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野田市地域福祉計画【第３次改訂版】の策定に当たって 

 

本市では、野田市地域福祉計画を社会福祉事業の計画的推進や、住民活動と公共サービ

スの連携を図るための指針として位置付け、地域住民や、自治会・地区社会福祉協議会・

ボランティア・ＮＰＯといった社会福祉事業者等、そして行政がお互いに地域社会の構成

員として参加・協力し合い、互いに優れたところを活かしながら協働して、地域福祉の推

進を目指して取り組んでまいりました。 

 

 これらの取組の中、平成３０年４月１日に改正社会福祉法が施行され、制度・分野ごと

の「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が

『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながるこ

とで、住民一人一人の生きがい、地域を共に創っていく地域共生社会の実現が進められる

ことになりました。 

また、平成２８年４月１日に改正自殺対策基本法が施行され、いまだ予断を許さない状

況にある自殺問題に対して、誰もが『生きることの包括的な支援』としての自殺対策に関

する必要な支援を受けられるよう市町村自殺対策計画を策定することにより、誰も自殺に

追い込まれることのない社会の実現を目指していくことになりました。 

 

このようなことから、現行計画である【第２次改訂版】の進捗状況や社会情勢の変化を

踏まえた中で、引き続き地域で抱える課題の解決を図るとともに、新たに、地域共生社会

の実現に係る事項や野田市自殺対策計画を本計画に盛り込むため、野田市地域福祉計画審

議会にお諮りし、【第３次改訂版】を策定いたしました。 

 

地域共生社会の実現を始めとした地域福祉を推進していくためには、行政、市民の皆様、

福祉関係事業者など多様な主体が協働しながら取り組むことがより重要になってまいりま

す。そして、ますます元気で明るい家庭を築ける野田市とするためにも福祉のまちづくり

の推進に努めてまいりますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

終わりに、本計画の策定に当たり、格別のご尽力をいただきました野田市地域福祉計画

審議会委員の皆様を始め、意識調査や意向調査で貴重なご意見をお寄せいただきました市

民の皆様や福祉関係団体の方々に心より感謝申し上げます。 

 

 令和２年３月 

 

                        野田市長 鈴木 有 
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