
第３次伊賀市地域福祉計画（平成２８年度～平成３２年度）

平成29年3月31日現在

【平成２８年度】 担当課：

目標

2016
(平成28)年度

6 回

2016
(平成28)年度

課題

07

2

健康福祉部医療福祉政策課

内容 指標

　伊賀市がめざす地域包括ケアシステム構築
にむけ、保健・医療・福祉分野の専門職連携
による、在宅患者支援の”しくみ”を構築し
ます。

生活満足度（※）

活動について
（推進方法な
ど）

　医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院をは
じめ、訪問看護事業所、介護サービス事業
所、行政等で構成する「保健・医療・福祉分
野の連携検討会」（以降、「連携検討会」と
いう。）により、具体的な多職種連携による
在宅患者支援の”しくみ”として、「在宅患
者の薬の管理のしくみづくり」について検討
し、2016（平成28）年12月から市民啓発
等の取り組みをすすめています。（別添資料
参照）

【活動指標】

会議開催回数

１２の提案（５つの充実）

現状について
（実績）

5月下旬～6月上旬：専門職へのアンケート調
査
6月30日：第1回連携検討会
7月29日：第1回調査研究チーム会議
8月26日：第2回調査研究チーム会議
9月29日：第2回連携検討会
12月8日：第3回連携検討会
12月下旬～：関係機関から患者への啓発（別
添資料参照）
3月2日　：第４回連携検討会
２月１日号市広報紙掲載、
２月13日から19日まで行政チャンネルによ
る啓発
３月16日：ケアマネ事業者研修会での説明

【成果指標】

運用することとなった”しくみ”

　在宅患者支援のしくみづくりをすすめるに
あたり、継続した市民啓発を行うとともに、
関係専門職への運用に向けた説明を行う必要
があります。

計画該当箇所
多職種連携の推進

１つ

・お薬手帳活用事業

構築・啓発・運用



第３次伊賀市地域福祉計画（平成２８年度～平成３２年度）

平成２９年３月３１日現在

【平成２８年度】 テーマ別部会：

目標

2016
(平成28)年度

8,397
月平均
６９９回

自治協
３９
月平均
１８回

ＣＤ活動
12名
月平均
５８回

回

2016
(平成28)年度

２４
(新規６

箇所
箇所)

課題

07

3

①

　会議を立ち上げただけで終わることがないよう
「地域福祉ネットワーク会議」による具体的な活
動に展開できる支援が必要であり、それにより、
地域で共に助け合っていくことの重要性について
働きかけていく。
　次世代を担う人の顔が見えず、どこの地区も担
い手不足が大きな課題となっている。世代間交流
による仲間づくりを支援する。

計画該当箇所

１２の提案（５つの充実）

みんなでつくる地域福祉コミュニティ

地域福祉活動の「場」と地域支援を行う「人」の充実

地域福祉ネットワーク会議連
絡会

内容 指標

・平成３０年度末までに、全地域に地域福祉ネッ
トワーク会議を立ち上げる。
・地域福祉ネットワーク会議間の情報共有の場づ
くりをすすめる。

地域予防対応力（※）

活動について
（推進方法な
ど）

　地域支援を推進する為に「圏域課」を新設し各
エリア単位（中部・東部・南部）に「地域福祉
コーディネーター」（専任業務）職員を配置。各
自治協（自治会・区）の地域支援を円滑にするた
めに、情報共有を密にして、地区役員、民生児童
委員の方々からの個別ケースの相談にも対応し、
関係機関と連携をして問題解決へと支援してい
る。今後は相談体制の充実と地域包括ケアシステ
ムの構築へと進める。
■情報共有：会議出席、地域アセスメント、地域
福祉アンケートの実施
■地域支援：サロンの支援、関係機関との連携会
議
問題解決策提案、実施（具体的な日常生活支援事
業）
■ネットワーク会議活性化：勉強会、講座、研
修、視察等開催、◇見守り支援員養成講座（10
月、3月）地域福祉活動の実践発表により情報共
有し、地域福祉事業を促進

【活動指標】

地域に入った回数

現状について
（実績）

　少子高齢化・人口減少が進む現在の状況では、
近い将来には地域コミュニティは崩れ、自治会活
動も立ち行かなくなる。だからこそ、地域福祉
ネットワーク会議は必要だと認めてくれてはい
る。しかし、地域により事情が異なり、活動には
大きな差が生じている。（29.3末現在・伊賀市
3９自治協で24自治協ネットワーク会議が設立
されました。未設置は１５自治協となります。）
◇平成28年度いが見守り支援員養成公開講座
（市民ふくし大学講座基礎講座）
　10月：小田、阿波、きじが台
　　3月：丸柱、矢持、白樫
　６地区の地域福祉活動実践発表を実施

