
 

令和３年度第１回水戸市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 次第 
 

日時 令和３年７月 28 日（水） 午後２時から 

場所 水戸市役所 ４階 政策会議室       

 

１ 開 会  

２ 福祉部長あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 事務局紹介 

５ 正副会長の選任 

６ 正副会長あいさつ 

７ 議事 

（１）前回書面開催における報告事項に係る意見への対応等について 

                             資料１ 

（２）令和２年度の「水戸市地域福祉計画（第３次）」の進捗管理（事業 

評価）について 

  ア 重点施策の目標指標等について         資料２－１ 

  イ 連携体制づくりの推進について         資料２－２ 

  ウ 計画に基づく事業の進捗状況等について     資料２－３ 

（３）その他 

８ 閉 会 
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前回書面開催（R3.3.23）における報告事項に係る意見への対応等について 

 

（１）水戸市地域福祉計画（第３次）について 

委員からの意見 対応（考え方） 

社会福祉法人として，地域福祉の推進，公益的な

取組を模索しているが，なかなか見つからない。施

設が地域交流の拠点となるよう努力する。 

 

 

コロナ禍の中，評価するのはとても大変だったと

思う。 

 様々な課が連携して困り事に対応していく。そし

て，高齢化が進むボランティア，民生委員，加入率

が低下する自治会，女性会。これらがまわっていく

ためには，少しずつの世代交代が必要である。 

 若い人達が「我が事・丸ごと」と思ってもらうた

めには，どうしたらよいのか。 

 会社が，有給（ボランティア）をつけるなどしな

いとならないのか。 

当計画では，地域のあらゆる課題を「我

が事・丸ごと」として解決できる地域共

生社会の実現を目指すこととしている。 

 そのためには，住民同士の支えあい，

助けあいの精神のもと，若い世代の方た

ちにも，社会の一員として，地域福祉活

動に参加してもらうことが大切である。 

 計画の中でも，「地域福祉を担う人づく

り」を基本方針の一つとしており，広く

市民の福祉のこころを育む取組を進めて

いく。 

 

ボランティアセンターにおけるボランティア登録

数の実績数が現状を維持できない状況だが，「ボラン

ティアをやりたい」ニーズと「ボランティアに来て

ほしい」ニーズが上手くマッチングできていない現

状がある。 

 現在進めている内容として，常磐大学との包括連

携協定を活かし，大学の先生と協議しながら，学生

が望むボランティア活動につなげている（高齢者の

ゴミ出しなど）。 

 今後は，ボランティア情報に特化したＳＮＳ（Ｔ

ｗｉｔｔｅｒ）を立ち上げ，情報提供の場の更なる

強化に努めるとともに，ボランティアコーディネー

ターによるマッチングの方法の見直しを図り，ボラ

ンティア人材の質・量の充実を目指していく。 

 

潜在的に「ボランティアをやりたい」

というニーズは多く，市民一人一人が地

域福祉の担い手であることを認識するこ

とが必要である。 

 市としても，社会福祉協議会をはじめ，

各種団体等との連携を深めながら，福祉

のこころを育む人づくりの取組を推進し

ていく。 

本年度は，コロナ禍による事業中止などやむを得

ない面があることや資料の実績評価を記入する欄の

スペース等の制約があることから，地域福祉の目指

す姿の実現に向けた理念が，各項目の事業取組や評

価理由等の中に必ずしも十分反映されているとは感

じなかった。 

 それは重点施策を例とするならば，「交流づくり」,

「連携体制づくり」,「ボランティア登録数」の各目

各事業の評価に加え，目指す姿へ向け

た意義などにつながる評価等について

も，今後検討していく。 
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標指標として実施する各項目の事業と実施後の「自

己評価」「評価理由」を直結するはずの「目指す姿」

へ向けた意義とが，それぞれに連続性がなく，遊離

しているように感じられるところがある。 

 

目標指標が「～の設置」，「～の開催」だけの項目

もあるが，その「設置」，「開催」した中で，「目指す

姿」へ向けた意義をどのように評価することを求め

ているのか，についても記しておきたい。そのこと

により，重点施策としての取組の力点が明らかにな

り，また，成果としての「具体的な取組」，「自己評

価」，「評価理由」等が「目指す姿」の理念に明確に

係る目標指標の視点から確認することができるはず

である。 

 

目標指標が定量的な指標となっている

ものが多いが，実施したことによる成果

など，質的な部分についても今後検証し

ていく。 

コロナの影響で様々な事業が思うように運営でき

ず残念。 

 正常に戻った時にスムーズに再開できるよう，引

き続き準備をお願いしたい。 

 

 

具体的施策３ 市民との協働の推進において，ご

み出しの支援についてさらなる支援を期待したい。 

 

関係課へ情報提供させていただく。 

 

（２）水戸市複合的福祉課題対策会議について 

委員からの意見 対応（考え方） 

本会が策定した「第３次水戸市地域福祉活動計画」

中，行政とのパートナーシップを強化するために，

対策会議との情報共有を図るという目標があるの

で，検討課題に応じて情報共有の場の設定をお願い

したい。 

社会福祉協議会は，本市の地域福祉を

推進する上で重要なパートナーである。

社協と市がさらに連携を深め，それぞれ

の計画の実施・評価の共有化はもとより，

対策会議においても，情報共有を図りな

がら，ともに地域共生社会の実現を目指

していきたい。 

  

対策会議には，「目指す姿」の実現のために，地域

課題の解決力や地域のつながり等の強化，支援の強

化，専門人材の活用等を図る中枢機関として，地域

福祉専門分科会の会議と共に，十分機能していただ

きたい。 

 各地域へ十分反映するには，単なる口頭，資料等

での伝達だけでできることではなく，手取り足取り

寄り添い，気長にＰＤＣＡサイクルを駆使しながら

取り組まなければならないと感じる。 

御指摘のとおり，計画の進行管理にお

いては，単なる事業の実施の数量的な確

認にとどまらず，「目指す姿」の視点から

の意義付け，評価というものを行ってい

きたい。 

 また，これら計画を実行する上で，地

域や関係団体が「我が事・丸ごと」とし

て捉え，進めていただくことが重要であ

るので，共有を図りながら，地域福祉を
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 そのためには，次の２視点を大事にして会議を推

進してほしい。 

①各事業の具体的な取組の中で，「目指す姿」の視点

からの事業の意義付けを必ず行うこと。そして地

域課題であるならば，「地域を主体的にともに支え

あう」といった意識の高揚をしっかり図ることな

どが必要であることを明確に確認されたい。 

② 各地域の全体に関わることについては，特に住み

協や社協支部役員を中心とした研修会，交流会等

の会議，あるいは「福祉のこころを育む人づくり

の推進」の各項目事業の中へ具体的な働きかけを

直接寄り添いながらできる支援策を，十分協議し

ておくことが必要であることを確認されたい。 

 

推進していきたい。 

「水戸市複合的福祉課題対策会議」を設置し，複

合的な福祉課題に対して，関係部署と情報を共有し，

継続的に支援体制を構築し推進するとのこと。 

 今後，複合的課題は増加すると思われるので，市

民への迅速な支援をお願いしたい。 

 

支援を必要とする方に適切かつ迅速に

届けられるよう，対策会議の柔軟な運用

に努めていく。 

対策会議の設置はとてもよいと思うが，どのよう

に周知するかが課題である。アウトリーチ機能を充

実してほしい。 

コミュニティの希薄化が進む中，支援

が必要な方に行き届くよう，対策会議を

運営する中で，アウトリーチ機能につい

ても，関係部署と連携しながら進めてい

きたい。 

 

ＳＮＳなどのツールを使った相談窓口の設置はで

きるか。実際に相談したくても相談に行けない状況

もあり得ると思う。コロナ禍における対応も必要で

ある。 

御指摘のとおり，一人で悩み事などを

抱え込まず，またコロナ禍において，Ｓ

ＮＳなどを活用した相談は有効かつ必要

な手法である。既に関係機関と連携し実

施しているところであるが，今後も相談

しやすい体制づくりを進め，広く周知し

ていく。 

 

対策会議の予算規模や担当する部署（福祉総務課）

や職員の確保はどのように計画しているか。この事

業において，シルバー人材センターや民生委員との

連携は不可欠だと思う。 

対策会議は庁内の連携体制づくりとし

て運用しているが，今後は，市と地域で

活動する関係団体等との連絡体制づくり

を進め，互いに協力しながら助けあう相

談支援体制の構築を図っていく。 

 

 



1 
 

令和２年度の「水戸市地域福祉計画（第３次）」の進捗管理（事業評価）について 

 

ア 重点施策の目標指標等について 

重点施策１ 地域住民による交流づくりの推進 

目標指標 
基準値 

2019（令和元）年度 
実績 

2020（令和2）年度 
成果等 

目標値 
2023（令和5）年度 

地域いきいきコミュニティトーク 

（みとの福祉を考える座談会の後継事業） 
― 

４地区 

延べ９回開催 

いきいきコミュニティトークは，住

み慣れた地域で，ともに支えあう地域

づくりを進めるために，地域住民が地

域の課題を話し合う場として社会福

祉協議会支部を主体に開催。 

地域課題の共有とともに，解決に向

けた話し合いを行い，地域のつながり

づくりを進めた。 

継続 

令和２年度実施 

隣近所との付き合いの程度があいさつを

交わすより深い関係であると回答する市

民の割合（市民アンケート） 

５７．３％ 調査実施なし ― ６０．０％ 

 

重点施策２ 連携体制づくりの推進 

目標指標 
基準値 

2019（令和元）年度 
実績 

2020（令和2）年度 
成果等 

目標値 
2023（令和5）年度 

庁内連携体制の構築 

（（仮称）我が事・丸ごと連絡協議会の 

発足及び運営） 

― 
会議体の 

設置・開催 

 複雑・複合化する福祉的課題に，横

断的に連携し取組む水戸市複合的福

祉課題対策会議を設置し，開催。 

 なかなか進まなかった困難ケース

について，課題解決に向け連携して取

組み，支援につなげることができた。 

継続 

令和２年度発足 

安心・安全見守り隊参加団体・事業者数 

 

 

１７８団体 

（2018年度） 

 

 

１８２団体 

 地域でのひとり暮らし高齢者世帯

などのゆるやかな見守り活動を，登録

している地域団体や民間事業者等の

協力により，地域で安心して暮らせる

支援体制づくりを進めた。 

 報告件数：44件（令和２年度実績） 

 

 

１９０団体 
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重点施策３ 福祉のこころを育む人づくりの推進 

目標指標 
基準値 

2019（令和元）年度 
実績 

2020（令和2）年度 
成果等 

目標値 
2023（令和5）年度 

ボランティアセンターにおける 

ボランティア登録数 

 

 

 

 

 

 

 

個人 １６２人 

団体 １０８団体 

（2018年度） 

 

 

 

 

 

 

 

個人 １３４人 

団体 １０４団体 

 市民ボランティアの拠点として運

営されているボランティアセンター

がある福祉ボランティア会館につい

て，令和２年度は新型コロナウイル

ス感染症により，利用者は減少した

のもの，ここ数年，利用者数は増加

しており，ボランティアの振興が全

体的に図られている。 

一方で，ボランティアセンターに

おける登録者数については，ボラン

ティア活動者の高齢化などにより，

廃止や休止となる状況がある。 

 今後，社会福祉協議会等と連携し

ながら，情報発信の強化とともに，

ボランティアのマッチング方法の見

直しを図るなど，ボランティア人材

の質・量の充実を目指していく。 

 

 

 

 

 

 

 

個人 ２００人 

団体 １５０団体 

地域活動やボランティア活動などの支援

活動に参加しており，今後も参加したいと

回答する市民の割合（市民アンケート） 

１３．２％ 調査実施なし ― ２０．０％ 

 



令和２年度の「水戸市地域福祉計画（第３次）」の進捗管理（事業評価）について 

 

イ 連携体制づくりの推進について 

 

福祉課題が複雑・複合化する中，行政において複数課に担当課がまたがり，必要な支援が滞り，解決困難となるケースがあります。 

本計画では，これらに対応するため，重点施策に連携体制づくりの推進を位置付け，令和３年２月に水戸市複合的福祉課題対策会議を設置

したところであります。 

今後，複合的な福祉課題に対し，関係部署が情報を共有し，必要な支援策の方向性を決定し，市民への迅速な支援につなげられるよう，取

り組んでまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             取扱案件 

＜介護とひきこもりを支える世帯のケース＞ 

                                           ・70 歳代の父親が一人で対応。 

・母親の介護が必要，息子は精神疾患あり。 

障 害 

子育て 

貧 困 
ダブルケア 

ひきこもり 虐 待 

水戸市複合的福祉課題対策会議 

相 談 

複合的な課題を抱えている世帯 
解決困難 

支 援 

介 護 自 殺 



令和２年度の「水戸市地域福祉計画（第３次）」の進捗管理（事業評価）について 

 

 

ウ 計画に基づく事業の進捗状況等について 

 

（１）進捗状況調査について 

   水戸市地域福祉計画（第３次）の適正な進行管理を行うため，計画に位置付けのある

全ての事業の担当課に対し，計画初年度である令和２年度の実績調査を行い，地域福祉

計画（第３次）の全体的な施策の進捗状況等を確認しました。 

 

（２）調査結果について 

   調査では，令和２年度の実績調査とあわせ，担当課による事業評価を行いました。 

担当課における評価ごとの事業数一覧は下表のとおりであります。 

令和２年度については，新型コロナウイルス感染症の影響を受け，中止もしくは事業内

容の見直しを図り実施するなど，感染拡大防止に配慮しながら行った事業が多くありまし

た。 

   そうした中でも，「進捗した」と回答した事業が全体の 35％，「現状維持」と回答した

事業が全体の 51％を占め，コロナ禍においても，福祉を停滞させることがないよう，地

域福祉の推進を図ったところです。 

 

             ＜評価ごとの事業数一覧＞ 

担当課における評価 事業数 

進捗した ８１ 

現状維持 １１８ 

現状を維持できなかった ２５ 

 

＜参考＞ 

地域福祉計画（第３次）における各施策の体系（211 事業） 

    目指す姿 「すべての人がともに支えあい助けあう 地域共生のまち・水戸」 

基本方針１ ともに支えあう地域づくり（100 事業） 

     ・基本施策１ 地域住民による交流づくりの推進 

     ・基本施策２ 人にやさしい福祉環境づくりの推進 

     ・基本施策３ 暮らしやすいまちづくりの推進 

基本方針２ 多様な福祉課題に対応した支援体制づくり（66 事業） 

     ・基本施策１ 相談支援体制の充実 

     ・基本施策２ 連携体制づくりの推進 

基本方針３ 地域福祉を担う人づくり（45 事業） 

     ・基本施策１ 福祉のこころを育む人づくりの推進 

     ・基本施策２ 福祉に携わる人材の確保・支援 



地域福祉計画（第３次）　主な事業内容　担当課一覧

基本方針１　ともに支えあう地域づくり
基本施策１　地域住民による交流づくりの推進
具体的施策 施策名 主な事業 調査項目 担当課

住みよいまちづくり推進協議会を中心と
した自主的な活動の推進

進捗状況 市民生活課

町内会加入に向けた取組の推進 町内会加入率 市民生活課
地域リーダー研修会等の開催 参加者数 市民生活課
地域コミュニティプランによる事業の促 進捗状況 市民生活課
社会福祉協議会34支部を対象とした
「みとの福祉を考える座談会」後継事業

開催地区数 社会福祉協議会

支部長連絡会議の開催 開催数 社会福祉協議会
支部役員研修会や交流会の開催 参加者数 社会福祉協議会
支部活動に対する支援 支援内容 社会福祉協議会
市民センター総合管理計画に基づく長
寿命化型改修

改修済数 市民生活課

市民センターの機能充実 進捗状況 市民生活課
市民センター内コミュニティルームの活 進捗状況 市民生活課
子育て支援・多世代交流センターやい
きいき交流センター等の活用促進

進捗状況 高齢福祉課，子ども課

市民センター等における地域交流を創
出する活動の実施

活動内容 市民生活課，関係各課

わんぱーく・みと，はみんぐぱーく・みと
を核とした子育て支援・多世代交流の

進捗状況 子ども課

いきいき交流交流センター等における
多世代交流の促進

進捗状況 高齢福祉課

市民センター子育て広場における子育
て支援の推進

開設数 子ども課

いきいき交流交流センター等における
サロンの開催

開催数（延べ）
参加者数（延べ）

社会福祉協議会

身体障害者スポーツ・レクレーション大
会の開催

参加者数 障害福祉課

ふれあいのひろばへの支援 進捗状況 障害福祉課
市民センター等における各種講座や教
室の開催

開催数（延べ）
参加者数（延べ）

高齢福祉課，生涯学習課，関係各課

愛パーク祭の開催 参加者数 社会福祉協議会
子育てサロン（子育て中の親等）及びふ
れあいサロン（高齢者・障害者）への支

開設数及び支援数 社会福祉協議会

協働マニュアルの活用 進捗状況 市民生活課
協働事業提案制度わくわくプロジェクト
の実施

実施事業数 市民生活課

ボランティア活動やＮＰＯ活動の促進 進捗状況 市民生活課

1

地域コミュニティ活動の活性化

地域コミュニティ活動環境の充実

地域交流拠点の活用

地球における交流機会の充実

市民との協働による福祉事業の
推進

2

3



市役所本庁舎における「こみっとルーム
の活用

進捗状況 市民生活課

産・学・官連携事業の推進 連携事業数（累計） 政策企画課，関係各課
こみっとフェスティバルの開催 参加者数 市民生活課
ＷＥＢサイトこみっと広場の運営 登録団体数 市民生活課

基本施策２　人にやさしい福祉環境づくりの推進
具体的施策 施策名 主な事業 調査項目 担当課

ファミリー・サポートセンター事業の推進 進捗状況 子ども課
保育所等における地域子育て支援拠点
事業の推進

進捗状況 子ども課，幼児教育課

一時預かり事業の推進 進捗状況 子ども課，幼児教育課
保育サービスの充実 進捗状況 幼児教育課
ひとり親家庭への支援の実施 支援内容 子ども課
家族介護用品給付の実施 給付世帯数 高齢福祉課
在宅見守り安心システム事業 進捗状況 高齢福祉課
はり・きゅう・マッサージ施術費の助成 利用者数 高齢福祉課
さわやか理美容の実施 利用者数 高齢福祉課
訪問ふとん乾燥サービスの実施 利用者数 高齢福祉課
福祉・家事援助サービスの実施 利用者数 シルバー人材センター
施設福祉サービスの実施 進捗状況 高齢福祉課
重度介護者の通院等支援サービスの 進捗状況 高齢福祉課
切れ目のない在宅医療・介護の提供体
制の構築

進捗状況 高齢福祉課

ＩＣＴを活用した情報共有体制の構築 進捗状況 高齢福祉課
在宅医療の理解促進及び普及啓発 進捗状況 高齢福祉課
市民センター等における介護予防の取
組の実施及び健康講座の開催

参加者数（延べ） 高齢福祉課

いきいき交流センターにおける介護予
防の取組の実施及び健康講座の開催

参加者数（延べ） 社会福祉協議会

補装具費用の支給及び日常生活用具
の給付の実施

給付者数 障害福祉課

居宅介護，生活介護等の実施 利用者数 障害福祉課
短期入所，共同生活援助，施設入所支
援の実施

進捗状況 障害福祉課

就労移行支援や継続支援等の就労に
関する支援の実施

進捗状況 障害福祉課

自立訓練や生活援助の実施 進捗状況 障害福祉課
地域生活支援の実施 進捗状況 障害福祉課
難病患者見舞金の支給 受給者数 障害福祉課
外出時のサポートとしての移動支援員
や奉仕員の派遣

派遣回数 障害福祉課

外出時における同行援護，行動援護の
実施

進捗状況 障害福祉課

子育て支援サービスの充実

高齢福祉・介護福祉サービスの充
実

在宅医療サービスの充実

介護予防の推進

推進
3

1

ＮＰＯ等による福祉活動に伴う情
報ネットワークの構築

障害福祉サービスの充実



移動支援及び福祉有償運送の推進 進捗状況 障害福祉課
社会福祉法人の地域における活動へ
の支援

地域における公益的
な取組の実施状況

福祉指導課

一般検査や実地検査による適正運営
の推進

検査法人数 福祉指導課

社会福祉法人の許認可の実施 許認可件数 福祉指導課
水戸地区社会福祉法人連絡会の運営
支援

支援内容 社会福祉協議会

成年後見制度の普及・啓発 普及・啓発方法 障害福祉課，高齢福祉課
成年後見制度の利用支援 利用者数 障害福祉課，高齢福祉課
日常生活自立支援事業の実施 利用者数 社会福祉協議会
県央地域成年後見支援事業の運営 利用者数 社会福祉協議会
女性相談・ＤＶ相談の実施 相談件数 子ども課
児童虐待及びＤＶ対応研修会等の開催 参加者数 子ども課，男女平等参画課
児童虐待防止対策の推進 進捗状況 子ども課
高齢者虐待防止対策の推進 進捗状況 高齢福祉課
障害者差別解消・虐待防止センターの
運営

相談件数 障害福祉課

基本施策３　暮らしやすいまちづくりの推進
具体的施策 施策名 主な事業 調査項目 担当課

高齢者に配慮した市営住宅の建設 対応住宅数 住宅政策課
住宅のリフォーム支援等の推進 利用者数 障害福祉課，高齢福祉課
県ひとにやさしいまちづくり条例や市福
祉環境整備要綱に基づく民間建物整備
の促進

