守り・声掛けは日常的に行ってい
る。しかし、コロナ禍の中で地域活動に
おいても自粛が余儀なくされ、地域で関
わる機会が減る事で、単身世帯や高齢者
の方々の孤立が進まないか懸念されま
す。

連携を図り地域ぐるみで取り組
むためには、関係団体を調整す
るプラットホームの構築が課題
である。

5 拡大

民生委員児童委員は、個別相談に応じなが
ら迅速に関係機関につなぎます。
新しい生活様式から新たな「見守り、声掛
け」の形を構築します。
また、関係団体を調整するプラットホーム
の構築に取り組みます。

福祉課、健康増
進課

民生委員児童委員、地区福祉委員と連携
して高齢者等の見守り・声かけを実施し
ている。

コロナ禍において、地域の高齢
者等への声かけが重要になって
いる。地区福祉委員会ではひと
り暮らし高齢者を中心に見守り
支援を行っている。

5 継続
民生委員児童委員、地区福祉委員と協働で
ひとり暮らし高齢者への見守り支援を継続
する。

社協

②
子どもの登下校時の安全見
守り

警察や PTAと連携し、小中学校の登下校時にパトロー
ルを実施し、子どもの安全・安心を確保します。
また、行政が実施している青色回転灯の搭載車両によ
る集中パトロールを継続するとともに、「豊能町通学
路交通安全プログラム」に基づき、通学路の安全を確
保します。
シルバー人材センターにおいても、会員による見守り
を引き続き実施します。

PTAや地域のボランティア、警察と連携
し、小中学校の登下校時の見守りを行
い、安全・安心の確保に努めている。ま
た、行政の青色回転灯搭載車（青パト）
でのパトロールを行い、通学路の安全確
保に努めている。

PTA等保護者や見守りボランティ
アによる登下校の見守りを行っ
ているが、ボランティアの高齢
化が進み、なり手が不足してい
る状況にある。

4 継続
保護者や地域の見守りボランティアの人員
確保と育成が必要である。

義務教育課

③
サロンやカフェの展開（再
掲）

地域の方が集まる場は増えており、地区福祉委員会及
び地域の自主的なグループによるサロンやカフェの回
数も増えてきました。
今後も、一層、誰もが気軽に参加できるふれあい型サ
ロン・カフェづくりを進めます。
また、サロンに男性の参加が少ないことから、男性向
けカフェの開設を検討していきます。

地区福祉委員会で行っているサロンはも
とより、新たな地域の集まれる場として
豊能町の進める「住民主体の集まれる
場」の開所に生活支援コーディネーター
として支援を実施。

地域にあまり周知ができていな
い

4 拡大
開催場所の周知と、さらなる居場所作りを
進める。

社協

広報紙やホームページを通じて福祉サー
ビスの情報を発信している。

－ 5 継続
広報紙やホームページを活用し、福祉サー
ビスに関しての情報を積極的に掲載する。

福祉課、健康増
進課

令和2年7月に「とよの民児協だより」を
町ホームページに掲載した。
広報発信は各団体からの各種広報紙や町
掲示板等を利用し情報発信しています。

特に課題はない。 3 継続

広報紙や町ホームページを活用し、関係団
体の活動のPRに努めます。
また、地域の団体もホームページ発信でき
るような取り組みます。

福祉課、健康増
進課

広報紙による情報発信、ホームページへ
の情報掲載を頻回にすることにより、で
きるだけ情報をリアルタイムに発信して
いる。

若い年代へ向けての情報提供が弱い 4 拡大
リアルタイムな発信のためSNSなどのツール
の活用についても検討

社協

地域包括支援センターが、高齢者の在宅
生活に関する相談窓口であることから、
リーフレットを作成するなど積極的に周
知を行っている。

－ 5 継続
身近な地域で気軽に相談できるよう、地域
包括支援センターの専門職が地域に出向
き、相談活動を展開していく。

福祉課、健康増
進課

民生委員児童委員(51人)については、昨
年12月に一斉改選がなされ、新任委員は
25人となった。

コロナ禍の中で思うような活動
ができていないことから特に新
任委員の担当地区との信頼関係
の構築が課題である。

4 継続
民生委員児童委員が担う役割について住民
に周知する取り組みを進めます。

福祉課、健康増
進課

社協広報紙、ホームページを通じてCSW活
動を周知している。また、関係団体への
会議等にも出席しCSWについての認識を促
す。

地域の中での認識がまだ低い 4 継続 新たな広報物等を作成し周知を図る 社協

基本目標３　連携して支え合う仕組みづくり

④

基本方針６　相談支援体制の整備

基本方針５　地域主体の福祉活動の充実

見守り・声かけ
民生委員児童委員、地区福祉委員、老人クラブ等と連
携して、地域ぐるみで、高齢者等の見守り・声かけを
実施し、日常的な支援を行います。

福祉情報の発信

「広報とよの」「こんにちは！とよの社協です。」
「とよの民生委員だより」をはじめ、各種団体からの
広報紙、町広報板等により情報発信の充実を図りま
す。
ホームページの拡充を図り、地域の各団体もホーム
ページ発信ができるような取り組みを進めます。

