
２節　地域ケアシステムを充実する

【行動目標】

　１．地域ケアシステム拠点での活動を広く情報発信します。

　２．福祉委員の研修会を充実します。

　３．地区社協を中心に地域課題の解決に向けて、住民や関係機関との連携で取り組みます。

　４．地域の人材情報をいちかわ社協と地区社協とで共有し、多くの人に地域活動に参加してもら
　　うように努めます。
　　　◎地域型ボランティア育成と協働
　　　◎団塊の世代デビュー講座

ボランティア養成講座の様子

地域づくりの勉強会の様子

第３章　わかちあいプランを具現化するための目標
　　　　　（地域福祉活動計画の行動目標）

１節　互助のまちの仕組みをつくる

「地域の支え合い、助け合いの仕組みづくり」
わかちあいプランが目指す " 福祉コミュニティ " の
醸成を実現するために第３期わかちあいプラン
では、課題に即しての行動目標を定めました。

【課　題】
従来、福祉は行政が担うべきものとの固定観念がありました。しかし、近年では、地域福祉に対す
る課題が多様化、複合化してきたことにより、行政だけに対応を依存するのではなく、住民、行政、
福祉団体、事業者等が連携し協働することで個々の状況に応じたきめ細かな福祉サービスを提供する
方向に変わってきました。
また、東日本大震災などの大規模災害をとおしてボランティア活動への理解が国民的に深まり、社
会への貢献活動が広がりをみせているように、ボランティアや NPO の活動をつうじて自己実現を果
たす意識も高まってきています。
このことは、団塊の世代が第一線を退く時代を迎えて新たな達成感や充実感を求める意欲が、自ら
の地域を住みよくするための活動に向けられることも期待できるところであり、支え合いの仕組みづ
くりでは、この世代の能力や経験をどのように地域のニーズにむすびつけるかが課題となっています。

【行動目標】
１．『互助』のまちの仕組みをつくる社協の役割を知ってもらうために自治（町）会などに広く理
解を求め、参加を呼びかけます。
　　◎「てるぼサロン」の拡充
　　◎「お互いさま事業」の立ち上げ

２．市川市の『地区推進会議』や、いちかわ社協の『地区代表者連絡会』など、諸会議に多くの関
係者の参加を得て、地域課題についての情報を共有化するとともに、住民の意向が行政施策など
に反映できる仕組みをつくります。
　　◎地域連携の強化

３．社会や地域へ貢献したい人々の意向を尊重し、その意向を地域に還元します。
　　◎福祉きょういくの充実

【課　題】
現在、１４地区社協全てに地域ケアシステムの拠点が設置され、地区社協福祉委員から構成された

相談員が生活に関する困りごとや悩みごと等の相談に応じるとともに、車いすなどの貸し出しを行っ
ています。
しかし、地域ケアシステムに対する市民の認知度は低く、地域ケアシステムの拠点の設置目的や日々

の活動内容も十分に理解されているとは言い難い状況にあります。
また、地域ケアシステムの拠点には相談員だけでは解決が難しい相談内容が持ち込まれることもあ

り、行政や関係機関との緊密な連携体制を構築することや、拠点で相談に応じる相談員の育成や確保
も課題となっています。
さらに、地域社会から孤立している世帯等が増えているなかで地域での見守りをどのように行って

いくかの体制づくりについても検討課題となっています。
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３節　地域福祉活動の輪を拡大する◆地域ケアシステム◆

