
計画の目標 施策 展開する施策 事業名、関連事業名 所管課等
福祉に関する情報提供の充実(P59) 福祉部各課、社協
子育て支援ポータルサイトによる情報提供(P59) 子育て支援課
市民活動情報サイトによる情報提供(P59) 市民活動支援課
市政（まちづくり）講座(P59) 市民活動支援課
市職員出前講座(P59) 生涯学習課
子どもを育む、学校・家庭地域推進事業(P61) 学校教育課

家庭教育総合推進事業(P61)
生涯学習課、市民会
館・公民館

福祉教育推進事業(P61) 社会福祉協議会
福祉体験学習等による福祉教育の推進(P61) 学校教育課
地域福祉フェスタ(P62) 社会福祉協議会
ボランティア養成事業(P62) 社会福祉協議会
福祉教育推進事業（再掲）(P62) 社会福祉協議会

家庭教育総合推進事業（再掲）(P62)
生涯学習課、市民会
館・公民館

青少年教育推進事業(P62)
生涯学習課、市民会
館・公民館

成人教育推進事業(P63)
生涯学習課、市民会
館・公民館

高齢者いきがい促進事業(P63) 市民会館・公民館
自治会の加入促進への取組み(P65) 市民活動支援課
子どもを育む、学校・家庭地域推進事業（再掲）(P65) 学校教育課
高齢者見守りネットワーク事業(P65) 高齢者支援課

青少年育成袖ケ浦市民会議・地区住民会議(P65)
生涯学習課、市民会
館・公民館

地区社会福祉協議会運営事業の支援(P66) 地域福祉課
地域福祉活動団体支援事業(P66) 地域福祉課
介護予防・生活支援サービス事業（住民主体型サービス）(P66) 高齢者支援課
生活支援体制整備事業(P66) 高齢者支援課
シニアクラブ活動支援事業(P66) 高齢者支援課
認知症サポーター等養成事業(P66) 高齢者支援課
シルバー人材センター支援事業(P67) 高齢者支援課
世代間支え合い家族支援事業(P67) 高齢者支援課
自治会の加入促進への取組み（再掲）(P67) 市民活動支援課

袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）掲載事業一覧

2.地域のつながりの
　充実

（1）地域での多様な
　つながりと支え合いの
　推進

①福祉に関する総合的な
　情報提供の充実

第３期計画　（案）

②要援護者への見守り・
　声かけ・支え合いの推進

①家庭における教育の
　推進

②学校における福祉教育
　の推進

③生涯学習としての
　福祉教育の推進

（2）福祉教育の充実

１.福祉の情報提供と
　教育の充実

①身近な地域での
　つながりを深める取組み

（1）情報の提供と
　共有のシステムづくり

③地域における支え合い
　の促進

資料２



計画の目標 施策 展開する施策 事業名、関連事業名 所管課等
第３期計画　（案）

地域防犯体制強化事業(P68) 市民活動支援課
子どもの安全確保事業(P68) 学校教育課
児童・生徒指導センター運営事業(P68) 総合教育センター

子ども安全パトロールの実施(P68)
市民会館・公民館（地
区住民会議）

災害ボランティアセンター事業(P69) 社会福祉協議会
福祉避難所の指定・整備(P69) 危機管理課
防災訓練の実施(P69) 危機管理課
自主防災組織整備事業(P69) 危機管理課
住宅用火災警報器の設置促進(P69) 消防本部・予防課
災害時要援護者の支援(P70) 危機管理課
福祉避難所の指定・整備（再掲）(P70) 危機管理課
木造住宅耐震化促進事業(P70) 都市整備課
地区社会福祉協議会運営事業の支援（再掲）(P72) 地域福祉課

地域ふれあいサロンの設置(P72)
地域福祉課・社会福
祉協議会

地域子育て支援拠点事業(P72) 保育課
保育所（園）地域活動事業(P72) 保育課
外国人住民への交流イベントの情報提供(P73) 市民活動支援課
放課後子ども教室推進事業(P73) 生涯学習課
ひらおかハッピータイム(P73) 平岡公民館

公共施設等の有効利用の促進(P73)
地域福祉課・社会福
祉協議会

区等集会施設整備補助事業(P73) 市民活動支援課
ボランティアセンターの運営支援(P75) 地域福祉課
ボランティアセンターの運営(P75) 社会福祉協議会
市民活動情報サイトによる情報提供（再掲）(P75) 市民活動支援課
ボランティア養成事業（再掲）(P76) 社会福祉協議会
生涯学習ボランティア促進事業(P76) 生涯学習課
おはなし会ボランティア推進事業(P76) 中央図書館
民生委員児童委員活動事業(P78) 地域福祉課
民生委員児童委員協議会活動事業(P78) 社会福祉協議会
市政（まちづくり）講座（再掲）(P78) 市民活動支援課