① 相談窓口の周知徹底

身近な地域で気軽に相談できるよう、民生委員児童委
員、コミュニティソーシャルワーカーなどの相談員、
各種相談窓口や電話相談窓口、相談支援機関などにつ
いて、積極的な周知を図ります。

①



民生委員児童委員については、担当地区
との信頼関係により、相談窓口になって
います。

新しい生活様式の中で、日頃か
ら築いてきた地域のつながりを
途切れさせない活動の工夫が課
題である。

4 継続
民生委員児童委員については、日常生活上
担当地区との更なる信頼関係を構築に努め
ます。

福祉課

団体の集まりに積極的に出席し、アウト
リーチ型の地域ニーズ把握を行いまし
た。

継続して各種団体の集まりに出
席する。

3 継続 新たな広報物等を作成し周知を図る 社協

高齢者の在宅生活に関する相談等につい
ては包括支援センターを中心に相談に応
じている。

一人暮らしや高齢者夫婦のみの
世帯など、相談に結びつきにく
い方への対応も念頭に置く必要
がある。

5 継続 相談・支援機能の強化を図る。
福祉課、健康増
進課、秘書人事
課

NPO団体：設立認証前等の事前相談の実
施、寄付金の活用により支援している。

寄付金利用団体が少ないため、
周知を
することで利用団体を増やし、
支援を強化する。

3 継続
引き続き手続き前の相談の実施、
寄付金の活用をすることで支援の強化を図
ります。

福祉課、健康増
進課、秘書人事
課

社会福祉協議会と連携強化に努めていま
す。

社会福祉協議会の事務局体制の
強化が課題である。

4 継続
引き続き社会福祉協議会と連携強化に努め
ます。

福祉課、健康増
進課、秘書人事
課

高齢、障害、子育ての分野での連携強化
のため健康増進課、地域包括支援セン
ター、福祉相談支援室と日常的に連携を
取っている。

継続する。 5 継続 定期的なミーティングを行う 社協

高齢者の在宅生活に関する相談等につい
ては包括支援センターを中心に相談に応
じている。
また、介護相談員や民生委員からの情報
から相談支援に結びつくケースもある。

今後は介護だけでなく、医療や
障害、家族関係など複合的な事
情を抱えた住民からの相談にも
対応し、関係機関との連携を強
めていく必要がある。

5 継続

複合的な事情を抱えた高齢者等からの相談
についてはその他の関係部局とも相互協力
して対応する。
また、民生委員や地区福祉委員との連携を
図るなど幅広く対応できるよう体制づくり
を推進する。

福祉課、健康増
進課

令和2年4月から障害福祉その他の福祉全
般に対する相談を受け、総合的に対応す
ることを目的として吉川支所内に福祉相
談支援室を開設した。

相談内容に伴うワンストップで
の対応が課題である。

3 継続
相談内容に伴うワンストップでの対応がで
きるプラットホームの構築に努めます。

福祉課、健康増
進課

三者連絡会、代表者会議、当事者団体会
議等を実施し、お互いの情報共有、連携
を図っている。

継続する。 5 継続 継続し情報共有連携を図る 社協

民生委員児童委員と連携を図り、情報を
共有することで相談支援に結びつけてい
る。

－ 5 継続
民生委員児童委員等と日常的に連携を図
り、各種相談に迅速に対応していきます。

福祉課、健康増
進課

民生委員児童委員については、訪問活
動・地域交流等を通じて専門機関につな
げています。
しかし、コロナ禍の影響により、イベン
トや高齢者の見守りが自粛され、地域で
関わる機会が減る事で、単身世帯や高齢
者の方々の孤立が進まないか懸念されま
す。

新しい生活様式の中で、日頃か
ら築いてきた地域のつながりを
途切れさせない新しい活動の形
が課題であ。

4 継続

民生委員児童委員は、個別相談に対応しな
がら迅速に専門機関につなぎます。
また、新しい生活様式の中で、日頃から築
いてきた地域のつながりを途切れさせない
新しい活動の形を構築します。

福祉課、健康増
進課

民児協の会議、地区福祉委員会の会議に
出席に必要に応じて専門機関につないで
いる。三者連絡会（民児協・行政・社
協）や協働アピール推進会議で情報交換
を図っている。

