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第５章 計画の進行管理                       

 
  

    

    

（1） （1） （1） （1） 計画計画計画計画のののの進行管理進行管理進行管理進行管理（（（（評価評価評価評価、、、、見直見直見直見直しししし） ） ） ） 

 本計画の推進のためにＰＤＣＡサイクル（計画、実行、評価、見直し）の考え方に基づい

て、効果的な取組が実施されているか点検し、必要に応じて取組の見直しを行っていきま

す。 

計画の達成状況の確認をするため、施策の柱ごと、重点的な目標に対して指標を設けまし

た。 

指標で示した数は、市民意識調査等の結果や取組の実績により把握するため、単に数字と

してのみの表示となりますが、本計画では、その数字に至るまでの過程や取組の内容の成果

を踏まえて評価することを目指します。 

中間評価は、計画期間の３年目の令和４（2022）年度に策定委員により行われます。 

また、地域の取組の進行管理は、毎年実施する 15 地区全体の事業目標と進捗度合の実績

報告で行います。行政・社会福祉協議会の取組の各項目に関しては、毎年３段階評価による

確認を行い、本計画のワーキンググループに報告し、意見・評価と情報共有を行い、施策の

継続的な推進を図ります。 

 

             

 

（2） （2） （2） （2） 計画計画計画計画のののの周知 周知 周知 周知 

    地域福祉は、行政だけでなく、住民の取組、地域の取組、事業者等の取組など全ての取組

が連携することで推進されます。推進に向けて情報を共有し共通の理解に努めることが必要

です。そのため、市の広報やホームページ、研修会などを活用して、計画を広く周知してい

きます。 

1 計画1 計画1 計画1 計画のののの進行管理 進行管理 進行管理 進行管理 
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２ ２ ２ ２ 都城市地域福祉計画策定委員会等設置要綱 都城市地域福祉計画策定委員会等設置要綱 都城市地域福祉計画策定委員会等設置要綱 都城市地域福祉計画策定委員会等設置要綱 

 

都城市地域福祉計画策定委員会等設置要綱 

 （設置) 

第１条 市における３期目の都城市地域福祉計画(以下「新地域福祉計画」と

いう。)の策定に向けて、市長の諮問に応じ、市及び社会福祉協議会の公・

民協働により、市民及び保健・医療・福祉等関係者の参画のもとに協議、

提案を行うシステムからなる都城市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委

員会」という。)を設置する。 

  (所掌事項) 

第２条 策定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 新地域福祉計画の策定に関すること。 

(２) ２期目の計画及び新地域福祉計画の評価に関する事項 

(３) その他新地域福祉計画の策定及び評価に関して必要な事項に関 

すること。 

 (組織) 

第３条 策定委員会は、委員 25 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうち

から、市長が委嘱又は任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 市民関係団体の代表 

(３) 関係官公署の職員 

(４) 保育・教育関係団体の代表 

(５) 保健・医療関係団体の代表 

(６)  福祉活動者・団体等の代表 

(７) まちづくりに関係する団体の代表 

(８)  地域住民の代表 

(９)  前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者 

  (委員の任期) 

第４条 策定委員会及び地区策定委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日

から平成 35 年３月 31 日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

 (役員) 

第５条 策定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、委員の中から互選により選出する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

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 

が欠けたときは、その職務を代理する。 
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(会議) 

第６条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長

となる。 

２ 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、 

その意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

 

(専門部会) 

第７条 策定委員会は、第２条に掲げる所掌事項の検討を行うため、専門部

会を置くことができる。 

 

(成果の報告) 

第８条 委員長は、策定委員会の所掌事項に係る成果等を取りまとめたとき

は、遅滞なくこれを市長へ報告するものとする。 

 

(提携) 

第９条 市は、都城市社会福祉協議会と提携し、新地域福祉計画の策定及び

策定委員会の協議に当たり、事務を協働する。 

 

(事務局 ) 

第 10 条 策定委員会の事務局は、福祉部福祉課に置く。 

 

附  則  

(施行期日) 

１ この要綱は、平成 30 年９月 26 日から施行する。 

(失効期日) 

２ この要綱は、平成 35 年３月 31 日にその効力を失う。 

(経過措置) 

