第３次燕市地域福祉活動計画
平成 30 年度〜平成 34 年度
(2018)

(2022)

平成 30 年 3 ⽉

燕市社会福祉協議会

燕市地域福祉活動計画「燕ささえあいプラン」の策定にあたって
燕市地域福祉活動計画は、第１次（平成 20 年度～24 年度）
および第２次（平成 25 年度～29 年度）の計画を策定し、こ
のほど第３次の計画を策定いたしました。これまでの取り組
みとして第１次では、市民参加を活発にすることや利用しや
すい福祉サービスの充実に努めました。第２次計画では、地
域における支えあい活動の仕組みづくりに重点を置きました。
市民による相談拠点の設置やコミュニティソーシャルワーカ
ー（CSW）の社会福祉協議会への配置等により、ニーズキャッ
チと問題解決を市民と専門職が協働して行う仕組みの整備に
着手いたしました。
第２次計画からは、燕市が策定する第２次地域福祉計画と一体的に策定しました。両
計画の理念や目標を共有することを明確にするため、「燕ささえあいプラン」という愛
称が付けられました。市民と行政が一緒になって地域福祉を進めるビジョンが示されま
した。この共同歩調は第３次計画でも踏襲され、地域福祉を進めていくうえでの力強い
両輪となっています。
第２次計画の策定以降、全国的には少子高齢化や単身化が一層伸展して、それに伴う
社会問題もますます深刻化しています。このため、国では地域包括ケアの実現や我が事
丸ごとの地域共生社会づくり等、新しい仕組みづくりを打ち出しました。具体的には、
地域福祉計画策定の努力義務化、住民が主体となった協議体の設置、社会福祉法人の地
域貢献の義務化、住民等による地域生活課題の把握と解決への協力等、地域福祉分野の
実践がクローズアップされています。
第３次計画は、これまでの実績と反省、社会的な背景等を踏まえて策定されました。
その過程において、市民からのご意見や専門職からのご提案もお聞きし、市民代表によ
るディスカッションも重ねてきました。第２次計画で十分に実現できなかった活動の底
上げや新たなチャレンジ等、燕市が「生きがいとやさしさを実現」できるための具体的
な提案がたくさん計画化されています。
多くの市民の皆様がこの計画に目を通していただき、ご自身の参加できる活動を見い
だして、「ささえあい」に加わりながら燕に暮らす幸せを実感していただければ幸いで
す。
平成 30 年 3 月
特定非営利活動法人日本地域福祉研究所理事
（燕市社会福祉協議会コンサルテーション担当）
高崎健康福祉大学教授
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第６章 活動計画の概要
１

第２次活動計画の成果と課題

１．支え合い活動の「しくみ」づくり
核家族化が進み、隣近所でのつながりが少しずつ薄くなってきているとされる現状の
中で、安心して生活するための取り組みが必要となってきました。そのため、燕市では
さまざまな支え合いを仕組みとして作用させることで意識を高めていくことを目指し
ました。
現状では、概ねまちづくり協議会のエリアにおいて地域の福祉課題について話し合う
場である「支え合い活動推進委員会」が市内４カ所で立ち上がり、その中で住民のちょ
っとした困りごとを受け止める場としての「支え合い活動相談所」が３か所立ち上がり
ました。これにより、ニーズ把握や困りごとの解決がより身近な生活圏域において可能
となり、早期の課題発見につながっています。社会福祉協議会（以下、
「社協」という。
）
に配置されたコミュニティソーシャルワーカー（CSW）は、地域でキャッチした困りご
とや課題について住民と専門職をつなぐ役割を果たしています。
一方で、この仕組みはそれぞれの地域性に合せて行われていくものであるため、すべ
てのエリアにおいて活動が始まることを支援する必要があります。そのため、今後も継
続して取り組んでいくことが求められています。
＊燕市での地域支え合い活動イメージ図（57 ページ）参照

２．「集いの場」づくり
誰もが気軽に集える場は、さまざまな地域活動として従来取り組まれています。
社協においては、集いの場として「ふれあいいきいきサロン」の推進に取り組んでい
ます。現在は 80 か所ほどあり、身近な地域での住民同士のつながりづくりに役立って
います。
一方で、身近な場所に集いの場がない地域もまだ多くあるため、立ち上げに向けた支
援が必要です。また、
「誰でも集えること」とともに「同じ立場や境遇での仲間づくり」
を望む人も多く、多様な集いの場づくりを継続して進めていく必要があります。

３．「支え合い意識」の醸成
生活していくうえでのちょっとした困りごとは誰にでも起こる可能性があります。そ
の時に「助けてほしい」「助けようか」と声を出すことが支え合うきっかけとなります
が、人間関係が希薄になる中で声を掛け合うことが難しくなっている現状があります。
第２次活動計画推進にあたっては、「お互いさま」の気持ちを高めるために、困りご
との解決のために住民と専門職が一緒に話し合う場を設けました。それとともに、ボラ
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ンティアの養成や活動の調整を行い、課題の発見から解決までを一体的に地域で行う環
境づくりを行ってきました。
今後もこのような取り組みを進め、小さな課題をみんなで受け止め支える地域づくり
を進めていくことが重要です。
また、地域には社会的弱者と呼ばれる生きづらさを抱えた人たちがいます。生きづら
さの背景には「外からは見えにくい」「理解が進まない」等があると考えられます。そ
のため、困っていることを周囲には理解してもらえず、自身で抱え込んでしまうことが
あります。
生きづらさを抱えた人に寄り添うためには、相手を理解し共感することが大切です。
共感を促すためには、子どもから大人までの福祉教育の視点が必要です。
第２次活動計画推進にあたっても、差別偏見をなくすための啓発活動や学習会の開催
等が行われてきましたが、これらを浸透させるために長い時間が必要となるため、今後
も継続して行っていく必要があります。

４．「権利擁護」の推進
「認知症高齢者の増加」
「特殊詐欺の増加」
「虐待問題」等に伴い、権利を守るための
支援の必要性が増しています。家族や親族での支援が難しい場合は、適切な制度の利用
が重要です。
現状では、燕市においても権利を守るための制度を利用する人が増え、各種制度や事
業等の普及活動も進んできています。
その中で、複雑な制度の構造が、利用しにくさにつながる等の問題があり、適時適切
な支援につなぐための取り組みの強化が必要です。また、判断能力が衰えてくる前から
親族や支援者とこれからの生活について話し合う意識の醸成や、権利侵害や虐待を早期
に発見するための身近な見守りも大切です。
さらに、
「権利擁護とはいったい何を守ることなのか」という視点を絶えず持ち、
「権
利侵害からの脱却」のみならず、「本人らしい生活」にまで広げてとらえることも必要
です。
代行的な判断や支援ばかりではなく、差別や不当な扱い等、本人らしい暮らしを妨げ
ているものを取り除くことと合わせて、本人の意思に配慮し、それぞれの「よりよい生
活」を尊重する機運を高める取り組みが求められています。
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２

第２次活動計画から第３次活動計画へ引き継ぐ主な内容

地域福祉活動計画は「福祉ニーズが現れる地域社会において、その解決を
目指して住民や民間団体がともに策定する」という性質があります。そのた
め、福祉ニーズがある以上計画は続き、その中身も変化していく必要があり
ます。
燕市地域福祉活動計画については、これまで取り組んできた項目を今後も
継続していくために、第２次活動計画から第３次活動計画へ引き継ぐ項目を
整理し、これを参考にしながら第３次活動計画を策定しました。

取り組み項目

引き継ぎが必要な理由

１．支え合い活動の「しくみ」づくり

（１）相談窓口の連携

・複雑化する相談への対応のために、縦割
り感の解消と横の連携が必要。
・「どこに行ったらいいのかわからない」
という声はいまだに多い。

（２）ニーズの掘り起こし

・相談窓口の周知不足の解消が必要。
・生活に困っている人は見えにくいだけ
で、意外と多い。継続的な支援が求められ
ている。
・障がいのある人や子どもについては、ニ
ーズの掘り起こしが足りないと感じる。
・「人材不足」という課題がある。

（３）インフォーマルサービスの開
拓・開発
（４）住民パワーと専門機関との連携
（５）「しくみ」づくりの実践

・仕組みによって、専門機関の役割分担を
明確にし、連携しやすくする必要がある。

２．
「集いの場」づくり

（１）ふれあいサロンの充実

・参加していない人へのアプローチが必
要。
・サロン活動が増えることで、自然と見守
りにつながる。
・小さな単位でもいいので、集まりをたく
さんつくる支援が必要。

（２）出会い、語り合いの機会づくり
（３）情報提供を目的とする場の設定
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取り組み項目

