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はじめに 
 

社会福祉法人福山市社会福祉協議会 

会 長  橋  本  哲  之 
 

わが国を取り巻く状況は，急速な少子高齢化に伴い一人 

暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加，地域のつながり 

の希薄化による，ひきこもりなどの社会的孤立，虐待など

による権利擁護の問題など地域における生活課題は複雑多様化しております。 

こうした状況の中，福山市では 2012 年（平成 24 年）3 月に，「福山市地

域福祉計画」が策定され，その計画をふまえ，福山市社会福祉協議会では，地

域福祉にかかわる各種団体などと連携し，地域福祉推進を図るための行動計画

として，「第 1 期福山市地域福祉活動計画」を策定しました。  

 この計画にもとづき，地域のより身近な居場所として「喫茶店風サロン」の

開設や災害時の対応として「災害ボランティアコーディネーター」の養成・「災

害ボランティアセンター設置訓練」など積極的に活動を展開してまいりました。 

 また，判断能力の不十分な人たちの権利擁護や障がいのある人たちの課題を

ワンストップで相談できる「安心生活見まもりセンター」を開設しました。 

 一方，計画を推進する中で，生活困窮世帯への支援や地域包括ケアシステム

の構築，社会福祉法人による地域における公益事業の推進，また，2016 年（平

成 28 年）6 月発生の福山市大雨災害をふまえた災害時の対応など社協として

新たに取組むべき課題も見えてきました。 

 こうしたことから，第 1 期活動計画の成果と課題や新たな課題をふまえ，こ

のたび「第 2 期福山市地域福祉活動計画」を策定いたしました。この計画では，

『一人ひとりの人権が尊重され 住み慣れた地域で心豊かに 夢を持ち続けて

暮らすことができるまち ふくやま』を基本理念とし，４つの目標ごとに今後

の方向性と具体的な事業を位置づけた方策を立て，基本理念の達成に向け取組

んでまいります。 

 市民の皆様をはじめ，福山市，地域の各種団体各位には，第 2 期活動計画の

趣旨をご理解いただき，今後とも地域福祉活動の推進に格別のご理解とご支援，

ご協力を賜りますようお願い申しあげます。 

 結びになりましたが，計画策定にあたり，熱心にご審議いただきました，「地

域福祉活動計画策定委員会」委員の皆様，多くのご意見をいただきました，学

区の福祉を高める会・福山市ボランティア連絡協議会などの役員をはじめとす

る関係者の皆様に厚くお礼申しあげますとともに，今後とも社会福祉協議会に

対し，ご支援を賜りますようお願い申しあげます。 

2017 年（平成 29 年）3 月 
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第 1章 計画の概要 
 

１ 計画策定の趣旨 

 

（１）地域福祉とは 

 地域福祉とは，それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう，住

民や社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の生活課題の解決に取り組む

考え方です。 

地域福祉は，法に基づく制度化された福祉サービスや事業のみによって実現

できるものではなく，住民やボランティア，行政や社会福祉関係機関が協働し

実践することにより推進されます。 

近年では，社会・経済状況の大きな変化にともない，生活困窮者・世帯など

の社会的援護を要する人たちへの支援や，虐待・引きこもりなどの新たな社会

的課題への対応が早急に求められるようになってきており，地域社会での支え

合い活動の取組の推進が大切となっております。 

 

 

（２）地域福祉活動計画策定の趣旨 

福山市社会福祉協議会（以下「社協」という。）は，2012 年（平成 24 年）

3 月に策定した「福山市地域福祉活動計画」に定めた基本方策と重点事業を実

施する中で，地域福祉を推進してきました。 

このたび，現計画の計画期間が終了することに伴い，その成果と課題をふま

え第 2 期の地域福祉活動計画（以下「計画」という。）を策定するものです。 

この計画は，地域福祉の推進をめざし，住民及び福祉・保健などの関係団体

や事業者などが積極的に社協と連携して地域で進めていく取組についてまとめ

たものです。 

特に，住民に最も身近な地域福祉の推進団体である，福祉を高める会・ボラ

ンティアの会などが地域ニーズに即して持続的に活動できるよう，社協，関係

機関・団体，福山市（以下「市」という。）などが連携し，住み慣れた地域に

おいて，高齢者，障がい者，子どもをはじめ地域の人が安心して，いきいきと

暮らせる福祉のまちづくりをめざします。 
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（３）福山市における地域福祉活動の経緯 

ア 福山市の位置・人口・世帯数など 

福山市は，広島県の東部に位置し，広島市から約100km，岡山市から約50km 

の圏域にあり，北は，神石高原町・府中市，南は瀬戸内海，西は尾道市，東は

岡山県笠岡市・井原市に接しています。 

 

項 目 内  容 

人口 470,630人 

世帯数 202,995世帯 

高齢者（65歳以上） 125,335人 

高齢化率 26.9％ 

要介護（要支援）認定者 25,674人 

生活保護世帯 5,028世帯（6,917人） 

身障手帳所持者 18,384人 

療育手帳所持者数 3,914人 

精神保健福祉手帳所持者 4,439人 

民生委員・児童委員数 887人 

市域 東西…29.5km，南北…45.7㎞，面積…518.14㎢ 

【2016年（平成28年）4月1日現在】 

 

イ 福山市における地域福祉活動の経緯 

年   代 内    容 

1916年 

（大正 5 年） 

市制施行（当時の人口 32,356 人，面積 5,8㎢）以降，行政合併を繰り返

し，現在では広島県第 2 位の人口と広い市域を有する工業都市へと変貌。 

1960年代 

（昭和 30年代） 

後半 

大型製鉄所の誘致。 

人口が急増し，住民ニーズに対応するため，公民館の整備などを中心に

行政の住民福祉施策を展開。 

1968年 

（昭和 43年） 
福山市社会福祉協議会が法人格を取得。 

1970年 

（昭和 45年） 

町単位福祉会設置要項を制定。 

福山市の地域福祉組織の一つの特徴ともいえる自治会（町内会）単位

の小地域福祉組織｢福祉会｣づくりに着手。 

※当時の福祉会活動は「敬老のつどい」などの行事活動が中心であったが，

近隣関係づくり･福祉問題への意識づけなどに大きな成果がみられた。 
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年   代 内    容 

1972年 

（昭和 47年） 

福山市社会福祉会館がオープン。 

福山市社会福祉協議会は，市役所内から社会福祉会館へ拠点を移す。 

1974年 

（昭和 49年） 

福祉委員制度を創設。【～1995年（平成 7年）まで】 

福祉を高める会の結成促進や住民と社協のパイプ役として活躍。 

福山市地区奉仕銀行を設立。→「奉仕活動センター」→「ボランティ

ア情報センター」→現在「ボランティア活動センター」 

 ボランティアの活動拠点として開設。 

福山ボランティア連絡協議会が発足。 

ボランティアグループ間の連絡調整，交流，共同事業の実施などを行

うための連絡組織。 

1977年 

（昭和 52年） 

学区の福祉を高める会の組織化に着手。 

小学校区という共通の生活圏での類似した福祉課題を解決するため

に，自治会（町内会）や福祉会，老人会，女性会，子ども会，PTA，民生

委員・児童委員などを構成団体とし，団体相互の交流による創造的な活

動が期待された。 

 1978年 

（昭和53年） 

1月 

「第１回福祉を知る市民の集い」を開催。 

福山市内の福祉関係者・ボランティア・福祉施設・当事者団体などが

一堂に会するイベントとして開催。→「福祉に参加する市民の集い」→

現在「ふれあい福祉まつり」 

1980年代 

（昭和 60年代） 

社会的課題 

年々増加した「孤独死」に象徴される「ひとり暮らし高齢者」の課題

や「寝たきり高齢者」の課題が，クローズアップ。福祉を高める会の

企画により「ひとり暮らし高齢者」「寝たきり高齢者」宅への「友愛

訪問活動」を行う福祉会も増加。しかし，訪問回数などをみると 3 ヶ

月に 1 回，半年に 1 回といった頻度であり，「生活を支援する」とい

うよりも「行事的な活動」の色彩が強いものであった。 

1987年 

（昭和 62年） 

「いきいき長寿の町・福山をめざして―福祉の町づくり計画―」

を策定。地域福祉活動の基本構想的な計画となる。 

1988年 

（昭和 63年） 

車両財団補助事業「高齢者社会に関する調査研究・実験的事業」

の指定。 

春日・西・南学区の 3 学区をモデル地区に指定（2 年間）し，「男性

の料理教室」・「ヤクルトと連携した友愛訪問活動」などを全国に先駆

けて実施する。行事的な地域福祉活動から住民がおたがいさまの気持ち

で日常的に支えあう地域福祉活動のあり方を模索する。 

1989年 

（平成元年） 
ボランティアの登録制度（ボランティアバンク）の創設。 

1991年 

（平成 3 年） 

2 月 

学区の福祉を高める会の全市的な組織「福山市福祉を高める会連

合会」を結成。 
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年   代 内    容 

1992年 

（平成 4 年） 

厚生省（当時）の指定事業「ふれあいのまちづくり事業」を推進。 

事業の目的…相談活動で把握した福祉課題を住民と連携し解決する 

仕組みをつくる。 

具体の活動…住民が地域で支援が必要な人に対して安否確認や 

見守り活動を組織的に行う「小地域福祉ネットワー 

ク活動」や「ふれあい相談センター」を開設する。 

1993年 

（平成 5 年） 

「ボランティアバンク情報誌」の発行開始。→現在「ＴＵＮＡＧ

Ｕ（つなぐ）」 

 情報誌をボランティア登録者に配布し，ボランティア自身が活動場面

を選べる仕組みが整う。 

1994年～ 

（平成 6 年） 

「ふれあい・いきいきサロン」の広がり。 

住民である当事者（高齢者・障がい者・子育て中の保護者など）とボ

ランティアとが協働で企画し，共に運営する楽しい仲間づくりの活動と

して「住民同士のつながりづくりの場」「閉じこもりの予防」「社

会的孤立の防止」など大きな効果をあげている。 

1996年～ 

（平成 8 年） 

学区ボランティアの会の結成に着手。 

福祉を高める会の活動が団体の連絡調整から，実践活動を担うように

なりボランティアの必要性が生じる。「地域の役員ではないが何か地域の

ために役立ちたい」という人たちの活動の母体づくりとなる。 

背景…1995年（平成 7年）1 月 17日に発生した阪神・淡路大震災により

ボランティア活動を身近に感じる住民が増加。 

1998年 

（平成 10年） 

学区の福祉を高める会と学区ボランティアの会の結成が相次ぐ。 

63 学区（当時）のうち 62学区で組織化。 

住民に「地域福祉活動」の必要性が少しずつ認識される。 

1999年〜 

（平成 11年） 
「福山地区高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク事業」の開始。 

2002年 

（平成 14年） 

福山すこやかセンターの供用を開始。 

福山市社会福祉会館から，福山市社会福祉協議会は福山すこやかセン

ターへ拠点を移す。ボランティア活動センターを設置し，ボランティア

の活動拠点も同施設内に移す。 

2003年 

（平成 15年） 
新市町・内海町と合併（社会福祉協議会も法人合併）。 

2005年 

（平成 17年） 
沼隈町と合併（社会福祉協議会も法人合併） 

2006年 

（平成 18年） 
神辺町と合併（社会福祉協議会も法人合併） 

2007年 

（平成 19年） 
福山市社協ホームページを開設。 
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年   代 内    容 

