
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

これまでの取り組みで培ってきた成果 

■全国から注目を集める地域福祉に関する「市民力」「地域力」 
 住民主体（民生委員・児童委員、校区福祉委員会、自治会、事

業所など）の福祉活動が活発に展開しています。 

■地域福祉の基盤となる「豊中市ライフセーフティネット」

の構築・強化 
 「豊中市ライフセーフティネット」を構築し、個別の生活支援活動

や地域課題解決に向けた具体的な取り組みを展開しています。 

 多様な主体が連携・協働し、福祉課題への分野横断的な取り組

みを実施しています。 

■社会的孤立者・生活困窮者への支援に向けた仕組みづくり 
 分野を超えた多様な主体が連携した支援体制を構築しました。 

 避難行動要支援者の名簿登録を推進するなど、災害時要支援

者対策を展開しています。 

■課題を発見し、解決できるまち 
 地域において課題を発見し必要な支援をつなぎ、新たな仕組み

を創出できるまちづくりを進めています。 

地域福祉の持続とさらなる推進のために 

■地域や福祉の支え手確保への対応 
 活動者の負担軽減を図りつつ、新たな活動者の確保が必要です。 

 より多くの市民への地域福祉に対する関心・理解が求められます。 

■地域共生を推進するための多様な手法の検討 
 福祉分野と福祉以外の分野のネットワーク・連携の拡張が必要で

す。 

 より多様な市民・主体が、地域や福祉などに関わることができる仕

組みづくりが求められます。 

■誰もが活躍できるまちへの対応 
 表面化していない不安・課題や、生きづらさを感じる要因を早期に

発見し解決する仕組みづくりが必要です。 

 地域において、従来の枠にとらわれない日常的なつながりが求め

られます。 

 誰もが役割を持って活躍できる、機会、場・居場所、仕組みのさら

なる創出が必要です。 

 

１．計画の推進体制 

●地域包括ケアシステム推進本部および関係課ネッ

トワークにおいて、庁内関係各課による情報共有

や意見交換を行い、各分野間における連携・調整

を強化し、関連する施策・事業を推進します。 

●社会福祉協議会との連携・協働により、市全体、

日常生活圏域、校区ごとの住民主体の取り組みを

支援します。 

 