引き継ぎが必要な理由

３．
「支え合い意識」の醸成

（１）「お互い様」意識の浸透

・言葉ではなく態度で示せるように、みん
なの意識をもっと変えていかなければいけ
ない。
・協力者の育成や研修が必要。

（２）地域教育の推進

・教育がなければ地域は変わらない。

（３）差別、偏見のない地域づくり

・単発の講演や講座では意識を変えるには
限界があるので、もっと別なアプローチが
必要。

（４）ボランティア・市民活動の推進

・
「特別な人がする」というボランティアに

４．
「権利擁護」の推進

対するイメージを変えていく必要がある。
（１）制度、福祉サービスの普及、啓発

・制度の普及は継続的に取り組む必要があ
る。
・制度の複雑さから利用につながらないの
では、という懸念がある。

（２）虐待の防止活動

・外から見えにくく、実態がつかめない。
キャッチした情報が適切に支援者に伝わる
ようにする必要がある。
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３

活動計画の趣旨

地域福祉活動計画は、住民や地域の福祉関係者等が相互協力して策定する地
域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画です。
（社協は策定の事務局を
担っています。）
地域福祉計画は行政施策の方向性を示し、地域福祉活動計画は市民や福祉活
動団体等の行動を提案するという特性があります。燕市では、双方の計画の特
性を踏まえて一体的に計画の策定を行ってきました。
この活動計画は、地域福祉を推進するさまざまな主体が、具体的な活動や事
業に取り組む際の目的、事業の方向性を示すものです。
この２つの計画をもとに、誰もが安心して暮らせる支え合いにあふれた地域
社会の実現を目指します。

それぞれの
事業計画等

具体的な
取り組み

燕市の地域福祉推進の

それぞれの主体の

地域課題の解決の

目的や事業の方向性

取り組みを決める

ための活動や事業

本活動
計画書

４

活動計画の期間
平成 30 年度（2018 年度）～平成 34 年度（2022 年度）
平成 25 年度
～
平成２9 年度

平成 30 年度

平成 3１年度

平成 3２年度

平成 3３年度

燕市地域福祉計画
（行政計画）

前計画

第３次燕市地域福祉計画の計画期間

燕市地域福祉活動計画
（民間計画）

前計画

第３次燕市地域福祉活動計画の計画期間
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平成 3４年度

５

活動計画のエリア

この活動計画では、
「燕市全域」
「地域包括支援センターのあるエリア」
「まち
づくり協議会のあるエリア」の３つのエリアを設定しています。このエリアを
もとに、住民や福祉活動団体等が協力して地域福祉を推進します。
ただし、課題解決のために、エリアを超えて住民や団体等が連携する場合が
あります。

地域福祉推進におけるエリアと社会資源のイメージ
燕市全域

行政

自治会
協議会

地域包括支援センターのあるエリア

民生委員児童
委員協議会
地域包括支援
センター

まちづくり協議会のあるエリア
NPO
自治会

支え合い活動
推進委員会

まちづくり

支え合い

協議会

活動推進会議

社会福祉

民生委員・

協議会

児童委員

エリアを超えて連携

高齢者保健福祉計画燕市第７期介護保険事業計画において、燕市全域を第１層圏域、概
ね中学校区を第２層圏域と設定しています。燕市ではこの２層のエリアを日常生活圏域と
しています。この日常生活圏域に地域包括支援センターが設置されています。
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６

活動計画の体系

【基本理念】

【基本目標】

【取り組み】

１．既存のつながりを
生かす

（１）既存の活動を強化する
（２）連携を強化する
（３）地域支え合い活動を強化する

支え合い、共に生きる地域社会

２．新たなつながりを
つくる

（１）地域活動への参加を促進する
（２）新たな連携をつくる
（３）インフォーマルサービスを創出
する
（４）地域活動の側面的支援を強化
する

３．お互いさまの地
域づくりを進める

（１）差別や偏見を解消する
（２）学ぶ場や機会をつくる
（３）相談する意識を高める
（４）災害時の支援を強化する

４．課題の解決力を
強化する

（１）地域での『安心した』暮らしを支
える
（２）効果的に情報を収集し発信す
る
（３）複合的な生活課題を解決する
取り組みを進める
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基本目標１

既存のつながりを生かす

第７章 活動計画の実践
基本目標１．既存のつながりを生かす

現

状

個人や地域課題を解決するために、公的なサービスや各種団体の取り組み、
ボランティア活動、災害時に助け合う活動等は、従来から行われてきました。
特に、住民主体の活動は、その地域の特性に合わせてさまざまな発想で取り組
まれています。
例えば、住民同士の取り組みとしては、身近な地域での課題について話し合
う「支え合い活動推進委員会」があり、地域の特性に合わせた活動を行ってい
ます。
また、各種団体の取り組みとしては、
「高齢者の見守り活動に関する協定」
「福
祉避難所の設置運営に関する協定」等、団体間での取り組みも進んでいます。
これらは、時代の変化や暮らしの多様化、それに伴う課題の変化によって少
しずつ形を変えながら現在も続いています。

支え合い活動推進委員会の取り組み

（平成 29 年 4 月～平成 30 年 2 月）
相

地

区

談

所

開

設

状

況

講座等の開催

名称
場所

曜日
時間

支え合い活動懇談会

おたすけ相談所

毎週火曜・金曜

5名

10 件

登録ボランティア情報交換会

小池公民館

午前 9 時～正午

26 名

191 名

こまりごと相談所

毎週水曜

4名

8件

西燕公民館

午前 9 時～正午

11 名

95 名

—

—

ささえ愛相談所

毎週木曜

分水福祉会館

午後 1～4 時

相談員数
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数

相談件数
来所者数

燕第一

燕西

認知症サポーター養成講座

粟生津

分水小学校

認知症学習会（自治会ごとに開催）

—

—
4名

32 件

22 名

105 名

—

※粟生津地区支え合い活動推進委員会は、粟生津地区協議会内に設置。
※平成 30 年 4 月 1 日付けで島上地区支え合い活動推進委員会設立予定。
※相談所に寄せられる相談内容のうち多いものは、「見守り」「安否確認」「話し相手」。
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基本目標１

既存のつながりを生かす

ボランティア・市民活動団体分野別登録数（平成30年2月現在）
高齢者福祉
地域活動
障がい児・者福祉
まちづくり
子ども・青少年福祉
環境活動
教育関係
芸術・文化
スポーツ・レクリエーション
医療・保健
災害・除雪支援
その他

2

18
17
16

5

0

11
10

20

21

26

53

33
32

57

燕市ボランティア・市民活動センター
登録団体集計より抽出
（複数選択可 単位：団体）
30

40

50

60

高齢者の見守り活動に関する協定締結企業（平成 30 年 2 月現在）
企業名

協力先

新潟県中央ヤクルト販売株式会社長岡支店

燕市、燕市民生委員児童委員協議会

燕市内新聞販売店

燕市、燕市民生委員児童委員協議会

燕市内郵便局

燕市

協栄信用組合（本店、燕市内各支店） 燕市、燕警察署
燕市民生委員児童委員協議会
＊高齢者の見守り活動に関する協定…高齢者等に対して何らかの異変を察知した際、燕市に連
絡する。連絡を受けた燕市は、燕警察署及び燕市民生委員児童委員協議会と連携し必要な対応を
行う。

課

題

現在の取り組みは、各団体や分野ごとで進めていることが多く、それぞれの
取り組み内容が部分的に重なっていることがあります。それが時に、それぞれ
の動きを混乱させる原因につながることもあります。既存の取り組みを整理し、
情報共有することが必要です。
複雑化する地域課題や多発する災害の中で、特定の分野だけでは解決できな
いものも増えてきています。今ある活動が連携、協働しながら取り組む視点も
必要になっています。
また、活動の担い手不足により、活動自体が縮小傾向になっているものもあ
ります。新たな担い手の発掘とともに、継続可能な活動のあり方を考えていく
必要があります。
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基本目標１

○アンケート結果

既存のつながりを生かす

【あなたは現在、ボランティア活動に参加していますか。（○は１つ）】

燕市実施：地域福祉計画策定に関する
アンケートより抜粋（単位：％）

「全く参加したことはなく、今後も参加したいと思わない」が 31.3％と最も高く、次いで「全
く参加したことはないが、今後参加したい」が 28.8％となっています。前回調査と比べると活
動への参加意識がわずかながら上昇しています。

○団体ヒアリングによる意見
・地域に住む若い世代の顔がわからない。地域の集まる場がなくなった。運動会も
しなくなった。年齢に関係なく参加できる行事があれば若い世代も参加してくれ
るかもしれない。
・さまざまな活動者が集まり、つながれる交流の機会があるといい。
・つながりのある地域をつくるためには、自治会長と民生委員が日々密接に繋がっ
ておく必要があると感じている。
・昭和のような付き合いはできない時代。時代に合った支え合いの形が必要。
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基本目標１

