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本計画は、市基本構想における福祉分野の目標「手をつなぎ、みんなで目指す、明るく元気な
まち」を踏まえ、市民や関係機関、団体、事業所、行政等が協働によりさらに効果的な地域福祉活
動の推進を図るための指針です。

平成２９年３月
平成２９年３月
富 里 市
社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

地域福祉の課題と方向性
近年、全国的に出生数は減少傾向となる一方で、医療の発達などにより平均寿命は延びており、少
子高齢化が進行しています。また、個人の価値観や生活様式の多様化などから、人と人とのつながり
や絆が希薄になるなど、お互いの顔が見えにくい状況が広がっています。富里市では、第 1 次計画を
策定後、富里市社会福祉協議会をはじめとする民間業者、そして地域住民との協働により、福祉のま
ちづくりを推進してきました。今後は自助、互助・共助、公助によりお互いに力を合わせる関係をつ
くり、支援の必要な一人暮らしの高齢者世帯、ひきこもり、子育て家庭の孤立、貧困の拡大など多様
化・複雑化する福祉のニーズに対応し、さらに福祉のまちづくりを推進するという考え方が重要にな
ります。
◆地域での支え合いを築いていくための役割

自 助

互助・共助

公 助

○市民一人ひとりや家庭でできる
ことを自ら行い努力すること

○隣近所やより身近な地域で助け合い・支え合い
○隣近所やより身近な地域で助け合い・支え合い
○制度化された相互扶助（介護保険等）

○行政施策として行う福祉事業

市民・関係機関・行政の相互協力（協働）

計画の位置付け
富里市地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条に基づく「市町村地域福祉計画」であり、市の将来
を見据えた地域福祉のあり方や推進に向けて基本的な方向を定めるものです。また、富里市社会福祉
協議会が策定する地域福祉活動計画は、富里市が策定する地域福祉計画と連携し、地域住民及び福祉・
保健等の関係団体や事業者が地域福祉の推進に関わるための具体的な活動計画です。
本計画は市の上位計画である「富里市総合計画」に盛り込まれた保健福祉関連施策について、地域
福祉の視点から具体化を図るものであり、関連計画との整合性を図ります。
また、富里市地域福祉計画と富里市地域福祉活動計画は、富里市の地域福祉を推進するうえで同じ
方向を目指して連携していくことが重要であることから、一体的に策定しました。

富里市総合計画

富里市

第２次富⾥市地域福祉計画・
地域福祉活動計画

福祉分野の関連計画
○高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画

地域福祉計画

連 携

●地域福祉推進の仕組みの構築
●市民や地域の取り組みの方向性

○障がい者基本計画・
障がい福祉計画
○子ども・子育て支援事業計画
○健康増進計画
など

連 携

地域福祉活動計画

考え方の共有

●市民や地域との取り組み
●社会福祉協議会の取り組み
●行政の取り組み
●地域別のアクションプラン
富里市社会福祉協議会
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○協働のまちづくり推進計画

計画の期間と進⾏管理
本計画は、平成 29 年から平成 33 年までの 5 年間の計画とします。ただし、社会情勢や制度改正
など、地域の状況が大きく変化した場合には、適宜必要な見直しを行うこととします。

平成
23 年度

平成
24 年度

平成
25 年度

平成
26 年度

平成
27 年度

平成
28 年度

平成
29 年度

平成
30 年度

平成
31 年度

平成
32 年度

平成
33 年度

平成
34 年度

富⾥市総合計画（平成 23〜32 年度）
次期計画

富⾥市地域福祉計画・地域福祉活動計画
第 1 次計画（平成 24〜28 年度）

第２次計画（平成 29〜33 年度）

（計画の見直し・評価）
※（仮）進捗管理委員会による状況の把握

富里市では、各地域で市民が地域のことや地域に住む人のことを知るきっかけとなるよう、参加者
同士が地域の課題について話し合い、解決策を考える地域福祉座談会を実施しました。本計画では、
地域住民のみなさんが主体となって活動へ参画できるよう、身近な単位である各小学校区の地区社会
福祉協議会の取り組みの方向性を、地域の「アクションプラン（行動計画）」として示しています。

