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第５章  施策の展開                              

 

 

（１）健康づくり・生きがいづくりの充実  〔重点課題〕 

 

【現状と課題】 

 

保健や健康づくりについては、年齢が高くなるにつれて、その関心度も高く

なっています。しかし、年齢を問わず健康への意識を高めることが大切です。（市

民アンケート P62・問 8－エ） 

今後、更に保健や健康づくりに関する情報提供を行いながら、市が実施する

健康づくりや生きがいづくりなどの事業への参加を促進していくことが必要で

す。 

 

◇  介護などを受けずに自立して生活できる期間を「健康寿命」といいます。 

平成 26 年版の厚生労働白書では、平成 26 年を「健康・予防元年」と位置

付け、健康寿命の重要性を強調しています。 

 

 

①健康寿命を延ばす取組みの推進（健康づくり・介護予防） 

 健康増進の意識や理解を深めるため、「健康づくり市民推進委員会（＊11）」

の委員や「めざせ健康あきる野 21 推進会議」に参加するボランティアを中

心に、市民の自主的な健康づくり活動を支援します。 

 

 運動器症候群〔ロコモティブシンドローム〕（＊12）の予防などのため、地

域での自主的な活動ができる健康づくりの事業や高齢者のための筋力アッ

プ・栄養・骨密度等に関する介護予防事業を推進します。 

 

 歯の健康が、運動機能の低下や認知症の発症に大きく関係することから、口

腔ケアに着目した事業を推進します。 

 

１ 基本目標１ 安心・安全に住み続けられる環境づくり 
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 内臓脂肪症候群〔メタボリックシンドローム〕（＊13）の予防や特定健診、

がん検診などの健康診断や検診の必要性について啓発するとともに、受診率

の向上を図ります。 

 

 妊婦及び乳幼児の健康の保持増進を図るため、妊婦健診や乳幼児健診を実施

し、安全・安心な子育て環境の充実に努めます。 

 

 食の文化を重視するとともに、健全な食生活を身に付け、安心で豊かな食生

活が送れるよう食育の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子育て支援課】【保育課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

あきる野市特定健康診査等実施計画【健康課】 

あきる野市教育基本計画【指導室】【学校給食課】 

 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊11）健康づくり市民推進委員会 

地域における健康づくり事業を総合的に推進し、市民の健康づくりを図るため、町内会・

自治会から推薦された委員で構成された組織 

 

（＊12）運動器症候群（ロコモティブシンドローム） 

「運動器の障がい」により「要介護」になるリスクが高まる状態のこと。 

 

（＊13）内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム） 

内臓の周りに脂肪がたまる肥満（内臓脂肪型肥満）に加えて、高血圧、高血糖及び脂質

異常のうち２つ以上をもっている状態のこと。 
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地域イキイキ元気づくり事業 スポーツ・レクリエーション大会 

②社会参加・生きがいづくりの充実 

 外出が困難な人に対し、社会参加やスポーツ活動等が行いやすくなるよう、

移動支援事業を実施するなどのサポート体制を整備します。 

 

 市民が介護保険施設等で行うボランティア活動を通して地域に貢献するこ

とを奨励し、支援します。 

 

 高齢者クラブが行う事業費の一部を補助し、高齢者の生きがいや健康づくり

を推進することで、明るい長寿社会の実現をめざします。 

 

 市民が学習成果を地域社会で活かし、地域貢献へと活動を展開させることが

できるよう、その取組みを支援します。 

 

 誰もが元気でスポーツに親しむ健康なまちをめざします。 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

あきる野市生涯学習推進計画【生涯学習スポーツ課】 

あきる野市スポーツ推進計画【生涯学習スポーツ課】 
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（２）保健・医療・介護の提供体制の充実   

 

【現状と課題】 

 

疾病等の早期発見・早期治療及び重症化の予防において、市民が利用しやす

い保健・医療体制を整備することは重要です。また、介護を要する状態になっ

ても、住み慣れた地域で継続して生活できることも重要です。 

地域の特性を活かしながら、保健・医療・介護の提供体制を充実していくこ

とが必要です。 

 

 

①地域における医療体制の充実 

 地域で実施する健康づくりや介護予防事業を通じて、医師と市民との交流を

深めながら「かかりつけ医」づくりを推進します。 

 

