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1 　すべての住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、高齢者や障がいの
ある人、子ども・子育て世代など、要援護となる可能性が高い人への支援や、地域にお
いても普段からの声かけや見守り、防災・防犯・安全対策の面からも市民意識の向上を
図ります。

　平成25（2013）年度から平成29（2017）年度までの５年間とします。また、様々な社会情勢の変化や新
たな地域福祉課題などに対応するため、「高砂市地域福祉計画」（行政計画）と連携して進捗状況を確認し、
それぞれの課題を整理しながら推進していきます。

1 2

基本目標に対する取り組みの推進計 画 の 構 成

安全で安心して暮らせる環境づくり計画の推進期間

　高砂市において、地域を構成するすべての人々が主役となり、お互いを思いやる心を持ちながら、支え
あいや助けあうことができる「ぬくもりのまち」の実現をめざします。

基本理念

　地域福祉を進めるために、取り組むべき柱となる６つの目標を掲げます。

基本目標

　６つの「基本目標」の達成のために、基本目標ごとに「推進目標」を掲げ、また、「推進目標」ごとに、
具体的な取り組み内容として「重点的取り組み項目」を定めています（p５，p６体系図参照）。

推進目標および重点的取り組み項目

　計画を実行し、地域福祉活動を進めていくため、高砂市社協の組織の経営（運営）体制を強化するため
の「強化目標」を次のとおり掲げます。

強化目標

住みやすい生活環境の
整備
住みやすい生活環境の
整備

一人ひとりが思いやり　心ふれあう　ぬくもりのまち一人ひとりが思いやり　心ふれあう　ぬくもりのまち

安全で安心して暮らせる環境づくり

福祉や地域に対する意識の向上

情報提供の充実および情報の共有化

交流の促進とネットワークの構築

福祉や地域活動の担い手づくり・拠点づくり

福祉サービス・制度の適切な利用の促進

安全で安心して暮らせる環境づくり

福祉や地域に対する意識の向上

情報提供の充実および情報の共有化

交流の促進とネットワークの構築

福祉や地域活動の担い手づくり・拠点づくり

福祉サービス・制度の適切な利用の促進

【重点的取り組み項目】
①災害ボランティアセンター
の体制整備

推進目標２

推進目標２

推進目標１

推進目標１

安心して暮らせる地域のコミュニティづくりの推進安心して暮らせる地域のコミュニティづくりの推進
【重点的取り組み項目】
①地域見守り運動事業の推進
②要援護者実態調査による地域福祉課題の把握と情報の共有
③要援護者支援ネットワークづくり
④虐待や孤立等地域社会がかかえる問題への取り組み

2 　地域福祉活動などへ積極的に参加できる仕組みを構築し、地域の課題を自分たちの課
題として受け止め、その解決に向けて行動するといった意識を高めます。また、福祉教
育などを通して、高齢者や障がいのある人、子ども・子育て世代などに対する理解の醸
成に努めます。

福祉や地域に対する意識の向上

一人ひとりの意識の向上一人ひとりの意識の向上

【重点的取り組み項目】
①市民の福祉意識の向上
②「みんなの社協フェア」等市民参加型のイベントに
よる意識啓発・情報提供
③福祉委員や小地域福祉活動の周知

福祉教育の推進福祉教育の推進

【重点的取り組み項目】
①市内の小・中・高等学校に対する福祉教育推進事業
の展開

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本目標４

基本目標５

基本目標６

社協組織の経営（運営）体制の強化　～活力ある組織に～社協組織の経営（運営）体制の強化　～活力ある組織に～強化目標
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5 　地域福祉活動を進めていくために、活動を担う人材や活動の中心となるリーダー、コ
ーディネーターを育てるとともに、ボランティア団体やＮＰＯ団体、地域において福祉
活動を進めている人の活動拠点づくりを進め、交流の促進を図ります。

3 4

福祉や地域活動の担い手づくり・拠点づくり

福祉サービスなどの情報提供の充実福祉サービスなどの情報提供の充実
【重点的取り組み項目】
①地域包括支援セン
ター事業の広報
および周知
②情報マップ等を利
用した社会資源の
周知
③ボランティア活動
情報提供の充実

安心して福祉サービスを利用できる
体制づくり
安心して福祉サービスを利用できる
体制づくり

【重点的取り組み項目】
①相談・支援体制の強化
②出前相談等による柔軟な相談体制の充実
③権利擁護事業の推進
④福祉サービス利用援助事業の推進と周知・普及
⑤生活困窮者への支援
⑥自立支援に向けた介護予防マネジメントへの
取り組み

