
第４章 施策の体系と取組展開                     

 
 

基本方針基本方針基本方針基本方針２.２.２.２.『『『『共共共共にににに支支支支ええええ合合合合うおうおうおうお互互互互いいいい様様様様のののの地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり』 』 』 』 

施策施策施策施策のののの柱                                   柱                                   柱                                   柱                                   

２２２２．．．．１ １ １ １ 地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの応援団応援団応援団応援団のののの確保 確保 確保 確保 

    住民が住み慣れた地域で安心して生活を送るため、地域に関心を持つ地域づくりの人材を

育成します。地域生活課題に気づき、その解決に向けて地域福祉活動に取り組める、環境の

整備を図ります。 

 

◇地域づくりを一部の特定の人に任せるのではなく、住民等が地域生活課題米を自らの課題と

して主体的に捉え、解決を試みることができることが求められます。そのために、住民や

自治公民館等の地縁組織を始め、ＮＰＯ法人、農商工等の組織を通じて、地域づくりに必

要な働き掛けやそれに携わる人への支援が必要です。 

◇地域福祉の担い手として、若年層の意識付けを図るとともに、福祉以外の分野の団体、企

業との協働を進めていく必要があります。 

◇社会福祉協議会のボランティアセンターの取組を発展させ、ボランティア活動を通じた地

域づくりのためのプラットフォーム※化が求められています。 

施策施策施策施策                                                                                                                                                    

２２２２．．．．１１１１．．．．１ １ １ １ 地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉をををを推進推進推進推進するするするする人材人材人材人材のののの発掘発掘発掘発掘とととと育成 育成 育成 育成 

        地域福祉を担う人材を確保するために、住民等の地域福祉活動への理解と関心を深め、

活動の担い手となるよう育成を推進します。 

 

住民住民住民住民のののの取組  取組  取組  取組  

□地域活動についての研修会や催し等に参加してみましょう。 

□自分のできることから地域のために行動してみましょう。 

地域地域地域地域のののの取組  取組  取組  取組  

□民生委員・児童委員は、関係機関との連携を図り、活動しやすい体制づくりに努めまし

ょう。 

□地域で実施されている活動を住民へ広く周知し、参加してもらえるよう工夫に努めまし

ょう。 

事業所等事業所等事業所等事業所等のののの取組  取組  取組  取組  

□地域の事業所や相談支援機関は、民生委員・児童委員が一人で課題を抱え込まないよう

に相談しやすい体制づくりを心掛け、民生委員・児童委員の活動の支援をするよう努め

ましょう。 

 

 

 

現状現状現状現状とととと課題 課題 課題 課題 

基本方針基本方針基本方針基本方針２２２２『『『『共共共共にににに支支支支ええええ合合合合うおうおうおうお互互互互いいいい様様様様のののの地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり』 』 』 』 

#
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行政行政行政行政・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの取組    取組    取組    取組    

(1) 地域福祉(1) 地域福祉(1) 地域福祉(1) 地域福祉をををを推進推進推進推進するするするする若年層若年層若年層若年層のののの人材人材人材人材のののの育成育成育成育成

№ 取  組  内  容 所 管 

59 まちづくり協議会の「子どもまち協※」によるボランティア活動の

展開 

ｺﾐｭﾆﾃｨ文化課 

60 学校や地域におけるボランティア活動の推進 ｺﾐｭﾆﾃｨ文化課、

社会福祉協議会 

61 福祉専門職を目指す実習生の円滑な受入れ 福祉部 

    

(2) 住民(2) 住民(2) 住民(2) 住民によるによるによるによる福祉及福祉及福祉及福祉及びびびび地域活動地域活動地域活動地域活動のののの推進推進推進推進 

№ 取  組  内  容 所 管 

62 地区社会福祉協議会による多様な人材の育成（生活援助員※・生活支

援員※・市民後見人※・有償ボランティア※等 ） 

社会福祉協議会 

 

63 生涯学習教室の指導者を発掘し、生涯学習の機会を充実 生涯学習課 

64 障がい者サロン活動※の中で障がい者自身が何らかの役割を担える

活動への支援 

福祉課 

65 ファミリー・サポート・センター※の機能充実のために援助会員養成 保育課、   

社会福祉協議会 

66 健康づくり会、食生活改善推進員※の活動支援、各種研修の充実 健康課 

    

(3) 地域活動(3) 地域活動(3) 地域活動(3) 地域活動のののの担担担担いいいい手手手手となるとなるとなるとなる自治公民館自治公民館自治公民館自治公民館へのへのへのへの加入促進 加入促進 加入促進 加入促進 