１４地区社協拠点

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

市川2－7－7　市川地域ふれあい館内

大洲1－18－1　ふれあいセンター内

国府台1－6－4　国府台スポーツセンター内

真間2－17－12　キョウエイハイツ真間1階B号

八幡4－2－1　中央公民館内

菅野3－24－2　菅野公民館内

曽谷6－25－5　曽谷公民館内

宮久保1－13－2　森店舗1階東側

本北方3－19－16　東部公民館内

中国分2－13－8　西部公民館内

南大野2－3－19　大柏出張所内

高谷1－8－1　信篤公民館内

塩焼5－6－14　塩焼中央公園内

相之川1－3－7　南行徳公民館内

322－8347

376－8343

372－8343

324－8347

334－8347

326－8347

371－8348

372－8348

339－8349

373－8347

339－8347

328－8347

356－8347

359－8347

火～金
10時～16時
月～金

10時～16時
月～金

10時～16時
月～金

10時～16時
月～金

10時～16時
火～金

10時～16時
火～金

10時～16時
月～金

10時～16時
月～金

10時～16時
火～金

10時～16時
月～金

10時～16時
火～金

10時～16時
月～金

10時～16時
火～金

10時～16時

地　区　名 拠     点     住    所 電話・FAX 開設日時 拠点開所 地区社協設立

・・・ 空き店舗を活用している地区

地域ケアシステムは、地域の支え合い、助け合いの仕組みづくりを目的に平成 13 年度より市川市
が進めている施策です。
14 の地区社協が推進母体となり、全ての地区で拠点が整備され、地域の相談員が身近な相談に応
じるとともに、相談内容によっては行政や関係機関につないでいます。
また、気軽に立ち寄ることができる環境づくりとして、空き店舗を活用した拠点の開設もおこなわ
れており、利用者が増加してきています。

【課　題】
第 1期『わかちあいプラン』を経て第 2期へと歩みを進めて８年が経過し、地区社協の事業も徐々

に充実してきています。
市内の１４地区社協では、一人暮らしの高齢者を招いての会食会や誰もが参加できるコンサートや

演芸会の開催など、地区ごとに独自に企画立案した特色ある地域事業を展開してきています。また、
サロンの数も順調に伸びてきており、子育てサロンなど若い世代の参加も増えてきています。
しかし、１４の地区社協には、地区内面積や地区人口の規模に大きく差があり、地区内面積の大き

な地区では、拠点やサロン等の場所までが遠い等のアクセスの問題も顕在化しています。
このことから、地区社協によっては地区をさらに細分化してブロック化しているところもあり、今

後、さらなる拠点の整備が必要となることが想定されています。
また、地区社協活動を支える新たな人材を発掘し、将来の活動につなげていくかも課題となってい

ます。

【行動目標】

１．地区の活動に子どもからお年寄りまで、広い世代が参加できる機会をつくります。

２．『地域ケアシステム推進連絡会』に各種団体の参加を求め、会議を定例化します。

３．自治（町）会などと連携、協働して、新たな地区の活動を進めます。

４．地区社協が主催するイベントをとおして、地域活動への参加を呼び掛けます。

５．サロン活動により地域の輪を広げます。

６．地域での孤立化を少なくするために、要援護者に関する情報の把握と共有化を進めます。

７．地区社協の事業をとおしていちかわ社協の会員増加を図るとともに、自治（町）会の加入率向
上に努めます。

８．地区社協の中心的な役割を担っている福祉委員への支援強化を図ります。

市 川 第 一

市 川 第 二

国 府 台

真 　 間

八 　 幡

菅野・須和田

曽 　 谷

宮久保・下貝塚

市 川 東 部

国 　 分

大 　 柏

信 篤・二 俣

行 　 徳

南 行 徳

H17. 3.27

H16.10. 1

H13. 4. 1

H14. 6. 4

H13. 5.13

H18. 3.28

H15.10.26

H17. 6.30

H20. 3.30

H15.10.26

H19. 6.24

H17. 7.24

H18. 8.26

H14. 6.17

H12. 3.11

H7. 4. 1

H4. 7.20

S62. 7.28

H2.11.19

S62.11.21

H9. 1.15

H11. 2.20

H20. 3.30

S62.12. 4

S62. 8. 1

H12. 7.14

S62. 9. 4

S61. 8. 1
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５節　支援を必要とする人への支援を充実する