2010年 

（平成 22年） 

「ささえあいサミット」を開催。 

福山平成大学を会場とし，福山市内の地域福祉活動を住民に啓発する

集いとして初めての開催。以降，市内各箇所（中心部・東部・西部・北

部・南部地域）で開催場所を設定し，毎年開催。 

2011年 

（平成 23年） 

3月11日発生の東日本大震災に対し，被災地へ職員とボランティア

の派遣支援。 

2012年 

（平成 24年） 

「３．１１を忘れない！フォーラムin福山」を開催。 

1世帯100円を目安とした「地域福祉活動協力金」制度の創設。 

 2013年度（平成25年度）から取組開始。 

「地域福祉活動計画（ボランティア活動計画）」の取組開始。 

「見守り支援員インストラクター養成研修」の実施。 

「常金丸学区えがおネット」，「御幸学区ボランティアセンター」，

「高齢者お困り相談所（桜丘学区）」の開設支援。 

若年期の認知症の人と介護者の集い「陽溜まりの会 東部」の開設支

援。 

2013年 

（平成 25年） 

地域福祉推進の充実のため松永事務所を開設。 

市内各学区において「地域福祉懇談会」の実施。 

障がい者基幹相談支援センターと権利擁護支援センター・市民後見推進

事業に着手し，安心生活見まもりセンター（愛称：まもローズ）を

新設。障がい者虐待防止センターの受託。成年後見制度における

市民後見人養成講座の開始と法人後見の受任。 

「福山市社協法人化４５周年記念式典」の開催。 

生活困窮や生活保護世帯の課題解決のひとつとして『子どもの居場所』

づくり事業を受託し「あつまローズ」を開設。 

2014年 

（平成 26年） 

常設型の「喫茶店風サロン」の開設支援に取り組む。 

8月20日発生の広島市大雨土砂災害に対し，職員とボランティアの派

遣支援。 

9月1日に宮城県岩沼市社協と「大規模災害相互支援協定」を締結。 

「福山市市民後見人バンク連絡会」の結成。「法人後見支援員」の配置。 

2015年 

（平成 27年） 

地域福祉推進の充実のため東部事務所を開設。 

「市民福祉ボランティア講座」の開催。 

「ボランティアアドバイザー」の養成と相談活動の実施。 

「災害ボランティアコーディネーター」の養成。 

「災害ボランティアセンター設置訓練」の実施。 

福山市社協が養成した市民後見人が裁判所から選任される。 

福山市ボランティア連絡協議会の再編。 

広島県東部地域のボランティアが交流する「Vハートひろしま東部地区交

流会」を福山すこやかセンターで開催。 
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年   代 内    容 

2016年 

（平成 28年） 

神辺事務所をかんなべ市民交流センターへ移転。 

「生活支援コーディネーター（第一層）」業務を市から受託される。 

「高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク事業」の拡充を行う。 

4月14日発生の熊本地震，6月22日発生の福山市大雨災害に対し，職員

とボランティアの派遣支援。 

「福山市大雨災害支援活動報告会」の開催。 

「生活支援活動担い手講座」を開催。 

「福山市介護予防・生活支援サービス事業基準緩和型訪問サービス従事

者研修（シルバー人材センター会員）」を開催。 

「東部ブロックサロン交流会」の開催。 

 

ウ 福山市の地域福祉活動の特性 

福山市は，1960 年代（昭和 35 年代）以降，大型製鉄所の進出などによる

急速な開発と周辺市町村との合併により，人口が急増した都市です。 

今では，島しょ部・中山間地域における過疎化，1970 年代（昭和 45 年代）

に造成された新興住宅地における急速な少子・高齢化，市内中心部の空洞化現

象など，さまざまな地域課題を抱えた都市となっています。 

社協は，市内の７８小学校区に，それぞれの地域特性に応じた地域福祉を推

進するために，福祉を高める会・ボランティアの会を組織しました。これらを

組織したことにより，住民自身が自分たちの生活する地域の福祉課題・生活課

題などを主体的に捉え，さまざまな地域福祉活動が生まれています。 

 

各圏域とその数 

自治会数 1048 

小学校区 80 

中学校区 36 

民協区 34 

日常生活圏域 11圏域（中央4・東部1・南部2・西部1・北部3） 

拠点支所ブロック 
（生涯学習センターのブロック） 

6 

【2016年（平成28年）4月1日現在】 
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２ 計画の位置づけ 

 

（１）地域福祉活動計画の位置づけ 

この計画は，市が策定する「福山市地域福祉計画」の理念を共有するもので，

社協が，市をはじめとする関係機関や地域団体，NPO，社会福祉施設，民間団

体などと，地域福祉を推進するために役割を分担し，協働して地域福祉の推進

を図るためのものとします。 

 

（２）他の計画との関連 

市の地域福祉計画が公の役割として，分野別の個別計画に共通した課題解決

の方向性を示し，地域福祉の行政施策を明らかにしたものであるのに対して，

本計画は民の立場から住民が地域でいきいきと安心して生活をするために，地

域団体・福祉団体・ボランティア・ＮＰＯ団体などの各種団体や社協がさまざ

まな課題を明確にし，その解決に向けた実践のための方針となるものです。 
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３ 計画期間 

計画の期間は，福山市地域福祉計画の計画期間にあわせ，2017 年度（平成

29 年度）から 2021 年度（平成 33 年度）までの 5 年間とします。 

 

【関連する計画の期間】                          （年度） 

 2012 

(平成 24) 

2013 

(平成 25) 

2014 

(平成 26) 

2015 

(平成 27) 

2016 

(平成 28) 

2017 

(平成 29) 

2018 

(平成 30) 

2019 

(平成 31) 

2020 

(平成 32) 

2021 

(平成 33) 

福 

山 

市 

第四次福山市総合計画後期基本計画 第五次福山市総合計画 

福山市協働のまちづくり指針 

福山市高齢者保健福祉計画 

2012 

福山市高齢者保健福祉計画 

2015 
  

福山市障がい者保健福祉総合計画 

後期実施プラン 
福山市障がい者保健福祉総合計画  

福山市次世代育成支援対策推 

進行動計画【後期行動計画】 

福山市子ども・子育て支援事業計画 

（次世代育成支援対策推進行動計画） 
  

 
第 2次福山市健康増進計画 

第 2次福山市食育推進計画 
    

福山市地域福祉計画 福山市地域福祉計画 2017 

社
協 

第 1期地域福祉活動計画 第 2期地域福祉活動計画 
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４ 計画策定の方法 

 計画策定に向けて，2015 年（平成 27 年）に市内 4 会場で，福祉を高める

会をはじめとする地域福祉活動・ボランティア活動の実践者を集めたグループ

ワークにより，各種活動の振り返りや新たな地域の生活課題について意見聴取

を行いました。 

また，社協職員で構成するプロジェクトチームを立ち上げ，社協職員が，福

祉を高める会，ボランティア・NPO 団体や福祉団体などの会合へ参加して得た

意見や，日ごろの社協活動で収集した情報について集約を行いました。 

これらをふまえ，計画策定のため，福山市福祉を高める会連合会や福山市ボ

ランティア連絡協議会，福山市連合民生・児童委員協議会，福山市自治会連合

会などの住民組織や福祉施設・団体，学識経験者，市などで構成される「地域

福祉活動計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）」を設置し，策定委員

会において，第 1 期計画の進捗状況の確認や，今後，取組が必要な課題などに

ついて協議を行い計画の原案を作成しました。 
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第２章 第 1期計画の成果と課題 

基本理念 

 「すべての人の人権が尊重され 地域に住む幸せを 

               みんなで感じあえるまち ふくやまの実現」 

計画期間 

 2012 年度（平成 24 年度）から 2016 年度（平成 28 年度）までの 5 年間 

 

基本方策 1 地域において気軽に集える“居場所”づくりをすすめます。 

重点事業 ふれあい・いきいきサロン（以下，サロン）冊子の発行 

成果 

2012 年度（平成２４年度）から隔年で発行し，学区の福祉を高める会，

ボランティアの会，地域包括支援センターなどへ配付しました。この冊子をも

とに，他地域のサロンを見学するなどの交流が生まれました。また，地域包括

支援センターの職員を通して，支援が必要な人へサロンの開催状況の情報が届

きました。 

課題 

 サロン参加について，介護保険サービスなどとの調整が可能か，各機関と連

携し検討していく必要があります。 

重点事業 一芸ボランティアの登録・紹介 

成果 

ボランティアバンク登録者・団体へ呼びかけ，サロン，介護保険事業所など

へのボランティア派遣を実施しています。派遣により，サロンがボランティア

の活動の場（一芸の披露）にもなり，参加者との交流も進んでいます。 

課題 

 派遣先の固定化や新規の登録者が少ないなど，活動の場を広げていく必要が

あります。 
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重点事業 企企業などによる出出前講座を実施 

成果 

企業などの協力により，次のとおり地域で役立つ内容の出前講座を実施し，

サロンのメニューとして，活用されています。この活動は，企業などの社会貢

献活動のひとつとなっています。 

課題 

出前講座を実施する企業・事業所を増やすことが課題です。 

 
協力企業と 

内容 

ヤクルト 

ファーマシィ 

ＮＴＴドコモ 

「お腹の健康教室」 

「お薬教室」，「栄養教室」 

「ケータイ安全教室」 

重点事業 福祉を高める会のブロックごとに研修会を開催 

成果 

福祉を高める会のブロック研修会を開催しています。研修会では，外部講師

による研修，サロンで役立つハーモニカ教室，コミュニケーション麻雀説明会，

レクリエーション用具の紹介などを行い，研修の中で行う意見交換が，各学区

の活動の参考となっています。 

課題 

今後も定期的に開催し，ブロック内の交流と活性化を図る必要があります。 

重点事業 レクリエーション用具，ＤＶＤなどの貸出出 

成果 

福祉を高める会などの地域の団体に対して，サロンなどで活用できるレクリ

エーション用具・ＤＶＤの貸出しを行っています。レクリエーション用具など

は，社協の各事務所に配置し，利用しやすい環境を整えています。 

課題 

 レクリエーション用具などを住民に周知し，利用増を図る必要があります。 

 保有状況 

福山事務所 

新市事務所 

沼隈内海事務所 

神辺事務所 

松永事務所 

東部事務所 

合 計 

18 台（多機能カラオケ，ポケットボール 他） 

31 台（４ＷＤ輪投げ，ボウリングシャトル 他） 

18 台（低床型玉入れ，シャッフルゴルフ 他） 

12 台（モグラたたき，ビンゴゲーム，射的 他） 

18 台（コミュニケーション麻雀，吹き矢 他） 

17 台（カラーボウリング，輪投げ 他） 

84 台 
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重点事業 訪訪問・相談支援活動 

成果 

社協職員が，地域を訪問し，サロンの開設，生活支援の活動づくり，ボラン

ティア活動の進め方などについて相談を受けました。 

特にサロン開設の相談が増え，その地域で説明会を開くなどの支援を行った

結果，箇所数の増加につながっています。とりわけ，週１回以上，開催する「喫

茶店風サロン」は，2014 年度（平成２６年度）末には 17 か所でしたが，

2017 年（平成２９年）1 月末では 48 か所に増えました。こうした居場所

は，住民の交流を進め地域の絆づくりにつながっています。 

課題 

 社協職員が地域を訪問した際に受ける相談は，サロンなどの運営に関するも

のが多く，支援が必要な人の個別相談は，まだ十分に把握できていないことが

課題です。 
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基本方策 2 人とのつながりを取り戻し，社会的な孤立を防ぎます。 

重点事業 見守り支援員の養成・出前講座の実施 

成果 

2012 年度（平成２４年度）に，介護保険事業所，障がいサービス事業所

などの職員を対象に，「見守り支援員インストラクター養成講座」を実施し，

インストラクターとして，111 人の登録がありました。2013 年度（平成２

５年度）から，このインストラクターが講師役となり，「見守り支援員養成講

座」を出前講座として実施しています。見守り支援員は，福祉を高める会が行

う小地域福祉ネットワーク活動（見守り）・サロンなどの活動へ協力していま

す。 

課題 

 見守り支援員のフォローアップ研修などを開催し活動の充実を図る必要が

あります。 

 実施状況 

2013年度（平成 25 年度） 

2014年度（平成 26 年度） 

2015年度（平成 27 年度） 

56 会場，受講 1,457人，登録 916人 

39 会場，受講 1,320人，登録 225人 

18 会場，受講 487人，登録 77人 

重点事業 
地域包括支援センター，福祉を高める会，民生委員・児童委員な

どの関係者による情報交換の場づくり 

成果 

地域の福祉課題を解決するためには，専門職を含めた多職種の情報共有が必

要であるため，地域包括支援センターと福祉を高める会との意見交換会を開催

しました。また，市東部地域の地域包括支援センターと連携し，地域密着型の

介護保険事業所と地域団体とのネットワークを構築しました。さらには，医療

との連携を進めるため，在宅医療のチーム，地域包括支援センター，居宅介護

事業所などの専門職と地域が意見交換を行う「在宅ケアカフェ」へ実行委員と

して参画し，年に２～３回カフェ形式の意見交換会を実施しています。 

こうした取組みにより，地域包括ケアシステムの構築にあたり，重要な役割

を持つ地域包括支援センターと地域との顔の見える関係ができ，ふれあい・い

きいきサロンなどの活動において連携が進んでいます。 

社協は，公的サービスと地域（インフォーマルサービス）をつなぐ重要な役

割を果たしています。 

課題 

 地域包括支援センターなどの専門職と，福祉を高める会などの地域団体のネ

ットワークを多くの地域で構築していくことが課題です。 

 

