
基本目標１　みんなでふれあい 学ぶ 絆と交流の場づくり　～知りましょう～

基本方針1-1　地域の助け合い意識の醸成

施策①　あいさつ運動の推進

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

地域のあいさつ運動を啓発します。 1 生涯学習課 Ｃ：事業の目標を下回った。
各校区において新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しながら事業を実施してき
たが、結果として事業が縮小したため。

施策②　助け合い意識の醸成・啓発

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

2 人権交通防犯課 B：事業の目標通り達成した。
市ホームページは分かりやすく掲載することに努め、広報とよかわにお知らせを掲載
するとともに、人権週間には市役所正面玄関で来庁者に啓発チラシや啓発物品を配
布し啓発することができたため。

3 福祉課 Ｃ：事業の目標を下回った。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、市役所出入口での手渡しによるチラ
シ配布を中止し、本庁舎受付への設置に留まったため。

4 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

コロナの影響で中止となった地区もあったが、35地区中27地区で地域福祉懇談会
（第2層協議体）を実施できた。また、住民主体の通いの場2か所の立ち上げを支援
できたため。

5 生涯学習課 B：事業の目標通り達成した。
各課において新規出前講座メニューを開設したことで、市民にとって新たに学習する
機会を創出することができたため。

6 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

オンライン講座を取り入れるなど、コロナ禍にあっても事業を中止せずに実施できる
よう工夫することができたため（ただし、団体側の受講環境の問題もあり、講座実施
の実績が大きく減ってしまった）。

7 生涯学習課 B：事業の目標通り達成した。
各課において新規出前講座メニューを開設したことで、市民にとって新たに学習する
機会を創出することができたため。

基本方針1-２　地域と学校の連携による人づくり地域づくり

施策①　福祉教育・体験学習の推進

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

高齢者や障害者との交流活動、高齢・障害疑似体
験、特別支援学校などとの交流教育、総合学習など
によるボランティア活動への理解や参加を促す、実践
的な福祉教育を進めます。

8 学校教育課 Ｃ：事業の目標を下回った。 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、会の開催や交流が難しかったため。

豊川市小中学校人権教育研究会を充実します。 9 学校教育課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

予定した活動は、時期を変更するなど、感染防止対策を取りながら実施できたため。

取り組み内容

各校区の青少年健全育成推進協議会において「あいさつ声かけ運動」を実施するなど啓発
推進をする。

取り組み内容

「広報とよかわ」等において、福祉活動や人権擁護に
関する特集などを掲載し、啓発活動に取り組みます。

市ホームページに市民相談や人権擁護について、分かりやすく掲載することに努めた。広報
とよかわには、毎月号に「市民相談の日程」、5月号に「人権擁護委員の日」、12月号に「人権
週間」のお知らせを掲載するとともに、市役所正面玄関で来庁者に啓発チラシや啓発物品を
配布するなど啓発を行った。

広報とよかわ12月号に「障害者週間」の記事を掲載するとともに、障害者の特性に関する特
集や差別事例を掲載し、市民への啓発を行う。

さまざまな主体が行う住民の支えあい意識を高める
ための学習会や交流の機会を支援します。

市内27地区で地域福祉懇談会（第2層協議体）を実施し、住民の支えあい意識を高めていくと
ともに、地域住民が主体となる通いの場の立ち上げを生活支援コーディネーターが支援した。

各学校の実情に合わせて、読み聞かせや人権擁護委員による授業の実施、人形劇の観劇
など、工夫して人権教育を実施し、地域を巻き込んだ実践活動に取り組んでいく。

関連する出前講座情報を提供し、住民が支えあい意識を高める橋渡しをする。

地域の支えあい意識を高めるための福祉関連講座を
開催します。

地域の団体、グループ、企業などの要請に応じ、地域包括ケアシステムに関する講座や認知
症サポーター養成講座等を開催した。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の取り組みとして、講座の受付時に、オンラインで
の対応も可能な旨を説明し、希望する企業等に対してはオンライン講座を開催した。

関連する出前講座情報を提供し、住民が支えあい意識を高める橋渡しをする。

取り組み内容

車いす体験、点字などの体験や障害者の講演等の福祉実践教室を開催したり、福祉をテー
マに総合的な学習に取り組んでいる学校もある。その他、老人ホーム等への訪問を、地域の
実情に合わせて実施する学校もあり、高齢者や障害者との交流を図り、実践的な福祉教育を
進めている。
各学校の実情に合わせて、活動内容を工夫する。
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施策②　地域と学校の連携強化

計画記載内容 通番 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

学校運営協議会を通じた地域や家庭、学校の連携を
図ります。

10 学校教育課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

ほぼ計画通り、協議会を開き、地域・家庭・学校が話し合う場とすることができたた
め。

基本方針1-３　地域の身近な交流・ふれあいの推進

施策①　地域交流の推進

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

11 市民協働国際課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

地域活動交付金を186あるすべての町内会に交付したことや、市民活動協働推進事
業費補助金を連区や町内会など７団体に交付したことで、地域の活性化と三世代交
流の場や機会を支援することができたため。

12 生涯学習課 Ｃ：事業の目標を下回った。

地域生涯学習講座は新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しながら、地域の特
色を生かした講座、男性や親子を対象とする講座、企業連携講座を開催することが
でき、地域の伝統文化の継承にも寄与することができた。
また、放課後子ども教室でも新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しながら、市
内全小学校区での開催を継続し、地域の方々の参画を得て実施できている。
しかし、両事業とも、事業を中止し、縮小せざるを得なかったため。

13 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

親子でふれあい、楽しめるような内容の教室が実施できたため。

14 生涯学習課 Ｃ：事業の目標を下回った。
父親の参加が増えるように、豊川商工会議所月報のメセナで呼びかけを行うことが
できた。令和２年度は年９回の開催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大によ
り事業を縮小（６月を中止）したため。

施策②　居場所づくりの推進

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

子育て支援団体や地域福祉活動推進委員会等と協
働し、子育てに対する住民の理解を深めるための学
習や交流の機会をつくります。

15 保育課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

コロナ禍で地域住民との交流が減少している中、ホームページを活用して保育園に
関する情報を地域住民に広く提供できたため。

ファミリー・サポート・センター事業や子育てサポー
ター養成講座を通じて、地域における子育てを支援し
ます。

16 子育て支援課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

依頼会員の増加に伴い、援助会員の募集等で確実にサポートにつながるよう調整
ができたため。

取り組み内容

学校運営協議会の充実と、地域代表者会を継続して行い、地域と学校双方からの要望や課
題について検討するなど、連携を進めていく。

取り組み内容

取り組み内容

町内会の行事等に保育園も参加し、地域住民との交流を推進する。

ファミリー・サポート・センター事業を実施し、子育てサポーター養成講座も開催する。

地域などで、気軽に参加できる世代間交流の場や機
会を提供します。

地域活動交付金や市民協働推進事業費補助金により、町内会の三世代交流等の事業を支
援する。

親子、小学生から高齢者まで様々な年代を対象とした地域生涯学習講座（文化・芸術や健康
づくり、趣味・教養など）については、郷土理解と文化芸術の講座はじめ防災・子育て・介護等
地域の課題解決のために開催する講座開設の増加をめざし、講師の新たな開拓や参加者数
の増加を図りながら、より一層魅力ある講座の実現に取り組む。
地域の方々の参画を得て、子ども達とともにスポーツ、文化活動、地域住民の交流活動等の
取組を実施することにより、子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づ
くりを目的とした放課後子ども教室については、平成28年度より全26小学校区での開催と
なっている。今後は企業との連携も含め、引き続き講師や教室内容の新規開拓や魅力ある
講座の開催に努め、本事業が子ども達の居場所づくりに繋がるよう、充実した教室の実現を
目指していく。