申請数 福祉総務課

空き家等の既存住宅ストックの有効活 活用数 住宅政策課
心のバリアフリーの推進 進捗状況 福祉総務課，関係各課
ヘルプマークの普及 交付数 障害福祉課
障害者差別解消法に基づく合理的配慮
の推進

進捗状況 障害福祉課

誰もが安心して通行できる歩行空間の
創出

進捗状況 交通政策課，建設計画課，道路建設課，市街地整備課

建築物や公園のバリアフリー化 進捗状況 交通政策課，関係各課
公共施設等の利用にとって分かりやす
い案内表示の設置や職員等の接遇向

接遇向上研修参加
者数

人事課，関係各課

いばらき身障者等用駐車場利用証制度
の周知及び身障者等用駐車場の適正
利用の促進

交付数 福祉総務課，関係各課

バス路線の再編 進捗状況 交通政策課
公共交通空白地区等における1,000円
タクシーの運行

利用者数 交通政策課

超低床ノンステップバス等の導入促進 導入率 交通政策課
自主防災組織への活動支援 支援内容 防災・危機管理課

社会福祉法人の活動の促進

2

安全で快適な住環境の創出

バリアフリー施策の推進

成年後見支援事業の推進

ＤＶ・虐待への対応

1

移動利便性の向上



地域における防災訓練の実施 参加者数 防災・危機管理課
災害時生活用水協力井戸の拡充 協力井戸数 防災・危機管理課
次世代防災リーダーの育成 進捗状況 防災・危機管理課
災害支援ボランティアセンターによる災
害時の体制整備の推進

進捗状況 社会福祉協議会

避難行動要支援者名簿の活用 登録者数 福祉総務課
災害時の避難支援体制づくりの推進 進捗状況 福祉総務課
福祉避難所の運営 進捗状況 防災・危機管理課
市民センター総合管理計画に基づく長
寿命化型改修

改修済数 市民生活課

市民センターの機能充実 進捗状況 市民生活課
市民センター内コミュニティルームの活 進捗状況 市民生活課
警察や消費生活センター等の関係機関
と連携した防犯意識の啓発

進捗状況 生活安全課

自主防犯活動団体への支援及び委嘱 委嘱団体数 生活安全課
防犯灯の設置・管理の助成及びＬＥＤ化
の促進

進捗状況 生活安全課

防犯カメラの設置促進 設置数 生活安全課
空き地・空き家対策の強化 進捗状況 生活安全課

基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制
基本施策１　相談支援体制の充実
具体的施策 施策名 主な事業 調査項目 担当課

家庭児童相談の実施 相談件数 子ども課
子育て支援相談員による子育て支援情
報の提供

利用者数 子ども課

保育コンシェルジュによる保育所等情
報の提供

利用者数 幼児教育課

地域包括支援センターにおける高齢者
への相談支援の推進

相談件数（延べ） 高齢福祉課

認知症の早期診断・早期対応に向けた
初期集中支援事業の実施

進捗状況 高齢福祉課

介護相談員による派遣相談の実施 相談件数 介護保険課
障害者に対する基幹相談支援センター
の設置及び運営

利用者数 障害福祉課 新

障害者生活支援センターの運営 進捗状況 障害福祉課
水戸地区障害者就業・生活支援セン
ターの運営

利用者数 社会福祉協議会

子ども発達支援センターにおける相談
支援の推進

相談件数 障害福祉課

医療的ケア児コーディネーターの配置
の推進

医療的ケア児コー
ディネーター配置数

障害福祉課

外国人に対しての窓口相談の実施 相談件数 文化交流課
産前産後支援センターの運営 利用者数 地域保健課1

2

地域防災の推進

避難行動要支援者への支援体制
の構築

地域コミュニティ活動環境の充実
（再掲）

防犯対策の強化

相談しやすい体制の整備・充実



性的マイノリティに関する電話相談の実 相談件数 男女平等参画課
権利擁護サポートセンターの運営 相談件数 社会福祉協議会
在宅福祉サービスセンターの運営 利用者数 社会福祉協議会
心配ごと相談所の運営 相談件数 社会福祉協議会
結婚相談所の運営 相談件数 社会福祉協議会
子どもに対する学習支援の推進 利用者数 生活福祉課
子どもの居場所づくりの推進 利用者数 生活福祉課
子ども食堂の運営支援 進捗状況 子ども課
就学援助制度や奨学金制度の利用促 利用者数 学校管理課
自立相談支援室の運営 就職者数 社会福祉協議会
ハローワークと連携した就労相談の実 相談件数 生活福祉課
ひきこもり，うつや精神疾患に関する知
識の普及・啓発

進捗状況 保健予防課

ひきこもり相談支援の充実 相談件数 保健予防課
こころの健康講座の開催 参加者数 障害福祉課
こころの健康相談の充実 相談件数 保健予防課
自殺対策に係る知識の普及や相談窓
口の周知

相談件数 保健予防課

ゲートキーパーの養成 養成数 保健予防課
居場所づくり，生きがいづくりの推進 進捗状況 保健予防課（関係各課）
「広報みと」の発行 発行数 みとの魅力発信課
子育て支援総合ガイドブックの発行 発行数 子ども課
市民の視点に立った情報誌やパンフ
レット等の発行（お年寄り便利帳，障害
者のしおり等）

発行数 障害福祉課，高齢福祉課，関係各課

ＷＥＢサイトを活用した子育て情報の提 閲覧数 子ども課
ＳＰコード版「障害者のしおり」の配付 配付数 障害福祉課
点字版や声の広報みと，声の議会報の
提供

発行数や閲覧数 障害福祉課，みとの魅力発信課，議事課

市ホームページや各種ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏ
ｋ，Ｔｗｉｔｔｅｒ，ＬＩＮＥ等）の活用

閲覧数 関係各課，みとの魅力発信課

広報紙「みんなのしあわせ」の発行 発行数 社会福祉協議会
社会福祉協議会ホームページやＳＮＳ
を活用した福祉情報の提供

閲覧数 社会福祉協議会

こみっとフェスティバルの開催 参加者数 市民生活課
ＷＥＢサイトこみっと広場の運営 登録団体数 市民生活課

基本施策２　連携体制づくりの推進
具体的施策 施策名 主な事業 調査項目 担当課

個別検討会議の実施 取扱件数 生活福祉課，障害福祉課，高齢福祉課，子ども課（関係各課）

庁内連携体制の構築（（仮称）我が事・
丸ごと連絡協議会の発足及び運営）

進捗状況 福祉総務課 新

民生委員児童委員活動支援連絡会議
の運営

進捗状況 福祉総務課

複合的な福祉課題に対する連携
の充実

横断的な連携の充実

2

1

ひきこもり対策の推進

自殺対策の推進

様々な情報媒体を活用した情報
の提供

ＮＰＯ等による福祉活動に伴う情
報ネットワークの構築（再掲）

生活困窮世帯への支援



要保護児童及びＤＶ対策地域協議会の
運営

取扱件数 子ども課

社会福祉協議会及びシルバー人材セン
ターとの連携

進捗状況 福祉総務課

民生委員・児童委員との連携 進捗状況 福祉総務課
保健推進員及び食生活改善員との連 進捗状況 地域保健課
関係団体，ＮＰＯ法人，民間企業等との
連携

進捗状況 障害福祉課，高齢福祉課，子ども課（関係各課）

市医師会物忘れ相談医や認知症疾患
医療センター等との連携

進捗状況 高齢福祉課

若年性認知症支援コーディネーターと
認知症地域支援推進員との連携

進捗状況 高齢福祉課

地域ケア個別会議によるネットワークの
構築

進捗状況 高齢福祉課

県介護支援専門員協会との連携による
ケアプラン点検の実施

進捗状況 介護保険課

安心・安全見守り隊やＳＯＳネットワーク
の拡大

協力者数 高齢福祉課

在宅見守り安心システムの活用の促進 進捗状況 高齢福祉課
生活支援配食サービスの推進 利用者数 高齢福祉課
愛の定期便事業の推進 配布本数 高齢福祉課
避難行動要支援者名簿の活用 登録者数 福祉総務課
災害時の避難支援体制づくりの推進 進捗状況 福祉総務課
福祉避難所の運営 進捗状況 防災・危機管理課
切れ目ない在宅医療・介護の提供体制
の構築

進捗状況 高齢福祉課

ＩＣＴを活用した情報共有体制の構築 進捗状況 高齢福祉課
在宅医療の理解促進及び普及啓発 進捗状況 高齢福祉課
生活支援コーディネーターによる地域と
の連携

進捗状況 高齢福祉課

新たな支援（サービス）の創出の推進 進捗状況 障害福祉課，高齢福祉課

基本方針３　地域福祉を担う人づくり
基本施策１　福祉のこころを育む人づくりの推進
具体的施策 施策名 主な事業 調査項目 担当課

道徳教育や人権教育の推進 進捗状況 総合教育研究所
小中学校と特別支援学校等との交流の
実施

進捗状況 総合教育研究所

手話・点字・要約筆記体験教室の開催 参加者数 社会福祉協議会
福祉用具等フリー体験の実施 参加者数 社会福祉協議会
ボランティアまつりにおける福祉体験の
実施

参加者数 社会福祉協議会

家族教室の開催 参加者数 障害福祉課
障害者差別解消法に関する講演会 参加者数 障害福祉課

横断的な連携の充実

こころの教育の推進

ノーマライゼーションの普及・啓発

地域における活動団体との連携

専門的な知識を持つ方等との連
携

地域見守り・支えあいネットワーク
の推進

避難行動要支援者への支援体制
の構築（再掲）

在宅医療サービスの充実（再掲）

生活支援体制整備の推進

1

2



性的マイノリティに関する正しい理
解の促進

市民，事業者向け研修会等の実施 参加者数 男女平等参画課 新

児童・生徒によるボランティア活動の実 進捗状況 総合教育研究所
中学生に対する認知症サポーターの養 進捗状況 高齢福祉課
こどもボランティア隊の結成 参加者数 社会福祉協議会
認知症サポーターの養成 養成人数 高齢福祉課
介護予防の取組を担う住民ボランティア
の育成講座の開催

参加者数 高齢福祉課

高齢者生活支援サポーター養成研修の
開催

参加者数 社会福祉協議会

意思疎通や移動支援に係る奉仕員の
養成講座の開催

参加者数 障害福祉課

市民後見人の養成 市民後見人の人数 高齢福祉課
ボランティア養成講座等の開催 参加者数 社会福祉協議会
福祉ボランティア会館による活動支援 支援内容 福祉総務課
認知症サポーターの活動支援 進捗状況 高齢福祉課
元気アップ・ステップ運動サポーターや
シルバーリハビリ体操指導士としての活

進捗状況 高齢福祉課

ボランティアセンターの運営 登録数 社会福祉協議会
ボランティアに関する相談や紹介 対応数 社会福祉協議会
ボランティア連絡協議会への支援 支援内容 社会福祉協議会
ボランティアサークル等に対する活動支 支援内容 社会福祉協議会
ボランティアまつりｉｎミオスの開催 参加者数 社会福祉協議会
ボランティアセンターだより発行（年４ 各発行数 社会福祉協議会
各種メディアの活用（ホームページ・ＳＮ 閲覧数，フォロワー 社会福祉協議会
ボランティアサークル活動パネル展の 参加者数 社会福祉協議会
こみっとフェスティバルの開催 参加者数 市民生活課
ＷＥＢサイトこみっと広場の運営 登録団体数 市民生活課

基本施策２　福祉に携わる人材の確保・支援
具体的施策 施策名 主な事業 担当課

介護人材の確保へ向けた取組の推進 進捗状況 介護保険課
保育士確保対策事業の推進 進捗状況 幼児教育課
処遇改善の推進 進捗状況 介護保険課，幼児教育課
介護施設内における保育施設の整備 進捗状況 介護保険課
医療・保健・福祉の専門職による子育
て，健康づくり等に携わる職員等への研
修会の開催

進捗状況 地域保健課

障害者差別解消法に関する職員研修 進捗状況 障害福祉課
福祉事務所職員に対する研修の実施 進捗状況 福祉総務課（関係各課）
社会福祉協議会及びシルバー人材セン
ターとの連携

進捗状況 福祉総務課

民生委員・児童委員との連携 進捗状況 福祉総務課
保健推進員及び食生活改善員との連 進捗状況 地域保健課

2

1

2

地域における活動団体との連携
（再掲）

子どもの福祉ボランティアに対する支援

福祉に関する各種講座の開催

福祉ボランティア活動の支援

福祉ボランティアに関する情報の
提供

ＮＰＯ等による福祉活動に伴う情
報ネットワークの構築（再掲）

福祉人材の就業促進

福祉人材の定着支援

福祉人材の質の向上



関係団体，ＮＰＯ法人，民間企業等との
連携

進捗状況 障害福祉課，高齢福祉課，子ども課（関係各課）

市医師会物忘れ相談医や認知症疾患
医療センター等との連携

進捗状況 高齢福祉課

若年性認知症支援コーディネーターと
認知症地域支援推進員との連携

進捗状況 高齢福祉課

地域ケア個別会議によるネットワークの
構築

進捗状況 高齢福祉課

県介護支援専門員協会との連携による
ケアプラン点検の実施

進捗状況 介護保険課

2

専門的な知識を持つ方等との連
携（再掲）



具体的施策１　地域コミュニティ活動の推進　　　　　　→

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

1
住みよいまちづくり推進協議会を中心とした
自主的な活動の推進

進捗状況

　花苗の配布，花壇コンクールの開催（表彰式は
中止）
　地区会長と市長との対話集会の実施
　市民の集いの開催（表彰状，記念品の送付の
み）

　花苗の配布，花壇コンクールの開催など，市民憲章の
実践を目的とする事業の推進

現状維持

　研修会は開催できなかったが，新
型コロナウイルス感染症感染防止
対策を講じた上で，各種施策を実施
することができたため。

市民生活課

2 町内会加入に向けた取組の推進 町内会加入率 　加入率56.7％（前年度58.1％）

　住みよいまちづくり推進協議会内に町内会・自治会加入
促進委員会を設置し，検討の実施
　茨城県宅地建物取引業協会，住みよいまちづくり推進
協議会及び水戸市で，町内会・自治会の加入促進に関す
る協定を締結
　第一生命保険株式会社との社会連携事業として，町内
会・自治会加入に関するアンケートを実施

進捗した
　加入率の向上にはつながっていな
いが，加入促進の取組が進んだた
め。

市民生活課

3 地域リーダー研修会等の開催 参加者数
　研修会は，新型コロナウイルス感染症感染防止
のため，中止

-
現状を維持でき
なかった

　研修会を新型コロナウイルス感染
症感染防止のため，中止としたた
め。

市民生活課

4 地域コミュニティプランによる事業の促進 進捗状況

　平成31年度の内原区長制廃止及び３地区分割
に伴い，妻里地区及び内原地区においてコミュニ
ティプランの策定
　研修会は，新型コロナウイルス感染症感染防止
のため，中止

-
現状を維持でき
なかった

　研修会を新型コロナウイルス感染
症感染防止のため，中止としたた
め。

市民生活課

5
社会福祉協議会34支部を対象とした「みと
の福祉を考える座談会」後継事業の開催

開催地区数
　コミュニティトーク
　４地区　９回開催
  　　　　　 181名参加

　４支部でコミュニティトークを開催。H27～29年度みとの
福祉を考える座談会での検討結果を振り返り，改めて地
域課題を共有する。また，地域の強みを活かしたストレン
グスアプローチの手法により，課題解決と新たな地域資
源開発に取り組んだ。

進捗した
　令和２年度からの新規事業である
が，社協支部と話し合い，準備を重
ね取り組むことが出来た。

社会福祉協
議会

6 支部長連絡会議の開催 開催数
　支部長連絡会議　３回
　支部長連絡会議役員会　３回
　ブロック支部長会　７回

　８ブロック幹事支部長による支部長連絡協議会役員会，
及び34支部を対象にした支部長連絡協議会（全体会）に
加え，定期的に８ブロック毎の支部長会を開催した。３～
５支部の小さな単位での支部長の会議とし，活発な意見
交換の場とした。

進捗した

　定期的なブロック毎の支部長会を
開催したことで，課題の共有，支部
活動の情報交換が支部活動の活性
化につながった。

社会福祉協
議会

7 支部役員研修会や交流会の開催 参加者数

　北部プロック　９回　延べ113名
　南部第一ブロック　４回　延べ64名
　内原ブロック　２回　延べ69名
　中央ブロック　３回　延べ52名
　南部第二ブロック　３回　延べ48名
　西部ブロック　７回　延べ79名
　東部ブロック　５回　延べ75名
　常澄ブロック　１回　延べ８名

　全ブロック　34回　延べ508名

　高齢福祉課より委託の「生活支援体制整備事業」との
連携により，各ブロック毎の協議体の場に，支部役員の
参加を要請し，地域課題の共有と解決に向けた場とした。

進捗した

　各ブロック毎の協議体の場に，参
加いただいたことで，地域課題に目
が向き，課題解決に向けて前向きな
話し合いの場となった。
　また，そのような話し合いから，地
域に見合った内容の勉強会・研修
会が自発的に提案され，開催を実
現した支部もあった。

社会福祉協
議会

8 支部活動に対する支援 支援内容

　支部活動助成金交付　34支部
　　　　　　　　　　　　13,329,200円

　＜主な支援内容＞
　　・共済事業
　　・支部活動
　　・サロン活動　等

　会員会費収入の50％を支部活動交付金として交付。
　支部役員会に，担当職員が出席するとともに，事業等に
ついての協議に参加した。今年度は，新型コロナウイル
ス感染症対策により，活動を一部変更，延期，中止する
などせざるを得ない状況であった。感染症対策を講じ，出
来ることを支部とともに協議し，出来る範囲での活動を
行った。また，支部長会議や交流会が支部活動に良い影
響となり，促進につながった。

進捗した

　新型コロナ感染症対策により，活
動を一部変更，延期，中止するなど
せざるを得ない状況であったにも関
わらず，感染症対策を講じて，出来
る範囲での支部活動となった。

社会福祉協
議会

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→　　　　基本施策１　地域住民による交流づくりの推進　　　　　　→ 主な施策１　地域コミュニティ活動の活性化
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具体的施策１　地域コミュニティ活動の推進　　　　　　→ 主な施策２　地域コミュニティ活動環境の充実

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

9
市民センター総合管理計画に基づく長寿命
化型改修

改修済数

　工事２箇所
　（緑岡市民センター）
　（寿市民センター）
　設計１箇所
　（三の丸市民センター）

　関係課等と連携し，工事及び設計を行った。 進捗した

　地元要望を踏まえた改修及び設
備の更新を行い，利用者の安全性
及び利便性を確保することができた
ため。

市民生活課

10 市民センターの機能充実 進捗状況
　老朽化備品の更新
　（消耗品・備品）

　地域コミュニティ活動及び生涯学習活動で使用している
物品を更新した。

進捗した

　老朽化備品の更新により，利用者
の安全性を確保するとともに，活動
環境の一層の充実を図ることができ
たため。

市民生活課

11 市民センター内コミュニティルームの活用 進捗状況
　地域コミュニティに関わる団体が，打合せや事務
作業に使用

　利用予約は不要とし，常時使用できる環境づくりを行っ
た。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症に伴
い，利用できない期間及び時間帯が
あったが，活動可能な期間及び時
間帯においては，地域コミュニティに
関わる団体が積極的に活用してい
たため。

市民生活課

　

具体的施策２　地域交流の促進　　　　　　　　　　→ 主な施策１　地域交流拠点の活用

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

　地域団体等への協力

　地域の団体等（自治会，高齢者クラブ等）活動へ部屋貸
を行った。
（ふれしあ：18件 362名）
（あじさい：32件 348名）

現状を維持でき
なかった

　新型コロナウイルス感染防止によ
る休館のため，実施事業数，利用者
数が減少した。

高齢福祉課

　利用者数
　　わんぱーく・みと　　　5,377人
　　はみんぐぱーく・みと7,543人

　子育て支援・多世代交流の中核施設である両施設にお
いて，乳幼児及びその保護者が交流を行う場所を開設
し，子育てについての相談，情報の提供，助言その他の
援助を行った。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症の影響
により，利用者数は減少したもの
の，感染拡大防止に配慮しながら，
事業を継続できたため。

子ども課

13
市民センター等における地域交流を創出す
る活動の実施

活動内容 　市民センターにおける各行事やイベントのＰＲ 　地域住民に各行事やイベントへの参加を呼びかけた。 現状維持

　新型コロナウイルス感染症に伴
い，各行事やイベントの多くが余儀
なくされたが，工夫を凝らして，地域
交流を創出したため。

市民生活課

　

　　　基本施策１　地域住民による交流づくりの推進　　　　　　→ 具体的施策２　地域交流の促進　　　　　　　　　　→ 主な施策２　地域における交流機会の充実

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

14
わんぱーく・みと，はみんぐぱーく・みとを核
とした子育て支援・多世代交流の推進

進捗状況
　子育て支援・多世代交流事業の利用者数
　　　　　　　　17,631人

　子育て支援・多世代交流センター(わんぱーく・みと，は
みんぐぱーく・みと)を核として，地域の子育て支援施設と
連携を図りながら，多様な子育て支援・多世代交流を推
進した。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症の影響
により，利用者数は減少したもの
の，感染拡大防止に配慮しながら，
事業を継続できたため。