 

－ 13 －



 

重点事業 認知症の人が地域で孤立しないための支援活動を企画・運営 

成果 

認知症の人は，全国で 462 万人（2013 年度（平成 25 年度）・厚生労働

省調査）となっており，増加傾向にあります。こうした中で，認知症の人が地

域で孤立しないための支援が強く求められています。 

 社協では，認知症の人と家族の会が開設した若年期の認知症の人の集い「陽

溜まりの会東部地区」や認知症カフェ「すまいる」への運営支援を行っていま

す。「陽溜まりの会」や「すまいる」では，レクリエーション，歌，回想ゲー

ムなど行い，認知症の人の交流の場となっています。また，家族どうしで介護

のことを相談し合うことで，介護負担の軽減につながっています。 

課題 

認知症の人と家族の居場所を増やすことと認知症について正しく理解する

ための啓発を行う必要があります。 
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基本方策 3 ボランティア活動・ＮＰＯなどの市民活動を推進し，活動の担い 

手の育成と住民だけでは対応が難しい課題の解決を図ります。 

重点事業 
ボランティア活動・ＮＰＯなどの市民活動に関する情報提供・情

報収集・相談体制を確立 

情報提供・収集についての成果 

ボランティア活動に関する情報源として，ボランティア情報誌ＴＵＮＡＧＵ

（つなぐ）を毎月 1 回，850 部発行し，ボランティアバンク登録者，ボラン

ティア・ＮＰＯ団体などへ郵送するとともに，社協のホームページへも掲載す

ることで，広く情報提供を行っています。ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）は，ボラン

ティアバンク登録者などの関係者へ郵送することで，効果的に情報提供・マッ

チングができています。 

課題 

 より多くの住民へ活動への関心を持ってもらうため，SNS などの活用につ

いて研究し，周知方法を検討する必要があります。 

 
ボランティア活動のマッチング状況 

※手話通訳・要約筆記の派遣，朗読録音を含む 

2013年度（平成 25年度） 

2014年度（平成 26年度） 

2015年度（平成 27年度） 

586件 

562件 

478件 

相談体制についての成果 

2014 年度は，ボランティアアドバイザーを養成し，ボランティアによる

相談体制を確立しました。ボランティアアドバイザーを配置したことにより，

「これからボランティアを始めたい」と思う住民にとって，より身近な相談役

として相談体制の整備ができました。 

課題 

 ボランティアアドバイザーの存在を周知し，より一層，相談受付から実践へ

つながるよう取り組む必要があります。 

 

養成講座受講 66人  

アドバイザー登録 29人  

相談実績 
2014年度（平成 26年度） 

2015年度（平成 27年度） 

44件 

63件 
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情報提供・相談体制についての成果 

2015 年度（平成 27 年度）には，ボランティア・ＮＰＯ団体などの情報

共有を図り，団体間の連携を強化するために，ボランティアセンターの登録団

体に呼びかけ，福山市ボランティア連絡協議会を再編しました。 

 2016 年度（平成 28 年度）には，ボランティアアドバイザーが企画運営

する「ボランティア入門講座」を開催し，新たなボランティアを増やすための

啓発を行いました。 

課題 

ボランティアニーズへ早期に対応するために，情報誌ＴＵＮＡＧＵ（つなぐ）

以外の媒体の活用，市が設置している「まちづくりサポートセンター」などの

関係機関との連携を図る必要があります。 

重点事業 ボボランティアの養成・発掘掘（各種講座・研修会の開催）  

ボランティア活動の人材確保のため，次のとおり「ボランティア養成講座」

を開催しました。 

 

講習会名 

参加者数（人） 

2013 年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

2015 年度 

(平成 27 年度) 

手話ボランティア養成講座（入門編） 109 95 80 

手話ボランティア養成講座（基礎編） 45 15 35 

点訳ボランティア講習会 9 13 7 

要約筆記ボランティア養成講座 5 10 3 

託児ボランティア養成講座 ― 17 14 

精神保健福祉ボランティア講座 19 18 7 

市民福祉ボランティア養成講座 

（地域ボランティアコーディネーター研修） 
61 58 214 

成果 

「ボランティア養成講座」は，活動者の確保につながり，ボランティア活動

を安定的に進めるうえで成果があがっています。 

課題 

 それぞれの講座の参加者を増やすこと，ときどきのニーズに合わせ新たな講

座を開催する必要があります。 
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重点事業 ボボランティア団体のネットワークづくり 

成果 

2015 年（平成 27 年）に，ボランティアセンター登録団体（グループ）

情報交換会を開催し，その議論を踏まえ，福山市ボランティア連絡協議会を再

編しました。再編前 10 団体だった加入団体数は，111 団体に増加し，大き

なネットワークができました。福山市ボランティア連絡協議会は，定例役員会，

情報交流会，学習会などを開催していますが，参加者を増やすことが必要です。 

課題 

個人ボランティアの参加，地縁型のボランティアとの連携が必要となってい

ます。 

重点事業 福福祉教育の推進  

成果 

福祉教育は，福祉に対する理解をすすめるため重要なものです。 

 社協では，「発達に課題のある小学生のためのサマー・スクール」へ中学生・

高校生ボランティアの参加を促し，ボランティア体験をとおした福祉教育を行

っています。 

また，ボランティア団体と連携し，地域や学校で，車イス，高齢者疑似体験，

手話などのボランティア体験出前講座を開催しています。体験学習に必要な車

いす，高齢者疑似体験セットなどの貸出しも行っています。 

 福祉教育は，当事者の気持ちを理解し，ボランティア活動につながる，ユニ

バーサルデザインなどを考えるきかっけになるなどの成果があがっています。 

課題 

 福祉に従事する人材不足が叫ばれる中，将来の福祉施設従事者の確保につな

がるような福祉施設などでのボランティア体験学習も必要となっています。 
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重点事業 地地域の相談所・学区ボランティアセンターの設立支援 

成果 

生活の困りごとを抱えている世帯が増加する中で，地域で困りごと（生活課

題）の相談を受け支援する仕組みづくりを進めてきました。 

 社協が支援し，2012 年（平成 24 年）には，御幸学区ボランティアセン

ター，常金丸学区「えがおネット」が開設され，その後も，桜丘学区「あんし

ん電話」，戸手学区「お困りごと相談」，箕島学区「お助け隊」，坪生学区「あ

おば互助会」など合計 9 か所が開設され，生活支援活動が行われ，住民の安

心につながっています。 

 一部の学区で，「担い手が少ない」などの課題があります。 

こうした課題を解決し，新たに生活支援活動に取り組む地域を増やすため

に，2016 年度（平成 28 年度）に，「地域における生活支援活動担い手講座」

を市内６会場で開催しました。 

課題 

 この活動は，今後ますます重要となるため，社協では，活動が広がるように，

ニーズ把握から開設まで地域に寄り添い支援していく必要があります。 
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重点事業 災災害時のボランティア活動の推進と支援体制づくり  

成果 

 社協は，大規模な災害が発生した際には，災害ボランティアセンターを設置

します。2014 年度（平成 26 年度）には，広島大雨土砂災害に対する支援

活動のため，広島市の安佐北区及び安佐南区へ職員６人を派遣しました。また，

ボランティアバスを４回運行し，延べ213人のボランティアが活動しました。 

 2015 年度（平成 27 年度）には，災害ボランティアコーディネーター養

成講座を開催し，講座修了者 43 人に災害ボランティアコーディネーターとし

て登録していただきました。講座の中で，福山市引野町で大雨による災害が発

生したと想定し，災害ボランティアセンター設置訓練を参加者 150 人で行い

ました。 

 2016 年度（平成 28 年度）には，熊本地震に対する支援活動のため，御

船町へ職員 2 人を派遣しました。 

 また，2016 年（平成 28 年度）6 月には，福山大雨災害が発生したため，

職員同行のもとボランティアによる支援活動を４１件，延べ３４７人で行いま

した。広島，熊本などの被災地へ派遣した職員の経験と，2015 年度（平成

27 年度）に実施した災害ボランティアセンター設置訓練が，この度の福山大

雨災害の支援に活かされました。 

課題 

 被災状況の迅速な把握が困難であり，災害ボランティアセンター設置の判断

（見極め）が難しいという課題が浮き彫りになりました。 
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基基本方策 44  福福祉・保健・医療のネットワークづくりをすすめます。また,,誰誰も  

がが安心して暮らせる地域づくりのたために「日常生活自立支援事  

業業」，，「「成年後見制度」の充実に努めます。  

重点事業 日日常生活自立支援事業「かけはし」  

成果 

認知症，知的・精神障がいなどにより，判断能力が不十分な方に対して，関

係機関と連携し，福祉サービス利用援助，日常的な金銭管理，通帳などの預か

りサービスを実施しました。 

 生活支援員全員が市民後見人養成講座を修了することで，スキルアップを図

りました。また，権利擁護支援関係専門相談の創設により，かけはし利用者の

権利擁護に関する相談支援体制を強化しました。 

課題 

 国庫補助の事業費補助方式化などにより，今後も，この制度を維持・継続し

ていくことが課題です。 

 実施状況 

2012 年度 
(平成 24 年度) 

2013 年度 
(平成 25 年度) 

2014 年度 
(平成 26 年度) 

2015 年度 
(平成 27 年度) 

利用者 
 
利用者 
 
利用者 
 
利用者 
 

137 人 
 
138 人 
 
150 人 
 
152 人 
 

生活支援員活動回数 
 
生活支援員活動回数 
 
生活支援員活動回数 
 
生活支援員活動回数 
 

2,019 回 
 
2,109 回 
 
2,224 回 
 
2,286 回 
 

重点事業 法人後見の仕組みづくり 

成果 

親族がいないなどにより，成年後見制度の利用が困難な方を対象に，法人後

見事業として 2013 年度（平成 25 年度）から成年後見人を受任し，福山市

（高齢者支援課）と連携する中で，市長申立案件を中心に，2015 年度（平

成 27 年度）末で累計 13 件の成年後見人を受任しました。法人後見を進める

ために，生活支援・法人後見支援員を雇用し，法人後見支援員活動に 2015

年度（平成 27 年度）末で 9 人が従事しました。 

課題 

今後も継続的に人材を確保することと，法人後見支援員業務を平準化し，指

導・支援体制を確立する中で支援員の資質向上を図ることが課題です。 
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重点事業 市市民後見人の養成  

成果 

判断能力が不十分となっても，住み慣れた地域で安心して，その人らしい生

活ができるよう権利と財産を保護する「成年後見制度」の担い手として，住民

の視点で支援を行う「市民後見人」の養成を 2013 年度（平成 25 年度）か

ら，毎年，福山市（高齢者支援課）との共催で実施しました。2015 年度（平

成 27 年度）までに述べ 79 人が修了し，2015 年（平成 27 年）11 月には，

広島県内初の市民後見人を受任，社協複数後見により，3 人の市民後見人が活

動しています。 

2013 年度（平成 25 年度）に，市民後見人の相互研鑽の場として，市民

後見人バンクを設置し，2015 年度（平成 27 年度）末までに述べ 39 人が

登録し，年 4 回フォローアップ研修を行い，継続して資質向上を図っていま

す。同じく 2013 年度（平成 25 年度）に，弁護士会・司法書士会・社会福

祉士会・医師・学識経験者による法人後見審査検討委員会を設置し，市民後見

人バンク登録の可否，法人後見受任予定者についての審査・検討などを行って

います。 

課題 

市民後見人バンクを専門職団体と同等の後見候補者推薦団体に高めること

や市民後見人の活動支援・監督の体制整備などが課題となっています。 
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基本方策 5 住民が主体的に地域の福祉活動に取り組むための組織「福祉を高 