３ この要綱の施行日以後最初に召集される委員会の会議は、第７条  

第 1 項の規定にかかわらず市長が召集するものとする。 

附  則（平成 31 年３月 22 日） 

この要綱は、平成 31 年３月 22 日から施行し、改正後の都城市地域福祉計

画策定委員会等設置要綱は、平成 30 年９月 26 日から適用する。 
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３ ３ ３ ３ 都城市地域福祉計画策定都城市地域福祉計画策定都城市地域福祉計画策定都城市地域福祉計画策定ワーキンググループワーキンググループワーキンググループワーキンググループ設置規程設置規程設置規程設置規程    
 

都城市地域福祉計画策定ワーキンググループ設置規程 

（設置） 

第 1 条 都城市地域福祉計画（以下「地域福祉計画」という。）を策定するため、都城市地域

福祉計画策定ワーキンググループ（以下「グループ」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 グループの所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

(１) 地域福祉計画の策定に係る調査・研究・立案に関すること。 

(２) 都城市地域福祉計画策定委員会との連携に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、地域福祉計画の進行管理及び推進に関すること。 

 （組織）  

第３条 グループの委員（以下｢委員｣という。）は、２０人以内とし、次に掲げる者のうちか

ら市長が委嘱又は任命する。 

(１) 別表に掲げる市職員 

(２) 都城市社会福祉協議会職員 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、１年とする。 

 （リーダー及びサブリーダー） 

第５条 グループにリーダー及びサブリーダーをそれぞれ１人置き、委員の互選によりこれ

を定める。 

２ リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠け

たときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条  グループの会議は、リーダーが招集する。 

２ リーダーは、必要があると認めるときは、グループの会議に関係者の出席を求め、意見

又は説明を聴取することができる。 

 （庶務） 

第７条 グループの庶務は、福祉部福祉課において所掌する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、公表の日から施行する。 

２ この規程は、平成 30 年７月 20 日から施行する。 

 （この規程の失効） 

３ この規程は、平成 35 年３月 31 日にその効力を失う。 

附 則（平成 31 年３月 22 日改正） 

この規程は、平成 31 年３月 22 日から施行し、改正後の都城市地域福祉計画策定ワーキン

ググループ設置規程は、平成 30 年７月 20 日から適用する。 
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４４４４　　　　用語説明用語説明用語説明用語説明

五十音 用語 用語説明五十音 用語 用語説明五十音 用語 用語説明五十音 用語 用語説明

あ アウトリーチ

援助が必要であるにもかかわらず、自発的に申し出をしない人々に対し
て、公共機関などが積極的に働きかけて支援の実現をめざすこと。医療
機関が、在宅の患者や要介護者を訪問して社会生活を支援する活動な
ど。訪問支援。

あ 安心セーフティーネット事業 みやざき安心セーフティーネット事業（正式名称）を参照。

い 遺贈

遺言により、議事新の財産の一部またはすべてを、特定の個人や団体に
贈与すること。遺言の方法は、遺言書の作成が一般的で「公正証書遺
言」の作成が推奨されている。ご自身の財産を地域のために活用して欲
しいという実例も増えている。

い インフォーマルサービス

公的機関や専門職による制度に基づくサービスや支援以外の支援のこ
と。具体的には、家族、近隣、友人、民生委員・児童委員、ボランティ
ア、ＮＰＯ等の非営利団体などの制度に基づかない援助などがある。

え ＳＮＳ ソーシャルネットワークサービスの略。

え エンディングノート

病気やけがで意思表示ができなくなってしまっても、できる限り自分の
希望に沿った医療や介護が受けられるように事前に記入しておくもの。
都城市・三股町在宅医療介護連携推進協議会でオリジナルのエンディン
グノート（想いを紡ぎ心を繋ぐノート）を作成し普及啓発に取り組んで
いる。

か 家計改善支援事業
家計の状況を把握し、見える化による家計の視点からの生活再建への相
談支援を行う。

か 学校運営協議会

学校の支援体制を強化するため、学校運営に関して保護者や地域住民等
の参画を求め、学校の課題解決や特色ある学校づくりのための熟議を行
う場として設置する。

き ＱＯＬ

Quality of lifeの略。生活の質のこと。中身によっていろいろな視点
からの見方がある。「第４章 P.53」で示している「質の高い生活
（QOL)」とは、可能な限り住み慣れた地域でその人らしい自立した日常
生活を営むこと。