【成果指標】

地域福祉ネットワーク会議
設置状況



第３次伊賀市地域福祉計画（平成２８年度～平成３２年度）

平成２９年３月３１日現在

【平成２８年度】 テーマ別部会名：

目標

2016
(平成28)年度

8,397 回

2016
(平成28)年度

実施地域
１９

準備地域
６

箇所

箇所

課題

07

3

②

・「見守り活動」についての認識の共有。
・地域の役員交代時にも「見守り支援」につ
いての意識を継承していただけるようにする
こと。
　組会議、住民への啓発。
・活動団体の継続支援、発掘・組織化支援

計画該当箇所

１２の提案（５つの充実）

みんなでつくる地域福祉コミュニティ

地域課題の解決に向けた地域の取り組み支援

内容 指標

・無関心層への働きかけを行い、見守りや声
かけ活動をはじめとする地域の支え合い体制
の構築をすすめる。

地域予防対応力（※）

支えあいのコミュニティサイクル
推進部会

活動について
（推進方法な
ど）

・福祉に無関心な層へアプローチを行い、う
まく巻き込み、地域の支え合い体制を構築で
きている地域事例をピックアップし、ビデオ
カメラで撮影しＤＶＤ化を行う。（ボラン
ティア基金助成事業を活用）
・そのＤＶＤを活用し、これから取り組む地
域等への働きかけを行う。ＤＶＤは地域福祉
コーディネーターの研修にも活用する。
・平成２９年３月１７日、いが見守り支援員
養成公開講座「第１回伊賀流ぶっちゃけ談
義」を開催。作成したＤＶＤを活用し事例を
紹介、地域福祉コーディネーターや会場参加
者ともトークを行った。

【活動指標】

地域に入った回数

現状について
（実績）

・白樫、矢持、丸柱の取り組みをＤＶＤ化
・「いが見守り支援員養成公開講座」（市民
ふくし大学講座基礎講座）
　平成28年10月1日
　小田、きじが台、阿波が事例発表

　平成29年３月１７日
　白樫、矢持、丸柱がＤＶＤを上映し事例発
表
・見守り声かけ活動の調査

【成果指標】

見守りや声かけ活動の実施地域数



第３次伊賀市地域福祉計画（平成２８年度～平成３２年度）

平成２９年３月３１日現在

【平成２８年度】 テーマ別部会名：

目標

2016
(平成28)年度

①１７
②　 0

団体
人

2016
(平成28)年度

①0
②0

団体
件

課題

07

3

②

計画該当箇所

１２の提案（５つの充実）

みんなでつくる地域福祉コミュニティ

地域課題の解決に向けた地域の取り組み支援

①住民参加型地域生活支援サービス連絡会発
足に向けて連絡会の意義を見出し、各団体へ
ネットワーク作りの必要性を理解してもら
う。
②いが見守り支援員への「ちょいサポ」の啓
発方法と参加促進方法の検討。今後の活動会
員育成方法。利用会員の募集方法と周知方法
の検討。

内容 指標

・地域での生活を望む人が安心して地域で暮
らし続けられるよう、地域での支え合い活動
の組織化を支援する。

地域予防対応力（※）

住民参加型地域生活支援サービス
推進部会

活動について
（推進方法な
ど）

【活動指標】

現状について
（実績）

【成果指標】

①住民参加型生活支援サービス連絡会の立ち
上げにあたり、平成２９年度中にサービス一
覧を作成・配布と、連絡会立ち上げ準備会を
行い、平成３０年度に発足をめざす。
②現状の制度や住民参加型生活支援サービス
等で対応できない生活支援ニーズに対し、生
活のしづらさを支えるしくみとして全市的な
有償サービス「ちょいサポ」の構築を行う。
いが見守り支援員に提供会員として登録意向
調査後、試行期間を経て、平成３０年度に実
施予定。

①住民参加型生活支援サービス把握団体数
②提供会員登録者数（延人数）

①住民参加型生活支援サービス連絡会の立ち
上げにあたり、団体の把握を引き続き行い、
一覧作成に向けて情報収集と一覧掲載可否の
確認中。
②生活のしづらさを地域で支えるしくみつく
り「ちょいサポ」の組織構築にあたり、啓発
用のチラシ（案）・実施要綱（案）を作成。
提供会員としてのいが見守り支援員に、３月
のいが見守り支援員養成公開講座（市民ふく
し大学講座　基礎講座）にてガイダンスし、
意向調査を経て会員登録募集を行う。生活支
援ニーズ把握の一環として、社協内介護サー
ビス事業所にヒアリング実施。

①住民参加型生活支援サービス連絡会参加団
体数
②提供件数



第３次伊賀市地域福祉計画（平成２８年度～平成３２年度）

平成２９年３月３１日現在

【平成２８年度】 テーマ別部会名：

目標

2016
(平成28)年度

1 回

2016
(平成28)年度

125 人

課題

07

3

③

07

1

計画該当箇所

内容 指標

・学校、地域、社会福祉協議会が協働で、地
域の福祉活動の実践から学ぶ環境づくりをす
すめる。
・地域の集いの場や活動の場の運営を担う人
材の育成や活動する人材の組織化などを支援
する。