日吉台小学校区

富里小学校区

いつでも どこでも みんなが
ふれ合える
いいからおいでよ！この指止まれ
湯加減のよい日吉台

みんなでアイサツ
深める交流
広げる情報の輪
みんなで創る富里

根木名小学校区
七栄小学校区
広げよう人の和
大きな輪は小さな“わ”から

一人ひとりが地域の活動に
楽しく参加して
つながり合えるまち

富里第一小学校区

コミュニケーション！
笑顔あふれる富里第一

浩養小学校区

富里南小学校区

洗心小学校区

声をかけ合って広げる世代間交流
私たちの魅力あるふるさと浩養

出会いから笑顔と希望の花開く
老いも若きも 安全・安心
住みよいまち

未来へ育てよう 洗心地区の
豊かな農業と強い団結力
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基本目標１

ふれあい・支え合い活動が実践できる環境づくり

今の地域でのつながりを大切にし、地域で助け合い、支え合える地域づくりを目指します。
そのために、子どもからお年寄りまであらゆる世代が地域でふれあい、交流することができるよう、
地域活動の場や機会の提供に努めるとともに、各種活動が活発化するよう支援します。
また、困難を抱えている人が孤立することなく、支援につなげることができるよう、市民同士の関
係づくりや地域に支え合いの仕組みの構築を図ります。

１

地域 交流の場 をつく る

○一人ひとりが隣近所や地 ○行事・イベントのときに ○地区社会福祉協議会の活 ○身近な地域における付き
域の人と積極的にあいさ
は、隣近所で声をかけ合
動を市民に周知し、内容の
合いを深めるため、さまざ
つを交わすなど、身近な交
い、参加しやすい雰囲気を
充実に努めるほか、「福祉
まな交流の場や機会の充
流を大切にします。
つくります。
まつり」を開催します。
実を図ります。
○公共施設を利用するにあ ○地域で集まり、活動できる ○福祉センターの有効活用を ○地域における活動や交流
たっては、マナーを守って
施設の情報を収集し、積極
図るほか、地域での行事な
の場として活用可能な公
使用します。
的に活用します。
どを実施する際、機材や備
共施設などの既存資源の
品の貸し出しを行います。
有効活用を図ります。

２

地域 活動をひ ろげる

○とみさと市民活動サポー ○地域の中で活動する団体 ○ボランティアセンターを ○社会福祉協議会と連携し、
トセンターやボランティ
と積極的に交流を図りま
中心に、ボランティアに関
ボランティア活動や地域
アセンターに足を運んで
す。
する周知・啓発や講座・サ
活動の活性化に向けた支
みます。
ロンの開催などに取り組
援に取り組みます。
○区・自治会へ加入していな
みます。
○区・自治会やシルバークラ
い世帯に関心を持っても
○区・自治会やシルバークラ
ブ、子ども会などの活動に
らえるような活動に取り ○さまざまな地域活動団体な
ブ、子ども会などの加入促
ついて関心を持ち、加入す
組みます。
どの活動を周知し、市民の
進や組織の活性化に向け
るよう心掛けます。
積極的な参加を促します。
た支援に取り組みます。
○地域の中で、リーダーとし
○趣味や経験を活かして、地
て活躍できる人材の発掘 ○ボランティア活動やシルバ ○地域福祉の担い手・リーダ
域活動やボランティア活
に努めます。
ークラブを担っていくリー
ーとなる人づくりを推進
動に積極的に参加します。
ダーを育成・支援します。
します。