親子参加型の催し物の開催や子育てサークルへの
支援により、保護者同士の交流・仲間づくりを促しま
す。

親子で参加できる催し物として、ブーフーウー教室や親子あそび教室を開催する。また、子育
てサークル支援イベントを開催する。

親子ふれあい工房を年６回（６月・７月・８月・１０月・１２月・２月）開催予定。各回の定員数を
増やしながら、受け入れ数の増を目指す。また、父親の参加が増えるよう、継続して参加を呼
びかける。
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計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

認知症や介護についての理解を深め、相談ができる
場づくりを支援します。

17 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

認知症サポーターステップアップ講座を予定どおり実施でき、「認知症サポーター活
動登録者」の登録を進めることができたため（ただし、コロナ禍の影響により、認知症
カフェの活動自体は減ってしまった）。

市民の交流活動を促進するため、老朽化する市民館
を計画的に更新し、活動拠点の確保と提供を図りま
す。

18
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

市内にある地区市民館の電気設備更新を５館、雨漏り修繕を１館、外壁等改修を１
館実施し、施設の機能維持と長寿命化を図ることができたため。
また、豊川市地区市民館営繕計画どおり、建替え時期を迎える平尾と古宿地区市民
館の改築工事に着手することができたため。

町内会活動の拠点となる集会施設等の整備を支援し
ます。

19
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

地区集会施設建設等事業補助金の申請のあった町内会等に補助金を交付し、新築
補助１町内会、空調設備補助１１町内会、既存施設改修補助９町内会、掲示板設置
補助２町内会の合計１２町内会に活動拠点の機能強化や整備の支援を行うことがで
きたため。

基本目標２　みんなで創る　助け合い　支えあいのしくみ　～参加しましょう～

基本方針２-1　地域における見守り活動の推進

施策①　地域の見守り意識の醸成　

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

地域の見守り意識の大切さを啓発します。 20 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

コロナ禍の影響により、１校のみの開催実績となり、評価しづらいため。

施策②　地域の見守り活動への支援

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

地域の見守り活動を支援します。 21 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

コロナ禍の影響により、運営会議は中止となったが、見守り活動は継続し、新たに１
社と協定を締結できたため。

認知症の方やその家族、地域住民の方など、誰でも参加できる集いの場である「認知症カ
フェ」について、活動実績に応じ、カフェの運営にかかる費用の一部を補助した。
また、認知症カフェをより魅力的なものとしていけるよう、ICTツールを活用し、カフェ間での情
報共有を推進した。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
本人・家族を含む地域のサポーターと多職種の地域サポーターで構成される「チームオレン
ジ」の設置に向けた人材育成として、認知症サポーター養成講座ステップアップ講座を開催し
た。

市民協働国際課

コミュニティ推進事業費の補助や、各地区市民館の修繕などを計画的に行い、市民の交流活
動が円滑に行えるよう活動拠点の確保と提供に努める。
地区市民館の建替更新時期が集中するため、建替えや再編など費用負担の平準化を図り、
建設中における市民館の一時的な機能移転など、地元の理解・協力を得ながら計画的に整
備を進める。

地区集会施設建設等事業補助金により、町内会等の活動拠点の機能強化や整備の支援を
行う。
市町合併、旧老人憩いの家、統合・再編による既存市民館などの無償貸与する集会所は施
設規模が大きいため、地区集会施設建設等補助金の補助率や上限額を検討し、集会施設等
の整備支援を行う。

取り組み内容

地域のサロン等や企業への啓発に加え、幼少期からの意識を高めていくため、小中学校で
の認知症サポーター養成講座を開催した。

取り組み内容

高齢者地域見守りネットワーク(金融・電気・ｶﾞｽ・新聞事業者、郵便局やコンビニや金融機関
など)の協力機関として、新たに綜合警備保障株式会社 豊橋支社と協定を締結した。

取り組み内容
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基本方針２-２　ボランティア・市民活動の促進

施策①　ボランティア・市民活動の活性化への支援　

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

「広報とよかわ」や市ホームページ、企業の情報誌な
ど、多様な情報媒体を活用し、ボランティア・市民活動
の周知を進めます。

22
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

「とよかわボランティア・市民活動センターだより」の年４回発行や企業情報誌など
ペーパーを活用した２３回の情報発信と、「どすごいネット」などインターネットの活用
により、ボランティア・市民活動を広く周知することができたため。

とよかわボランティア・市民活動センタープリオとウィ
ズの２拠点を中心にボランティア・市民活動の活性化
を支援します。

23
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

えがおフェス２０２０を開催し、市民活動団体の活動周知や地元企業との交流を図る
場を設け、市民活動団体と企業がつながるきっかけ作りができたため。

ボランティア・市民活動センタープリオで、ボランティア
登録一覧表を作成し、情報発信を行うとともに、ボラ
ンティアのニーズの把握やコーディネート業務の充実
を図ります。

24
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

とよかわボランティア・市民活動センタープリオでのボランティア募集や講座情報を１
８回発信し、また、市民活動広報リポーターから提供を受けた取材内容を、とよかわ
ボランティア・市民活動センタープリオのＳＮＳ等を活用し１５回情報発信したことで、
ボランティア参加の促進を図ることができたため。

施策②　人材の育成

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

ボランティアや地域活動者、地域リーダーを育成しま
す。

25

26

27
介護高齢課

(社会福祉協議会)
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

コロナ禍の影響により介護・生活支援サポーターフォローアップ講座は中止となった
が、その他の講座を開催し、人材育成を行うことができたため。

健康づくり推進員の養成講座受講対象者を拡大しま
す。

28 保健センター
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

健康づくり推進員養成講座参加者9名中8名が、健康づくり推進員として登録、活動
を開始できた。

取り組み内容

市民協働国際課

「とよかわボランティア・市民活動センターだより」の年４回発行や、民間フリーペーパーを活
用した市民活動に関するイベントや講座の開催などの掲載、インターネットを活用した東三河
５市で共同運営する「どすごいネット」により、ボランティア・市民活動の周知を図った。

とよかわボランティア・市民活動センタープリオとウィズの２拠点を中心にボランティア・市民活
動の活性化を支援した。
特に、えがおフェス２０２０をとよかわボランティア・市民活動センタープリオで開催し、映像に
よるステージ企画、工作・防災など体験コーナーや販売コーナーを通じて、市民活動団体の
活動を広く周知することができた。また、協働してくれた地元企業や市民活動団体同士がつな
がるきっかけ作りの機会となった。

とよかわボランティア・市民活動センタープリオで、ボランティア登録一覧表を作成し、情報発
信を行うとともに、市民との協働によるボランティア・市民活動の広報の推進を図るため、市
民活動広報リポーターから提供を受けた、市民活動団体の活動内容やイベントなど取材内容
を、とよかわボランティア・市民活動センタープリオのＳＮＳ等を活用し情報発信を行った。

