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富山市社会福祉協議会では、平成27年度から31年度までを計画期間とす

る地域福祉活動計画「ささえあいプランとやま」を策定し、「福祉活動を支え

る人づくりの推進」「住民参加による地域づくりの推進」「安心して暮らせるま

ちづくりの推進」の3つを基本目標に位置付け、これまでさまざまな事業に取

組んできました。

今日、地域における人と人とのつながりが希薄化するなか、社会的孤立や

生活困窮、介護や子育てへの不安など、多様な福祉課題が顕在化しています。

このような状況に対応すべく、富山市地域福祉計画と基本理念・基本目標

を共有した「第3次地域福祉活動計画」を策定しました。

本計画では、「誰もが住み慣れた地域で　安心して暮らし続けられるまちを

めざして」を基本理念に、地域住民が地域の課題を「我が事」としてとらえ、

人と人、人と社会資源が世代や分野を越えて「丸ごと」つながる取組みを通し

て、住民一人ひとりの暮らしと生きがいを大切にした「地域共生社会」の実現

を目指します。

結びに、本計画の策定にあたり、ご協力いただきました関係者の皆様に感

謝申し上げるとともに、計画策定委員の皆様に心から御礼申し上げます。

令和2年3月
社会福祉法人 富山市社会福祉協議会

　会　長　 　野 尻 昭 一
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近年、人口減少や少子・超高齢社会、核家族化が進展し、地域住民のつながりも希薄
化するなど社会環境は大きく変化しています。また、地域住民が抱える福祉ニーズは複
雑・多様化し、複合的な問題を抱えたり制度の狭間に置かれる要援護者など、これまでの
福祉の枠組みでは解決が困難なケースも発生しています。
こうした状況に対応するためには、公的支援だけではなく、地域住民がお互いに気づか
い、共に支え合うことが求められています。
また、子どもから高齢者まで、障害のある人もない人も、それぞれの暮らしにくさを「我
が事・丸ごと」と捉え、住み慣れた地域で生きがいをもって暮らせるよう、共に支え合う「地
域共生社会」の実現に向けて取組んでいくことが必要となっています。
この地域福祉活動計画は、「誰もが住み慣れた地域で　安心して暮らし続けられるまち
をめざして」を基本理念とし、関係機関・団体と地域住民が地域福祉活動をより一層推進
するための計画として策定するものです。

富山市では、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、障害者計画、障害福祉計画・障
害児福祉計画、子ども・子育て支援事業計画、健康増進計画等の対象者別の計画を整備
しています。それらの理念や仕組みとの整合性を図りながら、地域福祉推進の総合的な
計画である「富山市地域福祉計画」（2019年度～2024年度）が策定されました。
富山市社会福祉協議会が策定する「第3次地域福祉活動計画」は、市の地域福祉計画
と内容を一部共有させ、その理念や仕組みを盛り込んで、地域福祉を具体的に進めてい
くための行動計画としています。

計画期間は、令和2年度から6年度までの5年間とします。
今後の社会情勢の変化により、新たな取組みが必要になった時には、期間内であって
も必要に応じて見直します。

3 計画の期間

2 計画の位置づけ

1 計画策定の背景

計画の概要
第1章

誰もが住みやすいまちづくりを進めるためには、地域力の復元・強化に努めるとともに、
地域の新しいつながりを生み出す必要があります。また、市民と行政が社会的な課題の
解決に向けて連携・協力する取組みや市民による主体的な活動など、民間活力を活かした
協働が不可欠になっています。
これからは、「市民協働による共生社会づくり」とともに、地域コミュニティを強化し、

“安らぎのある（安心・安全な）まちづくり”を市民の皆さんとともに目指し、「わがまち富
山」に対して愛着や誇りを抱くシビックプライドの醸成に努めたいと考えています。

人口減少と少子高齢化が進行するなかにあって、単身の高齢者世帯や高齢夫婦のみの
世帯、ひとり親家庭等の生活課題を抱えやすい世帯も増加しています。地域コミュニティ
の衰退が懸念されることから、住民同士のつながり、地域を超えた多様な人とのつなが
りの強化も重要となっています。
こうしたことから、公益サービス提供の役割を担う市民団体の活動を支援するなど、自

助・互助・共助・公助の連携によって、さまざまな地域課題に取組んでいきます。

Ⅰ　市民協働による共生社会づくり

2 基本目標

1 基本理念

計画の基本的な考え方
第2章

誰もが住み慣れた地域で安心して
暮らし続けられるまちをめざして

地域には、何らかの支援を必要とするさまざまな人が暮らしています。すべての人々が
安心して暮らし続けられるには、医療・住まい・教育等が充実した住みよい環境をつくると
ともに、福祉施策をさらに推進させていくことが大切です。福祉サービスの量的確保の
みならず、サービスの質の向上を図っていきます。
また、地域における総合相談体制の充実策の一環として、高齢者や障害者の権利擁護

や成年後見制度の利用促進体制を整備します。

Ⅱ　福祉サービス基盤の強化
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第2章

誰もが住み慣れた地域で安心して
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や成年後見制度の利用促進体制を整備します。

Ⅱ　福祉サービス基盤の強化
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これからの地域福祉は、住民が暮らしの問題・課題を共有するとともに、住民が相互理
解を深められるよう、交流を通じて顔の見える関係づくりを行っていくことが必要とされ
ています。社会から孤立した住民までも対象としたすべての住民が、地域社会との接点を
築けるような取組みを支援し、住民自らが交流の場を創出していく体制づくりを目指して
いきます。

（1）地域づくりの推進

3 重点項目

地域での支え合い活動のためのネットワークを構築するには、地域住民の参加が不可
欠です。住民のみならず福祉関係団体などにもネットワーク活動の意義や目的、必要性を
十分に説明して、その意識を醸成していきます。

（2）ささえあい意識の醸成

地域での暮らしを継続するためには、公助だけでなく自助・互助・共助の取組みが必要
です。
子ども・子育て支援制度、障害者福祉制度、介護保険制度、高齢者福祉制度、生活困

窮者自立支援制度等の福祉サービスの強化を図るだけでなく、自治振興会や地区社会福
祉協議会などの地域活動を行う関係団体における支援活動やセルフマネジメントとしての
健康づくり・介護予防等も推進していきます。誰一人として孤立させない、一人の人間とし
て尊重される社会を目指していきます。

（3）一人ひとりが尊重される社会づくり

少子高齢化が進行するなかにあって、家族構成やライフスタイルも多様化してきていま
す。また、複合的で複雑な生活課題を抱える方や地域社会とのつながりが、希薄化し社
会から孤立した方もいます。そこで、各分野の相談窓口からの情報発信を積極的に行う
とともに、複合的な問題に対する対応については、関係機関や関係団体との連携強化に
より、有効な相談支援体制を構築していきます。

（4）相談体制の充実

重点項目の（1）～（4）の実践によって、住民や多様な主体が地域のさまざまな課題を
「我が事」としてとらえ、人と人、人と社会資源が世代や分野を越えて「丸ごと」つながる
取組みを通して、住民一人ひとりの暮らしと生きがいを大切にし、地域を共に築く地域共
生社会の実現を目指していきます。

（5）地域共生社会の実現

住民組織での対応が難しいような生活課題を念頭に包括的な支援体制の構築に向け
て、検討を進めていきます。
高齢者に限らず子育て世代なども含む、市民の誰もが住み慣れた地域で暮らし続けら
れるように地域づくりを進めていきます。また、災害時に備えた地域での支え合いの取組
みを推進していきます。

Ⅲ　安心・安全で暮らしやすい地域づくり

市民の誇りづくりには、本市が有する多様な歴史や文化の魅力をさらに引き出すことで、
共感や信頼など、本市の価値を高め（ブランディング）、本市の認知度を総合的・戦略的
に高める取組み（シティプロモーション）を推進するとともに、市民一人ひとりが本市に対
して抱く愛着や誇り、自負心（シビックプライド）を醸成することが必要です。
このような取組みを通して、地域コミュニティの強化や市民協働のまちづくりを進めます。

Ⅳ　市民の誇りづくり
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4 計画の体系

5 6

市民協働による共生社会づくり
基本目標Ⅰ 

施策の方向2　一人ひとりが尊重される地域社会づくり

①一人ひとりの個性と創造性を
　尊重する地域社会づくり ○ふれあいフェスタ開催事業
 ○ボランティア講座開催事業【再掲】
 ○地域歳末助け合い募金助成事業
 ○共同作業所運営事業
②虐待等への対応 ★重点 ふれあいケアネット融合型事業
 ★重点 総合相談窓口の設置

一人ひとりの人権意識の啓発取組（1）

①更生保護活動への支援  ○総合社会福祉センターの貸出
②保健医療、福祉等の支援を
　必要とする人への支援 ★重点 生活困窮者自立支援事業
 ★重点 総合相談窓口の設置【再掲】

再犯防止推進体制の整備取組（2）

施策の方向3　地域を担う人材の育成

①地域リーダーの発掘と育成 ○地域リーダー研修会開催事業【再掲】
②交流活動の機会の充実 ○地域福祉懇談会開催事業【再掲】

地域の担い手の発掘・育成取組（1）

施策の方向4　コミュニティの強化

①地域福祉活動の場づくり ○生活支援体制整備事業
②ボランティアの交流・情報交換の場づくり ○ボランティア交流会開催事業
③拠点づくりの推進 ★重点 ふれあいサロン普及事業

地域福祉活動の拠点づくり取組（1）

①NPO法人、社会福祉法人等との
　情報交換と連携 ○社会福祉法人連絡協議会との連携
②民生委員児童委員協議会との連携 ○民生委員児童委員協議会の支援【再掲】

各種団体との情報交換取組（2）

①学校との連携 ○サマーボランティア体験事業
 ★重点 福祉の講師派遣事業
②企業との連携 ○愛と誠銀行運営事業【再掲】
 ○福祉フェスティバル開催事業

学校、企業との連携取組（3）

施策の方向5　地域福祉を促進する仕組みづくり

①ボランティア団体等への活動費の助成 ○社会福祉活動助成事業
②地域福祉活動を支援する事業の充実 ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
③共同募金の活用 ○赤い羽根共同募金助成事業
 ○地域歳末助け合い募金助成事業【再掲】
④寄附文化の醸成 ○愛と誠銀行運営事業
⑤子育て支援事業等への参加の促進 ★重点 ふれあいサロン普及事業【再掲】
 ○福祉機材貸出事業 
⑥地域力を活用した地域支援事業等の実施 ○生活支援体制整備事業【再掲】 
 ○生活支援ボランティア派遣事業【再掲】

地域福祉を促進するための支援取組（1）

施策の方向1　市民主体のまちづくり

①ボランティア情報の提供 ○ボランティア情報紙の発行
 ○広報活動事業
②ボランティアの育成と支援 ○ボランティア講座開催事業
③高齢者パワーの活用 ○老人クラブ連合会の支援
 ○生活支援ボランティア派遣事業
④地域組織の活用 ○地区社協支援事業
 ○地区担当制の推進
⑤企業のボランティア活動の促進 ○おらっちゃ雪かき隊事業
 ○除排雪ボランティア派遣事業
 ○建具修理ボランティア派遣事業
⑥市ボランティアセンターの充実 ★重点　ボランティアセンター運営事業
 ○ボランティア活動調査の実施
 ○ボランティア活動保険の助成

ボランティア活動の推進　取組（1）

①民生委員・児童委員等への活動支援 ○民生委員児童委員協議会の支援
②地域を支えるボランティアの拡充 ○地域福祉活動活性化事業
 ○地域リーダー研修会開催事業
③小学校区や地域包括支援センター等を
　単位としたネットワークづくり ○地域福祉懇談会開催事業

