
各市町地域福祉計画・地域福祉活動計画基本理念・基本目標
【　資料３　】

市町名

計画期間

（基本理念） （基本理念） （基本理念）

一人ひとりを認めあい、支え合う　おおらかなまち”大
津”

支えあい　信頼しあい　つながりあえるまち　彦根
地域の絆で　ともに育み支え合い　安心して暮らせるまち
長浜

（基本目標） （基本目標） （基本目標）

基本目標1
多様なネットワークの力で市民のニーズを広く受け止
め解決する体制づくり

基本目標1 支えあい、地域で安心して暮らせるまち 基本目標Ⅰ
「地域」を基礎とする支えあいのまち（視点１ 地域を育て
る）

基本目標2
一人ひとりが生きる力を高めあい支えあえる地域コミュ
ニティづくり

基本目標2 一人ひとりに必要な情報が届くまち 基本目標Ⅱ 「ともに育む」仲間づくりのまち（視点２ 仲間を育てる）

基本目標3 新しい参加とつながりを生み出すしくみづくり 基本目標3 身近なところで相談でき、必要な支援が受けられるまち 基本目標Ⅲ 「協働」による地域福祉のまち（視点３ しくみを育てる）

基本目標4 お互いに地域福祉について学びあえるまち

基本目標5 人それぞれに参加でき、役にたてるまち

地域福祉活動計画

計画期間

（基本理念） （活動理念） （基本理念）

一人ひとりを認めあい、支え合う　おおらかなまち”大
津”