№ 取  組  内  容 所 管 

67 「都城市自治公民館加入及び活動参加を促進する条例」による自治公

民館加入や自治公民館活動への参加の推進 

ｺﾐｭﾆﾃｨ文化課 

 

68 都城宅地建物取引業協同組合と連携した自治公民館加入の促進 ｺﾐｭﾆﾃｨ文化課 

    

(4) 民生委員(4) 民生委員(4) 民生委員(4) 民生委員・・・・児童委員児童委員児童委員児童委員のののの確保確保確保確保とととと活動活動活動活動のののの充実充実充実充実    

№ 取  組  内  容 所 管 

69 民生委員・児童委員の確保及び活動支援と連携体制の拡充、地域の身

近な相談窓口としての資質向上と各種研修の実施 

福祉課、    

社会福祉協議会 

施策施策施策施策                                                                                                                                                    

２２２２．．．．１１１１．．．．２ ２ ２ ２ 寄附文化寄附文化寄附文化寄附文化のののの醸成醸成醸成醸成によるによるによるによる地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動のののの推進 推進 推進 推進 

        個人や企業等による寄附や寄贈の活動を推進し、地域福祉活動の財源確保を図ります。

また寄附文化の醸成に努めます。 

 

住民住民住民住民のののの取組  取組  取組  取組  

□地域福祉活動のための募金等活動に関心を持ち、活動に協力するよう努めましょう。 

地域地域地域地域・・・・事業所等事業所等事業所等事業所等のののの取組  取組  取組  取組  

□地域福祉活動の資金となる募金等に協力してもらえるよう工夫に努めましょう。 

 

 

                        

#
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行政行政行政行政・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの取組  取組  取組  取組  

(1) 地域福祉(1) 地域福祉(1) 地域福祉(1) 地域福祉のためにのためにのためにのために共同募金共同募金共同募金共同募金やファンドレイジングやファンドレイジングやファンドレイジングやファンドレイジング※※※※、、、、すこやかすこやかすこやかすこやか福祉基金福祉基金福祉基金福祉基金※※※※等等等等のののの活用活用活用活用    

№ 取  組  内  容 所 管 
70 赤い羽根共同募金運動の拡充やファンドレイザー※育成による財源

確保への取組支援の実施 

社会福祉協議会 

71 日本赤十字募金活動による地域支援活動への意識醸成と活動資金確

保の推進 

福祉課 

72 すこやか福祉基金の推進と積極的な活用 福祉課 

 

(2)    寄附活動寄附活動寄附活動寄附活動やややや社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動によるによるによるによる地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉へのへのへのへの関心関心関心関心のののの喚起 喚起 喚起 喚起 

№ 取  組  内  容 所 管 

73 個人や企業の社会貢献活動の推進に向け研修等の実施 社会福祉協議会 

74 赤い羽根共同募金運動について、多様な募金活動や地域生活課題に対

応する助成の実施 

社会福祉協議会 

75 遺贈※の仕組みの確立による、寄附者の意思を反映した地域福祉活動

への財源の有効活用 

社会福祉協議会 

施策施策施策施策                                                                                                                                                    

２２２２．．．．１１１１．．．．３ ボランティア・３ ボランティア・３ ボランティア・３ ボランティア・市民活動市民活動市民活動市民活動のののの活性化活性化活性化活性化とととと拡充 拡充 拡充 拡充 

住民が気軽にボランティア・市民活動に参加できるよう、情報発信や養成講座等を実施

し、住民の自発的な活動を支援します。 

住民住民住民住民のののの取組  取組  取組  取組  

□住民主体の福祉活動を立ち上げる場合は、ボランティアセンターに相談してみましょ

う。 

□地域の活動やボランティア活動に関心を持ち、参加するよう努めましょう。 

□小・中学生や、高校生などは、地域での清掃や福祉施設での支援活動などのボランティ

ア活動に積極的に参加するよう努めましょう。 

□大学生などは、学生ボランティア（災害による被災地支援、福祉分野、社会教育、子ど

もとの交流や支援等）に積極的に参加するように努めましょう。 

地域地域地域地域のののの取組  取組  取組  取組  

□地域で実施されているボランティア活動を住民へ広く周知し、参加してもらえるよう工

夫に努めましょう。 

事業所等事業所等事業所等事業所等のののの取組  取組  取組  取組  

□従業員が研修会やボランティア活動に参加しやすいよう配慮に努めましょう。 

行政行政行政行政・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの取組  取組  取組  取組  

(1) ボランティアの(1) ボランティアの(1) ボランティアの(1) ボランティアの養成養成養成養成とととと活動支援 活動支援 活動支援 活動支援 

№ 取  組  内  容 所 管 
76 

● 

専門ボランティア人材育成講座、地域福祉リーダー養成講座、地域福

祉サポーター養成講座、食生活改善推進員養成講座等の研修の実施に

よるボランティア担い手の養成と活動の推進 

健康課、   

社会福祉協議会 

 

