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第３章 具体的な取り組み

基本目標 １ 地域福祉を支える担い手づくり

施策１－１．福祉教育の充実

【現状と課題】

地域福祉を推進するためには、すべての市民が福祉に関する理解を深め、日々の生活の中でお

互いに助け合う意識と環境づくりを進めることが必要です。そのために、子どもの頃からさまざ

まな体験や交流を通じ福祉の意識を根付かせるための取り組みが重要となります。

本市では、児童生徒の福祉教育として、道徳や総合的な学習の時間を中心に学校教育全体を通

して実施しています。また、障害児や健常児の区別なく、本人やご家族の希望に沿った学習環境

づくりの推進を図っています。さらに、生涯学習としては、市民総合大学※で「地域支え合いの仕

組み」についての講座を開催し、各公民館でも成人講座として、人権問題や防犯教室等を取り上

げています。

住民アンケートでは多くの市民が、支え合い活動を活発にするために、福祉活動の意義と重要

性をもっとＰＲすることが必要であると回答しています。また団体アンケートでは、相手を思い

やる気持ちを育むために、子どもの頃からの体験を通した福祉教育が必要である、という意見が

出されています。

今後、地域福祉の推進にむけて、福祉活動に対する理解を得て、さらに行動に結び付けること

が重要となってきます。学校教育や、生涯学習を通じて、「福祉のこころ」を育み、地域の団体活

動やボランティア活動等に繋がるように努めることが重要です。このために、地域と学校、公民

館や社会福祉協議会などの関係機関・団体との連携を一層深めていく必要があります。

地域住民や関係機関・団体の意見

●そもそも人間の意識を変えないと何も進展しない。助ける側、助けられる側の双方が謙虚

な気持ちをもつことが重要。（住民アンケート）

●どんな人でも、どんな状態であっても、みんな同じ人間なんだというノーマライゼーショ

ン教育を行う。（団体アンケート）

●仲間や相手を思いやる気持ちを育むためには、子どもの頃からの体験を通した福祉教育が

重要。（団体ヒアリング）

●小さい頃から、障害は何かを学ぶのは大変大事である。障害について学ぶ機会を増やして

もらわないと、活動もしづらい。（団体ヒアリング）

●常日頃から当事者意識をできる限り持つように心がけてもらうことも大切だと思う。

（団体ヒアリング）
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＜目指す方向性＞

○学校教育と就学前児童への福祉教育の方向性

福祉教育の推進により、障害の有無、性別、年齢、国籍による壁を無くす、ノーマライゼーシ

ョン※教育の充実を検討します。

○生涯学習における方向性

障害のある人や高齢者等との交流や講座を通して、地域の課題の解決に取り組めるよう、生涯

学習の充実を図ります。

＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

●市の役割

・地域での活動に繋がる福祉教育を実施します。

・地域と学校、公民館、社会福祉協議会や関係団体等の連携を深めながら福

祉教育を充実させます。

・公民館や市民総合大学※において、福祉や防災・防犯・交通安全、マナー

など地域福祉に関わるさまざまな啓発講座を開催します。

・近隣の大学と連携し、福祉講座の開催や、市や社会福祉協議会への学生の

受け入れを検討します。

・障害の有無に関係なく、共に学び合う学習環境づくりを支援します。

・体験を通じた教育や学習の場づくりを推進します。

●地域住民の役割

・講演会に参加したり、地域の講師として参加します。

・関心や興味を持った地域活動※に参加します。

・心のバリア※を取り除きます。

・「地域福祉」の意味を理解し、実践に努めます。

●関係機関・団体

の役割

・学校や地域で行う福祉教育活動に協力します。

・地域課題の解決につながる講座等の周知を図ります。

・地域課題の解決につながる講座等を開催し、市民の参加を促します。

役割とは

市の役割…地域福祉を推進するため、市に期待される役割のこと。

地域住民の役割…地域福祉を推進するため、一個人やその家族、隣近所などの地域社会に期待さ

れる役割のこと。

関係機関・団体の役割…地域福祉を推進するため、社会福祉協議会などの関係機関・団体に期待

される役割のこと。
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施策１－２．地域福祉を支える人材の確保・育成および資質向上

【現状と課題】

地域福祉を推進するためには、地域福祉の担い手となる人材の確保・育成が重要です。

団体アンケートでは、関係機関・団体は、地域活動※を行う上で困っていることとして、「メン

バーの高齢化」や「役員のなり手がいない」こと、地域活動を活性化させるために必要な取り組

みとして「担い手となる人材育成」を上位に挙げており、人材の確保は急務となっています。さ

らに、住民アンケートでは、地域活動やボランティア活動を行っていない人が約７０％となって

いますが、ボランティアや地域活動に取り組む意向がある人は６４％となっています。このこと

は、これらの活動に取り組む意思を持ちながら、取り組めていない人が少なからずいることを示

しています。加えて、地域福祉の担い手としての技術・資格等を持ちながら、地域に埋没してい

たり、その能力を生かし切れていない人材がいることも予想されます。

そのような潜在的な福祉人材を発掘・把握・確保していくことは、地域福祉活動の活性化の原

動力となることが期待されます。

また、団体アンケートの「ニーズを理解していない」「利用者のニーズを充足しきれていない」

といった意見に見られるように、支援を必要とする人が抱えている問題を真に理解するためには、

専門的な知識・技術の習得だけではなく、実際の活動を通した実践的な知識や技術を獲得するこ

とも必要となってきます。さらに、支援を必要とする人が適切な支援を受けるためには、関係機

関・団体やボランティア団体※との間のネットワークをつくり、ネットワークの中で総合的な支援

を行うことも大切です。そのためには、地域活動のリーダーの養成やニーズに合った活動ができ

る人材の確保と共に、各種講座の開催や団体間交流の場の提供などによる育成および資質の向上

を図ることが必要です。

地域住民や関係機関・団体の意見

●いろいろな特技を持っている人がいるので、同じ地域で役立てるべく連絡・調整機関を設

けても良い。（住民懇談会）

●自治会・老人会等への積極的参加。（住民懇談会）

●各種団体等の役職になる人がいない。（住民懇談会）

●若い世代の人たちのニーズを理解できていない。自己満足のボランティアが多い。

（団体アンケート）

●利用者のニーズを充足しきれていない。（団体アンケート）

●定年退職者への参加の呼びかけと啓発。（団体アンケート）

●リーダーの育成。（住民懇談会）

●団体の人材が乏しくなっている。講習会自体への参加者が少ない。やりたいという人の裾

野を広げていきたい。（団体ヒアリング）

●ボランティアをしていた人が辞めてしまうと、その後を引き継いでもらう人材の確保が難

しい。（団体ヒアリング）
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■地域活動※やボランティア活動、地域や住民に対する各種の支援活動等について、取り組んでい