き 矯正施設
狭義では、法務省所管の刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑
別所及び婦人補導院のこと。

き
居住サポート事業関係機関連絡会
議

障がい者（児）基幹相談支援センターが実施する居住サポート事業にお
いて、地域生活支援体制のあり方並びに事業の周知等に必要な協議を行
うための連絡会。

く グループスーパービジョン
１人のスーパーバイザーが、複数のスーパーバイジー（スーパーバイ
ザーから指導を受ける援助者）に対し、適切な助言や指導を行う。

け 計画相談支援事業所
障がい福祉サービス・児童通所支援を利用する場合、サービス利用の調
整をする事業所。

け ゲートキーパー（命の門番）
悩んでいる人に気付き、声を掛け、話を傾聴し、必要な支援につなげ見
守る心のサポーターのこと。特別な資格は必要ない。

け 健診・検診
健康状態を調べる「健診」と、特定の病気を早期発見するための「検
診」。

こ ご紹介シート
相談者の支援のために市と市社会福祉協議会や庁内関係課において情報
を共有し支援に繋ぐためのシート。

こ こども基金

市民が安心して子どもを生み育て子どもが生き生きと育つ環境を整える
子育て支援施策の充実を図るための基金。子育て支援、子どもの活動支
援、子どもを取り巻く環境の整備のほか、次世代育成支援対策に関する
事業に活用する。市の基金の一つ。

こ 子どもまち協
まちづくり協議会の部会の中に設置している地区があり、祭り等の活動
に参加している。祝吉地区、高崎地区などが実施している。

こ コミュニティ・スクール
学校と地域社会の一体化によって教育を行う学校運営協議会制度を導入
している学校。学校、保護者、地域住民が、学校と一緒に協働で子ども
の豊かな成長を支える取組。

こ コミュニティソーシャルワーカー

個別の課題に対応する中で見えてくる地域の課題を把握し、地域住民と
共に解決に向けて活動する福祉専門職。CSW。地域住民による地域力を
背景に、制度のはざまの課題も含め、個別課題と地域課題をつなぎ、地
域特性に応じてサービスの開発や地域支援を行うコーディネーター。

さ サロン活動
地域を拠点に、住民やボランティア等とが協働で企画し、内容を決め共
に運営していく地域活動で集まりの場。（子育てサロン、学童サロン、
ふれあいサロン活動など）
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五十音 用語 用語説明五十音 用語 用語説明五十音 用語 用語説明五十音 用語 用語説明

し ＣＳＲ活動

corporate social responsibilityの略。収益を上げ配当を維持し、法
令を遵守するだけでなく、人権に配慮した適正な雇用・労働条件、消費
者への適切な対応、環境問題への配慮、地域社会への貢献を行うなど、
企業が市民として果たすべき責任をいう。企業の社会的責任。

し 質の高い生活（QOL) ＱＯＬを参照。

し 就労準備支援事業

社会との関わりに不安がある、他人とのコミュニケーションが苦手な
ど、直ちに就労が困難な方に、就労に向けて生活習慣の獲得などの基礎
的な能力の向上を図る支援を実施する事業。

し 就労定着支援事業

Ｈ30年度から障がい者総合支援法に基づくサービス。就労移行支援・継
続支援Ａ型、Ｂ型、生活介護、自立訓練サービスを経て一般就労した障
がい者が長く就労できるように支援する事業。

し
障がい者（児）基幹相談支援セン
ター

特に相談支援部門として、障がい者の方が地域で自分らしく生活できる
ように支援する。相談、権利、虐待、自立など全般的に相談を受ける。

し 障がい者虐待防止センター
正式名称は、障がい者（児）基幹相談支援・虐待防止センター。障がい
者の虐待防止障がい者の方が地域で自分らしく生活できるよう支援す
る。相談、権利、虐待、自立など全般的に相談を受ける。

し 障がい者就業・生活支援センター
就業や職場へ定着が困難な障がい者を対象に、関係機関と連携し一体的
に就業や日常生活等の支援を行い、雇用促進と職業安定を図る。

し 消費生活センター 消費生活に関する相談を受ける窓口。

し 食生活改善推進員
市が行う「食生活改善推進員養成研修」の修了者で、地域において食生
活改善を目的に活動を行う人。

し 市民後見人
親族以外の市民による後見人。家庭裁判所が選任し、判断能力が十分で
ない方の金銭管理や日常生活における契約など本人の代理で行う。

し
市民の笑顔が広がる南九州のリー
ディングシティ

第２次都城市総合計画の基本構想において本市の目指す「都市目標像」
である。本市が目指すまちの姿は、子どもから高齢者まですべての人が
いきいきと暮らすことができ、少子高齢・人口減少社会にあっても魅力
的な都市であり続け、南九州圏域の産業・経済・医療・教育・文化を
リードする拠点都市である。そのために市民と行政が協働し理想とする
まちに近づけていく努力が必要である。