３

地域 コミュニ ティを はぐくむ

○ふだんから、隣近所や地域 ○民生委員・児童委員を中心 ○地域コミュニティの大切 ○各団体などによる地域の
の人への目配り、気配りに
に、支援が必要な人を把握
さについての意識啓発を
支え合い、見守り活動を支
努めます。
し、見守り支援に努めま
図ります。
援します。
す。
○隣近所で異変を発見した
○民生委員・児童委員と連携 ○支援を必要とする人が相談
ら、関係機関へ相談・連絡・ ○顔見知りの人が増えるよ
し、支援を必要とする人の
しやすい体制づくりと相談
通報します。
う、地域の行事や集まりに
把握に努めます。
の掘り起こしに努めます。
多くの人の参加を促しま
○不安や悩みは、一人で悩ま
○誰もが必要なときに気軽 ○地域における相談活動の
す。
ずに地域の中で積極的に
に相談できるよう、体制づ
活性化を促し、地域ぐるみ
相談するよう心掛けます。 ○行政や関係機関が実施す
くりに努めます。
で悩みや問題を解決でき
る研修などに積極的に参
る相談支援体制の充実を
加します。
図ります。
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安心・安全な暮らしを守る支援

基本目標２

誰もが住み慣れた地域で、安心・安全に暮らし続けられる地域づくりを目指します。
そのために、緊急時を見据えた防災体制の強化を図るとともに、防犯や交通安全対策の推進による
市民の防犯・防災に対する意識の醸成と地域全体の安心・安全の確保に努めます。
さらに、一人ひとりが元気に明るく、快適に暮らし続けることができるよう、主体的な健康づくり・
生きがいづくり活動などを促すとともに、生活環境の向上に取り組みます。

１

地域 の連携体 制を強 化する

○防犯活動や交通安全活動 ○民生委員・児童委員が活動 ○地域で防犯活動を実施し ○関係機関・団体との連携の
に積極的に参加します。
しやすいよう、連携・協力
ている団体を支援すると
強化を図り、地域住民への
した環境づくりに努めま
ともに、防犯や交通安全、 防犯に関する啓発活動に
○地域の防災訓練に参加す
す。
悪質商法など、地域住民の
努めます。
るとともに、災害時の避難
安心・安全にかかわる情報
の際には、隣近所で声をか ○地域全体で協力し合い、地
○防災に関する意識啓発や
提供に努めます。
け合えるよう心掛けます。 域の防災力を高めます。
情報提供を充実するとと
○災害ボランティアの養成
もに、支援が必要な人の体
を図るとともに、災害ボラ
制の強化を図ります。
ンティアセンターの体制
を整備します。

２

すこ やかでう るおい のある生 活を実 現する

○定期的に健康診査を受け ○健康づくり団体やスポー ○健康づくりや介護予防を ○各種健診や講座の開催、健
たり、地域行事やイベント
ツ団体が行う各種教室の
推進するボランティア団
康・医療・福祉の連携など、
など、健康づくりに関する
開催等の活動が円滑に行
体の立ち上げの支援やボ
市民の健康の維持・増進に
講座に参加します。
われるよう、協力します。 ランティアの養成に取り
向けた取り組みを推進し
組みます。
ます。
○趣味や特技などを地域づ ○地域ごとに、さまざまな世
くり活動に活かします。
代が参加できる、生きがい ○デイサービスの実施や自 ○学習活動や文化活動など
づくりにつながるイベン
主的、主体的に運営できる
を充実するとともに、高齢
トを行います。
シルバークラブの支援に
者などの就業機会の確保
取り組みます。
に努めます。

３

より 快適な住 環境を ととのえ る

○一人ひとりが責任を持ち、 ○地域の清掃活動や美化活 ○地区社会福祉協議会やボ ○市民のモラルやマナーを
モラルやマナーを守りま
動に多くの人が参加でき
ランティア団体と連携し、 向上するための広報・啓発
す。
るようにします。
地域の清掃活動や美化活
活動を充実します。
動の周知を図ります。
○地域の危険箇所を発見し ○地域の活動に出向く際に、
○安全な道路環境の整備や、
たら、地域や行政に情報提
移動手段がない人の乗り ○疑似体験や介助体験等を
市民誰もが利用しやすい
供します。
合い等を受け入れる仕組
通じてバリアフリーやユ
市内公共交通網の充実、ユ
みを検討します。
ニバーサルデザインにつ
ニバーサルデザインの推
○家族が送迎するなど、外出
いて広報・啓発活動に努め
進などに努めます。
や移動の際は互いに協力
ます。
し合います。