既存のつながりを生かす

取り組み（１）既存の活動を強化する
現在、ボランティア・市民活動団体は 118 団体（平成 30 年 2 月現在、燕市ボ
ランティア・市民活動センターに登録している団体数）あり、まちづくりや環
境リサイクル分野、当事者団体等、ボランティア・市民活動もさまざまな分野
への広がりを見せています。
一方で、
「後継者が不足している」
「新規会員が増えない」
「団体間の横のつな
がりが薄い」といった声も聞かれます。
そのため、地域で活躍している個人、団体等への活動支援を図り、さらなる
社会資源の体制づくりを進めていく必要があります。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●ボランティア・市民活動をしている個人は、継続して
活動に参加するとともに、参加のきっかけを探してい
る住民に声掛けをして、活動の輪をさらに広めるよう
働きかけます。
●ボランティア・市民活動をしている個人は、情報交換
会等に参加し交流することによって活動の幅を広げ、
連携づくりに努めます。
●地域活動での課題や活動の中で発見した困りごとを、
積極的に関係機関に伝えます。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●CSR 活動の周知等、団体・機関（会社や企業も含む）
は、自分たちがどのような地域活動をしているか外部
に向けて PR を行い、活動へ関心をもってもらえるよう
努力します。
●団体・機関（会社や企業も含む）は、情報交換会等に
参加し、団体間の連携づくりを進めます。

社協の活動

●ボランティア・市民活動団体等のつながりをさらに強
化するため、情報交換会等を住民、団体・機関（会社
や企業も含む）と一緒に開催します。
●地域貢献したい団体・機関（会社や企業も含む）と住
民活動をつなぐ役割を担います。
●ボランティアコーディネート機能を強化します。

＊CSR（corporate social responsibility）…「その企業に関わる人すべて」を対象とし
て、利益還元と信頼関係の構築を目的に行う取り組みのこと。日本では「企業の社会的責任」と
訳される。その取り組みの一環でボランティア活動を行う企業も多い。
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基本目標１

既存のつながりを生かす

取り組み（２）連携を強化する
住民、団体・機関等は、それぞれが地域課題の解決に向けてすでに取り組ん
でおり、その中には部分的に重なるものもあります。それらがバラバラに動い
ていると、住民を混乱させたり動きにくさを生んだりする原因となります。
そのため、お互いの取り組みを理解し連携していく視点をもつことでより安
定した取り組みが可能となります。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●地域での見守りや支え合い等、日常での取り組みの中
で困ったことや対応できないことが起こった場合は、
民生委員・児童委員、自治会、地域の身近な相談所、
関係機関に相談し、解決につなげます。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●インフォーマルサービスとしての支え合いや見守り等

社協の活動

●コミュニティソーシャルワーカー（CSW）は個別課題に
対して、住民活動と専門職の活動が一体的に地域で展
開されるようにつながりをつくる役割を果たします。
●支え合い活動推進会議を活用し、福祉に限らず地域の
さまざまな活動をつなぐ役割を果たします。
●社会資源マップ等を作成し、それぞれの取り組みを見
える化することで連携が取りやすい環境を整えます。

の活動を把握し、ともに連携する視点をもちます。
●地域の既存団体は自分たちだけでは解決できない地域
課題について「支え合い活動推進会議（協議体）」を活
用します。
●民生委員・児童委員は発見した課題の解決に向けて、
自治会や関係機関との連携をさらに強化します。

＊インフォーマルサービス…公的機関や専門職による制度に基づくサービスや支援（フォーマ
ルサービス）以外の支援のこと。具体的には、家族、近隣、友人、民生委員・児童委員、ボラン
ティア、NPO 法人、企業等による制度に基づかない援助等が挙げられる。

＊支え合い活動推進会議（協議体）…身近な生活圏域において、圏域内に住むさまざまな人や
団体が、地域の良いところや課題と思っていることを話し合い、その圏域独自のサービスや活動
をつくり出す場。新しい介護保険制度の介護予防・日常生活支援総合事業において「協議体」の
名称で設置することが明記された。燕市では平成 30 年 1 月に市内４圏域（おおまがり、さわた
り、吉田、分水）において会議が開かれ、それ以降も継続的に話し合いを行う。

67

基本目標１

既存のつながりを生かす

取り組み（３）地域支え合い活動を強化する
住民同士の支え合いは、それぞれの地域の実情に応じ、多様な形で行われて
きました。しかし、少子高齢化やライフスタイルの多様化に伴う地域のつなが
りの希薄化により、少しずつ地域の支え合いが機能しなくなってきています。
そのため、仕組み立てて地域の支え合いを推進する「支え合い活動推進委員会」
の設置が必要になっています。
また、すでに支え合い活動推進委員会が設置されている地域では、その活動
をより活発化し、その地域のニーズに応じた多様な活動の展開が求められてい
ます。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●地域住民は、住んでいる地域の支え合い活動の実践に
参加します。
●地域住民は、地域の支え合いを進めるため社協からの
呼びかけに応じ、地域課題の解決に向け話し合う、支
え合い活動推進委員会をすべてのエリアにおいて設置
します。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●支え合い活動推進委員会の活動を通して地域の身近な
相談所（支え合い活動相談所）を開設し、さまざまな
個別の相談を受け止めます。また、その相談に対して
地域のボランティアを調整し、課題解決を進めます。
●地域支え合い活動を推進するにあたっての活動拠点、
有益な情報、団体・機関から見た地域のニーズを提供
します。
●地域支え合い活動で把握した個別課題、地域課題につ
いて、地域住民と連携して解決に向けた取り組みを実
施します。

社協の活動

●住民生活の身近なエリアにおいて、支え合い活動推進
委員会の設置と地域課題の具体的解決のための実践を
支援します。
●個別課題の解決に住民と協働して取り組み、地域にお
ける支え合いの気運を高めます。
●コミュニティソーシャルワーカー（CSW）は、住民と団
体・機関がスムーズに連携できるように、双方のつな
ぎ役を務めます。
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基本目標２

新たなつながりをつくる

基本目標２．新たなつながりをつくる

現

状

全国的に、少子高齢化やライフスタイルの多様化により家族のあり方が変わ
ってきています。
燕市においても高齢者に限らず単独世帯が増加しています。その中で、
「１日
誰とも話をしない」
「困った時に相談できる相手がいない」といった悩みを抱え
る人も増えています。加えて、ひとり親世帯も増加しており、
「生活の悩みを相
談しにくい」「暮らしていくことで精いっぱい」との声が聞かれます。
これらは、つながりの希薄化が進んでいることが影響していると考えられま
す。つながりの希薄化は世代間や分野間の溝を生み、それぞれが交流する機会
が少なくなっています。
地域においては、「心配だけど、どこまで踏み込んでいいかわからない」「地
域に元気がなくなってきた」という声が聞かれます。
このような現状の中で、地域課題を解決するためには、今ないものをつくり
出す視点が求められています。

【高齢者単独世帯数等の総世帯数の推移】

【高齢者世帯等の総世帯数推移】
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基本目標２

課

新たなつながりをつくる

題

現状において、地域課題は多様化・複雑化しており、既存の取り組みだけで
は解決することが難しくなっています。例えば、
「誰でも気軽に集まれる場がほ
しい」「買い物が難しくなってきたが、頼める人がいない」「地域の取り組みを
担ってくれる人がいない」等です。
その一方で、「いつまでも自分らしく役割をもって暮らしたい」「活動できる
場がほしい」「世代間交流を活発にしたい」と思っている人もいます。
これからは、
「人材の確保」
「場の確保」
「資金の確保」
「方法の検討」
「既存の
取り組みの見直し」
「ネットワークづくり」等、新たな解決策を考える必要があ
ります。
また、多様化する課題の解決には地域住民だけで考えるのではなく、
「地域に
貢献したい」という企業や社会福祉法人等も主体的に取り組む必要があります。
○アンケート結果

【子どもや高齢者、障がい者等が住みよいまちにするためには、
どのようなことが重要だと考えますか。（○は５つまで）】

燕市実施：地域福祉計画策定に関する
アンケートより抜粋（単位：％）

「情報提供や相談援助」が 44.8％と最も高く、次いで「子どもが安心して遊べる場所」が
36.2％、「在宅福祉サービスの充実」が 33.6％となっています。
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基本目標２

ふれあいサロン数

（平成 29 年度実績）

＊社協把握分

燕地区

吉田地区

分水地区

合計

ふれあいサロン

18

26

26

70

子育てサロン

２

2

1

5

在宅介護者サロン

1

1

0

2

その他

0

1

0

1

21

30

27

78

合計

新たなつながりをつくる

燕市における共同募金配分金
平成 28 年度募金による

平成 29 年度募金による

平成 29 年度募金による

市内福祉施設への配分

社協及び福祉活動団体等

歳末募金事業へ配分

（A 配分）

へ配分（B 配分）

（C 配分）

２団体…

300,000 円 15 団体…

6,752,988 円

６事業…

3,425,006 円

○団体ヒアリングによる意見
・高齢化が進行していく中で、元気な高齢者が支援を必要としている人を支え、何
かあった時にはお互いに助け合える地域コミュニティの形成が望まれる。
・さまざまな地域課題を、地域全体の課題としてみんなで考えて活動したい。
・活動の担い手（スタッフ）が不足している。後継者がいない。
・職員、世話人、支援員の確保が難しい。
・高齢者や障がいのある人、子ども等誰もが気軽に集まれる居場所がない。
・補助金等で活動するには限界がある。地域での活動資金を自分たちで生み出す仕
組みもできると良い。