取り組み内容

市民協働国際課

市民活動団体と協働して、ボランティア・市民活動体験養成講座を行い、若年層を始め新た
な活動者の養成に努めた。また、町内会役員等を対象にコミュニティリーダー養成講座を開
催し、コミュニティの活性化を図るため専門家を講師に招き、地域リーダーの育成を行った。
コミュニティリーダー養成講座（参加者155名）

【令和2年度における新たな取り組みや改善点など】
働かれている町内会役員の方々が参加しやすいよう、昼の部と、夜の部の２部構成で開催し
た。

Ｂ：事業の目標通り達成した。

ボランティア・市民活動体験養成講座を開催し、市民活動団体のスキルアップや人
材育成を図ることができたため（19人参加）。若年ボランティア体験講座を開催し、若
者層のボランティア・市民活動への意識の醸成と人材育成につなげることができたた
め（54人参加）。コミュニティリーダー養成講座を開催し、地域リーダーの育成とコミュ
ニティの活性化とを図ることができたため（155人参加）。

若者をはじめとする新たな人材の育成・確保を図りま
す。 地域活動者を育成するため、ふれあいサロン活動・生活支援を題材にした介護・生活支援サ

ポーター養成講座（全5日間・参加者19名）や、介護予防サポーターステップアップ講座（全4
日間・参加者18名）を開催した。
また、地域の中で認知症の人やその家族を支援する人材を育成するため、認知症サポー
ターステップアップ講座を開催した。

健康づくりを家族や地域で推進するための知識の普及や保健事業への協働を行うことで、推
進員の健康づくりに努める意識を向上させるよう努めた。市民の健康づくり応援者の推進員
を増やすために、健康づくり養成講座を継続して開催した。（5回　参加者9名）
健康づくり推進員の活動や養成講座の内容を広く市民に伝えるために、健康づくり推進員を
紹介するホームページを作成した。
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基本方針２-３　地域組織活動の促進

施策①　町内会の周知と加入促進

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

集合住宅に引っ越してきた若い世帯などに、町内会
の活動内容を周知し、管理者や大家等さまざまな方
面から加入促進を図ります。

29
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

民間不動産業者や宅地開発業者等と協働し、アパート入居時や住宅購入時に町内
会活動周知チラシ・加入届の配付等を行ってもらい、町内会加入世帯の増加に繋げ
ることができたため。

町内会のメリットを効果的に伝え、加入を促進します。 30
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

市民課や各支所窓口において、転入者、転居者の方に加入促進チラシを配付し町
内会加入を勧め、町内会加入世帯の増加に繋げることができた。また、町内会加入
啓発冊子を活用した小学校出前講座を５校において実施し、町内会活動に興味を
持ってもらう機会と、地域への愛着心・まちづくり意識を育てることができたため。

町内会への加入促進に向けて、パンフレット等を作成
し未加入者へ周知します。

31
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

外国人世帯の転入時に、町内会加入促進チラシを配付し、町内会加入に繋げたた
ため。また、新たにタガログ語版の加入促進チラシを作成し、加入啓発の充実を図る
ことができたため。

施策②　地域組織活動への支援

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

町内会へ市政全般に関するわかりやすい情報を提供
します。

32
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

町内会への全戸配布や組回覧の配布の必要性の有無を確認し、不要な組回覧・全
戸配布物の削減に努め、わかりやすい情報の提供を図ることができたため。また、
町内会応援事業については、新たに７事業所が応援事業所に登録し、町内会の財
政支援を充実させることができたため。

町内会への地域活動交付金の支給を通じて、地域組
織活動を支援します。

33
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

例年通り迅速な交付金の支給を行うことができたため。

子ども会事業として、単位子ども会や中学校区に対
する助成金を継続し、活動を支援します。

34 生涯学習課 Ｃ：事業の目標を下回った。
新型コロナウイルス感染拡大により、単位子ども会などにおいても多くの行事等が中
止となったため。

子ども会に加入しない子ども会離れや、豊川市子ども会連絡協議会に加入する単位子ども
会数が減少傾向にある。引き続き、単位子ども会、中学校区子ども会へ助成金の交付を行
い、活動を支援する。

取り組み内容

市民協働国際課

連区長会、民間不動産業者と連携し、入居時などに町内会の活動内容を知ってもらうチラシ・
加入届を配付し、町内会加入の働きかけを行っている。

市民課窓口で、若い子育て世代を中心に転入者、転居者の方に町内会の活動内容を知って
もらうチラシを配布し、町内会加入の促進を図った。また、子供の頃から自分の住む地域へ
の愛着心やまちづくりに対する意識が醸成することを目的に作成した小学生向けの町内会啓
発冊子を、小学３年生の社会科の副読本として活用してもらい、５校においては、冊子を活用
した出前講座を開催した。

転入者、転居者の方や、外国人世帯に町内会の活動内容と加入のメリットを知ってもらうため
のチラシ等を作成し、市民課窓口で配布した。また、連区長会と協働し、町内会の役割や活
動を紹介する外国語版啓発冊子を作製し、外国人相談窓口や「とよかわ万博」等のイベント
において、外国人市民を対象に冊子・チラシ等を活用した加入促進を行った。

【令和2年度における新たな取り組みや改善点など】
ポルトガル語、英語、中国語、インドネシア語、スペイン語、ベトナム語の町内会加入促進チラ
シに加え、タガログ語のチラシを追加作成し、加入啓発の充実を図った。

取り組み内容

市民協働国際課

全戸配布や組回覧の依頼物などにおける配布の必要性の有無を確認すると共に、町内会加
入促進マニュアルや、町内会活動等の各種補助事業の案内を配布し、情報を提供した。特
に、平成30年度からスタートした「町内会応援事業所」においては、町内会が必要とする支援
の事業所等に働きかけ53事業所の登録をいただき、町内会活動の財政的な支援に繋がっ
た。

町内会へ地域活動交付金を支給し町内会活動の支援を行うにあたり、交付金の迅速な支給
を行い、資金不足による町内会活動の停滞期間を解消し、円滑な活動の推進を図った。
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基本方針２-４　地域活動者の役割分担と連携強化

施策①　地域活動者間の交流と連携強化

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

35 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

地区の民生委員児童委員協議会にて支援対象児童に関する情報提供、共有を行う
ことができたため（7月、11月）。

36 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

計画どおりひとり暮らし高齢者等の見守りを実施することができたため。

37 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

会議の機会などを利用して制度の周知や連携の必要性について周知が行えたた
め。

38 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

必要時、地区の民生委員児童委員協議会にて制度等に関する情報提供を行うこと
ができたため。

39 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

認知症サポーターステップアップ講座を予定どおり実施でき、「認知症サポーター活
動登録者」の登録を進めることができたため（ただし、コロナ禍の影響により、啓発の
場たるサロン等の地域活動自体が大きく減ってしまった）。