し 終末ケア 終末期の医療および看護のこと。

し 人生会議
もしものときについて自分はどのような生き方を望むのか、家族や信頼
できる人達に自分の意思を伝える日。家族や信頼できる人達と繰り返し
話し合う場。

じ 自立支援プログラム
本人のステージに応じた自立に向けてのきめ細かい支援。（中間的就労
や公共職業訓練等の訓練の場。就労訓練事業、就労訓練事業など）

じ 事業継続計画（ＢＣＰ）
災害などの緊急事態が発生したときに、企業等が損害を最小限に抑え、
事業の継続や復旧を図るための計画。

す スキルアップ 腕前を上げること。技術力を高めること。

す
スクールソーシャルワーカー
（SSW)

児童生徒が生活の中で抱えているいろいろな問題の解決を図る社会福祉
や精神保健福祉の専門職。

す すこやか福祉基金

社会福祉事業の振興を図るための基金。在宅福祉及び地域福祉、高齢者
及び障がい者の日常生活環境の向上、保健、医療及び福祉従事者の養成
及び研修、高齢者及び障がい者の生きがい及び健康づくり、ボランティ
ア活動の支援のほか、長生きのまちづくりのために必要と認められる事
業に活用する。市の基金の一つ。

す スマイル助成金
社会福祉協議会が実施している。こどもサロンや子ども食堂など、子ど
ものための取組に活用する助成。

せ 生活援助員
高齢者が居住する集合住宅において、日常生活上の生活指導・相談、安
否確認、一時的な家事援助などを行うための要員。

せ 生活おたすけサービス

介護保険の要支援1・2及び事業対象者の方へ自立した生活を継続し、要
介護状態になることを防止するために簡単な日常生活上の援助を地域の
ボランティアが行う。

せ
生活困窮者のための共助の基盤づ
くり事業

15地区社会福祉協議会が実施する各地区の実践活動への支援と補助を行
う事業。補助は、市社会福祉協議会と市が実施。

せ 生活支援員
生活支援相談員： 社会福祉施設で、利用者の相談に応じ、自立支援や
生活指導を行う職員。

せ 生活自立相談センター
様々な理由で生活に困りごとを抱えている方や、生活困窮者に対し、生
活保護に至る前の段階で自立に向けた総合的な相談支援をする拠点。事
業は、市社会福祉協議会が市の委託を受け実施。

せ 制度の狭間 生活保護や児童福祉、介護保険などの様々な制度で救えないこと。

99



五十音 用語 用語説明五十音 用語 用語説明五十音 用語 用語説明五十音 用語 用語説明

せ 成年後見制度

成年後見制度は、認知症高齢者、知的障がい者、又は精神障がい者等判
断能力が十分でない方の財産の管理、介護等の契約などの法律行為を本
人に代わって後見人等が行う制度。

そ 相談支援包括化推進員

国の実施する「多機関協働包括的支援体制構築事業」において配置が必
要な職員。適切なサービス利用ができない対象者が、「たらい回し」と
いった事態にならないよう、関係機関と連携した支援に向けコーディ
ネートや役割分担を行い、地域全体の包括化も目指す。連絡体制整備に
よる対象者の早期発見のためのアウトリーチにも取り組む。市社会福祉
協議会で実施。

そ ソーシャルワーカー

社会の中で生活する上で困っている人々や生活に不安を抱えている
人々、社会的に疎外されている人々と関係を構築して、様々な課題に共
に取り組む対人援助専門職。社会福祉事業に従事する人。特に、職業と
して社会福祉事業に従事する専門家。