”おたがいさん”の心でつくる　温かいまち彦根
地域の絆（つながり）でともに育み支えあい 安心して暮ら
せるまち長浜

（基本目標） （活動目標） （基本目標）

基本目標1
多様なネットワークの力で市民のニーズを広く受け止
め解決する体制づくり

活動目標1 みんなを地域の中で　大切にする意識づくり 基本目標1 気楽に話せる 関係（つながり）づくり

基本目標2
一人ひとりが生きる力を高めあい支えあえる地域コミュ
ニティづくり

活動目標2 みんなで孤立を見逃さない　つながりづくり 基本目標2 つながりを広げる交流と参画

基本目標3 新しい参加とつながりを生み出すしくみづくり 活動目標3 みんなが安心できる　居場所づくり 基本目標3 つながりを深めあう居場所づくり

活動目標4 みんなが担い手みんなが参加する　しくみづくり 基本目標4 お互い様でつなぐ見守り

活動目標5 みんなの困りごとを放っておかない　相談体制づくり 基本目標5 つながりで支え合うセーフティネット

基本目標6 日ごろのつながりで取り組む災害支援

基本目標7 活動を支える仕組みづくり

平成２９年度～令和２年度 平成２９年４月～令和４年３月 平成２９年度～令和３年度

第３次大津市地域福祉活動計画

平成２９年度～令和２年度 平成２７年度～平成３１年度＋令和２年度～令和３年度

彦根市地域福祉活動計画２ヵ年延長計画

平成３０年度～令和４年度

第２期長浜市地域福祉活動計画

地域福祉計画 第３次大津市地域福祉計画 第２次彦根市地域福祉計画 第２次長浜市地域福祉計画

大津市 彦根市 長浜市



各市町地域福祉計画・地域福祉活動計画基本理念・基本目標

市町名

計画期間

地域福祉活動計画

計画期間

地域福祉計画

（基本理念） （基本理念） （基本理念）

「お互いさま」の心でつながる　参加と支え合いのまち
近江八幡

「地域力」のあるまち草津　未来につなぐ地域福祉
人にやさしい福祉のまち

誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らせる福祉のま
ちづくり

（基本目標） （基本目標） （行動指針）

 基本目標1　 お互いを思いやるまちをめざします～人づくり～ 基本目標１ みんなで育ち合う人づくり＜人づくり＞ 一人ひとりの出番のあるまちづくり

 基本目標2　
参加とつながりによる支えあいのまちをめざします
～場所づくり～

基本目標２ みんな支え合えるまちづくり＜基盤づくり＞

 基本目標3　 安心して暮らせるまちをめざします～基盤づくり～
みんなで創る人にやさしい福祉のまちづくり＜仕組みづ
くり＞

（基本目標）

基本方針Ⅰ つながるまちづくり

基本方針Ⅱ いきがいを感じるまちづくり

基本方針Ⅲ 地域で暮らすまちづくり

（地域福祉活動宣言） （基本理念） （基本理念）

私達は地域で見守り、見守られることが実感できるつ
ながりのあるまち近江八幡を目指します

こころ温かく支え合い　住みつづけたい みんなが主役　つながる　支え合う　福祉のまちづくり

福祉のまち・くさつ

（４つの柱） （基本目標）

1 計画の守護は、「私たち」地域住民であること （基本目標） 1 みんなで支えるみんなの福祉の構築

2 身近な地域で見守り支え合う関係をつくること 1 福祉の風土づくり 2 日々支えあう地域づくり

3
無理をせず、楽しく地域活動を始めるきっかけをつくる
こと

2 住民主体の活動づくり 3 くらしの危機に備える地域福祉活動

4
全ての方が参加しやすい雰囲気づくり、排除のないま
ちづくりを目指すこと

絆をつむぐまちづくり 4
学区社協とふ福祉団体、施設が連携する地域福祉の
推進

5 地域福祉活動の基盤強化

3

平成２９年度～令和３年度

第３次草津市地域福祉活動計画

平成２８年度～令和２年度

平成２８年度～令和２年度 平成２８年度～令和２年度

基本目標３

第２次近江八幡市地域福祉活動計画

平成２９年度～令和３年度

第３期守山市活動計画

近江八幡市 草津市

第２次近江八幡市地域福祉計画

平成２９年度～令和３年度

守山市

第３期草津市地域福祉計画 第３期守山市地域福祉計画



各市町地域福祉計画・地域福祉活動計画基本理念・基本目標

市町名

計画期間

地域福祉活動計画

計画期間

地域福祉計画

（基本目標） （基本理念）

人と人がつながる共生のまちづくり
人々がつながり　暮らしの中で感じる幸せを　未来へつ
なぐまち　あい甲賀

人がともに支え合い　安心して暮らせるまち　やす

（基本方針） （基本目標）

【1】 暮らしを支える豊かな地域づくり 基本方針１　地域で支えるしくみづくり［しくみ］ 基本目標Ⅰ
地域で支え合い活動の推進～地域福祉活動への市民
参加～

【2】 誰もが安心して暮らせるネットワークづくり 基本方針２　地域福祉を支える人づくり［ひと］ 基本目標Ⅱ
地域で安心したサービスの利用促進～地域生活を支
える仕組みづくり～

【3】 地域福祉を支える人づくり
基本方針３　適切な支援へつなげる体制づくり［ネット
ワーク］

基本目標Ⅲ
地域と連携した福祉活動の推進～地域福祉を育てる
支援活動～

【4】
基本方針４　健康で安心な生活ができる暮らしづくり［く
らし］

（基本理念） （基本理念）

地域で共に生きる　～ご近所福祉でまちづくり～ 人がともに支え合い　安心して暮らせるまち

（基本方針） （基本目標）

基本目標1 住民が主体の福祉のまちづくり 1 地域福祉を担う人づくりの推進

基本目標2地域や人をつなげよう、つながろう 専門機関・団体が連携を進める仕組みづくり 2 小地域での地域福祉活動の推進

基本目標3地域福祉活動をすすめるための基盤をつくろう 住民のくらしの課題を解決するための体制づくり 3 暮らし安心のネットワーク

4 相談支援体制の強化

2

3

1

つながろう　つなげよう　安心のまち　りっとう

（基本目標）

福祉のこころを育てよう

（基本理念）

第２次甲賀市地域福祉計画 第２期野洲市地域福祉計画

安全・安心なまちづくり

（基本方向）

（基本目標）

第３期栗東市地域福祉計画 第２次甲賀市地域福祉活動計画 第２次野洲市地域福祉活動計画

平成２９年度～令和２年度平成３０年度～令和４年度 平成２７年度～令和２年度

栗東市 甲賀市 野洲市

平成３０年度～令和４年度 平成２９年度～令和１０年度 平成２６年度～令和２年度

第３期栗東市地域福祉計画



各市町地域福祉計画・地域福祉活動計画基本理念・基本目標

市町名

計画期間

地域福祉活動計画

計画期間

地域福祉計画

（基本理念） （基本理念） （基本理念）

一人ひとりができる役割　もれない支援　行ったりきた
りの思いやりのまち～自然・ひと・文化を誇れる　あった
か湖南市～

「あったかい・やさしい・おもやり」の心で結ぶ『人と人、
地域と地域の絆』

共に見守り支え合い豊かに暮らせるまち

（基本目標） （基本目標） （基本目標）

基本目標1 一人ひとりの尊厳を大切に 基本目標1 安全な地域をつくろう！ 目標A
誰もが役割をもち孤立しない「地域共生社会」の実現に向けた協働のまちづ
くりを進めます