るか（単数回答 ｎ＝９１７）（住民アンケートより）

■今後、地域活動やボランティア活動、地域や住民に対する各種の支援活動等に、どの程度取り

組んでいきたいか（単数回答 ｎ＝９１７）（住民アンケートより）

＜目指す方向性＞

地域住民・関係機関・団体と連携を強化し、地域福祉活動の担い手を確保するとともに、専門

職やリーダー、コーディネーター※としての人材の育成を図ります。

取り組んでいない

７１．７％

取り組む意向がある

６４．０％
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＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

●市の役割

・地域福祉活動に結びつく人材を発掘・育成するために、レベルに応じた講

座体系の構築を検討します。

・社会福祉協議会、ボランティア団体※、ＮＰＯ法人※等の連携による講座を

開設し、人材の確保に努めます。

・潜在的な福祉人材を把握するために、関係機関・団体と連携した情報提供

を積極的に行います。

・活動の拠点を必要とする関係機関・団体に対し、地域福祉活動の場の提供

を検討します。

・活動している個人や団体間の交流の場について検討します。

・さまざまな地域課題に適切に対応するため、コミュニティソーシャルワー

カーの確保と養成を推進します。

●地域住民の役割

・地域での行事や活動に、積極的に参加します。

・研修や講座に参加します。

・講座で得た知識を実際の活動に生かすよう努めます。

・自治会活動の役割を理解し、活動への協力に努めます。

・地域のボランティア活動について、理解を深めます。

・地域での行事や活動に参加しやすい工夫をします。

●関係機関・団体

の役割

・活動している個人や団体との交流の場を設けます。

・地域で活躍するリーダーの育成に努めます。

・ボランティアや地域活動※に関心のある市民が活動を体験できるよう努め

ます。

・関係団体間での連携を深め、人材の活用に努めます。

コミュニティソーシャルワーカー

地域住民による地域福祉活動は、地域住民同士の支え合いです。しかし、住民だけでは

対応できない困難で複雑な事例や、そういった福祉課題を解決するための事業者、関係機

関・団体とのネットワークが構築されていない場合もあります。

コミュニティソーシャルワーカーは、個別対応が必要な住民に対して、さまざまな事業

者、関係機関・団体と連携しながら専門的な支援をすることに加え、適切な支援とそれを

必要とする住民とをつなぐ役割を持っています。また、地域の生活課題の共有や、地域福

祉活動に携わる関係機関・団体などのネットワークの形成を図る役割があります。
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施策１－３．多様な地域福祉の担い手との相互連携の強化

【現状と課題】

本市では、地域福祉の担い手として、自治会や民生委員・児童委員、老人クラブ、社会福祉協

議会やボランティア団体※、ＮＰＯ法人※、社会福祉法人等の団体が活動しています。

さまざまな地域福祉の担い手が活動していますが、団体アンケートでは、多くの団体が「支援

を必要とする人の情報が得にくい」と回答しており、支援者と被支援者間のつながりが十分であ

るとは言えない状況です。また、地域の見守り活動を行っている人や団体の連携によって、より

効果的な見守りができる、といった指摘もされています。また住民懇談会では、地域の中での子

どもの見守り体制づくりや、子育て等に悩む家庭への相談体制づくりを求める意見が出されてい

ます。

これらのことは、支援が必要な人に適切な支援を行うために、地域福祉に携わる関係機関・団

体による連携の強化や、情報の共有化が必要であることを示しています。

また、本市においても、少子高齢化や家族・地域等のつながりの希薄化等による孤立死※や虐待

等の深刻な事案が発生しており、地域の中での支援体制づくりは重要な課題となっています。

地域住民や関係機関・団体の意見

●自治会、教育委員会、医師会等の団体と綿密な連携を取り合いたいと思う。

（団体アンケート）

●対応できないケースは他のサービスの情報提供やコーディネートを行う。

（団体アンケート）

●情報の提供と横の連携が必要だと思う。(団体アンケート)

●地域の人たちが支え合えるネットワークづくり。（団体アンケート）

●既存の組織の人たちの連携を深めていければ、今まで以上にいい介護予防※や見守りがで

きるのではないか。（団体ヒアリング）

●可能であれば、地域で活動している団体が一堂に集まり、意見交換ができる場がほしい。

（団体ヒアリング）

●それぞれの団体がそれぞれで動いているので、情報が共有できていない。こうした情報を

市で把握しているのなら、関係団体と連携し、提供を受けた情報に応じ、どこにつなげる

べきかの流れや一本化したものが必要である。（団体ヒアリング）
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＜目指す方向性＞