める会」「ボランティアの会」の活動を支援します。 

そして地域福祉活動を幅広く市民に啓発します。 

重点事業 「ささえあいサミット」の開催 

成果 

福祉を高める会などが展開している地域福祉活動の実践報告を行う場とし

て，2010 年度（平成 22 年度）から毎年 1 回，「ささえあいサミット」開催

しました。サミットでの報告事例が参考となり，居場所づくり，見守り，生活

支援などの活動が広がっています。また，報告事例を見学するなど学区・地域

間の交流が進みました。 

課題 

 地域包括ケアシステムの構築に向け，学区の福祉を高める会，自治会（町内

会）などの地縁団体だけでなく，介護保険事業所・生活支援サービスを行う企

業・ＮＰＯなどへも広く参加を呼びかけ，ネットワーク化につなげることが課

題となっています。 

重点事業 「福祉映画を観る会」の開催 

成果 

 2012 年度（平成 24 年度）から，福祉に対して住民により関心を持って

もらうよう，福祉をテーマにした映画を市民センターなどで上映し，福祉に対

する住民の関心を高める効果がありました。 

課題 

 福祉映画だけにとらわれず，多様な方法による地域福祉活動の啓発を検討し

ていく必要があります。 

重点事業 地域福祉活動の手引きの発行，新任役員研修の実施 

成果 

 2014 年度（平成 26 年度），地域福祉活動の手引きを発行し，依頼のあっ

た地域を職員が訪問し，福祉を高める会の新任役員研修を実施しました。 

 研修を実施することで，組織としての活動が理解でき，新役員の不安が解消

され活動に入りやくなったなどの成果がありました。 

課題 

課題として，新任役員研修を行う学区が少ないため，研修の開催を促す取組

みが必要です。 
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重点事業 広広報紙「地域の風」発行  

成果 

社協職員が，サロンなどの地域の活動へ訪問した際に印象に残った取組など

を記事にまとめ，広報紙「地域の風」を発行しました。 

「地域の風」は，分りやすく読みやすくまとめ，福祉を高める会や市の関係

部署などへ送付し地域のさまざまな活動を紹介しました。 

 掲載内容が参考となり，新たな活動につながるなどの効果がありました。 

課題 

 編集方法を検討し，定期的な発行を行うことが課題となっています。 
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基本方策 6 地域福祉活動財源の確保をすすめます。 

重点事業 地域福祉活動協力金 

成果 

地域福祉活動を推進する新たな財源として 2013 年度（平成 25 年度）か

ら，学区自治会連合会を通じ各単位自治会（町内会）に対し，１世帯あたり１

００円の協力をお願いしました。 

単位自治会（町内会）総数に対し，協力していただいた単位自治会（町内会）

は増加しており，財源確保に合わせ社協の活動に対する理解が進みました。 

課題 

 単位自治会（町内会）すべての協力には至っていない状況なので，使途と事

業効果をＰＲするなどの取組が課題となっています。 

 

年 度 受 入 額 協力自治会数 協力自治会の割合 

2013年度(平成25年度) 

2014年度(平成26年度) 

2015年度(平成27年度) 

6,485,900 円 

7,755,274 円 

8,074,780 円 

745 か所 

827 か所 

850 か所 

70.8％ 

78.6％ 

80.9％ 

重点事業 助成金のあり方検討委員会の設置 

成果 

福祉を高める会の活動実態に合わせ，2013 年度（平成 25 年度）に，助

成金のあり方検討委員会（福山市福祉を高める会連合会役員で構成）を設置し，

福祉を高める会などへ交付する助成金について検討しました。委員会での議論

を踏まえ，2014 年度（平成 26 年度）に，福祉を高める会などへ交付する

助成金を改正し，2014 年度（平成 26 年度）分から実施しました。具体的

には，小地域福祉ネットワーク活動の助成金について，定額だったものを

2014 年度（平成 26 年度）から対象者数に応じ，5 段階の助成金に変更し

ました。 

課題 

 喫茶店風サロンの助成金は，開設から 3 か年間で終了となるため，4 年目

以降の助成金について検討する必要があります。（2014 年度（平成 26 年度）

から事業を開始しており，2016 年度（平成 28 年度）で 3 か年となります。） 
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第第２期計画に盛り込むべき課題  

災害への対応 

 近年の災害時のボランティア活動では，災害ボランティアセンターが被災地

域へ設置されることで，地域を越えた幅広い人々が被災者を支援するボランテ

ィア活動に参加できるようになりました。日常的に住民や幅広い機関・団体と

関係を構築し，ボランティアのコーディネートを行っている社協に対して災害

時のボランティアのコーディネートが期待されています。 

生活困窮世帯への支援 

 経済的な格差が広がる中，生活困窮者を支援するために，２０１５年（平成

２７年）に生活困窮者自立支援法が施行され，国の支援が始まりました。この

制度は経済的困窮者の就労支援や金銭支援にとどまらず，居場所などを通じて

地域とつながることも理念の柱の一つになっていることから，地域福祉活動・

ボランティア活動への期待が寄せられています。 

社会福祉法人による地域における公益事業の推進 

 福祉施設などを運営する社会福祉法人は，生活困窮者や孤立した高齢者，ま

た，公的サービスの狭間にあってサービス利用につながらない人に対して積極

的な支援活動を行えるよう，社会福祉法の改正が行われました。社会福祉協議

会も社会福祉法人の一つであり，関係機関や団体と連携を図るなかで地域共生

社会の構築に向けて取り組む必要があります。 

地域包括ケアシステムの構築 

 地域包括ケアシステムは，要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう，「住まい」「医療」「介護」

「介護予防」「生活支援」が一体的かつ切れ目なく提供されることをめざすも

のです。その中の「生活支援」は医療・介護サービスでは解決できない困り事

を，多様な主体が強みを生かしてサービスを提供し解決することが求められて

いることから，地域福祉・ボランティア・ＮＰＯ，さらには民間の事業者の活

動へ期待が寄せられています。 

 

 

第 2 期計画へ重点事業として盛り込んでいく 
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第 1 期計画に基づく活動事例 

基本方策 1 の事例 

＜おもちゃサロン＞ 

子育て中の保護者と，学区の福祉を高める会・学区ボランティアの会・民生委

員児童委員・主任児童委員などが協働して企画する楽しい仲間づくりの場「お

もちゃサロン（全国的には「子育てサロン」と呼ぶところが多い）」が定着して

きました。 

開設当初は，会場に社協職員がおも 

ちゃを運搬し，開催回数に制限もあり 

ましたが，地域での自主運営をお願い 

したことにより，「保護者の要望を受け， 

実施回数を増やしたり，他の行事でも 

おもちゃを活用し，子育て中の保護者 

の参加が増えました」などの声を聞く 

ことができました。 

 回を重ねることで人間関係ができ，子育てに関する悩みを相談する場面も増

えてきています。おもちゃサロンは，地域と保護者のつながりが深まり，地域

全体が子育てに関わる大切な場となっています。 

 

＜ふれあい・いきいきサロン＞ 

「沖のゆるり庵」は，月１回開かれ，簡単な小物作り・体操・茶話会を行っ

ています。        普段は７０歳後半～９０歳くらいの２０名前後が 

参加しています。男性の参加が多いのですが，夫婦 

で参加する人もおられます。 

サロンは 2016 年（平成 28 年）6 月に産声を上 

げました。ボランティアも５０歳代～６０歳代と比 

較的若い世代となっています。サロンのような居場 

所があったらいいな～という住民の声からサロン開 

設につながり，2017 年（平成 29 年）からは土曜   

日も実施しています。 

 サロン実施の周知方法は，町内会の定例会や回覧板を活用したり，ボランテ

ィアが地域内を回り参加を呼びかけています。手作りのレクリエーション用具

も作製しており，「これからもっと色んなメニューを実施してサロンを活性化し

ていきたい」とボランティアは意気込んでいます。（手城学区） 
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＜喫茶店風サロン＞ 

 喫茶店風サロンは，週１回以上を基本に，オープン時間内は出入り自由と，

従来のふれあい・いきいきサロンが「集う場」であることに対し，気軽に寄れ

る「ふれあいの場」として取り組んでいます。 

 開設当初，参加者は，「世話役のあの 

人がいるから行ってみよう」という感 

じでしたが，回数を重ねていくと「あ 

の場所があるから今日も行ってみよう」 

と，「ふれあいの場」となっています。 

サロンという集いの場がより身近な 

ものとなり，住民の孤立感の解消や閉 

じこもりの防止，住民同士による自然 

体での見守りにもつながっています。また，週１回の外出の機会にもなり，健

康維持の向上にもつながるなど，事業本来の目的を果たしています。 

 水呑学区では，ひとつのサロンをモデルにし目的や内容を周知することで，

１０カ所の喫茶店風サロンが開設され，住民同士が顔を合わせる機会が増え続

けています。 

 

＜レクリエーション用具＞ 

 サロンなどの地域内で集い・交流を深めるきっかけや行事内容の盛り上がり

に活用いただきたいと，社協ではレクリエーション用具の貸出を行っています。 

                より多くの場で活用いただきたいと考え， 

住民に知ってもらうため展示・体験会を開催 

しています。 

 実物に触れ・遊んでもらうことで「こんな 

のもあったんかぁ。」，「こりゃぁええなぁ。」， 

「今度のサロンの時に使わしてもらうわぁ。」 

など大好評です。 

 レクリエーション用具の貸出については， 

知らない人も，まだまだ多く見受けられます。

また，社協の各事務所にも用具があり貸出していることも，一部の人にしか知

られていません。 

 幅広い世代に楽しんでいただける用具を揃えており，サロンだけではなく，

世代間交流などの，「地域内で住民がつながりと絆を深める場」で存分に活用い

ただきたいと思います。ぜひ！ご活用ください！ 
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基基本方策 2 の事例

＜認知症カフェ＞

福山地区認知症の人と家族の会と社協が連携し，毎月第 2・第 4 火曜日に，

認知症カフェとして「家族の会カフェ すまいる」を開催しています。

認知症の人と暮らす家族（介護者）が，

日頃の思いや悩みを共有し，ボランティア

や医師などの専門職にアドバイスをもらっ

たり，認知症の人も一緒に参加することで，

その人がその人らしく輝いて過ごせる時

間・居場所となっています。

2012 年（平成 24 年）には，「若年性

認知症の人と家族の集い 陽溜まりの会東部」を立ち上げ，介護の先輩や専門

機関の職員にも関わりを持ってもらい，毎月 1 回第 1 土曜日に集う場を設けて

います。

＜高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク＞

認知症の症状のひとつである「徘徊（はいかい）」により，外出し自宅へ帰る
ことができなくなり行方不明になることもあります。そんな時，警察署や市，
住民組織などと協働し，早期発見につなげる仕組みが「福山市高齢者徘徊ＳＯ
Ｓネットワーク（略称：SOS ネット）」です。

1999 年（平成 11 年）から取組を

開始し，2016 年（平成 28 年）に，

さらなる充実のため，事前登録制度の

一部変更と，協力団体・企業の呼びか

けを行いました。

事前登録者には 2 種類のシールを

交付し，靴の内外に貼ってもらいます。

シールには事前登録番号と同じ番号が

付いており，これにより，行方不明後

の発見時に個人の特定ができるように

なりました。

市内を中心として，企業などに協力

の呼びかけを行い，ステッカーの配布

を行っています。協力団体・企業の構成員（会員・社員など）には，市のメー

ル配信サービスに登録してもらい，行方不明発生の通知メールを受けた場合，

行方不明者かな？と気になる人への声かけなどに協力してもらっています。
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基基本方策 3 の事例