２．計画の進捗管理 

●市民委員、各分野の活動関係者及び学識経験者等

で構成する健康福祉審議会において、管理及び推

進、評価・検証します。 

●基本目標毎に設定した「市民意識調査に基づく指標」

と「取り組みの結果にかかる指標」の定量的な評価と

ともに、市民・地域の実例などを踏まえた定性的な評

価を行い、多角的・総合的に評価を行います。 

●検証・評価の結果などについては、市民をはじめ、地

域の多様な主体と共有できるよう情報を提供・発信し

ていきます。 

第4期豊中市地域福祉計画 概要版 

第１章 計画策定にあたって 

第２章 地域福祉を取り巻く現状 

第５章 重点的な取り組み 

第６章 推進にあたって 

●計画の多岐にわたる施策・事業の中で、特に重点的に推進すべき取り組みを設定しました。 

●重点的な取り組みは、さまざまな施策・事業が複合的に関わってできる横断的な取り組みです。 

１ 本市の特性をふまえた 

市民への新たなアプローチ 

本市の特性・特色をふまえ、地域活動に関心はあるが参加ができていない人や

マンション等の住民、さまざまな分野で社会的課題の解決に向けた取り組みを進め

る個人・団体などへのアプローチを積極的に展開します。 

２ 多職種連携・協働の推進 

 切れ目のない包括的な支援体制を構築・強化し、一人ひとりが地域で安心して自

分らしく暮らしていけるよう、既存のネットワークの活用と新たな仕組みづくりを進め

ることで、本市における多職種連携・協働を確実に推進します。 

３ すべての人への居場所と 

役割の創出 

すべての人が自分の居場所、自分を活かすことができる役割をもつことは、一人

ひとりが地域で安心して自分らしく暮らしていくための基盤であることから、支援が

必要な人や生きづらさを感じる人はもとより、すべての人を対象に、多様な居場所

づくりと、個々の状況に応じて活躍できる仕組みづくりを推進します。 

４ 防災・福祉ささえあいの推進 

災害時の実効性のある支援体制の構築や避難支援体制の確立とともに、災害

時対応の基盤となる日常的な地域でのつながりづくりを民生委員・児童委員会や

校区福祉委員会、自主防災組織、地域自治組織等の避難支援等関係者等ととも

に推進します。 

５ 成年後見制度利用の促進 
本人の意思決定を支援し、かつ権利を保護するため、成年後見制度の利用促

進に向けた意識醸成とともに、環境や体制の整備・強化に取り組みます。 

６ 協働型人材の育成 

地域の活動への支援や庁内体制の整備・強化により公民協働の土台をしっかりと

整備し、公民協働による地域福祉のマネジメント機能の強化を展開していくために、

地域のことを地域に暮らす人とともに考える協働型人材を育成します。 

 

１．計画策定の趣旨 

平成30年度(2018年度)をもって『第３期豊中市地域福祉計画』が終了することに伴い、これまでの取り組みで培った

地域福祉に関する資源・仕組みなどを基盤として、地域共生社会の実現に向けて「地域包括ケアシステム・豊中モデ

ル」を構築・推進する役割を担う計画として、『第４期豊中市地域福祉計画（以下「本計画」）』を策定します。 

２．計画の位置づけ 

①法令の根拠   豊中市健康福祉条例第７条及び社会福祉法第 107条の規定に基づくものです。 

②関連計画との関係 

 第４次豊中市総合計画を上位計画とし、『豊中市

地域包括ケアシステム推進基本方針』の中核的

役割を担います。 

 『豊中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画』や『豊中市障害者長期計画』『豊中市障害福

祉計画』『豊中市障害児福祉計画』『豊中市子育

ち・子育て支援行動計画』『豊中市健康づくり計

画』などの個別計画との整合・連携を図ります。 

 「成年後見制度の利用の促進に関する施策につ

いての基本的な計画」「地方再犯防止推進計画」

を包含します。 

３．計画期間 

平成３１年度（2019年度）から平成３５年度（2023年度）までの５年 

４．圏域の考え方 

計画の推進に際しては、第３期までの地域福祉計画で構築した「小学校区」「日常生活圏域」「市全体」の三層構造の

圏域の考え方を継承します。 
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基本理念 

みんなで創る あなたもわたしも 今よりもっと幸せに暮らせるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方                               第４章 施策の展開 