各種相談に対応できるよう継続する。 5 継続
相談への対応、関係機関での情報共有を図
る。

社協

基本方針７　連携による総合的な支援体制づくり

④ 相談・支援機能の連携強化
行政・社協・民児協・地域・事業者・当事者団体が、
お互いの活動内容や役割を認識し、相談対応において
連携を図ります。

①
民生委員児童委員・地区福
祉員の活動

民生委員児童委員や地区福祉委員は、訪問や見守り、
地域での事業を通じて各種相談に応じ、地域包括支援
センター、社協、コミュニティソーシャルワーカー等
の専門機関につないでいます。
地域包括支援センター、社協、民生委員児童委員、地
区福祉委員等で日常的に連携を図り、各種相談に迅速
に対応していきます。

② 身近な相談窓口の充実
民生委員児童委員、コミュニティソーシャルワーカー
による相談や、地域のサロンを始めとする様々な活動
での相談・支援機能を強化します。

③
社協や専門機関の相談・支
援機能の強化

社会福祉協議会や、高齢者・障害者・子育てなど様々
な分野の施設や支援事業所、ボランティア・NPO団体
等の相談・支援機能の強化を図ります。



地区福祉委員会代表者会に参加し、情報
交換、連絡調整及び地区別の情報交換を
行つている。

情報提供・意見交換の場になつ
ており、地域の福祉課題の発見
まで至っていない。

3 継続
情報提供・意見交換を通して福祉課題の発
見や把握に向けた話し合いを継続します。

福祉課

地区福祉委員会の代表者が隔月で集まり
を持ち情報交換や事業内容を確認する。

コロナ禍で集まることができな
かった時期も、メールや電話で
状況を確認する。

5 継続
地区福祉委員会代表者で確認したことは福
祉委員全員に情報が伝わるようにする。

社協

必要に応じて、関係機関によるケース会
議を行い、連携し、問題解決及び家庭支
援に努めた。

4 継続
必要に応じて、関係機関によるケース会議
を行い、連携し、問題解決及び家庭支援に
努める。

福祉課、健康増
進課、こども育
成課

社協と連携し協議体を開催している。地
域の高齢者の生活支援体制の充実・強化
や社会参加の推進を図ることを目的に開
催している。

必要に応じて開催しているが、
問題解決に至るまでの資源が不
足している。

5 継続

福祉制度の狭間にあるような事例について
は、インフオーマルな資源も必要であるた
め、社会資源を適切に創出し、地域の住民
のニーズに合わせたマッチングを行う。

福祉課、健康増
進課、こども育
成課

福祉制度の狭間にあるような事例が発生
した場合には、社会福祉協議会等と連携
し、随時問題解決を図っている。

福祉制度の狭間にある事例の場
合、関係各機関で連携を解決が
容易でなく解決までに時間を要
する場合も多い。

4 継続

福祉制度の狭間にある事例について、より
円滑かつ適切に関係各機関で連携を図り解
決に向けて取り組むことができる体制の構
築に努めます。

福祉課、健康増
進課、こども育
成課

個別ケース会議開催の際には参加し、関
係機関との情報共有、連携し支援の方針
について検討した。

特になし 5 継続 継続し情報共有連携をはかる 社協

三者連絡会に参画し、様々な福祉課題の
検討を行っている。

5 継続

行政・社協・民児協が同じテーブルで話し
合う場は重要なことから、連携を強化して
様々な地域での福祉課題への対応を検討す
る。

福祉課、健康増
進課

三者連絡会に参加し、情報提供・報告事
項を踏まえて意見交換を行つている。

情報提供・意見交換の場になつ
ており、地域の福祉課題への対
応まで至っていない。

3 継続
情報提供・意見交換を通して福祉課題へ解
決に向けての話し合いを継続します。

福祉課、健康増
進課

三者連絡会（行政・社協・民児協）は約
2ヵ月に1回程度集まり情報交換、情報共
有を図っている。

定期的に集まり情報交換、情報
共有を図る。

5 継続 定期的に集まり情報交換、情報共有を図る。 社協

⑤ 地域と社会福祉施設の連携

施設と地域の交流を深め、専門職のノウハフを地域が
活用したり、地域の力を施設が活用したりするなど、
地域と施設が関わる体制を継続します。
また、町内社会福祉法人４施設と社協が連携協力し、
施設間での情報交換を深めます。

事業を通じて情報交換を図っている。

障害施設は「ふれ愛交流会」を
通して関わりを持っているが、
高齢施設は介護保険関連のみに
なっている。

3
コロナ禍で事業を通じての情報交換が難し
い。
※方針の欄は空白にする

社協

認知症の本人が行方不明になった場合
に、警察や地域住民、介護保険サービス
事業所などが協力して、速やかに発見に
つなげられるように認知症高齢者等SOS
ネットワーク事業を実施している。ま
た、実際に行方不明者がでた場合に備え
て模擬訓練を何度も重ねている。