街頭募金の様子
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基本目標２

新たなつながりをつくる

取り組み（１）地域活動への参加を促進する
地域活動の担い手不足や活動者の高齢化、活動に参加したいけれどきっかけ
がないといった住民の声が聞かれます。合わせて、定年を迎えた方等が、地域
活動に参加できるよう社会参加の機会づくりも必要となってきています。
誰もが安心して暮らせる地域づくりのためには、そこに暮らす地域住民の参
加意識を高めるだけではなく、地域に貢献したいと思っている団体・企業等と
も連携して取り組んでいく必要があります。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●福祉懇談会、住民懇談会等の地域の活動に興味や関心
をもって参加します。
●地域でのイベントや行事に「多世代交流」の視点をも
って取り組みます。
●活動を PR し、参加者や協力者の拡大を図ります。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●一般企業は、社会貢献活動に関心をもち、企業のもっ
ているパワーを地域に還元する方法を検討します。
●福祉団体は、企業の社会貢献活動との連携を図ります。
●企業や事業所は社会貢献を推進し、地域活動へ参加で
きるような体制づくりを検討します。
●各団体が行っている取り組みに「多世代交流」の視点
をもって取り組みます。
●積極的に住民参加を促すための働きかけを行います。

社協の活動

●住民が地域活動に参加したいと思うような、研修や交
流の場を住民、団体・機関と一緒につくります。
●近隣市町村在住者等との広域的な協力も視野に入れ、
ボランティア活動に興味のある人を登録し、求めてい
る団体・機関等へ橋渡しを行う機能を強化します。
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基本目標２

新たなつながりをつくる

取り組み（２）新たな連携をつくる
すでに地域においては、地域を良くするためのさまざまな取り組みが行われ
ており、地域課題の解決役を担ってきました。また、それは相談支援機関や施
設等サービス事業所の専門機関も同様で、制度に合わせて相談機能の充実やサ
ービスの拡大が図られてきました。
その一方で、取り組みを発展させるために、それぞれが行ってきたものをつ
なげ、連携していくことが必要となってきています。新たな連携をつくること
で、より柔軟で重層的な取り組みが可能となります。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●支え合い活動推進会議、住民懇談会等「地域の課題を
話し合う場」に積極的に参加し、団体や関係機関と一
緒に地域のこれからを考えます。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●現在行っている活動を積極的に他団体や関係機関に周
知し、参加を働きかけます。

社協の活動

●支え合い活動推進委員会、支え合い活動推進会議、住
民懇談会等「地域の課題を話し合う場」づくりを住民・
団体と協働で行っていきます。
●地域課題の解決のために、住民と専門職をつなぐ役割
を担います。
●多様な団体が、目的を持ってネットワークを構築でき
るような働きかけを進めます。

身近な地域課題を共有するた
めに、住民が集まっています。
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基本目標２

新たなつながりをつくる

取り組み（３）インフォーマルサービスを創出する
誰もが安心して暮らしていくことができる地域づくりを目指すうえで、公的
な制度だけではなく、インフォーマルなサービスを生み出すことが期待されて
います。
これからは、さまざまな生活課題を抱えている一人一人のニーズに気づき、
支え合い活動推進会議等を活用し何ができるかを地域全体で考えていくことが
求められています。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●生活の中で気付いた課題について、懇談会の場や住民
アンケート等で積極的に発信するように努めます。
●支え合い活動推進会議等で話し合われた課題につい
て、「直接関わる」「場を提供する」「資源を提供する」
等、できる範囲で積極的に参加します。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●地域課題を積極的に把握し、その解決に必要なインフ
ォーマルサービスづくりにつなげます。
●フォーマルサービス以外に、社会貢献の視点で地域課
題の解決につながる新たなインフォーマルサービスの
開発を検討します。

社協の活動

●勉強会の開催等を通じて、インフォーマルサービスを
つくりやすい環境整備を進めます。
●地域へのさまざまな関わりから積極的に地域課題を把
握し、その解決のためのインフォーマルサービスづく
りを住民と一緒に進めます。
●インフォーマルサービスの側面的支援を行います。
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基本目標２

新たなつながりをつくる

取り組み（４）地域活動の側面的支援を強化する
多様化・複雑化する地域課題を解決するためには、公的なサービスや資金だ
けでは対応が難しくなってきています。
従来寄付や募金は地域課題の解決に向けて行われており、実際の取り組みに
も活用されています。また、地域社会に対してマンパワーやノウハウを活かし
て貢献したいという思いをもっている会社や企業も多数存在します。これら資
金、人材、資源がさらに有効に地域活動において活用されるための支援強化が
求められています。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●寄付の仕組みに関心をもち、賛同できるものや協力でき
るものに積極的に参加します。
●自分たちの地域を良くするために、既存の助成金を積極
的に活用します。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●社会福祉法人の地域における公益的な取組を積極的に推
進し、地域での資金循環の仕組みづくりを検討します。

社協の活動

●共同募金委員会と連携し、共同募金の有効活用を図りま
す。
●募金や寄付の使途を分かりやすく周知する等、子どもか
ら大人まで誰もが共感し、協力してもらえるよう、寄付
文化の醸成を図ります。
●企業の社会貢献活動や社会福祉法人の公益的な取組等に
ついて一緒に取り組みます。

＊社会福祉法人の地域における公益的な取組…社会福祉法により社会福祉法人が果たすべ
き役割として規定され、以下の３要件をすべて満たすもの。①社会福祉を目的とした福祉
サービスとして提供される。②サービスの受け手は、心身の状況や家族環境、経済的な理
由により支援が必要な人である。③料金を徴収せず実施する事業か、発生する費用を下回
る料金を徴収して実施する事業である。
＊共同募金委員会…社会福祉法人新潟県共同募金会の下部組織で、市町村ごとに設置され
ている。その事務局を社協が担っている。地域における共同募金の募集や助成を行う等、
資金面のニーズ把握や課題の掘り起こしを行い、地域課題の解決を資金面で支援している。
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基本目標３

お互いさまの地域づくりを進める

基本目標３．お互いさまの地域づくりを進める

現

状

生活習慣や価値観の多様化、プライバシー意識の高まり等から、自分の周り
に何らかの支援を必要とする人がいることに気づきにくい状況があります。ま
た、支援を必要としている人自身も「助けて」と言うことに抵抗を感じている
場合があります。
さらに、核家族化の進行と地域社会におけるつながりの希薄化により、家族
や地域における助け合いの意識が弱まってきています。
また、さまざまな障がいのある人やマイノリティに対する理解が十分でない
ことから、生きづらさを感じて生活している人も少なくありません。
お互いを尊重し合い、違いを認め合うためには、
「お互いさま」の地域づくり
が不可欠となっています。
＊マイノリティ…英語の社会的少数者のこと。福祉分野では、必ずしも多くの人に共通するニー
ズではないが、生活のしづらさを抱えた人々のことを指す。

課

題

気軽に「助けてほしい」
「手伝うよ、助けるよ」と声を出せるお互いさまの地
域の実現には、
“地域の雰囲気づくり”が必要です。地域団体へのヒアリング等
で「お互いを知る機会や学ぶ場が不足している」といった意見もあがっており、
生活習慣や価値観の多様化を認め合える地域づくりが求められています。
お互いの違いを理解するには、子どもから大人まで「学ぶ機会」が重要です。
地域への福祉教育を通して違いを認め合い、ともに支え合う視点を養っていく
必要があります。
また、障がいのある人等が住み慣れた地域で社会参加をしていくことや、そ
の理解促進を図ることとともに、それぞれの人格や個性に配慮した、差別のな
い共生社会の実現に向けて取り組むことが必要とされています。
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基本目標３

○アンケート結果

お互いさまの地域づくりを進める

【地域における助けあいを活発にするために、どのようなことが重要だ
と考えますか。（○は３つまで）】

燕市実施：地域福祉計画策定に関する
アンケートより抜粋（単位：％）

「共に活動する仲間や友人がいること」が 27.4％と最も高く、次いで「福祉活動の相談・指
導を担当する専門職員の充実」が 24.9％、「地域における福祉活動の活動費・運営費等の資金
的な援助の充実」23.7％となっています。また「学校教育や社会教育での福祉教育の充実」も
18.0％となっています。