6 　福祉サービス・制度が適切に利用されるよう、情報提供に加え、各分野の福祉サービ
スの充実や質の向上を図ります。また、利用者ニーズに応じたサービスのあり方を検討
するとともに、権利擁護に関する取り組みや相談機能の充実を図り、利用しやすい仕組
みを整備します。

福祉サービス・制度の適切な利用の促進

福祉や地域活動の担い手の確保と育成福祉や地域活動の担い手の確保と育成

【重点的取り組み項目】
①福祉委員の養成
②ボランティア養成・研修事業による人材育成及び活動機会
　等の提供

活動の拠点づくり活動の拠点づくり

【重点的取り組み項目】
①高齢者や障がいのある人等が気軽に交流できる地域での
つどいの場づくり（再掲）
②「高砂市ユーアイ福祉交流センター（仮称）」を拠点とした
交流の促進（再掲）
③市民による交流活動への支援（再掲）

3 　広報紙やホームページなどを活用した周知啓発や、出前講座等を通して、情報を必要
としている人に「届ける」という意識を持って情報提供に取り組みます。また、地域
住民や各種団体、行政や福祉関係者等の情報についても地域において共有化を積極的
に進めます。

情報提供の充実および情報の共有化

必要な人へ必要な情報を届ける仕組み
づくり
必要な人へ必要な情報を届ける仕組み
づくり

【重点的取り組み項目】
①社協活動の積極的なＰＲ
②住民が求める福祉に関する情報提供
③高砂市地域福祉推進計画の市民への周知
④小地域福祉活動による情報提供

情報の共有化のための仕組み
づくり
情報の共有化のための仕組み
づくり

【重点的取り組み項目】
①要援護者実態調査による地域福祉課
題の把握と情報の共有（再掲）

②要援護者支援ネットワークづくり
（再掲）

地域のつながり、市民のつながりの強化地域のつながり、市民のつながりの強化
【重点的取り組み項目】
①高齢者や障がいのある人等が気軽に交流できる
　地域でのつどいの場づくり
②生きがい対応型デイサービスセンター機能を
　活かした高齢者の交流の場づくり
③ファミリーサポートセンター機能を活かした
　子育て中の親子の交流の場づくり
④当事者組織の自立運営に向けた支援（認知症の
　人をささえる家族の
会等）
⑤「高砂市ユーアイ
福祉交流センター
（仮称）」を拠点とし
た交流の促進

地域の担い手間の交流と
連携の促進
地域の担い手間の交流と
連携の促進
【重点的取り組み項目】
①事業所の枠を超えた専門職相
互の交流・情報交換の推進

②市民による交流活動への支援
③NPO団体・企業等との交流・
連携の強化

4 　市民や行政機関、地域の関係団体等の連携を図るため、地域住民同士や地域を構成す
る主体間など、地域におけるあらゆる主体が交流でき、協働による取り組みが展開でき
る拠点づくりを進めます。

交流の促進とネットワークの構築

推進目標２

推進目標２

推進目標２

推進目標２

推進目標１

推進目標１

推進目標１

推進目標１
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5 6

１．住みやすい生活環境の整備

２．安心して暮らせる地域の
　　コミュニティづくりの推進

安全で安心して暮らせる
環境づくり

安全で安心して暮らせる
環境づくり

基本理念 推進目標基本目標・強化目標 重点的取り組み項目

一
人
ひ
と
り
が
思
い
や
り
　心
ふ
れ
あ
う
　ぬ
く
も
り
の
ま
ち

一
人
ひ
と
り
が
思
い
や
り
　心
ふ
れ
あ
う
　ぬ
く
も
り
の
ま
ち

①災害ボランティアセンターの体制整備
①地域見守り運動事業の推進　　　　　　　　　　③要援護者支援ネットワークづくり
②要援護者実態調査による地域福祉課題の把握と情報の共有
④虐待や孤立等地域社会がかかえる問題への取り組み

①市民の福祉意識の向上　　　　　　　　　　　　③福祉委員や小地域福祉活動の周知
②「みんなの社協フェア」等市民参加型のイベントによる意識啓発・情報提供
①市内の小・中・高等学校に対する福祉教育推進事業の展開

①社協活動の積極的なＰＲ　　　　　　　　　　　③地域福祉推進計画の市民への周知
②住民が求める福祉に関する情報提供　　　　　　④小地域福祉活動による情報提供
①要援護者実態調査による地域福祉課題の把握と情報の共有
②要援護者支援ネットワークづくり