地域によって協力者の人数にば
らつきがある。

5 継続

認知症の人の介護者の負担を軽減するた
め、介護家族の身近な存在である豊能町介
護者家族の会をはじめ、地域の人や専門家
と相互に情報を共有し、お互いを理解し合
えるよう支援していく。

健康増進課

地域包括支援センターと連携し模擬訓練
を実施。社協一斉メールシステムを構築
し連絡体制についても迅速かつ正確な情
報伝達が行えるように整備。

特になし 5 継続 より正確性をたかめるため訓練を行う。 社協

⑦
民間事業者と連携したセー
フティーネット

「高齢者見守りネットワーク事業」に民間事業者の登
録を増やし、日頃の業務中に気づいた高齢者の異変等
を通報し、地域のさりげない見守りを実施していきま
す。

高齢者を地域全体で見守る体制が必要な
ことから、民間事業者（団体）の協力を
得て、日頃の業務の中で気づいた高齢者
の行動の異変等を情報提供いただく「高
齢者見守りネットワーク事業」を行って
いる。

本事業には協力事業者が不可欠
なことから、協力事業者の確保
が必要。

5 継続

今後も高齢化が進行し、ひとり暮らし高齢
者も増えることから、民間事業者と連携・
協力しながら、引き続き事業を推進し、地
域の高齢者をさりげなく見守っていく。

健康増進課

④ 三者連絡会の開催
行政・社協・民児協が同じテーブルで話し合う場と
し、連携して様々な地域での福祉課題への対応を検討
します。

⑥
豊能町認知症高齢者等SOS
ネットワーク事業の推進

認知症の高齢者等または若年性認知症の方が行方不明
になった場合に、地域の支援を得て早期に発見、安全
を確保できるよう関係機関等支援体制を構築します。

②
地区福祉委員会・地区福祉
委員会代表者会の開催

おおむね小学校区ごとに地区福祉委員会を開催し、地
区の関係者が集まって、福祉課題の発見や把握に努め
ます。
また、地区福祉委員会の代表者で、各種事業の検討や
支援体制づくりについての情報交換を行います。

③ 個別ケース会議の開催等

行政、社協、コミュニティソーシャルワーカー、福祉
施設によるケース会議を開催し、福祉制度の狭間にあ
るような事例について、連携しながら問題解決にあた
ります。



①
避難行動要支援者名簿の作
成

災害対策基本法の改正に伴い、市町村に「避難行動要
支援者名簿」の作成が義務付けられ、本町では平成27
年度から取り組みを開始しています。今後、避難行動
要支援者名簿の充実を図っていきます。

災害時に自ら避難することが困難で、特
に支援を要する方の名簿として「避難行
動要支援者名簿」を作成している。

作成義務はないものの、名簿を
より効果的に活用するための個
別支援計画の作成ができていな
い。

5 継続
引き続き、避難行動要支援者名簿の調製に
努める。

健康増進課

名簿は年１回更新し、避難支援等関係者
（消防署、豊能警察署、自主防災組織、
民生委員）と避難行動要支援者情報を共
有し、災害時の避難支援や速やかな安否
確認、緊急時対応に備えている。

5 継続

自主防災組織や民生委員などの避難支援等
関係者と協議、連携し、災害時の迅速な避
難支援につなげることができるよう自主的
な個別支援計画の作成を支援していく。

健康増進課、総
務課

避難行動要支援者情報は自治会、自主防
災組織のみとなっている。

個人情報の問題等から、避難支
援等関係者間で避難行動要支援
者情報の共有ができていない。
平常時の支援は関係者それぞれ
が有する情報の範囲内になって
いる。

3 継続

避難行動要支援者名簿により、避難支援等
関係者（自治会・自主防災組織、民生委員
児童委員協議会、社会福祉協議会等）と避
難行動要支援者情報を共有するとともに避
難訓練を実施し、有事の際に適切な避難支
援ができるよう体制づくりに努めます。

健康増進課、総
務課

避難行動要支援者名簿を定期的に更新し
常に新しい名簿を共有している。

特になし 5 継続
今後も継続的に名後の更新を行い最新の情
報を把握する

社協

地区によっては避難訓練等が未実施で、
支援体制が整備できていない。

高齢化、役員が１年交代、消防
団に依存意識などから体制づく
りが進まない地区がある。

3 継続

引き続き、広報媒体や防災出前講座などで
地区内関係団体との連携の必要性を周知
し、避難訓練などを通じて地域における避
難支援体制の整備を図ります。

福祉課、健康増
進課、総務課

日頃から安心生活見守り台帳に登録され
ている方の安否確認を行います。
避難訓練の実施は出来ていない。

地域には様々な団体があること
から避難支援体制の整備が課題
である。

3 継続

引き続き、日頃から安心生活見守り台帳に
登録されている方の安否確認を行います。
また、避難訓練も関係機関と連携し実施し
ます。

福祉課、健康増
進課、総務課

日頃、各地区で地域の見守り対象者の把
握に務めている

避難訓練が実施できていない。 3 継続 対象者を含めた避難訓練を検討 社協

④ 自主防災活動の促進
各地区において、自主防災組織を立ち上げ、地区の防
災マップの作成、避難訓練、避難所開設・運営訓練を
実施するなど、地区において防災対策を進めます。