＜生活支援活動＞

常金丸学区福祉を高める会では，地域内の

ちょっとした困りごとを住民同士で解決して

いく「えがおネット」に取組んでいます。

活動の原則は，困っている高齢者・障がい

者のみ世帯の利用者とボランティア「えがお

さん」が一緒に活動することです。

このため，活動内容を掃除や窓拭きなど

専門性の少ないことに限定することで，ボランティアが安心して活動できるよ

うにしています。また，利用者から 1 回 300 円の利用料をいただくことで，

利用者も気兼ねなく頼むことができ，一緒に活動することで利用者の生活意欲

の向上にもつながっています。

福祉を高める会としては，地域に出向いて行う活動であり，地域内の困りご

となどの課題を直接知ることができる場にもなっています。（常金丸学区）

＜生活支援活動＞

青葉台４丁目福祉会が取組んでいるのは「移動販売」です。

青葉台は，坪生小学校区にある坂の上の団地

で，個人が営業するスーパーがありましたが，

大型スーパーの出店に伴い，１５年ほど前に閉

店してしまい，買い物に困る高齢者が増えまし

た。

このことから，危機感を持った民生委員と町

内会長が相談し，移動販売に取り組むことにな

りました。販売経路については，歩くことが難しくなっているひとり暮らしの

方の家の近くを設定するなどの配慮をされ，販売内容についても住民の声を可

能な限り反映できるよう努力されています。

買い物をすることで顔見知りになり，楽しく会話を交わすことで，町内のつ

ながりもできています。

住民からは「惣菜が一人用のパックになっているなど工夫されている。仏壇

用の花などもあり，助かっている。買い物に来ると，近所の人と話しができる

ので楽しい。」との声があります。（坪生学区）
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＜ボランティアアドバイザーによるニットカフェ＞

2015 年（平成 27 年）の 5 月に，社協から，ボランティア活動の相談役で

ある，ボランティアアドバイザーに「ボランティアセンターで，誰もが気軽に

作業を楽しみながら，ボランティアの情報を得たり・共有したり，活動のきっ

かけづくりとなるような，ものづくり的なカフェができないか」と相談しまし

た。

その結果，「まずは月 1 回ペースで，

ボランティアに関心のある人たちが気軽

に集える場を作ってみましょう。」と始ま

ったのが「ニットカフェ」です。

とてもアットホームな感じで，ボランティ

アアドバイザーを中心に，時には，社協職

員も一緒になって，編み物をしながら和気

あいあいとボランティアに関する話しをし

ながら，交流を深めたり，情報交換をしています。

「かしこまった感じでなく，自然に話しができるし，いろんな情報を知るこ

とができて楽しい。」，「ボランティアアドバイザーから教えてもらったボランテ

ィア活動に参加した。」との声もあります。

＜福山大雨災害＞

2016 年（平成 28 年）6 月 22 日に福山市で発生した大雨災害において，

市や社協で相談を受けた困りごとについて，現地確認の上，日常生活の再建を

基本に，課題解決が図れるケースについては，市と調整し，ボランティアを募

集し支援活動を行いました。

現地の自治会の協力を始め，募集に

より集まった多くのボランティア（延

べ 347 人）が土砂掻きや清掃・土砂

に埋もれた家財道具の搬出などの支援

活動を行いました。社協として，これ

まで，災害に対する支援活動や災害

ボランティアセンターの設置訓練を実

施してきましたが，今回の被災により，

関係機関との連携や情報共有などについて，多くの課題があることも分かりま

した。被災世帯からは「自分たちでは，どうすることもできず困っていた。」「地

域の方やボランティアの方のおかげで，とても助かった。」との声がありました。

自治会やボランティアからは「社協には，今回の経験をふまえ，今後につな

げていって欲しい。」との声もあり，社協として，より実践につながる取組が必

要だと強く考えさせられました。
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＜福山市ボランティア連絡協議会＞ 

「ボランティア活動が地域社会にとってなくてはならない」という認識が住

民に広がる中，社協では，ボランティアの裾野を広げていくためにグループ同

士の連携が重要だと考え，福山市ボランティア連絡協議会の再編に取組みまし

た。 

2015 年（平成 27 年）に，ボランティア 

センターに登録している団体・グループに 

「福山市ボランティア連絡協議会」への加入を 

呼びかけました。 

加入の効果として，「活動分野を同じくするグ 

ループ，また分野が異なるグループ同士が情報 

を共有することにより，課題解決やグループ間 

の協力体制ができる」「研修などを通して活動の資質向上を図ることで住民から

の信頼性が増す」「社協の情報提供やコーディネートにより，グループの専門性

に応じた社会貢献活動の場が広がる」ことなどを伝えました。結果 111 の団

体・グループの加入がありました。再編後，お互いの活動を知り，つながりを

深める機会として情報交換会を開催することとなり，定期的に開催しています。 

 

基本方策 4 の事例 

＜専門職との連携＞ 

地域福祉活動をすすめるためには，「住民のみなさんの主体的活動があること」

はもちろんですが，「（福祉関係の）専門の職員が動きやすい地域づくり」も重

要となっています。 

   社協では，身近な地域の相談機関 

である地域包括支援センターと， 

その担当区域の「学区の福祉を高 

める会」「学区ボランティアの会」 

「民生委員学区代表者」のみなさ 

んとの情報交換会を実施しています。 

 地域住民だけでは解決が難しい 

課題を専門機関とともに解決の方向

にもっていく，こうしたネットワークづくりも重要と考え取り組んでいます。 
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基本方策 5 の事例 

＜ささえあいサミット＞ 

福山市は，一人暮らし高齢者世帯及び中高年の単身世帯の増加に加え，地域

の人間関係が希薄化し，支援を必要とする人が孤立してしまう状況も生まれて

います。こうした中で新しい地域支援 

事業として住民主体による居場所づく 

りや生活支援サービスを進めていくこ 

とが必要となっています。 

こうした課題を解決するために活動 

事例を共有し，地域での支えあい・助 

けあいを進めることを目的に毎年「さ 

さえあいサミット」を開催しています。 

 福祉を高める会を中心に，各地域の活動事例の発表や意見交換を行うことに

より，それぞれの地域特性に応じた活動のヒントを得てもらう機会にもなって

います。 

 

＜福山市福祉を高める会連合会＞ 

「福山市福祉を高める会連合会」は，全市的な地域福祉向上のため，各学区

の福祉を高める会の連絡調整役として，積極的に地域福祉活動を推進していま

す。 

役員会では，市内の福祉課題の 

共有や，その課題解決のために， 

どのような取組ができるかなどの 

建設的な議論が交わされています。 

また，市内の各学区が推進して 

いる，小地域福祉ネットワーク活 

動やふれあい・いきいきサロン活 

動などの具体的な活動とともに， 

少子高齢社会・社会経済情勢の急

激な変化による多様・複雑化した福祉課題に対応できるよう，情報交換・研鑚

の場としての機能も持たせた総会を定期的に開催しています。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

 この計画は，市が策定する「地域福祉計画」を具体化した行動計画的な性格

もあることから，市の「地域福祉計画」の基本理念と基本目標を共有します。 

 基本方策については，それぞれの基本目標に対応するものとし，各方策の中

には，これまでの取組により把握した課題や，今後，取組むべき具体的な重点

事業を掲げ，基本理念の達成に向けた活動を推進します。 

 

１ 基本理念 

 

一人ひとりの人権が尊重され 住み慣れた地域で心豊かに 

夢を持ち続けて暮らすことができるまち ふくやま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人に暮らしがある限り必要なものは，これまでも，これからも，家族を思い，

友を思い，すべての人を尊重し大切にする「心」と，未来への希望であり，人々

が成長し活力をもつことができるエネルギーの源である「夢」です。 

 本市で暮らす全ての人が住み慣れた地域である「ばらのまち福山」で「ロー

ズマインド（思いやり・やさしさ・助け合いの心）」を心に根付かせ，「心」豊

かな暮らしを実現し，次代を担う子どもたちに，未来を創造する「夢」を持っ

ていてほしいと願っています。 

 そこで，本計画においては，基本理念を『一人ひとりの人権が尊重され 住

み慣れた地域で心豊かに 夢を持ち続けて暮らすことができるまち ふくやま』

とし，全ての地域住民が，お互いにやさしく寄り添いながら「心」豊かな生活

を送り，未来を創造する「夢」を持ち続けられるまちをめざします。 

（福山市地域福祉計画２０１７より） 

市「地域福祉計画」 

 

住民や団体などと協働して地域福祉の

推進に積極的に取組むための理念，目標

及び方策をまとめたもの。 

社協「地域福祉活動計画」 

 

住民や団体が地域福祉を推進するため

に積極的に社協と連携して地域で進め

ていく民間の活動・行動計画。 
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２ 基本目標 

 

基本理念で掲げたまちの姿の実現に向け，４つの基本目標を掲げます。 

基本目標１ 誰もが活躍できるまちづくり 

 

誰もが地域社会において生活を営むことができるよう，自分の能力や経験を

まちづくりに活かすことで，生きがいを持ち，活躍できる体制づくりを進めま

す。 

 

基本目標２ 安心・安全に暮らせるまちづくり 

 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全で快適に暮らせるよう，地域全体で子

どもから高齢者までを見守ることのできるまちづくりを進めます。 

 

基本目標３ お互いに支え，支えられるまちづくり 

 

 誰もが喜びや生きがいが感じられるよう，まちづくりに参加する市民一人ひ

とりをつなぎ，「支え，支えられる」関係づくりを進めます。 

 

基本目標４ 多様な主体同士のネットワークづくり 

 市民一人ひとりのまちづくりへの参画が進むよう、様々な主体が効果的に連

携できるネットワークを構築するための仕組みづくりを進めます。 

 

（福山市地域福祉計画２０１７より） 
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３ 基本方策 

 社協として，計画が地域福祉推進の考え方を前提とした民間の活動・行動計

画であることをふまえ，４つの基本方策を定め，すべての住民が，住み慣れた

地域において，安心して，いきいきと暮らせる福祉のまちづくりのため施策を

推進します。 

 

 

 

 

地域福祉活動やボランティア活動へ主体的に参加する人づくりを 

行い，誰もが活躍できる仕組みをつくります 

 

 

 

 

さまざまな課題に対応し，安心・安全に暮らせる仕組みづくりをすす 

めます 

 

 

 

 

身近な地域で支え合い助け合う仕組みをつくります 

 

 

 

 

 

地域福祉を推進するために，さまざまな団体間のネットワーク 

づくりをすすめます 

 

 

 

 

 

 