支援体制の充実取組（2）
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7 8

福祉サービス基盤の強化
基本目標Ⅱ

施策の方向1　福祉サービスの適切な利用の促進

①市民・関係機関・団体等への 
　情報提供の充実 ○広報活動事業【再掲】
②サービス利用に結び付いていない
　要援護者への対応 ★重点 ふれあいケアネット融合型事業【再掲】
 ○介護認定調査事務事業

福祉サービスの利用に関する情報提供取組（1）

①相談機関の充実 ★重点 総合相談窓口の設置【再掲】
 ○心配ごと相談事業

総合相談体制の充実取組（2）

①日常生活自立支援事業の推進 ○日常生活自立支援事業
②障害を理由とする差別の解消の推進 ○ボランティア講座開催事業【再掲】
 ○地域歳末助け合い募金助成事業【再掲】
 ○ふれあいフェスタ開催事業【再掲】

権利の擁護取組（3）

①成年後見制度の普及 ★重点 福祉後見サポート事業
②地域連携ネットワークづくり ◎新規 中核機関の設置・運営

成年後見制度の利用促進体制の整備取組（4）

安心・安全で暮らしやすい地域づくり
基本目標Ⅲ

施策の方向1　地域福祉活動を通した新しいコミュニティの創造

①地域での交流促進 ○ふれあいフェスタ開催事業【再掲】
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 ○福祉機材貸出事業【再掲】
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①身近な地域で生活課題を
　解決できる環境の整備 ○生活支援体制整備事業【再掲】
 ○生活支援ボランティア派遣事業【再掲】
 ○お買物バス事業
 ◎新規 地域食堂支援事業【再掲】
②複合的な課題への対応 ★重点 総合相談窓口の設置【再掲】
③障害者の地域生活への支援 ○日常生活自立支援事業【再掲】
 ○生活福祉資金貸付事業【再掲】
 ○福祉バス運行事業
 ○共同作業所運営事業【再掲】
 ○音訳サービス事業
 ○高齢者移送サービス事業
④生活困窮者支援の推進 ★重点 生活困窮者自立支援事業【再掲】
 ○生活福祉資金貸付事業【再掲】
 ○緊急支援事業

地域共生社会の推進取組（2）

市民の誇りづくり
基本目標Ⅳ

施策の方向1　地域における魅力づくりや情報発信

①地域組織を通じた啓発活動の強化 ○地域リーダー研修会開催事業【再掲】
 ○福祉フェスティバル開催事業【再掲】
 ○生活支援体制整備事業【再掲】
②地域福祉活動のPR ○広報活動事業【再掲】
 ○ふれあいフェスタ開催事業【再掲】
 ◎新規 子育て応援広場事業【再掲】

地域福祉活動の啓発取組（1）

施策の方向2　市や地域に対する愛着や誇りの醸成

①学校におけるボランティア活動 ★重点 福祉の講師派遣事業【再掲】
②生涯活動における福祉講座の開設 ○長寿ふれあいセンター運営事業
 ○大沢野高齢者いきがい工房運営事業
 ○婦中社会福祉センター運営事業
 ★重点 福祉の講師派遣事業【再掲】
 ○ボランティア講座開催事業【再掲】

地域における福祉教育の充実取組（1）施策の方向4　人にやさしいまちづくり

①居住に課題を抱える人への
　横断的な支援 ★重点 生活困窮者自立支援事業【再掲】

安心して暮らせる住居の整備促進取組（1）

①障害者への就労支援 ○共同作業所運営事業【再掲】

就労・能力活用への支援取組（2）
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市民協働による共生社会づくり
基本目標Ⅰ

＜めざす方向＞
市民が主体となるまちづくりを推進するため、ボランティア情報の提供のほか、自治振
興会や地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会等の地域組織によるボランティア等
活動促進のための支援を行うとともに、それらの地域資源を有効活用します。
また、ボランティア養成講座の開催やグループ間の交流を深めるための機会を設け、
ボランティアが地域で活躍しやすい環境を整備し、関係団体・市民が一体となって、地域
が抱える問題に取組みます。　

施策の方向1 市民主体のまちづくり

取組1　ボランティア活動の推進

市ボランティアセンターの情報紙、ホームページ等を通じて、市民にボランティア活動
に関する情報を提供できるよう努めます。

（1）ボランティア情報の提供

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

ボランティア活動の活性化を図るためにボランテ
ィアに関する情報を発信します。

ボランティア情報紙
の発行

ホームページやSNS、市広報とやま、マスメディア、
パンフレットを活用し、事業の紹介やボランティアに
関する情報などを掲載して市民に情報を発信します。

広報活動事業

実施事業

ボランティア育成のため養成講座を開催し、従来の講義をはじめ、ワークショップやボ
ランティアグループとの交流の場を提供するなど、広くボランティアの必要性や楽しみを
感じてもらえるよう努めます。

（2）ボランティアの育成と支援

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

傾聴、音訳、手話、点訳、IT支援、おもちゃドクター、
災害ボランティア・支援者養成講座や視覚障害者
との体験交流などを開催します。

ボランティア講座
開催事業

実施事業

高齢者のいきがいづくりの場として、ボランティア活動の参加を促しその力を発揮でき
る環境づくりを推進していきます。

（3）高齢者パワーの活用

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

市老人クラブ連合会の事務局を担い、各種事業（環
境美化活動・子ども見守り活動など）を支援します。

老人クラブ連合会の
支援

ちょっとした困りごとのある高齢者世帯等に対し
て、地域の福祉関係団体と連携し高齢者パワーも
活用しながらボランティアの協力を得て、地域づ
くりを進めます。

生活支援ボランティア
派遣事業

実施事業

自治振興会や地区社会福祉協議会等の地域組織は、地域福祉活動を支える大きな資源
の一つであることから、それらの組織が活動しやすい環境整備や必要な支援に努めます。

（４）地域組織の活用

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協の活動基盤を強化するため、地区社協に
活動費を助成します。また、地区社協活動の手引き
を作成し、地区社協活動を支援します。

地区社協支援事業

市社協の職員を地区担当職員として位置づけ、積極
的に地域へ出向き、地域住民とともに小地域での
福祉活動を進めるための体制づくりを支援します。

地区担当制の推進

実施事業

企業や事業主などに対して、社会貢献への理解を深める働きかけやボランティア活動
への参加を支援します。

（5）企業のボランティア活動の促進　

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

自力での除雪が困難なひとり暮らし高齢者世帯等
に対して、安全の確保と安心感を与えるために、
市民・企業による除雪ボランティアを派遣します。

おらっちゃ雪かき隊
事業

屋根雪下ろしができない要支援世帯等が地域で
安心して生活できるように、企業の協力を得て、
屋根雪下ろしを1回のみボランティアで行います。

除排雪ボランティア
派遣事業

ひとり暮らし高齢者で建具修理に困っている世帯
に対し、富山地域建築組合青年部協議会の協力
を得て、建具修理を行います。

建具修理ボランティア
派遣事業

実施事業

市ボランティアセンターでは、ボランティアに関する相談に円滑に対応できるようニー
ズ把握や関係団体との関係づくりに努めるとともに、地区でのボランティア普及・啓発活
動を進めます。

（6）市ボランティアセンターの充実
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計画年度
2 3 4 5 6事業概要
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2 3 4 5 6事業概要
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取組2　支援体制の充実

地域福祉活動の重要な担い手である民生委員・児童委員及び主任児童委員に対する研
修の充実や必要な情報提供に努め、活動しやすい環境づくりに努めます。

（1）民生委員・児童委員等への活動支援

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

市民生委員児童委員協議会の事務局を担い、各種
事業（部会活動・ブロック活動など）を支援します。

民生委員児童委員
協議会の支援

実施事業

地域における連携を図るため、地区社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会が中心
となってネットワークづくりに取組みます。

（3）小学校区や地域包括支援センター等を単位としたネットワークづくり

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協役員などを対象に、地域福祉活動の情
報交換や交流などを目的に、市内11ブロックで実
施します。

地域福祉懇談会開催
事業

実施事業

地域では福祉推進員や高齢福祉推進員など多くのボランティアが、民生委員・児童委
員や自治振興会などと協力しながら、地域の福祉問題の発見・解決に向けた役割を担って
います。その役割を地域住民へ周知するとともに、活動に対する支援に努めます。

（2）地域を支えるボランティアの拡充

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（福祉推進員の設置、福祉ニーズの把握など）
に対して助成します。

地域福祉活動活性化
事業

地区社協のリーダー的役割を担う方々を対象に、
地域の担い手不足や福祉課題への解決を目的とし
た研修会、また、地区社協相互の情報交換、情報
提供の場としても開催します。

地域リーダー研修会
開催事業

実施事業

＜めざす方向＞
市民一人ひとりが、かけがえのない個人として尊重される地域社会の実現のため、ハン

ディキャップのある人やひとり親家庭、配偶者から暴力を受けている人等、特別な支援を
必要とする人たちを支援するとともに、男女共同参画の社会を目指していきます。

施策の方向2 一人ひとりが尊重される地域社会づくり

取組1　一人ひとりの人権意識の啓発

ハンディキャップのある人が安心して暮らせる社会づくりのため、障害のある人もない
人も、互いに支え合う「ノーマライゼーション理念」の普及に努めます。

（1）一人ひとりの個性と創造性を尊重する地域社会づくり

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介や
バザー、模擬店などを実施し、障害者への理解や
福祉活動、ボランティア活動を啓発します。

ふれあいフェスタ
開催事業

傾聴、音訳、手話、点訳、IT支援、おもちゃドクター、
災害ボランティア・支援者養成講座や視覚障害者
との体験交流などを開催します。

ボランティア講座
開催事業【再掲】

大沢野、大山、婦中地域では、地区社協の地域福
祉事業に助成し、また、八尾地域では、ふれあい
運動会に助成します。

地域歳末助け合い
募金助成事業

障害者福祉プラザで、月曜から金曜日に開所し、
義務教育年齢を過ぎた障害者の方を対象に、籐
細工・ちりめん細工やガラスの2次加工品等を製
作する作業所を運営します。

共同作業所運営事業

実施事業

高齢者、障害者、乳幼児・児童への虐待や配偶者等からの暴力（DV）に対し、防止や早
期発見に努めるとともに、地域で起きている異変を早期に発見できる見守り体制の強化
や相談支援において関係機関との連携を図ります。

（2）虐待等への対応

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

要援護者・世帯を対象に、地域住民同士で見守り
や声かけ等の安否確認、ゴミ出し等の軽易な生活
支援を行い地域づくりを進めるため、地区社協に
対し助成します。

ふれあいケアネット
融合型事業

経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の
問題、健康上の問題などの相談をワンストップで
受け止め、自立に向けて寄り添いながら支援を行
います。

総合相談窓口の設置

実施事業

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

ボランティア活動をしたい人や必要とする人の相
談に応じ、コーディネートを行います。また、ボラ
ンティアセンターへの登録を呼びかけ、登録団体
等への助成金の情報提供、活動場所の提供等を
行いボランティア活動を支援します。

ボランティアセンター
運営事業

ボランティアセンターに登録しているグループ、個
人の活動状況やボランティア活動に関する意見等
を把握し、今後のボランティア活動の振興・支援
の検討資料とします。

ボランティア活動
調査の実施

安心してボランティア活動が行えるようにボランテ
ィア活動保険への掛金の助成を行います。

ボランティア活動
保険の助成

実施事業

重点

重点

重点



13 14

取組2　支援体制の充実

地域福祉活動の重要な担い手である民生委員・児童委員及び主任児童委員に対する研
修の充実や必要な情報提供に努め、活動しやすい環境づくりに努めます。

（1）民生委員・児童委員等への活動支援

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

市民生委員児童委員協議会の事務局を担い、各種
事業（部会活動・ブロック活動など）を支援します。

民生委員児童委員
協議会の支援

実施事業

地域における連携を図るため、地区社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会が中心
となってネットワークづくりに取組みます。