令和2年6月現在、自主防災組織を立ち上
げた自治会は、14自治会中、9自治会であ
る。特に旧村地域では消防団への依存意
識などから立ち上げが進んでいないが、
普段より近隣住民同士の関わりが深いた
め、災害時などでは互助の力が発揮され
るものと推測する。

自主防災組織の組織化・組織力
の向上のためには、その地区の
住民に自主防災組織の必要性を
理解していただく必要がある。

4 拡大

自治会等を通じて防災についての周知を図
るとともに、各地区において自主防災組織
の立ち上げや地区の防災マップの作成、避
難訓練、避難所開設・運営訓練等を実施す
ることで、地区における自主防災活動の促
進を図ります。

総務課

民生委員児童委員協議会については、緊
急連絡網が整備されています。

災害を想定し、緊急連絡網が活
用できるか、また、委員全員に
伝達できるかが課題である。

3 継続
危機管理室と連携し、災害を想定した緊急
連絡網による伝達訓練に取り組みます。

福祉課、健康増
進課、総務課

避難行動要支援者名簿を持っている各民
生委員が日常的に対象者を見守り有事の
際に速やかに安否確認が行えるよう心が
けている。

避難訓練が実施できていない。 2 継続 団体と連携した避難訓練を検討 社協

基本方針８　防災と災害時の要支援者対策

②
避難行動要支援者情報の共
有

避難行動要支援者名簿により避難支援等関係者(消防
署、豊能警察署、自主防災組織等)と避難行動要支援
者情報を共有し、日頃から災害に備えます。
また、定期的に避難行動要支援者名簿の更新を行いま
す。

③
地域における避難支援体制
の整備

今後も引き続き、各地区において避難訓練を実施し、
地域における避難支援体制の整備を図ります。

⑤ 情報伝達網の整備

「豊能町地域防災計画」に基づき災害時に迅速かつ的
確な情報収集及び指示ができるよう、行政、社協、民
生委員児童委員、地区福祉委員、介護保険事業者等が
連携して、避難行動要支援者に必要な情報が速やかに
行き届くよう配慮します。



地域包括支援センターに相談に来られた
ときなど、成年後見制度の利用促進を図
るための制度周知に努めている。また、
ケアマネジャー等を対象に勉強会も行っ
ている。

4 継続

認知症などによって、物事を判断する能力
が十分でない方を法律的に保護し、支援す
るための制度である「成年後見制度」につ
いて、引き続き積極的な利用を促進すると
ともに、身寄りのない方等が制度を利用す
る場合には、必要に応じて積極的に町長申
立てを行う。

福祉課、健康増
進課

成年後見制度については、リーフレット
の配布や講演会の開催により周知・啓発
を図っています。令和元年度には、これ
まで実績がなかった成年後見制度の町長
申立てを実施しました。

リーフレットの配布や講演会の
開催では把握できない、潜在的
な、制度の利用が必要と思われ
る方を把握し制度利用に繋げて
いくことが課題である。

4 継続
制度の利用を必要とする方が適切に制度を
利用できるよう、引き続き制度の周知・啓
発、関係部局との連携を図ります。

福祉課、健康増
進課

広報等を用いて周知・啓発を行ってい
る。
日常生活自立支援事業は契約能力が必要
になり、認知症の症状が進んでいる方は
利用が難しい場合もある。

日常生活自立支援事業の周知・
啓発は行っているが、まだ事業
を知らない方もいる。

3 継続 事業の周知・啓発をし利用促進を図る。 社協

② 高齢者の生活支援の実施

高齢者の日常の支援事業として、緊急通報装置貸与事
業、外出支援事業、見守り事業等を実施していきま
す。
特に外出支援事業については、利用者が増加傾向にあ
り、十分な対応ができるよう検討していきます。
在宅の高齢者や介護者が、介護の悩みや福祉サービス
の利用などについて２４時間随時相談できる窓口とし
て、在宅介護支援センターを設置しています。
車イス等の貸出やひとり暮らし高齢者への電話訪問事
業を継続実施します。
また、生活支援グループにより高齢者の日常生活(家
事等)をお手伝いします。ちょっとした困りごとを地
域でサポートする体制づくりを検討します。

車イスの貸出やひとり暮らし高齢者への
電話訪問は継続して行ってる。地域での
生活支援活動に関してはグループの立ち
上げ、活動の支援を行い新たなマンパ
ワー発掘を行いました。