そ ソーシャルワーク
社会福祉援助技術や相談援助を様々な法的な面や制度に基づいて福祉制
度や施策（福祉サービス）を公平、公正に提供する実践のこと。

た
多機関協働包括的支援体制構築事
業（多機関協働センターすくら
む）

複雑で複合的な相談に対して、相談内容に応じたあらゆる専門機関と連
携しながら解決への支援に向け体制整備をする事業。相談対応窓口とし
て「多機関協働センターすくらむ」を市社会福祉協議会に設置。市が社
会福祉協議会に事業委託。

た 多世代交流できるサロン活動
ボランティアや高齢者、異学年、障がい者との交流が図られている集ま
りの場。

た 縦割り 組織の管轄ごとに役割分担して取り組むこと。

た 男女共同参画センター 女性からの総合相談を受ける窓口。市役所に設置。

ち 地域貢献連絡協議会
地域生活課題の解決に向け、社会福祉法人による地域貢献活動を推進す
るため既存のネットワーク機能を活かし支援方針を検討する協議会。

ち 地域生活課題

社会福祉法第４条第２項に記載。福祉サービスを必要とする地域住民及
びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防、保健医療、住まい、就労及
び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会か
らの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営
み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課
題。

ち 地域生活定着支援センター
高齢又は障がいを有するため、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所
者に退所後直ちに福祉サービスにつなぐ支援機関。

ち 地域福祉コーディネーター
様々な福祉施策やサービス、また福祉活動を行っているNPO、ボラン
ティア等の情報などを活用し、地域福祉課題を解決に向けてリーダー
シップを発揮することが期待される人。

ち 地域力強化推進事業
地域力強化推進員が、各地区社会福祉協議会の活動支援と地域力強化の
推進に取り組む。市が社会福祉協議会に事業委託。

ち 中間的就労

一般的就労に就くことをただちに目指すのが困難な人が、本格的な就労
に向けた準備段階として、公的支援も受けながら、日常生活での自立や
社会参加のために働くことができるように就労体験や軽作業の就労を
し、一定の賃金をもらう。

と 同行援護
視覚障がいにより移動が困難となった人が、外出する際に同行して援助
を行うサービスのこと。

に 日常生活自立支援事業
サービス利用の手続や日常生活上の様々な契約を行う際に判断に不安の
ある方、預貯金の出し入れや公共料金の支払いに不安がある方の支援を
する。窓口は、市社会福祉協議会にある。

は パートナーシップ 協力関係。共同。提携。

は ８０５０世帯

80代の親が、50代を迎えたまま孤立している子どもの生活を支えている
世帯。8050問題として、地域課題となっている。背景に、家族や本人の
病気、親の介護、離職（リストラ）、経済的困窮、人間関係の孤立な
ど、複合的課題を抱え、地域社会とのつながりが絶たれた社会的孤立の
姿がある。

は はぴみやこんじょ

都城市子育て応援総合サイトのこと。サイトには、親子で楽しめるイベ
ント、便利な施設検索、行政支援情報など、子育てに役立つ情報を掲載
している。

ひ 避難確保計画
洪水時等における施設利用者の避難誘導方法や自衛水防組織等の体制を
記載したもの。

ひ 避難行動要支援者
災害時に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難確保
のために特に支援を要する者。

ふ 福祉なんでも相談窓口 市内15地区のそれぞれの地区社会福祉協議会が設置している相談窓口。

ふ ファンドレイジング
民間非営利団体が、活動のための資金を個人、法人、政府などから集め
る行為の総称。
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ふ ファンドレイザー 主に民間非営利団体での資金調達を専門に行う職業のこと。

ふ ファミリー・サポート・センター
育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい人の会員組織。市社会
福祉協議会にある。

ふ プラットフォーム 対応者と相談者が結びつく場所を提供すること。

ふ フードバンク
安全上は問題がなくても廃棄される食品の寄付を受け、無償で必要な人
や団体に提供するボランティア活動。食糧銀行。窓口は、市社会福祉協
議会の生活自立相談センターにある。

ほ 包括連携協定

行政と企業等とが相互に緊密な連携を行うことにより、双方の資源を有
効に活用した協働による活動を推進し、地域の一層の活性化と市民サー
ビスを向上させるための協定。

ほ 防災・減災
防災：想定される災害に対し、対策により被害を予防すること。
減災：想定される災害に対し、対策により被害を少なくすること。

み 南九州のリーディングシティ 「市民の笑顔が広がる南九州のリーディングシティ」を参照。

み
都城市地域活動支援センターⅠ型
事業

障がい者専門職員（精神保健福祉士）を配置し、医療・福祉・地域との
連携に向け調整し、相談支援を行う。市内では、社会福祉法人常緑会に
よる地域活動支援センター「星空の都」が行っている。

