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はじめに 

 

近年、地域福祉を取り巻く状況は、少子高齢化の

進展や核家族・単身世帯の増加、人口減少社会の

到来など、社会構造の変化が続いており、さらに、子

育てや社会的孤立、虐待、生活困窮者、自然災害

など、複数の分野にまたがった課題が顕在化・深刻

化しております。 

また、個人の価値観や生活様式の多様化により、

家族関係や地域の繋がりが希薄になってきたと言わ

れている反面、近年頻発する自然災害では家族や

地域の絆が大きな役割を果たし、地域での助けあいの重要性が再認識されています。

そのような情勢の変化に伴い、福祉に対するニーズも複雑かつ多岐にわたり、地域

福祉のさらなる充実が求められていますが、行政や関係機関による福祉サービスだ

けでは対応が困難なってきております。 

この状況は、本市においても同様で、主体的に市民で取り組む「自助」、地域社会

で支えあう「共助」、自助共助の基盤づくりを支援する「公助」をもって地域福祉を推

進することで、本計画の基本理念とする「一人ひとりが主役となり、ともにつくる、ふれ

あいとささえあいのまち・ほこた」を実現するため、鉾田市の福祉施策の方向性を示す

「第３期鉾田市地域福祉計画」を策定いたしました。 

今後、この計画に基づき、地域住民をはじめ、行政区、民生委員・児童委員、事

業所・福祉団体、医療機関、社会福祉協議会など多くの皆様と連携し、地域で支

えあう福祉のまちづくりを目指してまいりますので、市民の皆様には地域福祉の担い手

の一人としてご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後に、この計画の策定にあたり、アンケート調査等を通して貴重な御意見をいた

だきました市民の皆様をはじめ、熱心にご審議いただきました鉾田市地域福祉計画

策定委員会の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

平成３１年３月 

鉾田市長  岸田一夫 
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