40 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

自立支援協議会を通じて、メールも活用した十分な情報提供を行うことが出来たた
め。

41 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

10名のコミュニティソーシャルワーカーを配置し、地域の課題解決に向けた支援を行
うことができたため。

42 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

地域の課題解決に向けた支援を行うコミュニティソーシャルワーカーの配置にあた
り、補助金などの支援を継続実施したため。

地域福祉懇談会において出された地域課題の解決
に向け、コミュニティソーシャルワーカー等を配置しま
す。

コミュニティソーシャルワーカーの定例会に参加し、情報の交換・共有と連携の強化を図ると
ともに、社会福祉協議会へ必要な情報提供を行った。

【令和2年度における新たな取り組みや改善点など】
新たに高齢者相談センター金屋出張所が設置され、コミュニティソーシャルワーカーも１名配
置された。

社会福祉協議会へ必要な情報提供を行うとともに、適正なコミュニティソーシャルワーカーの
配置について補助金などの支援を行う。

取り組み内容

要支援者、生活困窮者の発見や、虐待の早期発見な
ど見守り活動の充実に向けて、民生委員児童委員、
福祉委員、防犯ボランティア等との連携を強化しま
す。

民生委員児童委員協議会などを通して支援対象児童に関する情報の提供、共有を行い、連
携強化を図る。

ひとり暮らし高齢者等の情報を民生委員と共有することで、要支援者等の発見、見守り活動
を推進した。

生活困窮者自立支援法に基づく支援体制を構築し、庁内部署や関係機関、民生委員を始め
とするインフォーマル支援の仕組みづくりを行う。

各種制度改正等に伴う社会福祉事業に対して、地域
活動体制がスムーズに対応できるよう支援します。

民生委員児童委員協議会などを通して情報提供を行う。

本人・家族を含む地域のサポーターと多職種の地域サポーターで構成される「チームオレン
ジ」の在り方や人材育成、今後の取組みの進め方などについて検討した。
　また、介護保険や福祉サービス等の改正内容や新規事業については、地区民協など地域
に出向き、情報提供を行った。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
チームオレンジの設置に向けた認知症サポーターステップアップ講座の開催や「身寄りがな
い人の入院及び医療に係る意思決定支援が困難な人の支援に関するガイドライン」について
医療・介護関係者に周知することにより、支援体制の推進を図った。

社会福祉協議会へ必要な情報提供を行う。
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基本目標３　みんなで支える　各種福祉サービスの推進　～活用しましょう～

基本方針３-1　相談支援機能の充実

施策①　身近な総合相談機能の充実

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

43 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

子育て支援センターでは支援事業、さぽーとリスト等の一覧を更新して市内各所に
設置をすることができたため。
また、児童発達相談センターでは児童発達相談センターパンフレットを作成し、関係
機関に配付、周知することができたため。

44 介護高齢課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

高齢者相談センターの移転及び増設について予定どおり実施することができ、また、
ホームページや広報、リーフレットなど様々な媒体を用いて周知することができたた
め。

45 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

会議の機会などを利用して制度の周知や連携の必要性について周知が行えたた
め。

46 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

窓口で用件を確認し、適切な窓口を案内することができたため。

47 介護高齢課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

毎朝朝礼で障害者差別解消法の趣旨等を唱和することにより職員の接遇に対する
意識向上を図るとともに、すべての市民の方々が安心して来庁できるように積極的
に声を掛け、用件を確認の上、適切な窓口への案内を行うことができたため。

48 福祉課 Ｃ：事業の目標を下回った。
会議の機会などを利用して制度の周知や連携の必要性について周知が行えたが、
相談窓口の明文化に課題が残るため。

49 市民協働国際課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

外国人相談窓口を運営し、多言語での情報提供や相談を行った他、新たにベトナム
語通訳を配置し、窓口相談業務を充実させたため。

取り組み内容

市役所や各種相談窓口の一覧表を作成し、周知しま
す。

子育て支援に関した各種相談窓口の一覧表を作成し、市民ニーズに対応した相談窓口の一
覧表等を作成していく。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
発達に課題のある児童とその保護者等に対する発達相談窓口を開設しました。

高齢者相談センターを始めとした各種相談先を紹介したパンフレットを市内公共施設等に配
置するとともに、講座開催時に配付するなど、様々な機会を通じて周知を図った。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
高齢者の身近な相談窓口を充実するため、高齢者相談センターの配置を見直すとともに、出
張所を１カ所増設し、ホームページや広報、リーフレットなど様々な媒体を用いて周知を図っ
た。

生活困窮者向け施策一覧表や生活困窮者つなぎ先案内バイブルについて、庁内連携連絡
会議等を通じて周知を図る。
様々な関係機関に研修などの機会を利用して、成年後見制度や障害者虐待防止パンフレッ
ト、市内相談支援事業所一覧表を配布する。ホームページへの掲載により周知する。

各課の業務内容をわかりやすく表示するとともに、適
切な窓口へ誘導できる体制を整えます。

適切な窓口対応を行う。

窓口の前で迷っている方には、積極的に声をかけ用件を伺い、該当する窓口へ案内した。

生活困窮者自立支援庁内連携連絡会議を随時開催し、適切な相談窓口のつなぎ方などの
情報共有を図る。
他課の業務内容の把握と知識の習得を常に心がけ、困っている方がいたら声かけし用件を
伺い、その内容に応じた適切な窓口へ案内する。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
ひきこもりの支援対策について、関係各課と情報共有や連携の進め方について強化を図っ
た。

外国人市民が、生活に関する情報や相談場所に適切・迅速に到達できるよう、多言語で情報
提供や相談を行うワンストップ型の「外国人相談窓口」を設置している。

【令和2年度における新たな取り組みや改善点など】
ポルトガル語・英語・中国語の通訳に加え、新たにベトナム語通訳を配置し、窓口相談業務を
充実させた。
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計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

50 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

連絡会議を毎月行い、情報提供、共有を行うことができたため。

51 介護高齢課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

ＩＣＴツール「電子＠連絡帳」を活用し、市と高齢者相談センター間で情報共有を円滑
に行うことができ、また、会議や研修・講演会等に積極的にビデオ会議システムを活
用することで、コロナ禍の影響を受けても安易に中止とせずに事業実施できたため。

52 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

基幹相談支援センターを中心に、委託事業所に限らず、地域自立支援協議会主催
の研修、会議を通して市内の指定事業所も巻き込み、更なる情報共有と連携体制が
構築されたため。
また、地域課題の一つとして、進級時「切れ目のない支援」を取り上げ、教育関係機
関と連携を始めることができたため。

施策②　行政等の専門相談支援の充実

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

53 子育て支援課 Ｃ：事業の目標を下回った。 コロナ禍で研修が中止になるなど、思うように参加できなかったため。

54 介護高齢課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

コロナ禍の影響を受けても、研修等を安易に中止することなく実施できるよう、ビデオ
会議システムの活用を進めることができたため。

55 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

月に１回の所内会議を通じて相談員同士の情報共有を行うことにより、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響で増加した相談を連携しながら行うことができたため。

56 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

地区の民生委員児童委員協議会において、支援対象児童に関する情報提供、共有
を行うことができたため（7月、11月）。

57 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

計画どおり民生委員と連携を図ることができたため。

58 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

研修の機会などを利用して、制度や連携の必要性について周知が行えたため。

社会福祉協議会や地域における相談窓口となる民生
委員児童委員等との連携を緊密に行うとともに、必要
な知識の習得について支援します。

民生委員児童委員協議会などを通して支援対象児童に関する情報の提供、共有を行い、連
携強化を図る。

ひとり暮らし高齢者等の情報を民生委員と共有することで、支援の必要な高齢者の情報収集
や要支援者の発見、見守り活動の推進に取り組んだ。
また、多職種協働研修会への積極的な参加等、連携をとるために顔の見える関係作りに努
めた。