○団体ヒアリングによる意見
・地域の中で、障がいに対する理解がない。新しく施設を立ち上げるにしてもなか
なか理解を示してもらえない。
・障がいのある人とともに地域で暮らしていくことについて、住民が考えたり学ん
だりする機会が少ない。
・自分の地域に障がいのある人がいて、あたりまえに声掛けや助け合いができ、社
会の一員として生きていけるような地域になってほしい。
・差別偏見の目がある。引きこもり・不登校の方も自分に自信をなくし、その結果
の悪循環で勉強も遅れがちになってしまっている。
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基本目標３

お互いさまの地域づくりを進める

福祉避難所の設置運営に関する協定締結先

平成 30 年 2 月現在

社会福祉法人

つばめ福祉会

医療法人

積発堂

社会福祉法人

吉田福祉会

社会福祉法人

遊生会

社会福祉法人

桜井の里福祉会

社会福祉法人

愛宕福祉会

医療社団法人

小柳医院

社会福祉法人

新潟さくら会
長岡福祉協会

株式会社

なごみ

社会福祉法人

株式会社

ショーリン

有限会社

愛光園

株式会社 ユニマット
ント・コミュニティ

株式会社

和穏

リタイアメ

＊福祉避難所…災害発生時に、一般の避難所において避難生活が困難な高齢者や障がい児・者
等を受け入れるために二次的な避難施設として、市から協力法人等に要請して開設する避難所。

災害時には「お互いさま」の気持ちによる、多くの支援の声が集まります。
（常総市における燕市のボランティア活動の様子）
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基本目標３

お互いさまの地域づくりを進める

取り組み（１）差別や偏見を解消する
平成 28 年 4 月 1 日施行の障害者差別解消法や、独自の条例を定める自治体の
増加、また同性パートナーを認定する自治体の取り組み等、社会的に弱い立場
の人や少数者に対する施策が近年進みつつあります。そうした人々と実際に接
したり関わり合う機会を通じて、相互理解を深めていくことが重要です。
さまざまな誤解や差別、偏見等が解消され、誰もが互いに尊重し合いながら
共生できる社会の実現が期待されており、そのために私たち一人一人に何がで
きるかを考える必要があります。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●人それぞれに個性があり、考え方が異なり、また障が
いの特性もさまざまであることに関心を向け、理解す
るとともに尊重します。
●研修会や勉強会等、学ぶ場に積極的に参加し、生きづ
らさを感じている人に関心をもちます。
●人それぞれの違いを認め、地域に住む同じ住民という
視点で、自分ができる範囲で相手を思いやりながらち
ょっとした気遣いや声掛け、手助けをします。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●障がいがあったり、社会的に少数であることをもって、
差別的な対応をしないようにします。
●さまざまな障がいの特性の理解や、多様な考え方の理
解の促進に努めます。
●どのような配慮が必要か相手に聞く姿勢をもち、でき
ることを実施します。

社協の活動

●行政や関係機関との連携のもと、不当な差別的取扱い
に際して、適切な相談窓口の紹介に務めます。
●研修会や講演会等、障がいの理解や差別の解消につな
がる機会を積極的に提供します。
●地域や団体・機関で提供されている合理的配慮の実例
を地域全体へ広げる取り組みについて、関係機関と連
携して進めます。

＊不当な差別的取扱い…正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条
件をつけたりするような行為。障害者差別解消法に明記。
＊合理的配慮…障がいのある人も同じように活動ができるよう、特定の場面で物理的環境
を整えたり、人的支援を整えたりすること。障害者差別解消法に明記。
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基本目標３

お互いさまの地域づくりを進める

取り組み（２）学ぶ場や機会をつくる
地域には、生きづらさを抱えた人たちがいます。それらの課題は表面上見え
にくく、言いづらい環境となっています。
このような人たちが安心して生活できるようにするためには、その生きづら
さの背景を学んで理解し、違いを認め合うことが大切です。そこから適切な支
援の方法を一緒に考えていくことが求められています。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●研修会や勉強会等、学ぶ場に積極的に参加し、具体的
な支援方法を学びます。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●生きづらさを感じている人を知ってもらえるような研
修会等を企画します。
●生きづらさを感じている人の地域生活を支えるため、
「集う場の提供」
「中間的就労」等それぞれができる支
援を提供します。

社協の活動

●生きづらさを感じている人に対しての理解と啓発を促
すために、
「ニート、引きこもりについて」等の学習会
や研修会、機会づくりを行います。
●上記の学習会等の実施を通じて、当事者の実態把握を
関係機関等と連携し行います。
●子どもから大人まで、生きづらさを感じている人に対
して関心をもち、共感を促せるような福祉教育に取り
組みます。

内閣府が実施した平成 27 年の調査によると、
「仕事や学校に行かず、６か月以上にわた
り家族以外とほとんど交流せず自宅にいる 15～39 歳の引きこもりの人が、全国で推計 54
万 1 千人以上に上る」とされています。
一方で、引きこもりが長期化すると親も高齢となり、収入が途絶えたり、病気や介護が
のしかかる等、一家が孤立や困窮するケースが顕在化し始めています。こうした例は「80
代の親と 50 代の子」を意味する「8050（はちまるごーまる）問題」と呼ばれ、家族や支援
団体から早急に実態を把握するよう求める声が出ています。
内閣府は平成 30 年度、新たに 40～59 歳の人がいる全国の 5 千世帯を抽出し、調査員が
自宅を訪ねる案を検討しています。本人や家族に就労や生活状況、外出の頻度、引きこも
りとなったきっかけと期間、現在抱えている問題等を記入してもらい、全国の推計人数も
算出します。
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基本目標３

お互いさまの地域づくりを進める

取り組み（３）相談する意識を高める
何か困りごとを抱えた時、遠慮やはずかしいといった感情から、周りに対し
て気軽に相談できない人が多くいます。一方で、助けを求められた時、進んで
手助けをしたいと思っている人もたくさんいます。このギャップを埋めるため
には、困っていることを声に出すことが必要です。
困りごとを抱え込んだままでいると、最初は小さかった悩みが、いつの間に
か深刻な課題に膨れ上がってしまうこともあります。このような状況を招かな
いために、普段から互いに相談しやすい関係性を築く等、お互いさま意識の醸
成による「助けて」と言える地域づくりを進めることが必要です。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●親族や友人等安心して相談できる関係をつくります。
●困りごとは抱え込まず、地域の身近な相談所等へ気軽
に相談します。
●困った時はお互いさまという意識を持ち、気になる人
には声を掛けたり、相談を丁寧に受け止めます。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●相談を受けた際、まずはそれを受け止め、必要なアド
バイスをしたり適切な機関に橋渡しします。

社協の活動

●住民同士のお互いさま意識を醸成するために、研修会
を実施します。
●支え合い活動推進委員会、支え合い活動相談所を活用
し、困りごとを相談しやすい地域づくりを進めます。
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基本目標３

お互いさまの地域づくりを進める

取り組み（４）災害時の支援を強化する
災害は、その種類や規模によってそれぞれが取る行動が大きく変化します。
また、日頃から意識していないと、いざという時の行動につながりません。
一方で、被災した場合、自力（市内の力）のみでの災害支援活動が困難なこ
とが想定されるため、これまで接点のなかった外部支援者（広域支援等）の支
援を受け入れることが必要です。そのためには「受援力」を地域で高め、復興
に向けて一丸となって進むことが重要となります。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●災害時の避難について、自身と家族の身の安全以外に
近隣住民の安否確認や避難誘導の支援等、住民の安全
確保にも目を向け行動します。
●日頃から防災活動に関心をもち、行政や地域が実施す
る防災訓練等に参加し、正しい知識や技能を習得する
とともに、災害に備え家庭での防災対策に努めます。
●何らかの配慮が必要な災害弱者の支援について、行政
及び福祉避難所等と連携して行動します。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●特別に配慮が必要な災害弱者（要配慮者）の支援につ
いて、協定等に基づき行動します。
●把握した災害弱者が各種支援から漏れないように、支
援情報の収集に努め適切につなぐ役割を果たします。

社協の活動

●災害時において効果的な支援につなげるために、避難
行動要支援者名簿の活用を踏まえた、支援者間のネッ
トワークの構築を進めます。
●被災した際の住民生活について、適切なニーズ把握を
行い、災害ボランティアセンターを活用しながら課題
の解決を図ります。
●支援したいという声を受け止め、協力体制のもと災害
時の支援に関わります。

＊受援力…災害時においては、外からの支援を地域で受け入れる環境や知恵等のこと。外の力を
うまく引き出し、活用することで被災地の復興を早めることができるとされている。

＊避難行動要支援者名簿…災害時に自力で避難所まで移動することが困難な人を事前に把握す
るために、災害対策基本法により行政が自治会等と連携し整備する名簿のこと。
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基本目標４