市・関係機関・団体が連携した「地域ネットワークづくり」を行うことにより、支援を必要と

する人への漏れの無い支援体制の構築に努めます。

＜市と関係機関・団体との相互連携の強化＞

本市と関係機関・団体の主な役割および連携については次のとおり進めます。

・社会福祉協議会との連携

地域福祉活動の拠点として活動しているのが、社会福祉協議会です。

社会福祉協議会は、地域の住民と一体になり「福祉のまちづくり」の実現を目指しています。

高齢者や障害のある人へのホームヘルプサービスや民生委員・児童委員、自治会等との協働によ

る見守り活動、地域ボランティアとの協働によるサロン活動、ボランティア活動に関する相談や

情報提供を行うボランティアセンター※の運営、小・中学校における福祉教育の推進等、地域と連

携し、地域福祉の推進を図っています。

今後、地域福祉の推進をより実効性の高いものにするために、社会福祉協議会との連携を強化

していきます。

・民生委員・児童委員との連携

民生委員・児童委員は、地域住民の最も身近な相談窓口として活動しています。

また、地域住民の生活実態の把握による見守り活動や生活相談への助言および援助、福祉サー

ビス利用への情報提供、社会福祉事業者やボランティア等との連携および活動支援、住民の福祉

増進活動等、多岐にわたる活動を行っています。

今後、見守り活動において、民生委員・児童委員だけではカバーしきれない部分を、地域ぐる

みでサポートする体制の構築を検討していきます。

また、各民生委員・児童委員と市、関係機関・団体との情報共有体制だけでなく、組織的なネ

ットワークの構築を推進します。

・自治会との連携

自治会は、福祉や防災・防犯、環境整備など、地域生活の根底を支える地域コミュニティの中

心的な団体として活動しています。

また、自治会を主体とした自主防犯組織※による防犯パトロールや、自主防災組織※による自主

防災活動、市との協働による避難訓練等を行っています。また、市、民生委員・児童委員と協働

し、「災害時要援護者登録台帳※」への新規登録者の掘り起こしや、平常時の見守り活動などの福

祉活動を担っています。

今後、地域の実情を網羅的に把握している団体として、市、関係機関・団体との情報共有と協

働体制づくりを推進します。
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・老人クラブ連合会との連携

老人クラブ連合会は、地域の老人クラブによって組織された団体であり、健康づくりや生きが

いづくり、地域のために行う社会奉仕事業等を主な事業としています。

また、児童の登下校時の見守り活動や、地域の老人ホームの清掃活動、グラウンドゴルフ大会

や輪投げ大会など、高齢者の社会参加を促進しています。

高齢者が地域の一員として活躍できるような体制と、地域の高齢者の福祉ニーズの早期把握の

ため、市、関係機関・団体との情報共有体制づくりを推進します。

・ＮＰＯ法人※・ボランティア団体※との連携

ＮＰＯ法人・ボランティア団体は、多様化・複雑化する福祉ニーズの中で、行政サービスから

漏れてしまう各地域のニーズ等に対応することが期待されます。

今後、ＮＰＯ法人との連携については、地域課題に対し専門性を有した団体として、自治会や

民生委員・児童委員等の地域に密着した団体や市、関係機関・団体と協働し、適切な相談支援を

行う体制の構築を推進します。また、ボランティア団体と連携し、地域における課題の迅速な把

握と、支援者と被支援者をつなぐ体制づくりを推進します。

＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

●市の役割

・公共施設等に地域で活動するための拠点機能を整備します。

・地域内での人材、団体の連携を促進するため、関係団体等との交流を呼び

かけます。

●地域住民の役割
・地域内で活動している人や団体等に、日頃から関心を持ちます。

・ボランティアセンター※を積極的に利用します。

●関係機関・団体

の役割

・地域で活動する人や団体が交流を行える行事を開催します。

・地域で活動する団体間の情報交換に努めます。

・身近な地域の中で誰もが交流し情報交換できる場づくりに努めます。
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施策１－４．ボランティア・地域活動※の活性化

【現状と課題】

地域福祉の推進には、ボランティア・地域活動が活発に行われることが不可欠です。

本市では、社会福祉協議会において運営されている「ボランティアセンター※」において、社会

福祉協議会職員によるボランティア・コーディネーター※が中心となり、ボランティア相談、情報

誌の発行、講座の開催等ボランティアに対するさまざまな支援を行っています。

団体アンケートでは、多くの関係機関・団体が社会福祉協議会からの「情報の提供」が必要で

あると回答しています。また地域活動をより活性化させるためには「活動に関する情報提供」と

「地域活動拠点の提供」が必要であると回答しています。

団体ヒアリングでは、活動拠点や活動場所の確保が、地域活動における課題であるという意見

が多く見受けられます。

これらのことから、情報提供の不足や活動場所の不足の解消が、ボランティア・地域活動を行

うために必要とされていることが分かります。

また、関係機関・団体からの情報発信も大切です。情報発信をすることにより、ＮＰＯ法人※

やボランティア団体※がどんな活動をしているのか、どんなことで困っているのかについて他団体

や地域住民の理解が促進され、地域活動を活性化させるだけでなく、福祉ニーズを拾い上げるこ

とにもつながります。

地域住民や関係機関・団体の意見

●福祉ボランティアが少ない。（住民懇談会）

●ボランティアになるべく参加する。（住民懇談会）

●地域の中にボランティア・コーディネーターのような機能があれば良いと思う。

（住民懇談会）

●ボランティア団体が活動する中核となるセンターが欲しい。（住民懇談会）

●一人でも多くの方に地域活動に参加をしてもらえるように、さまざまな場所で情報提供を

して、活動のことを知ってもらう。（住民アンケート）

●人材の定着が進まず、利用者へのサービスの質は向上していない。（住民アンケート）

●活動の場所（拠点）を確保し、情報、人材、相談窓口などの機能を活用できるしくみが必

要。（団体アンケート）

●登録しているボランティア団体を紹介する等。（団体アンケート）

●市内で活動している団体やその活動内容がわからない。団体名と活動内容を具体的にＰＲ

する必要がある。（団体ヒアリング）
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■地域活動※を行う上で困っていること（複数回答 ｎ＝７９）【上位３項目】

（団体アンケートより）

■地域活動を活性化させるために必要な取り組み（複数回答 ｎ＝７９）【上位３項目】

（団体アンケートより）

＜目指す方向性＞

情報提供や活動場所の支援を行うことにより、ボランティア・地域活動を行うための環境づく

りを推進します。

34.2

27.8

26.6

0 10 20 30 40

メンバーの高齢化

支援を必要とする人の情報が得にくい

活動資金が足りない

（％）

69.6

51.9

40.5

0 20 40 60 80

活動の担い手となる人材の育成

活動に関する情報提供

地域活動（交流）拠点の提供

（％）
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＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

●市の役割

・ボランティアと、ボランティアを必要とする人とを結び付けるための相談

体制や関係機関・団体への情報提供の充実を図ります。

・ボランティアや地域活動※の活性化のため、活動のための場の確保を検討

します。

・地域福祉活動について、広報や説明会などさまざまな機会をとらえて地域

住民への周知に努めます。

・学校教育や生涯学習でのボランティアの活用を図ります。

・小中学生や定年を迎えた人など、潜在的にボランティア・地域活動が可能

な人材の活用を促進するための講座や研修会等の充実を図ります。

・ボランティア間の連携、市民への活動のＰＲを目的とした、ボランティ

ア交流会や活動発表の場を設けることにより、新たな人材の発掘や活動へ

の市民の参加を促します。

・広報・啓発活動やボランティア初心者のための講座の充実等、地域住民が

ボランティアに参加しやすい環境づくりに努めます。

●地域住民の役割

・ボランティア・地域活動に積極的に参加します。

・地域の課題への関心と理解を深め、活動意欲を高めます。

・ボランティアセンター※を積極的に利用します。

・活動への参加を地域住民に呼びかけます。

●関係機関・団体

の役割

・地域で活動している団体の状況やボランティア活動状況を報告します。

・市と連携し、ボランティアセンターの周知と機能充実を図ります。
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基本目標 ２ みんなで助け合い、支え合うしくみづくり