子ども課

15
いきいき交流交流センター等における多世
代交流の促進

進捗状況 　多世代交流事業の実施
　葉山荘及び長者山荘で多世代交流事業を実施した。
　葉山荘「たまり場はやま庵」
　長者山荘「長者山荘しだれ桜を観る」

現状を維持でき
なかった

　新型コロナウイルス感染防止によ
る休館のため，実施事業数，利用者
数が減少した。

高齢福祉課

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→　　　　基本施策１　地域住民による交流づくりの推進　　　　　→

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→　　　　基本施策１　地域住民による交流づくりの推進　　　　　→

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→

子育て支援・多世代交流センターやいきい
き交流センター等の活用促進

進捗状況12
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主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

16
市民センター子育て広場における子育て支
援の推進

開設数
　開設か所数　　　  　　　27か所
　(うち新規開設か所)　　 ４か所
　利用者数　　　　　　　  3,128人

　自治会や女性会などの地域団体が主体となり，子育て
中の親子が交流する広場を運営しており，地域のボラン
ティアが見守りを行っている。市では，親子が遊ぶ遊具な
どの購入費用について，団体に補助した。

進捗した

　新型コロナウイルス感染症の影響
により，利用者数は減少したもの
の，感染拡大防止に配慮しながら，
事業を継続し，かつ，開設箇所を増
やしたため。

子ども課

17
いきいき交流交流センター等におけるサロ
ンの開催

開催数（延べ）
参加者数（延
べ）

　葉山荘　12回　75名
　長者山荘　新型コロナウイルス感染症対策によ
り休止

　いきいき交流センターでのサロン開設により，センター
利用の促進と，多世代交流を含めた事業展開を図る。

現状を維持でき
なかった

　新型コロナ感染症対策により，事
業の休止，または利用の制限を行
わざるを得ず，昨年度に比べ，更な
る展開に至らなかった。

社会福祉協
議会

18
身体障害者スポーツ・レクレーション大会の
開催

参加者数 　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 障害福祉課

19 ふれあいのひろばへの支援 進捗状況 　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 障害福祉課

　健康講座等（1,163回　9,776人）
　教室・クラブ（1,059回　8,717人）

　市内７か所のいきいき交流センターで各種講座，教室及
びクラブを実施した。

現状を維持でき
なかった

　新型コロナウイルス感染防止によ
る休館のため，開催回数，利用者数
が減少した。

高齢福祉課

　開催数：8,182回
　参加者数：96,512人

市民センター
　(一般教養講座)　開催数：241回　参加者数：6,547人
　(教室)　開催数：602回　参加者数：6,439人
　(クラブ)　開催数：7,316回　参加者数：83,256人
みと好文カレッジ講座
　開催数：23回　参加者数：270人

現状を維持でき
なかった

　新型コロナウイルス感染症対策に
より，市民センター等の利用及び事
業を中止したため，地域における交
流機会が減少した。

生涯学習課

21 愛パーク祭の開催 参加者数

　新型コロナ感染症対策により不特定多数の来場
者を集める「愛パーク祭」を中止し，小規模な「愛
パークマルシェ」を実施

　近隣の地域住民を対象に，感染症対策を施しながらパ
ン，クッキー，野菜，花苗，手芸品等の自主製作品や，近
隣農家の野菜類を小規模に販売。
　愛パーク祭中止による地域住民との関係維持を図っ
た。

現状維持
　地域にチラシを配布し足を運んでく
れる住民が増えてきた。

社会福祉協
議会

22
子育てサロン（子育て中の親等）及びふれ
あいサロン（高齢者・障害者）への支援

開設数及び支
援数

　高齢者サロン58件（新規 2件）・
28件　667,500円助成
　障害者サロン 6件（新規 0件）・
１件　15,000円助成
　子育てサロン　１件（新規 0件）・
１件　15,000円助成

　地域の人達がお互いに支えあいながら生活することの
できる仲間づくりの場となるサロンに対して助成を行っ
た。新規サロンの立ち上げ支援（2か所）を行った。コロナ
禍におけるサロン活動支援として，電話による見守り，１
人で出来る体操や脳トレプリントの活用を提案し，送付し
た。

進捗した
　コロナ禍に，運営を休止するサロ
ンに助言，支援し，新たなサロン設
置に向けた相談支援を行った。

社会福祉協
議会

　

具体的施策３　市民との協働の推進　　　　　　　　　　→ 主な施策１　市民との協働による福祉事業の推進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

23 協働マニュアルの活用 進捗状況
　協働事業を進める際に必要な協働ﾏﾆｭｱﾙ様式
集の活用

　協働事業提案制度に係る報告並びに提案及びその審
査等に協働ﾏﾆｭｱﾙ様式集を活用するとともに，市民活動
団体と市担当課との事前調整の際に手引きとした。

現状維持
　協働事業提案制度に係る報告等
を円滑に遂行することができたた
め。

市民生活課

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→　　　　基本施策１　地域住民による交流づくりの推進　　　　　→

市民センター等における各種講座や教室の
開催

開催数（延べ）
参加者数（延
べ）

20
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主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

24
協働事業提案制度わくわくプロジェクトの実
施

実施事業数

　協働事業提案制度の活用
　　 提案件数　　　　　 ８件
　・行政課題提示型協働事業
　　提案件数　　　　　　１件
　　（ うち，実施件数　１件 ）
　・自由提案型協働事業
　　提案件数　　　　　　７件
 　（ うち，実施件数　 ４件 ）
 　（ うち，未実施件数３件 ）

　水戸市協働推進基本計画(第２次)に基づく各種施策を
実施するとともに，様々な分野においてNPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団
体等と連携しながら，市民との協働によるまちづくりを推
進するため，各団体と市担当課による協働事業の報告並
びに提案及びその審査等を実施した。

現状維持

　近年，協働事業の提案募集に応
募する団体が一桁を推移している状
況下で，５団体が協働事業を実施す
ることができたため。

市民生活課

25 ボランティア活動やＮＰＯ活動の促進 進捗状況

　ボランティア団体・NPOとの連携・協働事業実施
数
　 実施件数　　　　　85件
　「水戸市版NPO法人，ボランティア団体ガイド
ブック」の作成
　 市民センターや市内中学校・高等学校在校生
への配布

　全庁的な協働事業の推進を図るとともに，水戸市内の
ボランティア団体・NPO情報を効果的に発信するため，82
のボランティア団体の情報を掲載した。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症に伴い
ボランティア団体・NPOによる協働
事業活動に影響があったが，こみっ
とフェスティバル実行委員会が中心
となり，82団体の情報を掲載したガ
イドブックを作成・配布することがで
きたため。

市民生活課

26
市役所本庁舎における「こみっとルームの
活用

進捗状況
　こみっとﾙｰﾑ使用状況
　　使用件数　　　　　58件

　様々な分野における市民との協働のまちづくりのための
打ち合わせやセミナー等に使用された。また，新型コロナ
ウイルス感染症に伴い，特別定額給付金対策室として使
用された。

現状維持

　一時期，特別定額給付金対策の
ため，使用中止としたが，おおむね
協働事業や市民活動の情報発信を
行うことができたため。

市民生活課

27 産・学・官連携事業の推進
連携事業数（累
計）

　連携事業数(累計)402件

　まちづくりや産業，教育をはじめ，あらゆる分野におい
て，産・学・官の連携を強化し，専門性の高い提言や幅広
いアイディア等を取り入れながら各種事業を推進し，地域
共生のまち・水戸の実現を目指す。

進捗した
　令和元年度末の連携数380件と比
べ事業数が増加したため。

政策企画課

　

具体的施策３　市民との協働の推進　　　　　　　　　　→ 主な施策２　NPO等による福祉活動に伴う情報ネットワークの構築

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

28 こみっとフェスティバルの開催 参加者数

　オンラインによる市民活動団体及び市民の交流
の促進
　オンライン事前参加申込数　　65件
　こみフェスフェイスブック閲覧数 519件

　９thこみっとフェスティバル2021は，令和３年２月21日に
当初イオンモール水戸内原において開催準備を進めてい
たが，新型コロナウイルス感染症に伴い，密集しやすい
参集型からオンライン（ｚｏｏｍ）によるハイブリッド型で開
催した。

現状維持
　参集型からオンラインに切り替え
たことにより，新たな試みとして開催
することができたたため。

市民生活課

29 ＷＥＢサイトこみっと広場の運営 登録団体数 　市民活動情報Ｗｅｂサイト登録団体数　100件
　市民活動団体の活動情報の提供及び交流の促進を
図った。

現状維持
　H30年度比32件増となり，年度計
画目標値を達成することができたた
め。

市民生活課

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→　　　　基本施策１　地域住民による交流づくりの推進　　　　　→
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　　　　基本施策２　人にやさしい福祉環境づくりの推進　　　　　→ 具体的施策１　福祉サービスの充実　　　　　　　　→ 主な施策１　子育て支援サービスの充実

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

30 ファミリー・サポートセンター事業の推進 進捗状況
　登録会員数 1,312名（3月末時点）
　活動回数　　4,757回

　就労などの理由により，時間的制約がある親に代わっ
て，子どもの預かりや送迎などの子育て支援サービスを
提供した。

現状維持
　感染拡大防止に配慮しながら，事
業を継続できたため。

子ども課

開設か所数
　民間保育所等　 ９か所
　ミオス　　　 　１か所

　民間保育所等やミオスにて，未就学児及びその保護者
の交流の場の提供や育児相談を実施した。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症の影響
により，利用者数は減少したもの
の，感染拡大防止に配慮しながら事
業を継続できたため。

子ども課

　市立保育所３か所
　市立認定こども園１か所

　地域において，子育て親子の交流等を促進する子育て
支援の拠点の充実を図ることで，地域の子育て支援機能
充実を図り，親の子育ての不安感等を緩和した。

現状維持
　新型コロナウイルス感染症対策を
講じながら，引き続き実施した。

幼児教育課

利用者数
　わんぱーく・みと　　　   743人
　はみんぐぱーく・みと 1,071人
　スマイルキッズ　　　  1,415人

　保護者の就労や通院等の理由により，家庭で保育を行
うことが困難となった場合に，就学前の児童を一時的に
保育し，子育てに関する負担の軽減を図った。

現状維持
　感染拡大防止に配慮しながら，事
業を継続できたため。

子ども課

　市立幼稚園16か所
　私立幼稚園４か所
　市立保育所９か所
　民間保育所41か所
　市立認定こども園２か所
　私立認定こども園13か所

　一時的に家庭での保育が困難な児童を預かることによ
り，安心して子育てができる環境作りを進めた。しかし，保
育士不足のため，児童の受入れができない場合があるた
め，保育士の確保が課題である。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症対策を
講じながら，引き続き実施したが，保
育士不足のため，児童の受入れが
できない場合が多かった。今後も保
育士の確保に努め，受入れ体制の
充実を図る。

幼児教育課

33 保育サービスの充実 進捗状況

　病児保育事業
　　病児対応型２か所
　　病後児対応型３か所
　　体調不良児対応型１か所
　延長保育事業
　　市立保育所11か所
　　市立認定こども園２か所
　　民間保育所等69か所

　保護者の就労形態の多様化等による様々な保育ニー
ズに対応するため，延長保育，休日保育，病児保育な
ど，社会の変化に対応した保育サービスの充実に努め
た。

現状維持

　入所施設に併設された病後児保
育事業所１箇所が，感染症対策を
理由に年間を通して休止したが，他
は新型コロナウイルス感染症対策を
講じながら，引き続き実施し，例年ど
おり受け入れた。

幼児教育課

34 ひとり親家庭への支援の実施 支援内容

　児童扶養手当
　　受給者数 2,221名(R3.4.1時点)
　ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
　受給者数　15名

　ひとり親家庭の自立に向け，児童扶養手当やひとり親
家庭高等職業訓練促進給付金を支給した。

現状維持
　ひとり親家庭等の生活の安定や児
童の健全育成に寄与しているため。

子ども課

　　

具体的施策１　福祉サービスの充実　　　　　　　　→ 主な施策２　高齢福祉・介護福祉サービスの充実

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

35 家族介護用品給付の実施 延給付人数 　9,482人
　事業の実施を（株）ロングライフに委託し，介護用品を利
用者の自宅まで届けた。

進捗した

　在宅で介護を受けている利用者と
その家族が，安定して介護用品を利
用できるよう事業を実施することが
できた。

高齢福祉課

36 在宅見守り安心システム事業 設置世帯数 　595世帯
　事業の実施をALSOKあんしんケアサポート（株）に委託
し，自宅で生活する高齢者の見守り活動及び24時間365
日体制で医療・介護の相談を受け付けた。

現状維持
　昨年度末の設置世帯数が601件で
あったことから，利用状況は概ね横
ばいといえる。

高齢福祉課

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→　　　　　基本施策１　人にやさしい福祉環境づくりの推進　　　→

31

32

進捗状況

一時預かり事業の推進 進捗状況

保育所等における地域子育て支援拠点事
業の推進

5



37 はり・きゅう・マッサージ施術費の助成 利用者数 　1,354人
　はり・きゅう等の施術1回につき1,000円の助成を実施，
高齢者等の健康保持と心身の安定を図った。

現状維持

　令和元年度の延べ利用回数が
4,122回，令和２年度は3,739回であ
ることから利用実績としては概ね横
ばいである。

高齢福祉課

38 さわやか理美容の実施 利用者数 　93人
　理容師等を高齢者の自宅に派遣し，衛生的な生活を確
保するとともに，その介護者の負担を軽減を図った。

進捗した
　利用延べ回数が158回から195回
に増加した。

高齢福祉課

39 訪問ふとん乾燥サービスの実施 利用者数 　95人
　専用車両で高齢者の居宅を訪問して寝具等を乾燥・消
毒し，衛生管理の向上及び健康の増進を図る。

現状維持
　令和元年度の利用者数は107人で
あったことから，利用状況は概ね横
ばいである。

高齢福祉課

40 福祉・家事援助サービスの実施 利用者数 　受注実績373件
　市民センター，関係機関にパンフレット設置。病院、介
護施設等の担当者への営業活動、情報交換。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症の影響
も多少あり実績は微減するも、施設
や病院と情報交換し、サービスを実
施した。

シルバー人
材センター

41 施設福祉サービスの実施 進捗状況

　特別養護老人ホーム（26施設）
　養護老人ホーム（2施設）
　ケアハウス（2施設）
　有料老人ホーム（介護付11施設住宅型15施設）

　養護老人ホーム・有料老人ホームの設置届，変更届等
の受理や特別養護老人ホームの施設の改修に対する補
助や軽費老人ホーム事務補助金の交付を行った。

現状維持
　国・県・市交付要項に基づき適切
に補助を行った。

高齢福祉課

42 重度介護者の通院等支援サービスの実施 利用者数 　延利用回数　634回
　通院等支援サービスを移送事業者に委託し，医療機関
や施設等及び自宅への送迎を行うことで，高齢者及びそ
の介護者の負担を軽減する。

進捗した
　令和元年度の延べ利用回数が
490回であったことから，利用状況は
伸びている。

高齢福祉課

　　

具体的施策１　福祉サービスの充実　　　　　　　　→ 主な施策３　在宅医療サービスの充実

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

43
切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の
構築

進捗状況
　茨城県医療提供施設等グループ化推進事業を
水戸市医師会が実施。水戸市内では４つのグ
ループが連携している。

　事業の実施主体である水戸市医師会と連携し，取組状
況を把握している。

進捗した
　市民が住み慣れた地域で安心して
生活ができるよう，医療機関が連携
を図る取組を推進した。

高齢福祉課

44 ＩＣＴを活用した情報共有体制の構築 進捗状況
　ICTを活用した情報連携システムの試験運用を
経て正式運用を開始。２事例がシステムを運用。

　試験運用の評価を地域包括支援センター運営協議会に
て報告。正式にシステムを導入することについて承認を
得た。

進捗した
　システムの運用を開始し，医療機
関と介護事業所が連携できる仕組
み作りを推進することができた。

高齢福祉課

45 在宅医療の理解促進及び普及啓発 進捗状況
　地域住民の在宅医療・介護の連携について理解
を促進することを目的とした講座等の取組を31回
実施。

　各高齢者支援センターが講座や医療機関との勉強会等
を開催した。

進捗した

　コロナ禍で予定通りに取組が実施
できないこともあった。限られた機会
で在宅医療の理解促進及び普及啓
発に取り組んだ。

高齢福祉課

　　

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→　　　　　基本施策１　人にやさしい福祉環境づくりの推進　　　→

6



具体的施策１　福祉サービスの充実　　　　　　　　→ 主な施策４　介護予防の推進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

46
市民センター等における介護予防の取組の
実施及び健康講座の開催

参加者数（延
べ）

　30,311人
　介護予防を目的とした住民主体の通いの場や，運動教
室，出前講座等を開催した。

現状維持
　コロナ禍で予定通りの開催が困難
であったが，感染症対策をしながら
工夫した実施できた。

高齢福祉課

　2,814人
　介護予防を目的とした住民主体の通いの場として，「元
気アップ・ステップ運動」「シルバーリハビリ体操」を実施し
た。

現状維持
　コロナ禍で予定通りの開催が困難
であったが，感染症対策をしながら
実施できた。

高齢福祉課

　介護予防いきいき体操等
　　1,158回実施　延べ9,742名参加

　センター利用者向け，定期的な体操の時間を設け，介
護予防に努めた。

現状を維持でき
なかった

　新型コロナ感染症対策により，セ
ンターの休館などの影響が大きかっ
た。

社会福祉協
議会

　　

具体的施策１　福祉サービスの充実　　　　　　　　→ 主な施策５　障害福祉サービスの充実

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

48
補装具費用の支給及び日常生活用具の給
付の実施

給付者数
　補装具費用　406人
　日常生活用具　743人

　重度の身体障害者等を対象に補装具費や日常生活用
具を支給し，日常生活の自立を支援する。

現状維持 障害福祉課

49 居宅介護，生活介護等の実施 利用者数
　居宅介護　288人
　生活介護　720人
　重度訪問介護　11人

　居宅での家事援助や身体介護，通院介助等を行う。
　通所による入浴・排泄・食事の介助などを行い，創作活
動や生産活動の機会を提供する。
　行動上著しい困難を有する人で，常時介護を要する方
に対し，居宅における入浴，排せつ，食事の介護等の
サービス及び外出時における移動中の介護を総合的に
提供する。

進捗した

　サービスの質の向上のため，生活
介護において，総量規制を実施し
た。その他のサービスにおいても，
サービスの量を適切に見込み，質
の向上に努める。

障害福祉課

50
短期入所，共同生活援助，施設入所支援の
実施

利用者数
　短期入所　56人
　共同生活援助　371人
　施設入所支援　281人

　介護者が病気等の場合に，障害者支援施設に宿泊し，
入浴・排泄などの援助を行う。
　夜間や休日において，共同生活を行う住居で，日常生
活上の援助を提供する
　施設に入所し，主に夜間に入浴・排泄・食事の介助や日
常生活上の援助を行う。

現状維持
　サービスの量を適切に見込み，質
の向上に努める。

障害福祉課

51
就労移行支援や継続支援等の就労に関す
る支援の実施

利用者数

・就労移行支援　178人
・就労継続支援A型　189人
・就労継続支援B型　670人
・就労定着支援　13人

　一般就労を希望する対象者に，定められた期間，生活
活動その他活動の機会を通して，一般就労に必要な知識
及び能力の向上のために必要な訓練等を提供する。
　 一般就労が困難な方に対して，雇用契約に基づく就労
の機会を提供する。
　一般就労が困難な方や一定年齢に達している方に対し
て，就労や生産活動等の機会を提供し，知識・能力の向
上・維持を図る支援を行う。
　就労移行支援等を利用して一般就労へ移行し，環境変
化により生活面の課題が生じている方に対し，相談，企
業や関係機関等との連絡調整，指導・助言等の支援を行
う。

進捗した

　サービスの質の向上のため，就労
継続支援B型において，総量規制を
実施した。その他のサービスにおい
ても，引き続きサービスの量を適切
に見込み，質の向上に努める。

障害福祉課

　　　　基本施策１　人にやさしい福祉環境づくりの推進　　　　→

参加者数（延
べ）

　　　　基本施策１　人にやさしい福祉環境づくりの推進　　　　→

いきいき交流センターにおける介護予防の
取組の実施及び健康講座の開催

47

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→
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主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

52 自立訓練や生活援助の実施 利用者数
　自立訓練（機能訓練）　３人
　自立訓練（生活訓練）　42人

　身体機能・生活能力の維持・向上等の支援の必要な身
体障害者に対し，身体機能のリハビリテーション，歩行訓
練，コミュニケーションや家事等の訓練等の支援を行う。
　生活能力の維持・向上等の支援が必要な知的障害者・
精神障害者に対し，食事や家事等の日常生活能力を向
上するための支援，日常生活上の相談支援等の支援を
行う。

現状維持
　サービスの量を適切に見込み，質
の向上に努める。

障害福祉課

53 地域生活支援の実施 利用者数
　計画相談支援　725人
　地域定着支援　33人

　障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべて
の障害者に対し，サービス利用の調整やモニタリングを
行うとともにサービス等利用計画を作成する。
　単身者あるいは家庭の状況により同居している家族に
支援を受けられない障害者に対し，常時の連絡体制を確
保し，障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相
談，緊急訪問，緊急対応等を行う。