基本目標2 必要な人に必要な情報をわかりやすく 基本目標2 助け合いで地域をつくろう！ 目標B 福祉制度のはざまをつくらない新たな地域福祉の「しかけ」をつくります

基本目標3 十人十色に参加できる「役」づくり 基本目標3 みんなが主役の地域をつくろう！ 目標C

基本目標4 垣根を越えて、つながりあえるまちづくり 基本目標4 住やすい地域をつくろう！

基本目標5 市民や事業者も地域福祉の「財源」を考えよう 基本目標5 みんなの暮らしを支える地域をつくろう！

（基本理念） （地域福祉目標） （スローガン）

～一人ひとりが”ぬくもり”と”安心”と”希望”にみちた
あたたかなつながりを実感できる、みんなが主役のま
ちづくり

つながりと地域愛でつくる　ふだんの　くらしの　しあわせ

まちづくりをめざして～

・人のやさしさとぬくもりを感じられるまち （推進目標） （基本目標）

・安心して住み続けられる地域 推進目標1
区・自治会における見守りネットワークと通した福祉の
まちづくり

目標1 お互いさんの地域づくり～やさしく　ひろがる　そっと見守り～

・夢と希望にあふれる未来 推進目標2 小学校区における地域共同ケア体制の推進 目標2
気兼ねなく「助けて」と言えるしくみづくり～「よう聞いて」「よう言うて」「おおき
にな」～