（3）小学校区や地域包括支援センター等を単位としたネットワークづくり

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協役員などを対象に、地域福祉活動の情
報交換や交流などを目的に、市内11ブロックで実
施します。

地域福祉懇談会開催
事業

実施事業

地域では福祉推進員や高齢福祉推進員など多くのボランティアが、民生委員・児童委
員や自治振興会などと協力しながら、地域の福祉問題の発見・解決に向けた役割を担って
います。その役割を地域住民へ周知するとともに、活動に対する支援に努めます。

（2）地域を支えるボランティアの拡充

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（福祉推進員の設置、福祉ニーズの把握など）
に対して助成します。

地域福祉活動活性化
事業

地区社協のリーダー的役割を担う方々を対象に、
地域の担い手不足や福祉課題への解決を目的とし
た研修会、また、地区社協相互の情報交換、情報
提供の場としても開催します。

地域リーダー研修会
開催事業

実施事業

＜めざす方向＞
市民一人ひとりが、かけがえのない個人として尊重される地域社会の実現のため、ハン
ディキャップのある人やひとり親家庭、配偶者から暴力を受けている人等、特別な支援を
必要とする人たちを支援するとともに、男女共同参画の社会を目指していきます。

施策の方向2 一人ひとりが尊重される地域社会づくり

取組1　一人ひとりの人権意識の啓発

ハンディキャップのある人が安心して暮らせる社会づくりのため、障害のある人もない
人も、互いに支え合う「ノーマライゼーション理念」の普及に努めます。

（1）一人ひとりの個性と創造性を尊重する地域社会づくり

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介や
バザー、模擬店などを実施し、障害者への理解や
福祉活動、ボランティア活動を啓発します。

ふれあいフェスタ
開催事業

傾聴、音訳、手話、点訳、IT支援、おもちゃドクター、
災害ボランティア・支援者養成講座や視覚障害者
との体験交流などを開催します。

ボランティア講座
開催事業【再掲】

大沢野、大山、婦中地域では、地区社協の地域福
祉事業に助成し、また、八尾地域では、ふれあい
運動会に助成します。

地域歳末助け合い
募金助成事業

障害者福祉プラザで、月曜から金曜日に開所し、
義務教育年齢を過ぎた障害者の方を対象に、籐
細工・ちりめん細工やガラスの2次加工品等を製
作する作業所を運営します。

共同作業所運営事業

実施事業

高齢者、障害者、乳幼児・児童への虐待や配偶者等からの暴力（DV）に対し、防止や早
期発見に努めるとともに、地域で起きている異変を早期に発見できる見守り体制の強化
や相談支援において関係機関との連携を図ります。

（2）虐待等への対応

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

要援護者・世帯を対象に、地域住民同士で見守り
や声かけ等の安否確認、ゴミ出し等の軽易な生活
支援を行い地域づくりを進めるため、地区社協に
対し助成します。

ふれあいケアネット
融合型事業

経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の
問題、健康上の問題などの相談をワンストップで
受け止め、自立に向けて寄り添いながら支援を行
います。

総合相談窓口の設置

実施事業

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

ボランティア活動をしたい人や必要とする人の相
談に応じ、コーディネートを行います。また、ボラ
ンティアセンターへの登録を呼びかけ、登録団体
等への助成金の情報提供、活動場所の提供等を
行いボランティア活動を支援します。

ボランティアセンター
運営事業

ボランティアセンターに登録しているグループ、個
人の活動状況やボランティア活動に関する意見等
を把握し、今後のボランティア活動の振興・支援
の検討資料とします。

ボランティア活動
調査の実施

安心してボランティア活動が行えるようにボランテ
ィア活動保険への掛金の助成を行います。

ボランティア活動
保険の助成

実施事業

重点

重点

重点



15 16

取組2　再犯防止推進体制の整備

富山市総合社会福祉センターの施設・設備の提供等により保護司会の活動を支援します。
（1）更生保護活動への支援

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

福祉関係団体やボランティアグループに会議室を
貸出します。

総合社会福祉センター
の貸出

実施事業

高齢者または障害者等に、必要な保健・医療・福祉サービス、住まい、就労、その他生
活困窮への支援等を行い、地域での生活が可能となるよう努めます。

（2）保健医療、福祉等の支援を必要とする人への支援

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

＜めざす方向＞
自らが地域の担い手であるという意識を市民一人ひとりに持ってもらえるよう、さまざ

まな機会を捉えて地域福祉活動への参加を促進します。

施策の方向3 地域を担う人材の育成

取組1　地域の担い手の発掘・養成

地域の身近な課題を把握し、主体的にその課題の解決に取組んでもらえるよう、地域
リーダーの担い手を発掘・育成するための環境の整備を目指します。

（1）地域リーダーの発掘と育成

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協のリーダー的役割を担う方々を対象に、
地域の担い手不足や福祉課題への解決を目的とし
た研修会、また、地区社協相互の情報交換、情報
提供の場としても開催します。

地域リーダー研修会
開催事業【再掲】

実施事業

地域間における交流を推進し、地域の課題解決のための手法の情報交換・情報共有を
図り、地域力の向上を目指します。

（2）交流活動の機会の充実

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協役員などを対象に、地域福祉活動の情
報交換や交流などを目的に、市内11ブロックで実
施します。

地域福祉懇談会開催
事業【再掲】

実施事業

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を
図るため、生活困窮者に対し、「自立相談支援」、
「住居確保給付金の支給」、「家計改善支援」など
の相談支援を行います。

経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の
問題、健康上の問題などの相談をワンストップで
受け止め、自立に向けて寄り添いながら支援を行
います。

生活困窮者自立支援
事業

重点

総合相談窓口の設置
【再掲】

重点

相談窓口
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相談窓口
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ボランティア活動の状況を知り、ボランティア同士がつながるきっかけを作るとともに、
情報共有・情報交換の場づくりを推進します。

（2）ボランティアの交流・情報交換の場づくり

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

ボランティアセンター登録者を対象に、意見交換、
情報提供、活動事例等を通じて交流を行います。

ボランティア交流会
開催事業

実施事業

＜めざす方向＞
小学校区を基本的な単位としつつ、都市部や農山村部の地域的な特性に応じて、柔軟
にコミュニティを形成・維持していくとともに、コミュニティの強化のための活動の場づく
りやその拠点づくり、交流・情報交換の場づくり等を推進します。

施策の方向4 コミュニティの強化

取組1　地域福祉活動の拠点づくり

既存施設や空き店舗などを活用した、地域住民の運営による地域福祉活動の場づくり
を推進します。

（1）地域福祉活動の場づくり

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことが
できるよう地域住民が主体となった生活支援や介
護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な
機関と連携し、高齢者の生活を支える体制づくり
を進めます。

生活支援体制整備
事業

実施事業

＜めざす方向＞
地域福祉の当事者は地域住民であり、その活動やグループづくりを促進し、支援してい

くことが求められています。行政の制度を活用した支援を市民との協働という視点で検
討します。

施策の方向5 地域福祉を促進する仕組みづくり

取組1　地域福祉を促進するための支援

ボランティア団体や福祉団体等に対して活動助成金を交付し、地域福祉活動の推進を
図ります。

（1）ボランティア団体等への活動費の助成

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

愛と誠銀行の寄附金を財源とし、社会福祉を目的
とする先駆的な活動に対して助成します。

社会福祉活動助成
事業

実施事業

障害者、高齢者、乳幼児等を対象とした地域福祉活動について、支援事業の拡充を図
ります。

（2）地域福祉活動を支援する事業の充実

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（各種講座の開催、子育て支援活動の開催な
ど）に対して助成します。

地域福祉活動活性化
事業【再掲】

実施事業

地域福祉の課題解決のための新たな活動や仕組みを構築し、誰もが支え・支えられる
地域づくりを目指します。

（3）共同募金の活用

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

共同募金配分金を活用し、地域福祉事業（地域福
祉活動活性化事業、お買物バス、ふれあいフェスタ、
ボランティア事業等）を実施します。

赤い羽根共同募金
助成事業

大沢野、大山、婦中地域では、地区社協の地域福
祉事業に助成し、また、八尾地域では、ふれあい
運動会に助成します。

地域歳末助け合い
募金助成事業【再掲】

実施事業

高齢者、障害者、子育て中の家族など誰もが気軽に集える場やそれらの人を含めた住
民が集える場づくりに努めます。

（3）拠点づくりの推進

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

サロンの運営ボランティアを対象に、サロンで活
用できるメニューの研修会、情報交換の場を提供
します。また、サロン用機材の貸出を行います。

ふれあいサロン普及
事業

重点
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取組2　各種団体との情報交換

ボランティア、社会福祉法人等との情報交換を密にし、地域に必要な福祉サービスの
推進を図ります。

（1）NPO法人、社会福祉法人等との情報交換と連携

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

市内に福祉施設や事業所を有する社会福祉法人
の連携や協働による「地域における公益的な取
組」を行うことを目的とした連絡協議会の活動を
支援します。

社会福祉法人連絡
協議会との連携

実施事業

地域福祉の担い手である民生委員・児童委員との情報交換や連携を強化します。
（2）民生委員児童委員協議会との連携

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

市民生委員児童委員協議会の事務局を担い、各種
事業（部会活動・ブロック活動など））を支援します。

民生委員児童委員
協議会の支援【再掲】

実施事業

取組3　学校、企業との連携

学校、地域が協力して、子どもを含めた地域での福祉活動を推進します。また、市内の
大学、短期大学等の学生に対してボランティア活動への参加を働きかけます。

（1）学校との連携

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

若い世代を対象に夏休みや夏季休暇を利用し、社
会福祉施設でのボランティア活動を通して社会福
祉への理解と関心を高めます。

サマーボランティア
体験事業

福祉への理解や関心を深めてもらうことを目的に、
市内の学校、地域の各種団体、企業等へ、障害者
団体やボランティア団体、社協職員などを講師と
して派遣します。

福祉の講師派遣事業

実施事業

多くの企業が社会貢献活動に取組まれるよう働きかけます。
（2）企業との連携　

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

広く市民、企業からの善意の金銭・物品の寄附を
受け、社会福祉事業に役立てます。

愛と誠銀行運営事業
【再掲】

社会福祉に対する意識の高揚を図るため、社会貢
献功労表彰や記念講演を開催します。

福祉フェスティバル
開催事業

実施事業

地域住民等が主体的に地域の福祉課題を解決していくうえで、さまざまな種類の寄附
金が重要な財源となっていることから、寄附を通じた社会貢献の啓発を図ります。

（4）寄附文化の醸成

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

広く市民、企業からの善意の金銭・物品の寄附を
受け、社会福祉事業に役立てます。愛と誠銀行運営事業

実施事業

地域支援事業や地域生活支援事業などについて、ボランティアなど多様な主体の参画
を推進します。

（6）地域力を活用した地域支援事業等の実施

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことが
できるよう地域住民が主体となった生活支援や介
護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な
機関と連携し、高齢者の生活を支える体制づくり
を進めます。

生活支援体制整備
事業【再掲】

実施事業

子育てサロン、児童館親子サークルなど地域で実施する事業への住民の参加を促進します。

（5）子育て支援事業等への参加の促進

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

サロンの運営ボランティアを対象に、サロンで活
用できるメニューの研修会、情報交換の場の提供
をします。また、サロン用機材の貸出を行います。

車いすや歩行器など介護用具や地域での福祉活動、
ボランティア活動などで使えるゲーム等を貸出し
ます。また、不要になった福祉用具等の有効活用
を目的に、必要とされる方への情報提供と仲介を
行います。