基本方策１ 

基本方策２ 

基本方策３ 

基本方策４ 
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４ 施策の体系

（基本理念）

基本目標１

誰もが活躍できるまちづくり

基本目標２

安心・安全に暮らせるまちづくり

基本目標３

お互いに支え，支えられるまちづくりくり

基本目標４

多様な主体同士のネットワークづくりづくり
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系

基本方基本方策１
地域福祉活動やボランティア活動へ主体的に参加する人づくりを行い，誰もが活躍できる仕
組みをつくります。

重点事業１ 地域福祉活動を支える人材づくりをすすめます

重点事業２ ボランティア活動，ＮＰＯ活動を推進します

重点事業３ 地域・学校などにおいて福祉教育を推進します

重点事業４ 地域福祉活動，ボランティア活動に関する情報発信を充実します

基本方基本方策２

さまざまな課題に対応し，安心・安全に 暮らせる仕組みづくりをすすめます

重点事業１ 住民同士による助け合いのできる体制づくりをすすめます

重点事業２ 大規模災害時における被災地支援の体制を強化します

重点事業３ ワンストップでさまざまな生活課題に対応できるよう，相談体制を充実します

基本方基本方策３

身近な地域で支え合い助け合う仕組みをつくります

重点事業１ 福祉を高める会やボランティアの会を中心に地域の絆づくりをすすめます

重点事業２ 地域での見守り体制を強化します

重点事業３ 地域において気軽に集える「ふれあい・いきいきサロン」などの居場づくりを

すすめます

基本方基本方策４

地域福祉を推進するために，さまざまな団体間のネットワークづくりをすすめます

重点事業１ 社会福祉法人・福祉施設のネットワークを強化し，地域における公益的な取組

をすすめます

重点事業２ ボランティア団体・ＮＰＯなどの市民団体と地縁型ボランティア団体とのネッ

トワークづくりをすすめます

重点事業３ 福祉を高める会やボランティアの会，民生委員・児童委員と地域包支援センタ

ーなどの情報交換の場をつくり，地域課題の共有化と解決に向けての検討を行

います
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第４章 実施計画

基本目標 1 誰もが活躍できるまちづくり

基本方策 1 地地域福祉活動やボランティア活動へ主体的に参加する人づくりを

行い，誰もが活躍できる仕組みをつくります

「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続ける」ためには，住民一人ひと

りが身近な課題に気づき，同じ地域に住む人たちや志を同じくする人たちと共

有し，解決していこうとする主体的な行動が必要です。

幅広い年齢層の住民が，地域福祉活動，ボランティア活動，ＮＰＯ活動に参

加するための情報提供を充実させ，きっかけづくり・人づくりを行います。

また，地域には，さまざまな背景や課題のある人々が生活しています。その

多様性を認め合い，地域で共に暮らしていくためには，すべての住民が人権意

識・福祉意識を高めていくことが重要です。

そのために，子どもから高齢者まで，地域で生活を共にするすべての住民が

地域福祉の担い手としての自覚を持ち，福祉意識を育めるように，福祉教育や

住民への学習機会などの充実に努めます。

←2016 年（平成 28 年）6月の

福山市大雨災害に対する

ボランティアの支援活動

市民後見人養成講座→
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重点事業 1 地地域福祉活動を支える人材づくりをすすめます 

 

（現状と課題） 

地域福祉活動，ボランティア活動，ＮＰＯ活動に携わっている人たちの高齢 

化と固定化が進んでいるため，これまで参加していない新たな担い手を募り，

活動の裾野を広げていくことが必要です。 

また，地域福祉活動，ボランティア活動，ＮＰＯ活動の必要性を多くの住民

に理解してもらうため，研修や講座などを通して人材づくりを行い，支え合い

の取組を推進することが重要です。 

併せて，地域で暮らす認知症の人や障がいのある人たちの権利を擁護し，同

じ地域に住む住民の立場でサポートする人材も必要になっています。 

 

（主要事業と内容） 

ふれあい福祉まつり

の開催 

（継続） 

市内の福祉関係者が一同に会し,各団体のＰＲを行う「ふれあ

い福祉まつり」は，住民が地域福祉活動やボランティア活動を知

る機会となっています。各団体のパネルなどによる活動紹介と共

に,地域福祉やボランティアの体験コーナーを増やし，参加する

きっかけづくりを行います。 

各種ボランティア養

成講座の開催 

（継続） 

手話・要約筆記・点字などの技術別のボランティア講座の他，

ボランティア活動へ参加するための入門講座を実施します。必要

に応じて，社会情勢に合わせたボランティア講座を開催します。 

地域コーディネータ

ー養成講座の開催 

（新規） 

「支援を必要とする人」とふれあいサロンや地域ボランティア

などの地域資源をつなぐ人材を発掘・養成します。 

市民後見人の養成 

（継続） 

市民後見人は成年後見制度において,親族以外の後見人であ

り, 市民感覚を生かしたきめ細やかな後見活動ができ，地域にお

ける支え合い活動に主体的に参画する人材として期待されてい

ます。地域福祉を担う新しい人材とも言え，引き続き養成に取組

ます。 

 

 

 

 

 

 

 ふれあい福祉まつり
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重点事業 2 ボランティア活動，ＮＰＯ活動を推進します 

 

（現状と課題） 

ボランティアやＮＰＯは多様な課題に柔軟に対応しています。公的な制度・

サービスは充実してきてはいますが，地域の生活課題が多様化・複雑化する中

で，制度だけでは対応できない課題も発生しています。こうした課題を解決し，

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために，地域，ボランティア，

ＮＰＯ，介護保険及び障がい福祉サービスの事業所，行政，社協などのネット

ワークが必要です。 

また，あらゆる人々が地域社会を構成する一員として生活し，地域社会づく

りに参加することが求められるようになりました。ボランティア活動，ＮＰＯ

活動は，社会参加の身近な入口の一つであり，活動することによって生きがい・

やりがいも生まれます。誰もが気軽にボランティア活動，ＮＰＯ活動に参加で

きるように相談・情報提供の充実が必要です。 

 

（主要事業と内容） 

ボランティア活動に

関する相談・コーディ

ネート 

（継続） 

ボランティア活動は，「誰もが活躍できるまちづくり」のもっ

とも身近な入口であり，その活動者は，地域福祉の活動人材とし

ても大きな期待が寄せられています。ボランティア活動について

気軽に相談ができ，自分の希望する活動にアクセスできる相談体

制をさらに充実します。 

ボランティアアドバイザーが，自らの活動経験を活かして，ボ

ランティアに関する相談・助言を行い，ボランティアが活動しや

すい環境づくりを行います。 

福山市ボランティア

連絡協議会の活性化 

（継続） 

福山市ボランティア連絡協議会を基盤に，ボランティア団体同

士が顔の見える関係となり，新しい地域課題に取り組めるようネ

ットワークづくりに取り組みます。また，各ボランティア団体へ

新しい活動者が加入するよう活動を紹介する場をつくります。さ

らに高校・専門学校・大学などのボランティアサークル（部）と

連絡協議会が連携できる場をつくります。 

ボランティア全国フ

ォーラムの開催と 

ボランティア交流会

の開催 

（新規） 

2017年（平成 29年）に，福山市を会場に「ボランティア全国

フォーラム」を，備後圏域の６市２町の社協と関係団体で構成す

る実行委員会の主催で開催します。フォーラムはボランティア活

動の研究・討議を目的に，主に基調講演と分科会で構成されてい

ます。このフォーラムを一過性のイベントで終わらせることな

く，その成果を活かして多様なボランティアが研鑽と情報共有・

交流を行う「ボランティア交流会」を開催します。 
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重点事業 3 地域・学校などにおいて福祉教育を推進します 

 

（現状と課題） 

地域福祉を推進していくためには，福祉に関心を持つ人を増やし，支え合い，

助け合いの意識を醸成することが大切です。幼少期から福祉教育を実施すると

共に，福祉について学習する機会をより多くの人に提供することにより，高齢

者や障がい者などへの理解を深めることが重要です。 

小・中・高等学校や地域などが手話，点字，車いすの試乗体験や視覚障がい

者の模擬歩行体験などを行う場合，ボランティア団体や福祉団体と連携をして

指導者を派遣しています。しかし，指導する人が高齢化し，要望に応じられな

いなどの課題が生じています。 

 

（主要事業と内容） 

障がいのある小学生

のためのサマー・スク

ール（中・高校生のボ

ランティア体験） 

（継続） 

中学生・高校生と障がいのある小学生が夏休みに交流する「サ

マー・スクール」を実施しています。中学生・高校生のボランテ

ィア活動の体験，小学生の楽しい思い出づくり，保護者のリフレ

ッシュを目的に開催します。放課後等デイサービスなどの公的サ

ービスが整備されてきたため，事業の今後のあり方や，中学生・

高校生の夏休みにおけるボランティア体験活動の場づくりにつ

いて検討します。 

学校・地域などへの出

前福祉体験の実施 

（継続） 

ボランティアグループだけでなく，福祉を高める会において，

車いすの試乗体験などの指導者を発掘するなど，地域と連携した

体験学習をめざします。また，車いすの試乗体験だけではなく，

地域団体と交流を図ることも目的とした出前福祉体験とします。 

新たな福祉教育のプ

ログラムの検討 

（新規） 

近年の福祉教育の学習対象は「子どももおとなも含めた地域」

と捉えられるようになってきました。学習内容も車イスの試乗体

験などだけでなく，地域の課題を考える，または排除されがちな

人たちのことを考える内容が主流となりつつあります。地域の課

題に気づき考える効果的なプログラムを検討し，モデル的に実践

していきます。 

 

 

 

 

 

 

福祉教育 
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重点事業 4 地域福祉活動，ボランティア活動に関する情報発信を充実します 

 

（現状と課題） 

住民が，地域福祉活動やボランティア活動に参加できるようにするためには，

どの世代に対しても，分りやすく・タイムリーな情報提供を行うことが必要で

す。また，活動を活性化させるために，事例の紹介なども重要です。 

 

（主要事業と内容） 

広報紙ふくやま福祉

だより「ほほえみ」の

発行 

（継続） 

市内の地域団体や福祉団体，ボランティア団体などの活動の紹

介や研修会・講座の案内，社協からのお知らせなどを掲載した広

報紙を発行します。あわせて，社協ホームページへも掲載し，幅

広い情報提供に努めます。 

ボランティア情報誌 

ＴＵＮＡＧＵの発行 

（継続） 

ボランティア募集情報や講座・研修会，ボランティア団体の会

員募集などを掲載し，ボランティア登録者・ボランティアグルー

プへ発送します。情報誌がボランティアに参加するきっかけにな

るように紙面の構成などに工夫をしながら発行します。あわせ

て，社協ホームページへも掲載し，幅広い情報提供に努めます。 

ＳＮＳを活用した地

域福祉・ボランティア

情報の発信 

（新規） 

現在，社協が行っている情報発信のツールは主に紙媒体であ

り，学生や若い層には届きにくいという課題があります。学生・

若い層が地域福祉・ボランティア活動の情報を気軽に入手し，参

加を促進するため，「Twitter（ツイッター）」「Facebook（フェイ

スブック）」「LINE（ライン）」などＳＮＳによる効果的な情報発

信について検討します。 

※「ＳＮＳ」とは 

Social Networking Service（ソーシャル ネットワ－キング サービス）の略称。 
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基本目標２ 安心・安全に暮らせるまちづくり 

 
基本方策 2 さまざまな課題に対応し，安心・安全に暮らせる仕組みづくりを 

すすめます 
 

 “安心・安全に暮らせるまち”であるためには，「必要なときに，必要な支援

が的確に受けられる」ことが重要です。そのためには，住民の福祉ニーズを受

け止め，対応できる仕組みや，住民が相談しやすい環境づくりが重要となりま

す。 

福山市は市域も広く，高齢化率の高い中山間地域や島しょ部，急速に少子高

齢化が進んでいる新興住宅が集中している地域，マンションやアパートが多く

住民の移動が多い地域，単身世帯の多い地域など地域の特性はさまざまです。

地域の生活課題にも違いが見られることから，より身近なところで住民の福祉

ニーズを受け止めるための仕組みづくりが必要となります。 

また，住民の複雑・多様化する生活課題に対応するためには，課題を早期に

発見し，総合的に対応することが必要であり，相談支援体制の充実が求められ

ています。 

そこで，関係機関や団体などと連携し，身近なところでの気軽な相談から専

門的な相談まで，住民のニーズに即した情報提供や相談支援体制の一層の充実

を図るとともに，住民の生活課題・ニーズに対して適切に対応できる仕組みづ

くりをめざします。 

 さらに，頻発する自然災害に対しての被災者支援や関係機関・団体とのネッ

トワークづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害ボランティアセンター設置訓練 → 

災害ボランティアコーディネーター 

や住民，市，社協が協働し，ニーズ 

把握から支援活動の需給調整や派遣 

までの訓練を実施しました。 

←住民による相談所の開設 

  住民に最も近い相談所として，住民による 

相談所を開設し，住民同士の助け合い活動 

が広がっています。（御幸学区ボランティア 

センターでの草取り支援） 

－ 43 －



重点事業 1 住民同士による助け合いのできる体制づくりをすすめます 

 

（現状と課題） 

高齢者・障がい者・児童などに対する虐待，消費者被害，孤立死など，地域

では生活課題が多様化しており，住民の立場に立って相談援助活動を行う民生

委員児童委員や，課題を発見する福祉を高める会などの地域団体の役割が，ま

すます重要となっています。 

こうした中で，地域の住民が，自ら考え課題発見と共有化を図り，支援者（地

域に関わる人）が協力して，地域福祉活動を行うことが求められています。 

また，生活課題を抱えた人を早い段階で発見し，支援に結びつけるためには，

地域や隣近所の人も巻き込んだ地域ぐるみの取組が重要であり，住民が身近な

所で気軽に相談を行える場づくりが必要です。 

 

