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　これまで“福祉“は、高齢者や障害者、子どもなどの対象者ごとに分かれてサービスが提供されてきま
した。しかし、現代社会においては、誰もが普段の生活に不安や不便を抱える可能性があります。地域福
祉とは、そういった課題を行政のサービスだけではなく、隣近所や地域、事業所が主体的に関わり合う
中で解決していくことをいいます。

地域福祉とは

　地域福祉を進めるためには、“自助・互助・共助・公助“の視点を持って、重層的に取り組んでいくこと
が大切です。

自助
まずは個人や家族
の努力で解決する

　  共助
制度化された
相互扶助

互助
個 人 的な関 係 性な
どによる自発的な支
え合い

公助
行政による公的サー
ビスでの解決

　地域の中で顔の見
える関係をつくること
や、ちょっとした見 守
り・手助けをすることも
地域福祉！

計画の位置づけ
　へきなん地域福祉ハッピー
プランは行政が策定する「地
域福祉計画」と社協が住民や
地域の活動者などと協力して
策定する［地域福祉活動計
画］を一体的に策定したもの
です。
　本市の［総合計画］や他の
福祉分野の計画と整合性を
図ります。さらに[成年後見制
度利用促進基本計画］も本計
画に内包することとします。

碧南市総合計画

へきなん地域福祉ハッピープラン

　支え合う地域づくりのために地域で取り組
むべきことは、［災害などに備えた地域での協
力体制づくり］が最も高く、次いで［近所の住民
同士の普段からのつきあい］となっています。

　近所付き合いの程度は、［顔を合わせた
ときにあいさつする程度］が最も高く、次い
で［立ち話をする程度］となっています。

碧南市の状況

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

防犯対策・交通
安全対策の確立

祭りやイベントなどを
とおした住民同士の交流

孤立している子育て世帯、
高齢者等への訪問や生活支援

近所の住民同士の
普段からのつきあい

災害などに備えた地域
での協力体制づくり

19.4%

18.1% 全体（N=474）

24.3%

28.1%

32.1%

全体（N=474）

不明・無回答
1.5%

ほとんど
付き合い
はない 
11.2% 顔を合わせたとき

にあいさつする程度
54.9%立ち話を

する程度
19.6%

お互いに
訪問し合う
程度 4.4%

困ったときに
お互いに助け
合える程度

8.4%

 　　　考察や今後の方向性
・地域への参加を増やすため、無理なく福祉活動へ意識を向けられる啓発や福祉教育

が求められる。
・地域の活動団体の支援や、様々な分野のつながりを強め、気軽に声かけのできる地

域づくりが求められる。
・地域で誰もが安心・安全に暮らすため、あらゆる困りごとへの対応、相談、支援につ

ながる体制が必要。

  現状や課題
・地域活動の担い手が不足している。支援が

必要な人に何をすればいいかわからない
人、地域の課題がわからない人が多い。

・近所との関係の薄さが地域の課題となって
いる。団体等との連携や活動支援も必要。

・支援を必要とする世帯が増加。相談相手は
家族や親戚が多く、地域や福祉の情報提
供、孤立している世帯への支援が必要。

これまでの取り組みや成果
・ボランティア活動の支援やまちづくりに関する

講座などを実施。地域では支え合う地域づくり
の新たな活動もみられる。

・多世代交流や、声かけ運動などを推進。地域で
は、住民の交流を図る行事も検討されている。

・複雑化・複合化した生活課題に対応する権利
擁護や防災・防犯対策、相談機関間の連携を
推進。地域では、見守り体制について検討され
ている。

■近所付き合いの程度　　　　　　　　　　　　　　　■支え合う地域づくりのために地域で取り組むべきこと

３２

地区別計画
地域福祉推進会議とは？

地域共生社会の実現に向けた”支えあうことのできる地域づくり”

　各地区の代表者（連絡委員、老人クラブ、民生委員児童委員、ＰＴＡ、子ども会役員、
青少年育成推進員等）や地域住民、行政や社協の職員が地域の課題をともに検討する
場です。地域共生社会の実現に向けた”支えあうことのできる地域づくり”を目指し、近
年では多世代交流の機会や地域のつながりづくり、地域での見守りなど、各地区の特
色を活かした具体的な活動が展開されつつあります。