：自分自身や家族の取り組み

自助

：地域ぐるみでの取り組み

：社会福祉協議会の取り組み

互助・共助
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：行政の取り組み

公助

基本目標３

地域福祉推進体制の強化

地域に住むすべての市民が、福祉はすべての人にかかわる問題であるという認識を深め、地域福祉
の担い手として活躍できる地域を目指します。
そのため、福祉教育の推進や人権意識の啓発により、子どもから大人まで、幅広い層に対して福祉
意識の向上に努めるとともに、リーダーやコーディネーターなど、地域で中心となって活躍できる人
材の育成や活用を推進します。また、社会福祉協議会や地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員な
ど、関係組織との連携を充実し、福祉ネットワークの形成を図るなど、地域福祉推進体制の強化に努
めます。

１

福祉 意識を醸 成する

○福祉に関する勉強会や研 ○地域の中で福祉に関する ○車椅子体験や高齢者疑似 ○小・中学校や生涯学習の場
修へ積極的に参加するよ
勉強会や世代間交流の機
体験等の機会をつくると
などを活用し、あらゆる機
う心掛けます。
会を設けます。
ともに、学校や企業等へ体
会を通じて福祉教育を推
験セットの貸し出しをし
進します。
○「広報とみさと」や広報紙「さ ○市や各種団体からの情報
ます。
さえ愛」、回覧板などに目を
を、周囲の人や情報が行き
○地域活動に関する情報を
通すように心掛けます。
届きにくい人にも伝え、地 ○地域福祉活動やボランテ
とみさと市民活動サポー
域の中で情報を共有しま
ィア活動の広報・啓発活動
トセンターの Facebook
す。
を図るとともに、地域福祉
やニュースレター、市広
に関する情報提供を行い
報・ホームページを活用
ます。
し、提供します。

２

地域 を引っ張 る人を 育てる

○行事の音頭をとったり、進 ○ボランティア団体などは、 ○それぞれの地域の特性や ○介護予防ボランティアの
んで役員を引き受けたり
人材の発掘、育成に取り組
実情を踏まえた上で、人材
養成講座や子ども会ジュ
するよう心掛けるほか、リ
み仲間づくりを行います。 の確保や育成を図ります。 ニアリーダー講習会など
ーダー育成講習会などに
を開催し、地域における活
○地域で活動する際は、取り ○ボランティアセンターを
積極的に参加します。
動の活性化につなげます。
組み内容や自分たちが支
中心にボランティアの確
○地域活動の人材情報を収
援できる内容をとみさと
保・育成に努めます。
○とみさと市民活動サポー
集している機関への情報
市民活動サポートセンタ
トセンターを核として、地
提供または人材登録しま
ーやボランティアセンタ
域課題と人材などの資源
す。
ーに伝えます。
のコーディネート機能を
充実します。

３

福祉 ネットワ ークを つくる

○社会福祉協議会や地区社 ○市民の地区社会福祉協議 ○地区社会福祉協議会の活 ○社会福祉協議会及び地区
会福祉協議会の活動に関
会の参加を促進します。
動を支援するとともに、新
社会福祉協議会への支援
心を持ち、参加や協力に努
たな支え合いの仕組みづ
と連携強化を図ります。
○複数の区・自治会や地区社
めます。
くりに取り組みます。
会福祉協議会が合同で子
○地区社会福祉協議会や地
○区・自治会、地区社会福祉
育て支援やイベントを実 ○地区社会福祉協議会や区
域の福祉活動団体の情報
協議会など、身の回りにあ
施するなど、地域間の連携
長・自治会長、民生委員・
提供などを行い、団体間の
る組織や団体の活動内容
を深めます。
児童委員などとの連携を
交流・連携を促進します。
を認識します。
支援します。
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多様な福祉サービスの充実

