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２ 高野地区 

地域福祉理念： 人と人との絆（あったかい地域）                  

活動のモットー： 地域のつながり，絆づくりを目指して。                        
 その背景は，第 1に私たちの地区の特性にあります。 
●旧地域と新地域の２つの地域で形成されている。                 
●自然が豊かである。                           
●生活が便利（商業地，交通が便利）である。               
 第２は，私たちの地区の市民力（コミュニティの力）にあります。 
●市民団体の活動が活発（鯉のぼりまつり，町内のイベントが多い）で  
 ある。                              
●地域の関係組織の連携（自治会，民生委員・児童委員，子ども会，社協， 
 ボランティア）がある。                           
このことは，地域福祉に関する市民意識調査結果にも現れています。 

●地域行事への関心度は４９．２％であり，市平均より高い割合である。       
●現住地への愛着度は９１．４％と高い割合を示している。                   
それに，こんな地域自慢も数多くあるのです。 

●適材，適所の人材が多い。                                  
●歴史的名所，旧跡が多い。                           
●自然が多い。                           
●人に親切である。                               
  
＜ 高野 地区の福祉問題を整理し対応策を検討してみました。＞ 
 
１）子育て支援（母子・児童福祉）は 
●地域とのつながりが希薄になっている。 
●外で遊べる場所が少ない。 
このような問題があります。 
対策は 
●子ども会の活性化を図る。 
●校庭を開放する。 
が必要です。 
２）高齢者福祉は   
●高齢者同士のふれあいが少ない。                          
●病気の際の介護に不安を持っている。 
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このような問題があります。 
対策は 
●地域での高齢者同士のふれあいの場をつくる。 
●医療介護の充実を図る。 
が必要です。 
３）障がい者(児)福祉は   
●障がいについて理解されていない。    
●障がい者(児)とその家族同士のネットワークづくりが必要である。 
このような問題があります。 
対策は 
●広報活動，研修会を開催する。 
●家族同士のグループづくりを進める。 
が必要です。 
４）健康づくりは   
●病気を予防することが必要である。 
●適度な運動をすることが必要である。 
このような問題があります。 
対策は 
●健診を進んで受ける。 
●進んで体を動かす。 
が必要です。 
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５）地域づくりの問題点と対応策 
これらの福祉問題に対応するためには，地域において市民・事業者・行

政が協働で対応する体制「地域づくり」が重要です。「地域づくり」がで
きることにより，その地域で様々な福祉問題に対応することができるよう
になります。 
「地域づくり」の問題点と「対応策」は次のとおりです。 

 
問  題  点 
 

 
対  応  策 

１ 町内会加入率が減少し，市民の
地域行事への参加意識が低下
している（町内会の活性化が必
要）。 

 

・積極的にあいさつする。 
・絆を強めるためお祭りへ参加を勧
める。 

・隣近所のふれあいを多く持つ。 
・行事の活性化を図る。 

２ 地域リーダーの確保が必要で
ある。 

・地区内の人材利用・新たな人材を
確保（養成講座・相談支援オリジ
ナルライセンス，高野ベテラン制
度登録）する。 

・今のネットワークを拡充し，世話
役（リーダー）の役割を強化する。

３・地区の居場所づくりが必要であ
る。 
歩いていける範囲に自由に出
入りできる集まれる場所や相
談できる人がいない。 
・地区の拠点づくりが必要であ
る。 

・サロン増設プランの支援策を検討
する（担い手・場所・サポーター
人材）。 

・相談窓口を設置する。 
・たまり場と活動する市民等の集ま
れる場所を確保する。 

５ 高齢者のひとり暮らしが増え
ている。 

・見守りネットワークを充実する。

６ 日常の見守りや非常時の体制
への不安がある。 

・ＡＥＤ設置場所プロジェクト（防
犯・防災マップ＋安心マップ作
成）に取り組む。 

・班体制による見守りを行う。 
７ 高野地区内の地域で違いがあ
る。             

・それぞれの地域の特徴を活かして
連携の機会をつくる。 



●地域づくり（問題点）      市民の提案
・町内会加入世帯が減少している。  ・お祭りへの参加を勧める。・積極的にあいさつをする。
・地域行事への参加意識の低下    ・隣近所のふれあい持つ。 ・行事の活性化を図る。  
・地域リーダーの確保が必要     ・今のネットワークを拡大する。・世話役を大切にする。
・地区の拠点と居場所づくりが必要である。・居場所と活動拠点を確保する。
・ひとり暮らしが増えている     ・見守りネットワークを充実する。
・見守りや非常時の体制に不安がある。 ・班体制による見守りを行う。       
・高野地区内の地域でも違いがある。 ・それぞれの特徴を活かして，連携の機会をつくる。 