地域予防対応力（※）

・福祉教育推進指針の啓発および活用方法に
ついて、わかりやすいダイジェスト版を作成
する必要がある。
・福祉教育が、日常的な学校教育や地域生活
と結びついたものとなるよう、推進方法の工
夫が必要。

１２の提案（５つの充実）

人口推移から考える、まちづくりと人材養成

１２の提案（５つの充実）

みんなでつくる地域福祉コミュニティ

地域づくりにつながる“人づくり”

福祉教育推進部会

活動について
（推進方法な
ど）

【活動指標】

福祉教育推進協議会開催回数

現状について
（実績）

【成果指標】

・福祉教育推進協議会が学校、地域、社協の
福祉教育の推進の礎となるよう、従来の協議
会のあり方、構成メンバーを見直し、平成２
９年度は新たな形の福祉教育推進協議会とし
て実施できるよう検討している。従来の教育
関係者をメインに開催している福祉教育推進
協議会は、今後は福祉教育セミナーとして実
施していく。

・平成28年 福祉教育推進協議会（6月開
催）
　福祉教育事業の報告・案内、地域の取り組
みなどの実践報告を実施した。
・従来より実施してきた福祉教育推進協議会
あり方の検討および機能の見直しを図り、平
成29年度から実施する「福祉教育推進協議会
実施要綱（案）」策定に着手した。

福祉教育事業への参加者数



第３次伊賀市地域福祉計画（平成２８年度～平成３２年度）

平成２９年３月３１日現在

【平成２８年度】 テーマ別部会名：

目標

2016
(平成28)年度

5 回

2016
(平成28)年度

①５７
４６

②　６

団体
箇所
箇所

課題

07

3

④

計画該当箇所

１２の提案（５つの充実）

みんなでつくる地域福祉コミュニティ

人づくりにつながる“地域づくり”

①赤い羽根福祉基金助成の決定により、3年
間にわたる事業助成を確保することができ
た。平成31年度を目途にいがぐりプロジェク
トを完結するべく、しかるべきNＰＯや中間
就労企業への移行を行う。
②社協で把握しているすべてのふれあいいき
いきサロンに事業の紹介をしたが、現在の社
協助成に比べ助成額は増えるが、多くの制約
が伴うため移行に躊躇しているサロンが多
い。介護予防拠点づくりに向け、行政と社協
が連携し、アプローチを強化していく必要が
ある。

内容 指標

・地域の資源を生かし、課題解決に向けた取
り組みを支援する。
・課題解決に向けた取り組みの推進にあた
り、「ふくし」の視点をプラスすることで、
新たな価値観を創出し、地域コミュニティの
活性化をめざす。

地域予防対応力（※）

コミュニティビジネス推進部会

活動について
（推進方法な
ど）

【活動指標】

プロジェクト会議開催回数

現状について
（実績）

【成果指標】

①いがぐりプロジェクトを継続開催する際
に、プロジェクトメンバーの見直し追加す
る。
　中央共同募金会赤い羽根福祉基金に助成の
申請をする。
②平成28年10月から伊賀市が新しい総合事
業に移行するにあたり、伊賀市介護予防サロ
ン活動支援事業を導入したことを受けて、社
協が把握するふれあいいきいきサロンに対し
て支援事業への移行を進める。

①赤い羽根福祉基金から280万円の事業助成
を受ける。
・栗の苗木1000本の植樹
・電柵の購入
・選果機の購入
・先進地視察研修の実施
・栗栽培研修会の開催
・栗植樹研修会の開催
②
・介護予防サロン活動支援事業説明会の開催
・地域福祉コーディネーターにより介護予防
サロン活動支援事業に移行希望のサロン等に
対し申請指導実施。

①協力団体数（植樹箇所）
②介護予防サロン活動支援事業実施
数



第３次伊賀市地域福祉計画（平成２８年度～平成３２年度）

平成２９年３月３１日現在

【平成２８年度】 担当課：

目標

2016
(平成28)年度

10 回

2016
(平成28)年度

3 事業

課題

07

3

⑤

07

5

計画該当箇所

　各法人が効率的かつ確実性のある貢献活動
をするための積極的な情報共有を行い、連絡
会の主旨を地域住民に広く周知するための研
修会等の企画や情報発信ツール（Facebook
等）の活用を行うために、一定のルールづく
りと発信力の強化等、連絡会としての具体的
な活動の推進が必要である。
　また、事業所連携の仕組みについて、協議
を進めるための現状把握等、基盤づくりを進
める必要がある。

