


 

 

 

 はじめに 

 

少子高齢化の進行や地域におけるつながりの希薄

化、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、地域

社会を取り巻く状況は日々変化しており、地域の課題

は多様化・複雑化してきております。 

80 代の親と 50 代の無職等の子が同居する

「8050 問題」、18 歳未満の子どもが家族の世話や

介護をしている「ヤングケアラー」、育児と介護を同

時に抱える「ダブルケア」といった複雑化した制度の

狭間にある問題が顕在化しつつあります。 

このような状況において、下野市では、子ども・高

齢者・障がい者などすべての人が参画し、一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域をともに創り、高め合うこ

とができる「地域共生社会」の実現に向け、「思いやりの心を育み 支え合いの輪が

広がる 共生のまち 下野」を基本理念とする「第 3 期下野市地域福祉計画」を策定

いたしました。 

計画期間を令和４年度から令和８年度までとし、基本理念を達成するため「人づ

くり・地域づくり・仕組みづくり」の３つの視点で基本目標を設定し、地域共生社

会関連事業を重点取組と位置づけ、着実に展開してまいります。 

また、本計画は下野市社会福祉協議会による「第３期下野市地域福祉活動計画」

と共通の理念・目標を掲げ一体的に策定し、取組を推進していくことで、地域共生

社会の実現に向けた包括的な相談支援体制の構築や、地域力の強化を目指した計画

としております。さらなる地域福祉の充実に向けて、市民や福祉関係団体などの皆

様との協働をより一層推進してまいります。 

さらに、本計画に「成年後見制度利用促進基本計画」並びに「地方再犯防止推進

計画」を包含することにより、市民一人ひとりが安心して自立した生活を送ること

ができる地域づくりに向けた取組の強化を図ります。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました「下野市第３期

地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定委員」の皆様をはじめ、住民懇談会や団体

ヒアリング、アンケート調査にご協力いただいた多くの市民の皆様に、心からお礼

を申し上げます。本計画が下野市における地域福祉の発展に向けて有意義なものと

なるよう取り組んでまいりますので、引き続き、ご支援とご協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

 

令和４年３月 

下野市長 広瀬 寿雄 

 



 

 

 

 

 

近年、少子高齢化・核家族化の急速な進展、生活様

式や価値観の多様化などにより地域社会との関わり

や市民との繫がりの希薄化に加え、新型コロナウイル

スの影響により社会環境は大きく変化しております。 

これに伴い、高齢者や子育て世代、障がいのある方

など、従来の支援を必要とする方に加え、社会的孤立

や経済的困窮、虐待やひきこもりなどの様々な不安や

問題を抱えた方が増加しています。こうした状況の

中、地域課題を解決していくために、誰もが住み慣れ

た地域で、安全・安心に暮らし続けていくことができ

る地域共生社会の実現が求められています。 

本計画では、地域福祉活動の視点となる「思いやりの心を育み 支え合いの輪が

広がる 共生のまち 下野」を基本理念に定め、「地域福祉を担う人づくり、支え合

いの輪が広がる地域づくり、地域共生社会を実現する仕組みづくり」を基本目標と

した「下野市みんなで築く 地域の絆プラン（第３期下野市地域福祉計画及び地域

福祉活動計画）」を策定し、また新たに成年後見制度の利用の促進・再犯の防止等の

推進にも取り組む計画も加えました。 

本計画は、令和４年度から令和８年度までの５年間を計画期間とし、下野市と社

会福祉協議会が車の両輪の如く計画的・継続的に事業活動を展開しながら、互いに

補完し合い様々な福祉課題の解決に尽力してまいります。 

下野市社会福祉協議会としましては、地域福祉を推進する中核的な団体としての

役割を果たし、職員が一丸となって計画を推進していく所存でありますので、計画

実現に向けて市民の皆様及び地域福祉に関わるあらゆる関係者の皆様の更なるご

支援とご協力をお願い申し上げます。 

最後になりますが、計画策定にあたり、多大なるご尽力を賜りました計画策定委

員の皆様をはじめ、市民アンケートや住民懇談会・団体ヒアリングにご協力いただ

きました多くの市民の皆様、関係者・団体の皆様に心から感謝と御礼を申し上げ、

ごあいさつとさせていただきます。 

 

令和４年３月 

下野市社会福祉協議会長 小口 曻 
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表紙・裏表紙のイラストは、市内の小中学生を対象に、「誰もがお互いを尊重し合い、安

心して暮らせる福祉のまち」をテーマとして応募いただいた作品です。 

最優秀作品（２点）を表紙に、入賞作品（８点）を裏表紙に掲載しています。 
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