◆福祉サービス利用援助事業◆

４節　福祉専門職を充実する
【課　題】
コミュニティワーカーの役割のひとつに、地域の課題を発掘して行政や関係機関あるいは住民同士
の支援につなげることがあります。
現在、いちかわ社協では、３名の職員が市川市からコミュニティワーカーとしての委託を受けて、
地区社協と市川市の担当部署との連絡調整をはじめ地区社協が企画立案して行う事業への助言などを
行っています。このようにコミュニティワーカーは地域福祉推進の主役である地域住民を側面から支
えており、地域からの信頼も厚くなってきています。
しかし、地域住民や福祉施設等の職員のなかにはコミュニティワーカーの存在を知らない人も未だ
多く、その役割や活動状況を周知していく必要があります。
また、地区社協の事業が拡大してきているなかで、諸会議の運営や地区社協の予算・決算書の作成、
会計等の事務処理などにおいてコミュニティワーカーの業務負担が大きくなってきています。このこ
とから、今後のコミュニティワーカーの増員も検討課題となっています。
このほか、日常の金銭管理等、生活の維持能力が低下してきている認知症高齢者や知的障がい者等
に代わっていちかわ社協が金銭管理等を行う権利擁護事業において、申込者が増加している状況や、
離職等により生活が困窮している方に一時的な生活資金等を貸し出す生活福祉資金事業において借
り入れを希望する相談者が増えている現状を踏まえて、福祉専門職としての生活支援員や専門員、生
活福祉資金の相談員、自立生活支援員等を安定的に確保する必要が生じています。
さらに、市川市から指定管理者の指定を受けて運営している放課後保育クラブにおいても、障がい
児への保育にアドバーザー等の配置が必須となっています。

【行動目標】
１．いちかわ社協の職員全員が地区担当コミュニティワーカーとなり、市川市からの委託のコミュ

ニティワーカーが主任コミュニティワーカーとなるような体制づくりを行政と協議します。

２．福祉に関する情報を地域住民に提供するとともに、地域住民の意向を行政の政策形成や計画に
反映させるように調整します。

３．コミュニティワーカーの仕事をより多くの人に知ってもらうように努めます。

４．離職等による経済的な困窮者の生活を支援し、就労につなげていく相談支援体制を充実します。

５．保育クラブ事業における障がい児等の保育に対応できる専門員を配置します。

【課　題】
最近の社会的な一面をとらえて、我が国は無縁社会であるといわれることがあります。一人暮らし

で社会とのつながりをもたない社会的に孤立した人が増えている現象をとらえたものですが、地域の
中で人知れず死んでいたという孤立死も今日の社会病理的病巣といえるものであります。
その背景には、長引く景気の低迷、雇用の悪化、将来展望の喪失などがあり、経済的格差が拡大す

ればするほど、ホームレスなど社会的に排除されやすい人に加えて、日常生活困窮者を増やしている
傾向にあります。また、経済的な困窮が児童虐待につながっているという例も少なくなく、時として
深刻な状況に陥る場合も見受けられます。
このように、今日の社会的病巣は根深いものがあり、未だに隘路から抜け出せないことが課題となっ

ています。
また、高齢化の進展により、一人暮らし高齢者や認知症高齢者が増加の傾向にあります。さらに、

障がい者を介護する家族の高齢化の問題も深刻化してきています。このようななかで、高齢者や障が
い者の権利利益を護るための後見制度への需要が高まってきており、相談体制や支援体制の整備にあ
わせて後見制度の担い手となる市民後見人を育成する体制整備がこれからの課題となっています。

福祉サービス利用援助事業は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち、日常生活を
営むうえにおいて生活に必要な金銭管理や、物品の購入に際しての契約行為等が本人のみでは適切に
行うことが困難な者に対して、本人に代わって社協の生活支援員等が日常的な金銭管理や日常生活上
の消費契約等の支援を行う事業で、本人と社会福祉協議会等が直接契約を締結してサービスを提供す
る事業で社会福祉法の名称です。◆コミュニティワーカー◆

市川市の事業として平成１７年度より配置しているもので、基幹福祉圏域（北部・中部・南部）における地
域住民の意向や要望および地域での課題を行政等に伝えることで、行政の施策等に反映させるよう調整すると
ともに地域福祉活動を支援することを主な役割としています。
地域ケアシステム推進連絡会等の地域の諸会議に地区社協や自治（町）会の役員、ボランティア・ＮＰＯ、
福祉団体など地域福祉の推進を担うメンバーの参加を促進し、会議を活性化させることにより地域での課題を
解決に導くとともに、専門的な助言者として地域のキーパーソンとの人的なつながりを活かして地域が主催し
て行う事業の企画立案を支援しています。