 地元の医師と阿伎留医療センターの医療連携を推進し、市民が安心して暮ら

せるまちづくりを進めます。 

 

 阿伎留医療センターの取組みを支援するとともに、医師会などの協力を仰ぎ、

市民が安心できる医療体制の充実に努めます。 

 

 病状に応じて、高度な医療体制を整えた専門医や病院と地域の医師が連携で

きる地域医療の体制づくりに取り組みます。 

 

 市民が安心して日常生活が送れるよう、医療機関、医師会、歯科医師会、薬

剤師会との連携を強化し、市の医療体制の充実を図ります。 

 

 緊急時でも安心して受診できるよう、休日診療や準夜診療に加え、二次救急

医療体制（＊14）を充実させます。 

 

 感染症の予防対策として、正しい知識の普及や啓発に努めます。 

 

 薬物乱用を防止するため、関係機関と連携を図るとともに、啓発活動の充実

に努めます。 
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関連計画・担当課 

 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊14）二次救急医療体制 

入院治療を必要とする重症患者に対応する医療機関。都道府県が定めた医療圏域（二次医療圏）

ごとに整備される。 

 

 

 

 

②在宅医療と介護の連携の推進 

 住み慣れた地域で継続して生活できるよう、医療や介護など、様々な分野で

連携を図ることができる体制づくりを推進します。 

 

 認知症を早期に発見し、医療など適切な支援へつなげる体制を構築するとと

もに、認知症高齢者の在宅生活の支援を推進します。 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 
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（３）防災・防犯体制の充実   

 

【現状と課題】 

 

東日本大震災以降、災害に関する意識が高まっています。 

市民アンケートでは、災害時に援護を必要とする人への支援対策として、「災

害時要援護者がどこにいるのか、要介護・障がいの状態の把握（台帳づくりな

ど）」と回答した人の割合が最も高く、他にも「災害発生時に、災害時要援護者

や避難支援者に避難情報を伝える方法の確認」と回答した人の割合が高くなっ

ています。（市民アンケート P80・問 24） 

地域の防災力や災害時の支援体制を充実させ、要援護者への対応を確立する

ことが必要です。 

 

①地域防災力及び防犯体制の強化 

 災害時要援護者登録制度（＊15）を推奨し、障がい者や要介護者、一人暮ら

しの高齢者など災害時要援護者の把握に努めます。 

 

 地域防災計画による災害時要援護者対策を踏まえ、民生児童委員協議会（＊

16）、町内会・自治会、防災・安心地域委員会（＊17）等との連携を図りな

がら防災避難対策を推進します。 

 

 高齢者や障がい者が通所・入所する事業所に対して、災害時の対応マニュア

ルの作成や防災訓練の実施を促します。 

 

 援助を必要とする障がい者が、災害時や緊急時、日常生活の中で困ったとき、

自己の障がいへの理解や手助けを周囲の人に依頼できるよう、ヘルプカード

について周知し、配布を行います。 

 

 安心して暮らせるまちづくりを推進するため、地域住民の防犯意識の向上を

図ります。また、防災行政無線やあきる野安心メール（＊18）により、振り

込め詐欺等の犯罪に巻き込まれないよう、情報提供を行います。 
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関連計画・担当課 

 

あきる野市地域防災計画【地域防災課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

 

【高齢者支援課】【生活福祉課】 

 

 

 

 

 

～用語の説明～ 
（＊15）災害時要援護者登録制度 

災害時に自らを守るために安全な場所に避難するなど、一連の行動をとる際に支援を要す

る人々を災害時要援護者という。その災害時要援護者を事前に登録し、迅速かつ的確な救助

活動等ができるようにすることを目的とした制度 

 

（＊16）民生委員・児童委員（民生児童委員協議会） 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、福祉の相談助言活動

に従事する人をいう。さらに、民生委員は、児童福祉法における「児童委員」を兼ねており、

「民生委員・児童委員」とも呼ばれる。また、「民生委員・児童委員」からなる組織を「民生

児童委員協議会」と呼ぶ。 

 

（＊17）防災・安心地域委員会 

旧市町村単位の 7地区それぞれに組織された自主防災組織。町内会・自治会役員をはじめ、

民生委員・児童委員、消防団、防犯協会、交通安全協会、PTA等各種団体の代表者により構成

されている。 

 