施策２－１．地域ぐるみでの支え合いの充実

【現状と課題】

住み慣れた地域で安全・安心に暮らすためには、地域でのさまざまな支え合いが必要です。

住民懇談会では児童生徒の見守り体制づくりや、子育て等で悩む家庭への相談体制づくりを求

める意見が挙がっています。

本市でも孤立死※や児童・高齢者・障害のある人等への虐待、離職や不安定就労による生活困窮

者※、自殺等、地域の中で表面化しにくい地域課題が生じています。これら孤立死や虐待などの背

景には、支援が必要であるにもかかわらず適切なサービスを利用できない、あるいはサービスそ

のものが存在しないような人々や、地域の中での人間関係がうまくいっていないような人々の社

会的な孤立が一つの要因となっています。

本市の世帯類型をみると、単身の高齢者世帯数および高齢者のみの世帯数は増加しており、ま

た、ひとり親世帯数も増加傾向にあります。

これらのことを踏まえ、地域住民が社会的に孤立しないような地域コミュニティを形成する必

要があります。

＜目指す方向性＞

市、関係機関・団体、地域住民など地域全体で連携し、地域ぐるみで支え合う体制の再構築を

図ります。

地域住民や関係機関・団体の意見

●核家族化や共働きが増えるため、しっかりと子どもを見てもらえる体制や育児相談などの

サポート体制の充実が必要。（住民懇談会）

●子育て等で悩んでいる家庭が気兼ねなく相談できる行政を作る。（住民懇談会）

●子供会（ＰＴＡ）、自治会、老人会、婦人グループなど、年に１度は全体会を開く。

（住民懇談会）

●自治会で若い人のふれあいの場がない。（住民懇談会）

●一人暮らしをしている高齢者に積極的に声を掛け、ご近所同士が協力して話し合える関係

が築けたら良いと思います。（住民アンケート）

●障害児や気になる子への情報提供や関わり方などの場が少ない。（住民アンケート）

●（団体同士）お互いに声を掛け合って、地域が明るく楽しく生きられるよう、協力し合う。

（団体アンケート）
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＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

●市の役割

行政支援の充実

・相談窓口サービスの充実や、さまざまな相談、交流場所の提供体制の推進

に努めます。

・児童や高齢者、障害のある人への支援の質の向上と、体制の強化を促進し

ます。

見守り支援の充実

・社会福祉協議会、自治会、民生委員・児童委員、民間業者等の関係機関・

団体との連携を拡大し、漏れの無い見守り体制の構築に努めます。

・ファミリー・サポート・センター※事業の規模の拡大等、地域住民との連

携事業の充実を図ります。

・地域包括支援センター※や地域生活支援センター※等と連携した、相談・情

報の共有体制の強化に加え、市民に異状が認められた場合の福祉・医療等

の連携体制の充実を図ります。

・地域住民が隣近所の異変に気付いた時の対応について、啓発していきます。

●地域住民の役割

・隣近所との付き合いを積極的に行い、隣近所の異変に気付いた時、連絡・

相談します。

・日常生活を送る中で、困っている人を見かけたら積極的に声かけや手助け

を行います。

・地域活動※に参加することにより、地域の絆を強化します。

・日常生活に困難を抱えた人が安心して外出できるような地域づくりに努め

ます。

・地域のさまざまな見守り活動に協力します。

●関係機関・団体

の役割

・地域のさまざまな見守り活動に協力します。

・各種相談機関との連携強化に努めます。

地域コミュニティ

地域住民が生活している場所であり、消費や生産、労働、教育、保健医療、福祉、芸能・

祭りなど、経済・文化・福祉などと地域住民が相互に関わり合いながら形成される地域社

会、またはそのような社会集団を指します。本市では、自治会が代表的な地域コミュニテ

ィであり、その他には子ども会※や婦人会などがあります。

地域コミュニティの主な役割は、そのコミュニティ内の住民相互の助け合いと、地域課

題の解決、伝統や文化等の維持等にあります。
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施策２－２． 地域ぐるみの交流活動の促進

【現状と課題】

隣近所や地域の中で、近所の人々や悩みをもった人々が集まることができ、普段から交流を持

てる「集いの場づくり」はとても大切です。

単身の高齢者の増加により、地域において孤立感や不安を抱えている高齢者が増加しています。

また、子育てや、家族あるいは自らの障害に対する悩みなど、さまざまな悩みを抱えた人々も増

加しています。

住民アンケートでは、近所付き合いの程度について、「近所付き合いはほとんどしていない」「あ

いさつ程度の関係がほとんど」と回答する人がほぼ半数に上っています。そのような人のほとん

どが同時に、今後の近所付き合いについては、付き合いを広げる必要はないと回答しています。

また、団体アンケートでは、多くの団体が地域の問題点として、世代間や隣近所の交流の不足

を指摘しています。住民アンケートや住民懇談会においても、高齢者や障害のある人が気軽に集

まることができる場の不足や機会の減少が指摘されています。

地域住民や関係機関・団体の意見

●地域全体が一つになっての交流が少なくなっている。（住民懇談会）

●世代間のふれあいの場が少ない。（住民懇談会）

●ふだんから挨拶・交流や声掛け、誘い合いをする。（住民懇談会）

●地域全体で話し合いの場を作る。（住民懇談会）

●市民体育祭やお祭りなど、地域の若い人たちが参加できるような場に、隣近所声を掛け合

って顔を出しやすい雰囲気にしていけば、いざという時、助け合いができると思う。最初

は面倒と思っても、参加してみると意外と楽しかったりするので、イベントがあれば若い

人が新しく来た人にも声をかけて交流ができると思う。（住民アンケート）

●住民が気軽に利用できるオープンスペースが市内各所にあったら良いと思う。

（住民アンケート）

●複雑な問題を解決するために、まず、気軽に人と知り合える機会を多く設け、安心して参

加できる場を増やしていく必要がある。（団体アンケート）

●隣近所の交流を図るには、何よりもお互いの理解が必要である。（団体ヒアリング）
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■普段の近所付き合いの程度 （単数回答 ｎ＝９１７）（住民アンケートより）