民生委員児童委員協議会生活支援部会を中心に、研修等を通じて連携強化の重要性などに
ついて周知を行う。

相談事業の利用者に、的確かつ迅速に適切な支援を
するため、各種相談員や社会福祉協議会等との連携
を強化します。

必要に応じて関係機関との連携を図る。

市と高齢者相談センターとの連絡会議や地域ケア会議等で業務上の問題点等を共有し、解
決を図った。
また、地域包括ケア推進協議会を開催し、関係機関間での課題の共有、解決策の検討など
を行った。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
関係機関間のさらなる連携強化を図っていくため、ICTツール「電子＠連絡帳」の利活用の幅
を広げるとともに、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の取組みとして、会議や研修・講
演会等でのビデオ会議システムの活用を進めた。

地域の相談支援の拠点となる基幹相談支援センターを中心に研修、会議等を通して、情報共
有、連携の強化を行う。
また、幅広い分野の機関と密な関係性を築き、連携を図ることが必要である。
相談支援専門員と介護支援専門員の合同研修を１回実施した。

取り組み内容

各種相談員の資質向上に向けて研修等を実施しま
す。各種相談員の資質向上を図るため、研修等の情
報を提供します。

外部研修等に参加し、能力の向上に努める。

市や高齢者の総合相談窓口である高齢者相談センターの職員が、研修会や地域ケア会議等
に参加し資質向上を図った。
また、圏域ごとのニーズに対応した資質向上を図ることができるよう、日常生活圏域別多職種
協働研修会の内容検討に努めるほか、「介護予防のための地域ケア個別会議」を開催し、職
員のケアマネジメント力の向上を図った。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の取組みとして、会議や研修・講演会等でのビデオ
会議システムの活用を進めた。

生活困窮者自立支援について、国の人材養成研修等に参加して支援スキルの向上に努め
る。複合的な課題を抱えるケースの支援については、より専門的な知識や技術を身に付ける
ことを継続的に行う必要がある。
相談員同士の連絡会を実施し、抱える問題等について情報共有を行う。また、県等が開催す
る研修会への積極的な参加や福祉制度に関する情報提供を通し、相談員の資質向上に努
める。

取り組み内容
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計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

59 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

子育て支援課で受けつけた相談について、関係機関と連携し、適切に対応できたた
め。

60 介護高齢課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

ＩＣＴツール「電子＠連絡帳」を効果的に活用することで、タイムリーかつ幅広い情報
共有を行うことができたため。

61 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

会議の機会などを利用して制度の周知や連携の必要性について周知が行えたた
め。

施策③　生活に困っている人への支援の充実

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

生活困窮者の生活課題の解決に向けて、本人の状
況に応じた支援を行います。
（生活困窮者自立支援事業※）

62 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

対面での研修会が中止になったが、Ｗｅｂ研修などを積極的に受講しスキルの向上
を図ることができたため。

関係機関や民生委員児童委員、福祉サービス事業
所など、さまざまな社会資源との連携を図り、支援体
制の充実を図ります。

63 福祉課 Ｃ：事業の目標を下回った。
会議の機会などを利用して制度の周知や連携の必要性について周知が行えたが、
コロナ渦における早期発見のしくみや身近な相談窓口のお知らせに課題が残ったた
め。

基本方針３-２　情報提供の充実

施策①　福祉サービス等のわかりやすい情報提供

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

64 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

子育て支援に関する情報について、迅速に更新することができたため。

65 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

「生活支援サービス・地域の支え合いガイドブック」の改訂版の発行や「運転免許変
更者のための社会資源一覧」の改訂等により高齢者福祉に関するサービス情報を
提供することができたため。

66 福祉課 Ｃ：事業の目標を下回った。
国や県等の関連ページとのリンクが切れているものが見受けられ、リンクの貼り直し
や、作り方を見直す必要があるため。

67 保健センター
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

インフルエンザの予約の状況については、医療機関の受付状況に変更があったら随
時変更し、予約可能な医療機関を周知した。令和2年度から個別通知も開始し、接
種率56.7％から74.1％へ増加できたため。

相談窓口で受け付けた相談について、関係する専門
機関と連携をとりながら対応します。

必要に応じて関係機関との連携を図る。

介護高齢課や高齢者相談センターで受け付けた相談について、関係機関との迅速な情報共
有・連携により、適切に対応した。
また、「介護予防のための地域ケア個別会議」を開催し、リハビリ部門との連携構築に向けた
定例の機会づくりを進めた。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
来庁時の認知症相談や個別相談について、高齢者相談センターにつなぐとともに、個別に必
要な専門職（認知症地域支援推進員や生活支援コーディネーター等）に繋ぐことで迅速な対
応と連携強化を図る。また電子＠連絡帳を利活用することで、タイムリーかつ幅広い情報共
有を行っていく。

生活困窮者向け施策一覧表や生活困窮者つなぎ先案内バイブルを活用して、相談内容に応
じた適切な窓口の案内を行う。
地域の相談支援の拠点となる基幹相談支援センターを中心に、幅広い分野の機関との研
修、会議等を通して、情報共有、連携の強化を行う。

取り組み内容

相談支援員が丁寧にアセスメントを行い、必要な支援として、居住確保、就労支援、緊急的な
支援、家計支援、学習支援等の支援を実施して、継続的・包括的な支援を行う。
相談支援体制の充実を図るほか、研修等を通じて支援員のスキル向上を図る。

関係機関等への相談窓口の周知、庁内連携の推進、地域住民等による支援のつなぎや見
守り支援、社会資源の開発・連携を行う。また、早期発見・早期支援の仕組みや生活困窮者
支援を通した地域づくりの推進を図る。

取り組み内容

「広報とよかわ」や市ホームページ等の工夫・改善に
より、高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援、健康づ
くり等に関するサービス情報を一層わかりやすく提供
します。

子育て支援に関する情報について、ホームページ等を適宜更新し、適切な情報を提供を行
う。

介護保険サービスや高齢者福祉サービスについて、ホームページに掲載するとともに、「安心
のてびき」により情報提供を行う。また、施策によってはチラシを作成し、講座等で配付した。
「生活支援サービス・地域の支え合いガイドブック」の改訂版を発行し、情報提供を行った。
「運転免許返納者のための社会資源一覧」を定期的に改訂し、情報提供を行った。

ホームページの情報を最新の情報に保つために、必要に応じて見直し、市民のニーズに合わ
せた適切な情報発信を行っていく。

保健事業のチラシを作成し、周知場所を拡大していく。豊川市フェイスブック・ケーブルテレビ
CCネットを利用して事業の周知に努める。
インフルエンザ予防接種の接種率向上のために、市ホームページにて接種可能医療機関の
予約受付状況を掲載している。

取り組み内容
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計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

68 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

必要時、地区の民生委員児童委員協議会にて制度等に関する情報提供を行うこと
ができたため。

69 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

老人クラブへの出前講座等により情報提供を行うことができたため。

70 福祉課 Ｃ：事業の目標を下回った。
関係機関との情報共有や具体的な連携、役割分担の確認、メールによる情報提供
は実施出来たものの、合同事業所説明会はコロナウイルスの感染拡大が影響し実
施できなかったため。