福祉機材貸出事業

実施事業

ちょっとした困りごとのある高齢者世帯等に対し
て、地域の福祉関係団体と連携し高齢者パワーも
活用しながらボランティアの協力を得て、地域づ
くりを進めます。

生活支援ボランティア
派遣事業【再掲】

ふれあいサロン普及
事業【再掲】

重点
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取組2　総合相談体制の充実

福祉サービスを必要とする人に適切なサービスが提供されるよう、情報提供、相談体制、
権利擁護支援等の充実を図ります。

（1）相談機関の充実

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の
問題、健康上の問題などの相談をワンストップで
受け止め、自立に向けて寄り添いながら支援を行
います。

実施事業

民生委員や経験豊かな相談員が、各地区で市民
の悩みごと相談に応じます。心配ごと相談事業

福祉サービス基盤の強化
基本目標Ⅱ

＜めざす方向＞
地域における福祉ニーズは複雑化しており、それに伴い福祉活動も多種・多様化してき
ていることから、福祉サービスを利用したい人が利用したいサービスを自ら選択できる、
あるいは、利用したいサービスについて知ることができる体制をつくる必要があります。
そのための情報提供、相談体制、権利擁護支援等の充実を図ります。

施策の方向1 福祉サービスの適切な利用の促進

取組1　福祉サービスの利用に関する情報提供

福祉サービスの情報提供については、広報紙やホームページなどによる情報提供をは
じめ、各種団体の催し物や会合など、さまざまな機会を通じて情報を発信するとともに、
民生委員・児童委員、地域包括支援センター、ボランティア、NPO法人などにも福祉情
報を提供します。

（1）市民・関係機関・団体等への情報提供の充実

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

ホームページやSNS、市広報とやま、マスメディア、
パンフレットを活用し、事業の紹介やボランティ
アに関する情報などを掲載して市民に情報を発信
します。

広報活動事業【再掲】

実施事業

介護サービスやその他の福祉サービスについては、サービスが周知されていない、ある
いはサービス利用に結び付いていない要援護者にサービスが行き届くよう、さまざまな
ルートからサービスの周知を図ります。

（2）サービス利用に結び付いていない要援護者への対応

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

要援護者・世帯を対象に、地域住民同士で見守り
や声かけ等の安否確認、ゴミ出し等の軽易な生活
支援を行い地域づくりを進めるため、地区社協に
対し助成します。

認定調査員が自宅を訪問し、介護を必要とする方
の心身の状態や介護の状況を公正中立な立場で
調査します。

介護認定調査事務
事業

実施事業

取組3　権利の擁護

認知症高齢者や障害者が地域で自立して暮らし続けるために、事業の一層の周知と生
活支援員の確保を図り、利用の促進を図ります。

（1）日常生活自立支援事業の推進

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

日常生活に不安のある高齢者や障害者が、自立し
た生活が送れるように、福祉サービスの利用援助
や金銭管理を支援します。

日常生活自立支援
事業

障害者が差別を受けることなく、安心して地域で生活するための環境づくりを推進し、
地域社会全体が障害に対する関心を高め、理解を深めていただけるよう啓発活動に取組
みます。

（2）障害を理由とする差別の解消の推進

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

傾聴、音訳、手話、点訳、IT支援、おもちゃドクター、
災害ボランティア・支援者養成講座や視覚障害者
との体験交流などを開催します。

ボランティア講座
開催事業【再掲】

大沢野、大山、婦中地域では、地区社協の地域福
祉事業に助成し、また、八尾地域では、ふれあい
運動会に助成します。

地域歳末助け合い
募金助成事業【再掲】

福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介、
バザー、模擬店などを実施し、障害者への理解、
福祉活動、ボランティア活動を啓発します。

ふれあいフェスタ
開催事業【再掲】

ふれあいケアネット
融合型事業【再掲】

重点

総合相談窓口の設置
【再掲】

重点
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取組2　総合相談体制の充実

福祉サービスを必要とする人に適切なサービスが提供されるよう、情報提供、相談体制、
権利擁護支援等の充実を図ります。
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計画年度
2 3 4 5 6事業概要

経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の
問題、健康上の問題などの相談をワンストップで
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います。

実施事業
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の悩みごと相談に応じます。心配ごと相談事業

福祉サービス基盤の強化
基本目標Ⅱ

＜めざす方向＞
地域における福祉ニーズは複雑化しており、それに伴い福祉活動も多種・多様化してき

ていることから、福祉サービスを利用したい人が利用したいサービスを自ら選択できる、
あるいは、利用したいサービスについて知ることができる体制をつくる必要があります。
そのための情報提供、相談体制、権利擁護支援等の充実を図ります。

施策の方向1 福祉サービスの適切な利用の促進

取組1　福祉サービスの利用に関する情報提供

福祉サービスの情報提供については、広報紙やホームページなどによる情報提供をは
じめ、各種団体の催し物や会合など、さまざまな機会を通じて情報を発信するとともに、
民生委員・児童委員、地域包括支援センター、ボランティア、NPO法人などにも福祉情
報を提供します。

（1）市民・関係機関・団体等への情報提供の充実

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

ホームページやSNS、市広報とやま、マスメディア、
パンフレットを活用し、事業の紹介やボランティ
アに関する情報などを掲載して市民に情報を発信
します。

広報活動事業【再掲】

実施事業

介護サービスやその他の福祉サービスについては、サービスが周知されていない、ある
いはサービス利用に結び付いていない要援護者にサービスが行き届くよう、さまざまな
ルートからサービスの周知を図ります。

（2）サービス利用に結び付いていない要援護者への対応

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

要援護者・世帯を対象に、地域住民同士で見守り
や声かけ等の安否確認、ゴミ出し等の軽易な生活
支援を行い地域づくりを進めるため、地区社協に
対し助成します。

認定調査員が自宅を訪問し、介護を必要とする方
の心身の状態や介護の状況を公正中立な立場で
調査します。

介護認定調査事務
事業

実施事業

取組3　権利の擁護

認知症高齢者や障害者が地域で自立して暮らし続けるために、事業の一層の周知と生
活支援員の確保を図り、利用の促進を図ります。

（1）日常生活自立支援事業の推進

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

日常生活に不安のある高齢者や障害者が、自立し
た生活が送れるように、福祉サービスの利用援助
や金銭管理を支援します。

日常生活自立支援
事業

障害者が差別を受けることなく、安心して地域で生活するための環境づくりを推進し、
地域社会全体が障害に対する関心を高め、理解を深めていただけるよう啓発活動に取組
みます。

（2）障害を理由とする差別の解消の推進

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

傾聴、音訳、手話、点訳、IT支援、おもちゃドクター、
災害ボランティア・支援者養成講座や視覚障害者
との体験交流などを開催します。

ボランティア講座
開催事業【再掲】

大沢野、大山、婦中地域では、地区社協の地域福
祉事業に助成し、また、八尾地域では、ふれあい
運動会に助成します。

地域歳末助け合い
募金助成事業【再掲】

福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介、
バザー、模擬店などを実施し、障害者への理解、
福祉活動、ボランティア活動を啓発します。

ふれあいフェスタ
開催事業【再掲】

ふれあいケアネット
融合型事業【再掲】

重点

総合相談窓口の設置
【再掲】

重点
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取組4　成年後見制度の利用促進体制の整備

とやま福祉後見サポートセンターを設置して、成年後見制度の普及啓発や後見人等の
相談支援、市民後見人の養成、法人後見の受任等を行い、引き続き機能充実に努めます。

（1）成年後見制度の普及

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

判断能力が十分でない高齢者や障害者の生活の
安定と利益の保護を図るため、成年後見制度の普
及と促進、市民後見人の養成や後見活動の支援、
社協自らも後見業務に取組みます。

実施事業

市と市社会福祉協議会、家庭裁判所、専門職団体等の関係機関、関係団体と中核機関
の設置・運営について検討します。そして、今後、各種関係機関、関係団体との連携のあ
り方を検討し、地域連携ネットワークの充実を目指します。

（2）地域連携ネットワークづくり

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

成年後見制度の利用を促進するため、「広報・啓
発」、「相談」、「成年後見利用促進」、「後見人支援」
などを行う中核機関の設置を検討します。

実施事業

安心･安全で暮らしやすい地域づくり
基本目標Ⅲ

＜めざす方向＞
地域住民が地域の問題・課題を共有し、住民相互の理解と交流を深めることができる

ように、地域での交流を通じて顔の見える関係づくりを行っていくことが必要です。地域
での交流事業や居場所づくりなどへの支援を行い、高齢者や障害者、孤立しやすい住民
も地域社会との接点を築くことができるような行事や健康づくり、生涯学習活動などへ
の参加を促し、住民自らが交流の場を創出できるよう体制づくりに努めます。

施策の方向1 地域福祉活動を通した新しいコミュニティの創造

取組1　地域コミュニティの醸成

地域の連帯意識が希薄化する中にあって、昔ながらの近隣の助け合いを求めることが
難しくなっていることから、地域サロンや子育てサロンなど身近な地域での居場所づくり
や幅広い世代の交流を促進するとともに、地域のイベントなどさまざまな機会を活用し、
交流の機会をつくります。

（1）地域での交流促進

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介、
バザー、模擬店などを実施し、障害者への理解、
福祉活動やボランティア活動を啓発します。

ふれあいフェスタ
開催事業【再掲】

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（サロンの開催、世代間交流活動など）に対し
て助成します。

地域福祉活動活性化
事業【再掲】

地域における福祉活動の活性化を図ることを目的
に、地区社協及び福祉関係者が中心となり、福祉活
動などの事業を実施するための経費を助成します。

実施事業

車いすや歩行器など介護用具や、地域での福祉活
動やボランティア活動などで使えるゲーム等を貸
出します。また、不要になった福祉用具等の有効
活用を目的に、必要とされる方への情報提供と仲
介を行います。

福祉機材貸出事業
【再掲】

福祉後見サポート
事業

重点

中核機関の設置・運営
新規

地域ぐるみ福祉活動
推進事業

重点
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取組4　成年後見制度の利用促進体制の整備

とやま福祉後見サポートセンターを設置して、成年後見制度の普及啓発や後見人等の
相談支援、市民後見人の養成、法人後見の受任等を行い、引き続き機能充実に努めます。

（1）成年後見制度の普及

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

判断能力が十分でない高齢者や障害者の生活の
安定と利益の保護を図るため、成年後見制度の普
及と促進、市民後見人の養成や後見活動の支援、
社協自らも後見業務に取組みます。

実施事業

市と市社会福祉協議会、家庭裁判所、専門職団体等の関係機関、関係団体と中核機関
の設置・運営について検討します。そして、今後、各種関係機関、関係団体との連携のあ
り方を検討し、地域連携ネットワークの充実を目指します。

（2）地域連携ネットワークづくり

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

成年後見制度の利用を促進するため、「広報・啓
発」、「相談」、「成年後見利用促進」、「後見人支援」
などを行う中核機関の設置を検討します。

実施事業

安心･安全で暮らしやすい地域づくり
基本目標Ⅲ

＜めざす方向＞
地域住民が地域の問題・課題を共有し、住民相互の理解と交流を深めることができる
ように、地域での交流を通じて顔の見える関係づくりを行っていくことが必要です。地域
での交流事業や居場所づくりなどへの支援を行い、高齢者や障害者、孤立しやすい住民
も地域社会との接点を築くことができるような行事や健康づくり、生涯学習活動などへ
の参加を促し、住民自らが交流の場を創出できるよう体制づくりに努めます。

施策の方向1 地域福祉活動を通した新しいコミュニティの創造

取組1　地域コミュニティの醸成

地域の連帯意識が希薄化する中にあって、昔ながらの近隣の助け合いを求めることが
難しくなっていることから、地域サロンや子育てサロンなど身近な地域での居場所づくり
や幅広い世代の交流を促進するとともに、地域のイベントなどさまざまな機会を活用し、
交流の機会をつくります。