77 15 地区社会福祉協議会のボランティアセンター機能の充実 社会福祉協議会 

78 住民による生活支援サービスや有償サービスの創出 介護保険課、  

社会福祉協議会 

#
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79 ボランティアフェスティバルを始めとした様々な場面でのボランテ

ィアやＮＰＯ法人等の活躍の場の創出 

社会福祉協議会 

80 学習会や情報発信による企業やシルバー世代が取り組むボランティ

ア活動の推進 

福祉課、   

社会福祉協議会 

81 各地区での防災・減災※等の学習の支援及び災害時に動ける市民ボラ

ンティアの養成 

危機管理課、  

社会福祉協議会 

    

(2) 市民公益活動等(2) 市民公益活動等(2) 市民公益活動等(2) 市民公益活動等のののの推進 推進 推進 推進 

№ 取  組  内  容 所 管 
82 

● 
市民公益活動支援事業、中間支援によるＮＰＯ法人等活動支援の実施 ｺﾐｭﾆﾃｨ文化課    

 

(3)    ボランティア・ボランティア・ボランティア・ボランティア・市民活動市民活動市民活動市民活動のののの情報発信情報発信情報発信情報発信によるによるによるによる活躍活躍活躍活躍のののの場場場場のののの展開 展開 展開 展開 

№ 取  組  内  容 所 管 

83 ボランティアコーディネーターの配置による活動支援  社会福祉協議会    

84 ＮＰＯ法人の活動周知や情報発信、ＮＰＯ法人活動との連携体制整備 ｺﾐｭﾆﾃｨ文化課、    

社会福祉協議会 

 

◆◆◆◆このこのこのこの施策施策施策施策のののの柱柱柱柱におけるにおけるにおけるにおける取組指標 取組指標 取組指標 取組指標 

○「地域福祉の応援団の確保」における指標は次の取組とします。 

①地域で活動するボランティア人材の養成講座の開催回数／取組主体：社会福祉協議会 

取組№ 基準値(平成 30(2018)年度) 目標(令和 3(2021)年度) 目標(令和 6(2024)年度) 

76 ３回 ６回 ８回 

     

②地域資源であり、地域の支援団体にもなり得るＮＰＯ法人等の活動団体に市民公益活

動支援事業により支援する事業数／取組主体：コミュニティ文化課 

取組№ 基準値(平成 30(2018)年度) 目標(令和 3(2021)年度) 目標(令和 6(2024)年度) 

82 １７事業 ２０事業 ２０事業 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#
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施策施策施策施策のののの柱                                   柱                                   柱                                   柱                                   

２２２２．．．．２ ２ ２ ２ 地域地域地域地域でつながるでつながるでつながるでつながる機会機会機会機会のののの充実 充実 充実 充実 

住民同士のつながりが希薄化する中、地域で交流できる場が充実することで、住民同士の

安否確認や見守りにつながります。そのような地域でつながる場、機会の充実を図ります。  

 

◇地域生活課題を早期に発見し、適切な対応を行うために、課題を抱えた住民のみならず、

誰もが気軽に立ち寄り交流を図ることができる場や、住民と福祉分野等の専門職が話し合

う場ともなる地域の拠点が求められています。 

◇住民が「支える側」と「支えられる側」という画一的な関係性に陥ることがないよう社会

参加を進め、それぞれの活動を通じて地域における活躍の場を確保する必要があります。 

◇核家族化により独居世帯が増加する中、公民館加入率も低下しており、地域のつながりが

希薄化してきています。地域では、災害発生時等に備えて市や自主防災組織及び事業所等

と協働で避難支援対象者の情報把握に努め、地域全体で避難支援できる体制づくりに取り

組むことが求められます。また、住民自らも日頃から地域において顔の見える関係づくり

が必要です。 

施策施策施策施策                                                                                                                                                    

２２２２．．．．２２２２．．．．１ １ １ １ 地域交流地域交流地域交流地域交流をををを促進促進促進促進するするするする「「「「居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり」」」」のののの推進推進推進推進                                                                                                                                            

        事業所等や公民館等の既存施設を活用しながら、サロン活動※やこけないからだづくり講

座の実施などの住民の集う「居場所づくり」を目指します。 

 