１２の提案（５つの充実）

社会福祉法人・事業者・社会福祉協議会・行政連携のしくみづくり

１２の提案（５つの充実）

みんなでつくる地域福祉コミュニティ

地域福祉活動を支えるしくみづくり

地域福祉貢献活動推進部会

内容 指標

・多様化、複雑化する地域の福祉ニーズに対
応するため、市内にある社会福祉法人が協働
し、地域貢献活動に取り組む。

生活満足度（※）

活動について
（推進方法な
ど）

　基本、毎月を定例として、伊賀市内で事業
展開する社会福祉法人（14法人）が連絡会を
開催する。
　社会福祉法人制度改革に対する情報共有や
地域福祉貢献活動を推進していくにあたり、
各法人での活動並びに連絡会での協働しなが
ら、福祉に関わる人材の育成、地域拠点とし
ての活用、多職種とのネットワーク強化、地
域の福祉ニーズの把握と在宅生活を支える
サービスの創造することなど、常に情報共有
を図りながら推進を行う。

【活動指標】

伊賀市社会福祉法人連絡会開催回
数

現状について
（実績）

　平成27年度より社会福祉法人制度改革等情
報共有を図りながら、地域貢献について協議
を重ね、連絡会準備会を経て、2月より「伊
賀市社会福祉法人連絡会」を発足、月1回開
催している。
　7月に、地域住民並びに社会福祉法人職員
等関係者を対象として、連絡会主催の「虐待
防止セミナー」を開催した。（参加者数：
130名）
　現在、各法人の職員スキルを活かした地域
への人材派遣を行う仕組みとして、人材バン
クを整備し、現在３２名の登録があり、派遣
方法等の調整を行っている。
　また、情報発信については、Facebookの
立上げ準備を行っている。

【成果指標】

伊賀市社会福祉法人連絡会で取り
組まれた事業数



第３次伊賀市地域福祉計画（平成２８年度～平成３２年度）

平成２９年３月３１日現在

【平成２８年度】 担当課：

目標

2016
(平成28)年度

4 回

2016
(平成28)年度

2 事業

課題

07

3

⑤

　社会福祉法人制度改革に伴い、社協に関連
する各財源が今後大幅に転換されることが予
想される。現在進行している社協基盤強化計
画大綱並びに社協の事業展開等に社協財源の
調整が必要であり、また他の地域福祉に関す
る財源の洗い出しを行い、整理していくこと
が急務である。

計画該当箇所

１２の提案（５つの充実）

みんなでつくる地域福祉コミュニティ

地域福祉活動を支えるしくみづくり

地域福祉財源検討部会

内容 指標

・地域福祉の推進に向け、地域福祉財源を確
保し、循環するしくみづくりをすすめる。

生活満足度（※）

活動について
（推進方法な
ど）

　平成２９年４月からの社会福祉法人制度改
革に伴う地域福祉推進体制も見据え、今後の
地域福祉財源の検討の場のあり方について、
現在社協内部で（仮称）地域福祉財源プロ
ジェクトを開催し、検討を行っている。

【活動指標】

プロジェクト会議開催回数

現状について
（実績）

　推進体制におけるテーマ別部会の位置づけ
の確認と全体制について検討を実施してい
る。
　また、社協会費・共同募金配分事業につい
て、使途についての整理を実施している。

【成果指標】

しくみづくりに向けた取り組み



第３次伊賀市地域福祉計画（平成２８年度～平成３２年度）

平成29年3月３１日現在

【平成２８年度】 担当課：

目標

2016
(平成28)年度

6,285 件

2016
(平成28)年度

26 件

課題

07

4

　福祉施策調整会議で洗い出した地域課題を
社協が行う住民自治協議会単位での地域支援
活動につなげる手段や方法が今後の課題であ
る。

計画該当箇所

１２の提案（５つの充実）

福祉総合相談における支援・コーディネートのしくみづくり

健康福祉部医療福祉政策課

内容 指標

・複雑化している生活課題、認知症、虐待な
どに関する相談に対応できる、分野を問わな
い福祉の総合相談体制の運営をめざす。

地域予防対応力（※）

活動について
（推進方法な
ど）

　国のモデル事業の「多機関の協働による包
括的支援体制構築事業」に取り組む。
分野を問わない福祉相談を、一次相談窓口で
ある地域包括支援センターで受け付ける。
　複合的な相談に対する調整機能を強化す
る。（福祉相談調整課）
　個別の相談から見えてくる課題を地域課題
として各地域の活動に取り入れる。

【活動指標】

地域包括支援センターで受けた相
談件数

現状について
（実績）

　複合的な相談を検討する相談事案調整会議
を開催し、適切な相談支援を行った。
　福祉施策調整会議を開催し、個別課題から
見えてくる地域課題洗い出しを行った。

【成果指標】

相談事案調整会議の開催件数