（1）地域での交流促進

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介、
バザー、模擬店などを実施し、障害者への理解、
福祉活動やボランティア活動を啓発します。

ふれあいフェスタ
開催事業【再掲】

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（サロンの開催、世代間交流活動など）に対し
て助成します。

地域福祉活動活性化
事業【再掲】

地域における福祉活動の活性化を図ることを目的
に、地区社協及び福祉関係者が中心となり、福祉活
動などの事業を実施するための経費を助成します。

実施事業

車いすや歩行器など介護用具や、地域での福祉活
動やボランティア活動などで使えるゲーム等を貸
出します。また、不要になった福祉用具等の有効
活用を目的に、必要とされる方への情報提供と仲
介を行います。

福祉機材貸出事業
【再掲】

福祉後見サポート
事業

重点

中核機関の設置・運営
新規

地域ぐるみ福祉活動
推進事業

重点
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地域で活動している地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の地域福祉関係者、
ボランティアが中心となって地域の福祉課題等を話し合い、協働して解決していく地区懇
談会の開催を支援します。

（2）地域の福祉課題の共有

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地域における福祉活動の活性化を図ることを目的
に、地区社協及び福祉関係者が中心となり、福祉活
動などの事業を実施するための経費を助成します。

実施事業

＜めざす方向＞
地域の中で活動する人たちが連携体制（ネットワーク）をつくり、身近な地域での見守り、

声かけなどの充実を図り、問題の早期発見、予防、解決できる体制づくりを推進します。

施策の方向2 地域の見守り、問題発見体制づくりの推進

取組1　地域の連携体制の充実

地区社会福祉協議会が地域で福祉に関する懇談会などを定期的に開催することにより、
地域住民の理解を得ながら、地域のささえあい意識の向上と地域住民との連携を図ります。

（1）地域のささえあい意識の向上

地区社会福祉協議会は地域福祉活動の基盤となることから、地区社会福祉協議会の活
動が推進されるよう支援します。

（3）地域づくりの基盤強化

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協の活動基盤を強化するため、地区社協に
活動費を助成します。また、地区社協活動の手引
きを作成し、地区社協活動を支援します。

地区社協支援事業
【再掲】

実施事業

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（地域フォーラムや福祉懇談会、研修会など）
に対して助成します。

地域福祉活動活性化
事業【再掲】

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことが
できるよう地域住民が主体となった生活支援や介
護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な
機関と連携し、高齢者の生活を支える体制づくり
を進めます。

生活支援体制整備
事業【再掲】

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地域における福祉活動の活性化を図ることを目的
に、地区社協及び福祉関係者が中心となり、福祉活
動などの事業を実施するための経費を助成します。

実施事業

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（地域フォーラムや福祉懇談会、研修会など）
に対して助成します。

地域福祉活動活性化
事業【再掲】

地区社協の活動基盤を強化するため、地区社協に
活動費を助成します。また、地区社協活動の手引
きを作成し、地区社協活動を支援します。

地区社協支援事業
【再掲】

地域での支え合い活動を推進するため、地域の担い手である福祉推進員の設置につい
て関係団体などに呼びかけ、その役割を周知し、人材確保に努めます。

（2）福祉推進員の充実

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（福祉推進員の設置、ボランティア活動の推
進など）に対して助成します。

地域福祉活動活性化
事業【再掲】

福祉への理解や関心を深めてもらうことを目的に、
市内の学校、地域の各種団体、企業等へ、障害者
団体やボランティア団体、社協職員などを講師と
して派遣します。

地域ぐるみ福祉活動
推進事業【再掲】

重点

地域ぐるみ福祉活動
推進事業【再掲】

重点

福祉の講師派遣事業
【再掲】

重点
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地域で活動している地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の地域福祉関係者、
ボランティアが中心となって地域の福祉課題等を話し合い、協働して解決していく地区懇
談会の開催を支援します。

（2）地域の福祉課題の共有

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地域における福祉活動の活性化を図ることを目的
に、地区社協及び福祉関係者が中心となり、福祉活
動などの事業を実施するための経費を助成します。

実施事業

＜めざす方向＞
地域の中で活動する人たちが連携体制（ネットワーク）をつくり、身近な地域での見守り、
声かけなどの充実を図り、問題の早期発見、予防、解決できる体制づくりを推進します。

施策の方向2 地域の見守り、問題発見体制づくりの推進

取組1　地域の連携体制の充実

地区社会福祉協議会が地域で福祉に関する懇談会などを定期的に開催することにより、
地域住民の理解を得ながら、地域のささえあい意識の向上と地域住民との連携を図ります。

（1）地域のささえあい意識の向上

地区社会福祉協議会は地域福祉活動の基盤となることから、地区社会福祉協議会の活
動が推進されるよう支援します。

（3）地域づくりの基盤強化

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協の活動基盤を強化するため、地区社協に
活動費を助成します。また、地区社協活動の手引
きを作成し、地区社協活動を支援します。

地区社協支援事業
【再掲】

実施事業

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（地域フォーラムや福祉懇談会、研修会など）
に対して助成します。

地域福祉活動活性化
事業【再掲】

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことが
できるよう地域住民が主体となった生活支援や介
護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な
機関と連携し、高齢者の生活を支える体制づくり
を進めます。

生活支援体制整備
事業【再掲】

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地域における福祉活動の活性化を図ることを目的
に、地区社協及び福祉関係者が中心となり、福祉活
動などの事業を実施するための経費を助成します。

実施事業

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（地域フォーラムや福祉懇談会、研修会など）
に対して助成します。

地域福祉活動活性化
事業【再掲】

地区社協の活動基盤を強化するため、地区社協に
活動費を助成します。また、地区社協活動の手引
きを作成し、地区社協活動を支援します。

地区社協支援事業
【再掲】

地域での支え合い活動を推進するため、地域の担い手である福祉推進員の設置につい
て関係団体などに呼びかけ、その役割を周知し、人材確保に努めます。

（2）福祉推進員の充実

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（福祉推進員の設置、ボランティア活動の推
進など）に対して助成します。

地域福祉活動活性化
事業【再掲】

福祉への理解や関心を深めてもらうことを目的に、
市内の学校、地域の各種団体、企業等へ、障害者
団体やボランティア団体、社協職員などを講師と
して派遣します。

地域ぐるみ福祉活動
推進事業【再掲】

重点

地域ぐるみ福祉活動
推進事業【再掲】

重点

福祉の講師派遣事業
【再掲】

重点
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地域の見守り体制として、家族、隣り近所、町内会、民生委員・児童委員、関係団体、
地域包括支援センター、保健福祉センターなどが相互に連携を図りながら、福祉サービス、
いきがいなどの目的に合わせたネットワークの整備を推進し、地域の見守り体制の充実に
努めます。

（3）地域の見守りネットワークの整備

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

要援護者・世帯を対象に、地域住民同士で見守り
や声かけなどの安否確認、ゴミ出し等の軽易な生
活支援を行い地域づくりをすすめるため、地区社
協に対し助成します。

実施事業

＜めざす方向＞
子育て不安の解消や高齢者等の孤立化を予防するため、市、地域住民、ボランティア、

社会福祉法人等が協力して、地域ぐるみの支援サービスを展開しています。また、世代間
の交流や子ども、高齢者、障害者等の地域における交流を促進します。

施策の方向3 地域の子育て支援、地域包括ケア体制の充実

取組1　サロン活動等の充実

子育てに不安をもち、孤立しがちな家庭を支援するため、地域のボランティア等が中心と
なって、子育て中の親子の仲間づくりの場、地域の人との交流の場を提供します。

（1）住民による子育てサロンの開催

地域の福祉活動の把握のための調査や地域の社会資源の把握等、地域福祉活動が推
進するよう努めます。

（4）地域における福祉活動の把握・調整

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

各地区社協の取組みを把握するとともに、地区社
協相互の情報交換、情報提供等の資料として活用
します。

地区社会福祉協議会
活動調査の実施

実施事業

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

関係団体や関係機関等と連携し、子育て世代の情
報交換や交流の場を提供するとともに、市社協事
業を紹介します。

実施事業

地域食堂（子ども食堂を含む）を実施している団体
等を対象に交流会の開催します。また、民間助成金
や食材の寄附等の情報を提供します。

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（子育て支援活動など）に対して助成します。

地域福祉活動活性化
事業【再掲】

ひとり暮らしの高齢者等の孤立感の解消などを目的とするふれあいいきいきサロンやい
きいきクラブの活動を通じて、より多くの地域ボランティアが立ち上がるよう支援するとと
もに、介護予防・いきがいづくりの場としてふれあいいきいきサロン等の拡充を図ります。

（2）ふれあいいきいきサロン等の拡充　　　　　

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

市社協会長が必要と認めた概ね65歳以上のひと
り暮らし高齢者等を対象に、公民館等で地域の給
食ボランティアの協力を得て実施する会食等に対
して、材料費を助成します。

いきいきクラブ事業

サロンの運営ボランティアを対象に、サロンで活
用できるメニューの研修会、情報交換の場の提供
をします。また、サロン用機材の貸出を行います。

本会の職員を地区担当職員として位置づけ、職員
が積極的に地域へ出向き、地域住民とともに小地
域での福祉活動を進めるための体制づくりを支援
します。

地区担当制の推進
【再掲】

災害などの緊急時において、高齢者や障害者等の要配慮者の地域における支援体制づ
くりの推進や相談機能の充実を図ります。

（5）災害や緊急時への対応

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

災害が発生した場合には必要に応じて災害ボラン
ティアセンターを設置します。また、「富山市災害
ボランティアネットワーク会議」に参画し、関係機
関等と連携しながら訓練や情報交換などを行い
ます。

災害時のボランティア
活動の支援

実施事業

生活の維持が困難な世帯の自立・更生を支援する
ための資金貸付の相談及び申込の受付を行います。

生活福祉資金貸付
事業

地区社協が地域福祉事業のメニューから選択する
事業（緊急連絡カードの作成、福祉マップなど）に
対して助成します。

地域福祉活動活性化
事業【再掲】

ふれあいケアネット
融合型事業【再掲】

重点

子育て応援広場事業

地域食堂支援事業

ふれあいサロン普及
事業【再掲】

重点

新規

新規
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取組2　地域共生社会の推進

地域の中では、「支える側」の人が「支えらえる側」の人となることもあり、「お互い様」とい
う関係性をつくり、「支え手」「受け手」という関係を越えて、お互いの存在を認め合いなが
ら各々の役割を発揮できる地域づくりを推進します。　

（1）身近な地域で生活課題を解決できる環境の整備

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことが
できるよう地域住民が主体となった生活支援や介
護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な
機関と連携し、高齢者の生活を支える体制づくり
を進めます。

生活支援体制整備
事業【再掲】

介護と育児に同時に直面する世帯や高齢の親と収入のない子が同居する世帯など、課題
の複合化や社会的孤立、制度の狭間の問題に対し、さまざまな分野にわたる地域生活課題
を把握し、包括的な支援体制を検討します。

（2）複合的な課題への対応

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の
問題、健康上の問題などの相談をワンストップで
受け止め、自立に向けて寄り添いながら支援を行
います。

総合相談窓口の設置
【再掲】

障害者が地域における支え合いの中で共に生き、地域の一員としていきがいや社会的
な役割を持ち、安心して自分らしい生活を営むことができるように支援や地域づくりを進
めます。