あい ろ
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５節　支援を必要とする人への支援を充実する

◆福祉サービス利用援助事業◆

４節　福祉専門職を充実する
【課　題】
コミュニティワーカーの役割のひとつに、地域の課題を発掘して行政や関係機関あるいは住民同士

の支援につなげることがあります。
現在、いちかわ社協では、３名の職員が市川市からコミュニティワーカーとしての委託を受けて、

地区社協と市川市の担当部署との連絡調整をはじめ地区社協が企画立案して行う事業への助言などを
行っています。このようにコミュニティワーカーは地域福祉推進の主役である地域住民を側面から支
えており、地域からの信頼も厚くなってきています。
しかし、地域住民や福祉施設等の職員のなかにはコミュニティワーカーの存在を知らない人も未だ

多く、その役割や活動状況を周知していく必要があります。
また、地区社協の事業が拡大してきているなかで、諸会議の運営や地区社協の予算・決算書の作成、

会計等の事務処理などにおいてコミュニティワーカーの業務負担が大きくなってきています。このこ
とから、今後のコミュニティワーカーの増員も検討課題となっています。
このほか、日常の金銭管理等、生活の維持能力が低下してきている認知症高齢者や知的障がい者等

に代わっていちかわ社協が金銭管理等を行う権利擁護事業において、申込者が増加している状況や、
離職等により生活が困窮している方に一時的な生活資金等を貸し出す生活福祉資金事業において借
り入れを希望する相談者が増えている現状を踏まえて、福祉専門職としての生活支援員や専門員、生
活福祉資金の相談員、自立生活支援員等を安定的に確保する必要が生じています。
さらに、市川市から指定管理者の指定を受けて運営している放課後保育クラブにおいても、障がい

児への保育にアドバーザー等の配置が必須となっています。

【行動目標】
１．いちかわ社協の職員全員が地区担当コミュニティワーカーとなり、市川市からの委託のコミュ

ニティワーカーが主任コミュニティワーカーとなるような体制づくりを行政と協議します。

２．福祉に関する情報を地域住民に提供するとともに、地域住民の意向を行政の政策形成や計画に
反映させるように調整します。

３．コミュニティワーカーの仕事をより多くの人に知ってもらうように努めます。

４．離職等による経済的な困窮者の生活を支援し、就労につなげていく相談支援体制を充実します。

５．保育クラブ事業における障がい児等の保育に対応できる専門員を配置します。

【課　題】
最近の社会的な一面をとらえて、我が国は無縁社会であるといわれることがあります。一人暮らし
で社会とのつながりをもたない社会的に孤立した人が増えている現象をとらえたものですが、地域の
中で人知れず死んでいたという孤立死も今日の社会病理的病巣といえるものであります。
その背景には、長引く景気の低迷、雇用の悪化、将来展望の喪失などがあり、経済的格差が拡大す
ればするほど、ホームレスなど社会的に排除されやすい人に加えて、日常生活困窮者を増やしている
傾向にあります。また、経済的な困窮が児童虐待につながっているという例も少なくなく、時として
深刻な状況に陥る場合も見受けられます。
このように、今日の社会的病巣は根深いものがあり、未だに隘路から抜け出せないことが課題となっ
ています。
また、高齢化の進展により、一人暮らし高齢者や認知症高齢者が増加の傾向にあります。さらに、
障がい者を介護する家族の高齢化の問題も深刻化してきています。このようななかで、高齢者や障が
い者の権利利益を護るための後見制度への需要が高まってきており、相談体制や支援体制の整備にあ
わせて後見制度の担い手となる市民後見人を育成する体制整備がこれからの課題となっています。

福祉サービス利用援助事業は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち、日常生活を
営むうえにおいて生活に必要な金銭管理や、物品の購入に際しての契約行為等が本人のみでは適切に
行うことが困難な者に対して、本人に代わって社協の生活支援員等が日常的な金銭管理や日常生活上
の消費契約等の支援を行う事業で、本人と社会福祉協議会等が直接契約を締結してサービスを提供す
る事業で社会福祉法の名称です。◆コミュニティワーカー◆