71 情報システム課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

福祉課窓口への配備は完了しているため（現在は福祉課において管理・運営）。

72 市民協働国際課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

テレビ電話通訳（13言語）による通訳業務を継続し、サービスの充実を図るとともに、
新たに中国語とベトナム語のホームページとFacebookを開始し、多言語での情報提
供にも努めたため。

73 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

手話通訳ビデオ通話は継続実施しており、新規聴覚障害者への案内はホームペー
ジや広報を通して情報発信を行えているため。

基本方針３-３　在宅福祉サービスの充実

施策①　きめ細かな生活支援の充実

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

74 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

地域型通所サービスについて、新たに1団体の登録があった。
介護予防サポーターステップアップ講座を実施し、住民主体の通いの場立ち上げの
核となる人材の養成を行うことができたため。

75 福祉課 Ｃ：事業の目標を下回った。
サービス等利用計画を作成する相談支援専門員を市内に増やすことが重要であり、
研修費用を助成する事業を行っているが、作成に要する労力が国が定める報酬に
見合わず成果が見られないため。

生活支援コーディネーターを高齢者相談センターに配
置し、生活支援サービスの担い手の養成やその活用
を推進します。

76
介護高齢課

(社会福祉協議会)
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

生活支援コーディネーターを10名配置し地域のニーズとサービスのマッチングを行う
ことができたため。また、介護・生活支援サポーター養成講座を開催し、20名の地域
活動者を育成できたため。

取り組み内容

サービス利用者のニーズを把握したうえで、きめ細や
かな在宅支援サービスの提供を促進します。

住民主体の活動による地域型通所サービスについて、補助金交付制度を利用して実施する
団体が新たに1団体できた。（市内3団体実施）
また、医療受診していない、又は中断している認知症患者を適切に医療へとつなげていくた
め、短期間に集中して支援を行う認知症初期集中支援チームの活動を継続実施した。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
地域住民主体の通いの場の立ち上げる際の核となるリーダーを養成するため、介護予防サ
ポーターステップアップ講座（全４回）を実施した。

相談支援専門員によるニーズの聞き取りから、公的な福祉サービスに限らずインフォーマル
なサービスも含めた総合的な援助方針を定めるサービス等利用計画を作成し、支援内容に
ついて検討する。
同時に、障害福祉サービスを利用する全ての方のサービス等利用計画を作成することによ
り、より多くの方のニーズを把握するよう努める。

生活支援体制整備事業を社会福祉協議会に委託し、生活支援コーディネーターが地域の
ニーズの把握と、ボランティア等の生活支援の担い手の養成を行った。
地域活動者を育成するため、介護・生活支援サポーター養成講座（全5日間）を開催した（参
加者19名）。

福祉サービス等の情報が行き届くよう、支援を必要と
する人に直接かかわる民生委員児童委員、介護支援
専門員（ケアマネジャー）、相談支援専門員、市民活
動団体、事業者、医療機関等への福祉情報の提供を
充実します。

民生委員児童委員協議会などを通して情報提供を行う。

介護保険関係事業者連絡協議会や老人クラブ連合会、地区民協などにおいて福祉サービス
や介護予防事業等の情報提供を行った。

個別ケース会議の開催などにより、関係機関との情報共有や具体的な連携、役割分担の確
認などを行う。
制度改正による変更点等について、メールによる情報提供を実施した。
基幹相談センター及び委託相談支援事業所と連携して実施している、障害福祉サービス事
業所が一堂に会する合同事業所説明会の参加対象について、中高生限定から幅広い全障
害者に広げたことで、多くの方に周知・理解を図った。

IT機器など新たな媒体を活用し、効果的な情報を発
信します。

福祉担当窓口での効果的な情報発信に使えるようにｉｐａｄを配備する。

外国人市民からの相談に対し、タブレットを活用したテレビ電話を通じて、コールセンターのオ
ペレーターによる多言語（13言語）での通訳対応。

【令和2年度における新たな取り組みや改善点など】
ポルトガル語・英語に加え、新たに中国語とベトナム語のホームページとFacebookを開始し
た。

手話通訳ビデオ通話を実施していくとともに、新規で聴覚障害となった方への案内について
はホームページ・広報を通して情報発信を行っていく。

取り組み内容
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施策②　介護者等への支援

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

77 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

介護高齢課、各支所、地域包括支援センターにパンフレットの配置や窓口で説明す
るとともに、「65歳これから講座」で一層の理解を深めるように周知を図ることができ
たため。

78 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

オンライン公民館を有効活用するなど調整を行い、合同研修も実施できたため。

介護を担っている家庭の経済的な負担を軽減するた
め、在宅介護を支援する制度を総合的に実施しま
す。

79 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

計画どおり事業を実施することができたため。

基本方針３-４　権利擁護の推進

施策①　権利擁護体制の充実

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

80 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

児童虐待、相談窓口に関する啓発リーフレットを保育園等を通じて未就学児を養育
する家庭に配布することができ、また、啓発ポスターを関係機関に配布することがで
きたため。

81 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

高齢者相談センターと連携し、対象者の把握に努めるとともに、広報等で高齢者虐
待の相談窓口等を周知することができたため。

82 福祉課 Ｃ：事業の目標を下回った。
新型コロナウイルスの影響により、講座等の実施ができず、実施の方法等について
新たな手法を検討する必要があるため。

施策②　成年後見制度等の充実

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

83 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

計画どおり事業を実施することができたため。

84 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

介護高齢課が委託契約し、介護高齢課と並行して進めることが出来ているため。

85 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

成年後見センターと連携し、申し立てが困難な方については市長申し立てを行い、
利用につなげることができたため。また、成年後見センターが参加した研修の報告会
を開催し、市の担当職員への周知を図ることができたため。

86 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

成年後見支援センターと連携し、適切に遂行出来ているため。

87 介護高齢課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

NPO成年後見センターが成年後見制度の手引きを作成するにあたり、市、成年後見
センターも協力して内容の作成等に取り組めたため。

88 福祉課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

NPO成年後見センターが成年後見制度の手引きを作成するにあたり、市、成年後見
センターも協力して内容の作成等に取り組めたため。

取り組み内容

取り組み内容

成年後見制度や日常生活自立支援事業を周知し適
切な利用を進めます。

「成年後見支援センター」の相談支援事業を社会福祉協議会に委託し、制度周知、相談支援
体制の充実を図った。

「成年後見支援センター」の相談支援事業を社会福祉協議会に委託し、制度の周知、相談支
援の充実を図る。また、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業に対し補助金を交付し支
援する。

成年後見制度の適切な利用については、成年後見支
援センターをはじめ地域の医療、介護等の既存の資
源や仕組みを活用するとともに、関係機関等との連
携を図りながら進めます。

制度利用が必要な高齢者の把握に努め、成年後見支援センターと連携し、事例に応じて市
長申し立てを行い、制度利用につなげた。
成年後見支援センターが参加した研修についての報告を市職員へも展開することで共通の
認識を持つことができた。

制度利用が必要な障害者の把握に努め、成年後見支援センターと連携し、事例に応じて市
長申し立てを行い、制度利用につなげる。

介護保険法や障害者総合支援法を踏まえたサービス
提供体制の充実に向けて、制度の内容やしくみ、手
続きの方法について引き続き周知を図ります。

制度説明・啓発用パンフレット及び介護保険料のお知らせなどにより、周知啓発の強化を図
る。

障害者総合支援法から介護保険の対象となる方について、スムーズに移行が図れるよう高
齢者相談センターとの会議や研修などで調整を行う。
相談支援専門員と介護支援専門員の合同研修を１回実施した。