（＊18）あきる野安心メール 

あきる野市の防災、防犯などに関する情報を電子メールにより配信するサービス 
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（４）人にやさしいまちづくり   

 

【現状と課題】 

 

市民アンケートでは、全ての人々が外出しやすいまちづくりに必要なことと

して、「道路の段差を解消する」や「歩きやすいように、歩道や道路上の障害物

（商品や看板、違法駐車、放置自転車、電柱など）を取り除く」と回答した人

の割合が高くなっています。（市民アンケート P83・問 27） 

 子どもや障がい者、高齢者を含めた全ての人にやさしい、生活しやすいユニ

バーサルデザイン（＊19）のまちづくりが必要です。 

 

 

①ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたまちづくりの推進 

 障がい者や高齢者、子どもを連れた市民にとってやさしいユニバーサルデザ

インのまちづくりを進めます。 

 

 市内道路整備に合わせた歩道の段差解消等、道路や公共施設のバリアフリー

（＊20）化を推進します。 

 

 東京都福祉のまちづくり条例に基づき、民間施設においてもバリアフリー化

が進むよう、指導や情報提供を行うとともに、適合証の交付等を行います。 

 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市都市計画マスタープラン【都市計画課】 

 

【区画整理推進室】【管理課】【建設課】【施設営繕課】【生活福祉課】 
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～用語の説明～ 

（＊19）ユニバーサルデザイン 

障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいよう都市や

生活環境をデザインする考え方 

 

（＊20）バリアフリー 

障がいのある人などが社会生活をしていく上で、障壁（バリア）となるものを除去するこ

と。段差等の物理的な障壁だけでなく、制度的な障壁、文化・情報面の障壁、意識上の障壁

など、全ての障壁の除去という意味でも用いられる。 
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（１）地域力の強化   

 

【現状と課題】 

 

住み慣れた地域で安心して暮らすためには、互いに助け合おうとする気持ち

や地域全体で支え合うことが大切です。 

市民アンケートでは、隣近所と話す付き合いをしている人が 6 割以上となっ

ている一方で、「ほとんど近所付き合いをしない」「ほとんど顔も知らない」と

いう回答があり、特に 20 歳代、30 歳代で多くなっています。（市民アンケート

P69・問 11） 

若い年代も含めた全ての人々に地域活動への参加を促し、地域参加がしやす

い環境と、互いに支え合える環境づくりを進めることが必要です。 

 

 

①支え合う地域づくりの推進 

 住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、貴重な地域資源（※）との連携を

強化し、支え合いの地域づくりを進めます。 

 

※  地域資源とは、町内会・自治会、民生児童委員協議会（＊21）、防災・安心地域委員会（＊

22）、 健康づくり市民推進委員会（＊23）、社会福祉協議会、ふれあい福祉委員会（＊24）、

あきる野市高齢者クラブ連合会など、地域福祉活動を実践している団体や人々のことをい

います。 

 

 町内会・自治会への加入促進を図り、自分たちの住んでいる地域を自ら住み

よい環境にすることや、住民同士が助け合う地域づくりを推進します。 

 

 市や地域が行う事業に対し、小・中学生を含めた若い世代の参加を促します。 

 

 保健福祉サービスの充実とともに、多方面とのネットワークを構築し、地域

の中で支え合う体制や仕組みづくりを進めます。 

 

２ 基本目標２ 地域で助け合い、支え合う仕組みづくり 

り 
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 地域福祉活動を推進するため、その中心的な役割を担う社会福祉協議会の活

動を支援し、連携を図ります。 

 

 地域社会からの孤立を背景に、貧困や心身の障害、不安から生活困窮に陥っ

ている人と向き合い、必要なサービスへつなげる地域体制を推奨します。 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

あきる野市地域福祉活動計画【社会福祉協議会】 

 

【健康課】【生活福祉課】【地域防災課】 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊21）民生委員・児童委員（民生児童委員協議会） 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、福祉の相談助言活動

に従事する人をいう。さらに、民生委員は、児童福祉法における「児童委員」を兼ねており、

「民生委員・児童委員」とも呼ばれる。また、「民生委員・児童委員」からなる組織を「民生

児童委員協議会」と呼ぶ。 

 

