
豊郷町地域福祉計画

令和２年９月30日 14時00分から

豊郷町保健福祉課 森 ちあき
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豊郷町はどんな町？

面積 7.82㎢ 県で一番小さな町
人口 7,360人 （R1.11）

世帯 3,015世帯

・ほぼ全域が平坦地で、田畑が
面積の約6割を占めています。
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図書館 １館
ホール １館
保育所 ２か所
幼稚園 １か所
小学校 ２校
中学校 １校
総合病院 １か所
個人医院 ３か所
調剤薬局 ４か所

豊郷町観光協会
マスコットキャラクター よいとちゃん

豊郷町はどんな町？
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豊郷町の人口の推移
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2014年度
（平成26年度）

2015年度
（平成27年度）

2016年度
（平成28年度）

2017年度
（平成29年度）

15歳未満 15歳～65歳 65歳以上
（人）

2018年度
（平成30年度）

各年度9月末現在 資料：豊郷町地域福祉計画
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豊郷町の人口構成比
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滋賀県には １3市６町 あります

これまで計画にとらわれず事業を実施していましたが、

平成２９年度
地域福祉計画策定に着手していない市町は
豊郷町 のみとなりました。

地域福祉計画策定について
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計画の位置づけ

豊郷町地域福祉計画は地域住民や町社協、自治会、民生委
員・児童委員、ボランティアなどが主体的に参加・協働し、地
域福祉の課題解決をめざして地域住民とともに策定するもので
す。

地域福祉計画は第５次豊郷町総合計画を上位計画とし、町が
策定する「介護保険事業計画」「高齢者福祉計画」「障害福祉
計画」をはじめとする各福祉施策と整合するものです。

第５次豊郷町総合計画 2019年～2028年 10年間
豊郷町地域福祉計画 2019年～2023年 ５年間
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計画策定委員構成員 12名
健康づくり推進協議会 会長

豊郷町社会福祉協議会 会長

豊郷町民生委員児童委員協議会 会長

豊郷町身体障害者更生会 会長

豊郷町手をつなぐ育成会 会長

豊郷町赤十字奉仕団 委員長

豊郷町健康推進員協議会 会長

豊郷町ボランティア連絡協議会 会長

悠紀の会（ボランティア団体） 会長

豊郷町青少年育成町民会議 会長

滋賀県湖東健康福祉事務所 次長

豊郷町教育委員会 教育次長
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計画策定 １年目

2017年（平成29年）
９月１日

業務委託契約（受託者） ・（株）日本都市計画研究所

2017年（平成29年）
11月２日

第１回 豊郷町地域福祉計画策定
委員会

・地域福祉計画策定方針
・住民アンケート調査
・団体アンケート
・策定スケジュール

2017年（平成29年）
11月

団体アンケートの実施 ・配布数：36団体
・有効回収数：26団体
・有効回収率：72.2％

2017年（平成29年）
12月11日～24日

住民アンケート調査の実施 ・配布数：1,000件
・有効回収数：381件
・有効回収率：38.1％

2018年（平成30年）
２月15日

第２回 豊郷町地域福祉計画策定
委員会

・団体アンケートの結果
・住民アンケート調査の結果
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計画策定 ２年目

2018年（平成30
年）４月22日

第３回 豊郷町地域福祉計画
策定委員会

・地域福祉を取り巻く現状について
・住民ワークショップについて

2018年（平成30
年）７月22日

住民ワークショップの開催 ・参加者：30名
（男性：17名 女性：13名）

2018年（平成30
年）９月20日

第４回 豊郷町地域福祉計画
策定委員会

・住民ワークショップの意見・提言について
・計画・骨子案（計画体系）について

2018年（平成30
年）12月13日

第５回 豊郷町地域福祉計画
策定委員会

・中学生意見のまとめについて
・計画素案について
・パブリックコメントの実施について

2019年（平成31
年）
１月29日～２月12日

パブリックコメントの実施 ・パブリックコメント
（町ホームページ、役場窓口他）

2019年（平成31
年）2月14日

第６回 豊郷町地域福祉計画
策定委員会

・パブリックコメント結果（意見）について
・計画最終案について
・概要版について
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団体アンケートの実施
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今後取り組みたいと考える地域貢献
地域貢献をはたすうえで
町や社協に望むこと

〈福祉・助け合い・地域コミュニティ〉
・困難事例の相談連携

・子どもたちへの交通安全指導
・子育てに不安をもつ家族への支援
・地域の見守り活動

〈地域振興〉
・地域イベントへの積極的な参加
・空き家・空き店舗（民泊事業）
・地域資源の活用
・江州音頭等伝統行事の保存・伝承・普及

等

〈福祉・助け合い・地域コミュニティ〉
・地域共生社会の実現に向けた話し合い

・各字での研修会等開催時の協力
・ボランティアグループの発展
（会員研修や若い世代への呼びかけ）
・子育て支援センターのPR
・情報提供と連携の強化

〈地域振興〉
・助成金、補助金の創設
・人的な協力や連携

等

調査時期と調査方法
・調査期間：平成29年11月

・調査方法：豊郷町内で活動する福祉関連団体等を対象にアンケート調査票による調査

回収状況 72.2％
・アンケート配布 36団体 ・回答数 26団体



住民ワークショップの開催

・開催日時：平成30年7月22日（日）
午前10時～午前12時

・開催場所：豊郷町隣保館
・参加者：30名
〈性別内訳〉男性：17名、女性：13名
〈年代内訳〉20歳代：6名、30歳代：4名、

40歳代：5名、50歳代：3名、
60歳代：6名、70歳代：5名、
80歳代：1名

概要
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住民ワークショップすすめ方

グループワーク
①

参加者が世代別に４つのグループに分かれて、豊郷町の「良いとこ
ろ」と「気になること」について話し合い、付箋に意見を貼り出し
ました。

グループワーク
②

グループワーク①で話し合った内容をもとに、「今後の取り組み」
について話し合った後、各グループより発表を行い、豊郷町の地域
福祉の今後について全体で意見を共有しました。



住民ワークショップの様子
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とても活発な議論ができました



キャッチコピーをつくった
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あったかホームとの連携

あったかほーむを字ごとに
そこに住む学生に日常会話から困り

事を聞き出してもらう
学生・若者

役場病院

自治会

塾

送迎ターミナル お食事会

手作り雑貨

野菜販売

ヨガ

料理俳句

学校

あったかホームとの連携

あったかほーむを字ごとに
そこに住む学生に日常会話から困り

事を聞き出してもらう
学生・若者

役場病院

自治会

塾

送迎ターミナル お食事会

手作り雑貨

野菜販売

ヨガ

料理俳句

学校

住民の力　+　役所の考え

〔気持ちが〕若者パワーがっちりタウン
住民の力　+　役所の考え

〔気持ちが〕若者パワーがっちりタウン
各世代が活気ある

豊かな郷（ゆたかなまち）作り

各世代が活気ある

豊かな郷（ゆたかなまち）作り

 <めざす目標>
　１、新庁舎で住民サービス向上
　２、活用団体の連携強化
　３、住民の声をきく
　４、空家活用
　５、安全な道路交通網
　６、住民の健康策
　７、地域活動リーダーの育成

 <めざす目標>
　１、新庁舎で住民サービス向上
　２、活用団体の連携強化
　３、住民の声をきく
　４、空家活用
　５、安全な道路交通網
　６、住民の健康策
　７、地域活動リーダーの育成

A：若者世代

Ｂ：子育て世代

Ｄ：シニア世代および
障がいをお持ちの人の保護者

Ｃ：シニア世代



豊郷小学校旧校舎群
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