「要介護高齢者介護用品支給事業」及び「要介護高齢者重度身体障害者訪問理美容サービ
ス事業」を実施するとともに、介護者同士の交流会や在宅での介護に必要な知識や方法を学
ぶ「家族介護者教室」を開催した。

取り組み内容

権利擁護に関する情報提供や周知に努めるととも
に、対象者の把握や利用促進に取り組みます。

児童虐待に関するパンフレットなどを関係機関に配布するとともに、相談窓口を市ホームペー
ジ、広報に掲載する。

高齢者相談センターと連携し、民生委員や介護支援専門員等からの情報を適確に把握し、
対象者の権利擁護に努めた。また、共通の認識を持つため、高齢者相談センターとともに県
の高齢者虐待防止対応人材養成研修に参加した。

障害者虐待防止・障害者差別解消法に関するパンフレットの配布や出前講座等の開催によ
り周知する。また、事業者には、県等が開催する研修会等へ積極的に参加するよう促す。
障害者差別解消法について、来庁者等への周知啓発を図るため、定期的な庁内放送を実施
した。

成年後見制度の利用にかかる要望に対応するため、
市民後見人の育成について、成年後見支援センター
をはじめ関係機関と協議しその活用を図るなど、体制
整備に努めます。

成年後見支援センターやＮＰＯ等とのより一層の連携を強化しました。

成年後見支援センターやＮＰＯ等とのより一層の連携を強化する。市民後見人の育成につい
ても検討を行っていく。
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施策③　虐待の早期発見と対応のしくみづくり

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

89 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

関係機関との毎月の実務者会議、必要時の個別ケース検討会議の開催等により、
虐待の把握、必要な支援を行うことができたため。

90 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

高齢者相談センターとの情報共有に努め、連携して対応することができたため。

91 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

連携により早期の事実確認から関係者のヒアリング、コア会議の開催が出来ている
ため。

92 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

児童虐待、相談窓口に関する啓発リーフレットを保育園等を通じて未就学児を養育
する家庭に配布することができ、また、啓発ポスターを関係機関に配布することがで
きたため。

93 介護高齢課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

広報やHP、パンフレット等で高齢者虐待の相談窓口を周知できたため。

94 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

パンフレットを配布し、ホームページに掲載出来ているため。

基本方針３-５　サービスの質の向上

施策①　福祉サービスの質の確保・向上

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

県と連携し、サービス提供事業者への情報提供や的
確な指導を実施します。

95 介護高齢課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

介護保険関係事業者連絡協議会を通して、新型コロナウイルス感染症の対策や感
染症発生時の連絡体制等を構築し、行政や事業所間の迅速な情報共有を図ること
ができたため。

96 子育て支援課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

（特非）子育てネットと毎月1回連絡調整会にて情報共有を行うことができたため。

97 介護高齢課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

介護保険関係事業者連絡協議会を通して、新型コロナウイルス感染症の対策や感
染症発生時の連絡体制等を構築し、行政や事業所間の迅速な情報共有を図ること
ができたため。

98 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

自立支援協議会の人材育成を目的とした部会にて、３年目までの初任者向けに意
見交換出来る場を設け、連携の強化とスキルや質のボトムアップを行うことが出来
たため。

虐待に関する相談機能の充実を図り、相談窓口の広
報と周知を行います。

児童虐待に関するパンフレットなどを関係機関に配布するとともに、相談窓口を市ホームペー
ジ、広報に掲載する。

高齢者虐待の相談窓口について、広報紙で周知するとともに、高齢者相談センターのパンフ
レットに虐待に関する相談窓口であること掲載した。

障害者虐待に関するパンフレットを関係機関に配布するとともに、市ホームページに障害者
虐待について掲載する。

取り組み内容

介護保険関係事業者連絡協議会を通して、適宜情報提供を行い、サービスの質の向上に努
めた。

取り組み内容

高齢者や障害者、子ども等への虐待の実態把握に努
め、必要な支援を充実します。

要保護児童対策地域協議会の構成機関と連携し、児童虐待の早期の実態把握、初期段階
での児童相談の実施など、必要な支援を行っていく。

介護支援専門員、民生委員、施設職員等からの通報内容を市と高齢者相談センターで情報
共有し、連携して対応方法を検討した。

福祉課、基幹相談支援センター及び委託相談支援事業所が連携して対応方法を検討し、必
要な支援につなげる。

サービス提供事業者の事業の健全な運営及び円滑
な事業展開を推進するため、事業者の連絡会などを
活用した情報提供や指導により福祉サービスの質の
向上を促します。

子育て支援団体と定期的に連絡会を行い、情報の提供、共有を行う。

介護保険関係事業者連絡協議会を通して、適宜情報提供を行い、サービスの質の向上に努
めた。

障害者地域自立支援協議会の各部会等を活用し、情報提供や事務連絡などによりサービス
の質の向上に努める。また、基幹相談支援センターと連携し、事業者に対し必要な情報提供
や助言を行い、サービスの質の向上を図る。
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基本目標４　みんなで進める　人にやさしいまちづくり　～広げましょう～

基本方針４-1　身近な地域の暮らしやすさの確保

施策①　地域環境の整備

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

道路照明灯の増設や公園のバリアフリー化など、計
画的に施設を整備します。

99 道路河川管理課 Ｂ：事業の目標通り達成した。
町内会等からの要望を反映させて２７基の照明灯を設置し、地域の環境整備促進を
実施できたため。

100 道路河川管理課 Ｂ：事業の目標通り達成した。
道路パトロールを3台で561回、37,315Km実施し、事後だけでなく予防保全も効率的
に実施できたため。

101 人権交通防犯課 B：事業の目標通り達成した。 取り組み内容について、滞りなく実施できたため。

公共施設や道路について、ユニバーサルデザインに
配慮した整備を進めます。

102 都市計画課 Ｂ：事業の目標通り達成した。
バリアフリー基本構想の重点整備計画に位置付けた短中期事業が概ね完了したた
め。

施策②　移動困難者に対する支援の充実

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

既存バス路線を確保するために、運行経費の一部補
助などの支援を行います。

103 人権交通防犯課 B：事業の目標通り達成した。
市内を運行している民間路線バスの豊鉄バスに対し、運行の維持確保を図るため、
運行経費の一部を補助金として支援できたため。

効果的な市内の公共交通施策により、市民の交通利
便性の向上を図るとともに、コミュニティバスの利用方
法などの周知に努めます。

104 人権交通防犯課 B：事業の目標通り達成した。

市民の公共交通利便性向上を目指して、令和３年１０月からのコミュニティバス路線
の運行計画を検討したため。また、バスの利用方法等の周知を図るため、豊川市生
涯学習まちづくり出前講座のメニューに「豊川市コミュニティバス乗り方教室」を新規
掲載したため。

105 介護高齢課 B：事業の目標通り達成した。
コミュニティバス回数券を配布するとともに、高齢者の外出支援について他市の状況
を調査し、新たな事業検討につなげることができたため。