ひとり暮らし高齢者への電話訪
問の利用者は横ばい状態です。
社協広報紙に定期的に事業案内
を掲載します。生活支援グルー
プについては今後も継続的な活
動支援を行います。

4 継続

介護保険で車イスの貸出しが利用できない
こともありますので、車イスの貸出しは継
続して実施します。電話訪問はひとり暮ら
し高齢者のニーズを確認しながら事業実施
に務めます。生活支援グループに関しては
地域へ周知し、より地域に根付いた活動を
目指します。

社協

一般の交通機関や自家用車での外出が困
難な重度身体障害者等に対し、町内の
様々なところへ気軽に出かけられるよう
送迎サービスを行っている。

利用者が少ない。 5 継続
外出が困難な身体障害者等の閉じこもりを
予防し、生活圏の拡大を図る観点から、引
き続き事業を推進していく。

福祉課、健康増
進課

意思疎通に支障がある方に対する手話通
訳者の派遣、重度身体障害者等に対する
介護・訓練支援用具等の日常生活用具の
給付、屋外での移動が困難な人に対する
外出のための支援等を継続して実施して
います。

5 継続

手話通訳者の派遣、日常生活用具の給付、
外出のための支援等、適切にニーズを把握
し、ニーズに合ったサービスを提供をでき
るよう、引き続き取り組んでいきます。

福祉課

講演会等は手話通訳や筆記通訳を実施し
ている。

継続して実施 5 継続
手話講習会や要約筆記講習会を継続して実
施します。

社協

④
健康づくりや生きがいづく
りの促進

地域において、介護予防や健康づくり、生きがいづく
りに関する主体的な取り組みの促進を図ります。

地区福祉委員会が主体となって百歳体操
を実施する地区が増えた。

継続して実施 5 継続
3密を避け、健康づくりや生きがいづくりが
できる取り組みを検討する。

社協

基本目標４　安全・安心な福祉の生活環境づくり

基本方針９　権利擁護と自立支援

① 高齢者等の権利擁護の推進
誰もが必要な福祉サービスを利用でき、安心した生活
を送れるよう、日常生活自立支援事業や成年後見制度
の周知・啓発や利用促進を図ります。

③ 障害者の生活支援の実施

聴覚、言語・音声機能等のため意思疎通に支障がある
障害者等に手話通訳者の派遣等、重度身体障害者等に
対して介護・訓練支援用具等の日常生活用具を給付、
屋外での移動が困難な人に外出のための支援等を実施
します。
社会福祉施設や関係団体等は、障害者の生活を支援す
る取り組みを充実します。



生活困窮者が適切な支援が受けられるよ
う、民生委員児童委員による地域の見守
りなどを強化し、当事者のニーズの把
握、相談窓口等の情報提供に努めていま
す。

民生委員児童委員による地域の
見守りなどにより生活困窮者の
把握に努めているが、それでも
把握が困難な潜在的な生活困窮
書を、どのように把握し支援に
繋げていくかということが課題
である。

4 継続
関係各機関との連携をさらに強化し、把握
が困難な潜在的な生活困窮書を把握し、支
援に繋げていくことに努めます。

福祉課

CSWが関係機関と協力し対象者の支援を行
う

特になし 5 継続 継続実施 社協

大阪府池田子ども家庭センターと連携
し、相談支援員による、生活困窮状態か
らの早期脱却に向けた継続的支援に努め
ています。

支援につながっていない、把握
が困難な潜在的な生活困窮書
を、どのように把握し支援に繋
げていくかということが課題で
ある。

4 継続

引き続き大阪府池田子ども家庭センターと
連携し、生活困窮状態からの早期脱却に向
けた、相談支援員による継続的支援を行い
ます。
町(行政)では、新たに設置した福祉相談支
援室で事前相談に対応し、他法・他施策の
窓口や関係機関と連携し、必要に応じて自
立相談事業へつなげます。

福祉課

CSWが住民人権課と協力し対象者の支援を
行う

特になし 5 継続 継続実施 社協

大阪府池田子ども家庭センターが実施す
る「豊能町生活困窮者自立支援調整会
議」に参画し、生活困窮者の早期発見や
適切な支援につなぐことができるよう、
関係機関とのネットワークを構築してい
る。

5 継続

大阪府池田子ども家庭センターが実施する
「豊能町生活困窮者自立支援調整会議」に
参画し、生活困窮者の早期発見や適切な支
援につなぐことができるよう、関係機関と
のネットワークを強化する。

福祉課、健康増
進課

豊能町生活困窮者自立支援調整会議等に
より関係機関とのネットワークを構築
し、生活困窮者の早期発見や適切な支援
の実施を図っている。

支援につながっていない潜在的
な生活困窮書を、どのように把
握し支援に繋げていくかという
ことが課題である。

5 継続

引き続き生活困窮者の支援を図るため、豊
能町生活困窮者自立支援調整会議に加え、
令和2年4月より施行した「大阪府生活困窮
者自立支援制度豊能町支援会議」等によ
り、関係機関とのネットワークの強化を図
ります。