現状維持
　サービスの量を適切に見込み，質
の向上に努める。

障害福祉課

54 難病患者見舞金の支給 受給者数 　受給者数　1,263人 　難病患者見舞金（月額3,000円）を支給 現状維持

　引き続き根本的な治療法が未確
立な病気を抱えている難病患者に
対し，見舞金を支給し福祉の増進を
図る。

障害福祉課

55
外出時のサポートとしての移動支援員や奉
仕員の派遣

派遣回数 　障害者グループ外出奉仕員　実利用人数　49件
　事前に登録のある障害者のグループの申請に対して，
レクリエーション等の外出に同行し，支援する奉仕員（ボ
ランティア）を派遣

現状維持

　個別の移動支援で対応できない，
レクリエーション等の外出を支援す
るため，引き続き必要性が認められ
る。

障害福祉課

56 外出時における同行援護，行動援護の実施 利用者数
　同行援護　62人
　行動援護　35人

　視覚障害者の外出時にガイドヘルパーが同行し，移動
に必要な情報の提供などを行う。
　知的障害者や精神障害者が外出する際に，外出時の
危険回避，外出前後の着替えや移動中の介護，その他
行動する際に必要な援助を行う。

現状維持
　サービスの量を適切に見込み，質
の向上に努める。

障害福祉課

57 移動支援及び福祉有償運送の推進 利用者数 　移動支援　86人
　社会生活上必要不可欠な外出や，余暇活動等の社会
参加のための外出の際に，移動支援員を派遣する。

現状維持
　必要な外出や余暇活動等の社会
参加を支援するために必要である。

障害福祉課

　　

　　　　基本施策１　人にやさしい福祉環境づくりの推進　　　　→ 具体的施策１　福祉サービスの充実　　　　　　　　→ 主な施策６　社会福祉法人の活動の促進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

58
社会福祉法人の地域における活動への支
援

地域における
公益的な取組
の実施状況

　各社会福祉法人において実施
　各社会福祉法人において実施されており，現況報告書
の記載から内容を把握した。

現状維持
　各社会福祉法人において実施され
ているため。

福祉指導課

59
一般検査や実地検査による適正運営の推
進

検査法人数 　５件
　市が所轄庁である社会福祉法人に対し所定の検査項
目に基づく法人検査を実地により実施した。

現状維持
　法人の運営等において是正すべ
き項目等を指導することができた。

福祉指導課

60 社会福祉法人の許認可の実施 許認可件数 　１件
　設立認可申請の提出を受け，事前相談等を含め必要な
対応を行った。

現状維持
　設立認可申請を受け，認可するこ
とができた。

福祉指導課

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→
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主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

61 水戸地区社会福祉法人連絡会の運営支援 支援内容

　役員会　１回
　全体会　1回
　会員法人の施設において，地域貢献活動の一
環として，「福祉よろず相談窓口」を設置した。ま
た，パンフレットを作成し，周知に努めた。

　会員法人の施設において，地域貢献活動の一環とし
て，「福祉よろず相談窓口」を設置した。また，パンフレット
を作成し，周知に努めた。

進捗した
　新たな取り組みとして，地域貢献
活動，「福祉よろず相談窓口」を設
置した。

社会福祉協
議会

　

　　　　基本施策１　人にやさしい福祉環境づくりの推進　　→ 具体的施策２　市民の権利擁護の促進　　　　　　→ 主な施策１　成年後見支援事業の推進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

62 成年後見制度の普及・啓発 普及・啓発方法
　パンフレットの作成・配布，「権利擁護サポートセ
ンターだより」の発行，制度に関する住民向け学
習会の開催

　補助事業として，水戸市社会福祉協議会が権利擁護サ
ポートセンターを運営し，成年後見制度の普及啓発を
図った。

現状維持
　学習会については，コロナ禍で予
定通りの開催が困難であったが，感
染症対策をしながら実施できた。

高齢福祉課

63 成年後見制度の利用支援 利用者数 　延べ利用者数　866人
　補助事業として，水戸市社会福祉協議会が権利擁護サ
ポートセンターを運営し，成年後見制度の利用支援に取
り組んだ。

現状維持
　令和元年度の延べ利用者数が
909人であったことから，実績は概ね
横ばいである。

高齢福祉課

64 日常生活自立支援事業の実施 利用者数
　利用契約者 168名

　判断能力が不十分な方を対象に福祉サービスの利用
援助，日常的な金銭の出し入れ，生活に必要な利用料な
どの支払い手続きを行うとともに，年金手帳や預金通帳
の預かりを行う。

進捗した
　R２年度中，利用契約者が17名増
えており，支援が必要な利用者に対
して積極的に実施している。

社会福祉協
議会

　　

　　　　基本施策１　人にやさしい福祉環境づくりの推進　　　→ 具体的施策２　市民の権利擁護の促進　　　　　　→ 主な施策２　DV・虐待への対応

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

66 女性相談・ＤＶ相談の実施 相談件数
　女性相談実件数　　　　540件
　うちＤＶ相談実件数　　231件

　夫婦間や親族間の問題，結婚，離婚，職場等での人間
関係のトラブルなど女性が抱える様々な悩みに関する相
談に応じた。
　また，市配偶者暴力相談支援センターとして，ＤＶに関
する相談に応じた。

現状維持
　感染拡大防止に配慮しながら相談
対応を継続することができたため。

子ども課

社会福祉協
議会

　R２年度はコロナ禍の影響もあった
が，できる限りコロナ対策を徹底しな
がら，住民向け学習会等の普及啓
発や市民後見人養成講座フォロー
アップ研修を実施した。
　また，６月には県央地域初の市民
後見人が誕生し，９月には２人目が
選任された。それに伴い，水戸市社
協が市民後見人の後見監督人を受
任した。
県央地域成年後見支援事業の更な
る体制整備に向けて，中核機関設
置についての検討を重ねた。

　法人後見の受任
　　圏域内現受任件数 22件（水戸社協 12件，ひ
たちなか市社協 ４件，東海村社協 ６件）
　　 後見監督人現受任件数 １件

　成年後見制度の普及啓発
　　普及啓発資材の作成・配布
　　広報紙，ホームページ，フェイスブック，ツイッ
ターへの掲載
　　成年後見制度住民向け学習会開催

　市民後見人の養成及び活動支援
　　市民後見人養成講座フォローアップ研修実施
　　県央地域の市民後見人　２名

　定住自立圏構想により，県央地域の市町村が連携して
成年後見制度の普及啓発，成年後見制度に関する相談
支援，市民後見人の養成及び活動支援，法人後見団体
の養成を行った。また，首長申立てによる被後見人等に
対し，法人として成年後見人等を受任した。
〇成年後見制度の普及啓発
　・普及啓発資材の作成・配布
　・広報紙，ホームページ，フェイスブック，ツイッターへの
掲載
　・成年後見制度に関する住民向け学習会の開催
　・研修会の講師派遣
○成年後見制度の利用支援・相談支援
○市民後見人の養成及び活動支援
　・市民後見人養成講座フォローアップ研修の開催
　・市民後見人の誕生及び後見監督人の受任
○成年後見制度法人後見支援
○法人後見の受任
　・法人後見受任審査会の開催

進捗した進捗状況県央地域成年後見支援事業の運営65

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→
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主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

　女性や子どもが, いわれのない様々な暴力から自分の
身を守る
ための知識と護身術について理解を深めるための講座
等を実施する。

現状維持
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため，中止した。

男女平等参
画課

　未開催 　未開催
現状を維持でき
なかった

　感染拡大防止に配慮し，研修会の
開催を中止したが，その補完に力を
入れることができなかったため。

子ども課

68 児童虐待防止対策の推進 進捗状況

〇要保護児童及びＤＶ対策地域協議会の運営
・代表者会議開催 １回（書面開催）
・実務者会議開催 14回（うち２回は書面開催）
・個別ケース検討会議開催 30回
・オレンジリボン&パープルリボンキャンペーン実
施
〇家庭児童相談
・相談実件数　　953件

　新型コロナウイルス感染症対策による家庭環境の変化
で児童虐待の増加が懸念される中，これまで以上に地域
等による児童の見守りが重要となるため，関係機関の連
携強化や児童虐待に関する更なる周知・啓発に努めた。
　また，家庭児童相談として，コロナ禍による家庭環境の
変化等により，子育てに不安を抱える保護者からの相談
に応じた。

現状維持

　感染拡大防止に配慮しながら要保
護児童及びＤＶ対策地域協議会の
運営や家庭児童相談対応を継続す
ることができたため。

子ども課

69 高齢者虐待防止対策の推進 進捗状況
　虐待に係るコアメンバー会議　77件
　高齢者虐待防止に係る啓発活動　62回
　高齢者虐待防止のパンフレット作成　3,000部

　水戸市へ通告のあった虐待案件についてコアメンバー
会議を開催し，個別ケースの支援方法について検討を
行った。また，高齢者のサロンに高齢者支援センターの
職員が伺い，虐待防止のパンフレットを用いて啓発活動
を行った。

進捗した
　虐待と疑われる案件について，早
期発見・早期介入に努めた。

高齢福祉課

70 障害者差別解消・虐待防止センターの運営 相談件数 　23件
　障害者差別及び虐待の通報や相談に応じ，状況に応じ
て訪問や電話などで状況確認を行い，然るべき対応を
行った。

現状維持

　相談及び通報内容に応じて，関係
者からの聞き取りを行い，コアメン
バー会議を開催して，対応方針を協
議している。

障害福祉課

参加者数67 児童虐待及びＤＶ対応研修会等の開催
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　　　　基本施策３　暮らしやすいまちづくりの推進　　　　　　　　→ 具体的施策１　暮らしやすい生活環境づくりの推進　→ 主な施策１　安全で快適な住環境の創出

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

71 高齢者に配慮した市営住宅の建設 対応住宅数
　市営河和田住宅319棟を高齢者に配慮した市営
住宅となるものとして建設　１棟30戸

　市営住宅の新築工事において，全ての住戸で手すりの
設置や段差の解消を図るなど，高齢者に配慮したバリア
フリー住宅として整備した。

進捗した
　高齢者に配慮した住戸が増加し
た。

住宅政策課

　利用者なし

　心身に重度の障害のある方の日常生活を容易にするた
め，台所，浴室，便所，寝室，玄関などの改造に要する費
用を助成する。なお，介護保険制度の住宅改修，障害者
日常生活用具の居宅生活動作補助用具の給付対象とな
る場合は，併用はできない。

現状維持

　介護保険制度，障害者日常生活
用具給付事業の対象とならない重
度の心身障害者の日常生活の負担
を軽減し，地域で生活しやすくする
ために必要であるため

障害福祉課

　34人
　高齢者が要介護状態になることの予防を目的として住
宅を改善するために，必要な費用の助成を行った。

進捗した
　住宅の改善に要する費用の助成
を行うことによって，高齢者の自立し
た生活を支援することができた。

高齢福祉課

73
県ひとにやさしいまちづくり条例や市福祉環
境整備要綱に基づく民間建物整備の促進

申請数
　茨城県ひとにやさしいまちづくり条例　12件
　水戸市福祉環境整備要綱　10件

　市ホームページや建築指導課と協力して，建築確認申
請時に申請該当建物である場合，申請するよう促してい
る。
　水戸市福祉環境整備要綱を廃止し，国の福祉のまちづ
くりを踏襲している県ひとにやさしいまちづくり条例に一本
化した。

現状維持

　誰もが利用しやすい建物になるよ
う協力依頼及び指導を行い，地域共
生のまちの実現に向けた取組が行
えたため。

福祉総務課

74 空き家等の既存住宅ストックの有効活用 活用数 　安心住宅リフォーム支援補助金を実施　206件

　市内に建てられた耐震性が確保されている住宅を所有
し，市内に本店を有する事業者に50万円以上のリフォー
ム工事を依頼する方に対し，リフォーム費用の１割（限度
額10万円）を補助した。

現状維持 　目標件数を概ね達成できた。 住宅政策課

　　

具体的施策１　暮らしやすい生活環境づくりの推進　→ 主な施策２　バリアフリー施策の推進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

75 心のバリアフリーの推進 進捗状況 　R２年度人権施策年間実施計画策定
　R２年度人権施策年間実施計画を策定し，人権教育及
び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を
図っている。

現状維持

　各分野別の個別計画から，人権教
育・啓発・相談に関する事業を取り
まとめ，関係機関が情報を共有する
ことで，各施策の効果的な展開を
図っているため。

福祉総務課

76 ヘルプマークの普及 交付数
　ヘルプマーク　489個
　ヘルプカード　468枚

　障害者の他，高齢者，妊産婦，手術直後等，周囲の配
慮や支援が必要な人が，支援等を求めやすくするため
に，申込によりヘルプマーク等を配布する。また，支援す
る側のヘルプマーク等の認知度を向上するため，広報誌
への掲載，ポスターの掲示等を継続して行う。

現状維持

　配付を継続するとともに，引き続き
ヘルプマークの認知度を向上を図る
ことにより，障害の有無にかかわら
ず共生できる社会の実現を進める
ため

障害福祉課

77
障害者差別解消法に基づく合理的配慮の
推進

進捗状況
　申請件数　２件
　補助決定額　98,620円
（筆談ボードの購入，点字メニューの作成）

　民間事業者等における障害者等への合理的配慮を行う
ためのコミュニケーションツールの作成，購入や物品の購
入，施工に要する費用を市が補助し，合理的配慮を促
す。

現状維持
　民間事業者等における障害者等
への合理的配慮を引き続き進め，
共生社会の実現を進めるため

障害福祉課

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→ 　　　　基本施策３　暮らしやすいまちづくりの推進　　　　　　　　→

72 住宅のリフォーム支援等の推進 利用者数
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主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

　エレベーター改築に係る意見交換
　横断歩道接続部における歩道と車道との段差の
改修に係る意見交換

【エレベーター改築】
　令和２年11月29日に開催した「令和２年度第２回水戸市
バリアフリー環境整備推進協議会調査部会」において，
水戸駅北口ペデストリアンデッキのエレベーター改修につ
いて意見交換を行った。

【歩道と車道との段差】
　令和３年２月26日に開催した「令和２年度第３回水戸市
バリアフリー環境整備推進協議会調査部会」で，横断歩
道接続部における歩道と車道との段差を緩やかに擦り付
け，認識しやすい黄色のゴムピースを突起状に埋め込ん
だ縁石を使用する構造について提案し，意見交換を行っ
た。

進捗した
　高齢者団体や障害者団体の代表
者を含む部会員からの意見を踏ま
え，対応方針を協議できたため。

交通政策課

　市道上市254・259号線及び都市計画道路3･3･
175号線の道路整備として，工事設計委託・用地
買収・道路改良工事等を実施した。

　道路移動等円滑化基準に基づき，歩道の設置や視覚
障害者誘導用ブロックの設置等を行い，バリアフリー化を
図った。

進捗した
　関係機関との調整により，着実に
事業が進んでいるため。

市街地整備
課

79 建築物や公園のバリアフリー化 進捗状況
　新市民会館の設備等に係る意見交換
　駅南平和公園に新設するトイレ等に係る意見交
換

 【新市民会館】
　令和３年２月26日に開催した「令和２年度第３回水戸市
バリアフリー環境整備推進協議会調査部会」において，
新市民会館の設備や周辺道路について意見交換を行っ
た。

【駅南平和公園】
　令和２年７月14日に開催した「令和２年度第１回水戸市
バリアフリー環境整備推進協議会調査部会」において，
駅南平和公園のトイレの内装や，トイレまでの導線等に
ついて，意見交換を実施した。
　その後，令和２年11月29日に開催した「令和２年度第２
回水戸市バリアフリー環境整備推進協議会調査部会」に
おいて，公園に新たに整備する駐車スペース等について
意見交換を行った。

進捗した
　高齢者団体や障害者団体の代表
者を含む部会員からの意見を踏ま
え，対応方針を協議できたため。

交通政策課

80
公共施設等の利用にとって分かりやすい案
内表示の設置や職員等の接遇向上

接遇向上研修
参加者数

　接遇能力向上研修（81名）
　CS向上研修（46名）

　接遇マナーの基本を再確認し，職場において実践する
ことにより，組織全体での更なる市民サービスの向上を
図るための研修会を実施した。

現状維持 　事業計画どおり実施できた。 人事課

81
いばらき身障者等用駐車場利用証制度の
周知及び身障者等用駐車場の適正利用の
促進

交付数
　1,367件
　（うち再交付86件）

　対象者から申請があった場合，担当窓口（郵送可）にて
交付している。

現状維持
　担当窓口にて審査を行い，対象者
であれば速やかに交付している。

福祉総務課

　　

具体的施策１　暮らしやすい生活環境づくりの推進　　　　　→主な施策３　移動利便性の向上

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

82 バス路線の再編 進捗状況 　２系統の再編を実施

　茨城交通が運行する「浜田営業所～柳町中央～水戸
駅南口系統」及び関東鉄道が運行する「払沢・本郷循環
線」の昼間時間帯において，市役所新庁舎経由化を実施
した。

進捗した
　「水戸市地域公共交通再編実施
計画」に基づき，系統の再編を進め
ることができたため。

交通政策課

83
公共交通空白地区等における1,000円タク
シーの運行

利用者数

　国田地区　771人
　大場地区　458人
　妻里地区　360人
　山根地区　  19人（令和３年１～３月）
　鯉淵地区　  48人（令和３年１～３月）

　山根及び鯉淵地区に1,000円タクシーを新規導入した。 進捗した
　山根及び鯉淵地区を導入し，交通
空白地区の対策を行う事ができたた
め。

交通政策課

84 超低床ノンステップバス等の導入促進 導入率
　64.5%
（ノンステップバス車両数：147台／乗合バス総車
両数：228台）

― 現状維持
　車両購入に伴う補助金の申請が
なかったため。

交通政策課

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→ 　　　　基本施策３　暮らしやすいまちづくりの推進　　　　　　　　→

78 進捗状況誰もが安心して通行できる歩行空間の創出
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　　　　基本施策３　暮らしやすいまちづくりの推進　　　　　　　　→ 具体的施策２　防災・防犯対策の充実　　　　　　　　→ 主な施策１　地域防災の推進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

85 自主防災組織への活動支援 支援内容
　地区防災組織補助金事業　34地区（全地区）へ
の実施

　自主防災組織等との連携を強化し，情報伝達，避難所
運営体制，災害時生活用水協力井戸の運用など充実を
図るとともに，町内会等の身近なコミュニティにおける防
災活動を促進する。

現状維持
　自主防災組織へ活動等補助金を
助成するなど，その活動の充実に取
り組んだ。

防災・危機管
理課

86 地域における防災訓練の実施 参加者数
　地域等と連携した防災訓練・講座の実施　36回
2,789人

　地域の実情に応じた防災訓練・講座，さらには，いっせ
い防災訓練等を実施し，防災啓発，意識の高揚に努めて
いる。

現状維持
　感染症対策を講じ，工夫しながら
防災訓練・講座等を実施し，地域防
災活動の充実に取り組んだ。

防災・危機管
理課

87 災害時生活用水協力井戸の拡充 協力井戸数 　災害時生活用水協力井戸　登録数　380か所

　災害による断水時に，洗濯，トイレ等に使用する生活用
水として提供される井戸を登録するとともに，登録した井
戸の情報を市民へ情報提供することで，災害時における
市民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図る。

現状維持
　制度の周知に努め，令和２年度も
20件の新規申請を得た。

防災・危機管
理課

88 次世代防災リーダーの育成 進捗状況
　次世代の地域を担う子どもたちに学校と連携し
た防災訓練等実施９回
いっせい防災訓練に全小・中学校が参加

　災害が発生したときの対処法や備蓄資機材等の取扱い
など，児童・生徒の発達段階に応じた防災教育や地域の
実情に応じた様々な災害を想定した防災教育を行うこと
により，次世代防災リーダーを育成する。

現状維持

　学校等と連携しながら，感染症対
策を講じた形で防災訓練等を実施
し，次世代リーダーの育成に努め
た。

防災・危機管
理課

89
災害支援ボランティアセンターによる災害時
の体制整備の推進

進捗状況

　「水戸市災害ボランティアセンターの設置等に関
する協定」を水戸市と締結。
　「災害時の相互協力に関する協定」を水戸市青
年会議所含む15団体，水戸常澄商工会含む２団
体と締結。
茨城県社協災害初動期対応チームに参加。

　「水戸市災害ボランティアセンターの設置等に関する協
定」を水戸市と締結。
「災害時の相互協力に関する協定」を水戸市青年会議所
含む15団体，水戸常澄商工会含む３団体と締結。
茨城県社協災害初動期対応チームに参加。

進捗した

　各団体との協定締結，茨城県社協
災害初動期対応チームに参加，コロ
ナ禍における災害ボランティアセン
ター運営マニュアルの見直しを行っ
た。

社会福祉協
議会

　　

　　　　基本施策３　暮らしやすいまちづくりの推進　　　　　　　　→ 具体的施策２　防災・防犯対策の充実　　　　　　　　→ 主な施策２　避難行動要支援者への支援体制の構築

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

90 避難行動要支援者名簿の活用 登録者数

　災害時に自力で避難することが困難な避難行動
要支援者について，支援を希望する方の名簿を作
成している。また，管理システムにより随時名簿の
更新を行っている。
名簿登録者数3,862人

　今年度新たに対象要件に該当した方へ案内を送付（12
月下旬）し，広報紙および市HPにて制度の周知を行っ
た。また，民生委員による訪問調査の報告に基づき，随
時名簿の更新を行っている。

進捗した
　登録者が昨年より若干増。
　市HPの更新，広報紙への掲載
等，制度周知を行ったため。

福祉総務課

91 災害時の避難支援体制づくりの推進 進捗状況
　避難行動要支援者名簿を作成し，警察，民生委
員などの避難支援等関係者と連携して，支援体制
づくりを行っている。