課題の解決力を強化する

基本目標４．課題の解決力を強化する

現

状

生活課題の多様化が進むと同時に、その課題に対応するさまざまな相談窓口
が開設されています。それらを PR するチラシやポスターが公共施設等に設置さ
れ、周知活動が行われる一方で「相談窓口が多く、どこに相談に行っていいか
わからない」という声も聞かれます。
さらに、単身世帯やひとり親世帯、高齢者世帯等が地域の中で孤立しやすい
現状にあり、困りごとがあってもそれを伝えることができず、その結果、複合
化した困りごとが増えています。また、複合的な課題は制度の狭間に陥ってし
まい、そこから次の支援につながりにくいこともあります。
○アンケート結果

【悩みや不安について、誰/どこに相談しようと思いますか。（○はいく
つでも）】

燕市実施：地域福祉計画策定に関する
アンケートより抜粋（単位：％）

「家族・親戚」が 79.3％と最も高く、次いで「知人・友人」が 51.4％、「市の相談窓口（保健セン
ター等）」24.4％となっています。また、「相談したいが相談先がわからない」と回答された方
が 10.8％となっています。
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基本目標４

課

課題の解決力を強化する

題

地域でいつまでも安心して暮らすために、複雑化する生活課題（生活困窮、
権利侵害等）をしっかりと受け止め、解決するための体制づくりを関係団体・
機関、行政が一緒に話し合う必要があります。
また、課題の早期発見のために、お互いさまの地域づくりを進め、声を掛け
やすい雰囲気づくりを行う必要があります。
さらに、相談を受け止める体制づくりと合わせて、その情報を住民にしっか
り届けるために、わかりやすい相談窓口の PR や情報の発信が求められています。

○団体ヒアリングによる意見
・まずは知ってもらうことが大切。
・困った時に相談できるバックアップがないとやる方も不安。後方支援。
・興味がないことはいくら伝えても周知されない。どのように伝えていけばい
いのか。
・地域の社会資源、特にインフォーマルな社会資源（住民活動等）を地域住民
や専門職に周知を図る機会をつくる。パンフレットをつくり市民全体に配布
する等して周知を図ってはどうか。

「燕市民交流センター」では、各種パンフレットやチラシが並べられています。
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基本目標４

課題の解決力を強化する

取り組み（１）地域での『安心した』暮らしを支える
認知症、知的障がいや精神障がい等により、判断能力が十分ではない人の権
利を擁護する制度や仕組みとして「成年後見制度」や「日常生活自立支援事業」
等がありますが、まずは個人や家庭、地域で何ができるかを考える必要があり
ます。
安心できる暮らしのためには、本人を中心にした支援の輪が大切であり、そ
れを形づくるのは「遠くの誰か」ではなく、本人が暮らす「身近な地域」です。
また、すべての人に存在する「意思」を最大限くみ取り、その決定を尊重し
て地域でどう支援していくかがこれからの重要な課題です。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●家族や地域で将来の希望や不安等を話し合います。
●これまでの生活を振り返り、これからの生活を予想し
て、自分や家族のこと、関わりのある人や場所等を書
きとめておきます。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●地域で暮らす高齢者や障がいのある人に対し、それぞ
れの立場でできる関わりや支援を考えます。
●高齢者や障がいのある人を支援する機関は、相互に連
携する中で「本人の思い」を共有し、本人が望む暮ら
しの実現に努めます。
●本人に身近な家族・親族やつながりのある人がいない
場合、また家族・親族等では解決が難しい場合は、速
やかに必要な制度等につなげます。

社協の活動

●支援者に伝達するために作成する本人の成長や生活に
関わる情報等の記録の活用を推進します。
●日常生活自立支援事業及び成年後見制度の適切な利用
支援に務めます。
●意思の表明が難しい人へのサポートのあり方を検討し
ます。

＊成年後見制度…地域福祉計画（44 ページ）参照。

＊日常生活自立支援事業…認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者のうち判断能力が不十
分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利
用援助等を行うもの。全国の社協で実施。
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基本目標４

課題の解決力を強化する

取り組み（２）効果的に情報を収集し発信する
日々、市の広報や社協だより、福祉のしおり、各種メールマガジン等を通じ
て、制度やサービスについての情報が流れてきている中で、それらが適切に伝
わっていない現状があります。さまざまな情報が有効活用されるように、分か
りやすい情報の発信を行う必要があります。
必要な情報を適切に選択し活用する力（メディア・リテラシー）が求められ
ています。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●広報やチラシ、回覧板等流れてくる情報に関心を向け、
必要な人に対して伝える視点をもちます。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●相談機関は、ホームページや広報紙等を活用したり、
情報発信の仕方について研修を受けたり、広く分かり
やすい広報を行います。
●情報弱者に広報音声訳等情報収集の手段が適切に伝わ
るよう努めます。

社協の活動

●市内にどのような相談窓口があるのかを把握し、相談
者を適切な窓口へつなぎます。
●社協だよりやホームページを活用し、燕市独自のイン
フォーマルな情報を地域へ発信します。

現在は紙媒体を活用した情報発信の他に、
「Facebook」
「Twitter」
「LINE」
「Instagram」等、ソ
ーシャルネットワークサービス（SNS）の活用も活発となっています。これらは即効性が高く伝
えたい情報をいつでも発信することができます。また、個人や団体・機関のコミュニケーション
を促進し、社会的なネットワークの構築にも役立ちます。

86

基本目標４

課題の解決力を強化する

取り組み（３）複合的な生活課題を解決する取り組みを進める
個人の課題が多問題化、複雑化しており、ひとつの課題の解決だけでは生活
が再建できないことが増えています。これら複合的な課題の解決には、発見か
ら解決までのプロセスにおいて地域住民や専門職が一体的に取り組むことが必
要です。
そのためには、分野や制度の枠組みにとらわれず相談を受け止める体制づく
りが重要です。このことにより、複雑化する課題を早期に解決し、支えること
が可能となります。
取り組み内容
住民の活動
（個人、地域）

●周囲の人の困りごとに気づく視点をもちます。
●周囲の人の変化に気付いた時には「福祉総合相談窓口」
に相談します。

団体・機関の活動
（組織、事業所）

●相談支援機関は、分野を超えた相談体制整備が進むよ
うに行政が行う取り組みに対して提言したり、検討に
参加します。

社協の活動

●分野を超えた相談体制整備が進むように行政が行う取
り組みへの提言や検討に参加します。
●福祉分野にとらわれない多職種連携に向けたネットワ
ーク構築を図ります。
●コミュニティソーシャルワーカー（CSW）は、地域にお
いて生活上の課題を抱える個人や家族に対する個別支
援と、それらの人々が暮らす生活環境の整備や住民の
組織化等の地域支援をチームアプローチによって総合
的に展開します。

＊福祉総合相談窓口…多岐にわたる福祉的な相談を適切な部署にスムーズにつなぐため燕市に
設置されている相談窓口のこと。

この取り組み（３）は、社会福祉法の改正が背景となっています。これにより、住民が主体
的に地域課題を把握し解決を試みる体制づくりが明記されています。社会福祉法の改正について
は地域福祉計画（3 ページ）参照。
改正社会福祉法（平成 30 年 4 月１日施行）
第106条の3 (包括的な支援体制の整備)
(2) 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提
供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備
に関する事業。
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平成 29 年 2 月「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援
体制の在り方に関する検討会（地域力強化検討会）」資料より

基本目標４
課題の解決力を強化する
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第８章 活動計画の進行管理
１ 活動計画
活動計画の
計画の推進について
（１）地域福祉活動計画推進委員会の設置、進捗の確認
（１）地域福祉活動計画推進委員会の設置、進捗の確認
活動計画の推進のために、地域福祉活動計画推進委員会を社協に設置
し、活動計画の進捗状況を確認します。
（２）活動
（２）活動計画の見直し
活動計画の見直し
活動計画の推進において、実態とそぐわない部分がある場合は、見直
しを行い、活動計画の内容を修正します。
２ 具体的なスケジュール
年度

委員会における
委員会における検討内容
における検討内容

平成 30 年度
（１年目）

進捗確認
・委員と事務局それぞれが活動計画の項目に関して取り組んでい
ることを確認する。

平成 31 年度
（２年目）

進捗確認、見直し
・進捗確認とともに、活動計画の中身について見直しが必要な部
分を修正する。

平成 32 年度
（３年目）

進捗確認
・委員と事務局それぞれで活動計画の項目に関して取り組んでい
ることを確認する。

平成 33 年度
（４年目）

進捗確認
・年度前半で取り組みの進捗確認を行い、後半は４年分の取り組
みを踏まえて、第４次活動計画への引き継ぎ項目を決める。

平成 34 年度
（５年目）

第３次活動計画最終評価、
次活動計画最終評価、第
最終評価、第４次活動計画策定
活動計画策定
・年度前半で最終評価を行う。合わせて第４次活動計画の策定を
行う。
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資料編
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第３次燕市地域福祉計画推進委員会委員名簿
（敬称略）
№

選出区分

氏 名

役 職 等

１

学識経験者
及び有識者

土 橋 敏 孝

社会福祉法人 新潟しなの福祉会理事長

２

市民
(公募)