見守っている人や本人が支援機関に相
談し、支援を受けますが、内容によって対
応できない場合があります。

①  専門職が中心に支える地域

地域福祉推進会議を中心に、支援機
関、行政、地域の方で話し合いや活動を積
み重ねることで、支援の輪が広がります。

②  支援の輪を広げる地域

地域のみんながお互い支え、支えられ
誰もが安心して生活できます。

③  支えあうことができる地域

新 川 地 区
”ふくし” への関心を持とう！
子どもや地域の方すべてに安全な暮らしを！

＼　こんなことをやっていきます！　／
● “ふくし”（ふだんの　くらしの　しあわせ）をわかりやすくＰＲする。
● あいさつ（おかえり）運動を広める。　　　　　　● 少しのおせっかいでできる関係づくりを目指す。　など

地域のつながりづくり
災害時に支え合える地域づくり

＼　こんなことをやっていきます！　／
● 町内会や地域福祉活動団体等の活動を周知し、地域とつながるきっかけをつくっていく。
● 子どもが遊べる場を通じて地域と交流できる機会をつくる。　● 防災について話し合う機会を設ける。　など

中 央 地 区

世代を超えたつながり・助け合いを進める
自ら避難できない人への災害時支援

＼　こんなことをやっていきます！　／
● ちょっとした困りごとへの支援を行う。　　　　　　● 日常生活の中で助け合い、顔の見える関係をつくる。
● 気軽に楽しみながら防災に取り組めるイベントなどを実施する。　など

大 浜 地 区

地域のつながりや関係性の希薄さと担い手不足の解消
情報発信力アップ！！　　災害時に助け合える地域づくり

＼　こんなことをやっていきます！　／
● ”棚尾まちおこしの会”の活動や意義を発信する。　　● 良い加減で活動できる方法を検討する。
● 地域への関心を高めるきっかけをつくる。　など

棚 尾 地 区
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行政
医療・福祉

事業所
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思い通りの支
援を受けられ
なかった

事業所
社協

行政
医療・福祉

支援機関
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支援機関
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行政
医療・福祉

事業所
社協
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　　本計画では、地域での活動や啓発などを地道に行い、地域住民の理解のもとで地域福祉を推進するため、前回計画の理念を引き継ぎ、次の通り基本理念を設定します。

　イベント・行事や地域の拠点などを活用し世代間の交流促進や、地域活動の活性化を図ります。また、分野や所属を
超えた地域のネットワークの構築を図ります。

　多様な方法で、地域福祉に関する住民の関心を醸成する働きかけや、地域福祉に携わる人材の確保・育成や活動の
支援を進めます。

方向性２　　地域福祉の担い手の確保・育成

方向性３　　ボランティア活動の促進・支援

【行政】
・勉強会等の実施による地域福祉の担い手の確保・育成

【行政】
・ボランティア養成講座などの実施の支援
・ボランティアに参加しやすい環境づくり
・地域住民やボランティアによる地域活動の運営支援

方向性１　　福祉教育の推進と市民の福祉意識の向上
【行政】
・寄附や共同募金、地域の福祉団体の活動内容の周知の推進
・地域福祉への理解を深める講座等の実施支援
・実践的な福祉教育の推進