福祉課、健康増
進課

豊能町生活困窮者自立支援調整会議に参
画することで関係機関とのネットワーク
構築を行った。

特になし 5 継続 継続実施 社協

第7期豊能町高齢者福祉計画及び介護保険
事業計画」に基づき、団塊の世代が75歳
以上となる2025年を見据え、高齢者が可
能な限り住み慣れた地域で自立した日常
生活を営むことができるよう、介護、予
防、医療、生活支援、住まい及び自立し
た日常生活の支援が包括的に確保される
地域包括ケアシステムを推進している。

人口減少と少子高齢化の進展。
また、介護人材の不足。

4 継続

第8期計画策定においても、2025年を目指し
た地域包括ケアシステムの整備、さらに現
役世代が急減する2040年の双方を念頭に、
高齢者人口や介護サービスのニーズを中長
期的に見据え、地域支援事業の効果的な実
施と地域包括ケアシステムをさらに推進し
ていく。

健康増進課、保
険課

平成30年3月に「第7期豊能町高齢者福祉
計画及び介護保険事業計画」を策定しま
した。令和2年度においては「第8期」同
計画を策定しているところです。
急激に進む高齢化に伴いサービス需要が
伸びている中、介護人材の確保が難しく
なってきています。また、新型コロナ感
染症の影響で、サービスの利用控えなど
による閉じこもりや介護度の上昇が懸念
されます。

要介護者や認知症高齢者の増
加、それに伴う介護人材不足へ
の対応が急務となっています。
また、単身世帯や高齢者夫婦の
みの世帯も増加しており、健康
維持や予防に努めながら地域で
支え合い、暮らしていける仕組
みづくりが必要です。

4 拡大

団塊の世代が75歳以上となる2025年及び現
役世代が急減する2040年を念頭に、住み慣
れた地域で支え合いながら自分らしく暮ら
せるまちを目指し、介護サービスのみなら
ず医療や生活支援、通いの場、その他の地
域資源も活用しながら、相互に支え合える
地域づくりを推進します。

健康増進課、保
険課

基本方針１１　地域での福祉施策の充実

基本方針１０　生活困窮者への支援

①
生活困窮者への情報提供と
ニーズの把握

自治会や民生委員児童委員など地域の見守りにおい
て、生活困窮者を把握し、適切な支援が受けられるよ
う、相談窓口等の情報提供を行うとともに、当事者の
ニーズの把握に努めます。

①
「豊能町高齢者福祉計画及
び介護保険事業計画」に基
づく支援の充実

平成27年3月に、「第6期豊能町高齢者福祉計画及び介
護保険事業計画」を策定しました。
団塊の世代が75歳以上となる平成37年を見据え、高齢
者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を
営むことができるよう、介護、予防、医療、生活支
援、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確
保される地域包括ケアシステムを、各地域の実情に応
じて構築していきます。

② 自立に向けた支援

自立相談事業の実施主体である大阪府池田子ども家庭
センターの相談支援員が、個別の相談内容に応じた支
援プランを作成し、必要に応じ就労支援や家計相談支
援、各種福祉サービスなどの活用により、生活困窮状
態からの早期脱却に向けた継続的支援を行います。
町(行政)では住民人権課で事前相談に対応し、他法・
他施策の窓口や関係機関と連携し、必要に応じて自立
相談事業へつなげます。

③ 関係機関のネットワーク化

大阪府池田子ども家庭センターが実施する「豊能町生
活困窮者自立支援調整会議」に参画し、生活困窮者の
早期発見や適切な支援につなぐことができるよう、関
係機関とのネットワークをつくります。



②
「豊能町障害者計画」「豊
能町障害者福祉計画」に基
づく支援の充実

平成24年3月に第3期障害者計画、平成27年3月に第4期
障害福祉計画をそれぞれ策定しました。引き続き、国
施策に対応しつつ適切な支援が可能となるよう各計画
を改定し、障害者の自立と社会参加を支援するため、
各種の支援事業を実施していきます。

平成30年3月に第4期障害者計画、第5期障
害福祉計画、及び第1期障害児福祉計画を
それぞれ策定し、障害者・障害児を支援
するための各種支援事業を実施してきま
した。

計画に基づき、障害者・障害児
に対する各種支援に取り組んで
いるが、計画策定当初に設定し
た数値目標を達成できていない
項目も多く、改めて計画の実効
性を検討し、より有効な支援の
実施に努めなければならない。

4 継続

令和3年4月に第6期障害福祉計画・第2期障
害児福祉計画、令和6年4月に第5期障害者計
画をそれぞれ策定し、引き続き障害者の自
立と社会参加を支援するため、各種の事業
を実施していきます。