（＊22）防災・安心地域委員会 

旧市町村単位の 7地区それぞれに組織された自主防災組織。町内会・自治会役員をはじめ、

民生委員・児童委員、消防団、防犯協会、交通安全協会、PTA等各種団体の代表者により構成

されている。 

 

（＊23）健康づくり市民推進委員会 

地域における健康づくり事業を総合的に推進し、市民の健康づくりを図るため、町内会・

自治会から推薦された委員で構成された組織 

 

（＊24）ふれあい福祉委員会 

   あきる野市社会福祉協議会で組織する町内会・自治会単位での地域福祉の充実を図ることを

目的とした組織 
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（２）見守り体制の充実  〔重点課題〕 

 

【現状と課題】 

 

高齢化や核家族化の進展などにより、支援が必要な人が増えていることから、

地域における見守り支援の充実が求められています。 

子どもから高齢者、障がい者まで、誰もが安心して暮らせるよう、地域での

組織づくりや関係機関と連携の図れるネットワークづくりが必要です。 

 

 

①見守りネットワークの充実 

 誰もが安心して暮らせるよう、地域住民や地域資源、関係機関との連携を強

化し、見守り体制の充実を図ります。 

 

 民生委員・児童委員（＊25）が中心となり、子育て中の母親の不

安や妊娠中の心配事などの相談・支援等を行います。 

 

 防災行政無線により、子どもたちの下校時の見守りを全市民に呼びかけます。 

 

 地域において子どもを守り、育てるため、地域子ども育成リーダーの養成を

図ります。 

 

 障がい者を介護する人が、緊急その他の理由により介護することができない

とき、日中の活動の場の確保と一時的な見守り事業等の支援を行います。 

 

 一人暮らしの高齢者等が、いつまでも住み慣れた地域で安心して生活できる

よう、各種事業者の協力を得て実施する見守り事業を推進します。 

 

 常時注意を要する高齢者や障がい者が緊急事態に陥ったときに、適切な支援

ができる見守り事業を推進します。 

 

 民生児童委員協議会が実施する、町内会・自治会と連携した高齢者の安否確

認の訪問や相談を支援します。 
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 社会福祉協議会が設置するふれあい福祉委員会（＊26）が中心となった、子

どもや障がい者、地域の高齢者へのふれあい活動を支援し、市民が安心して

暮らせるための声かけや見守り活動を進めます。 

 

 防災・安心地域委員会（＊27）が指定した見守り協力員が、見守りを希望す

る高齢者宅を訪問する「見守り事業」を推進します。 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子ども政策課】【子育て支援課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

 めざせ健康あきる野 21【健康課】 

 

【生活福祉課】【地域防災課】【社会福祉協議会】 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊25）民生委員・児童委員（民生児童委員協議会） 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、福祉の相談助言活動

に従事する人をいう。さらに、民生委員は、児童福祉法における「児童委員」を兼ねており、

「民生委員・児童委員」とも呼ばれる。また、「民生委員・児童委員」からなる組織を「民生

児童委員協議会」と呼ぶ。 

 

（＊26）ふれあい福祉委員会 

あきる野市社会福祉協議会で組織する町内会・自治会単位での地域福祉の充実を図ること

を目的とした組織 

 

（＊27）防災・安心地域委員会 

旧市町村単位の 7地区それぞれに組織された自主防災組織。町内会・自治会役員をはじめ、

民生委員・児童委員、消防団、防犯協会、交通安全協会、PTA等各種団体の代表者により構成

されている。 
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②虐待防止ネットワークの充実 

 要保護児童の早期発見や適切な対応及び予防のため、支援のネットワークの

中核機関である子ども家庭支援センター（＊28）の機能や体制及び関係機関

との連携を強化するとともに、支援内容の充実を図ります。 

 

 配偶者等からの暴力（ドメスティックバイオレンス）について、警察や専門

機関と連携を図り、専門相談員が適切に対応します。 

 

 高齢者や障がい者の権利擁護のため、虐待防止ネットワーク会議（＊29、 

＊30）により、市内の関係機関や民間団体等との連携協力体制を整備し、虐

待の相談や支援体制の充実を図ります。 

 