み 都城市社会福祉普及推進校連絡会

総合的な学習の時間などにおいて、地域社会にある様々な社会資源と連
携しながら実践活動に取り組み、その中で児童生徒が自ら福祉問題につ
いて考え「共感できる思いやりの心」を育む活動をする。市内の小・
中・高65校が加盟し、「生きる力、ふれあう力、思いやりの心」を育む
ことを目指す。

み 都城市成年後見ネットワーク会議

ネットワーク会議は、成年後見に関わる関係機関（法律事務所、公証人
役場、地域包括支援センター、社会福祉士会、精神保健福祉士会、行政
等）で構成されている。成年後見制度普及のために講演会や相談会等を
実施している。

み
都城地域生活保護受給者等就労自
立促進事業協議会

都城公共職業安定所の管轄地域において、福祉部門及び雇用部門の各機
関の連携・協力を図るための具体的な協議や調整等を行うことを目的と
して、各機関の実務責任者から構成される協議会。

み みやこのじょう地域見守り応援隊
市と市社会福祉協議会が、誰もが安心して暮らすことができる福祉のま
ちづくりを推進するため、民間事業者の協力を得て、孤立死防止のため
に異変を早期発見する取組。現在、H30.3現在６事業所の登録がある。

み みやこんジョブセミナー

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
上手くいかず離職を繰り返す方など、就労前に必要な準備や定着のため
に大切なことを一緒に考えていくためのセミナー。市社会福祉協議会の
生活自立相談センターが窓口となり実施している。

み
みやざき安心セーフティーネット
事業

社会福祉法人による自主的な社会貢献の取組で、生活困窮者等の自立を
支援するために社会福祉法人からの会費による基金を設置し、総合生活
相談事業や経済的支援（現物給付：10万円限度）を行う。県社会福祉協
議会の取組。

み みやざき地域見守り応援隊

宮崎県と宮崎県社会福祉協議会が、誰もが安心して暮らすことができる
福祉のまちづくりを推進するため、民間事業者の協力を得て、孤立死防
止のために異変を早期発見する取組。H30.11.5現在21事業所ある。

み みらいあんしん支援事業

親族がいなくて将来に不安を抱えている方々が入院や施設入所になった
ときでも安心して生活できるように支援する事業。市社会福祉協議会が
窓口。（65歳以上高齢者又は障がい者の方で支援可能な三親等以内の親
族がいない方で、25万円の預託金を預けることができる方が対象。）

ゆ ユニバーサルマナーの視点

ユニバーサルマナーとは、国籍や性別、年齢、障がいの有無など自分と
は違う人への心遣いのこと。現状では福祉教育において高齢者や障がい
者について学び体験する機会も多いが、多様性を持って相手を理解する
という視点を広げて考えていくことが社会全体でも求められている。

よ 要配慮者 高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する人。

よ 要保護児童対策地域協議会

虐待を受けている子どもや非行児童など要保護児童（保護者のない児
童、保護者に監護されることが不適当であると認められる児童）の早期
発見や迅速な支援に向け関係機関同士が情報共有し、役割分担しながら
連携･協力し支援する協議会。

わ 我が事・丸ごと

住民一人一人が身近な地域の抱える問題を「我が事」として捉える。ま
た医療・介護・障害福祉制度ごとに「縦割り」で整備された公的な支援
体制を見直し、個人や世帯が抱える問題に包括的に対応する。
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 【表紙絵】 

平成３０年度「ボランティアを絵にしてみたよ！」 

「「「「都城都城都城都城のののの笑顔笑顔笑顔笑顔でででで賞賞賞賞」」」」 

    都城市立笛水小学校    都城市立笛水小学校    都城市立笛水小学校    都城市立笛水小学校６６６６年 村内 賢伸年 村内 賢伸年 村内 賢伸年 村内 賢伸くんくんくんくん作作作作 

                    絵のテーマ：輪になって笑顔に 

     作品に対する思い： 

      「都城市は、みんなが笑顔で『歳、性別、権力』などは関係

なく、支えあってできている町というのを意識した。」 
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2020（令和２）年３月 

都城市福祉部福祉課 
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