＜目指す方向性＞

身近なところで隣近所の人たちが集まることのできる場や、同じ悩みを持った人々が悩みを共

有する場、生きがいづくりや仲間づくりができる場であるサロン等を充実させることにより、地

域における孤立感や不安の解消と交流の促進を図ります。

サロンとは

本市には、最も身近な地域福祉の担い手である地域住民を主体として、高齢者を中心と

した交流を行う「ふれあいいきいきサロン」や、障害のある人やその家族を中心に活動を

行うサロンが市内に２４か所あります。

公民館や自治会館、空き家等を利用するこれらサロンで、地域の人たちの近況を語り合

い、さまざまな情報や悩みを交換したり、わきあいあいと過ごすことができれば、参加す

る人の健康状態の把握、育児中の悩みの解消、引きこもり・閉じこもり※防止、孤立感の解

消、生きがいや仲間づくり、参加していない近所の人の状態の把握等のさまざまな効果が

期待できます。
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＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

●市の役割

・交流の場の市内の空白地域を解消するために、民生委員・児童委員や自治

会などの関係団体と連携し、交流の場の拡充を図ります。

・各サロン間の交流を促すとともに、サロン活動に対する助成金等の在り方

についても検討します。

・交流の場に行きたくても行けない人や、参加しようとしない人々が参加し

たくなるサロン活動を図ります。

・普段から見守り活動を行っている民生委員・児童委員や自治会、地域包括

支援センター※等と連携し、市内全域でサロン活動の活性化を図ります。

・サロン等の交流の場における、市民への情報提供体制の強化を図ります。

●地域住民の役割

・積極的にサロン等の交流の場に参加します。

・世代間交流の機会があれば積極的に参加します。

・地域のイベントなどに、近所の人を誘います。

●関係機関・団体

の役割

・交流の場を活用し、福祉活動を行います。

・世代間の交流機会づくりを支援します。

・誰もが参加できる身近な地域でのイベントを開催します。
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施策２－３．防犯・防災対策の充実

【現状と課題】

地域の防犯、防災については、普段から地域全体での継続的な備えや対策を進める必要があり

ます。

東日本大震災という未曽有の大災害を受け、従来の「防災」に加えて、被害を最小限に抑える

ことを目的とした「減災※」の視点を組み込んだ防災体制が必要とされています。また、全国的に

犯罪認知件数※は平成１５年をピークに減少を続けていますが、再犯者の割合は年々増加していま

す。さらに、本市においても悪質商法や振り込め詐欺等の被害が発生しています。

住民アンケートの結果をみると、地域住民が取り組むべき課題や問題として、半数以上の人が

「防犯や防災など地域の安全を守ること」を挙げており、地域の共通課題と認識されていること

が分かります。

本市自治会においては、自主防災組織※の組織率は９３％（平成２５年度）、また、自主防犯組

織※（防犯ボランティア※）の組織率は８４％（平成２５年度）となっており、地域における防犯・

防災意識は高いと考えられます。

その一方で、高齢化が進み、単身の高齢者世帯、高齢者のみの世帯が増加したことにより、災

害時に援護を必要とする人や、振り込め詐欺等の被害に遭う恐れのある人が増加しています。

本市では、悪質商法や振り込め詐欺等の犯罪防止のための情報提供や、民生委員・児童委員に

よる啓発訪問を行っています。また、保護司※や更生保護女性会と協働で「再犯防止」を目的とし

た更生保護※活動も行っています。

また、防災に関しては、災害時に避難支援を必要とする高齢者、障害のある人等を把握するた

めの「災害時要援護者登録台帳※」を作成し、関係機関と情報を共有することにより、災害時に自

力で避難することが困難な人を支援しています。一方で、台帳に登録されていない人への支援を

今後どのように行うかが重要な課題となっています。

地域住民や関係機関・団体の意見

●一人暮らし高齢者が増え、災害時の救出が心配。（住民懇談会）

●一人暮らしや高齢者世帯、障害のある人等を地域で把握しておく。（住民懇談会）

●高齢者が子どもの見守りに数多く参加してくれる。（住民懇談会）

●住宅街に街灯を増やして防犯対策をしてほしいです。（住民アンケート）

●私の地域は、災害時の救護・援護・避難支援などの体制が整っていないのではと思います

が、早いうちに担当を決めた方がいいと思います。（住民アンケート）
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■身近な地域で、地域が取り組むべき課題や問題（複数回答 ｎ＝９１７）【上位３項目】

（住民アンケートより）

＜目指す方向性＞

○防犯における方向性

市と関係機関・団体、市民が連携し、犯罪の未然防止、再犯防止の体制づくりを推進します。

○防災における方向性

市と関係機関・団体、市民が協働し、災害時に支援が必要な人を見逃さない体制と、災害発生

後にも継続的に支援を行うことができる体制の構築を目指します。

51.3

39.1

37.6

0 20 40 60

防犯や防災など地域の安全を守ること

高齢者世帯の生活支援

高齢者の社会参加や生きがいづくり

（％）
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＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