山 宮 貞 資

燕市地蔵堂本町

３

市民
(公募)

伊 藤 ミン子

燕市三王渕

４

市民関係
団体

笹 川 常 夫

燕市自治会協議会理事

５

市民関係
団体

大 滝 利 弘

燕商工会議所事務局長

６

市民関係
団体

佐 藤

燕市民生委員児童委員協議会会長

７

福祉関係者

佐 野 一 美

社会福祉法人 つばめ福祉会
白ふじの里園長

８

福祉関係者

荒 川 秀 子

社会福祉法人 吉田福祉会在宅統括

９

福祉関係者

小 杉 裕 子

社会福祉法人 桜井の里福祉会
生きがい広場地蔵堂センター長

10

保健・医療
関係者

甲 田

一般社団法人 燕市医師会会長
医療法人社団 甲田内科クリニック院長

稔

豊

第３次燕市地域福祉計画策定事務局
第３次燕市地域福祉計画策定事務局名簿
策定事務局名簿
№

氏 名

役 職 等

１

小 林 恵美子

燕市健康福祉部長

２

金 子 彰 男

燕市健康福祉部副部長

３

田 瀬 信 行

燕市健康福祉部社会福祉課長

４

近 藤 広 之

燕市健康福祉部社会福祉課課長補佐

５

渡 辺 健 一

燕市健康福祉部社会福祉課副参事（児童福祉係長）
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第３次燕市地域福祉活動
第３次燕市地域福祉活動計画
活動計画策定
計画策定委員会委員名簿
策定委員会委員名簿
（敬称略）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11

選出区分
福祉施設・ＮＰО
団体等の関係者
民生委員児童委員
代表
自治組織代表
福祉施設・ＮＰО
団体等の関係者
理事・評議員
福祉施設・ＮＰО
団体等の関係者
福祉施設・ＮＰО
団体等の関係者
福祉施設・ＮＰО
団体等の関係者
福祉施設・ＮＰО
団体等の関係者
ボランティア
福祉施設・ＮＰО
団体等の関係者

氏 名

役 職 等

星 井 勝 博

社会福祉法人吉田福祉会常務理事

佐 藤

燕市民生委員児童委員協議会会長

稔

田 邉 一 郎

燕市自治会協議会会長

三 浦 章 子

NPO 法人すまいる分水理事長

笹 川 常 夫

燕市社会福祉協議会理事

田 中 政 志

社会福祉法人西蒲原福祉会統括施設長

川村 小津江

社会福祉法人桜井の里福祉会「はな広場」
園長

秋 元 延 子

NPO 法人「結」ひまわりの家自立訓練所施
設長

久住 三千代

NPO 法人ねっとわーくエプロン理事長

関 﨑 智 弥

おたがいさまサロン代表

平 野 英 明

社会福祉法人つばめ福祉会在宅福祉部長

12

理事・評議員

玉 木 正 方

燕市社会福祉協議会評議員

13

地域活動実践者

岩 田 忠 満

燕第一地区支え合い活動推進委員

14

地域活動実践者

高桑 紀美江

燕西地区支え合い活動相談員

15

地域活動実践者

西 村

吉田学校町「みんなの茶の間」代表

博
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第３次燕市地域福祉活動
第３次燕市地域福祉活動計画策定委員会アドバイザー、オブザーバー名
活動計画策定委員会アドバイザー、オブザーバー名簿
計画策定委員会アドバイザー、オブザーバー名簿
（敬称略）
区分

氏 名
金 井

アドバイザー

役 職 等
敏

高崎健康福祉大学 健康福祉学部
社会福祉学科 教授

№

区分

氏 名

役 職 等

１

オブザーバー

山 岡 重 雄

燕市社会福祉協議会会長

２

オブザーバー

中 野 邦 雄

燕市社会福祉協議会副会長

３

オブザーバー

小越 ゆみ子

燕市社会福祉協議会副会長

第３次燕市地域福祉活動
第３次燕市地域福祉活動計画
活動計画策定事務局
計画策定事務局名簿
策定事務局名簿
№

氏 名

役 職 等

１

五十嵐 一夫

２

本 間 弘 之

３

中川 かおる

燕市社会福祉協議会事務局次長、地域福祉課長

４

佐 藤 雅 之

燕市社会福祉協議会総務課長

５

霜 鳥 高 子

燕市社会福祉協議会介護事業課長

６

吉 藤 則 彦

７

阿部 美恵子

８

稲 田 泰 紀

９

車 田

10

佐藤 めぐみ

11

山 口

12

門 谷 淳 子

13

渡 邉

圭

彩

誠

燕市社会福祉協議会常務理事、
燕支所長、分水支所長
燕市社会福祉協議会事務局長、
燕市障がい者地域生活支援センター長

燕市社会福祉協議会 福祉後見・権利擁護センター長
策定プロジェクトメンバー
燕市社会福祉協議会 地域福祉課主幹、相談支援係長
策定プロジェクトメンバー
燕市社会福祉協議会 地域福祉課 ボランティア・市民
活動係長、策定プロジェクトメンバー
燕市社会福祉協議会 地域福祉課係長
燕市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係長
策定プロジェクトメンバー
燕市社会福祉協議会 総務課 総務係長
策定プロジェクトメンバー
燕市社会福祉協議会 地域福祉課 ボランティア・市民
活動係主任、策定プロジェクトメンバー
燕市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係主事
策定プロジェクトメンバー
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第２次燕市地域福祉活動
次燕市地域福祉活動計画
活動計画評価
計画評価委員会委員名簿
評価委員会委員名簿
（敬称略）
№

選出区分

氏 名

１

活動計画策定
委員会の委員

星 井 勝 博

社会福祉法人吉田福祉会常務理事

佐 藤

燕市民生委員児童委員協議会会長(燕地区会長)

２

社会福祉に関
する活動を行
う者

役 職 等

稔

３

活動計画策定
委員会の委員

田 邉 一 郎

燕市自治会協議会長(燕地区会長)、
燕西地区まちづくり協議会副会長

４

活動計画策定
委員会の委員

若 林 與 一

燕市自治会協議会副会長(分水地区会長)

５

活動計画策定
委員会の委員

三 浦 章 子

NPO 法人すまいる分水理事長

６

活動計画策定
委員会の委員

笹 川 常 夫

自治会長、
燕第一地区まちづくり協議会長

７

活動計画策定
委員会の委員

田 中 政 志

社会福祉法人燕･西蒲原福祉会統括施設長

８

活動計画策定
委員会の委員

川村 小津江

社会福祉法人桜井の里福祉会｢はな広場｣園長

９

活動計画策定
委員会の委員

秋 元 延 子

NPO 法人｢結｣ひまわりの家自立訓練所施設長

10

活動計画策定
委員会の委員

久住 三千代

NPO 法人ねっとわーくエプロン理事長

11

活動計画策定
委員会の委員

関 﨑 智 弥

保護司、
読み語りサークルおはなしコロボックル会長

12

活動計画策定
委員会の委員

長 田 達 朗

吉田地区まちづくり協議会副会長

廣 瀬 慶 丸

燕市民生委員児童委員協議会副会長
(分水地区会長)

河 合 利 勝

燕市自治会協議会副会長(吉田地区会長)

三 富

燕市民生委員児童委員(吉田地区会長)

13
14
15

社会福祉に関
する活動を行
う者
社会福祉に関
する活動を行
う者
社会福祉に関
する活動を行
う者

仁
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第３次燕市地域福祉計画・燕市地域福祉活動計画策定経過
開催日
H28.6.3
H28.7.8
H28.11.1
H28.12.16

活 動 内 容

考

第３次燕市地域福祉活動計画

「地域福祉活動計画策定の意義」「これから求められる

策定に向けた勉強会

事」について

燕市行政と社協事業における

地域福祉（行政）計画と地域福祉活動（民間）計画の進

情報交換会

め方について

第１回地域福祉計画推進委員

第３次燕市地域福祉計画策定に関するアンケート調

会

査の内容について協議

第３次燕市地域福祉活動計画
策定にむけた意見交換会

H29

地域福祉計画策定に関するア

１月～４月

ンケート

H29.2.13

備

第３次燕市地域福祉活動計画
策定にむけた意見交換会

今後の進め方、スケジュ―ルについて
策定に関するアンケートの実施、集計、分析作業
今後の進め方、スケジュ―ルについて

H29.4.21

策定プロジェクト会議（１回目）

体系案、今後の進め方について

H29.4.27

第１回両計画策定実務者会議

両計画スケジュールの確認

H29.5.12

策定プロジェクト会議（２回目）

体系案、今後の進め方、団体ヒアリングについて
活動計画体系図案について

H29.5.18

燕市社協職員内部研修会

今後の進め方について
職員ヒアリングの実施

H29.5.31

第１回地域福祉計画
推進委員会

第２次地域福祉計画の最終点検評価について
推進委員会の今後のスケジュールについて
地域福祉計画アンケート調査結果報告について
地域福祉計画および地域福祉活動計画の意義

H29.6.2

第１回地域福祉活動計画
策定委員会

委員長、副委員長の互選について
計画策定の概要および体系図について
策定までのスケジュールについて
団体ヒアリングの実施について

H29.6.2

第１回地域福祉活動計画策定
委員会振り返り

団体ヒアリングの方法について再確認

H29.6.12

策定プロジェクト会議（３回目）

今後の進め方、ヒアリングについて

H29.6.16

策定プロジェクト会議（４回目）

今後の進め方、ヒアリングについて

H29.