 妊娠から出産に至るまで、専門相談員が関係機関と連携を図りながら相談・

支援を行います。 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子育て支援課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

 

【健康課】 

 

 

～用語の説明～ 

（＊28）子ども家庭支援センター 

子どもの健やかな成長及び福祉の向上を図るため、子ども及び家庭に関する総合相談、子

育て支援サービスの調整、子育て講座の開催、子育てグループ等の育成及び支援を行う機関 

 

（＊29）高齢者虐待防止ネットワーク会議 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、養護者に

よる高齢者への虐待防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に行う

ため、関係機関や民間団体等で連携協力体制の強化を図るための会議 

 

（＊30）障害者虐待防止ネットワーク会議 

「障害者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、養護者

による障がい者への虐待防止、虐待を受けた障がい者の保護及び養護者に対する支援を適切

に行うため、関係機関や民間団体等で連携協力体制の強化を図るための会議 
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（１）相談・支援体制の充実   

  

【現状と課題】 

 

市民アンケートでは、高齢や病気などで日常生活が不自由になったときに相

談や支援を頼みたい相手として、「同居家族」の割合が最も高く、次いで「市役

所など」の割合が高くなっています。（市民アンケート P72・問 13） 

一方、5 年前に比べて「福祉に関する相談がしやすくなった（相談先・相談相

手が増えた）」と思っている人の割合は低くなっています。（市民アンケート

P84・問 28） 

このことからも、福祉や就労の相談についての窓口や支援体制を充実させる

必要があります。 

 

 

①相談窓口の充実 

 多種多様化した生活課題に対して、子ども、障がい者、高齢者に関する関係

機関が連携を図り、制度の狭間にある人への支援体制を構築していきます。 

 

 母子保健に関すること、子育てや家庭に関すること、障がい者の日常生活に

関すること、生活保護に関すること、高齢者の介護に関することなど、それ

ぞれの分野において専門性を要する相談窓口（※）の充実を図ります。 

 

※  地域包括支援センター（＊31）、障がい者就労・生活支援センター（＊32）、精神障害者

地域活動支援センター（＊33）、子ども家庭支援センター（＊34）などを含めた相談窓口。 

 

 平成27年1月施行の難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき、制度

の適正な運営を図るとともに、相談・支援体制の充実を図ります。 

 

 平成27年4月施行の生活困窮者自立支援法に基づき、就労や自立に関する相

談支援窓口を設置します。 

 

３ 基本目標３ 適切なサービスを提供できる体制づくり 

り 
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 社会福祉協議会が窓口となり、高齢者や障がい者などに対して、成年後見人

制度（＊35）の利用相談や判断能力の不十分な人の権利擁護事業に関する相

談などの支援を推進します。 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子育て支援課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

あきる野市地域福祉活動計画【社会福祉協議会】 

 

【生活福祉課】 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊31）地域包括支援センター 

介護保険法に基づき設置する地域住民の保健・福祉・医療の向上や虐待防止、介護予防マ

ネジメントなどを総合的に行う機関。あきる野市では、秋川地区と五日市地区それぞれに 1

か所ずつ設置されている。 

 

（＊32）障がい者就労・生活支援センター 

障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的に、就業及びこれに伴う日常生活、社

会生活上の支援を行う機関 

 

（＊33）精神障害者地域活動支援センター 

精神障がい者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的に、日常生活の支援

や地域交流活動等を総合的に行う機関 

 

（＊34）子ども家庭支援センター 

子どもの健やかな成長及び福祉の向上を図るため、子ども及び家庭に関する総合相談、子

育て支援サービスの調整、子育て講座の開催、子育てグループ等の育成及び支援を行う機関 

 

（＊35）成年後見人制度 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの人に対して、財産管理や身の回りの世

話のための介護サービスや施設への入所に関する契約、遺産分割の協議などを支援し、それ

らの人を保護する制度 
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あきる野市シルバー人材センター 障がい者就労・生活支援センター 

②就労の促進・生活困窮者への支援体制の整備 

 障がい者・高齢者・ひとり親などに対し、関係機関（ハローワーク、障がい

者就労・生活支援センター（＊36）、シルバー人材センターなど）と連携し

て、就労相談や訓練、指導を行える就労支援体制を構築し、就労の場の確保

に努めます。 

 