【社協】
・学校や地域における福祉教育等の推進
・寄附や共同募金等の推進

【社協】
・勉強会等の実施による地域福祉の担い手
の確保・育成
・中高生への福祉に関する体験学習の機会
の提供

【社協】
・ボランティアに関心を持つ機会づくり
・ボランティア団体への支援と連携

方向性１　　地域の関わり合いや交流の促進・居場所づくり

方向性２　　地域活動の支援

方向性３　　多様な分野・組織の連携・協働の促進

【行政】
・あいさつ運動等の取り組みの支援
・学校や生徒が交流できる行事の開催
・多世代の交流の促進　等

【行政】
・地域活動を行う団体の活動内容等の周知
・地域活動を行う団体へのわかりやすい情報提供
・住民による地域の課題把握、解決に向けた環境の整備　等

【行政】
・情報共有や課題解決のネットワークづくり
・就労や社会参加の場の確保や創出の支援
・地域活動を行う団体との支援ネットワークづくり

【社協】
・あいさつ運動等の取り組みの支援
・行事・イベント等を活用した多世代の交流の促進
・サロンなどの居場所づくりの推進

【社協】
・地域活動を行う団体との支援ネットワークづくり
・地域の子育て、高齢、障害福祉に関する連携促進

【社協】
・住民主体の課題把握や、必要なサービスの仕組
みづくり
・コミュニティソーシャルワーカー等の配置

　行政や社協、事業所等様々な機関が連携し、相談支援体制の充実や多様な支援・サービスの提供を図ります。また、住居や移動手段の確保、権利擁護の取り組み、防災対策及び防犯や見守りについても施策を推進します。

方向性１　　相談支援体制の強化

方向性２　　多様なサービスの充実と情報提供

【行政】
・庁内関係各課等と連携した相談支援
・生活困窮者への相談や情報提供
・自殺対策の連携した相談体制の充実
・再犯防止を支援する相談や理解促進

【行政】
・サービス情報のわかりやすい提供
・各福祉分野の要となる機関を通じた
情報提供
・きめ細やかな利用者ニーズの把握　等

【社協】
・身近で総合的な相談窓口の充実
・市内の相談支援機関のサポート
・生活困窮者の把握や相談、就労や自立
に向けた支援

【社協】
・地域の子育てや高齢、障害福祉
に関する情報の集約、発信
・社協だよりやホームページ等を
活用した情報提供　等

方向性3　　誰もが住みやすい環境づくり

方向性4　　権利擁護の推進

【行政】
・移動や外出支援のサービスの提供
・公共交通機関の利便性の向上
・バリアフリー化やユニバーサルデ
ザインの推進　等

【行政】
・権利擁護に関する制度の利用促進
・権利擁護支援のための地域連携ネ
ットワークづくり、中核機関の整備
・虐待防止体制の整備

【社協】
・高齢者や障害者への移動支援の実施

【社協】
・総合相談体制の充実及び成年後見
制度などへつながるための支援
・権利擁護に関する講習会等の開催

方向性5　　地域ぐるみの防災対策の充実

方向性６　　地域の見守り・防犯活動の推進

【行政】
・自主防災会と協力した地域での防災
対策の支援
・見守り等を通じた災害時の支援促進
・地域の連携体制づくり

【行政】
・地域の見守り活動や防犯活動の支援
・保護者への不審者情報の周知
・防犯に関する情報発信
・市内巡回パトロール活動の実施や、
地域における防犯パトロールの支援

【社協】
・地域と連携した防災知識の普及・啓発
・地域の連携体制づくり
・地域での防災活動の支援

【社協】
・地域の見守り活動や
防犯活動の支援
・防犯に関する情報提供

～地域で築く　つながり　支えあうまち　へきなん～

〔　　　　　　　　 〕一部を［成年後見制度利用促進基本計画］
として位置づけています。
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　　本計画では、地域での活動や啓発などを地道に行い、地域住民の理解のもとで地域福祉を推進するため、前回計画の理念を引き継ぎ、次の通り基本理念を設定します。

　イベント・行事や地域の拠点などを活用し世代間の交流促進や、地域活動の活性化を図ります。また、分野や所属を
超えた地域のネットワークの構築を図ります。

　多様な方法で、地域福祉に関する住民の関心を醸成する働きかけや、地域福祉に携わる人材の確保・育成や活動の
支援を進めます。

方向性２　　地域福祉の担い手の確保・育成

方向性３　　ボランティア活動の促進・支援

【行政】
・勉強会等の実施による地域福祉の担い手の確保・育成

【行政】
・ボランティア養成講座などの実施の支援
・ボランティアに参加しやすい環境づくり
・地域住民やボランティアによる地域活動の運営支援

方向性１　　福祉教育の推進と市民の福祉意識の向上
【行政】
・寄附や共同募金、地域の福祉団体の活動内容の周知の推進
・地域福祉への理解を深める講座等の実施支援
・実践的な福祉教育の推進