（主要事業と内容） 

住民による相談所づ

くり 

（強化） 

住民が，地域の拠点において交代で「身近な生活などの困りご

と相談」に応じ，住民ができるところは住民（ボランティア）で

対応し，できないニーズは専門機関などへつなぐ「住民による住

民のための相談所」づくりをすすめます。 

地域資源の見える化

（支援を必要とする

人と地域資源をつな

げる）（新規） 

社協職員が地域へ出向き，ふれあい・いきいきサロン，見守り

活動，生活支援活動，高齢者・障がい者などに優しい商店などの

地域資源を見える化し，ケアマネジャーなどの専門職へ情報提供

します。 

ふれあい・いきいきサ

ロン冊子の作成 

（継続） 

学区ごとに，ふれあい・いきいきサロンの開催状況・概要をま

とめた「ふれあい・いきいきサロン冊子」を継続して発行し，サ

ロンの立ち上げ支援や参加者の増加へつなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい・いきいきサロン 
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重点事業 2 大規模災害時における被災地支援の体制を強化します 

 

（現状と課題） 

災害時に被災者のニーズを適確に把握し，ボランティアとのコーディネート

をスムーズに行うため，市と社協の連携のもと，「災害ボランティアセンター」

を円滑に設置し運営できるよう，災害時のボランティア活動の強化と支援体制

の整備が重要です。 

 

（主要事業と内容） 

災害ボランティアセ

ンター設置訓練とマ

ニュアルの更新 

（継続） 

市内で大規模災害が発生した場合，市・県社協と連携して開設

する災害ボランティアセンターを円滑に設置・運営できるよう

に，設置・運営マニュアルを作成しました。マニュアルをもとに，

設置訓練を今後も実施します。必要に応じてマニュアルの更新も

行います。 

災害ボランティアコ

ーディネーター（運営

ボランティアスタッ

フ）の発掘・育成 

（強化） 

災害ボランティアセンターが設置された場合に，ボランティア

スタッフとして運営を担う災害ボランティアコーディネーター

を養成しました。引き続きコーディネーターの発掘・育成に努め

るとともに，ふれあい・いきいきサロンなどへ出向き，防災・減

災について出前講座ができるようにスキルアップを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害ボランティアセンター設置訓練 
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重点事業 3 
ワワンストップでささまざまな生活課題に対応できるよう，相談体制  

をを充実します  

（現状と課題） 

地域には，生活課題を抱える住民や，人権擁護に関するさまざまな相談支援

を必要とする住民がいます。そのような課題に対応するため，高齢者支援，障

がい者支援，子育て支援，生活困窮者支援など多様な相談支援事業が実施され

ています。住民が，主体的に福祉サービスを選べるようになってきた中で，「福

祉サービスを選び決定すること」が困難な人への支援も同時に充実させていか

なければなりません。支援するサービスとして、日常生活自立支援事業及び成

年後見制度，市民後見活動があります。 

介護保険や障がい者支援など，個人を対象とした福祉制度・サービスは充実

してきましたが，福祉制度の狭間にある人・生活困窮の人への支援や，公的な

サービスでは対応できないニーズに応えるための体制づくりを更にすすめるこ

とが重要です。 

（主要事業と内容） 

日常生活自立支援事

業の実施 

（継続） 

認知症，知的・精神障がいなどにより，判断能力が不十分な人

に対して，地域で安心して生活できるよう「日常生活自立支援事

業（かけはし）」を実施します。 

 

法人後見活動の実施 

（継続） 

親族などに適切な成年後見人がみつからない場合，社協が後見

人に就任し，本人に代わって契約などを行ったり，不利益な契約

を取り消したりして，判断能力が不十分な人の保護・支援を行い

ます。 

 

障がい者相談支援セ

ンターの運営 

（継続） 

障がい者の総合的な相談に応じたり（障がい者基幹相談支援セ

ンター），虐待の防止・早期発見・迅速な対応などを行ったりす

る「虐待防止センター」を運営し，障がい者が，地域でその人ら

しく安心して暮らしていくことができるよう支援を行います。 

 

生活困窮者に対する

支援 

（新規） 

市や関係機関・団体と連携して，生活困窮世帯に対する生活福

祉資金の貸付，緊急時食料支援，生活困窮世帯の子どもたちの学

習支援などを実施します。さらに，市内の社会福祉法人と連携し，

生活困窮者に対する支援方策を検討します。 
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基本目標３ お互いに支え，支えられるまちづくり 

 
基本方策 3 身近な地域で支え合い助け合う仕組みをつくります 

 

私たちの暮らしの基盤は「地域」にあります。ひとくちに「地域」といって

も，その範囲はさまざまですが，日々の暮らしという点から考えると，お互い

の顔がよくわかる自治会・町内会（福祉会）など身近な地域の関係づくりが大

変重要になります。 

人々のつながりや支え合い，そして課題への取組が，一人ひとりの暮らしを

守り，豊かにしてくれますが，近年は，近隣関係の希薄化が進んでいるといわ

れており，かつてあった助け合いや支え合いがうまく機能しなくなっている地

域も増えています。 

その一方で，地域での支え合いや助け合いの必要性は増しています。地域か

ら高齢者の孤立死を出さないように，また，子育てに悩む保護者が地域の中で

孤立しないように，障がいのある人もない人も，誰もが地域で安心して，いき

いきと暮らせるようにするために，住民同士が気にかけ合い，支え合い，助け

合うことのできる仕組みづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←ささえあいサミット 

  福祉を高める会連合会が中心となり 

  各地域の福祉活動の情報交換を行 

い，それぞれの取組につながって 

います。 

サロン交流会        → 

サロンを運営する地域の担い手

に集まってもらい，お互いの活動

を紹介することで，運営や内容の

ヒントをお土産に持って帰っても

らっています。 

－ 47 －



重点事業 1 
福祉を高める会やボランティアの会を中心に地域の絆づくりを 

すすめます 

 

（現状と課題） 

住民のつながりの希薄化や生活スタイルの多様化などにより，地域での日常

的な支え合い，助け合いが少なくなっています。こうした中でも，地域の状況

やその課題を一番よく知るのは，そこに住む人たちです。お互いの顔が分かり，

住みやすく相互に助け合う地域となるよう，住民が主体となった活動が求めら

れています。 

高齢者，障がい者，子育て世代など，誰もが住み慣れた地域で安心して暮ら

せるよう，幅広い世代に対して意識啓発を行い，ご近所や自治会，福祉を高め

る会などの地域における支え合い，助け合いの輪を一層広げると共に，地域団

体への参加を引き続き促進する必要があります。 

また，社協職員による地域訪問をよりきめ細やかなものとし，サロンの開設

や運営相談のみならず，支援が必要な人への個別相談にも対応できるよう職員

の資質向上に努めます。 

（主要事業と内容） 

福祉を高める会の活

性化 

（強化） 

福祉を高める会・ボランティアの会の役員会へ必要に応じて職

員が出向き，運営のアドバイスを行いました。また，研修会に対

して，講師を紹介するなど役員の資質向上と活性化を図りまし

た。福祉を高める会・ボランティアの会の役員会へ関係機関・団

体と共に，社協職員が出向く回数を増やし，行事の打ち合わせの

他にも地域課題を共有したり，解決の方法などを協議したりする

場となるように支援します。 

ささえあいサミット

の開催 

（継続） 

市内の先駆的な地域福祉活動の事例を報告し，情報を共有する

「ささえあいサミット」を毎年開催します。事例発表を行った地

域へ他の地域が視察へ行ったり，事例を参考に新しい活動を根付

かせたりと活動を波及させ，地域の福祉力向上を図ります。 

福祉を高める会同士

の連携の促進（継続） 

福祉を高める会の連合組織である福祉を高める会連合会の活

動を活性化させるとともに，ブロック単位での研修・情報交換・

交流を充実します。学区を超えた交流を図ることにより，自主的

に活動について相談できる関係をつくります。 

福祉を高める会の認

知度を高める取組 

（新規） 

1977年（昭和 52年）から福祉を高める会の組織化に着手し，

現在では 78学区・地区に結成され，地域の特性に応じた活動を

展開しています。一方，「社協と福祉を高める会との関係が住民

へ分かりづらい」などの課題がみえてきました。福祉を高める会

の認知度を高める方策を検討します。 
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重点事業 2 地域での見守り体制を強化します 

 

（現状と課題） 

住民のつながりの希薄化が進み，支援の必要な人が地域で孤立しがちな状況

にあります。日頃からの見守り活動を通じて住民同士がふれあう機会を増やし，

地域の福祉について話し合える場づくりや見守り活動の担い手を増やす取組み

が必要です。 

また，認知症により行方不明となった高齢者の情報提供を行う「高齢者徘徊

SOSネットワーク」の稼働件数も増加しており，行方不明の防止，早期発見，

早期対応がますます重要になってきています。 

 

（主要事業と内容） 

見守り支援員の養成 

（継続） 

2013年（平成 25年）に，孤立防止のための見守り活動をすす

める冊子を作成し，見守り支援員インストラクター（地域包括支

援センター，福祉施設，介護保険事業所，障がい福祉サービス事

業の職員の中で社協が実施する研修を修了した者）が地域へ出前

講座を行っています。引き続き見守り支援員の養成を行い，民生

委員や福祉を高める会と連携して実際に活動につなげる取組を

行います。 

見守り活動研修会の

開催 

（継続） 

支援が必要な人に対する見守り活動を行う人を対象に，研修会

を開催し，社会的孤立を防止する取組をすすめます。 

高齢者徘徊ＳＯＳネ

ットワークの充実 

（強化） 

1999年（平成 11年）に，認知症の人が徘徊により行方不明に

なった場合，早期発見をねらいとして構築したネットワークで

す。  

2016年（平成 28年）には，事前登録制度の充実，早期発見に

つながるシールの配布，メール配信サービス登録者の増加を目的

とした協力団体の募集，地域包括支援センターとの連携強化など

により事業をリニューアルしました。今後，事前登録者や協力団

体の拡充を図ると共に，地域の見守り強化のため，徘徊模擬訓練

などを実施します。 
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重点事業 3 
地域において気軽に集える「ふれあい・いきいきサロン」などの 

居場所づくりをすすめます 

 

（現状と課題） 

地域での支え合い，助け合いの仕組みをつくるためには，人々が集い交流す

る場が必要です。公民館・集会所を住民の活動拠点として，地域の居場所とな

る各種サロンが開催されています。また，2014年（平成26年）から，身近な

地域で「喫茶店風サロン」が実施され始めました。今後も，さまざまな住民が

参加しやすい場づくり，環境づくりを進める必要があります。 

 

（主要事業と内容） 

喫茶店風サロンの開

所を支援 

（新規） 

「特別なことはしない，お茶やコーヒーでおしゃべりを楽し

む，開所している時間であればいつ来てもいつ帰ってもよい，週

１回のサロン」が孤立の防止，生活課題の早期発見に効果を上げ

ています。この「喫茶店風サロン」が地域で開所できるよう支援

します。 

ふれあい・いきいきサ

ロンのボランティア

の発掘・育成 

（強化） 

サロンに関わるボランティアの裾野を広げることと，サロンの

場において生活課題を早期に発見し，課題が深刻化する前に支援

につなぐことを目的にサロン運営ボランティア養成研修を開催

します。 

また，学区を越えたサロンのボランティアの交流会なども行い

ます。今後，サロンが，地域のつながりづくりにおいてますます

重要性が増すことから，研修や交流を充実させます。 

ふれあい・いきいきサ

ロンの活性化 

（強化） 

サロンの活性化のために，特技を活かして訪問するボランティ

アや企業の有益な情報を提供する出前講座などを登録し，必要に

応じてコーディネートします。更に，レクリエーション用具を充

実し，使用方法を紹介し体験する展示会も行います。地域のつな

がりづくりにおいてサロンの重要性が高まる中，企業・事業所・

ボランティアなどのサロンで実施できる出前講座の内容を登録

し，コーディネートしていきます。 
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基本目標 4 多様な主体同士のネットワークづくり