＜市民提案による６地区別福祉施策の方向性＞
高
野
地
区
の
地
域
福
祉
理
念

人
と
人
と
の
絆
（
あ
っ
た
か
い
地
域
）

●地域特性
・高齢者数(６５歳以上)
１，７９１名（１２．５％）
・純農村地域と新興住宅地の
混在地域である。高野・乙子
地区は従来からの集落であ
り自然が豊かで，美園・けや
き台・松ケ丘地区は，新興住
宅地で大規模商業施設があ
る。
●自自慢
・適材，適所の人材が多い。 
・自然が多い。       
・歴史的名所，旧跡が多い。 
・人に親切。        
・商業施設が多い。     
・若い世帯が多く，活気があ
る。            

活動のモットー
地域のつながり，絆づくり
を目指して

●コミュニティの力
・民生委員数   ２１名
・社協の会員及び協力世帯数 
３，５０６世帯(６６％)
・自治会，町内会加入世帯 
 数
３，５０３世帯(６７％)

・お祭り「高野こいのぼり祭
り」

●アンケート調査結果
・地域行事への関心度は
４９．２％であり，市平均よ
り高い割合である。
・現住地への愛着度は
９１．４％と高い割合を示し
ている。

●子育て支援（母子・児童福
祉）（問題点）
・地域とのつながりが希薄に
なっている。

・外で遊べる場所が少ない。
・少子化が進んでいる。
・子どもを地域で見守ること
が必要

●高齢者福祉（問題点）
・高齢者同士のふれあいが少
ない

・病気の際の介護に不安を持
っている。

・地域で支え合いが必要
・行政からの支援が必要

市民の提案
・健診を進んで受ける。
・健診案内を徹底する。   ・素人判断をしない。 
・どんなことも楽しく行う。
・進んで体を動かす。 ・ウォーキングロードを整備する。
・自転車用の道路を整備する。 
・ほど良い運動，バランスの良い生活をする。
・ 朝ごはんを食べるようにする。
・バランスの取れた食生活をする。
・腹八分目，食育のＰＲ，地産地消を進める。

市民の提案
・広報活動，研修会を開催する。
・家族同士のグループづくりを進める。
・ボランティアを育成する。
・地域で核となる居場所づくりを進める。
・地域のグループホームづくりを進める。  

市民の提案
・地域で高齢者同士のふれあいの場をつくる。
・民生委員・児童委員，ボランティアの協力が必要
・医療介護の充実を図る。
・緊急連絡システムの仕組みづくりをする。
・隣近所の見守りを進める。・老人ホームの誘致を進める。
・２４時間の見守り体制を進める。
・在宅医療，介護のネットワークの導入を図る。    

市民の提案
・子ども会の活性化を図る。
・子どもと高齢者の交流を促進する。
・子ども同士の地域での仲間づくり。
・校庭を開放する。
・子どもを持つ親同士の地域での仲間づくりを進める。
・子育て中の人でも，安心して働ける環境づくりをする。
 （駅前に保育所を設置する。）
・高野地区の何処にどのような公園が必要か検討する。 
・防犯対策，地域での見守りを行う。   

実現するために
●子育て支援（母子・児童福祉）
・子ども会の活性化を図る。
・子供を集めてイベントを開催する。
（例えば地域スポーツ大会等）
・校庭を開放する。
・公園の使い方をワークショップでみんなで考え
る。
・子供を見守るための組織化を図る。

●高齢者福祉
・地域で高齢者同士のふれあいの場をつくる。
・緊急医療ネットワークセンターの設立を図る。
・医療，介護の連携により在宅介護しやすい環境
を作る。

・医療情報の共有を図る。

●障がい者（児）福祉
・広報活動，研修会を開催する。
・障がい者（児）の居場所づくりに空き家を活用。
自治会の協力も必要
・アンテナショップ（NPO）を立ち上げて地域に
周知し協力してもらう機会を作る。
・ボランティア育成の拠点づくりをする。

●健康づくり
・健診の際の広報車の活用，隣近所への声掛けを
励行する。

・ラジオ体操，シルバーリハビリ体操を実施する。
・健診の再通知により，受診率の向上を図る。
・給食人気メニューのレシピの公開をする。
・地元産食材を使った料理の紹介をする。
・親子クッキング教室を開催（食育のＰＲ）する。

●地域づくり
・防災，防犯の訓練を楽しくし，多数の市民が参加
するように工夫して実施する。

・地域の住民が気軽に集まれるたまり場とは別に，
今後高野地区をどのように改善していくか相
談・実行する市民等（支部社協，民生委員・児
童委員，ボランティア，行政職員等）が集まれ
る場所を確保する。

● 障がい者（児）福祉 
（問題点）
・障がいについて理解されて
いない。

・障がい者（児）とその家族
同士のネットワークづくり
が必要である。

・家族の心身の負担軽減を図
る。

●健康づくり（問題点）
・病気を予防することが必要
 である。
・適度な運動をすることが必 
 要
・食生活を改善がすることが
必要
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