推進目標3
6地域における住民主体の福祉のまちづくりと住民の
社会参加の促進

（基本目標） 推進目標4 総合相談・権利擁護支援の強化

1 一人ひとりの尊厳を大切に 推進目標5 社会福祉協議会の基盤強化

2 必要な人に必要な情報をわかりやすく

3 十人十色に参加できる「役」づくり

4 垣根を越えて、つながりあえるまちづくり

5 市民や事業者も地域福祉の「財源」を考えよう

第三次湖南市地域福祉計画　みんなでつくった　みらくるプラン

高島市

第三次湖南市地域福祉活動計画

平成３０年度～令和３年度

高島市地域福祉計画（第３次）

平成２９年４月～令和４年３月

東近江市

第２次東近江市地域福祉計画

「協働のまちづくり」や「新たな地域福祉のしかけづくり」を応援する公民協働
の「仕組み」をつくります

高島市地域福祉推進計画

平成２９年４月～令和４年３月 平成２９年～令和３年

第２次東近江市地域福祉活動計画

湖南市

平成２９年度～令和３年度 平成２９年度～令和３年度



各市町地域福祉計画・地域福祉活動計画基本理念・基本目標

市町名

計画期間

地域福祉活動計画

計画期間

地域福祉計画

（基本理念） （基本理念） （基本理念）

自分らしく　心豊かに　安心して暮らせるまち　ま
いばら

1 子ども・若者が主役のまち みんなの「あい」でつくる　福祉のまち竜王

～みんなでつくる　つながりと支え合いのある　ま
ちをめざして～

2 生きる歓びを実感できるまち

3 見守り合い、支え合いのまち （基本目標）

（基本目標） 1 わかりあい　わかちあいで人づくり

基本目標Ⅰ 顔の見えるつながりを深める （基本目標） 2 であい　ふれあいで絆づくり

基本目標Ⅱ 暮らしを守る活動を広げる Ⅰ 子ども・若い世代が元気に活躍できるまち 3 支えあい　助けあいで暮らしづくり

基本目標Ⅲ 助け合い、支え合うひとを育む Ⅱ 子育て世代が安心して子育てができるまち

基本目標Ⅳ みんながつながるまちをつくる Ⅲ
高齢者がすこやかにいつまでも自分らしく過ごせ
るまち

Ⅳ
障害や生活困窮、孤立など、さまざまな問題を解
決できるまち

Ⅴ 尊重し合い、支え合う絆のあるまち

（基本理念） （基本理念） （基本理念）

自分らしく　心豊かに　安心して暮らせるまち　ま
いばら

1 子ども・若者が主役のまち みんなの「あい」でつくる　福祉のまち竜王

～みんなでつくる　つながりと支え合いのある　ま
ちをめざして～

2 生きる歓びを実感できるまち

3 見守り合い、支え合いのまち （基本目標）

（基本目標） 1 わかりあいわかちあいの関係づくり

基本目標Ⅰ 顔の見えるつながりを深める （基本目標） 2 であいふれあいで絆づくり

基本目標Ⅱ 暮らしを守る活動を広げる Ⅰ 子ども・若い世代が元気に活躍できるまち 3 支え合い助けあいで暮らしづくり

基本目標Ⅲ 助け合い、支え合うひとを育む Ⅱ 子育て世代が安心して子育てができるまち

基本目標Ⅳ みんながつながるまちをつくる Ⅲ
高齢者がすこやかにいつまでも自分らしく過ごせ
るまち

Ⅳ
障害や生活困窮、孤立など、さまざまな問題を解
決できるまち

Ⅴ 尊重し合い、支え合う絆のあるまち

豊郷町地域福祉計画

平成31年度～令和５年度

豊郷町社会福祉協議会

平成31年度～令和５年度

豊郷町米原市 竜王町
第２次まいばら福祉のまちづくり計画
第２次米原市地域福祉計画・第３次米原市地域福祉活動計画

竜王町地域福祉計画

竜王町地域福祉活動計画

平成３０年度～令和３年度平成31年度～令和５年度

第２次まいばら福祉のまちづくり計画
第２次米原市地域福祉計画・第３次米原市地域福祉活動計画

平成31年度～令和５年度 平成３０年度～令和４年度



各市町地域福祉計画・地域福祉活動計画基本理念・基本目標

市町名

計画期間

地域福祉活動計画

計画期間

地域福祉計画

（基本理念） （基本理念）

しあわせ　丸ごと支えあい　笑顔で暮らせる甲良町

（基本方針） （基本目標）

基本目標1 1 暮らしの基盤を充実させていくために 基本目標1 支え合う”担い手”の育成

基本目標2 2 基本目標2 ”つながり”の拡大と深化

3 生活の社会化を充実させていくために 基本目標3 活動を支える”福祉基盤”の整備

（基本理念） （基本理念）

みんなで進める　笑顔あふれる福祉のまちづくり しあわせ丸ごと支え合い　笑顔で暮らせる　甲良町

（基本目標） （基本目標） （基本目標）

私たちが参加する　魅力ある福祉活動をみんなで 基本目標1 互いに支え合う地域づくり 基本目標1 みんなを支え合い活動の担い手に

話し合い取り組みます 基本目標2 地域を支える人づくり 基本目標2 みんなにつながれる町に

基本目標3 地域を支える仕組みづくり 基本目標3 地域活動を力強く推進する社会福祉協議会に

基本目標4 安心して暮らせる体制づくり

（基本理念）

住民の参加と自治に根ざした　やさしさとぬくもりの
ある　福祉のまち　日野

平成２８年度～令和２年度

日野町地域福祉活動計画

住民の主体的な参画と共働による地域福祉の推進

一人ひとりが輝き　しあわせをみんなで　分かち合う
福祉のまちづくり

支援が必要な人を見逃さない地域づくり

（基本目標）

令和２年度～令和６年度

甲良町

地域福祉計画

平成30年～令和４年度

平成３０年度～令和４年度

第２次愛荘町地域福祉活動計画

平成２９年度～令和３年度 平成２８年度～令和２年度

甲良町地域福祉活動計画

日野町地域福祉・健康づくり・食育計画

日野町地域福祉・健康づくり・食育計画愛荘町地域福祉計画

日常的な協力・協働とヨコのつながりを充実させて
いくために

誰もが健康に、住み慣れた地域で安心して暮らせる
地域づくり

（基本理念）

愛荘町



各市町地域福祉計画・地域福祉活動計画基本理念・基本目標

市町名

計画期間

地域福祉活動計画

計画期間

地域福祉計画

基本目標1

基本目標2

基本目標3

（基本理念）

あなたが主役　”おたがいさま”の地域づくり

基本目標1

基本目標2 地域での暮らしを支える体制づくり

基本目標3 安心の地域づくり

地域福祉の推進と多様な担い手づくり

（基本目標）

（基本理念）

第２期多賀町地域福祉計画

（基本目標）

みんなの絆で支え合う　安心と温もりのある福祉の
まち

平成２８年度～令和２年度

多賀町地域福祉活動計画

地域共生の実現に向けた福祉基盤整備

地域福祉の多様な担い手育成

絆を強めるための地域の仕組みづくり

多賀町

平成３１年度～令和５年度