福祉課

③
「豊能町子ども・子育て支
援事業計画」に基づく支援
の充実

平成27年３月に「豊能町子ども・子育て支援事業計
画」を策定しました。平成31年度までの5年間を期間
とし、子ども・子育て支援施策を計画的に実施しま
す。

平成27年３月に策定した「豊能町子ど
も・子育て支援事業計画」の進捗状況を
平成31年度の5年間に確認を行った。
平成31年度に計画期間を終了する「第1期
計画」を検証し、令和元年度に「第2期豊
能町子ども・子育て支援事業計画」を策
定した。

4 継続

令和元年度に策定した「第2期豊能町子ど
も・子育て支援事業計画」を令和6年度の5
年間を期間とし、子ども・子育て支援施策
を計画的に実施する。

こども育成課

① 防犯意識の向上
悪質な犯罪被害にあわないよう、多様な媒体や機会を
通じて啓発を進めるともに、防犯に関する学習機会や
情報提供を進めます。

犯罪や消費生活被害などは、府内の他市
町村に比べ、件数は少ないが、本町は高
齢者の割合が多いため、被害防止のため
の啓発を引続き進めているところであ
る。

昨今の社会情勢に鑑み、高齢者
を狙った新たな種類の消費生活
被害などが増加する可能性があ
るため、被害実例の情報共有や
啓発活動をさらに強化していく
必要がある。

3 拡大

犯罪や消費生活被害などから、高齢者等を
守るため、各自の理解や対応能力の向上に
向けて多様な媒体や機会を通じて啓発を進
めるともに、防犯に関する学習機会や情報
提供を進めます。

総務課

青色回転灯搭載車によるパトロールや街
頭での見守り・声がけを行っている。

地域での声がけや見守りを行う
ものの高齢化が進み、なり手が
いない状況にある。

3 継続
地域での声がけや見守りを継続して実施す
るとともに、声がけや見守りを行う人の育
成を行う必要がある。

総務課、義務教
育課

青色防犯パトロールについては、毎月第3
水曜日に実施しており、豊能管内で発生
した犯罪等は、たんぽぽメールを活用
し、情報共有及び防犯意識を高めてい
る。

地域での防犯意識をさらに高め
ること及び防犯情報をいかにし
てたくさんの高齢者に伝達でき
るかが課題である。

3 継続

高齢者を犯罪から守るため、見守り・声か
けや防犯パトロール、たんぽぽメールを充
実し、地域ぐるみで見守りを行うことによ
り犯罪を起こしにくい環境をつくります。

総務課、教育総
務課

地区福祉委員で見守りや声かけを行って
いる。

防犯も意識するよう啓発する。 3 継続 見守りや声かけは継続する。 社協

③
道路や公共施設のバリアフ
リー化

今後も引き続き、高齢者、障害者、妊婦、子ども等誰
もが安心・快適なやさしいまちづくりができるよう、
道路や公共施設の整備に努めます。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律（バリアフリー新
法）」の技術基準に基づいた歩道の整備
（幅員、勾配、段差解消）が困難。しか
し、２ｍ未満の歩道部については、街路
樹の撤去などにより、車いすなどが通行
できる幅員の確保を順次、進めている。

豊能町の地形上、道路の縦断勾
配が「バリアフリー新法」の基
準（８％）を超えている地区が
多い。歩道幅員が２ｍ未満の道
路が多い。

3 継続
2m未満の歩道部については、街路樹の撤去
などにより、歩道幅員の確保に努めます。

建設課

④
福祉における交通環境の向
上

「豊能町地域公共交通基本構想」に基づいて計画的に
事業を実施していくことで、構想に記載した地域内及
び広域的な公共交通ネットワークを実現させ、福祉に
おける交通環境の向上を図ります。

ときわ台駅について、平成30年度にバリ
アフリー化を行いました。広域的な公共
交通ネットワークは、北大阪急行延伸に
あわせた幹線系統の再編へ向けて進めて
いましたが、北大阪急行延伸が延期され
たことなどにより、実現には至っていま
せん。

高齢化のさらなる進展により、
運転免許の返納が増えるなど地
域公共交通の必要性が高まって
います。しかし、一方で生産年
齢人口の減少により、公共交通
の利用者は減少傾向にあり、路
線を維持していくことが困難に
なってきています。

3 継続

引き続き「豊能町地域公共交通基本構想」
に基づいて、地域内及び広域的な公共交通
ネットワークを実現させ、福祉における交
通環境の向上を図ります。

まちづくり創造
課

基本方針１２　安全で快適な福祉環境づくり

② 地域の防犯力の向上
子どもや高齢者を犯罪から守るため、見守り・声かけ
や防犯パトロール、たんぽぽメールを充実します。