　警察，民生委員等とも避難行動要支援者名簿を共有
し，支援体制を整えている。

現状維持
　例年通りの事業は実施できたが，
各支援者とのさらなる支援体制強化
の段階には至っていないため。

福祉総務課

92 福祉避難所の運営 進捗状況

　新型コロナウイルスに感染の恐れがある状況下
における避難所運営に関する指針を策定し，体調
等に応じ避難施設をあらかじめ振り分けるほか，
緊急避難所等の受入施設を増やした。

　コロナ禍において，不特定の避難者が避難することによ
り集団感染のリスクを避けるため，原則高齢者施設等の
福祉避難所を開設しないこととした。代替えとして，避難
行動要支援者などは市民センターに避難することとし，状
況に応じて，ホテル，旅館等の活用を図れるよう，県ホテ
ル・旅館同業組合水戸支部と協定を締結した。

進捗した

　コロナ禍においても、福祉避難所
への避難を必要とする避難行動要
支援者などが円滑に避難できるよ
う，対策を講じた。

防災・危機管
理課

　　

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→
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　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→ 　　　　基本施策３　暮らしやすいまちづくりの推進　　　　　　　　→ 具体的施策２　防災・防犯対策の充実　　　　　　　　→ 主な施策３　地域コミュニティ活動環境の充実（再掲）

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

93
市民センター総合管理計画に基づく長寿命
化型改修

改修済数

　工事２箇所
　（緑岡市民センター）
　（寿市民センター）
　設計１箇所
　（三の丸市民センター）

　関係課等と連携し，工事及び設計を行った。 進捗した

　地元要望を踏まえた改修及び設
備の更新を行い，利用者の安全性
及び利便性を確保することができた
ため。

市民生活課

94 市民センターの機能充実 進捗状況
　老朽化備品の更新
　（消耗品・備品）

　地域コミュニティ活動及び生涯学習活動で使用している
物品を更新した。

進捗した

　老朽化備品の更新により，利用者
の安全性を確保するとともに，活動
環境の一層の充実を図ることができ
たため。

市民生活課

95 市民センター内コミュニティルームの活用 進捗状況
　地域コミュニティに関わる団体が，打合せや事務
作業に使用

　利用予約は不要とし，常時使用できる環境づくりを行っ
た。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症に伴
い，利用できない期間及び時間帯が
あったが，活動可能な期間及び時
間帯においては，地域コミュニティに
関わる団体が積極的に活用してい
たため。

市民生活課

　　

具体的施策２　防災・防犯対策の充実　　　　　　　　→ 主な施策４　防犯対策の強化

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

96
警察や消費生活センター等の関係機関と連
携した防犯意識の啓発

進捗状況

　水戸市安全なまちづくり推進委員会の開催
　モデル地区対策会議の開催

　（R２年度モデル地区
　　　　　　　　　：見川周辺地域）

　他地区の模範となり，防犯活動を協働で行う地区を「モ
デル地区」として指定し，新たな施策や先導的な防犯活
動を実施する。
　また，推進委員会等を開催し，各種団体との連携体制
づくりに努めるとともに，モデル地区で取り組んだ事業の
成果について検証を行い，効果的な事業を市内全域に拡
大する。

進捗した
　推進会議等を開催し，警察，関係
機関及び市との連携強化を図るとと
もに，情報交換を行った。

生活安全課

97 自主防犯活動団体への支援及び委嘱 委嘱団体数
　委嘱団体数：22団体
　資材貸与団体：51団体

　市内各地域の自主防犯活動団体を自主防犯パトロー
ル活動団体として委嘱するとともに，要望があれば市から
資材（腕章，帽子及びベスト）を貸与している。

現状維持
　令和２年度については，新規の委
嘱団体がなかったため。

生活安全課

98
防犯灯の設置・管理の助成及びＬＥＤ化の
促進

進捗状況
　防犯灯に関する補助金の交付を行った。
　　防犯灯設置等補助金：912基
　　防犯灯管理補助金：17,857基

　防犯灯の設置(交換)及び維持管理について，町内会等
管理団体に対し補助金を交付し，費用負担の軽減を図っ
ている。

進捗した

　町内会等に対し，防犯灯の設置・
交換や管理の助成を行った。
　また，町内会等において，設置・交
換した防犯灯はすべてＬＥＤ防犯灯
であり，ＬＥＤ化の推進が図れてい
る。

生活安全課

99 防犯カメラの設置促進 設置数

　市防犯カメラ設置基数：58基
　　１基新設（水戸駅周辺）
　　３基更新（水戸駅,大工町周辺）

　「防犯カメラ設置及び運用に関するチェック表」
（注意事項）の策定

　水戸警察署と連携を図りながら，効果的な場所への防
犯カメラの設置を進めるとともに，年数が経過した防犯カ
メラについては，計画的に更新を行う。
　「防犯カメラ設置及び運用に関するチェック表」を策定
し，誰もが防犯カメラを適正かつ効果的に設置・運用でき
るような指針とする。

進捗した
　防犯カメラの設置拡充を進めるこ
とにより，犯罪の抑止，事件の早期
解決等に繋がった。

生活安全課

100 空き地・空き家対策の強化 進捗状況

　空き家等の適正管理に関する指導等の実施，空
家等管理台帳の整理，専門家による空き家・空き
地無料相談会の開催，R3固定資産税納税通知書
への空き家リーフレット同封

　管理不全な空家等の所有者等に対して，適正管理を求
める行政指導を継続的に実施した。

進捗した

　解決方法がわからない，または遠
方にお住まいの所有者等に対して
は，解決するための手続きや方法な
どを丁寧に説明していくことで，多く
の空家等において解体や修繕がみ
られた。

生活安全課

　基本方針１　ともに支えあう地域づくり　　　　→ 　　　　基本施策３　暮らしやすいまちづくりの推進　　　　　　　　→
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具体的施策１　身近な相談支援体制の充実　　　→ 主な施策１　相談しやすい体制の整備・充実

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

101 家庭児童相談の実施 相談件数 　相談実件数　     　　953件
　子どもや子育てに関する様々な問題について，家
庭生活，学校生活，性格，発育等の相談に応じた。

現状維持
　感染拡大防止に配慮しながら
相談対応を継続することができ
たため。

子ども課

102
子育て支援相談員による子育て支援情報の
提供

利用者数 　相談件数             102件
　子育て支援相談員を子ども課窓口に１名配置し，
子育て支援サービスの情報提供や相談・支援を実施
した。

現状維持
　感染拡大防止に配慮しながら
相談対応を継続することができ
たため。

子ども課

103
保育コンシェルジュによる保育所等情報の提
供

利用者数
　R２年度途中利用申請　1,953名
　R３年度４月利用申請　1,371名

　保育所長・幼稚園長を経験した元職員を窓口に配
置することで，保育所や幼稚園での生活などを含め
た，きめ細かな窓口案内を行った。

現状維持

　知識と経験に基づいた窓口案
内をするだけでなく，窓口担当者
全体で共有することで，保護者
ニーズをとらえたマッチングを行
うことができた。

幼児教育課

104
地域包括支援センターにおける高齢者への相
談支援の推進

相談件数（延
べ）

　23,808件

　高齢者，家族，近隣住民，民生委員等の地域の
ネットワーク等を通じた様々な相談に対応し，相談内
容に即したサービスや制度等に関する情報提供，関
係機関の紹介などを行った。

進捗した

　前年度の相談件数22,822件か
ら増加している。地域のネット
ワークを通じた様々な相談に対
応した。

高齢福祉課

105
認知症の早期診断・早期対応に向けた初期集
中支援事業の実施

進捗状況
　認知症初期集中支援チームの稼働
　高齢者支援センターと連携し，対象者を把握

　必要に応じて高齢者支援センターと情報交換，及
び，同行訪問を実施した。また，虐待コアメンバー会
議に出席した。

現状維持

　認知症初期集中支援チームに
よる対応少なかったが，高齢者
支援センターと連携し，早急な対
応を取ることができた。

高齢福祉課

106 介護相談員による派遣相談の実施 相談件数
　介護相談員　６名
　施設訪問回数　　　３回／年
　居宅訪問回数　2,086回／年

　介護相談員を施設，居宅へ派遣し，利用者や家族
の相談に応じ，介護サービスに関する疑問や不安を
解消するとともに，事業者へ利用者の意見を橋渡し
することにより，介護サービスの質の向上を図る。

進捗した

　居宅訪問件数が，「第７期介護
保険事業計画」における目標目
標指標である1,300件を大幅に上
回った。

介護保険課

107
障害者に対する基幹相談支援センターの設置
及び運営

利用者数 　相談件数　延464件

　障害者等を支援している専門職員からの相談に応
じ，助言等を行う。
　障害者等を支援している専門職員の資質向上を目
的とした研修等の実施。
　障害福祉サービス事業所，医療機関，教育機関，
民間企業等とのネットワークづくり。

進捗した

　令和２年10月から稼働し，専門
職員からの相談に応じ，支援困
難ケース等への助言及び対応等
を行っているため。

障害福祉課

108 障害者生活支援センターの運営 進捗状況 　相談件数　延3,887件
　障害者及び介護者の相談に応じて各種福祉サービ
スの利用援助や社会資源を活用するための紹介業
務その他の支援を行う。

現状維持

　障害者等からの福祉に関する
一般的な相談に応じ，必要な情
報の提供及び助言，サービス利
用援助等を実施しているため。

障害福祉課

相談件数　延4,225件

　就労希望者や離職者の就職相談。
　在職者の仕事上の悩み相談。
　職場実習の援助。
　単身就労者の生活相談。
　就労の定着支援に関すること。

現状維持
　国の定めた目標に沿って実施
をしている。

障害福祉課

　登録者数 812名　（身体障害 57名，知的障害
534名，精神障害 211名，その他 10名）
　相談件数　雇用安定等事業 4,225件（障害者他
相談 2,641件，企業相談 1,584件）
　相談件数　生活支援等事業 1,328件（障害者他
相談 1,039件，企業相談 289件）

○雇用安定等事業
　・求職活動，職場定着など就業に関する相談
　・職業準備訓練，職場実習の斡旋
　・事業所に対する障害者の雇用管理に関する支援
○生活支援等事業
　・生活習慣の形成，健康管理，金銭管理等日常生
活の自己管理に関する助言・支援
　・住居，年金，余暇活動等地域生活に関する助言・
支援

現状を維持できな
かった

　R２年度はコロナ禍により職場
訪問に制限があった。また，在職
者交流活動の開催も企業に影響
を及ぼす可能性があったため中
止した。生活支援では，コロナ禍
による行動制限があったため，
不要不急の外出は控えるように
助言した。

社会福祉協
議会

　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制 　　　　→　　　　　基本施策１　相談支援体制の充実　　　　　　→

109
水戸地区障害者就業・生活支援センターの運
営

利用者数
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主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

110
子ども発達支援センターにおける相談支援の
推進

相談件数
　相談員による相談　316件
　心理士による相談　370件

　親への心理的フォローを重点的に行った。 進捗した 　心理士による相談件数の増加 障害福祉課

111 医療的ケア児コーディネーターの配置の推進
医療的ケア児
コーディネー
ター配置数

　医療的コーディネーター配置0人

　医療的ケア児に対する適切な支援について協議す
る場を設置する。
　医療的ケア児等に関するコーディネーターは，水戸
障害福祉圏に配置されるコーディネーターとの連携
を踏まえ，配置を検討する。

現状維持
　医療的ケア児等に関するコー
ディネーターの配置は，検討段
階にあるため。

障害福祉課

112 外国人に対しての窓口相談の実施 相談件数

　332件
　（内訳）
　　来館相談　107件
　　電話・電子メール相談　225件

　生活様式や習慣等の違いから生じる悩みなどの相
談に対して，適切なアドバイスや情報を提供した。
　必要に応じて弁護士・行政書士などの有資格者や
専門部署等への案内を徹底し，市民生活の安定化
が図れるよう支援した。
　相談業務に従事する職員に必要とされる法律等の
各種研修を積極的に実施した。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症の
影響もあり，相談件数は減少し
たが，外国人からの各種相談に
対して，適切なアドバイスや情報
提供ができた。今後も県や市等
の関係機関と連携を図り，事業
を継続する。

文化交流課

113 産前産後支援センターの運営 利用者数

　母子保健コーディネーター（保健師，助産師）４
名配置　利用者1,781名
　水戸市要支援妊産婦連携会議はコロナのため
書面開催。

　母子保健コーディネーターが，妊娠届出や産科医
療機関等からの情報提供から，支援の必要な妊産
婦を把握し，関係機関等と連携しながら電話，面接，
家庭訪問等を実施した。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症拡
大防止のために，家族等支援を
受けられない妊産婦もおり，関係
機関と連携を図りながら支援を
行うことができた。会議について
は，対面ではできなかったため，
書面での開催とした。

地域保健課

114 性的マイノリティに関する電話相談の実施 相談件数
　性的マイノリティに関する電話・メール相談
＜電話＞15件
＜メール＞３件

　性的マイノリティであることを理由に差別や偏見に
苦しむ当事者や家族等が抱えている悩みに寄り添い
解決に導けるよう実施した。

進捗した
　４月からは，相談を随時受けら
れるよう，メールでの相談も開始
し，体制の充実を図った。

男女平等参
画課

115 権利擁護サポートセンターの運営 相談件数

　県央地域成年後見支援事業
　　相談件数 　延べ866件
　日常生活自立支援事業
　　相談援助件数 延べ11,293件

　認知症，知的障害，精神障害などの理由により，判
断能力に支援を要する方の権利を擁護するととも
に，権利が損なわれた場合に相談に応じることによ
り，住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう
に支援を行う。

進捗した

　審判開始の申立てを検討する
住民の相談を受け付けるととも
に，申立書類の作成や申立手続
きについて相談助言を行った。ま
た，コロナ禍の影響により外出を
自粛している住民のためにオン
ライン相談ができる設備体制を
整えた。

社会福祉協
議会

116 在宅福祉サービスセンターの運営 利用者数
　介護保険　延べ2,086名
　予防給付　延べ657名

　特定居宅介護支援事業所として，地域包括支援セ
ンターより課題の多い利用者の依頼を受け入れた
他，市内の居宅介護支援事業所からの支援の相談
等も数多く行ってきたが，利用延べ人数(給付管理実
績数)は停滞気味であった。

現状維持

　新型コロナ感染症の影響によ
る利用者のサービス利用控え等
があり，給付管理に至らない
ケースがあった。

社会福祉協
議会

117 心配ごと相談所の運営 相談件数
　開所日数　38日
　相談件数　49件

　市民福祉の増進を図るため，日常生活のあらゆる
心配ごとや悩みごとに応じる相談所を開設した。 現状維持

　新型コロナ感染症対策により，
会館の休館などの影響が大き
かった。

社会福祉協
議会

118 結婚相談所の運営 相談件数
　開所日数　36日
　相談者数　延べ90名

　市民福祉の増進を図るため，結婚を希望する未婚
者の出会いの機会を広げる相談所を開設した。

現状を維持できな
かった

　新型コロナ感染症対策により，
会館の休館などの影響が大き
かった。

社会福祉協
議会
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具体的施策１　身近な相談支援体制の充実　　　→ 主な施策２　生活困窮世帯への支援

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

119 子どもに対する学習支援の推進 利用者数 　延べ参加者数1393人
　学習支援を拡充するため，新たに竹隈市民セン
ターを会場に加え，市内４会場で学習支援会を行っ
た。

進捗した

　新型コロナウイルス感染症の
影響により，夏休み期間中の開
催ができなかったが，会場増設
及びボランティアの方々のご協
力の甲斐あり，延べ参加者数を
大きく減らすことがなかった。ま
た広範な地域での実施により，
市内すべての対象者が，支援を
受けることのできる機会の提供
の拡充につながった。

生活福祉課

120 子どもの居場所づくりの推進 利用者数 　延べ参加者数1393人
　居場所作りの場を広げるため，新たに竹隈市民セ
ンターを会場に加え，市内４会場で学習支援会ととも
に居場所作りを実施した。

進捗した

　新型コロナウイルス感染症の
影響により，夏休み期間中の開
催ができなかったが，会場増設
及びボランティアの方々のご協
力の甲斐あり，延べ参加者数を
大きく減らすことがなかった。ま
た広範な地域での実施により，
市内すべての対象者が，支援を
受けることのできる機会の提供
の拡充につながった。

生活福祉課

121 子ども食堂の運営支援 進捗状況 　実施団体数　　  ８団体
　市内子ども食堂に対する広報・周知支援や新型コ
ロナウイルス感染症対策として，消毒液等の衛生資
器材の提供を行った。

現状維持
　感染拡大防止に配慮しながら，
事業を継続できたため。

子ども課

122 就学援助制度や奨学金制度の利用促進 利用者数

　就学援助実施児童生徒数
　小学校　808人
　中学校　561人
　小学校入学予定者　56人

　奨学金制度利用者数
　令和２年度　57人

　就学援助制度の案内を５月に全家庭に配布した。
小学校入学予定者の家庭には，９月の就学時健康
診断通知書に同封して就学援助制度の案内を送付
した。更に，小学校及び中学校入学予定者の家庭に
は，主に12月から２月に実施する入学説明会でも就
学援助制度の案内を配布した。

　奨学金決定通知書送付及び支給に向けた事務処
理や併給確認を４月に行い，５月以降毎月支給処
理，奨学基金運用を検討。12月に次年度募集要項
の作成，１月に広報みと掲載及び水戸市立中学校や
市内及び近隣高等学校等を通じて募集のお知らせを
行うなど制度周知を行い，２月に申請受付，３月に結
果通知の送付を行った。

現状維持

　全家庭に配布することで，制度
の存在が広く浸透し，家計急変
家庭の迅速な申請につながって
いる。

　定期的に広報を行い，制度周
知しながら事業を継続している。

学校管理課

123 自立相談支援室の運営 就職者数 　30名(複数回就職者を含む)
　定期的な面接及び「つなぐハローワーク」への同行
を含む連携により，具体的な就労に結び付く支援を
行った。

進捗した
　コロナウイルスによる離職を含
め，継続的な支援を行った。

社会福祉協
議会

124 ハローワークと連携した就労相談の実施 相談件数
　生活保護受給者等就労自立促進事業参加者数
241人に対し、延べ940回の相談を実施。

　生活保護受給者等就労自立促進事業を通じて，ハ
ローワークへの適切な誘導，就労意欲の喚起，その
他必要な支援を行い，ハローワークはその対象者に
様々な形で就労支援を実施。対象者の自立助長に
努めた。

進捗した
　事業参加者数が前年度に比べ
２割以上増加。

生活福祉課

　　

　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制 　　　　→　　　　基本施策１　相談支援体制の充実　　　　→

17
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具体的施策１　身近な相談支援体制の充実　　　→ 主な施策３　ひきこもり対策の推進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

125
ひきこもり，うつや精神疾患に関する知識の普
及・啓発

進捗状況
　市報及びホームページに心の健康に関する知
識を掲載
　相談窓口周知カードを作成・配布

　市報とホームページに心の健康に関する知識や情
報を掲載した。
　心の健康に関する啓発文や相談窓口を掲載した
カードを作成し，コンビニエンスストアや市民センター
などに設置，配布した。

進捗した 　計画通りに事業を展開できた。 保健予防課

126 ひきこもり相談支援の充実 相談件数

　精神科医による相談を月１回実施。相談件数11
件。
　随時，係員が電話や面接等で相談を実施。相談
件数137件。

　精神科医による相談を月１回２名まで予約制で実
施した。
　係員は保健師，精神保健福祉士，社会福祉士の専
門職を配置し，電話や面接等で相談支援を行った。

進捗した 　計画通りに事業を展開できた。 保健予防課

127 こころの健康講座の開催 参加者数 　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 障害福祉課

128 こころの健康相談の充実 相談件数
　ひきこもりに特化せず，心の相談として月1回実
施。相談件数9件（ひきこもり相談0件）。

　臨床心理士による対面相談を予約制で実施した。
現状を維持できな
かった

　ひきこもり専門相談事業を令和
２年度から開始したため，当事業
ではひきこもりに関する相談はな
かった。

保健予防課

　　

　　　→　　　　基本施策１　相談支援体制の充実　　　　→ 具体的施策１　身近な相談支援体制の充実　　　→ 主な施策４　自殺対策の推進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

129
自殺対策に係る知識の普及や相談窓口の周
知

相談件数
　相談窓口周知カードを作成・配布
　自殺に関する相談件数　86件

　自殺予防の啓発文及び相談窓口を掲載したカード
を作成し，集客の多い場所（コンビニエンスストア，
スーパー，市民センター，市役所等）に設置，配布し
た。
　電話，面接，訪問による相談を実施した。

進捗した 　計画通りに事業を展開できた。 保健予防課

130 ゲートキーパーの養成 養成数
　民生委員児童委員42名に対し集合研修，市職
員21名に対し書面研修を実施。

　市職員や地区活動をしている市民を対象に臨床心
理士による研修を実施。

現状を維持できな
かった

　新型コロナウイルスの影響によ
り一部の研修が中止となったた
め。

保健予防課

131 居場所づくり，生きがいづくりの推進 進捗状況 　ひきこもり当事者の居場所作りを実施
　ひきこもり当事者の居場所として令和2年度から事
業を開始。精神保健福祉士等が担当し，当事者と一
緒に活動内容を考え実施した。