（3）障害者の地域生活への支援

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

日常生活に不安のある高齢者や障害者が、自立し
た生活が送れるように、福祉サービスの利用援助
や金銭管理を支援します。

日常生活自立支援
事業【再掲】

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮
者や複雑な問題を抱えて社会的に孤立した人に対し、関係機関と連携しながら、社会的・
経済的な自立と生活向上を包括的に支援し、生活困窮者の早期把握や見守りのための地
域ネットワークづくりを行うとともに、生活困窮者自立支援制度の周知を図ります。

（4）生活困窮者支援の推進

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を
図るため、生活困窮者に対し、「自立相談支援」、
「住居確保給付金の支給」、「家計改善支援」など
の相談支援を行います。

生活困窮者自立支援
事業【再掲】

障害者団体、作業所、障害者福祉施設等の方々の
研修会、レクリエーション等社会参加活動を促進
するために、福祉バスを運行します。

福祉バス運行事業

障害者福祉プラザで、月曜から金曜日に開所し、
義務教育年齢を過ぎた障害者の方を対象に、籐
細工・ちりめん細工やガラスの2次加工品等を製
作する作業所を運営します。

共同作業所運営事業
【再掲】

65歳以上の方で、日常的に車いすを利用されて
いる方、中山間地などにおいて公共交通機関を利
用できない方を対象に、病院や社会参加などの外
出時に車両を運行します。

高齢者移送サービス
事業

生活の維持が困難な世帯の自立・更生を支援する
ための資金貸付の相談及び申込の受付を行います。

生活福祉資金貸付
事業【再掲】

視覚障害者の方に、市の広報、天声人語、声のライ
ブラリーを録音したCD又はテープを発送します。音訳サービス事業

生活の維持が困難な世帯の自立・更生を支援する
ための資金貸付の相談及び申込の受付を行います。

生活福祉資金貸付
事業【再掲】

生活困窮者等で、緊急的な支援が必要な方に対し
食料品等の提供を行います。緊急支援事業

ちょっとした困りごとのある高齢者世帯等に対し
て、地域の福祉関係団体と連携し高齢者パワーも
活用しながらボランティアの協力を得て、地域づ
くりを進めます。

生活支援ボランティア
派遣事業【再掲】

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、障害者世帯な
どで公的サービスを受けられず、買物に不便を感じ
ている方を自宅から最寄りの買物先まで送迎し、買
物時の見守り等の支援をボランティアが行います。

お買物バス事業

地域食堂（子ども食堂を含む）を実施している団
体等を対象に交流会の開催します。また、民間助
成金や食材の寄附等の情報を提供します。

地域食堂支援事業
【再掲】

新規
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う関係性をつくり、「支え手」「受け手」という関係を越えて、お互いの存在を認め合いなが
ら各々の役割を発揮できる地域づくりを推進します。　

（1）身近な地域で生活課題を解決できる環境の整備

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことが
できるよう地域住民が主体となった生活支援や介
護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な
機関と連携し、高齢者の生活を支える体制づくり
を進めます。

生活支援体制整備
事業【再掲】

介護と育児に同時に直面する世帯や高齢の親と収入のない子が同居する世帯など、課題
の複合化や社会的孤立、制度の狭間の問題に対し、さまざまな分野にわたる地域生活課題
を把握し、包括的な支援体制を検討します。

（2）複合的な課題への対応

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の
問題、健康上の問題などの相談をワンストップで
受け止め、自立に向けて寄り添いながら支援を行
います。

総合相談窓口の設置
【再掲】

障害者が地域における支え合いの中で共に生き、地域の一員としていきがいや社会的
な役割を持ち、安心して自分らしい生活を営むことができるように支援や地域づくりを進
めます。

（3）障害者の地域生活への支援

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

日常生活に不安のある高齢者や障害者が、自立し
た生活が送れるように、福祉サービスの利用援助
や金銭管理を支援します。

日常生活自立支援
事業【再掲】

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮
者や複雑な問題を抱えて社会的に孤立した人に対し、関係機関と連携しながら、社会的・
経済的な自立と生活向上を包括的に支援し、生活困窮者の早期把握や見守りのための地
域ネットワークづくりを行うとともに、生活困窮者自立支援制度の周知を図ります。

（4）生活困窮者支援の推進

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を
図るため、生活困窮者に対し、「自立相談支援」、
「住居確保給付金の支給」、「家計改善支援」など
の相談支援を行います。

生活困窮者自立支援
事業【再掲】

障害者団体、作業所、障害者福祉施設等の方々の
研修会、レクリエーション等社会参加活動を促進
するために、福祉バスを運行します。

福祉バス運行事業

障害者福祉プラザで、月曜から金曜日に開所し、
義務教育年齢を過ぎた障害者の方を対象に、籐
細工・ちりめん細工やガラスの2次加工品等を製
作する作業所を運営します。

共同作業所運営事業
【再掲】

65歳以上の方で、日常的に車いすを利用されて
いる方、中山間地などにおいて公共交通機関を利
用できない方を対象に、病院や社会参加などの外
出時に車両を運行します。

高齢者移送サービス
事業

生活の維持が困難な世帯の自立・更生を支援する
ための資金貸付の相談及び申込の受付を行います。

生活福祉資金貸付
事業【再掲】

視覚障害者の方に、市の広報、天声人語、声のライ
ブラリーを録音したCD又はテープを発送します。音訳サービス事業

生活の維持が困難な世帯の自立・更生を支援する
ための資金貸付の相談及び申込の受付を行います。

生活福祉資金貸付
事業【再掲】

生活困窮者等で、緊急的な支援が必要な方に対し
食料品等の提供を行います。緊急支援事業

ちょっとした困りごとのある高齢者世帯等に対し
て、地域の福祉関係団体と連携し高齢者パワーも
活用しながらボランティアの協力を得て、地域づ
くりを進めます。

生活支援ボランティア
派遣事業【再掲】

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、障害者世帯な
どで公的サービスを受けられず、買物に不便を感じ
ている方を自宅から最寄りの買物先まで送迎し、買
物時の見守り等の支援をボランティアが行います。

お買物バス事業

地域食堂（子ども食堂を含む）を実施している団
体等を対象に交流会の開催します。また、民間助
成金や食材の寄附等の情報を提供します。

地域食堂支援事業
【再掲】
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＜めざす方向＞
まちづくりのスタートは、高齢者や障害者など外出にハンディをかかえている人の立場を
考えることです。就労環境など生活全般に関して、人にやさしいまちづくりを進めます。

施策の方向4 人にやさしいまちづくり

取組1　安心して暮らせる住居の整備促進

生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育てる家庭等のうち、生活や住宅に配慮を要する
人の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に努めます。

（1）居住に課題を抱える人への横断的な支援

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を
図るため、生活困窮者に対し、「自立相談支援」、
「住居確保給付金の支給」、「家計改善支援」など
の相談支援を行います。

生活困窮者自立支援
事業【再掲】

取組2　就労・能力活用への支援

一般就労が困難であっても、生産活動に従事することは、障害者の社会参加や働く権利、
自己実現の観点等からも重要であることから、福祉的就労の場の整備に努めます。

（1）障害者への就労支援

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

障害者福祉プラザで、月曜から金曜日に開所し、
義務教育年齢を過ぎた障害者の方を対象に、籐
細工・ちりめん細工やガラスの2次加工品等を製
作する作業所を運営します。

共同作業所運営事業
【再掲】

市民の誇りづくり
基本目標Ⅳ

＜めざす方向＞
少子高齢化の進展により人口減少時代に突入している現在において、「選ばれるまち」

となるよう地域の魅力や誇りをこれまで以上に高めていく必要があります。

施策の方向1 地域における魅力づくりや情報発信

取組1　地域福祉活動の啓発

自治振興会、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、老人クラブ等の組織も
小学校区単位となっており、これらの地域組織を通して住民の福祉への関心を高め、福祉
意識を醸成します。
地域組織の役員の方々に地域福祉に関心を持ってもらうため、活動状況のPRの場とし

て、福祉フェスティバルや福祉フォーラム、地域の勉強会の開催を通じて啓発に努めます。

（1）地域組織を通じた啓発活動の強化

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協のリーダー的役割を担う方々を対象に、地域の担い
手不足や福祉課題への解決を目的とした研修会、また、地区
社協相互の情報交換、情報提供の場としても開催します。

地域リーダー研修会
開催事業【再掲】

社会福祉に対する意識の高揚を図るため、功労者
表彰や記念講演等を開催します。

福祉フェスティバル
開催事業【再掲】

実施事業

ホームページや市の広報紙、マスメディアなどさまざまな媒体を活用し、地域福祉活動
の状況や市社会福祉協議会の事業・役割について市民にPRします。

（2）地域福祉活動のPR

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

ホームページやSNS、市広報とやま、マスメディア、
パンフレットを活用し、事業の紹介やボランティアに
関する情報などを掲載して市民に情報を発信します。

広報活動事業【再掲】

福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介、
バザー、模擬店などを実施し、障害者への理解、
福祉活動やボランティア活動を啓発します。

ふれあいフェスタ
開催事業【再掲】

関係団体や関係機関等と連携し、子育て世代の情
報交換や交流の場を提供するとともに、市社協事
業を紹介します。

実施事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るよう地域住民が主体となった生活支援や介護予防
サービスの充実を図るため、地域の多様な機関と連携
して、高齢者の生活を支える体制づくりを進めます。

生活支援体制整備
事業【再掲】

子育て応援広場事業
【再掲】
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＜めざす方向＞
まちづくりのスタートは、高齢者や障害者など外出にハンディをかかえている人の立場を

考えることです。就労環境など生活全般に関して、人にやさしいまちづくりを進めます。

施策の方向4 人にやさしいまちづくり

取組1　安心して暮らせる住居の整備促進

生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育てる家庭等のうち、生活や住宅に配慮を要する
人の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に努めます。

（1）居住に課題を抱える人への横断的な支援

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を
図るため、生活困窮者に対し、「自立相談支援」、
「住居確保給付金の支給」、「家計改善支援」など
の相談支援を行います。

生活困窮者自立支援
事業【再掲】

取組2　就労・能力活用への支援

一般就労が困難であっても、生産活動に従事することは、障害者の社会参加や働く権利、
自己実現の観点等からも重要であることから、福祉的就労の場の整備に努めます。

（1）障害者への就労支援

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

障害者福祉プラザで、月曜から金曜日に開所し、
義務教育年齢を過ぎた障害者の方を対象に、籐
細工・ちりめん細工やガラスの2次加工品等を製
作する作業所を運営します。

共同作業所運営事業
【再掲】

市民の誇りづくり
基本目標Ⅳ

＜めざす方向＞
少子高齢化の進展により人口減少時代に突入している現在において、「選ばれるまち」
となるよう地域の魅力や誇りをこれまで以上に高めていく必要があります。

施策の方向1 地域における魅力づくりや情報発信

取組1　地域福祉活動の啓発

自治振興会、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、老人クラブ等の組織も
小学校区単位となっており、これらの地域組織を通して住民の福祉への関心を高め、福祉
意識を醸成します。
地域組織の役員の方々に地域福祉に関心を持ってもらうため、活動状況のPRの場とし
て、福祉フェスティバルや福祉フォーラム、地域の勉強会の開催を通じて啓発に努めます。

（1）地域組織を通じた啓発活動の強化

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

地区社協のリーダー的役割を担う方々を対象に、地域の担い
手不足や福祉課題への解決を目的とした研修会、また、地区
社協相互の情報交換、情報提供の場としても開催します。

地域リーダー研修会
開催事業【再掲】

社会福祉に対する意識の高揚を図るため、功労者
表彰や記念講演等を開催します。

福祉フェスティバル
開催事業【再掲】

実施事業

ホームページや市の広報紙、マスメディアなどさまざまな媒体を活用し、地域福祉活動
の状況や市社会福祉協議会の事業・役割について市民にPRします。

（2）地域福祉活動のPR

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

ホームページやSNS、市広報とやま、マスメディア、
パンフレットを活用し、事業の紹介やボランティアに
関する情報などを掲載して市民に情報を発信します。

広報活動事業【再掲】

福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介、
バザー、模擬店などを実施し、障害者への理解、
福祉活動やボランティア活動を啓発します。