●市の役割

防災における市の役割

・市民の防災に対する意識の更なる高揚を図るため、関係機関・団体と連携

し、講演会や研修会の開催を促進します。

・市民へ災害時要援護者避難支援制度を周知すると共に、社会福祉協議会、

自治会、民生委員・児童委員、地域包括支援センター※等と協力し、支援

が必要な人の情報の集約に努め、支援の体制づくりを推進します。

・防災訓練時に災害時に支援が必要な人の参加を促し、実効性の高い訓練の

実施を図ります。

・関係機関・団体との連携を強化し、福祉避難所※等での避難支援も検討す

ることによって、災害時の円滑な支援に役立てます。

・災害ボランティアセンター※の運営および災害ボランティア※養成研修の実

施等、災害時の体制の充実を図ります。

・災害時における医療・福祉の連携体制の構築に努めます。

防犯における市の役割

・自主防犯組織※の組織率を高め、全市的な防犯体制の構築に努めます。

・再犯防止と青少年の非行防止の更なる促進を図るため、更生保護※の意義

を積極的にＰＲし、活動への市民参加を促進します。

・教育機関との連携を図り、犯罪予防、更生保護への理解の促進を図ります。

●地域住民の役割

防災における市民の役割

・災害時に支援が必要な人が隣近所にいる場合は民生委員・児童委員や自治

会等へ相談し、進んで支援します。

・災害時に安全なルートを把握しておきます。

・自主防災組織※等に積極的に協力します。

防犯における市民の役割

・自主防犯組織等に積極的に協力します。

・犯罪予防・更生保護への理解を深めます。

・振り込め詐欺などの被害が疑われる人がいる場合には積極的に声かけを

し、民生委員・児童委員や自治会等へ相談します。

●関係機関・団体

の役割

・地域の実情を把握し、支援が必要な人をいち早く発掘します。

・組織への加入者を増やすため、自主防災・防犯活動を市民へＰＲします。

・地域の防犯・防災活動に積極的に協力します。

・防犯・防災活動団体間の交流・連携を促進します。
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基本目標 ３ 地域の生活を支えるしくみづくり

施策３－１．相談・情報提供体制の充実

【現状と課題】

本市では、子育て、障害のある人および高齢者に対して市をはじめ関係機関・団体がそれぞれ

にさまざまな福祉分野の相談を実施しています。

しかし、住民アンケート結果をみると、「福祉サービス」情報の入手について、４０％を超える

人が「ほとんど入手できていない」と答えています。さらに「福祉サービス」情報の情報源とし

て、社会福祉協議会や地域包括支援センター※、地域子育て支援センター※等の関係機関を挙げて

いる人は１０％にも満たない結果となっています。これは、各制度や相談窓口のＰＲの不足もあ

りますが、関係機関・団体間の連携不足も原因と考えられます。

また、相談の中で浮かび上がってくる福祉ニーズは人によってさまざまです。そういったニー

ズに単独の機関・団体のみで対応した場合、相談者のニーズを充足させることができない可能性

もあります。

このように、福祉サービスが多様化する中で、さまざまな福祉ニーズを抱えた人や、制度の狭

間となっている人達への相談や適切な支援を行うためには、市・関係機関・団体の横のつながり

を強化し、相談・情報提供体制ネットワークを構築する必要があります。

地域住民や関係機関・団体の意見

●地域の社会的資源（公的制度・ふれあいサロン）に関する情報が少なく、知らない。

（住民懇談会）

●近隣との関わりがなく、状況が悪化してから発見される高齢者の家庭が多い。

（住民懇談会）

●本人や家族に対しての情報提供や支援についての理解を進めていくこと。

（住民アンケート）

●情報の共有が大切。（団体アンケート）

●情報（個人情報の関係で入ってこない）を、横の連携で提供してほしい。

（団体ヒアリング）

●本当に困っている人はサロンにも出て来られない。そうした人の相談に少しでものれれば、

救い上げられるのかもしれない。（団体ヒアリング）

●働いているお母さん達は、交流の機会がなかなか持てないし、そうした情報も限られてい

るのでは。学童保育所をうまく活用していく方向性も考えられる⇒拠点を活用した情報の

発信。（団体ヒアリング）
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■福祉サービス情報の入手程度について（単数回答 ｎ＝９１７）（住民アンケートより）

＜目指す方向性＞

市や関係機関・団体等の連携を強化し、情報の共有化に努めるとともに、多様なニーズに対応

できる相談体制を検討します。
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＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

●市の役割

・市民の誰もが相談できるよう、市民へ相談業務の周知を図ります。

・地域包括支援センター※の増設と生活困窮者※等への新たな相談窓口の設

置を検討します。

・関係機関・団体と連携し、各種相談窓口から、専門的機関を通じたアドバ

イスおよび福祉サービスにつなげる相談窓口のネットワーク化を図りま

す。

・総合的な相談体制の充実を図り、相談内容等の情報提供の一元化を検討し

ます。

・コミュニティソーシャルワーカーの配置を推進します。

・市の広報紙・ホームページ、健康カレンダー※等、さまざまな情報手段を

活用し、情報提供の充実を図ります。

・市の情報だけではなく、社会福祉協議会や福祉サービス事業者の情報等も

収集し、一体的な情報提供の方法について検討します。

・福祉サービスのガイドブックについてよりわかりやすくするため、福祉サ

ービスの総合案内誌の作成について検討します。

・福祉サービスや制度に関する講座等を開催し、市民のサービス・制度理解

の促進を図ります。

●地域住民の役割

・隣近所の異変に気づいたら、民生委員・児童委員や関係機関へ連絡・相談

します。

・市や社会福祉協議会の広報紙、回覧板を読むなど、積極的な情報収集に努

めます。

●関係機関・団体

の役割

・関係機関・団体間の連携を強化し、相談・情報提供体制の強化を図り

ます。

・市民が必要とする情報の提供に努めます。
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施策３－２．権利擁護※の推進

【現状と課題】

本市においても認知症※高齢者の増加や、知的障害・精神障害のある人の地域生活移行などに

伴う、日常生活支援の充実が求められています。

特に、家族間に加え、隣近所等地域のつながりの希薄化が進む中、親族等の支援が受けられず、

また判断能力が不十分なために、必要なサービスを受けづらい人や適切な金銭管理ができない人

への対応が急がれています。

本市では、そういった判断能力が不十分な人を支援する日常生活自立支援事業の実施や成年後

見制度を推進していますが、利用者がまだ少ないため、制度やサービスの普及啓発に加え、支援

を必要とする人の発掘を一層推進する必要があります。

また、高齢者虐待防止法※や障害者虐待防止法※等も施行されたことにより、児童だけでなく高

齢者や障害のある人への虐待も表面化してきています。そのため、適切な支援を必要とする人の

把握は一層重要となり、実効性のある体制が必要となっています。

＜目指す方向性＞

判断能力が不十分な人へ適切な支援を行うため、関係機関・団体と連携し、権利擁護体制の充

実を図ります。

地域住民や関係機関・団体の意見

●一人暮らしの高齢者が増えている。（住民懇談会）

●認知症になり始めた一人暮らしの高齢者の対応がない。（住民懇談会）

●認知症のため、施設に入所。嫁が分かる所だけ代筆しましたが、今の状態では何も理解

できない状況です。(住民アンケート）

●本当に困っている人はサロンにも出て来られない。そうした人の相談に少しでものれれば、

救い上げられるのかもしれない。（団体ヒアリング）
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＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