地域福祉活動計画策定に関す

・地域関係団体等 １８カ所

7 月、8 月

る団体ヒアリングの実施

・高齢者関係団体等 １３カ所
・児童関係団体等 １３カ所
・障がい者関係団体等 １５カ所
・その他関係団体６ヶ所
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計６５ヶ所

開催日
H29.7.24

活 動 内 容

備

考

第２回地域福祉計画

地域共生社会の実現に向けた取組の推進等について

推進委員会

第３次地域福祉計画の策定について
地域福祉計画及び地域福祉活動計画との整合性につ

H29.8.2

第１回両計画策定実務者会議

いて確認
8/4 地域福祉活動計画策定委員会について

H29.8.4

H29.8.4

H29.8.4

第２次地域福祉活動計画

第２次地域福祉活動計画より第３次地域福祉活動計画

評価委員会

への引継ぎ事項について

第２回地域福祉活動計画
策定委員会

第２回地域福祉活動計画
策定委員会振り返り

第２次計画評価委員会における協議内容報告について
策定作業（ヒアリング調査）進捗の報告について
今後のスケジュールの再確認について

ヒアリング分析、体系図について再確認
ヒアリング集計結果分析

H29.9.6

策定プロジェクト会議（５回目）

今後のスケジュール確認
体系図素案（案）づくり
地域福祉計画及び地域福祉活動計画との整合性につ

H29.9.15

第２回両計画策定実務者会議

いて
10/6 両計画合同計画について

H29.9.18

策定プロジェクト会議（６回目）

ヒアリング分析、体系図（案）づくり

H29.9.25

策定プロジェクト会議（７回目）

ヒアリング分析、体系図（案）づくり

第３回地域福祉計画
H29.10.6

推進委員会

両計画および合同会議の意義等について

第３回地域福祉活動計画

経過報告および概略説明

策定委員会

両計画に関わる共通質問、意見について

（両委員会同時開催）
H29.10.6

第３回地域福祉活動計画策定

体系図案について

委員会振り返り

今後の策定スケジュール確認について

H29.10.26

第４回両計画策定実務者会議

H29.11.2

策定プロジェクト会議（８回目）

H29.11.21

策定プロジェクト会議（９回目）

H29.11.29

第４回地域福祉計画
推進委員会

10/6 両計画合同計画の意見集約
今後の策定方針ついて
第３次燕市地域福祉活動計画素案作成について
今後の策定スケジュールについて
第３次燕市地域福祉活動計画素案作成について
今後の策定スケジュールについて
第３次燕市地域福祉計画（素案）について
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開催日
H29.12.1
H29.12.1
H29.12.21
H29.12.22

活 動 内 容

備

考

第４回地域福祉活動計画

第３次燕市地域福祉活動計画素案検討について

策定委員会

今後の進め方について

第４回地域福祉活動計画
策定委員会振り返り
策定プロジェクト会議（10 回目）
地域福祉計画
市議会において中間報告

第３次燕市地域福祉活動計画素案検討について
第３次燕市地域福祉活動計画素案（第１版）編集作業
第３次燕市地域福祉計画（素案）について

H29.12.22

策定プロジェクト会議（11 回目）

第３次燕市地域福祉活動計画素案（第１版）編集作業

H30.1.10

地域福祉計画

第３次燕市地域福祉計画（素案）を市ホームページ掲載

パブリックコメント実施

の他、市役所、公民館等２１カ所にて閲覧

第５回地域福祉活動計画

第３次燕市地域福祉活動計画素案(第２版)について

策定委員会

今後の進め方について

～1.24
H30.1.19
H30.1.19

策定プロジェクト会議（12 回目）

第３次燕市地域福祉活動計画素案（第３版）について
策定委員会振り返り

第５回地域福祉計画

経過説明と前回からの変更点について説明

推進委員会

第３次燕市地域福祉計画（案）について

地域福祉活動計画

第３次燕市地域福祉活動計画（第５版）を社協ホームペ

パブリックコメント実施

ージ掲載の他、本部、支所、はばたきの４カ所にて閲覧

H30.2.20

策定プロジェクト会議（13 回目）

第３次燕市地域福祉活動計画素案（第５版）編集作業

H30.2.21

地域福祉計画

H30.2.5
H30.2.6
～2.20

市議会において報告

第３次燕市地域福祉計画（案）について

H30.2.23

第５回両計画策定実務者会議

両計画の合冊について確認

Ｈ30.2.27

第６回地域福祉活動計画

第３次燕市地域福祉活動計画素案(第５版)について

策定委員会

社協へ答申
第３次燕市地域福祉活動計画素案（第６版）検討につ

H30.2.27

策定プロジェクト会議（14 回目）

いて
策定委員会振り返り

H30.3.12

社協理事会において報告

第３次地域福祉活動計画（案）について

H30.3.19

社協評議員会において報告

第３次地域福祉活動計画（案）について
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○燕市地域福祉計画推進委員会要綱
平成 21 年 3 月 27 日
告示第 56 号
改正 平成 26 年 3 月 26 日告示第 39 号
平成 29 年 3 月 23 日告示第 40 号
(趣旨)
第1条

この告示は、燕市附属機関設置条例(平成 20 年燕市条例第 2 号)第 3 条の規

定に基づき、燕市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運
営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第 2 条 委員会は、燕市地域福祉計画(以下「計画」という。)の進捗状況を管理し、
かつ、推進を図ることを目的として、次に掲げる事項について所掌する。
(1)

計画の策定及び見直しに関すること。

(2)

計画の評価に関すること。

(3)

その他計画の推進に必要と認める事項に関すること。

(組織)
第 3 条 委員会は、委員 10 人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募により選任された市民
(3) 市民関係団体を代表する者
(4) 福祉関係団体を代表する者
(5) 保健及び医療関係者
(6)

その他市長が必要と認める者

(任期)
第 4 条 委員の任期は、4 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期
間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第 5 条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
99

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第 6 条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2

委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会に出席を求
めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)

第 7 条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第8条

この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。
附

則

この告示は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
附

則(平成 26 年 3 月 26 日告示第 39 号)

この告示は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
附

則(平成 29 年 3 月 23 日告示第 40 号)

(施行期日)
1

この告示は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
(燕市地域福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 燕市地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成 19 年燕市告示第 101 号)は、廃止する。
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社会福祉法人 燕市社会福祉協議会
燕市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱
（目 的）
第１条 社会福祉法人燕市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が地域福祉の推
進を目的として、住民や地域の社会福祉関係者などと相互協力して策定する燕市地
域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）の策定の推進を図るため、燕市地域
福祉活動計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。
（所掌事項）
第２条 策定委員会は、本会会長（以下「会長」という。）の諮問に応じ、活動計画
の策定に関し、必要な検討及び協議を行う。
（組 織）
第３条 策定委員会は、委員２０名以内で組織する。
２ 策定委員会の委員（以下「策定委員」という。）は、次に掲げる者のうちから、
会長が委嘱する。
⑴ 民生委員児童委員代表
⑵ 自治組織代表
⑶ 福祉施設・ＮＰＯ団体等の関係者
⑷ ボランティア
⑸ 学識経験者
⑹ 本会理事・評議員
⑺ その他会長が特に必要と認める者
（策定委員の任期）
第４条 策定委員の任期は、活動計画の策定に係る業務が完了するまでとする。
（委員長及び副委員長）
第５条 策定委員会に、委員長及び副委員長各１名を置く。
２ 委員長及び副委員長は、策定委員の互選によって定める。
３ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、
その職務を代理する。
（会 議）
第６条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
２ 策定委員会の会議は、策定委員総数の２分の１以上の出席がなければ会議を開き、
議決することができない。
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３

策定委員会の議事は、出席策定委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。

（資料の提出の要求等）
第７条 策定委員会は、必要があると認めたときは、関係者に対し、資料の提出、意
見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
（庶 務）
第８条 策定委員会の庶務は、本会地域福祉課で処理する。
（その他）
第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附 則
（施行期日）
１ この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。
（この要綱の失効）
２ この要綱は、燕市地域福祉活動計画の施行の日にその効力を失う。
（会議の招集の特例）
３ この要綱の施行後最初に開かれる策定委員会の会議は、第６条第１項の規定にか
かわらず、会長が招集する。
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