市川市の事業として平成１７年度より配置しているもので、基幹福祉圏域（北部・中部・南部）における地
域住民の意向や要望および地域での課題を行政等に伝えることで、行政の施策等に反映させるよう調整すると
ともに地域福祉活動を支援することを主な役割としています。
地域ケアシステム推進連絡会等の地域の諸会議に地区社協や自治（町）会の役員、ボランティア・ＮＰＯ、

福祉団体など地域福祉の推進を担うメンバーの参加を促進し、会議を活性化させることにより地域での課題を
解決に導くとともに、専門的な助言者として地域のキーパーソンとの人的なつながりを活かして地域が主催し
て行う事業の企画立案を支援しています。
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６節　福祉きょういくを拡充する

福祉教育 福祉共育

福祉協育

福祉きょういく

◆成年後見制度◆

【行動目標】
１．地域のなかで孤立している世帯や人を少なくするために見守り体制を構築します。

２．地域の中での課題などの情報を発掘し、共有化することで支援に結びつけるようにします。

３．一人暮らしの高齢者や障がい者、外国人など、日頃より地域のなかで交流の少ない人たちの地
域活動への参加を促します。

４．生活福祉資金等の相談体制を充実させて、個々のニーズに適した支援を進めます。また、総合
相談機関として「相談支援センター（生活支援の活動拠点）」の設置を目指します。

５．福祉サービス利用援助事業の契約者（利用者）への支援が適切な形で行われるように努めます。
　　　◎契約者の判断能力等の変化を継続して見守り、状態変化にともない成年後見制度の利用が

適切と思われる契約者には、行政と協議を行い制度利用につなげていきます。
　　
　　　◎後見制度の相談・申し立て支援および後見人支援や後見人養成等を行う後見支援センター

の設立に向けて行政とともに検討を進めます。

６．福祉サービス利用援助事業の契約に至っていない利用対象者への支援に努めます。
　　　◎契約に至らない場合であっても本人の自覚を促すための初期相談を重要し、要支援者を継

続して見守るため、関係相談窓口への制度の周知を図ります。

７．利用対象者の増加や支援内容の多様化に伴い、支援体制を充実します。
　　　◎市川市における福祉サービス利用援助事業の契約者件数が県内でトップクラスに上ってい

ることを踏まえて、専門員および生活支援員の増員に向けて補助金等について行政との協
議をおこなうとともに、利用実績に応じた補助を要望していきます。

　　　◎これまでの日常的な金銭管理や生活変化の察知等に加えて、消費者被害への対応など困難
ケースが増えてきており、専任専門員の確保に向けて財源措置を要望していきます。

【課　題】
福祉教育には、学校等で子どもたちに行われる教育そのものを目的にした福祉教育ばかりでなく、

地域住民が地域福祉活動をつうじて地域のさまざまな課題に気づき、解決に向けての手法を学ぶこと
により地域の福祉力が培われるといった福祉教育があります。地域福祉の推進には福祉教育が欠かせ
ないといわれる所以となっています。
このように福祉教育には、「子どもの豊かな成長を促す」ことと、「地域福祉の推進を図る」ことの

二つの側面があり、「子どもの豊かな成長を促す」ことに関しては、児童・生徒のボランティア活動
を契機としての福祉教育が定着してきていますが、「地域福祉の推進を図る」ことに関しては、地域
の福祉活動が地域の方々にとっても地域を基盤とした福祉教育であるとの認識が持たれにくいこと
から、地域のなかでの福祉の学びについては、未だに十分な広がりを持っていないといえます。
このことから、いちかわ社協では福祉教育を、《福祉教育》子どもたちの通う学校等による「福祉きょ

ういく」、《福祉共育》地域での育ちあいによる「福祉きょういく」《福祉協育》市民の学びあいと協
力による「福祉きょういく」の３つに位置付けています。
また、市川市では、平成13年度より地域福祉の核となる地域ケアシステムの構築を進めてきており、

現在、この地域ケアシステムの多様な関係者との協働の輪（プラットホームといわれています）が《福
祉きょういく》の場（空間）としての役割を担っています。今後は、地域ケアシステムを核として課
題解決の手法等の「地域住民の学び」に取り組む必要があります。