ふれあいフェスタ
開催事業【再掲】

関係団体や関係機関等と連携し、子育て世代の情
報交換や交流の場を提供するとともに、市社協事
業を紹介します。

実施事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るよう地域住民が主体となった生活支援や介護予防
サービスの充実を図るため、地域の多様な機関と連携
して、高齢者の生活を支える体制づくりを進めます。

生活支援体制整備
事業【再掲】

子育て応援広場事業
【再掲】
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＜めざす方向＞
多様な魅力を持つ本市に対して、市民一人ひとりがさまざまな地域活動や生涯学習の機
会において、郷土に対する愛着や誇りを持てる福祉教育を推進します。

施策の方向2 市や地域に対する愛着や誇りの醸成

取組1　地域における福祉教育の充実

小学生や中学生等への福祉やボランティアに対する関心や理解を深めるため、福祉団体、
社会福祉施設、ＮＰＯ法人等と連携し、ボランティア活動等に取組みます。

（1）学校におけるボランティア活動

計画年度
2 3 4 5 6事業概要実施事業

福祉への理解や関心を深めてもらうことを目的に、
市内の学校、地域の各種団体、企業等へ、障害者
団体やボランティア団体、社協職員などを講師と
して派遣します。

生涯学習においても福祉の充実を図るため、高齢者、障害者、子どもごとの講座を開設
し、活動を希望する受講者とボランティアを必要とする施設や団体等を結び付けます。
また、福祉に関する講座の充実とPRに努めることにより、利用を促進し、地域住民の
福祉への関心を高めていきます。

（2）生涯活動における福祉講座の開設

計画年度
2 3 4 5 6事業概要

市内の60歳以上の方を対象に、仲良く歩こう講
座等の開催、同好会の活動支援、高齢者のいきが
いに関する情報提供を行います。

長寿ふれあいセンター
運営事業

市内の60歳以上の方を対象に、ものづくりを通し
て趣味やいきがいづくりとなるよう各種講座を開
催します。

大沢野高齢者いきがい
工房運営事業

市内の60歳以上の方々に、入浴と憩いの場を提
供し、仲間づくりを支援するとともに、利用者を
対象に各種教室等の開催を推進します。

婦中社会福祉センター
運営事業

実施事業

福祉への理解や関心を深めてもらうことを目的に、
市内の学校、地域の各種団体、企業等へ、障害者
団体やボランティア団体、社協職員などを講師と
して派遣します。

傾聴、音訳、手話、点訳、IT支援、おもちゃドクター、
災害ボランティア・支援者養成講座や視覚障害者
との体験交流などを開催します。

ボランティア講座
開催事業【再掲】

計画の推進にあたって
第4章

地域福祉の主役は、実際に生活している市民一人ひとりと言えます。自分たちのまちを、
支え合いや助け合いの生まれる理想のまちに近づけていくためには、市や関係機関の取
組みだけでなく、市民の協働が不可欠とされています。
また、地域には地域特性が反映された福祉ニーズが存在することも考えられます。それ

らのニーズに対応していくためには、その地域のボランティア、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、
地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員などの取組みこそ、重要な担い手として期待さ
れます。
この計画の推進に当たっては、上記のような地域福祉を担うさまざまな主体が連携を

図り、力を合わせていくことで、充実した取組みにつながります。

（１）地域活動団体の役割
自治会やボランティア団体、ＮＰＯ法人、民生委員・児童委員などにおいては、地域の

生活課題を発見・共有するとともに、それぞれの強みをいかしながら解決していくことが
望まれます。

（２）市社会福祉協議会の役割
市社会福祉協議会は、相談支援や福祉サービスを提供するなどの活動に取組んでいま

す。同時に、地域福祉推進の中心的な存在として、市民と地域活動団体、福祉サービス
事業者、行政とのコーディネート役としての機能も果たしています。
今後は協議体としての機能強化を図るとともに、地域における多様な課題が住民から

見えるように努め、その課題に対応した事業を行います。

1 協働による計画の推進

地域福祉を推進するうえで、市民、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、社会福祉法人だけ
でなく、計画に関係するすべての人が、この計画が目指す地域福祉の方向性や取組みに
ついて、共通理解を持つことが大切です。
市社会福祉協議会のホームページや市の広報紙などを通じて、計画を広く市民に周知

するとともに、関係団体へ配布し、理解の浸透に努めます。

2 計画の周知・普及

本計画の推進においては、社会状況の変化や社会福祉制度の動向を踏まえ、総合的か
つ計画的な進行管理を図るとともに、地域福祉の取組みの見直しも必要に応じて行います。

3 計画の推進について
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資料
第5章

（１） 高齢者関連
○地域住民の高齢化が進むなか、住民同士で対応できる範囲は徐々に減少してい
る。
○町内で高齢者に対する支援マップを作成したいと考えているが、なかなか具体的
な行動が起きない。何をするにも地域の人はあまり関心がない。
○高齢化の進む折、地域ケアネット活動に限界がきており、支援者が疲れている。

（2）  子ども関連
○少子化対策について真剣に考えなくてはいけない。地域の活性・再生化を考える
際は、若者世代にもっと焦点を当てるべき。
○ボランティア活動を学校教育のカリキュラムの中に入れてほしい。

（3）  障害者関連
○現在、障害を持つ妻の介護を自分で行っているが、仮に自分が倒れた場合どうす
れば良いか不安。
○夫婦２人暮らしで、１人が障害者（又は要介護者）の家庭で、どちらか１人が急病
等になった時、緊急な対応が必要な場合の支援体制が必要。

（4）  要援護者関連
○災害があった際、一人暮らし高齢者、障害者をどのように助けるかが問題である。
○見守り活動を行う上で、障害者、子育て家庭、高齢者等の名簿がどこからももら
えない。

（5）  生活・交通関連
○近隣にスーパーがないことで買い物が不便。
○地域に店がないため、買い物難民が増えてきている。
○今後、一人暮らし世帯が増えてきたときに近所だけで支えられるか不安。

（６） 地域の人材について
○地域のコミュニティの中で担い手不足が否めない。ボランティア、地域福祉、自
治会活動を行う方がどうしても高齢者になり、若者のリーダー不足が否めない。
○町内会の役員、長寿会役員をしている方の後継者不足が課題となっている。

（７） 地域のつながりについて
○地域活動を推進していく上で、高齢者ばかりを対象としているとなかなか発展が
ない。若い方々を呼び込まなくてはならない。

1 地域懇談会における意見や要望等 （富山市地域福祉計画から）

○若者が地域に関心をもてるようにする仕組みづくりを考えなければならない。誰で
も気軽に立ち寄れて地域のことを考えられる場等があればよい。

○地域のつながりは強いと思うが、高齢者が多く、住民同士で支えきれなくなって
きている。

○マンション居住者の中には、地域とのつながりの少ない居住者が増えている。

（８） ボランティア関連
○地域ボランティアの基盤ができていない。地域行事や見守り活動などボランティ
アをする人が高齢者ばかりになっている。

○支える側のボランティアに対する意識が低く感じる。特に認知症・精神障害に対
して意識を変えることが難しい。若い人は自分が生きていくことに精一杯で人の
世話まで手が回らず、ゆとりがない。

○ボランティアとは、行政と福祉を必要とする方とをつなぐ位置にいると考えるが、
具体的には何をすればよいかよく分からない。

（９） 複合的な問題について
○30年前から「パラサイトシングル」が周囲で目立っている。
○ダブルケアについてもっと知りたい。
○今後、ダブルケアの問題が増えるのではないかと心配している。親だけでなく子
供の精神ケアも必要だと思うので、どちらも話を聞ける人材が必要だと思う。

（10） 行政関係
○行政の窓口を整理してもっと簡素化してほしい。
○縦割り行政を見直し、横割りの組織体制にしてほしい。また、窓口を一本化して
ほしい。

○災害時の対策や地域の見守り活動をするために要援護者等の情報が必要だが、
個人情報の関係で必要な情報がもらえない。個人情報の取り扱いをもう少し緩和
してほしい。
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2 富山市指標 3 計画策定の経過

数　値
180,034
415,765
49,875
243,364
122,526
29.47
1,419
80
885

19,073
3,014
2,940
5,371
23,845

32
7
13
45
51
65
26
45
933
513
1,162
52

1,243
618
187
237

単　位項　目
世帯
人
人
人
人
％
町内
地区
人
人
人
人
人
人

センター
センター
センター
か所
か所
校
校
地区
人
チーム
人
地区
人

サークル
サークル
サロン

世帯数
人口

単　位年　月

社協職員によるワーキンググループで事業の見直し、重点事業等
の検討（５月～１月）
役職員・グループリーダーによる事業の見直し、重点事業、新規
事業等の検討（５月～２月）

5月

6月

地域福祉懇談会（１１会場　参加者１７３人）
 ・地域福祉活動計画策定の状況
 ・地域における活動について意見交換

7月

地域リーダー研修会（参加者１１０人）
　演題「地域共生社会に向けた福祉のまちづくり」
　講師　富山短期大学　健康福祉学科長・教授　関 好博 氏

11月

8月

12月

第１回地域福祉活動計画策定委員会
 ・地域福祉活動計画の素案について協議9月

第２回地域福祉活動計画策定委員会
 ・地域福祉活動計画の原案について協議2月

地区社会福祉協議会への説明報告
市社協理事会・評議員会に提案3月

市社協理事会で活動計画の策定状況を報告10月

パブリックコメント（1月23日～2月6日 15日間）1月

令和元年 

令和2年 

14歳以下人口
15歳以上64歳以下人口
65歳以上人口

実施地区
対象者
チーム数
活動者数
設置地区
人　数
地域包括支援センター
単位老人クラブ
地区社協

ケアネット
(平成31年3月31日現在)

福祉推進員
(平成31年3月31日現在)

サロン数
(平成31年3月31日現在)

高齢化率
町内会数
地区社協数
民生委員・児童委員数
身体障害者手帳所有者数 (平成31年3月31日現在)

療育手帳所有者数 (平成31年3月31日現在)

精神障害者保健福祉手帳所有者数 (平成31年3月31日現在)

要支援者数 (令和元年11月30日現在)

要介護者数 (令和元年11月30日現在)

地域包括支援センター
保健福祉センター
子育て支援センター
保育所・保育園
認定こども園
小学校数
中学校数

令和元年12月末現在
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要介護者数 (令和元年11月30日現在)

地域包括支援センター
保健福祉センター
子育て支援センター
保育所・保育園
認定こども園
小学校数
中学校数

令和元年12月末現在



39 40

4 地域福祉活動計画策定委員会設置要綱
（設置）
第１条 富山市における住民主体の地域福祉活動計画を策定するため、富山市社会福祉

協議会地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条　委員会は次の事務を所掌する。
　（１） 総合的、体系的な地域福祉活動計画の策定に関すること。
　（２） その他、富山市社会福祉協議会長（以下「市社協会長」という。）が必要と認める

事項。

（構成）
第３条　委員会は、次に掲げる者から１１名以内の委員をもって構成する。
　（１）学識経験者
　（２）地域活動関係者
　（３）高齢者分野の関係者
　（４）障がい者分野の関係者
　（５）子ども分野の関係者
　（６）行政関係者
　（７）前各号に掲げるほか、市社協会長が必要と認める者
２　委員会の委員は市社協会長が委嘱する。