進捗した
　新型コロナウイルスの影響によ
り開催できない月もあったが，ほ
ぼ計画通り事業を展開できた。

保健予防課

　　

　　　→　　　　基本施策１　相談支援体制の充実　　　　→ 具体的施策２　福祉に関する情報の提供　　　→ 主な施策１　様々な情報媒体を活用した情報の提供

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

132 「広報みと」の発行 発行数
　【発行部数】
　2,208,000部

　毎月２回（1日号及び15日号），それぞれ92,000部を
発行した。

現状維持
　例年とほぼ同様の発行を行っ
た。

みとの魅力
発信課

133 子育て支援総合ガイドブックの発行 発行数
　【発行部数】
　8,500部

　事業者との連携・協定を行うことで，広告収入によ
り発行費用を賄い，子育て世帯の視点に立った分か
りやすい子育て情報誌を発行した。

現状維持
　子育て世帯の多様なニーズに
対応した情報発信の一つとして
機能したため。

子ども課

　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制

　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制

　　　→　　　　基本施策１　相談支援体制の充実　　　　→　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制

18
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主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

　障害福祉のしおり　1,500部
　新規に手帳を交付した者や転入者等に，障害福祉
のしおりを配布した。

現状維持

　障害福祉のしおりを配布し，水
戸市における各種福祉サービス
等の内容の啓発に努めた，次年
度は発行部数を1,700部とする。

障害福祉課

　お年寄り便利帳（13,000部）
　高齢者にとってより見やすい冊子となる様，フルカ
ラーとし全面リニューアルを行った。

進捗した
　全面リニューアルによりより，
見やすく使いやすい冊子となっ
た。

高齢福祉課

135 ＷＥＢサイトを活用した子育て情報の提供 閲覧数 　子育て応援サイト「ママフレ」
　子育て世帯の多様なニーズに対応した情報発信の
一つとして，WEBを活用し，子育て支援情報の発信を
行った。

現状維持
　子育て世帯の多様なニーズに
対応した情報発信の一つとして
機能したため。

子ども課

136 ＳＰコード版「障害者のしおり」の配付 配付数 　配布実績なし
　視覚障害者向け障害福祉のしおりとして，SPコード
版を作成

現状を維持できな
かった

　令和２年度の配布実績がな
かったが，視覚障害者団体等と
連記し，視覚障害者へ，障害福
祉のしおりのSPコード版の普及
に努める

障害福祉課

137 点字版や声の広報みと，声の議会報の提供
発行数や閲覧
数

　【発行数】
　　点字…697件
　　声の広報みと
　　　テープ版…72件
　　　CD（デイジー版）…960枚

　「広報みと」点字版及び声の広報を作成し，様々な
方に情報発信を行った。

現状維持
　例年とほぼ同様の発行を行っ
た。

みとの魅力
発信課

138
市ホームページや各種ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ，Ｔｗ
ｉｔｔｅｒ，ＬＩＮＥ等）の活用

閲覧数

　【市ホームページ閲覧数】
　　2,068,598件（令和２年度合計）

　【各SNSフォロワー増加数】
　　Twitter…6,724件
　　Facebook…448件
　　LINE…17,732件
　　　（令和２年度中）

　市ホームページ，各SNSツールを活用し，情報発信
を行った。

進捗した
　ホームページ閲覧数は増加し
た。SNSツールのフォロワー数
は，特にLINEにおいて増加した。

みとの魅力
発信課

139 広報紙「みんなのしあわせ」の発行 発行数 　NO.185～188　各87,000部

　新型コロナウイルス感染症拡大により事業やイベ
ントが中止となり，特集記事を掲載するなど，紙面構
成を工夫して発行した。みんなのしあわせ(12月15日
号)NO.187では，水戸市社協の障害者相談について
の特集記事を掲載した。

進捗した

　紙面構成を工夫し他事業所の
職員や地域住民の方に寄稿して
もらうなど，幅広い視点での記事
構成を試みた。

社会福祉協
議会

140
社会福祉協議会ホームページやＳＮＳを活用
した福祉情報の提供

閲覧数

　Facebook
　　（フォロワー数）562　（閲覧総数）37,703
　Twitter
　　（フォロワー数）79　（閲覧総数）87,431
　ホームページ
　　（閲覧総数）　196,416

　ホームページ，Facebookを活用し，各種事業の情
報提供，事業活動の報告を行っている。特に新型コ
ロナウイルス感染症関連では，感染予防対策に伴う
施設利用の際の注意喚起，特例貸付制度の案内な
ど迅速な情報提供に努めた。

進捗した
　コロナ禍での事業中止が相次
ぎ，取材記事が少ない状況に
あった。

社会福祉協
議会

　　

134
市民の視点に立った情報誌やパンフレット等
の発行（お年寄り便利帳，障害者のしおり等）

発行数

19
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　　　→　　　　基本施策１　相談支援体制の充実　　　　　→ 具体的施策２　福祉に関する情報の提供　　　　→

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

141 こみっとフェスティバルの開催 参加者数

　オンラインによる市民活動団体及び市民の交流
の促進
　オンライン事前参加申込数　　65件
　こみフェスフェイスブック閲覧数 519件

　９thこみっとフェスティバル2021は，令和３年２月21
日に当初イオンモール水戸内原において開催準備を
進めていたが，新型コロナウイルス感染症に伴い，
密集しやすい参集型からオンライン（ｚｏｏｍ）によるハ
イブリッド型で開催した。

現状維持
　参集型からオンラインに切り替
えたことにより，新たな試みとし
て開催することができたたため。

市民生活課

142 ＷＥＢサイトこみっと広場の運営 登録団体数 　市民活動情報Ｗｅｂサイト登録団体数　100件
　市民活動団体の活動情報の提供及び交流の促進
を図った。

現状維持

　H30年度比32件増となり，年度
計画目標値を達成することがで
きたため。

市民生活課

　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制 主な施策２　NPO等による福祉活動に伴う情報ネットワークの構築（再掲）

20
※網掛けは再掲



　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制　　　→　　　基本施策２　連携体制づくりの推進　　　　　　　→ 具体的施策１　行政における連携体制の強化　　→ 主な施策１　複合的な福祉課題に対する連携の充実

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

　１件

　生活困窮者自立支援法に基づく支援会議を設置
し，複合的な課題を抱える生活困窮者に対する支援
について連絡体制構築，事務分掌確認，ケース共有
をする関係各課を交えた会議を行った。

進捗した

　支援会議の開催により，複合
的な福祉課題に協力して取り組
む体制の基盤づくりをすることが
できた。

生活福祉課

　８回（毎月第３水曜日に定期開催。４月・５月・１
月・２月は,新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止）

　障害者（児）に係る支援困難ケース等について,水
戸市障害者生活支援センターと個別事例検討会を
実施。

現状維持 　例年通りの内容のため。 障害福祉課

①高齢者支援センターが担当する日常生活圏域
において，地域ケア個別会議を計46回開催した。

②虐待に係るコアメンバー会議　77件

①介護支援専門員が担当する支援困難事例につい
て，参加者が事例検討を行い，個別課題の解決を図
るとともに，ネットワークの構築及び地域課題の把握
に取り組んだ。

②水戸市へ通告のあった虐待案件についてコアメン
バー会議を開催し，個別ケースの支援方法について
検討を行った。

進捗した

①多職種が協働して課題解決に
取り組み，地域の連携を強化す
ることができた。

②虐待と疑われる案件につい
て，早期発見・早期介入に努め
た。

高齢福祉課

　要保護児童及びＤＶ対策地域協議会
　個別ケース検討会議開催　31回

　対象ケースに関する情報共有と今後の支援体制の
確認を行っている。

現状維持
　コロナ禍においても随時，感染
拡大防止に配慮しながら会議を
開催することができたため。

子ども課

144
庁内連携体制の構築（（仮称）我が事・丸ごと
連絡協議会の発足及び運営）

進捗状況
　庁内連携体制（水戸市複合的福祉課題対策会
議）を発足。
　第１回対策会議を実施。

　複合的な課題に対応するため，各課での相談受付
状況を確認する調査実施。
　対策会議に向けて，各課と連携体制構築のための
調整を行い，関係課を交えた会議において，実践的
な会議を開催。
　今後，会議を通じ，関係課が連携しながら，複合的
な福祉課題への対応を行っていく。

進捗した

　庁内連携体制を発足し，複合
的な福祉課題に協力して取り組
むことができ，迅速な支援につな
げることができた。

福祉総務課

　　

　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制　　　→　　　　基本施策２　連携体制づくりの推進　　　　　　　→ 具体的施策１　行政における連携体制の強化　　→ 主な施策２　横断的な連携の充実

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

145 民生委員児童委員活動支援連絡会議の運営 進捗状況
　平成30年に配付した「民生委員児童委員活動
支援のためのガイドライン」について中核市移行
による改訂を行った。

　ガイドラインの改訂については，既存掲載項目及び
新規掲載項目について，民生委員児童委員及び関
係部署から意見を募り，内容の見直しを図り，令和３
年４月改訂版として発行した。

進捗した

　改訂したガイドライン等を民生
委員児童委員が活用すること
で，活動上の疑問等の解決につ
ながり，日々の民生委員児童委
員活動の支援につながるため。

福祉総務課

146 要保護児童及びＤＶ対策地域協議会の運営 取扱件数

　代表者会議開催 １回（書面開催）
　実務者会議開催 14回（うち２回は書面開催）
　個別ケース検討会議開催　30回
　オレンジリボン&パープルリボンキャンペーン実
施

　各種会議開催による情報共有や今後の支援体制
の確認を行っている。
　クリアホルダーやカード，ライトアップ等による児童
虐待防止及びＤＶ防止の啓発を行っている。

現状維持

　感染症拡大防止の観点から，
イベント会場によるキャンペーン
は中止したが，それを補完する
ための広報啓発を実施すること
ができたため。

子ども課

　　

143 個別検討会議の実施 取扱件数

21
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　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制　　　→　　　　基本施策２　連携体制づくりの推進　　　　　　　→ 具体的施策２　地域における連携体制の促進　　→ 主な施策１　地域における活動団体との連携

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

147
社会福祉協議会及びシルバー人材センターと
の連携

進捗状況
　市からの委託等により，地域福祉推進，相談支
援事業や高齢者・障害者・生活困窮者・子どもの
支援，福祉施設の管理運営などを行っている。

　市社協が策定した地域福祉活動計画と市の地域
福祉計画の連携により，コミュニティトーク等の事業
を実施し，本市の地域福祉を推進している。
　事業計画や予算を確認するとともに，今後の課題
について情報を共有した。

進捗した

　地域共生社会の実現につなが
る地域福祉推進のための新たな
事業を展開している。
　今まで実施していなかった連絡
調整会議を開催したため。

福祉総務課

148 民生委員・児童委員との連携 進捗状況

　各地区民生委員児童委員協議会（以下，「地区
民児協」）会長・副会長で構成される「水戸市民生
委員児童委員連合協議会理事会」（以下，「理事
会」）を開催し，行政からの連絡事項や依頼事項
を伝えるとともに，情報交換を行っている。また，
各地区民児協の定例会に福祉事務所の職員が
出席し，連携を深めている。

　月１回の理事会及び各地区民児協定例会（8月を
除く）において，民生委員児童委員と福祉事務所の
職員の情報交換や協議の場を設け，事業推進のた
めの意思疎通を図っている。

現状維持

　感染症予防のため会議が開催
できないときは，資料を配付する
などの方法で，連携協力体制を
補完しているため。

福祉総務課

149 保健推進員及び食生活改善員との連携 進捗状況

　保健推進員数：274名
　役員会６回，支部長会６回
　支部研修会33回
　合同研修会，視察研修は未実施
　保健事業の勧め等　　22,025件
　母子保健事業会場における支援　49回
　地域行事等への協力支援　　298回

　食生活改善推進員数：293名
　役員・支部長会：１回
　中央研修会・視察研修は未実施

　保健事業の周知，地域住民の健康状態の把握。ま
た，１歳６か月児健診と３歳児健診会場において，会
場案内や幼児の見守り等支援を実施。
例年総会，中央研修会，視察研修を実施している
が，新型コロナウイルス感染症予防のために未実
施。

現状を維持できな
かった

保健推進員
　新型コロナウイルス感染症拡
大防止のために，研修会の開
催，成人・高齢者の健診会場で
の支援ができなかったため。

食生活改善推進員
　新型コロナウイルス感染症拡
大防止のために例年通りの活動
ができなかったため。

地域保健課

　水戸市地域自立支援協議会
　専門部会延べ44回開催

・こども部会　10回
・生活・就労部会９回
・相談支援部会９回
・地域生活支援部会９回
・障害福祉サービス事業所部会７回

現状維持

　新型コロナウイルス感染症の
影響により，定例会や全体会（関
係機関との協議の場）を開催で
きなかったが，専門部会を開催
できたため。

障害福祉課

　生活支援体制整備事業において，市全域を対
象とした協議体会議を２回，日常生活圏域を対象
とした協議体会議を35回開催した。

　地域団体や福祉サービス事業所等が参加する協
議体会議にて，地域課題の発見や，解決に向けた協
議を実施した。今後はさらに多様な主体が参加でき
るよう取組を推進する。

現状維持

　日常生活圏域を対象とした会
議への多様な主体の参加は前
年度以前からの課題だったが，
改善に至らなかった。

高齢福祉課

　子育てぽかぽか広場（子育て支援団体等）　２
か所
　子ども食堂（NPO法人等）８団体
　要保護児童及びＤＶ対策地域協議会構成機関
との連携（児童虐待防止関係ＮＰＯ法人，ＤＶ被害
者支援関係ＮＰＯ法人）
　ホームフレンド事業における連携（ＤＶ被害者支
援関係ＮＰＯ法人）

　地域において，子育て中の親子が交流できる広場
を民間団体が主体となり，運営した。
　市内で開催している子ども食堂について周知活動
などの支援を行った。
　要保護児童及びＤＶ対策地域協議会の代表者会
議，実務者会議における情報共有等を行った。
　ホームフレンド事業による個別ケースに対する連携
支援を行った。

現状維持
　感染拡大防止に配慮しながら，
事業を継続できたため。

子ども課

　　

150 関係団体，ＮＰＯ法人，民間企業等との連携 進捗状況
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※網掛けは再掲



　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制　　　→　　　　基本施策２　連携体制づくりの推進　　　　　　　→ 具体的施策２　地域における連携体制の促進　　→ 主な施策２　専門的な知識を持つ方等との連携

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

151
市医師会物忘れ相談医や認知症疾患医療セ
ンター等との連携

実施状況

　認知症サポーターステップアップ講座の実施
　　２回開催　延参加者数81人
　認知症初期集中支援チーム員会議の開催
　　８回開催

　市物忘れ相談医，かつ，認知症疾患医療センター
長である医師を講師として，認知症サポーターステッ
プアップ講座を実施した。
　認知症疾患医療センター長が，認知症初期集中支
援チーム員会議を開催した。

現状維持
　必要時に連携を取り，有意義
に講座・会議が実施できた。

高齢福祉課

152
若年性認知症支援コーディネーターと認知症
地域支援推進員との連携

進捗状況 　若年性認知症研修会の開催

　若年性認知症の理解を深めるために，若年性認知
症コーディネーターを講師とした研修会を開催した。
　若年性認知症コーディネーターと情報共有し，相談
業務を実施した。

現状維持

　必要時に若年性認知症コー
ディネーターと連携を取り，相談
や研修会を実施することがこと
ができた。

高齢福祉課

153 地域ケア個別会議によるネットワークの構築 進捗状況
　高齢者支援センターが担当する日常生活圏域
において，地域ケア個別会議を計46回開催した。

　介護支援専門員が担当する支援困難事例につい
て，参加者が事例検討を行い，個別課題の解決を図
るとともに，ネットワークの構築及び地域課題の把握
に取り組んだ。

進捗した
　多職種が協働して課題解決に
取り組み，地域の連携を強化す
ることができた。

高齢福祉課

154
県介護支援専門員協会との連携によるケアプ
ラン点検の実施

進捗状況
　23事業所に対してケアプラン点検を実施したほ
か，４月・１０月に専門委員会議（事業評価）を実
施した。

　市内の居宅介護支援事業所を訪問し事例を通して
ケアプラン点検することでケアマネジメント技術向上
を図る。　　今後は施設ケアマネジメントについても実
施していく予定。

進捗した
　２巡目に入り，点検内容が事業
所に好意的に受け入れられてい
るため。

介護保険課

　　

　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制　　　→　　　　基本施策２　連携体制づくりの推進　　　　　　　→ 具体的施策２　地域における連携体制の促進　　→ 主な施策３　地域見守り・支えあいネットワーク推進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

155
安心・安全見守り隊やＳＯＳネットワークの拡
大

協力者数
　安心・安全見守り隊参加団体182団体
　ＳＯＳネットワーク新規登録者31名

　参加団体に対し，説明会や情報交換会を開催し見
守り体制の強化を図った。未参加団体に対しても参
加勧奨を行った。

進捗した

　参加団体及び通報連絡件数が
増加しており，通報内容も多様
化している。地域の参加団体と
連携し，見守り活動を実施するこ
とができた。

高齢福祉課

156 在宅見守り安心システムの活用の促進 設置世帯数
　新規設置　121世帯，年度末時点における設置
数　595世帯

　ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯等で，自宅で
の急病や不慮の事故の時に，通報機器により助けを
求めることができる。

現状維持

　月１回の安否確認の電話や24
時間体制の相談機能により，高
齢者が安心して生活できるよう
見守りを行った。

高齢福祉課

157 生活支援配食サービスの推進 延べ配食数 　12,551食

　ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯で，要介護認
定または要支援認定を受け，自分での調理が困難な
方に対して，栄養改善や見守りを目的として実施して
いる。

進捗した
　延配食数が11,869食から
12,551食へ伸びており，栄養バラ
ンスの良い食事を提供できた。

高齢福祉課

158 愛の定期便事業の推進 配布本数 　57,921本
　ひとり暮らしの高齢者の安否確認や孤独感の解消
を図るため，近隣の協力者（ボランティア）が乳製品
をもって定期的に訪問した。

現状維持

　乳製品の配布，安否確認等を
行うなか，令和２年度から感染拡
大防止のため，暑中見舞いはが
きを用いて非接触による見守り
活動も実施した。

高齢福祉課
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　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制　　　→　　　基本施策２　連携体制づくりの推進　　　　　　　→ 具体的施策２　地域における連携体制の促進　　→ 主な施策４　避難行動要支援者への支援体制の構築（再掲）

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

159 避難行動要支援者名簿の活用 登録者数

　災害時に自力で避難することが困難な避難行
動要支援者について，支援を希望する方の名簿
を作成している。また，管理システムにより随時名
簿の更新を行っている。
名簿登録者数3,862人

　今年度新たに対象要件に該当した方へ案内を送付
（12月下旬）し，広報紙および市HPにて制度の周知
を行った。また，民生委員による訪問調査の報告に
基づき，随時名簿の更新を行っている。

進捗した
・登録者が昨年より若干増。
・市HPの更新，広報紙への掲載
等，制度周知を行ったため。

福祉総務課

160 災害時の避難支援体制づくりの推進 進捗状況
　避難行動要支援者名簿を作成し，警察，民生委
員などの避難支援等関係者と連携して，支援体
制づくりを行っている。

　警察，民生委員等とも避難行動要支援者名簿を共
有し，支援体制を整えている。

現状維持

　例年通りの事業は実施できた
が，各支援者とのさらなる支援体
制強化の段階には至っていない
ため。

福祉総務課

161 福祉避難所の運営 進捗状況

　新型コロナウイルスに感染の恐れがある状況下
における避難所運営に関する指針を策定し，体調
等に応じ避難施設をあらかじめ振り分けるほか，
緊急避難所等の受入施設を増やした。

　コロナ禍において，不特定の避難者が避難すること
により集団感染のリスクを避けるため，原則高齢者
施設等の福祉避難所を開設しないこととした。代替え
として，避難行動要支援者などは市民センターに避
難することとし，状況に応じて，ホテル，旅館等の活
用を図れるよう，県ホテル・旅館同業組合水戸支部と
協定を締結した。

進捗した

　コロナ禍においても、福祉避難
所への避難を必要とする避難行
動要支援者などが円滑に避難で
きるよう，対策を講じた。

防災・危機管
理課

　　

　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制　　　→　　　基本施策２　連携体制づくりの推進　　　　　　　→ 具体的施策２　地域における連携体制の促進　　→ 主な施策５　在宅医療サービスの充実（再掲）

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

162 切れ目ない在宅医療・介護の提供体制の構築 進捗状況
　茨城県医療提供施設等グループ化推進事業を
水戸市医師会が実施。水戸市内では４つのグ
ループが連携している。

　事業の実施主体である水戸市医師会と連携し，取
組状況を把握している。

進捗した
　市民が住み慣れた地域で安心
して生活ができるよう，医療機関
が連携を図る取組を推進した。

高齢福祉課

163 ＩＣＴを活用した情報共有体制の構築 進捗状況
　ICTを活用した情報連携システムの試験運用を
経て正式運用を開始。２事例がシステムを運用。

　試験運用の評価を地域包括支援センター運営協議
会にて報告。正式にシステムを導入することについて
承認を得た。

進捗した

　システムの運用を開始し，医療
機関と介護事業所が連携できる
仕組み作りを推進することができ
た。

高齢福祉課

164 在宅医療の理解促進及び普及啓発 進捗状況
　地域住民の在宅医療・介護の連携について理
解を促進することを目的とした講座等の取組を31
回実施。

　各高齢者支援センターが講座や医療機関との勉強
会等を開催した。

進捗した

　コロナ禍で予定通りに取組が
実施できないこともあった。限ら
れた機会で在宅医療の理解促
進及び普及啓発に取り組んだ。

高齢福祉課

　　