成年後見制度は、判断能力の不十分な認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の財産管理や
身上監護（介護、施設への入退所などの生活について配慮すること）についての契約、遺産を分割す
る等の法律行為を家庭裁判所が選任する成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人）
が行うことにより、認知症高齢者等の権利や利益を保護する制度です。
成年後見制度は、平成 12年 4月 1日から施行されており、従前、民法に規定されていた「禁治産者、
準禁治産者宣言の制度」が大幅に見直されたものです。
ほかに未成年者の後見をおこなう未成年後見への対応も必要性が高くなってきています。

ゆえん
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６節　福祉きょういくを拡充する

福祉教育 福祉共育

福祉協育

福祉きょういく

◆成年後見制度◆

【行動目標】
１．地域のなかで孤立している世帯や人を少なくするために見守り体制を構築します。

２．地域の中での課題などの情報を発掘し、共有化することで支援に結びつけるようにします。

３．一人暮らしの高齢者や障がい者、外国人など、日頃より地域のなかで交流の少ない人たちの地
域活動への参加を促します。

４．生活福祉資金等の相談体制を充実させて、個々のニーズに適した支援を進めます。また、総合
相談機関として「相談支援センター（生活支援の活動拠点）」の設置を目指します。

５．福祉サービス利用援助事業の契約者（利用者）への支援が適切な形で行われるように努めます。
　　　◎契約者の判断能力等の変化を継続して見守り、状態変化にともない成年後見制度の利用が

適切と思われる契約者には、行政と協議を行い制度利用につなげていきます。
　　
　　　◎後見制度の相談・申し立て支援および後見人支援や後見人養成等を行う後見支援センター

の設立に向けて行政とともに検討を進めます。

６．福祉サービス利用援助事業の契約に至っていない利用対象者への支援に努めます。
　　　◎契約に至らない場合であっても本人の自覚を促すための初期相談を重要し、要支援者を継

続して見守るため、関係相談窓口への制度の周知を図ります。

７．利用対象者の増加や支援内容の多様化に伴い、支援体制を充実します。
　　　◎市川市における福祉サービス利用援助事業の契約者件数が県内でトップクラスに上ってい

ることを踏まえて、専門員および生活支援員の増員に向けて補助金等について行政との協
議をおこなうとともに、利用実績に応じた補助を要望していきます。

　　　◎これまでの日常的な金銭管理や生活変化の察知等に加えて、消費者被害への対応など困難
ケースが増えてきており、専任専門員の確保に向けて財源措置を要望していきます。

【課　題】
福祉教育には、学校等で子どもたちに行われる教育そのものを目的にした福祉教育ばかりでなく、
地域住民が地域福祉活動をつうじて地域のさまざまな課題に気づき、解決に向けての手法を学ぶこと
により地域の福祉力が培われるといった福祉教育があります。地域福祉の推進には福祉教育が欠かせ
ないといわれる所以となっています。
このように福祉教育には、「子どもの豊かな成長を促す」ことと、「地域福祉の推進を図る」ことの
二つの側面があり、「子どもの豊かな成長を促す」ことに関しては、児童・生徒のボランティア活動
を契機としての福祉教育が定着してきていますが、「地域福祉の推進を図る」ことに関しては、地域
の福祉活動が地域の方々にとっても地域を基盤とした福祉教育であるとの認識が持たれにくいこと
から、地域のなかでの福祉の学びについては、未だに十分な広がりを持っていないといえます。
このことから、いちかわ社協では福祉教育を、《福祉教育》子どもたちの通う学校等による「福祉きょ
ういく」、《福祉共育》地域での育ちあいによる「福祉きょういく」《福祉協育》市民の学びあいと協
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７節　災害支援体制を構築する