①高齢者や障がいのある人等が気軽に交流できる地域でのつどいの場づくり
②生きがい対応型デイサービスセンター機能を活かした高齢者の交流の場づくり
③ファミリーサポートセンター機能を活かした子育て中の親子の交流の場づくり
④当事者組織の自立運営に向けた支援（認知症の人をささえる家族の会等）
⑤「高砂市ユーアイ福祉交流センター（仮称）」を拠点とした交流の促進
①事業所の枠を超えた専門職相互の交流・情報交換の推進
②市民による交流活動への支援　　　　　　　　　③NPO団体・企業等との交流・連携の強化

①福祉委員の養成　　　　　　　　　　　
②ボランティア養成・研修事業による人材育成及び活動機会等の提供
①高齢者や障がいのある人等が気軽に交流できる地域でのつどいの場づくり
②「高砂市ユーアイ福祉交流センター（仮称）」を拠点とした交流の促進
③市民による交流活動への支援

①地域包括支援センター事業の広報および周知　　③ボランティア活動情報提供の充実
②情報マップ等を利用した社会資源の周知
①相談・支援体制の強化　　　　　　　　　④福祉サービス利用援助事業の推進と周知・普及
②出前相談等による柔軟な相談体制の充実　⑤生活困窮者への支援
③権利擁護事業の推進　　　　　　　　　　⑥自立支援に向けた介護予防マネジメントへの取り組み

①事業の内容が市民に周知され、市民の声が反映される社協づくり
②事業の進捗状況を評価し、新規事業開拓や改善につなげる体制づくり
③苦情解決、危機管理体制の構築と推進　　⑤事務局体制の整備、連携の推進
④監査体制の強化　　　　　　　　　　　　⑥コンプライアンス（法令遵守）と個人情報保護の遵守
①自主財源の確保・拡充　　　　　　　　　　　　③介護保険事業の経営安定化
②経営を意識した役職員体制づくり　　　　　　　④資産の運用と有効活用
①職員研修の実施による職員のスキルアップ　　　③働きやすい職場環境づくり
②人事評価制度の推進　　　　　　　　　　　　　④メンタルヘルスケアの推進

１．福祉や地域活動の
　　担い手の確保と育成

２．活動の拠点づくり

福祉や地域活動の
担い手づくり・拠点づくり
福祉や地域活動の

担い手づくり・拠点づくり

１．必要な人へ必要な情報を
　　届ける仕組みづくり

２．情報の共有化のための
　　仕組みづくり

情報提供の充実
および情報の共有化
情報提供の充実
および情報の共有化

１．地域のつながり、
　　市民のつながりの強化

２．地域の担い手間の交流と
　　連携の促進

交流の促進と
ネットワークの構築
交流の促進と

ネットワークの構築

１．福祉サービスなどの
　　情報提供の充実

２．安心して福祉サービスを
　　利用できる体制づくり

福祉サービス・制度の
適切な利用の促進
福祉サービス・制度の
適切な利用の促進

市民に信頼される、
開かれた社協組織づくり

経営安定化に向けた
財政基盤づくり

職員の資質向上の
体制づくり

社協組織の経営（運営）
体制の強化

～活力ある組織に～

社協組織の経営（運営）
体制の強化

～活力ある組織に～

１．一人ひとりの意識の向上

２．福祉教育の推進
福祉や地域に対する
意識の向上

福祉や地域に対する
意識の向上

計画の体系図

基本目標 1

基本目標 5

基本目標 3

基本目標 4

基本目標 6

強化目標

基本目標 2



一人ひとりが思いやり
心ふれあう　
ぬくもりのまちの
実現をめざして

向こう三軒両隣による
地域づくりをめざして

地域のつながりづくり
を進めます

　高砂市社協が、市民の皆さま、福祉関係者、関係行政機関と協力して、高砂市の地域福祉
向上のために進めていく、５ヵ年の活動計画です。
　高砂市社協では、この計画を指針とし、高砂市が「一人ひとりが思いやり　心ふれあう
ぬくもりのまち」となることをめざして、市民の皆さまと共に、さまざまな事業を展開して
まいります。

市民の皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

地域福祉推進計画って？

社会福祉法人　高砂市社会福祉協議会

第５期 高砂市地域福祉推進計画（概要版）
～第６次高砂市社会福祉協議会発展・強化計画～

社会福祉法人　高砂市社会福祉協議会

第５期 高砂市地域福祉推進計画（概要版）
～第６次高砂市社会福祉協議会発展・強化計画～

編集・発行　社会福祉法人 高砂市社会福祉協議会
　　　　　〒676-0021 高砂市高砂町朝日町1丁目2－1
　　　　　　　　　　　　高砂市福祉保健センター内
T E L ：(079)443-3720(代）　F A X：(079)443-0505
U R L ：http://www.takasago-syakyo.or.jp/
Email ：tast3720＠takasago-syakyo.or.jp
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