（委員の任期）

第４条　委員の任期は、委嘱の日から所掌事務が終了するまでとする。

（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１人を置く。
２ 委員長は、委員の互選とする。
３ 副委員長は、委員長が指名する。
４ 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。副委員長は、委員長を補佐し委員長に
事故あるときはその職務を代理する。

（会議）
第６条　委員会は委員長が召集し、委員長は会議の議長となる。

（庶務）
第７条　委員会の庶務は、富山市社会福祉協議会地域福祉課が行う。

（細則）
第８条　この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、市社協会長が定める。

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。

5 地域福祉活動計画策定委員会委員名簿

所属等氏　名

富山短期大学健康福祉学科長・教授

市社会福祉協議会副会長

市自治振興連絡協議会副会長

市民生委員児童委員協議会副会長

市社会福祉法人連絡協議会会長

市老人クラブ連合会副会長

市地域包括支援センター連絡協議会会長

市身体障害者福祉協議会会長

市保育連盟書記

市福祉保健部福祉政策課課長

市社協市民モニター

構　成

◎ 委員長　○ 副委員長

学識経験者

地域活動分野

〃

〃

〃

高齢者分野

〃

障害者分野

子ども分野

行政関係者

その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

◎ 関 　 好 博

山 口 𠮷 弘

秋 本 美 孝

○ 髙 山 礼 子

小 島 伸 也

金 山 圭 子

野 口 雅 司

大 西 貞 夫

栃 谷 珠 子

山 森 　 豊

吉 浦 縞 子
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6 用語解説
SNS〔Social Networking Service〕
人と人のつながりの促進をサポートするコミュニテ
ィ型の会員制のサービスのこと。

NPО〔Non-Profit Оrganization〕
非営利団体をいう。ボランティア団体もNPOである。

協働
協力して働くこと。この計画は、市民・地域活動団
体・社会福祉法人・社会福祉協議会・市が協働して
推進することとしている。

市民力
自律した市民が連帯して地域共同体の運営に参画
することで生まれる、新たな地域を担う力。

サロン活動
高齢者や子育て中の親子と住民が、気軽に、無理な
く、楽しく、自由に集い、それぞれの興味や関心に
あわせた活動や一緒にお茶を飲んだり、食事をする
ことによって、楽しいひと時を過ごす仲間づくりの
活動の場。高齢者を対象とする「ふれあいいきいき
サロン」と子育て支援のための「ふれあい子育てサ
ロン」がある。

自助・互助・共助・公助
自発的に生活課題を解決する力としての「自助」を
中心に、お互いが解決し合う力としての「互助」がそ
れを支え、「互助」で解決することが困難な課題に対
して、制度化された相互扶助である「共助」が登場
することで「互助」の負担を減らし、それでも解決で
きない場合に最終的に「公助」で対応しようという
考え方。

シビックプライド
富山市の認知度とイメージを高めるための取組みを
総合的・戦略的に実践することを目的としたシティ
プロモーションにおいて、市民をはじめとした富山
市に関わりのある多くの人が、富山に誇りと愛着を
いだくこと。

生活困窮者
経済面や日常生活面において問題を抱え、生活保
護を受けていないものの、生活保護を受けるに至
るおそれがあり、かつ自立が見込まれる人のこと。

成年後見制度
知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が
十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判
所に申し立て、援助をしてくれる人を付けてもらう
制度。「後見」「保佐」「補助」の支援があり、法定後
見制度と任意後見制度の2つに大別される。

ダブルケア
育児と介護が同時期に発生する状態にあること。

地域共生社会
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彩な主体
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
ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創ってい
く社会。

地域支援事業
地域支援事業は、高齢者が要介護状態等となるこ
とを予防するとともに、要介護状態となった場合に
おいても、可能な限り、地域において自立した日常
生活を営むことができるよう支援する事業。地域支
援事業は、一般介護予防事業、包括的支援事業、任
意事業等があり、その経費は介護保険から支払わ
れる。

地域生活支援事業
地域生活支援事業は、地域の実情に応じて、柔軟に
実施されることが好ましい事業として、障害者自立
支援法に位置付けられている。市町村が行う必須事
業として、相談支援事業、コミュニケーション支援
事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業及
び地域活動支援センター機能強化事業があり、訪
問入浴サービス事業、日中一時支援事業等の必須
事業以外の事業も実施することができるとされて
いる。

地域コミュニティ
地域をよりよくするために活動する住民同士のつな
がりや集まり。

地域包括支援センター
地域包括支援センターは、保健師又は経験のある
看護師、主任ケアマネジャー及び社会福祉士を置き、
介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利
擁護、包括的・継続的ケアマネジメント等を業務とし
て介護保険法に規定された機関である。地域包括
支援センターは、生活圏域を踏まえて設定され、市
町村又は市町村に委託された法人が運営する。市
内32か所に設置されている。

地域力
自治会・町内会等の地縁組織、NPO等の市民団体
や企業、これらの核となる市民及び行政が相互に連
携し、総合力をもって主体的に地域の課題を発見し、
解決する力。

地区社協
地域福祉推進への住民参加の基礎単位として、小
学校区などを区域に組織化しその活動を支援して
いる任意の団体で、日常生活圏内での地域住民の
主体的な福祉活動の推進に大きな役割を果たして
いる。市内80地区に設置されている。

地域福祉活動計画
地域の実情を踏まえ、これからの地域福祉をどのよ
うに進めていくかを体系的に整理し、特に重点的に
取組むべき課題を中心に、社会福祉協議会が策定
する計画。

地域包括ケアシステム
高齢者が可能な限り住み慣れた地域や自宅で日常
生活を送れるようにするため、地域における「住ま
い」「医療」「介護」「予防」「生活支援」の5つのサー
ビスを一体的に提供できるケア体制を構築しようと
する考え方。

パラサイトシングル
学卒後も親と同居し、基本的生活を親に依存してい
る未婚者。

福祉推進員
地域において、福祉に関する問題や要望を発見し、
見守り・声かけ活動を展開して、地域の人たちがと
もに福祉のまちづくりを進めていく推進役となる地
域ボランティアである。福祉推進員は、町内会単位
に配置することを基本とし、地区社会福祉協議会会
長等が委嘱する。

ボランティアセンター
ボランティア活動を求めるニーズ把握、ボランティ
ア活動に必要な社会資源の確保、ボランティア活
動の拡大普及を図りながら、ボランティア活動を活
性化するための推進機関。具体的には、ボランティ
ア活動の需給調整を中心として、相談、援助、育成、
調査研究、情報提供、連絡調整などを業務として
いる。

民生委員・児童委員
民生委員は、民生委員法に基づき各市町村に置か
れる民間奉仕者。都道府県知事又は中核市の市長
の推薦により厚生労働大臣が委嘱する。民生委員
の任期は3年である。市町村の区域内において、担
当の区域又は事項を定めて、①住民の生活状態の把
握を必要に応じ行うこと、②援助を要する人の相談
に応じ、助言その他の援助をすること、③社会福祉
事業施設と密接に連絡し、その事業又は活動を支
援すること、④福祉事務所その他の関係行政機関の
業務に協力すること、等を職務とする。民生委員は、
児童福祉法による児童委員を兼務する。

要援護者
援助を必要とする人。生活保護受給者、母子家庭等
で生活に困っている人、要支援・要介護認定者、重
度の障害のため日常生活に困っている人など。

老人クラブ
会員相互の親睦を深めるとともに、社会奉仕等の
社会参加により、生きがいを高めようとする高齢者
による自主的な組織。ゲートボール、歌、踊り、地域
奉仕、地域交流等の活動が行われている。老人クラ
ブの対象年齢は、多くが60歳以上としているが、長
寿化に伴って対象年齢の引き上げをした所もある。

我が事・丸ごと
公的支援制度では対象とならない身近な生活課題
や制度の狭間にある課題を解決するためには、「縦
割り」ではなく、分野をまたがって包括的に「丸ごと」
支援する公的支援への転換や「他人事」ではなく「我
が事」として、主体的に自分たちの暮らしや地域社
会に豊かさや安心、生きがいを生み出す地域づくり
への転換の必要性を訴えた「地域共生社会」実現の
ための考え方。
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がりや集まり。

地域包括支援センター
地域包括支援センターは、保健師又は経験のある
看護師、主任ケアマネジャー及び社会福祉士を置き、
介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利
擁護、包括的・継続的ケアマネジメント等を業務とし
て介護保険法に規定された機関である。地域包括
支援センターは、生活圏域を踏まえて設定され、市
町村又は市町村に委託された法人が運営する。市
内32か所に設置されている。

地域力
自治会・町内会等の地縁組織、NPO等の市民団体
や企業、これらの核となる市民及び行政が相互に連
携し、総合力をもって主体的に地域の課題を発見し、
解決する力。

地区社協
地域福祉推進への住民参加の基礎単位として、小
学校区などを区域に組織化しその活動を支援して
いる任意の団体で、日常生活圏内での地域住民の
主体的な福祉活動の推進に大きな役割を果たして
いる。市内80地区に設置されている。

地域福祉活動計画
地域の実情を踏まえ、これからの地域福祉をどのよ
うに進めていくかを体系的に整理し、特に重点的に
取組むべき課題を中心に、社会福祉協議会が策定
する計画。

地域包括ケアシステム
高齢者が可能な限り住み慣れた地域や自宅で日常
生活を送れるようにするため、地域における「住ま
い」「医療」「介護」「予防」「生活支援」の5つのサー
ビスを一体的に提供できるケア体制を構築しようと
する考え方。

パラサイトシングル
学卒後も親と同居し、基本的生活を親に依存してい
る未婚者。

福祉推進員
地域において、福祉に関する問題や要望を発見し、
見守り・声かけ活動を展開して、地域の人たちがと
もに福祉のまちづくりを進めていく推進役となる地
域ボランティアである。福祉推進員は、町内会単位
に配置することを基本とし、地区社会福祉協議会会
長等が委嘱する。

ボランティアセンター
ボランティア活動を求めるニーズ把握、ボランティ
ア活動に必要な社会資源の確保、ボランティア活
動の拡大普及を図りながら、ボランティア活動を活
性化するための推進機関。具体的には、ボランティ
ア活動の需給調整を中心として、相談、援助、育成、
調査研究、情報提供、連絡調整などを業務として
いる。

民生委員・児童委員
民生委員は、民生委員法に基づき各市町村に置か
れる民間奉仕者。都道府県知事又は中核市の市長
の推薦により厚生労働大臣が委嘱する。民生委員
の任期は3年である。市町村の区域内において、担
当の区域又は事項を定めて、①住民の生活状態の把
握を必要に応じ行うこと、②援助を要する人の相談
に応じ、助言その他の援助をすること、③社会福祉
事業施設と密接に連絡し、その事業又は活動を支
援すること、④福祉事務所その他の関係行政機関の
業務に協力すること、等を職務とする。民生委員は、
児童福祉法による児童委員を兼務する。

要援護者
援助を必要とする人。生活保護受給者、母子家庭等
で生活に困っている人、要支援・要介護認定者、重
度の障害のため日常生活に困っている人など。

老人クラブ
会員相互の親睦を深めるとともに、社会奉仕等の
社会参加により、生きがいを高めようとする高齢者
による自主的な組織。ゲートボール、歌、踊り、地域
奉仕、地域交流等の活動が行われている。老人クラ
ブの対象年齢は、多くが60歳以上としているが、長
寿化に伴って対象年齢の引き上げをした所もある。

我が事・丸ごと
公的支援制度では対象とならない身近な生活課題
や制度の狭間にある課題を解決するためには、「縦
割り」ではなく、分野をまたがって包括的に「丸ごと」
支援する公的支援への転換や「他人事」ではなく「我
が事」として、主体的に自分たちの暮らしや地域社
会に豊かさや安心、生きがいを生み出す地域づくり
への転換の必要性を訴えた「地域共生社会」実現の
ための考え方。
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