住民住民住民住民のののの取組  取組  取組  取組  

□各種サロン※活動や地域のイベントに参加するよう努め、隣近所にも参加の声掛けをす

るよう努めましょう。 

□参加するだけでなくその中で自分にできることを見つけましょう。 

地域地域地域地域のののの取組取組取組取組  

□子どもから高齢者まで、多世代が集まる地域の居場所づくりに努めましょう。 

 □自治公民館、民家等を活用した各種サロン活動の開催について検討しましょう。 

□多文化のことを理解し、外国人住民との交流の場づくりの検討に努めましょう。 

事業所等事業所等事業所等事業所等のののの取組  取組  取組  取組  

□地域の交流活動やボランティア活動、ＮＰＯ法人活動等をする場として、可能な範囲で

会場の提供をするなど努めましょう。 

□誰もが安心して利用でき、参加しやすい居場所づくりや交流活動の実施に努めましょう。 

    

    

    

    

現状現状現状現状とととと課題 課題 課題 課題 

#
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行政行政行政行政・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの取組 取組 取組 取組 

(1) 地域(1) 地域(1) 地域(1) 地域のののの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして誰誰誰誰もがもがもがもが集集集集えるえるえるえる居場所居場所居場所居場所づくりのづくりのづくりのづくりの支援 支援 支援 支援 

№ 取  組  内  容 所 管 

85 地区社会福祉協議会の事務局の拠点づくり 福祉課、    

生涯学習課      

社会福祉協議会    

86 各地区活動としての地区公民館、自治公民館、民家を活用した各種サ

ロン活動の推進と活動支援 

福祉課、介護保

険課、建築課、    

生涯学習課、    

社会福祉協議会 

87 障害者等日中活動支援事業（ぽかぽかサロン）、都城市地域活動支援

センターⅠ型事業※等による居場所づくり推進 

福祉課 

88 高齢者の居場所づくりと役割創出に向け高齢者クラブ活動助成事業

や健康増進施設利用助成事業の推進 

福祉課 

89 

● 

こけないからだづくり講座や健診（検診）※、健康づくり会活動によ

る健康増進と併せた地域交流の場の創出と活動推進 

健康課、   

介護保険課 

90 各地区社会福祉協議会等が関係機関の協力を得ながら住民を対象と

した多文化の理解のための研修や外国人住民との交流の場づくりに

向け検討 

国際化推進室、

社会福祉協議会 

 

(2) 誰(2) 誰(2) 誰(2) 誰もがもがもがもが利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい居場所居場所居場所居場所づくりのづくりのづくりのづくりの推進 推進 推進 推進 

№ 取  組  内  容 所 管 

91 誰もが安心して参加できるイベントやサロン活動の実施に向け取組

検討 

社会福祉協議会    

92 福祉のまちづくり条例による誰もが安心して利用できる施設づくり

に向けた意識の醸成 

福祉課 

 

93 地区公民館、体育館のバリアフリーへの対応と避難所への対応支援 

 

危機管理課、 

教育総務課、  

ｽﾎﾟｰﾂ振興課、 

生涯学習課 

施策施策施策施策                                                                                                                                                

２２２２．．．．２２２２．．．．２ みんなで２ みんなで２ みんなで２ みんなで支支支支ええええ合合合合うううう生活支援生活支援生活支援生活支援のためののためののためののための体制体制体制体制づくり  づくり  づくり  づくり  

住み慣れた地域で安心して生活するための支援体制づくりにおいて住民が活躍できる場

を創出します。 

 

