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重点1 重点2 重点3 重点4 重点5地域共生社会の実現に向けた取組

・高齢化や核家族化などの家庭環境の変化を背景に，地域でのつながりが希薄化

・社会的孤立や制度の狭間の課題が表面化

・個人や家族で抱える課題，地域における課題が複雑・多様化（介護と育児のダブルケア，自
助・共助による防災・防犯体制，高齢者・子どもの見守りなど）

・団塊世代のすべてが75歳以上の後期高齢者に達する2025年に向けて，定年退職後に仕事
を中心とした生活から地域を中心とした生活へ移行する人が増加していく見込み

・国は，社会福祉法の改正などにより，子ども・高齢者・障害者などすべての人々が地域，暮
らし，生きがいを共に創り，高め合うことができる地域共生社会の実現に向けた取組を推進

○地域課題の解決力の強化

地域住民が主体となり，高齢者・障害者福祉，防災・防犯，子育て・教育などの地域
の様々な課題に対して地域が一体となって取り組む体制づくりを推進

○包括的な相談・支援体制の充実

地域住民等による解決が困難な課題について，市の各分野の相談窓口の充実を図ると
ともに，市と関係機関との連携による総合的な相談・支援体制を整備

○新たな担い手とつながりの創出

地域活動を担う人材を育成するとともに，だれもが気軽に立ち寄れる地域の身近な居
場所づくりの推進により，地域のつながりを醸成

包括的な相談・
支援体制の充実

地域課題の解決力
の強化

背景・課題 取組の方向

新たな担い手と
つながりの創出

・市民活動支援センター等の運営支援

【施策15 地域コミュニティの醸成】

15-3 地域コミュニティ活動への参加の促進

・交流活動の場の拡充

【施策07 共に支え合う地域福祉の推進】

07-2 住民が主体的に地域課題を把握して

解決を試みる体制づくり

【施策15 地域コミュニティの醸成】

15-2 地域コミュニティ活動の拠点整備

・シニア世代の学習活動・まちづくりへの

参加の促進

【施策13 生涯学習のまちづくり】

13-1 学びのきっかけづくり

13-2 学べる機会の充実

13-4 まちづくりへの学びの成果の活用

・地区協議会・自治会の設立支援

【施策15 地域コミュニティの醸成】

15-1 地域コミュニティの活性化に

向けた支援

・多機関の協働による包括的支援体制の構築

【施策07 共に支え合う地域福祉の推進】

07-1 地域におけるトータルケアの推進

・子育て・障害者・生活困窮者などの相談支援の推進

【施策04 子ども・子育て家庭の支援】

04-1 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援

04-2 子どもの健やかな成長の支援

【施策06 青少年の健全育成】

06-2 困難を抱える子ども・若者の支援

【施策09 障害者福祉の充実】

09-1 障害者と家族の地域生活支援の充実

【施策10 セーフティネットによる生活支援】

10-1 生活困窮者の自立支援

10-2 生活保護制度に基づく適正な保護と自立支援

・地域の見守り体制の強化

（見守りネットワークの推進）

【施策08 高齢者福祉の充実】

08-1 地域包括ケアのネットワークの構築

・地域福祉コーディネーター事業の推進

【施策07 共に支え合う地域福祉の推進】

07-1 地域におけるトータルケアの推進

07-2 住民が主体的に地域課題を把握して

解決を試みる体制づくり

・地域包括支援センターの充実

【施策08 高齢者福祉の充実】

08-1 地域包括ケアのネットワークの構築

・自助・共助の推進による

地域の防災・防犯体制づくり

【施策01 災害に強いまちづくり】

01-1 防災体制の充実

【施策02 防犯対策の推進】

02-1 身近な犯罪に対する防犯意識向上と

防犯活動の推進

「地域共生 社会」の実現

・支え合いの地域づくりの推進

【施策08 高齢者福祉の充実】

08-2 生活支援の展開と介護予防の取組

・学校における子ども支援の充実

【施策05 学校教育の充実】

05-4 個に応じたきめ細かな支援

・地域で活躍できる青少年の育成

【施策06 青少年の健全育成】

06-1 青少年の健全な成長の支援

・居住支援の推進（住宅確保要配慮者の居住の確保）

【施策23 良好な住環境づくり】

23-2 良好な居住環境の形成と支援

関連する重点プロジェクト

・地域人材等を活用した教育の充実

【施策05 学校教育の充実】

05-5 魅力ある学校づくりの推進

・市民の健康づくり活動の支援

【施策12 生涯を通した健康づくり】

12-1 からだとこころの健康づくりの推進

アクション１   横断的連携による施策の推進 
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重点1 重点2 重点3 重点4 重点5地域共生社会の実現に向けた取組
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を中心とした生活から地域を中心とした生活へ移行する人が増加していく見込み
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らし，生きがいを共に創り，高め合うことができる地域共生社会の実現に向けた取組を推進
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・支え合いの地域づくりの推進

【施策08 高齢者福祉の充実】

08-2 生活支援の展開と介護予防の取組

・学校における子ども支援の充実

【施策05 学校教育の充実】

05-4 個に応じたきめ細かな支援

・地域で活躍できる青少年の育成

【施策06 青少年の健全育成】

06-1 青少年の健全な成長の支援

・居住支援の推進（住宅確保要配慮者の居住の確保）

【施策23 良好な住環境づくり】

23-2 良好な居住環境の形成と支援
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