　基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制　　　→　　　基本施策２　連携体制づくりの推進　　　　　　　→ 具体的施策２　地域における連携体制の促進　　→ 主な施策６　生活支援体制整備の推進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

165
生活支援コーディネーターによる地域との連
携

進捗状況
　市全域を対象とした協議体会議を２回，日常生
活圏域を対象とした協議体会議を35回開催した。

　地域団体や福祉サービス事業所等が参加する協
議体会議にて，地域課題の発見や，解決に向けた協
議を実施した。今後はさらに多様な主体が参加でき
るよう取組を推進する。

現状維持

　日常生活圏域を対象とした会
議への多様な主体の参加は前
年度以前からの課題だったが，
改善に至らなかった。

高齢福祉課

166 新たな支援（サービス）の創出の推進 進捗状況
　多様な主体が連携して新たな活動を立ち上げ：
３件
　高齢者ふれあいサロンの開設：２件

　取組の成果として，まちいすプロジェクト，スクエア
ステップ体操，ごみ分別カードの制作の資源開発を
行った。
北部圏域，中央圏域に高齢者ふれあいサロンを新た
に開設した。

進捗した
　地域課題の解決，新たな社会
資源の開発を通じて，地域の連
携体制づくりを推進した。

高齢福祉課

24
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　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　　→　　基本施策１　福祉のこころを育む人づくりの推進　　　　　　　→ 具体的施策１　地域福祉に対する意識づくりの推進　　→ 主な施策１　こころの教育の推進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

167 道徳教育や人権教育の推進 進捗状況

　各学校において道徳の授業や人権課題に関す
る教育の充実を図るための指導・助言を行った。
道徳教育では，副読本「道徳まごころ」を新しくなっ
た教科書の年間指導計画に位置付けた授業実践
を推進した。また，市内全小中学校において，人
権擁護委員による「人権教室」を計画したが，一部
実施を中止した。

　各学校において道徳の授業や人権課題に関する教育
の充実を図る。
・ローテーション道徳のによる授業力の向上
・人権に関する講演会等の開催

現状維持
　新型コロナウイルス感染症対策の
ため活動が制限された。

総合教育研
究所

168
小中学校と特別支援学校等との交流の実
施

進捗状況
　県立特別支援学校３校で合計４名の児童が水戸
市内４小学校で交流活動を実施した。

　特別支援学校との連携を図り，児童生徒と障害児との
交流の機会を提供するため，市内の小中学校において居
住地校との交流を図る。

現状維持
　新型コロナウイルス感染症対策の
ため活動が制限された。

総合教育研
究所

169 手話・点字・要約筆記体験教室の開催 参加者数
　手話体験教室　延べ39名
　要約筆記体験教室　延べ11名
　点字体験教室　延べ13名

　手話・点字・要約筆記等の体験を通して，視覚・聴覚等
の障害について理解促進を図るとともに，新たなボラン
ティア人財を育成する。
　実際に障害をお持ちの方，それを支援するボランティア
の方々を講師に迎え，両方の立場から講義をいただい
た。

進捗した
　各教室の定員を例年よりも少なく
設定するなど，新型コロナウイルス
感染症対策を講じて開催した。

社会福祉協
議会

170 福祉用具等フリー体験の実施 参加者数
　車いす体験　11名
　使用済み切手・テレホンカード等の整理　１名

　福祉用具を使用した体験は，市民の要望（日時・場所
等）に応じて，機会を設けている。

現状維持
　コロナ禍ということもあり，例年に
比べ問い合わせが少なかった。

社会福祉協
議会

171 ボランティアまつりにおける福祉体験の実施 参加者数
　10/18　新型コロナウイルス感染症対策により中
止

　毎年，多くの市民，ボランティア及び関係団体にご参加
を頂き，ボランティア活動について広く広報するとともに，
ボランティア活動参加促進を図る場において，体験の場
を設けている。

現状を維持でき
なかった

　多くの市民が集まる場なので，コロ
ナ禍での開催は難しいと判断し，中
止とした。

社会福祉協
議会

　　

　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　　→　　　　基本施策１　福祉のこころを育む人づくりの推進　　　　　　→ 具体的施策１　地域福祉に対する意識づくりの推進　　→ 主な施策２　ノーマライゼーションの普及・啓発

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

172 家族教室の開催 参加者数
　参加者数20人（開催実績１回）
　（保健予防課にて開催）

　ひきこもりに関する知識やかかわり方について学習した
り，同じ悩みを持つ家族がお互いの経験について話し合
い，家族同士の仲間づくりや情報交換等により家族の精
神的な負担軽減を図ることを目的に実施

現状を維持でき
なかった

　新型コロナウイルスの影響により，
例年より開催回数が減少

障害福祉課

173 障害者差別解消法に関する講演会 参加者数 　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 障害福祉課
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　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　　→　　　　基本施策１　福祉のこころを育む人づくりの推進　　　　　　→ 具体的施策１　地域福祉に対する意識づくりの推進　　→ 主な施策３　性的マイノリティに関する正しい理解の促進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

174 市民，事業者向け研修会等の実施 参加者数 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　市民や事業者向け，研修会等を開催し，性的マイノリ
ティに関する誤解や偏見をなくす啓発を進める。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため，研修会を中止したが，情
報誌にて性的マイノリティに関する
情報提供を行った。

男女平等参
画課

　

　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　　→　　　　基本施策１　福祉のこころを育む人づくりの推進　　　　　　→ 具体的施策２　福祉ボランティアの育成・支援　　　→ 主な施策１　子どもの福祉ボランティアに対する支援

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

175 児童・生徒によるボランティア活動の実施 進捗状況
　水戸まごころタイム等において，ボランティア教
育の充実を図るための指導・助言を行った。

　募金活動，被災地への支援活動，地域の清掃活動，施
設への訪問，水戸漫遊マラソンボランティアなど各学校の
実態に応じて実施。

現状を維持でき
なかった

　新型コロナウイルス感染症対策の
ため活動が制限された。

総合教育研
究所

176 中学生に対する認知症サポーターの養成 実施状況 　なし
現状を維持でき
なかった

　感染拡大防止のため，会場となる
中学校との調整が困難となり，養成
講座の開催ができなかった。

高齢福祉課

177 こどもボランティア隊の結成 参加者数

　14名　登録
　　車いす体験　11名
　　赤塚駅南口クリーン作戦
　　　　14名
　　街頭募金　13名
　　市動物愛護センター見学
　　　　11名
　　修了・解散式　11名

　次世代のボランティア人財の育成を図る。ボランティア
活動の幅広さを体験いただくことで，ボランティアの重要
性，必要性を理解いただくとともに，将来のボランティア活
動のきっかけとなることを期待する。

現状維持
　コロナ禍により，中止した事業も
あったが，感染症対策を講じなが
ら，講座を継続できた。

社会福祉協
議会

　　

　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　　→　　　　基本施策１　福祉のこころを育む人づくりの推進　　　　　　→ 具体的施策２　福祉ボランティアの育成・支援　　　→ 主な施策２　福祉に関する各種講座の開催

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

178 認知症サポーターの養成 養成人数 　351人 　一般の方を対象にした講座を開催した。
現状を維持でき
なかった

　感染症拡大防止のため，中止とな
る講座が多かった。

高齢福祉課

179
介護予防の取組を担う住民ボランティアの
育成講座の開催

参加者数 　24人
　元気アップ・ステップ運動教室の地域での担い手である
サポーターの養成講座を開催した。

現状を維持でき
なかった

　感染症拡大防止のため，中止とな
る講座が多かった。

高齢福祉課

180
高齢者生活支援サポーター養成研修の開
催

参加者数

　第１回高齢者生活支援サポーター養成研修　11
名
　第２回高齢者生活支援サポーター養成研修　11
名
　第３回高齢者生活支援サポーター養成研修　31
名

　水戸市内において，高齢者が，住み慣れた地域で安心
して暮らしていくために実施される，掃除，洗濯，買い物
等日常生活を支援するサービス(生活支援サービス)の担
い手を養成する。

進捗した

　養成講座を実施することで，事業
の必要性をご理解いただくとともに，
サービスの担い手としての必要な知
識を習得していただている。また，受
講生の一部は総合事業を行う団体
につなげることができた。

社会福祉協
議会
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主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

181
意思疎通や移動支援に係る奉仕員の養成
講座の開催

参加者数

・手話奉仕員養成講座
　開催したが，新型コロナウイルス感染症の影響
により，会場と講師の調整ができなくなり，途中で
中止。参加者は，入門６人，基礎５人。
・点訳奉仕員，要約筆記奉仕員，グループ外出支
援奉仕員に係る養成講座は，新型コロナウィルス
感染症の影響により中止

　意思疎通（手話，要約筆記），移動支援（障害者グルー
プ外出支援）に係る奉仕員の養成講座を，障害者団体等
への委託により実施

現状維持
　障害者等の意思疎通や移動に係
る支援の担い手を継続して育成し，
障害者等の生活の自立を図る。

障害福祉課

182 市民後見人の養成
市民後見人の
人数

　２人
　県央地域として市民後見人の養成を行い，その後もフォ
ローアップ研修を実施するなど活動してきた結果，令和2
年度に市民後見人として2人が選任された。

進捗した
　市民後見人の養成・活動支援を継
続することによって，市民後見人を２
人誕生させることができた。

高齢福祉課

183 ボランティア養成講座等の開催 参加者数

　学ぼう盲導犬（アイメイト）
　　　７組14名
　園芸ボランティア養成講座
　　　14名
　園芸ボランティア養成講座　フォローアップ研修
25名

　気軽にできる活動を通して，居場所づくりやボランティア
活動のきっかけとしたい。最終的には，ボランティアサー
クルとして継続的な活動を期待した講座である。

進捗した

　ボランティアサークル立ち上げに
向けた，フォローアップ研修の実施
に至り，今後継続的な活動に向け
て，協議中である。

社会福祉協
議会

　　

　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　　→　　　基本施策１　福祉のこころを育む人づくりの推進　　　　　　→ 具体的施策２　福祉ボランティアの育成・支援　　　→ 主な施策３　福祉ボランティア活動の支援

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

184 福祉ボランティア会館による活動支援 支援内容
　ボランティア相談の実施，ボランティアセンターだ
よりの発行，ボランティア活動関連ホームページ
更新，ボランティアサークル等研修会の開催した。

　指定管理者の水戸市社会福祉協議会と連携しながら，
ボランティアに関するニーズ把握・相談・広報啓発・情報
提供やボランティア各種講座等の開催などを行い，ボラン
ティアの振興を図った。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症に伴
い，実施できない事業があったが，
その補完として，広報啓発・情報提
供などに積極的に取組んだ。
　ボランティアがもっと身近に感じら
れるよう，今後もボランティアへの支
援を継続していく。

福祉総務課

185 認知症サポーターの活動支援 進捗状況 　認知症サポーターステップアップ講座の実施
　ステップアップ講座にて，知識の整理・習得，情報交換
を図った。

現状維持
　感染症拡大防止の対策を取りな
がら，ステップアップ講座を実施する
ことができた。

高齢福祉課

186
元気アップ・ステップ運動サポーターやシル
バーリハビリ体操指導士としての活動支援

進捗状況

　活動実績（延べ）
　元気アップ・ステップ運動サポーター 465人
　シルバーリハビリ体操指導士 2,890人
　いきいき健康クラブ地域指導員 3,919人

　感染症の拡大防止策について，具体的なフォーロー
アップを実施した。
　元気アップ・ステップ運動サポーターに対し，動画を提供
した。
　シルバーリハビリ体操指導士の会と協働事業の協定を
結び，事業を委託して実施した。
　いきいき健康クラブ地域指導員に事業を委託して実施し
た。

進捗した

　感染症拡大防止の対策を取りな
がら実施することができた。
それぞれの役割を理解し，連携を取
ることができた。

高齢福祉課

187 ボランティアセンターの運営 登録数

　個別登録累計　134名
　団体登録累計　104団体　延べ4,293名
　災害支援ボランティア　個人　41名，　団体　２団
体173名

　市民のボランティア活動の拠点となるボランティアセン
ターの運営を行う。ボランティア活動参加促進を図る。

現状を維持でき
なかった

　毎年，ボランティア養成講座を開
催し，新規サークル立ち上げ支援を
行っているものの，廃止・休止する
団体があり，登録団体数は横ばい
である。

社会福祉協
議会
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主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

188 ボランティアに関する相談や紹介 対応数

　ボランティア相談　1,037件（団体　582件，個人
435件，施設　16件，総合学習　4件）
　ボランティア紹介　144件（団体活動　49件，個人
活動　85件，施設活動　8件，総合学習　2件）

　ボランティアに関するニーズ把握，相談，情報提供を行
います。

現状を維持でき
なかった

　コロナ禍ということもあり，例年に
比べ問い合わせが少なかった。

社会福祉協
議会

189 ボランティア連絡協議会への支援 支援内容

　水戸市V連絡協議会総会　書面決議
10/25　水戸市V連絡協議会研修～水戸市歴史散
策～
正副会長会議　13回
役員・合同委員会　10回
茨城県県央V連絡会　３回

　地域で活動するボランティアグループがお互いに連携
し、心のふれあうまちづくりを目指し、充実したボランティ
ア活動の推進を図ることを目的とした，連絡協議会の運
営を支援する。

現状維持
　コロナ禍において，どのように活動
すべきかを役員会等で検討した。

社会福祉協
議会

190 ボランティアサークル等に対する活動支援 支援内容

　Vサークル活動助成　51サークル
　V活動保険助成　1,213名（61サークル，個人22
名）
　Vサークル専用ロッカー貸出　24サークル
　Vサークル専用メールボックス貸出　４サークル
　ボランティアサークル等研修会・連絡会　新型コ
ロナ感染症対策により中止

　ボランティア・ボランティアサークル間の交流の活発化を
図ることで，それぞれの活動活発化へつなげる。

現状維持
　ボランティア・ボランティアサークル
間の交流を目的に交流会を実施し
た。

社会福祉協
議会

　　

　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　　→　　　　基本施策１　福祉のこころを育む人づくりの推進　　　　→ 具体的施策２　福祉ボランティアの育成・支援　　　→ 主な施策４　福祉ボランティアに関する情報の提供

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

191 ボランティアまつりｉｎミオスの開催 参加者数
　10/18　新型コロナウイルス感染症対策により中
止

　毎年，多くの市民，ボランティア及び関係団体にご参加
を頂いている。ボランティア活動について広く広報するとと
もに，ボランティア活動参加促進を図っている。

現状を維持でき
なかった

　多くの市民が集まる場なので，コロ
ナ禍での開催は難しいと判断し，中
止とした。

社会福祉協
議会

192 ボランティアセンターだより発行（年４回） 各発行数 　年４回（№185～188）　87,000部

　水戸市社会福祉協議会広報紙「みんなのしあわせ」とと
もに，ボランティアセンターだよりとしてボランティアの活動
を紹介するなど，情報発信に努めている。また，Facebook
やHPからの広報に努めた。

現状維持
　特にFacebookやHPからの広報に
努めた。

社会福祉協
議会

193 各種メディアの活用（ホームページ・ＳＮＳ）
閲覧数，フォロ
ワー数

　Facebook
　　（フォロワー数）562　（閲覧総数）37,703
　Twitter
　　（フォロワー数）79　（閲覧総数）87,431
　ホームページ
　　（閲覧総数）　196,416

　ホームページ，Facebook，Twitterを活用し，各種事業の
情報提供，事業活動の報告を行っている。特にボランティ
ア関連では学習支援ボランティアの募集など幅広い世代
への情報提供に努めた。

進捗した
　コロナ禍での事業中止が相次ぎ，
取材記事が少ない状況にあった。

社会福祉協
議会

194 ボランティアサークル活動パネル展の開催 参加者数
　7/7～8/16（41日）
　56サークル

　それぞれのボランティアサークルの活動について紹介
する場としている。

現状維持
　コロナ禍もあり，来場者が少なかっ
た。

社会福祉協
議会

　　

　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　　→　　　　基本施策１　福祉のこころを育む人づくりの推進　　　　→ 具体的施策２　福祉ボランティアの育成・支援　　　→

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

195 こみっとフェスティバルの開催 参加者数

　オンラインによる市民活動団体及び市民の交流
の促進
　オンライン事前参加申込数　　65件
　こみフェスフェイスブック閲覧数 519件

　９thこみっとフェスティバル2021は，令和３年２月21日に
当初イオンモール水戸内原において開催準備を進めてい
たが，新型コロナウイルス感染症に伴い，密集しやすい
参集型からオンライン（ｚｏｏｍ）によるハイブリッド型で開
催した。

現状維持
　参集型からオンラインに切り替え
たことにより，新たな試みとして開催
することができたたため。

市民生活課

196 ＷＥＢサイトこみっと広場の運営 登録団体数 　市民活動情報Ｗｅｂサイト登録団体数　100件
　市民活動団体の活動情報の提供及び交流の促進を
図った。

現状維持
　H30年度比32件増となり，年度計
画目標値を達成することができたた
め。

市民生活課

主な施策５　NPO等による福祉活動に伴う情報ネットワークの構築（再掲）
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　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　→ 　　　　基本施策２　福祉に携わる人材の確保・支援　　　　　→ 具体的施策１　福祉人材の確保　　　　　　　　→ 主な施策１　福祉人材の就業促進

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

197 介護人材の確保へ向けた取組の推進 進捗状況
　介護の仕事を知ってもらうための取組を実施し
た。

　広報みとの特集記事として，高齢者の力を介護の現場
に活かすべく「シニアの力×介護の現場」と題し，介護助
手という働き方等の情報を発信するとともに，令和２年度
市民協働事業である介護助手の養成に関する情報をHP
等で周知した。

現状維持
　広報啓発・情報提供などに積極的
に取組んだ。

介護保険課

198 保育士確保対策事業の推進 進捗状況
　保育士等就労支援補助金交付者数　31人
　新卒保育士等就労奨励補助金交付者数　44人

　保育士等就労支援補助金を交付し，潜在保育士の確保
を図るとともに，新卒保育士等就労奨励補助金制度によ
り新卒保育士の確保に努めた。

現状維持

　新型コロナウイルス感染症に伴
い，大学等に出向いての保育士就
職説明会は開催しなかったが，大学
等を通して新卒保育士等就労奨励
補助金の周知を図り，44人の新卒
保育士を確保した。

幼児教育課

　　

　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　→ 　　　基本施策２　福祉に携わる人材の確保・支援　　　　　→ 具体的施策１　福祉人材の確保　　　　　　　　→ 主な施策２　福祉人材の定着支援

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

　介護サービス事業所における介護職員処遇改
善加算の取得を推進した。

　介護サービス事業所等における賃金等の処遇改善につ
ながる「介護職員処遇改善加算」の制度を，全事業所あ
てメールで周知するとともに，HPで制度の情報を発信し
た。

現状維持

　介護職員処遇改善加算の制度を
周知し，加算の取得率が減少（R元：
82.0%→R２：82.1%）した。引き続き制
度の周知を行ていく。

介護保険課

　子どものための教育・保育給付における
　処遇改善加算Ⅰ認定施設・事業所数　84か所
　処遇改善加算Ⅱ認定施設・事業所数　70か所

　幼児教育・保育施設に対し，職員の平均経験年数の上
昇に応じた昇給や職員の賃金改善に要する費用を支給
する処遇改善加算Ⅰ，技能・経験を有する職員について
追加的に行う賃金改善に要する費用を支給する処遇改
善加算Ⅱの利用促進に努めた。

進捗した

　平成29年度に導入された処遇改
善加算Ⅱについて，制度の理解が
進み，実施施設・事業所が増加し
た。

幼児教育課

200 介護施設内における保育施設の整備支援 進捗状況
　介護サービス事業所等における施設内保育施
設の整備に係る意向調査をを実施した。

　茨城県地域医療介護総合確保基金事業の制度をHP等
で周知した。
　施設内における保育施設の整備支援を行うための意向
調査を実施した。

現状維持
　施設内保育施設の整備意向はな
かったものの，支援制度を周知でき
た。

介護保険課

　　

　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　→ 　　　基本施策２　福祉に携わる人材の確保・支援　　　　　→ 具体的施策２　福祉人材に対する支援　　　　　　→ 主な施策１　福祉人材の質の向上

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

201
医療・保健・福祉の専門職による子育て，健
康づくり等に携わる職員等への研修会の開
催

進捗状況 　庁内保健師を対象に年６回実施。
　各分野の専門職が講師となり，「新型コロナウイルス感
染症対応について」や「災害時保健活動について」等，知
識習得や情報共有を目的に開催。

現状維持
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のために，人数制限しながら研修
会を開催した。

地域保健課

202 障害者差別解消法に関する職員研修 進捗状況 　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 障害福祉課

203 福祉事務所職員に対する研修の実施 進捗状況
　福祉部事業計画書の配布
　県都市事務所長会からの協議事項に対する回
答書の掲示

　福祉部事業計画書を各課へ配布し，福祉部各課の業務
に対する周知を図った。
　県都市福祉事務所長会からの協議事項に対する回答
書を庁内システムに掲示し，周知を図った。

現状維持

　福祉部の事業全体が総括できるよ
う，各課の業務や業務内容の細か
い点について，計画書や回答書を
利用し，周知を図った。

福祉総務課

　　