 「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき、国や東京都の動向を踏まえ、子

どもの将来が生まれ育った環境に左右されたり、貧困の連鎖に陥ることがな

いような対策を関係機関と連携を図って検討していきます。 

 

 生活保護世帯に対し、適切な保護を行うとともに、就労支援員による相談や

就労自立促進事業（＊37）の活用を推進するなど、被保護者の自立に向けた

支援を行います。 

 

 生活困窮者自立支援法（＊38）に基づき、生活保護に至る前の段階で自立支

援策の強化を図るため、関係部署やハローワークと連携し、自立相談支援事

業や住居確保給付金の支給等の支援体制を構築します。 
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関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子ども政策課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

 

【生活福祉課】 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊36）障がい者就労・生活支援センター 

障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的に、就業及びこれに伴う日常生活、社

会生活上の支援を行う機関 

 

（＊37）就労自立促進事業 

生活保護受給者を対象に、ハローワークと自治体の協定による連携を基盤としたチーム支

援方式により、支援対象者の就労による自立の促進を図る事業 

 

（＊38）生活困窮者自立支援法 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支

援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる法律（平

成 27 年 4月 1日施行） 
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（２）福祉サービスの充実及び体制の整備  〔重点課題〕 

 

【現状と課題】 

 

福祉における法律や制度は複雑化しています。制度に基づくサービス体制を

整備し、提供することはもちろんですが、その内容や地域での活動についても、

支援を必要とする人に行き渡るように情報発信することが大切です。 

また、多種多様化する課題やニーズに対応するためには、行政だけではなく、

市民・地域・企業・関連機関との連携を強化する必要があります。 

 

 

①各計画に基づくサービスの充実及びサービスを受けやすい体制づくり 

 各分野が策定している対象者別の計画に基づき、利用者の視点に立ったサー

ビスの提供をめざします。 

 

 多様化する地域の課題やニーズに対応するため、地域住民が主体となって行

われる地域活動に対して支援を行います。 

 

 町内会・自治会をはじめとした各団体の活動を広く市民に情報提供できるよ

う啓発に努めます。 

 

 市や社会福祉協議会が実施している福祉事業を広報紙やガイドブック、ホー

ムページ、メール配信サービスなどにより情報発信していきます。 

 

 福祉サービスにおける第三者評価を推進し、サービスの質の向上を図ります。 

 

 市民・地域・企業・市が協働で子育てを支え、子どもが健やかに成長するこ

とができる社会の実現をめざします。 

 

 質の高い幼児期の教育・保育を総合的に提供します。 

 

 保育の受入れ人数を増やし、待機児童の解消に努め

ます。 
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 子育てひろばの充実を図るなど、地域の子育てをしやすい環境づくりをめざ

します。 

 

 既存施設の弾力的な運用、公共施設等の有効活用及び関連部署との連携によ

り、量と質の確保を図りながら、学童クラブ事

業（放課後児童健全育成事業）（＊39）を充実さ

せます。 

 

 児童館について、施設の有効活用を図りながら

遊びや様々な活動を通して、子どもの成長を支援します。 

 

 障がい者や高齢者が、住み慣れた地域で生活できるよう、福祉専門職の能力

向上を図ります。 

 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子ども政策課】【子育て支援課】 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【保育課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

 

【生活福祉課】【社会福祉協議会】 

 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊39）学童クラブ事業（放課後児童健全育成事業） 

児童福祉法第 6 条の 3 第 2 項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小

学校に就学している児童(放課後児童)に対し、授業の終了後等に児童館等を利用して適切な

遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とした事業 
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人権教育（道徳授業風景） 

 

 

（１）地域保健福祉の意識向上  

 

【現状と課題】 

 

多くの人が福祉に関心を持ち、お互いを思いやり、理解を深めることで、誰

もが同じ地域の住民として、共に生きる社会をつくる必要があります。 

市民アンケートでは、5 年前と比べて、障がい者・高齢者への理解が深まった

かどうかの質問に対し、「かわらない」との回答が最も多いことから、人権や福

祉に関する意識を高めるとともに、福祉を担う人を育成していくことが必要で

す。（市民アンケート P84・問 28） 

 