●市の役割

・成年後見制度の普及啓発を推進し、認知症※高齢者や知的障害・精神障害

のある人など意思決定が困難な人に対し、法律面と生活面で支援を行いま

す。

・関係機関・団体との連携を強化し、虐待等に係る権利擁護・支援体制の充

実を図ります。

・権利擁護の窓口となっている地域包括支援センター※や障害者地域活動支

援センター※と、成年後見人の法人後見を実施している社会福祉協議会お

よび権利擁護の活動を行っているＮＰＯ法人※との連携を図るため、ネッ

トワークやシステムの構築を検討します。

・市民後見人※の確保と育成を図ります。

・権利擁護相談の中核となる成年後見人センター※の開設を検討します。

●地域住民の役割

・判断能力が不十分な人への理解を深め、関係機関・団体へ連絡・相談し、

可能な範囲で支援をします。

・虐待などに気づいたら、民生委員・児童委員や関係機関へ連絡します。

・見守り活動などを通じて、虐待などの早期発見に努めます。

●関係機関・団体

の役割

・関係機関・団体は、困難事例等に適切に対処するため、市民後見人※に対

し、助言や指導などの支援を行います。

・見守り活動などを通じて、虐待などの早期発見に努めます。

「日常生活自立支援事業」

日常生活を送る上で、一人で判断することに不安があるような高齢者、知的障害・精

神障害のある人等が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との対等な立場で

の契約に基づき、社会福祉協議会の支援員・専門員が金銭管理や福祉サービスの利用援

助等を行う事業。

本市では、「あんしんサポートねっと」という名称で行われています。

「成年後見制度」

判断能力が不十分な人の権利を守るため、財産管理や身上監護（健康診断の受診や福

祉サービスにかかる契約など生活・医療・介護などに関する契約や手続き等）を、本人

の判断能力の程度に応じて選任された成年後見人等が行う制度。
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施策３－３．福祉サービスの適切な利用の促進

【現状と課題】

本市では、高齢者や障害のある人、子育て、健康推進、生活保護といったさまざまな福祉ニー

ズについて、各個別計画および関係法令に基づき、福祉サービスが提供されています。

しかし、福祉サービスが充実するなかで、制度の複雑化等により、支援を必要とする人に適切

な支援を結びつけることの重要性が増しています。また、福祉サービスの狭間にいる人に対して

も、適切な支援を行う体制が必要で、そのためには支援を必要としている住民の把握に加え、地

域住民に福祉の情報等が十分に伝わることが重要です。

団体アンケートでは、「福祉サービスの利用に結びついていない人たちがいる」との回答が

６４．３％あり、福祉サービスの必要な人たちに対しての情報の提供や、利用者のニーズに合わ

せたサービスの提供ができるよう地域全体での支援体制が必要となっています。

また、住民アンケートでは、日常生活で感じる悩みや不安について、「生活費など経済的問題」

や「介護に関すること」が上位にあがっており、本市においても、生活困窮者※や、急速な高齢化

に伴い増加する要介護者※への対策が急がれています。

地域住民や関係機関・団体の意見

●地域には福祉施設が少ない。（住民懇談会）

●就学前の子どもがいます。共働きなので、今は保育園に通わせていますが、小学校に行く

ようになったら、放課後どのようにしたらよいかわかりません。学童も遅くまで面倒を見

てもらえないだろうし…。地域で子育ての手伝いをしてくれる人と紹介してもらえる制度

があれば良いと思う。（住民アンケート）

●医療サービスとの連携が必要である。（団体アンケート）

●支援者がサービス利用の必要性を感じても、本人が拒否している場合には利用に結びつか

ない。（団体アンケート）

●個人情報が流れにくくなっていて、必要な人に支援がいかないと感じる。積極的な支援を

するためのしくみづくりが大切なのではと思う。クリニックや病院などとの連携や、市お

よび保健所などの協力が必要である。（団体アンケート）
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■日常生活で感じる悩みや不安の内容（複数回答 ｎ＝９１７）【上位３項目】

（住民アンケートより）

■支援が必要であるにもかかわらず、福祉サービスの利用に結びついていない人たちがいるか

（単数回答 ｎ＝２８）（団体アンケートより）

＜目指す方向性＞

地域住民・関係機関・団体と連携し、地域全体での福祉情報を共有し、支援を必要とする人へ

適切なサービスが提供される体制づくりを目指します。

57.7

36.8

31.6

0 20 40 60 80

自分や家族の健康に関すること

生活費など経済的問題

介護に関すること

（％）
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＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

●市の役割

・地域の福祉・医療の関係機関の連携を強化し、障害や介護といったニーズ

だけでなく、在宅医療※に絡んだニーズも包括した、一体的なサービスが

提供できるよう、支援体制を検討します。

・高齢者、障害のある人、子育て等の各福祉分野別の個別計画に基づき、福

祉サービスの充実に努めます。

・生活困窮者※への支援の充実を図ります。

・福祉や生活に関する窓口として、市役所をはじめ、地域包括支援センター、

地域子育て支援センター※、地域生活支援センター※などの専門機関のほ

か、地域の身近な相談窓口として活動している民生委員・児童委員との連

携を強化し、相談者にあった適切なサービス提供を促進します。

・福祉サービスのガイドブックについてよりわかりやすくするため、福祉サ

ービスの総合案内誌の作成について検討します。

・福祉サービスや制度に関する講座等を開催し、市民の福祉サービス・制度

理解の促進を図ります。

●地域住民の役割

・福祉情報へのアンテナを常に張り、市の広報誌やパンフレット等の福祉情

報を見落とさないよう努めます。

・隣近所の人たちと、福祉サービスの情報を共有します。

・身近に支援を必要とする人がいれば、民生委員・児童委員や関係機関に連

絡し、適切なサービス利用に結び付けます。

●関係機関・団体

の役割

・関係機関・団体間の相互連携を促進し、地域の福祉情報の共有化を図りま

す。

・活動を通じて支援を必要とする人を見つけたら、民生委員・児童委員や関

係機関等と連携し、適切なサービス利用に結び付けます。

・福祉サービスメニューの充実と質の向上に努めます。
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施策３－４．ひとにやさしい生活環境の充実