住民住民住民住民のののの取組  取組  取組  取組  

□地域のボランティア活動やボランティア養成講座に参加して、得られた知識や技術を家

族や身近な人と共有するよう努めましょう。 

□近所の困っている人や支援の必要な人等にひと声掛けてみましょう。 

□必要に応じて地区社会福祉協議会等の地域組織と連携・協力しながら対応するよう努め

ましょう。 

地域地域地域地域のののの取組  取組  取組  取組  

□民生委員・児童委員は、見守り活動を通じて地域生活課題の把握に努めましょう。  

□地区社会福祉協議会等の地域の組織は、支援の必要な人の把握に努めましょう。 

□地域の支援体制づくりに向け研修会や話し合いの場を持ち、周知するよう努めましょう。 

#
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事業所等事業所等事業所等事業所等のののの取組  取組  取組  取組  

□地域活動等に参画し、連携・協力できる活動に取り組むよう努めましょう。 

□住民の生活支援のための活動に取り組むよう努めましょう。 

□住民の孤独死防止に向けた見守り支援活動に、積極的に参加するよう努めましょう。 

行政行政行政行政・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの取組 取組 取組 取組 

(1) 地域活動(1) 地域活動(1) 地域活動(1) 地域活動のののの組織体制組織体制組織体制組織体制づくりのづくりのづくりのづくりの促進 促進 促進 促進 

№ 取  組  内  容 所 管 

94 自主防災組織リーダー研修や各種講座による共助意識の醸成と、リー

ダー育成による地域支援体制の推進 

危機管理課    

95 各地域の地域福祉座談会等による地域生活課題の発見・共有と地域活

動への展開 

社会福祉協議会 

(2) 住民(2) 住民(2) 住民(2) 住民のののの活躍活躍活躍活躍のののの場場場場のののの創出創出創出創出によるによるによるによる地域活動地域活動地域活動地域活動のののの活性化活性化活性化活性化のののの促進促進促進促進    

№ 取  組  内  容 所 管 

96 地域独自による友愛訪問や見守り活動の機会の確保による地域づく

りの推進 

福祉課、   

社会福祉協議会    

97 地域での世代間交流や小・中学校との交流・伝承活動など地域づくり

への参加の促進 

ｺﾐｭﾆﾃｨ文化課、 

学校教育課、  

生涯学習課、   

社会福祉協議会 

    

(3) 企業等(3) 企業等(3) 企業等(3) 企業等のののの地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献によるによるによるによる活動活動活動活動のののの場場場場のののの推進 推進 推進 推進 

№ 取  組  内  容 所 管 

98 みやざき地域見守り応援隊※やみやこのじょう地域見守り応援隊※、

包括連携協定※を締結した民間事業者等との連携による孤独死防止

に向けた連携体制拡充 

福祉課、   

総合政策課、    

社会福祉協議会 

 

(4) 住民(4) 住民(4) 住民(4) 住民がががが支支支支えあうえあうえあうえあう体制体制体制体制のののの整備 整備 整備 整備 

№ 取  組  内  容 所 管 

99 高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備のための生活支援

コーディネーターによる地域生活課題の把握と支援体制に向けての

活動の推進 

介護保険課、 

社会福祉協議会    

100 住民主体で実施する生活おたすけサービス※（高齢者の日常生活支

援）の推進 

介護保険課 

101 住民有償ボランティアによる地域支援体制の推進 社会福祉協議会 

102 民生委員・児童委員による見守り活動や寄り添い訪問への支援 

 

福祉課、   

社会福祉協議会 

103 地域住民への制度の狭間※の課題等への対応も含めた伴走型支援に

向けた多様なケア・支え合う関係性の構築 

福祉課、   

社会福祉協議会 

104 地域住民による見守り支援体制づくりに向け認知症サポーター養成

の推進 

介護保険課 

105 地域福祉活動推進のための出前講座の実施 福祉課 

    

    

#
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施策施策施策施策                                                                                                                                                    

２２２２．．．．２２２２．．．．３ ３ ３ ３ 地域防災地域防災地域防災地域防災のののの体制体制体制体制づくりにおけるづくりにおけるづくりにおけるづくりにおける支援 支援 支援 支援 

        災害時の避難支援を円滑に行うために、地域の自主防災組織や公民館等による避難行動

要支援者※等への日頃からの見守り支援体制づくりを推進します。 

 

住民住民住民住民のののの取組  取組  取組  取組  

□災害に備えて家族と避難場所や支援者について話し合い、隣近所と互いに声を掛け合い

助け合える関係を構築しましょう。 

地域地域地域地域のののの取組      取組      取組      取組      

□災害に備えて地域の避難支援の必要な人の把握と、地域でできる支援体制について検討

しましょう。 

□自治公民館、消防団、自主防災組織等は、災害が発生した時の要支援者への支援のため

に具体的な役割分担について話し合いましょう。    

事業所等事業所等事業所等事業所等のののの取組  取組  取組  取組  

□事業継続計画（ＢＣＰ）※を策定し、被害の予防、軽減を図りましょう。 

 □日頃から、災害時に地域へ支援協力できる体制を備えましょう。 

行政行政行政行政・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの取組 取組 取組 取組 

(1) 避難行動要支援者等(1) 避難行動要支援者等(1) 避難行動要支援者等(1) 避難行動要支援者等のののの支援体制支援体制支援体制支援体制づくり づくり づくり づくり 