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の様子

◆プラットホーム◆

小学校での福祉きょういくの様子

【行動目標】
１．福祉きょういく推進校への事業費を支援します。
　　　◎県および市の福祉教育推進校の指定期間が終了した後にも、一定の期間において事業費の

一部を助成し、事業の継続を保障します。

２．小・中学生にボランティア意識を醸成します。
　　　◎小・中学生に体験型の講習会を開催します。

３．福祉きょういくの実践に対する教職員への理解に努めます。
　　　◎これまでの経験と実績を教職員に啓発します。

４． 県のパッケージ指定（地区社協と学校）を促進します。
　　　◎福祉きょういく推進校のパッケージ指定を支援します。

５．地区社協の主催による研修会の開催を支援します。

６．地域型を含んだボランティアアドバイザーの育成と配置
　　　◎シニアボランティアスクールを開催します。

７．放課後保育クラブと地域福祉活動の連携を進めます。

８．若年層にボランティア活動への参加を促進します。
　　　◎ボランティア・福祉きょういく講座の開催と講座を再構築します。

鉄道の駅のように多くの人々が乗り降りができる場としてのイメージであり、地域福祉活動に誰で
も好きな時に自由に参加することができ、また、多くの地域の関係者が集まる場としてこの用語がも
ちいられています。もちろん参加をやめることも自由です。

【課　題】
私たちの地域でも巨大地震の発生が懸念されています。災害被害を最小限にとどめるためには、「自

助」「互助」「共助」「公助」において日頃の備えが重要であることは言うまでもありません。
とくに、「自助」や「互助」「共助」では、災害が発生した時に自分の身をどのように守るかを考え

ておくこと、また、いざという時に備えて隣近所の人との縁をつくっておくことが重要です。さらに、
地域の高齢者や障がい者など、支援を必要とする人たちの状況を把握しておくことも必要になってい
ます。
災害は規模が大きくなればなるほど、他からの救援が遅れがちになることが想定されます。その様

な時こそ、自分たちのまちは自分たちで守ることが被害を拡大させないことにつながるものであり、
そのための日頃の地域での話し合いや、災害への心得を広く普及させるための訓練などが必要不可欠
になっています。

【行動目標】
１．広範な分野の人たちの参加を呼び掛けて災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練を行うとと