199 進捗状況処遇改善の推進
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　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　→ 　　　基本施策２　福祉に携わる人材の確保・支援　　　　　→ 具体的施策２　福祉人材に対する支援　　　　　　→ 主な施策２　地域における活動団体との連携（再掲）

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

204
社会福祉協議会及びシルバー人材センター
との連携

進捗状況
　市からの委託等により，地域福祉推進，相談支
援事業や高齢者・障害者・生活困窮者・子どもの
支援，福祉施設の管理運営などを行っている。

　市社協が策定した地域福祉活動計画と市の地域福祉
計画の連携により，コミュニティトーク等の事業を実施し，
本市の地域福祉を推進している。
　事業計画や予算を確認するとともに，今後の課題につ
いて情報を共有した。

進捗した

　地域共生社会の実現につながる
地域福祉推進のための新たな事業
を展開している。
　今まで実施していなかった連絡調
整会議を開催したため。

福祉総務課

205 民生委員・児童委員との連携 進捗状況

　各地区民生委員児童委員協議会（以下，「地区
民児協」）会長・副会長で構成される「水戸市民生
委員児童委員連合協議会理事会」（以下，「理事
会」）を開催し，行政からの連絡事項や依頼事項を
伝えるとともに，情報交換を行っている。また，各
地区民児協の定例会に福祉事務所の職員が出
席し，連携を深めている。

　月１回の理事会及び各地区民児協定例会（８月を除く）
において，民生委員児童委員と福祉事務所の職員の情
報交換や協議の場を設け，事業推進のための意思疎通
を図っている。

現状維持

　感染症予防のため会議が開催で
きないときは，資料を配付するなど
の方法で，連携協力体制を補完して
いるため。

福祉総務課

206 保健推進員及び食生活改善員との連携 進捗状況

　保健推進員数：274名
　　役員会６回，支部長会６回
　　支部研修会33回
　　合同研修会，視察研修は未実施
　　保健事業の勧め等　　22,025件
　　母子保健事業会場における支援　49回
　　地域行事等への協力支援　　298回

　食生活改善推進員数：293名
　　役員・支部長会：１回
　　中央研修会・視察研修は未実施

　保健事業の周知，地域住民の健康状態の把握。また，
１歳６か月児健診と３歳児健診会場において，会場案内
や児の見守り等支援を実施。
例年総会，中央研修会，視察研修を実施しているが，新
型コロナウイルス感染症予防のために未実施。

現状を維持でき
なかった

保健推進員
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のために，研修会の開催，成人・
高齢者の健診会場での支援ができ
なかったため。

食生活改善推進員
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のために例年通りの活動ができ
なかったため。

地域保健課

　水戸市地域自立支援協議会
　専門部会延べ44回開催

・こども部会　10回
・生活・就労部会９回
・相談支援部会９回
・地域生活支援部会９回
・障害福祉サービス事業所部会７回

現状維持

　新型コロナウイルス感染症の影響
により，定例会や全体会（関係機関
との協議の場）を開催できなかった
が，専門部会を開催できたため。

障害福祉課

　生活支援体制整備事業において，市全域を対象
とした協議体会議を２回，日常生活圏域を対象と
した協議体会議を35回開催した。

　地域団体や福祉サービス事業所等が参加する協議体
会議にて，地域課題の発見や，解決に向けた協議を実施
した。今後はさらに多様な主体が参加できるよう取組を推
進する。

現状維持

　日常生活圏域を対象とした会議へ
の多様な主体の参加は前年度以前
からの課題だったが，改善に至らな
かった。

高齢福祉課

　子育てぽかぽか広場（子育て支援団体等）　　２
か所
　子ども食堂（NPO法人等）　　８団体
　要保護児童及びＤＶ対策地域協議会構成機関と
の連携（児童虐待防止関係ＮＰＯ法人，ＤＶ被害者
支援関係ＮＰＯ法人）
　ホームフレンド事業における連携（ＤＶ被害者支
援関係ＮＰＯ法人）

　地域において，子育て中の親子が交流できる広場を民
間団体が主体となり，運営した。
　市内で開催している子ども食堂について周知活動など
の支援を行った。
　要保護児童及びＤＶ対策地域協議会の代表者会議，実
務者会議における情報共有等を行った。
　ホームフレンド事業による個別ケースに対する連携支
援を行った。

現状維持
　感染拡大防止に配慮しながら，事
業を継続できたため。

子ども課

　　

207
関係団体，ＮＰＯ法人，民間企業等との連
携

進捗状況
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　基本方針３　地域福祉を担う人づくり　　　　→ 　　　基本施策２　福祉に携わる人材の確保・支援　　　　　→ 具体的施策２　福祉人材に対する支援　　　　→ 主な施策３　専門的な知識を持つ方等との連携（再掲）

主な事業 調査項目 R２年度実績 具体的な取組 自己評価 評価理由 回答課

208
市医師会物忘れ相談医や認知症疾患医療
センター等との連携

進捗状況

　認知症サポーターステップアップ講座の実施
　　２回開催　延参加者数81人
　認知症初期集中支援チーム員会議の開催
　　８回開催

　市物忘れ相談医，かつ，認知症疾患医療センター長で
ある医師を講師として，認知症サポーターステップアップ
講座を実施した。
　認知症疾患医療センター長が，認知症初期集中支援
チーム員会議を開催した。

現状維持
　必要時に連携を取り，有意義に講
座・会議が実施できた。

高齢福祉課

209
若年性認知症支援コーディネーターと認知
症地域支援推進員との連携

進捗状況 　若年性認知症研修会の開催

　若年性認知症の理解を深めるために，若年性認知症
コーディネーターを講師とした研修会を開催した。
　若年性認知症コーディネーターと情報共有し，相談業務
を実施した。

現状維持
　必要時に若年性認知症コーディ
ネーターと連携を取り，相談や研修
会を実施することがことができた。

高齢福祉課

210
地域ケア個別会議によるネットワークの構
築

進捗状況
　高齢者支援センターが担当する日常生活圏域に
おいて，地域ケア個別会議を計46回開催した。

　介護支援専門員が担当する支援困難事例について，参
加者が事例検討を行い，個別課題の解決を図るととも
に，ネットワークの構築及び地域課題の把握に取り組ん
だ。

進捗した
　多職種が協働して課題解決に取り
組み，地域の連携を強化することが
できた。

高齢福祉課

211
県介護支援専門員協会との連携によるケア
プラン点検の実施

進捗状況
　23事業所に対してケアプラン点検を実施したほ
か，４月・１０月に専門委員会議（事業評価）を実
施した。

　市内の居宅介護支援事業所を訪問し事例を通してケア
プラン点検することでケアマネジメント技術向上を図る。
今後は施設ケアマネジメントについても実施していく予
定。

進捗した
　２巡目に入り，点検内容が事業所
に好意的に受け入れられているた
め。

介護保険課
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地域福祉計画（第３次）　主な事業内容　進捗調査票

基本方針２　多様な福祉課題に対応した支援体制
基本施策２　連携体制づくりの推進
具体的施策 施策名 主な事業 調査項目 該当課 R２年度実績 具体的な取組み 自己評価 評価理由 今後の方向性 コロナ禍の場合の対応見込 他計画での位置付け

生活福祉課
障害福祉課
高齢福祉課
子ども課

庁内連携体制の構築（（仮称）我が事・
丸ごと連絡協議会の発足及び運営）

取扱件数 福祉総務課
　庁内連携体制（水戸市複合的福祉課題対策会
議）を発足。
　第１回対策会議を実施。

　複合的な課題に対応するため，各課での相談受
付状況を確認する調査実施。
　対策会議に向けて，各課と連携体制構築のため
の調整を行い，関係課を交えた会議において，実
践的な会議を開催。
　今後，会議を通じ，関係課が連携しながら，複合
的な福祉課題への対応を行っていく。

進捗した

　庁内連携体制を発足
し，複合的な福祉課題に
協力して取り組むことが
でき，迅速な支援につな
げることができた。

拡大

感染拡大防
止に配慮しな
がら対策会議
を開催し，事
例を重ねてい
きたい。

３か年実施計画
（2021～2023年度）

民生委員児童委員活動支援連絡会議
の運営

取扱件数 福祉総務課

要保護児童及びＤＶ対策地域協議会の
運営

取扱件数 子ども課

基本方針３　地域福祉を担う人づくり
基本施策１　福祉のこころを育む人づくりの推進
具体的施策 施策名 主な事業 調査項目 該当課 R２年度実績 具体的な取組み 自己評価 評価理由 今後の方向性 コロナ禍の場合の対応見込 他計画での位置付け

福祉ボランティア会館による活動支援 支援内容 福祉総務課
　ボランティア相談の実施，ボランティアセンターだ
よりの発行，ボランティア活動関連ホームページ更
新，ボランティアサークル等研修会の開催した。

　指定管理者の水戸市社会福祉協議会と連携しな
がら，ボランティアに関するニーズ把握・相談・広報
啓発・情報提供やボランティア各種講座等の開催な
どを行い，ボランティアの振興を図った。

現状維持

　新型コロナウイルス感
染症に伴い，実施できな
い事業があったが，その
補完として，広報啓発・
情報提供などに積極的
に取組んだ。
　ボランティアがもっと身
近に感じられるよう，今
後もボランティアへの支
援を継続していく。

現状維持

感染拡大防
止に配慮し，
事業中止と
なった場合
も，その事業
の補完として
広報啓発や
情報提供など
に力を入れて
いきたい。

３か年実施計画
（2021～2023年度）

認知症サポーターの活動支援 進捗状況 高齢福祉課
元気アップ・ステップ運動サポーターやシルバー
リハビリ体操指導士としての活動支援

進捗状況 高齢福祉課

ボランティアセンターの運営 登録数 社会福祉協議会
ボランティアに関する相談や紹介 対応数 社会福祉協議会
ボランティア連絡協議会への支援 支援内容 社会福祉協議会
ボランティアサークル等に対する活動支 支援内容 社会福祉協議会

（別紙２）

1

複合的な福祉課題に対する連携
の充実

個別検討会議の実施 取扱件数

横断的な連携の充実

福祉ボランティア活動の支援2

R２年度実績を実現するため

に行った取組みを具体的に

記入してください。

自己評価で評価した理由に

ついて簡潔かつ目指す姿で

ある「すべての人がともに支

えあい助けあう地域共生のま

ち・水戸」へ向けた評価にな

拡大：事業の対象や回数などを広げる又は

増やす場合

現状維持：事業や対象などを前年同様実施

縮小：事業の対象や回数などを狭める又は

減らす場合

廃止：事業の廃止の場合

未定：現在，方向性が決定されていない場

地域福祉計画

以外に掲載さ

れている計画

がありましたら，

令和３年３月31日現在で

の実績を記入してくださ

い。
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水 戸 市  

水戸市地域福祉計画 
（第３次）  

すべての人がともに支えあい助けあう 

地域共生のまち・水戸 



地域福祉計画とは 

  社会福祉法第107条の規定に基づき市町村が策定する計画であり，地域福祉推進の主
体である地域住民等の参加を得て，地域生活課題を明らかにするとともに，その解決の
ために必要となる施策の内容や体制等について，多様な関係機関や専門職も含めて協議
の上，目標を設定し，計画的に推進していくことを内容とするものです。 

策定の趣旨 

  近年，少子高齢化や人口減少等が進行する中，個人の価値観の多様化により，家庭や
地域で相互に助け合う機能が弱まり，住民同士のつながりが希薄になってきています。 

  そのような中，地域のあらゆる課題を「我が事・丸ごと」として解決できる地域共生
社会の実現を目指し，本計画を，福祉分野における個別計画の横断的な計画として策定
しました。 

主な地域課題と課題解決に向けた方向性 

  水戸市の現況や市民アンケート調査結果等から導き出した本市における主な地域課題
をもとに，次のような課題解決に向けた方向性が見えてきました。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
地域福祉活動を維持・向上させるため，

地域福祉の新たな担い手の育成を推進しま
す。また，福祉サービスのより一層の充実
に向け，福祉に携わる人材の確保や資質の
向上を図ります。 

住民が主体的に地域生活課題を捉え，その

人づくり 

・福祉意識を育む力の低下 
・福祉活動に対する支援の不足 
・福祉に携わる人材不足 など 

住民が主体的に地域生活課題を捉

え，その課題解決を試みることがで

主な地域課題 課題解決に向けた方向性 

 
住民が主体的に地域生活課題を捉え，そ

の課題解決を試みることができる環境づく
りに向けて，ともに支えあう地域づくりを
推進します。また，集いの場が互助の基盤
ともなれるよう，場の機能を生かした地域
づくりを行います。 

住民が主体的に地域生活課題を捉え，その

福祉の担い手不足 

 

・顔の見える関係の希薄化 
・防災や災害時の連携不足 
・地域への関心度の低下 
・交流や活動する機会の不足 など 

住民が主体的に地域生活課題を捉

 
地域住民の抱える地域生活課題の解決に

向けて，本市の庁内各部署や各種関係機関・ 
団体の連携体制づくり，多機関・多職種協
働による事業展開を推進します。また，世
帯全体の複合化・多様化した福祉課題を受
けとめ，包括的な支援体制づくりを行いま
す。 

住民が主体的に地域生活課題を捉え，その

支援体制づくり 

・気軽に相談できる場の不足 
・連携やネットワークの不足 
・福祉情報が得られていない 
・複合的な福祉課題への対応力不足 
など 

住民が主体的に地域生活課題を捉

地域力の希薄化 

 

福祉課題への支援不足 

 

地域づくり 



 

計画の期間 

 2020（令和２）年度から2023（令和５）年度までの４か年 

目指す姿 

本計画では，上位計画である水戸市第６次総合計画の「みんなで支えあい助けあう地
域社会の実現」という福祉の方向性を踏まえ，住民同士の支えあい，助けあいの精神の
もと，誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現を目指すこととします。 

 

 

 
 

  

目指す姿の実現に向け，３つの基本方針を定め，各種施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

ともに支えあう地域づくりには，市民一人一人が「我が事」として地域社会に参

画し，世代や分野を超えて「丸ごと」つながることが求められています。そのため，

自助・近助・共助・公助の精神のもと，地域住民同士が互いに支えあい，助けあう

地域づくりを推進します。 

基本方針１ ともに支えあう地域づくり 

市民が住み慣れた地域で安心して暮らすためには，複合的な問題を抱える方や福

祉制度の狭間で孤立する方等への支援が必要です。そのため，相談しやすい体制を

整え，行政や関係機関が横断的に連携し，それぞれの分野の制度を運用するなど，

地域における複合化，複雑化した課題に対応できる包括的な支援体制づくりを推進

します。 

地域福祉を推進していくためには，市民一人一人がその担い手であることを自覚

し，福祉に対する理解を深めることが重要です。そのため，市民の地域福祉活動へ

の参加を促進しながら，地域福祉に対する意識の向上を図るとともに，地域福祉活

動の担い手の育成・支援に努めます。また，未来をリードする子どもたちをはじめ，

広く市民の福祉のこころを育む取組を進めます。 

基本方針２ 多様な福祉課題に対応した支援体制づくり 

基本方針３ 地域福祉を担う人づくり 

基 本 方 針 

《目指す姿》すべての人がともに支えあい助けあう 地域共生のまち・水戸  



施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

す
べ
て
の
人
が
と
も
に
支
え
あ
い
助
け
あ
う 
地
域
共
生
の
ま
ち
・水
戸 

１ ともに支えあう
地域づくり 

２ 多様な福祉課題
に対応した支援
体制づくり 

３ 地域福祉を担う
人づくり 

【１】地域コミュニティ活動の推進 

【２】地域交流の促進 

【３】市民との協働の推進 

基本施策１ 地域住民による交流づくりの推進 

【１】福祉サービスの充実 

【２】市民の権利擁護の推進 

基本施策２ 人にやさしい福祉環境づくりの推進 

【１】暮らしやすい生活環境づくりの推進 

【２】防災・防犯対策の充実 

基本施策３ 暮らしやすいまちづくりの推進 

【１】身近な相談支援体制の充実 

【２】福祉に関する情報の提供 

基本施策１ 相談支援体制の充実 

【１】行政における連携体制の強化 

【２】地域における連携体制の促進 

基本施策２ 連携体制づくりの推進 

【１】地域福祉に対する意識づくりの推進 

【２】福祉ボランティアの育成・支援 

基本施策１ 福祉のこころを育む人づくりの推進 

【１】福祉人材の確保 

【２】福祉人材に対する支援 

基本施策２ 福祉に携わる人材の確保・支援 

基本方針 基本施策・具体的施策 目指す姿 



 

重点施策と目標指標 

本計画に位置付けた各種施策の中で，基本方針ごとに特に優先的に取り組む重点施策
を設定し，あわせて，重点施策の達成状況を把握するために目標指標を設定しました。 

 

 
 
  地域のつながりを再び強め，「ともに支えあう地域づくり」を推進するためには，支えあいの

きっかけとなり，地域住民同士のつながりを深める地域住民による交流づくりが必要です。 

  このため，地域住民の交流を促進し，地域住民同士の顔が見える地域づくりを進めます。 

【目標指標】 

項目 
現状値 

2019（令和元）年度 
目標値 

2023（令和５）年度 

地域いきいきコミュニティトーク 

（みとの福祉を考える座談会の後継事業） 
― 

継続 
2020（令和２） 

年度実施 

隣近所との付き合いの程度があいさつを交わすより深い関

係であると回答する市民の割合（市民アンケート）  
５７．３％ ６０．０％ 

 

 

 

  市が受ける福祉相談も，複合的な問題が多く，これらに対して柔軟な対応が求められているこ

とから，本市の庁内各部署における連携体制づくりを推進します。 

  また，市と地域で活動する関係団体やＮＰＯ法人，民間企業等との連携体制づくりを推進し，

互いに協力しながら助けあう相談支援体制の構築を図ります。 

【目標指標】 

項目 
現状値 

2019（令和元）年度 
目標値 

2023（令和５）年度 

庁内連携体制の構築（（仮称）我が事・丸ごと連絡協議会の

発足及び運営） 
― 

継続 
2020（令和２） 

年度発足 

安心・安全見守り隊参加団体・事業者数 
１７８団体 

2018（平成30） 

年度末現在 

１９０団体 

 

 

 
 
  福祉に関わる人づくりの基礎となる福祉のこころを育む人づくりを推進し，福祉に対する意識

の醸成を図るとともに，様々な地域福祉活動を継続的に実施できるよう，地域福祉を担う人たち

の活躍の場の拡充に努めます。 

【目標指標】 

項目 
現状値 

2019（令和元）年度 
目標値 

2023（令和５）年度 

ボランティアセンターにおけるボランティア登録数 

個人 １６２人 

団体 １０８団体 
 
2018（平成30） 

年度末現在 

個人 ２００人 

団体 １５０団体 

地域活動やボランティア活動などの支援活動に参加してお

り，今後も参加したいと回答する市民の割合（市民アンケート）  
１３．６％ ２０．０％ 

重点施策３ 福祉のこころを育む人づくりの推進 

重点施策１ 地域住民による交流づくりの推進 

重点施策２ 連携体制づくりの推進 



推進体制 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

水戸市 

地域福祉計画 
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2020（令和２）年６月発行 

水戸市福祉部福祉総務課 

住 所：〒310-8610  

茨城県水戸市中央1-4-1 

電 話：029-232-9169（直通） 

ＦＡＸ：029-232-9113 

水戸市ホームページ http://www.city.mito.lg.jp/ 

2016（平成 28）年の社会福祉法改正により，日常生活等の支援を必要とする者

に対し，無料又は低額な福祉サービスを提供する地域における公益的な取組の実施に

関する責務規定が創設されたことを受け，様々な地域生活課題や福祉ニーズへの総合

的かつ専門的な対応に努めます。 

また，地域における福祉サービスの提供や地域交流の拠点としての役割を担います。 

社会福祉法人に期待される役割 

ＮＰＯ法人，ボランティア団体，児童や高齢者・障害者の関係団体，市民団体及び

自治会・町内会等の組織は，各団体の特性を活かしながら，各々の活動を実践し，地

域福祉を推進します。 

民生委員・児童委員は，地域住民の福祉の増進を図る地域福祉の担い手の一人とな

ることに努めます。また，各種専門機関につなぐなど，活動団体間の連携・協力，住

民との協働により，課題解決に向けて取り組みます。 

地域には子育て中の方，高齢者，障害者など，様々な方が暮らしています。それぞ

れ個人の尊厳が尊重され，お互いを認めあう地域づくりに努め，すべての住民が地域

の構成員として，地域づくりへ参加・協働していく意識を持ち，地域の課題の解決に

向けて「我が事」として捉えることが必要です。 

また，「支える側」「支えられる側」という意識を取り払い，ともに見守り，支え

あう関係づくりに向けて，地域福祉の担い手として活動していきます。 

市民に期待される役割 

社会福祉法において，地域福祉を推進する中心的な団体として位置付けられていま

す。市民の福祉意識の啓発や福祉活動等による地域づくりを推進します。 

また，市と連携を図り，地域福祉の課題の共有と解決に向けた事業の取組に努めます。  

水戸市社会福祉協議会の役割 

地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し，解決を試みることができる環境をつ

くり，福祉課題に関する相談を受け止める体制の整備に努めます。 

また，地域共生社会の実現に向けて，目指す地域の姿を地域住民や福祉関係団体等

と共有し，包括的な支援体制づくりを進めます。 

水戸市の役割 

地域に期待される役割 



 

 