１．市民一人ひとりの地域や福祉への意識、理解、行動を「拡げる」 

２．豊中の多様な地域資源を「つなげる」 

1-2 市民一人ひとりを地域や福祉の活動に 

結びつける 

①活動に関する情報発信と相談支援機能の充実 

②既存活動への参加に向けた支援 

③新たな活動の創出への支援 

④経験やスキル等を活かした活動への支援 

⑤対象を明確にしたアプローチの推進 

1-1 市民一人ひとりの地域や福祉への意識・ 

関心を高める 

① 意識・関心を高めるための場・機会に関する情報発信 

② 多様な市民が交流できる地域でのイベント・行事の促進 

③ 多様な市民が交流できる場・居場所づくり 

④ 福祉共育の推進 

⑤ 若年層の社会参加の促進 

2-1 地域におけるネットワークの構築・拡充 

①小学校区単位等での地域福祉に関するネットワークの充実 

②地域福祉ネットワーク会議の充実 

③地域ささえあい推進協議体の充実 

④全市域のネットワークとの連携 

2-2 多様な主体のオープンなつながりの促進 

（１）オープンなつながりを促進するための仕組みづくり 
① 多様な主体との課題の共有に向けた仕組みづくり 

② 既存のネットワーク等を活用した新たなつながりの促進 

③ 福祉分野と他分野が連携しやすい環境の整備 

④ 中間支援組織の機能と連携の強化 

（２）多様な主体間の連携の促進 
① 地域とテーマ型活動のマッチングの促進 

② ビジネス的手法等の活用の促進 

③ 各分野間でのボランティア活動の連携 

３．課題や不安を抱える人が必要な人・モノ・コト・地域と「つながる」 

3-1 課題や不安を抱える人等を孤立させない取り組みの強化 

（１）身近な地域での「気づき」の促進 
① 当事者や家族などの意識づくり 

② 課題や不安を抱える人等に対する地域における理解の促進 

③ 地域における見守り活動の促進 

④ 地域での交流活動や居場所等を活用した「気づき」の促進 

3-2 課題や不安を抱える人等に寄り添い支えていく取り組みの強化 
（１）誰もが安心して自分らしく地域で暮らしていくための支援の充実 
① 生活困窮者への支援 

② 成年後見制度の利用促進《成年後見制度利用促進計画》 

③ 障害のある人等の地域移行の促進と相談支援体制の充実 

④ 住まいの確保等に向けた支援 

⑤ メンタルヘルスに関する取り組みの推進 

⑥ 再犯防止に向けた取り組みの推進《再犯防止推進計画》 

⑦ 日常的な生活課題への支援 

⑧ 多様な市民が交流できる場・居場所づくり【再掲】 

（２）避難行動要支援者支援の充実 
① 平常時と災害時が連動した実効性ある支援体制の構築 

② 避難支援体制の確立 

③ 民間福祉避難所の確保と避難所における福祉サービス

等の提供体制の構築 

（３）福祉サービス・制度の適切な利用の促進 
① 福祉サービス・制度に関する情報提供・発信の充実 

② 苦情調整等に向けた取り組みの推進 

3-3 権利擁護体制の充実 
①成年後見制度の利用促進《成年後見制度利用促進計画》【再掲】   

②虐待の防止と早期発見・早期対応に向けた取り組みの推進       ③市民後見人制度の実施 

 ４．今よりもっと幸せになるための活動・仕組みを「持続・発展させる」 

4-1 新たな視点による活動・仕組みの創出・強化 

① 新たな技術・知見などを活用した取り組みの検討 

② 新たな共助システムの構築 

③ ビジネス的手法等の活用の促進【再掲】 

4-2 公民協働による地域福祉のマネジメント機能の構築 

①既存の支え手・活動への支援の充実 

②横断的取り組み・施策間連携の強化  

③地域福祉のマネジメント機能の構築 

本計画では、第１期から第３期の計画で掲げてきた基本理念の考え方をふまえながら、市民一人ひとりが主役

となり、未来を創造していくことができる地域共生を推進していくため、以下の理念を設定し、その実現をめざ

します。 
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実 現 

基本目標１ 

「拡げる」 

基本施策 1-2 

「活動」「実践」に結びつける 

基本施策 1-1 

「意識・関心」を高める 

基本目標２ 

「つなげる」 

基本施策 2-2 

分野を超えてつなげる 

基本施策2-1 

つながりをもっと深める 

基本目標３「つながる」 

基本施策 3-1 

誰も見過ごさない 

基本施策 3-2 

一人ひとりに寄り添い、支える 

基本施策 3-3 

自分らしさを守る 

基本目標４「持続・発展させる」 

基本施策 4-1 

新たに挑戦する 

基本施策 4-2 

持続と発展を担保する 

 

重
点
的
な
取
り
組
み 

１． 本市の特性をふまえた市民への新たなアプローチ 

２． 多職種連携・協働の推進 

３． すべての人への居場所と役割の創出 

４． 防災・福祉ささえあいの推進 

５． 成年後見制度利用の促進 

６． 協働型人材の育成 

相乗効果 

課題や不安を抱える人が「つながる」ための基盤の拡充 

（２）「気づき」を支援につなぐための相談機能の充実 
① 当事者や家族が相談しやすい仕組みの検討・構築 

② 相談に関する重層的なネットワークの構築・強化 

③ 総合相談体制の整備・強化 