もに、訓練等をつうじて大規模災害に備えて住民の地域力の意識を高めます。

２．県社会福祉協議会や近隣の市社会福祉協議会との連携体制を構築します。

３．他の市町村社会福祉協議会や民間団体などと災害時の相互援助協定を締結するよう努めます。

４．災害時における要援護者援助として日頃からの見守り体制を支援します。

福祉講演会の様子
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２節　地域ケアシステムを充実する

１６ 【行動目標】
 １．地域ケアシステム拠点での活動を
 　広く情報発信します。
　　

56

107

112

１６ 【行動目標】
 ２．福祉委員の研修会を充実します。

《わかちあいプラン》 《市川市地域福祉計画》

１６ 【行動目標】
 ４．地域の人材情報をいちかわ社協と
 　地区社協とで共有し、多くの人に
 　地域活動に参加してもらうように
 　努めます。

３節　地域福祉活動の輪を拡大する

１８ 【行動目標】
 １．地区の活動に子どもからお年寄り
 　まで、広い世代が参加できる機会
 　をつくります。

《わかちあいプラン》 《市川市地域福祉計画》

４節　福祉専門職を充実する

１９ 【行動目標】
 ３．コミュニティワーカーの仕事をよ
 　り多くの人に知ってもらうように
 　努めます。

基本目標Ⅰ
「安心と信頼のあるまちづくり」
施策の方向１
「情報の提供と啓発」
進行管理事業１
「地域福祉に関する情報発信」

基本目標Ⅴ
「地域福祉推進の基盤づくり」
施策の方向１７
「地域人材の確保と育成」
関連事業８３
「相談員育成」

基本目標Ⅴ
「地域福祉推進の基盤づくり」
施策の方向１９
「情報管理の充実」
進行管理事業９１
「地域活動情報管理」

基本目標Ⅴ
「地域福祉推進の基盤づくり」
施策の方向１８
「地域資源の有効活用」
進行管理事業８４
「地域活動拠点の再整備」

基本目標Ⅱ
「参加と交流のまちづくり」
施策の方向６
「福祉コミュニティの充実」
進行管理事業３８
「コミュニティワーカー事業」

《わかちあいプラン》 《市川市地域福祉計画》

頁 頁

頁頁

頁 頁

８節　『わかちあいプラン』を具現化するための
　　　行動目標と『市川市地域福祉計画』での
　　　基本目標との関連について

　　　　「安心して生み育て、
　安心して老いを迎えることができる
　　"福祉のふるさと"としての
　　　　福祉コミュニティを創ります」

《わかちあいプランの基本構想》

『わかちあいプラン』の行動目標と
『市川市地域福祉計画』の基本目標との関連について

　「だれもが住み慣れた地域で
自立した生活を送るとともに、
自らも参画し、安心して暮らすことの
できるまちをつくる」

《市川市地域福祉計画の基本計画》

１節　互助のまちの仕組みをつくる

１５　 【行動目標】
　　　 ３．社会や地域へ貢献したい人々の意向
　　　 　を尊重し、その意向を地域に還元し
　　　 　ます。

107

77

基本目標Ｖ
「地域福祉の基盤づくり」
施策の方向１７
「地域人材の確保と育成」
関連事業 82
「ボランティア育成・登録・活用」

２８　 【重点】
　　　 １節　てるぼサロンへの支援

基本目標Ⅱ
「参加と交流のまちづくり」
施策の方向６
「福祉コミュニティの充実」
進行管理事業３７
「地域ケアシステム推進事業」

《わかちあいプラン》 《市川市地域福祉計画》頁 頁
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78
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第４章 地域の支え合い、助け合いの仕組みづくり
 のために重点的に取り組むこと
 （住民福祉活動への支援）
　　　　　

１節　てるぼサロンへの支援

５節　支援を必要とする人への支援を充実する

６節　福祉きょういくを拡充する

７節　災害支援体制を構築する

21　【行動目標】
　　　４．生活福祉資金等の相談体制を充実
　　　　　させて、個々のニーズに適した支
　　　　　援を進めます。また、総合相談機
　　　　　関として「相談支援センター」の
　　　　　設置を目指します。

基本目標Ⅳ
「自立と生きがいづくり」
施策の方向１３
「就労支援」
施策の方向１４
「社会的な自立への支援」
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21　【行動目標】
　　　５．福祉サービス利用援助事業の契約
　　　　　者（利用者）への支援が適切な形
　　　　　で行われるように努めます。

基本目標Ⅰ
「安心と信頼のあるまちづくり」
施策の方向４
「権利擁護と見守り体制の充実」
進行管理事業２３
「日常生活自立支援」

《わかちあいプラン》 《市川市地域福祉計画》頁 頁

24　【行動目標】
　　　４．災害時における要援護者援助とし
　　　　　て日頃からの見守り体制を支援し
　　　　　ます。

基本目標Ⅱ
「参加と交流のまちづくり」
施策の方向７
「地域における緊急支援」
関連事業４５
「災害時要援護者名簿登録制度
運用事業」

《わかちあいプラン》 《市川市地域福祉計画》頁 頁

23　【行動目標】
　　　２．小・中学生にボランティア意識を
　　　　　醸成します。

基本目標Ⅱ
「参加と交流のまちづくり」
施策の方向６
「福祉コミュニティの充実」
関連事業４２
「夏休み体験ボランティア事業」

《わかちあいプラン》 《市川市地域福祉計画》頁 頁

いちかわ社協では、『わかちあいプラン』の「地区別福祉活動計画」における地域の「共助」「互助」
の活動を支援するため、次の項目を重点として取り組みます。

１）一人暮らしの高齢者や障がい者などの参加を促進します。
　　　◎地域との関わりの少ない人たちに参加を呼びかけます。

２）子どもから高齢者までの幅広い世代や年代の参加を呼びかけます。
　　　◎「てるぼサロン」からの情報発信を充実させます。
　　　◎「てるぼサロン」への男性の参加を拡充します。

３）「てるぼサロン」の開催回数を増やすことを検討します。

４）身近な場所での開催を促進します。（新規開設を地域に呼びかけます）
　　　◎公共施設を活用しての「てるぼサロン」の開催を行政と協議します。
　　　◎寺社などで「てるぼサロン」が開催できるよう検討します。

５）「てるぼサロン」同士の連携を構築します。
　　　◎交流会を充実します。
　　　◎てるぼサロンまつりを開催します。

６）「てるぼサロン」の活動資金の拡充を検討します。
　　　◎助成金の支給方法について検討します。

７）「てるぼサロン」の活動目的などについての周知を図ります。
　　　◎「てるぼサロン」のキャッチフレーズなどについて検討します。
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