106 福祉課 B：事業の目標通り達成した。 利用者からの反応が概ね良好であるため。

市内の道路を点検し、交通事故の防止や、歩行者の
安全確保に努めます。

道路パトロールを実施して道路の点検を行う。

地域等からの交通安全に関する要望を道路管理者に伝える。また、交通指導員が通学路点
検を行い、危険箇所等を道路管理者に伝える。

バリアフリー基本構想の重点整備計画に位置付けた短中期事業を実施する。

取り組み内容

市内を運行している、民間路線バスの豊鉄バスに対し、運行の維持確保を図るため、運行経
費の一部を補助金として支援する。

取り組み内容

町内会等からの要望を受け、道路照明灯など交通安全設備を設置する。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
町内会からの照明灯設置要望を土木事業要望に含めて運用することにより、町内会の負担
軽減を図った。

市民の交通利便性の向上を目指し、引き続き、運行計画（ダイヤ及び運行本数、運賃体系）
を見直すとともに、バスの利用方法等の周知を図る。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
豊川市生涯学習まちづくり出前講座のメニューに、「豊川市コミュニティバス乗り方教室」を新
規掲載

移動が困難な障害者等を対象に交通機関利用時の
移動支援を行います。

70歳以上の低所得の高齢者を対象にコミュニティバス回数券22枚（2,000円相当）を助成し
た。高齢者の外出支援について、他市の状況を調査した。

障害者への自動車改造費助成や福祉タクシー助成を行っている。利用状況を調査し、実態に
合わせた運用方法の見直しを行う。

【令和2年度における新たな取り組みや改善点など】
福祉タクシーについて、１乗車につきタクシーチケット２枚までの利用制限を行っていたが、視
覚、下肢または体幹機能障害の２級以上をお持ちの方について、利用制限枚数を４枚まで利
用可能とするよう制度変更を行った。
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基本方針４-２　地域の防災・防犯活動の推進

施策①　地域防災活動の促進

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

防災に関する正しい知識の普及と啓発を図ります。 107 防災対策課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

団体見学などを通じて防災に関する正しい知識の普及と啓発を図ることができたた
め。

地域単位で行う防災訓練、防災研修会の支援及び自
主防災組織や防災ボランティアの育成・指導を行い、
地域防災を活性化します。

108 防災対策課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

令和２年度は、新型コロナウイルスの影響により、防災訓練の規模縮小を図る自主
防災会も多かったが、豊川市防災センター開館に伴い、自主防災会を始めとする
方々が防災センター見学を通して、防災知識取得や意識向上により地域防災力に
繋げることができたため。

自主防災組織の育成においては、女性の参画の促
進に努めます。

109 防災対策課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

女性防災リーダー養成講座等の研修の際に避難所運営マニュアルについての講話
を行い、「自主防災会」や「避難所運営委員会」の運営については、男女双方が参画
し、いろいろな立場の人の意見を反映するよう周知、啓発を行うことができたため。

110 介護高齢課
Ａ：事業の目標を上回り達成
した。

計画どおり事業を実施した上で、登録内容の確認・更新をすることができたため。

111 福祉課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

新規で登録の対象となった方への窓口における周知や案内を漏れなく実施すること
ができているため。

福祉避難所として協定を締結した民間福祉施設に対
して、福祉避難所運営マニュアルの提示と必要な環
境整備を進めます。

112 福祉課 Ｃ：事業の目標を下回った。
必要となる備蓄品の選定は進められているが、資機材を使用した訓練を実施できて
いないため。

施策②　地域防犯活動の促進

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

犯罪の発生状況や特徴をホームページ等で周知する
とともに、防犯教室を開催します。

113 B：事業の目標通り達成した。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため学校職員対象の講習会は中止となった
が、その他は予定通り実施することができたため。

青色回転灯を装着したパトロール車による、市内巡回
パトロール活動を実施するとともに、地域における巡
回活動を支援します。

114 B：事業の目標通り達成した。
新たな取り組みである防犯カメラの設置を含めて、予定通り実施することができたた
め。

施策③　子どもの安全対策の推進

計画記載内容 通番 課　名 令和２年度の進捗評価 進捗評価の理由

子どもたちが安全で安心して暮らすことができる地域
にするため、市民による自主的な防犯活動を支援し
ます。

115 B：事業の目標通り達成した。 取り組みについて予定通り実施できたため。

小中学校などから寄せられる不審者情報をホーム
ページに掲載し、注意を促します。

116 Ｃ：事業の目標を下回った。
該当地区のパトロールは実施したが、不審者情報のホームページ掲載が滞ったた
め。

学校へ通報された不審者情報等を保護者などにメー
ル配信し、事件や事故を予防します。

117 学校教育課
Ｂ：事業の目標通り達成し
た。

不審者情報を掴んだ学校が、関係機関と調整しながら、迅速かつ正確な情報共有
がなされているため。

地域の訓練や活動等について、指導員の派遣や補助金の交付により支援していく。
とよかわ防災リーダー養成講座、とよかわ女性防災リーダー養成講座、ボランティアコーディ
ネーター養成講座、また、各講座のフォローアップ研修にて自主防災組織や防災ボランティア
の育成を行い、地域の防災力を強化する。

「自主防災会」や「避難所運営委員会」の運営については、男女双方が参画し、いろいろな立
場の人の意見を反映するよう周知啓発を行う。

避難行動要支援者制度の登録を勧め、要援護者を
把握するとともに、地域での災害時の見守りについて
啓発します。

随時、対象者からの申請を受け付け、制度登録し、自主防災会（町内会）や民生委員に最新
の台帳を保持してもらった。

災害時要援護者支援制度の運用により制度への登録や緊急情報キットの配布を実施すると
ともに、広報とよかわ等による制度の周知や未登録者への定期的な登録勧奨を実施してい
る。

福祉避難所運営マニュアルの実効性の検証も兼ねて、資機材を使用した避難所開設・運営
訓練を実施し、必要となる備蓄品の選定基準などを確認する。

取り組み内容

ケーブルテレビCCネットなど広報媒体を活用して、防災に関する正しい知識の普及と啓発を
図る。
令和２年４月に豊川市防災センターが開館し、施設を活用した見学等で、防災に関する正し
い知識の普及と啓発を図った。

教育委員会や学校に入った不審者情報は全３６小中学校が共有し、地域等を考えながら各
家庭にメール配信を行い、注意喚起を図っている。市外の情報についても広域に注意が必要
な場合は配信を行う。

取り組み内容

人権交通防犯課

犯罪の発生状況をホームページに掲載し、周知する。
警察署員を講師に招き、学校職員等を対象に不審者対策の講習会を開催する。また、防犯
教室(出前講座)を開催し、防犯意識の向上を図る。

会計年度任用職員による昼間のパトロールを実施する。
校区安全なまちづくり推進協議会へ活動費を補助し、活動を支援する。

【令和２年度における新たな取り組みや改善点など】
業務委託による深夜パトロールにかえ、街頭に防犯カメラの設置を実施する。その他の事業
は継続実施

取り組み内容

人権交通防犯課

防犯ボランティア団体に対し活動費を補助し、活動支援をする。
防犯ボランティア向けの防犯講座や青パト講習会を開催し、防犯意識の向上を図る。

学校から寄せられた不審者情報は速やかにホームページに掲載し、該当地区のパトロール
を実施する。
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