№ 取  組  内  容 所 管 

106 要配慮者※利用施設における避難確保計画※作成のための支援 危機管理課    

107 民生委員・児童委員や自治公民館、消防団、自主防災組織、社会福祉

協議会、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、障がい者相談

支援事業所、障がい者・高齢者福祉サービス提供事業所の協力によ

る避難行動要支援者の避難支援体制整備の拡充に向け検討 

危機管理課、 

福祉課、   

介護保険課、    

社会福祉協議会 

 

(2) 災害時(2) 災害時(2) 災害時(2) 災害時にににに助助助助けけけけ合合合合えるえるえるえる地域地域地域地域のののの関係関係関係関係づくりのづくりのづくりのづくりの推進 推進 推進 推進 

№ 取  組  内  容 所 管 

108 自主防災組織リーダー研修や各種講座による共助意識の醸成とリー

ダー育成による防災体制構築の推進 

危機管理課    

109 共助体制に向けての自主防災組織結成促進への支援と自主防災組織

による避難支援活動の推進 

危機管理課 

110 

● 

避難行動要支援者名簿を活用した住民の自発的な日頃からの支援体

制づくりに向け「地域見守りマップ（仮称）」作成による意識の醸成

と体制づくりの推進 

福祉課、   

社会福祉協議会 

    

    

    

    

    

#
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◆◆◆◆このこのこのこの施策施策施策施策のののの柱柱柱柱におけるにおけるにおけるにおける取組指標 取組指標 取組指標 取組指標 

○「地域でつながる機会の充実」における指標は次の取組とします。 

①地域交流の場となる「こけないからだづくり講座」の開催箇所数          

／取組主体：介護保険課 

取組№ 基準値(平成 30(2018)年度) 目標(令和 3(2021)年度) 目標(令和 6(2024)年度) 

89 ２３３か所 ２５０か所 ２５０か所 

     

②災害時の地域の支援体制づくりのための避難行動要支援者名簿の提供（協定締結） 

団数／取組主体：福祉課 

取組№ 基準値(令和元(2019)年度)見込) 目標(令和 3(2021)年度) 目標(令和 6(2024)年度) 

110 ３団体 ９団体 １５団体 
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◆避難行動要支援者名簿登録避難行動要支援者名簿登録避難行動要支援者名簿登録避難行動要支援者名簿登録によるによるによるによる地域地域地域地域のののの支援体制支援体制支援体制支援体制（（（（イメージイメージイメージイメージ）））） 

 

    

 

 

 

 

 

 

《 《 《 《 地域見守地域見守地域見守地域見守りマップづくりのりマップづくりのりマップづくりのりマップづくりの取組取組取組取組》 》 》 》 

 西岳地区地域支西岳地区地域支西岳地区地域支西岳地区地域支えあいえあいえあいえあい見守見守見守見守りマップづくりのりマップづくりのりマップづくりのりマップづくりの様子 様子 様子 様子 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自治公民館役員、民生委員・児童委員等で 

集まって、「気になる人」の情報共有を行いま 

した。 

○避難所への避難支援が必要な人等をマップ 

上に印をし、場所の把握の確認と情報共有を 

行いました。 

イメージ図 

#
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施策施策施策施策のののの柱                                   柱                                   柱                                   柱                                   

２２２２．．．．３ ３ ３ ３ 生活困窮者支援生活困窮者支援生活困窮者支援生活困窮者支援のののの充実 充実 充実 充実 

    生活に困窮している人に対し、社会的孤立の防止や社会参加、自立に向けて支援します。

また、子どもの貧困対策の充実を図ります。 

 

◇生活に困窮している人の状況は、高齢、障がい、病気、多重債務、社会的な孤立などの生活

課題を複合的に抱えている場合が多く、そのことは、地域で生活している外国人も同様の

場合も有り、深刻化する前の早期の段階で支援を行う必要があります。 

◇一般就労に対応できないなど、多様性を持つ人への支援が必要となっています。その他、

生活を立て直す自立支援プログラム※や、地域での支援も不足しています。 

◇ひとり親世帯が増加しており、生活に苦しいと感じている実態や、子どもの７人に１人が

貧困状態（相対的貧困）という状況が見られます。また、子どもの学習習慣などから見え

る、家庭全体が抱える課題への気付きや更なる支援への取組が求められています。 

◇経済的に厳しい状況にある子どもが、将来の夢や希望を持っていきいきと成長するために

は、ライフステージに応じて切れ目のない支援を行う子育て・教育・生活・就労までの相

談支援体制を構築していくことが必要です。 

◇貧困の連鎖を断ち切るためには、家庭の生活状況に関わらず、すべての子どもが必要な教

育を受けられる学習支援や就学支援の充実を図ることが必要です。 

施策施策施策施策                                                                                                                                                    

２２２２．．．．３３３３．．．．１ １ １ １ 生活困窮者生活困窮者生活困窮者生活困窮者のののの孤立孤立孤立孤立のののの予防予防予防予防とととと支援支援支援支援のののの充実 充実 充実 充実 