②福祉活動の相談指導
　専門職員等の資質向上

福祉専門職員等の資質向上の取組み(P79) 福祉部各課、社協

2.地域のつながりの
　充実

（1）地域での多様な
　つながりと支え合いの
　推進

⑤日常における防災対策
　の普及

①身近な交流の場づくりの
　推進

②公共施設、地区集会
　施設等の有効活用の
　推進

⑥災害時要援護者の支援

３.地域の福祉に
　関わる人材づくり

①ボランティアセンター等
　の支援

②各種ボランティア養成の
　支援

（1）ボランティア活動の
　推進

（2）地域福祉の担い手
　の育成

①地域リーダーや福祉
　活動に携わる人の
　養成支援

（2）地域交流の場づくり

④防犯パトロールなどの
　自主防犯活動の推進



計画の目標 施策 展開する施策 事業名、関連事業名 所管課等
第３期計画　（案）

高齢者等住宅整備資金貸付事業(P81) 高齢者支援課
道路・交通安全施設の整備(P81) 土木建設課
公園の整備(P81) 都市整備課
重度心身障がい者福祉タクシー事業(P82) 障がい者支援課
福祉カー管理運営事業(P82) 障がい者支援課
高齢者移動支援事業(P82) 高齢者支援課
通院送迎（移送）サービス事業(P82) 社会福祉協議会
地域公共交通づくり支援事業(P83) 企画課
交通安全対策事業(P85) 市民活動支援課
児童・生徒指導センター運営事業（再掲）(P85) 総合教育センター
ながうら・ひらかわ健康福祉支援室運営事業(P87) 地域福祉課
生活困窮者自立支援事業(P87) 地域福祉課
相談支援事業(P87) 障がい者支援課

子育て世代包括支援事業(P87)
子育て支援課、健康
推進課

地域子育て支援拠点事業（再掲）(P87) 保育課
②福祉に関する相談員の
　派遣

介護相談員派遣等事業(P88) 介護保険課

③福祉サービス情報の
　公表や第三者評価等
　の普及啓発

福祉サービス情報の公表や第三者評価等の普及啓発(P88)
介護保険課・障がい
者支援課・子育て支
援課

生活困窮者自立支援事業（再掲）(P90) 地域福祉課
学習支援事業(P90) 地域福祉課
地域福祉活動団体支援事業（再掲）(P90) 地域福祉課
生活福祉資金貸付(P90) 社会福祉協議会

①成年後見制度利用支援
　事業の普及啓発

成年後見制度利用促進事業(P92)

地域福祉課・障がい
者支援課・高齢者支
援課・社会福祉協議
会

②日常生活自立支援事業
　の普及啓発

日常生活自立支援事業(P94) 社会福祉協議会

障がい者虐待防止対策支援事業(P94) 障がい者支援課
高齢者虐待防止事業(P94) 高齢者支援課
虐待防止対策の推進(P94) 子育て支援課
人権擁護事業(P95) 市民活動支援課
男女共同参画推進事業(P95) 市民活動支援課

⑤消費者保護対策の推進
　及び消費者意識の向上

消費者生活相談・消費者意識啓発事業(P95) 商工観光課

(2)移動手段の確保 ①移送サービスの充実

③虐待防止対策の推進

④人権意識の啓発

①交通安全の推進
(3)交通安全意識の
　高揚

①福祉に係る相談体制の
　充実

（5）生活困窮者の
　自立支援

①生活困窮者の自立支援

①誰もが暮らしやすい
　まちづくりの推進

４.地域福祉サービス・
　仕組みの充実

（4）サービスの質の
　確保

（6）権利擁護の推進

(1)バリアフリー化の
　促進



計画の目標 施策 展開する施策 事業名、関連事業名 所管課等
第３期計画　（案）

地区社会福祉協議会運営事業の支援（再掲）(P96) 地域福祉課

地区社会福祉協議会活動の充実(P96) 社会福祉協議会

地域福祉推進地区懇談会の設置(P98) 地域福祉課
生活支援体制整備事業（再掲）(P98) 高齢者支援課

青少年育成地区住民会議への支援(P98)
生涯学習課、市民会
館・公民館

総合型地域スポーツクラブ活性化事業(P99) 体育振興課

５.地域福祉推進への
　支援

（2）地域活動団体等の
　協働の体制づくり

①地域活動団体等の協働
　に向けた支援

①地区社会福祉協議会
　活動への協力、支援

（1）地区社会福祉
　協議会活動への
　協力、支援