【現状と課題】

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすためには、福祉サービスなどとともに、道路、公共施

設、住環境や交通移動環境のユニバーサルデザイン※化など、生活をとりまく総合的な環境の整備

が不可欠です。

住民懇談会において、「生活道路の状況」「子どもたちが安心して遊べる公園などの整備」「高齢

者の移動手段としてのバス路線」「交通事故に関する不安」など、生活環境に関わるさまざまな課

題が指摘されています。

子どもから高齢者、障害のある人等誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすためには、福祉サ

ービスとともに、道路、公共施設、住環境等のユニバーサルデザイン化が求められています。

＜目指す方向性＞

全ての市民が安心して地域で暮らし続けていけるよう、多くの人が利用する公共施設や道路・

歩道等のユニバーサルデザイン化を検討し、誰もが安全に地域活動※に参加できるような環境づく

りを推進します。

地域住民や関係機関・団体の意見

●町内の道路状況が悪いと思う。（住民懇談会）

●バス路線の廃止・お店の閉店によって、高齢者が買い物や通院に不自由を感じている。

（住民懇談会）

●自分が買い物に行く時、ついでに必要なものを買って来てあげる。（住民懇談会）

●地域内の交通量が多くなり、交通事故が心配。（住民懇談会）

●子どもが安心して遊べる場所（公園等）が少ない。（住民懇談会）

●子どもたちが安全に遊べる公園をつくってもらいたい。（住民アンケート）

●市の行事に出席したくても交通手段が不便。市のバスをもっとわかりやすく便利にしてい

ただけたらと思います。（住民アンケート）
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＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

●市の役割

・公共施設、公営住宅のユニバーサルデザイン※化を進め、ひとにやさしい

施設整備を推進します。

・道路や歩道等のユニバーサルデザイン化を進め、交通安全施設※等交通環

境の整備を進め、誰もが安心して移動できる生活環境づくりを推進しま

す。

・公園の整備および充実化を図ります。

・交通弱者※にとって重要な移動手段であるバス路線の維持や、デマンド交

通※の運行を実施し、移動手段を確保します。

●地域住民の役割

・車椅子などでの通行が困難な箇所を見つけたら、市に知らせます。

・公共交通機関を積極的に活用します。

・障害のある人などに対して、歩道の横断や階段の移動時など、ちょっとし

た手助けを積極的に行います。

●関係機関・団体

の役割

・車椅子などでの通行が困難な箇所を見つけたら、市に知らせます。

・公共交通機関を積極的に活用します。

・地域で外出支援の介助ができるボランティアを育成します。
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施策３－５．生きがい・健康づくりの推進

【現状と課題】

生きがい・健康づくりについては、市民の大きな関心があることがアンケート結果で示されま

した。

住民アンケートでは、「地域住民が取り組むべき課題や問題として、どのようなものがあるか」

の問いに対し、「高齢者の社会参加や生きがいづくり」が上位に挙がっています。

本市では、中央公民館をはじめとした各地区公民館等の主催による、高齢者講座※・成人講座・

女性講座などの学習会や趣味の活動クラブを開催しています。これらの講座等への参加や、地域

での活動に新たに参加することは、社会参加や生きがいへとつながります。

また、住民アンケートで、毎日の暮らしの中での悩みや不安について「自分や家族の健康に関

すること」が約６割と最も高く、年代別にみると２０代以外のすべての年代で上位となっており、

市民の健康に関する関心の高さがうかがえます。本市では、健康づくりの講座や健康相談※および

特定健診※等を実施していますが、健康管理は、個人による普段からの生活の管理と定期的な健康

診断が重要になります。

今後、高齢化が進み、高齢者の健康問題は本人や家族にとって、ますます課題となっていくこ

とが予測され、在宅医療※や在宅介護※の充実が必要となります。

地域住民や関係機関・団体の意見

●健康年齢を高める努力（筋力アップ）。（住民懇談会）

●サロンなど、高齢者のコミュニケーションを図れる場所の提供。（住民懇談会）

●地域の活動や子育てを支援する活動等について、元気のある高齢者の活用を図る。（住民

アンケート）

●ふれあい生き生きサロンの設置促進と活動支援（高齢者等、地域の憩いの場所づくり）。（団

体アンケート）

●医療サービスとの連携が必要である。（団体アンケート：再掲）
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■地域住民で取り組むべき課題や問題（複数回答 ｎ＝９１７）【上位３項目】

（住民アンケートより）

＜目指す方向性＞

老人クラブ活動や、市民総合大学※をはじめとする各種生涯学習プログラム※等を通じて、市民

の生きがいづくり活動の充実を図ります。

生活習慣の改善、介護予防※に向けた各種健康づくり活動や、自主グループによる筋力アップ教

室※など、さまざまな機会に気軽に健康づくりに取り組めるよう支援を充実します。

＜市・地域住民・関係機関・団体それぞれの役割＞

51.3

39.1

37.6

0 20 40 60

防犯や防災など地域の安全を守ること

高齢者世帯の生活支援

高齢者の社会参加や生きがいづくり

（％）

●市の役割

・各公民館の生涯学習による地域と連動した取り組みを実施します。

・地域での日ごろの付き合いを生かした、老人クラブ等と連携した高齢者の

見守り活動を推進します。

・健康づくり講座※や各種健診を実施します。

・サロンでの健康づくり活動の支援を行います。

・介護予防を推進します。

・救急医療の充実を図るため、在宅当番医制※、休日急患診療所※、病院群輪

番制病院※、年末年始の休日歯科診療※等を実施します。

・安全、安心な在宅医療※を推進するための環境づくりを進めます。

●地域住民の役割

・地域の趣味の活動に積極的に参加します。

・地域の健康づくり活動に積極的に参加します。

・かかりつけ医等をもつようにします。

・適度な睡眠や食事、運動など、健康管理に気を配ります。

●関係機関・団体

の役割

・地域住民が気軽に参加できる生きがいづくり活動を支援します。

・地域住民が気軽に参加できる健康づくり活動を支援します。

・健康づくり・生きがいづくり活動を推進するボランティアを養成します。