【社協】
・学校や地域における福祉教育等の推進
・寄附や共同募金等の推進

【社協】
・勉強会等の実施による地域福祉の担い手
の確保・育成
・中高生への福祉に関する体験学習の機会
の提供

【社協】
・ボランティアに関心を持つ機会づくり
・ボランティア団体への支援と連携

方向性１　　地域の関わり合いや交流の促進・居場所づくり

方向性２　　地域活動の支援

方向性３　　多様な分野・組織の連携・協働の促進

【行政】
・あいさつ運動等の取り組みの支援
・学校や生徒が交流できる行事の開催
・多世代の交流の促進　等

【行政】
・地域活動を行う団体の活動内容等の周知
・地域活動を行う団体へのわかりやすい情報提供
・住民による地域の課題把握、解決に向けた環境の整備　等

【行政】
・情報共有や課題解決のネットワークづくり
・就労や社会参加の場の確保や創出の支援
・地域活動を行う団体との支援ネットワークづくり

【社協】
・あいさつ運動等の取り組みの支援
・行事・イベント等を活用した多世代の交流の促進
・サロンなどの居場所づくりの推進

【社協】
・地域活動を行う団体との支援ネットワークづくり
・地域の子育て、高齢、障害福祉に関する連携促進

【社協】
・住民主体の課題把握や、必要なサービスの仕組
みづくり
・コミュニティソーシャルワーカー等の配置

　行政や社協、事業所等様々な機関が連携し、相談支援体制の充実や多様な支援・サービスの提供を図ります。また、住居や移動手段の確保、権利擁護の取り組み、防災対策及び防犯や見守りについても施策を推進します。

方向性１　　相談支援体制の強化

方向性２　　多様なサービスの充実と情報提供

【行政】
・庁内関係各課等と連携した相談支援
・生活困窮者への相談や情報提供
・自殺対策の連携した相談体制の充実
・再犯防止を支援する相談や理解促進

【行政】
・サービス情報のわかりやすい提供
・各福祉分野の要となる機関を通じた
情報提供
・きめ細やかな利用者ニーズの把握　等

【社協】
・身近で総合的な相談窓口の充実
・市内の相談支援機関のサポート
・生活困窮者の把握や相談、就労や自立
に向けた支援

【社協】
・地域の子育てや高齢、障害福祉
に関する情報の集約、発信
・社協だよりやホームページ等を
活用した情報提供　等

方向性3　　誰もが住みやすい環境づくり

方向性4　　権利擁護の推進

【行政】
・移動や外出支援のサービスの提供
・公共交通機関の利便性の向上
・バリアフリー化やユニバーサルデ
ザインの推進　等

【行政】
・権利擁護に関する制度の利用促進
・権利擁護支援のための地域連携ネ
ットワークづくり、中核機関の整備
・虐待防止体制の整備

【社協】
・高齢者や障害者への移動支援の実施

【社協】
・総合相談体制の充実及び成年後見
制度などへつながるための支援
・権利擁護に関する講習会等の開催

方向性5　　地域ぐるみの防災対策の充実

方向性６　　地域の見守り・防犯活動の推進

【行政】
・自主防災会と協力した地域での防災
対策の支援
・見守り等を通じた災害時の支援促進
・地域の連携体制づくり

【行政】
・地域の見守り活動や防犯活動の支援
・保護者への不審者情報の周知
・防犯に関する情報発信
・市内巡回パトロール活動の実施や、
地域における防犯パトロールの支援

【社協】
・地域と連携した防災知識の普及・啓発
・地域の連携体制づくり
・地域での防災活動の支援

【社協】
・地域の見守り活動や
防犯活動の支援
・防犯に関する情報提供

～地域で築く　つながり　支えあうまち　へきなん～

〔　　　　　　　　 〕一部を［成年後見制度利用促進基本計画］
として位置づけています。