        地域の住民や社会福祉法人等と連携して、生活困窮者の状況に応じた支援を継続的に行

うことで、孤立の予防を図り、社会参加と自立を促進します。 

 

住民住民住民住民のののの取組  取組  取組  取組  

 □隣近所で生活に困っている様子が見られたら、民生委員・児童委員や地区社会福祉協議

会等に、まずは相談してみましょう。 

□支援を受けている人も、地域のサロン活動などに参加してみましょう。 

地域地域地域地域のののの取組  取組  取組  取組  

□地域で取り組まれているサロン活動などを、孤立しそうな人を始め、多くの住民に周知 

しましょう。 

 □生活に困っている人がいたら、生活自立相談センター※など専門機関につなぎましょう。 

 □困っている人のために、何か地域でできることに、取り組んでみましょう。 

 □フードバンク※の取組に、積極的に無理のない範囲で住民に協力を働き掛けてみましょう。 

 

 

 

現状現状現状現状とととと課題 課題 課題 課題 

#
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事業所等事業所等事業所等事業所等のののの取組  取組  取組  取組  

 □企業等は、フードバンク等の取組に対して、積極的に無理のない範囲で支援しましょう。 

□社会福祉法人等は、みやざき安心セーフティネット事業※への取組に積極的に協力しまし

ょう。 

□社会福祉法人は、地域生活課題に向き合い、相談支援機関と連携しながら、解決に向け

て取り組みましょう。 

 □生活に困窮している人の自立に向け、相談支援機関と連携して支援するよう努めましょ

う。 

行政行政行政行政・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの取組 取組 取組 取組 

(1) 生活困窮者(1) 生活困窮者(1) 生活困窮者(1) 生活困窮者がががが自立自立自立自立するためのするためのするためのするための支援 支援 支援 支援 

№ 取  組  内  容 所 管 

111 生活自立相談センターの生活困窮者の自立した生活に向け相談支援

や支援プラン作成への体制強化 

社会福祉協議会    

112 生活自立相談センターの任意事業による就労準備支援事業※や家計

改善支援事業※実施による体制強化の検討 

福祉課、    

社会福祉協議会 

113 地域の関係者で解決を検討する地域生活支援会議の開催や生活困窮

者自立支援事業による支援体制の構築    

福祉課、   

社会福祉協議会 

114 住民と社会福祉法人等が一体となった地域貢献連絡協議会※の設置

と生活困窮者支援や社会貢献の在り方の協議の場づくり 

社会福祉協議会 

115 

● 
地域におけるフードバンクの取組推進 社会福祉協議会 

116 公共職業安定所による生活困窮者への求職支援の活用 保護課 

117 ふるさと育成協議会※による経済的困難等を抱える世帯の子どもの

進学や就職支援への取組との連携 

総合政策課 

118 地域生活課題のテーマに沿った就労への準備支援である「みやこん

ジョブセミナー※」の開催継続と受講者の拡充  

社会福祉協議会  

119 多機関協働包括的支援体制構築事業による各専門機関と連携の仕組

みの強化と民間サービスの活用等を含めた支援の充実 

社会福祉協議会 

120 ひとり親が就職に有利な資格を取得するため、養成機関へ通うため

の経費を補い、生活の安定を図るための給付金を支給 

こども課 

121 庁内連絡会と生活自立相談センターとの連携体制整備 福祉課    

社会福祉協議会 

122 都城地域生活保護受給者等就労自立促進事業協議会※に所属する関

係機関と連携しながら、効果的・効率的な就労支援の実施  

保護課 

123 市と宮崎労働局による一体的実施事業に基づき設置された「みやこ

のじょう福祉就労支援コーナー」における職業相談及び職業紹介の

実施 

保護課 

施策施策施策施策                                                                                                                                                

２２２２．．．．３３３３．．．．２ ２ ２ ２ 子子子子どものどものどものどもの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策、、、、学習支援学習支援学習支援学習支援、、、、生活支援生活支援生活支援生活支援のののの推進 推進 推進 推進 

生活に課題を抱える世帯に対して、子育てを支援します。子ども等の居場所づくりや貧

困の連鎖の防止のため、住民による学習支援や食育等の生活支援を推進します。 

 