基本方策 4 地地域福祉を推進するために，さまざまな団体間のネットワーク

づくりをすすめます

生活困窮，孤立する高齢者，認知症の人の徘徊による行方不明など，解決に

なかなか至らない課題が発生してきています。

市内には，地域団体，福祉団体，ボランティア団体，社会福祉法人や福祉サ

ービス事業者，行政などの関係機関・団体がそれぞれ目的をもって，こうした

課題の解決を図ろうと活動していますが，１つの団体では十分な対応ができて

いないのが実情です。

各関係機関・団体が情報を共有し，ネットワークを構築することで，お互い

の強みを活かすことにより，生活困窮などの新しい課題や，社会的孤立などの

解決に至らない課題に対応可能となるよう，より多くの関係機関・団体の交流

と協議の場をつくっていきます。

←小地域ネットワークグループ

福山東ライオンズクラブによる餅つき→

発達に課題のある子どもと保護者と

一緒に餅つきを通して交流と思い出

作りを行っています。

　東部地域では、地域密着型介護

保険サービス事業所と地域包括支

援センターでネットワークを作り、

地域と意見交換を行っています。
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重点事業 1 
社会福祉法人・福祉施設のネットワークを強化し，地域における

公益的な取組をすすめます 

 

（現状と課題） 

サロンや見守り活動などの地域福祉活動を推進していくためには，住民の身

近な社会資源である福祉施設の機能を積極的に活かしていくことが望まれます。 

社会福祉法人には，地域福祉の充実・発展に寄与するため，社会福祉事業を

中心に良質な福祉サービスの提供に努めると共に，地域の福祉ニーズをふまえ

た自主的な社会貢献活動の実施が求められています。社会福祉法の改正で「地

域における公益的な取組」を実施することが義務づけられたことにより，その

取組の積極的な実施を推進することが重要です。 

 

（主要事業と内容） 

社会福祉法人の地域

における公益的な活

動の促進 

（新規） 

福祉施設などを運営する社会福祉法人は，生活困窮者や孤立し

た高齢者，また，公的なサービスの狭間にあってサービス利用に

つながらない人に対して，積極的な支援活動を行うよう，社会福

祉法の改正が行われたところです。社会福祉法人の地域における

公益的な活動のあり方を検討する場を設置し，具体的な取組へと

つなげていきます。 
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重点事業 2 
ボランティア団体・ＮＰＯなどの市民団体と地縁型ボランティア 

団体とのネットワークづくりをすすめます 

 

（現状と課題） 

テーマ型のボランティアのネットワーク組織である「福山市ボランティア連

絡協議会」が年に数回，ボランティア団体の情報交換会を開いており，「顔の見

える関係づくり」はできつつあります。 

しかし，地域の課題に対し，ボランティア団体が得意分野を活かして課題解

決に取組むまでには至っていません。 

今後は「顔の見える関係づくり」ができ，協議する中で，ボランティア団体・

ＮＰＯなどの市民団体と地縁型ボランティア団体が課題を共有し，協働するネ

ットワークづくりが必要です。 

 

（主要事業と内容） 

福山市ボランティア

連絡協議会（テーマ型

ボランティア団体）と

地縁型ボランティア

団体の連携・強化 

（新規） 

福山市ボランティア連絡協議会が実施している情報交換会を

テーマ型のボランティア団体と地縁型のボランティア団体の交

流・協議の場とします。１つの団体では解決が難しい貧困や孤立

死，虐待，ＤＶ被害などの深刻な課題への理解を深め，双方の強

みを活かし解決へ導く実践へつなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福山市ボランティア連絡協議会情報交換会 
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重点事業 3 

福祉を高める会やボランティアの会、民生委員・児童委員と地域

包括支援センターなどの情報交換の場をつくり，地域課題の共有

化と解決に向けての検討を行います 

 

（現状と課題） 

福祉を高める会は６つのブロック（１２の小ブロック）で情報交換・研修を

行っています。また，一部のブロックでは情報交換の場に，民生委員・地域包

括支援センター・介護保険事業所などが参加し，それがきっかけとなって介護

保険事業所の職員がサロンへ出向き，レクリエーションや体操を指導するなど

成果を上げています。 

一方，家族や親族がいても関わらない，家族みんながそれぞれ課題を抱えて

いる，個人が複数の課題を抱えている，引きこもりなどにより支援を拒まれる

ケースなど地域の生活課題は多様化し，住民と専門職が役割分担をしてネット

ワークで支援することが必要なケースが増えてきています。 

 

（主要事業と内容） 

課題解決を検討する，

日常生活圏域におけ

るネットワーク会議

の開催（強化） 

日常生活圏域において，福祉を高める会などの地域団体と地域

包括支援センターなどの専門機関が一同に会し，地域課題を共有

し，地域特性にあった課題解決の方策を検討する圏域の会議を開

催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←福山市福祉を高める会連合会役員会 

福祉を高める会・民生児童委員・地域包括支

援センターなどの団体・機関研修会   → 
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（仮）地域福祉活動計画推進委員会 

【役割：本計画の進行管理】 

 

 

福山市社会福祉協議会 

【役割：本計画の推進】 

 

福
山
市
社
会
福
祉
協
議
会
評
議
員
会 

 

当事者団体 

 

 

福山市 

学区の福祉を高める会など各種団体 

 
福山市ボランティア連絡協議会など

ボランティア団体 

 

地域包括支援センター，福祉施設，

介護保険事業所，障がい福祉 

サービス事業所など 

主催･報告 

意見 

連携 

参画 

報
告 

意
見 

第５章 計画の推進に向けて 
 

１ 計画の推進体制 

 本計画の推進にあたり，地域団体を始め，ボランティア・福祉・ＮＰＯ団体

などの市民団体，行政や社会福祉関係機関などが連携し，協働して取り組むこ

とが必要であり，それぞれが主体的に役割を果たすことで取組を推進します。 

 

 

２ 計画の進行管理 

 計画の目標達成に向けて，「（仮）地域福祉活動計画推進委員会」を設置し，

定期的に事業の点検と評価を行い，必要に応じて計画の見直しを行います。 

 また，市の「地域福祉計画」との整合性を持ち，地域福祉・ボランティア活

動を推進する人たちや住民の意見を反映させるなど，実効性のある計画実現に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

３ 計画の普及・啓発 

 本計画を実効あるものとするため，社協のホームページの活用や，広報誌「ふ

くやま福祉だより ほほえみ」に掲載するほか，福祉を高める会のブロック研

修などあらゆる機会を通じて，広く住民に周知するよう取組みます。 

 また，計画の進捗状況についても，ホームページや，広報誌「ふくやま福祉

だより ほほえみ」に掲載し，魅力ある情報発信に努めます。 
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４ 計画推進のための財源確保 

地域福祉活動・ボランティア活動を推進する社協の組織基盤の強化を図るた

め，会員会費・寄付（地域福祉活動協力金を含む）の拡充について検討します。 

会員会費・寄付は，社会福祉協議会の自主財源であり，地域福祉活動の重要

な財源となるもので，拡充は大きな課題です。 

そのためには，住民に社会福祉協議会の活動を認知していただく必要があり

ます。 

地域のニーズをもとに，地域福祉活動の充実とそのＰＲ，住民への会員会費・

寄付の周知の強化，会員会費募集活動に関わる自治会・町内会，福祉を高める

会等への趣旨理解の促進，企業・事業所へのアプローチなど会員会費の募集，

寄付の強化に取り組みます。 
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資料編 

１ 地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

（目的及び設置） 

第１条 福山市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）地域福祉活動計画（以下「計画」と

いう。）の策定に関し必要な事項を協議するため，福山市社会福祉協議会 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。 

 

（組織） 

第２条 策定委員会は，１５人以内の委員で組織し，市社協会長が委嘱する。 

２ 委員の任期は，計画を策定する年度において，委嘱した日から当該年度の末日までとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第３条 策定委員会に委員長１人及び副委員長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は，策定委員会を代表し，会務を総括する。 

３ 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４条 策定委員の会議は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。 

２ 策定委員会には必要に応じ，委員以外の者を会議に出席させ，説明又は意見を聴くことがで

きる。 

 

（事務局） 

第５条 策定員会の事務局は，市社協 福祉のまちづくり課に置く。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市社協会長が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は２０１１年（平成２３年）８月１８日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 最初に招集される委員会は，第４条の規定に関わらず市社協会長が招集する。 

附則 

 この要綱は２０１６年（平成２８年）６月１日から施行する。 
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２ 地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 

福山市社会福祉協議会 地域福祉活動計画 策定委員会 

 

名   前 団   体 役  職 

委 員 長 小山  峰志 タウンソーシャルワーク連絡会 代表 

副委員長 伊藤 泰三 福山平成大学福祉健康学部福祉学科 准教授 

 

児玉 文男 福山市福祉を高める会連合会 会長 

藤井 由紀枝 福山市福祉を高める会連合会 幹事 

永久 洋子 福山市福祉を高める会連合会 幹事 

 

楠 明憲 福山市ボランティア連絡協議会 副会長 

坂井 洋子 福山市ボランティア連絡協議会 副会長 

濱本 計子 ボランティアアドバイザー   

 

高森 裕美 地域包括支援センター南蔵王 管理者 

藤原 博文 福山市障がい児者施設連絡協議会 会長 

井上 忠雄 福山市社会福祉施設連絡協議会   

 

山田 敏弘 福山市連合民生・児童委員協議会 副会長 

櫻井 敏郎 福山市自治会連合会 副会長 

萩谷 昭子 ふれあい・いきいきサロン運営ボランティア   

 梶山  泰 福山市福祉総務課地域福祉担当 課長 

事務局 福山市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課 
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３ 地域福祉活動計画策定委員会の経過 

 

第 1 回 地域福祉活動計画策定委員会 

日時：2016 年（平成 28 年）7 月 28 日（木）13：30～ 

場所：福山すこやかセンター 1 階大会議室 

  １ 委嘱状の伝達 

  ２ 正副委員長の選任 

  ３ 協議事項 

（1）第 1 期地域福祉活動計画の進捗状況について 

（2）第 2 期地域福祉活動計画策定の考え方について 

（3）今後のスケジュールについて 

 

第 2 回 地域福祉活動計画策定委員会 

日時：2016 年（平成 28 年）12 月 13 日（火）10：00〜 

場所：福山すこやかセンター 2 階 地域ケア会議室 

  １ 協議事項 

（1）第 2 期地域福祉活動計画の基本事項 

（2）第 2 期地域福祉活動計画の体系 

  ２ 今後の予定について 

     2017 年 2 月上旬 第 2 期計画素案作成と各委員へ素案の事前配布 

     2017 年 2 月下旬 委員会にて第２期計画素案の協議 

 

第 3 回 地域福祉活動計画策定委員会 

日時：2017 年（平成 29 年）3 月 6 日（月）１３：３０〜 

場所：福山すこやかセンター 2 階 地域ケア会議室 

  １ 第２期地域福祉活動計画について 

  ２ 意見交換 

  ３ 今後の予定について 
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４ 社会福祉法抜粋 

 

地域福祉計画，社会福祉協議会について 

 

第十章 地域福祉の推進 

 第一節 地域福祉計画 

（市町村地域福祉計画）  

第百七条  市町村は，地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一

体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し，又は変

更しようとするときは，あらかじめ，住民，社会福祉を目的とする事業を経営

する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な

措置を講ずるよう努めるとともに，その内容を公表するよう努めるものとする。  

 

第二節 社会福祉協議会 

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会）  

第百九条  市町村社会福祉協議会は，一又は同一都道府県内の二以上の市町村

の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ること

を目的とする団体であつて，その区域内における社会福祉を目的とする事業を

経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し，かつ，指定都市にあ

つてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は

更生保護事業を経営する者の過半数が，指定都市以外の市及び町村にあつては

その区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参

加するものとする。  
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