 

①福祉教育及び心のバリアフリー化の推進 

 未来を担う子どもたちを地域で守り、育てる意識の醸成や活動を推進します。 

 

 障がい者等の生活やその環境を自らの問題として認識することや、特別扱い

することなく互いを尊重し合いながら社会参加に協力する「心のバリアフリ

ー（＊40）」を推進します。 

 

 認知症の人とその家族を支え、誰もが暮らしやすい地域をつくるため、認知

症への理解を深める講座を開催し、認知症高齢者の支援を推進します。 

 

 障がいのある幼児や児童・生徒が自らの能力を高め、生活や学習上の困難を

改善・克服するため、特別支援教育を推進します。 

 

 「総合的な学習の時間」や「道徳」の時間を中心に、福祉問題への理解を深

める学習を行います。 

  

4 基本目標 4 意識の醸成と担い手づくり 

り 
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関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子ども政策課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

あきる野市教育基本計画【指導室】 

 

 

 

～用語の説明～ 

（＊40）バリアフリー 

障がいのある人などが社会生活をしていく上で、障壁（バリア）となるものを除去するこ

と。段差等の物理的な障壁だけでなく、制度的な障壁、文化・情報面の障壁、意識上の障壁

など、全ての障壁の除去という意味でも用いられる。 

 

（２）人材育成の推進  〔重点課題〕 

 

【現状と課題】 

 

市民と協働のまちづくりを進める上で、その担い手やボランティアの存在は

不可欠です。 

しかし、市民アンケートの結果では、ボランティア活動に参加したことがあ

る人の割合は 3割程度と少なく、その理由として、「活動したいという気持ちは

あるが、仕事や家事が忙しくて時間がない」「活動したいという気持ちはあるが、

きっかけがつかめない」などの意見が多く見られます。（市民アンケート P75、

76・問 18、18-2） 

これらのことから、活動に参加しやすい環境の整備と、福祉に関する担い手

やボランティアの育成及び支援が必要です。  

 

 

①担い手の育成 

 健康福祉の各部署に専門職を配置し、市民からの多種

多様な相談に対応できるよう資質の向上に努めます。 
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 地域福祉の担い手として、誰もが活躍できるような機会をつくるために、各

種研修や勉強会を開催します。 

 

 ボランティアに関する情報を広報紙やホームページ等で発信し、多くの市民

が参加しやすい機会づくりに努めます。 

 

 福祉社会を支える人材を育成するために、各福祉分野の専門職をめざす実習

生等を積極的に受け入れるなど、担い手づくりに努めます。 

 

 公的な制度では対象とならない援助を必要とする世帯に在宅福祉サービス

を提供する中で、担い手である協力員の資質向上を図ります。 

 

 保健福祉事業における各種ボランティアを積極的に募るとともに、その育成

に努めます。 

 

 社会福祉協議会で設置しているボランティア・市民活動センターで、ボラン

ティア活動を希望する人に活動の場を提供します。また、ボランティアを必

要とする人に対し、ボランティアを紹介する仕組みを充実していきます。 

 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【子ども政策課】【子育て支援課】 

あきる野市子ども・子育て支援事業計画【保育課】 

あきる野市障がい者福祉計画【障がい者支援課】 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

あきる野市地域福祉活動計画【社会福祉協議会】 

 

【生活福祉課】 
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ボランティアコーナー 秋川ふれあいセンター 

②福祉ボランティアの支援 

 高齢化が進む中で、在宅による介護の増加が予測されることから、専門性を

有するボランティアの確保と育成について検討していきます。 

 

 健康づくり活動に参加する市民ボランティアの活動の場である「めざせ健康

あきる野 21推進会議」を中心に、継続的に活動することを推進します。 

 

 秋川ふれあいセンターをボランティア活動の拠点として、充実を図ります。 

社会福祉協議会では、市民参加による助け合い活動の実施やボランティア団

体などとの連携により、高齢者や障がい者、子育て中の親などが孤立しない

「市民の参加と支えあいによる福祉のまちづくり」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連計画・担当課 

 

あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画【高齢者支援課】 

めざせ健康あきる野 21【健康課】 

あきる野市地域福祉活動計画【社会福祉協議会】 
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