基本目標４

すべての市民が豊かな暮らしを送れるよう、制度の「狭間」にいる人も含め、支援を必要とする人
が適切な福祉サービスや支援につながることができる地域を目指します。
そのため、公的な福祉サービスの質の向上を図るとともに、地域におけるインフォーマルサービス
などを含めた、多様な形態の福祉サービスの提供に努めます。また、福祉に関する相談窓口の強化や
情報提供体制の整備を図り、地域における福祉のネットワークの構築に努めます。

１

福祉 サービス を充実 する

○福祉サービスについての ○身近に支援を必要とする ○「新しい総合事業」の実施
正しい認識を深めます。
人がいる場合には、民生委
に向けた検討や新たな福
員・児童委員や行政機関な
祉ニーズの把握に努めま
○成年後見制度や権利擁護
どへとつなげ、サービス利
す。
制度について理解を深め
用を勧めます。
ます。
○日常生活自立支援事業の
○地域生活支援事業や成年
充実に努め、事業の推進を
○福祉サービスを利用する
後見制度についての知識
図るとともに、利用者の権
際には、情報収集に努め、 を身に付け、必要に応じて
利擁護に努めます。
優良なサービス事業者を
活用するように心掛けま
選択するよう心掛けます。 す。
○地域において、福祉サービ
スや事業者に関する情報
○身の回りの人の生活課題 ○福祉サービスや事業者に
共有をするための支援を
を発見したら、行政や社会
関する情報を地域で共有
行います。
福祉協議会に相談します。 します。
○生活困窮世帯に対し、自立
○地域の結び付きを強化し、 するために必要な資金の
地域の支援基盤の強化を
貸し付けを行うとともに、
図ります。
相談者を社会資源や他制
度へつなぎ、生活再建の支
援を行います。

２

○各福祉分野の計画に基づ
き、必要な人への適切なサ
ービス提供を図るととも
に、質の向上に努めます。
○地域生活支援事業や成年
後見制度について、わかり
やすい周知・啓発に努め、
利用促進を図ります。
○福祉サービスや介護保険
サービスの情報提供を行
います。
○生活困窮者に対する福祉
施策による支援を行うと
ともに、生活困窮に至るリ
スクの高い人へのセーフ
ティネットの構築を検討
します。

適切 な情報提 供・相 談支援を 行う

○地域情報の提供手段とし ○地域で情報共有や意見交 ○広報紙「ささえ愛」や社会 ○「広報とみさと」や市ホー
て回覧板の一層の活用を
換を行える場をつくりま
ムページなどを市民にわ
福祉協議会ホームページ
図ります。
す。
かりやすく伝えるほか、各
などを活用し、市民にわか
りやすく情報を伝えます。 機関と連携しながら、情報
○不安や悩みがある場合は、 ○地域で対応できない相談
提供手段の工夫を検討し
各種相談窓口を積極的に
については、市や関係機関 ○心配ごと相談などを実施
ます。
活用します。
の窓口を紹介し、支援につ
し、身近な相談窓口とし
なげます。
て、各種相談機関との連携 ○市の各種相談窓口や社会
福祉協議会、関係機関や専
を図りながら、的確な支援
門機関との連携を深め、相
へとつなげます。
談体制の強化に努めます。

：自分自身や家族の取り組み

自助

：地域ぐるみでの取り組み

：社会福祉協議会の取り組み

互助・共助
7

：行政の取り組み

公助

富里市福祉まつり（赤ちゃんハイハイレース）

世代間交流事業（竹とんぼ作り）

専門講師による介護予防出前講座

富高子育てサロン

地区社会福祉協議会の敬老会（生き生きフェスタ）

地区社会福祉協議会の子育て支援事業（流しそうめん）

シルバークラブ連合会のゲートボール大会

赤い羽根共同募金運動
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