住民住民住民住民のののの取組  取組  取組  取組  

 □学習支援や子ども食堂、サロン等の活動に、サポーターなどのボランティアとして積極

的に協力しましょう。 

#

69



第４章 施策の体系と取組展開                     

 
 

地域地域地域地域のののの取組  取組  取組  取組   

 □民生委員・児童委員は、見守り活動などを通じて、生活に課題を抱える世帯の子どもな

どの把握に努めましょう。 

 □社会福祉法人やＮＰＯ法人等の学習支援の取組に積極的に協力するように努めましょう。 

事業所等事業所等事業所等事業所等のののの取組  取組  取組  取組  

 □専門機関の相談窓口の相談しやすい体制をつくり、課題の早期発見のための職員の資質

向上に努め、総合相談マニュアルを活用するなど関係機関につなぎましょう。 

 □社会福祉法人やＮＰＯ法人等は、地域貢献の一環として学習支援の取組に協力するよう

努めましょう。 

 □学校は、地域で行う子どもの生活や学習支援等の活動の取組に連携するように努めまし

ょう。 

行政行政行政行政・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの取組 取組 取組 取組 

(1) 地域(1) 地域(1) 地域(1) 地域におけるにおけるにおけるにおける子子子子どものどものどものどもの生活生活生活生活・・・・学習学習学習学習のののの支援 支援 支援 支援 

№ 取  組  内  容 所 管 

124 子育て支援に関する地域活動の実施を支援する子どもスマイル助成

金※やこども基金※活用事業補助金の活用を推進 

こども課、  

社会福祉協議会    
125 

● 

学習支援の場づくり、学習支援サポーターの養成など、子どもの学

習習慣や食育を含む生活習慣を育む取組の推進 

こども課、  

社会福祉協議会 

126 子どもカフェ、子ども食堂など子どもを中心とした居場所の整備    社会福祉協議会 

 

(2) 子(2) 子(2) 子(2) 子どものどものどものどもの就学等就学等就学等就学等のののの支援 支援 支援 支援 

№ 取  組  内  容 所 管 

127 就学困難な児童・生徒の保護者への学用品費等必要な援助支援の実

施 

学校教育課、 

社会福祉協議会    

128 大学等への進学を支援する「進学準備給付金」制度による、生活保護

世帯の子どもの自立を支援 

保護課 

◆◆◆◆このこのこのこの施策施策施策施策のののの柱柱柱柱におけるにおけるにおけるにおける取組指標 取組指標 取組指標 取組指標 

○「生活困窮者支援の充実」における指標は次の取組とします。 

①生活困窮者の支援のためのフードバンク収集量／取組主体：社会福祉協議会 

取組№ 基準値(平成 30(2018)年度) 目標(令和 3(2021)年度) 目標(令和 6(2024)年度) 

115 ３７３㎏ ４００㎏ ４５０㎏ 

     

②子どもの学習支援等の実施箇所数／取組主体：社会福祉協議会、こども課 

取組№ 基準値(平成 30(2018)年度) 目標(令和 3(2021)年度) 目標(令和 6(2024)年度) 

125 １２か所 １５か所 １６か所 
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◆◆◆◆都城市都城市都城市都城市のののの生活困窮者生活困窮者生活困窮者生活困窮者へのへのへのへの支援体制支援体制支援体制支援体制（（（（イメージイメージイメージイメージ） ） ） ） 

 

  

 

《 《 《 《 みやこんジョブセミナーのみやこんジョブセミナーのみやこんジョブセミナーのみやこんジョブセミナーの取組取組取組取組》 》 》 》 

社会福祉協議会に設置している「生活自立相談センター」では、就労支援の一環としてセ

ミナーを開催しています。  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆◆◆◆ セミナーのセミナーのセミナーのセミナーの開催内容開催内容開催内容開催内容のののの例 例 例 例 

○面接攻略のポイント講座！ 

○長く仕事を続けられるために！ 

○高感度がアップする履歴書の書き方！ 

○基本的な生活リズムの大切さ！ 

○キャリアアップを目指して！ 

○企業紹介・見学！ など 

◆対象者対象者対象者対象者・・・・取組取組取組取組のののの目指目指目指目指すもの すもの すもの すもの 

個人の適正や能力に応じた仕事探しが苦手な方や、周囲との人間関係が上手くいか

ずに離職を繰り返す方など、就労前に必要な準備や定着に向けて大切なことを一緒に

考え、安定した生活に繋げていくための機会として実施しています。 

 

①セミナーの様子 

③セミナーの様子 

②セミナーの様子

３回シリーズ 

１回２時間程度 
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