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概要版

−ダイジェスト版−

社会福祉法人

高砂市社会福祉協議会

計 画 の 構 成
計画の推進期間
2018年度から2022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。

基本理念
一人ひとりが思いやり

心ふれあう

ぬくもりのまち

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」、すなわち「地域共生社会」の実現をめざします。

基本目標
地域福祉を進めるために、取り組むべき柱となる7つの目標を掲げます。

基本目標１

地域共生社会の実現に向けた地域での課題解決力の強化

基本目標２

地域や福祉を「我が事」に変える意識づくり

基本目標３

地域や福祉に関わるための多様な交流の促進と拠点づくり

基本目標４

地域や福祉の担い手づくり

基本目標５

総合的・包括的な相談支援体制の構築・強化

基本目標６

権利擁護に関する取り組みの充実

基本目標7

安全に安心して暮らせる環境づくり

【重点基本目標】

推進目標及び取り組み項目
7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「取り組み項目」を定めています（p5，p6体系図参照）。

強化目標
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。

活力ある組織づくりと経営基盤の強化
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1

基本目標に対する取り組みの推進
地域共生社会の実現に向けた地域での課題解決力の強化
市民主体の地域福祉活動の現状・課題を踏まえつつ、その活性化に向けた具体的な支援を進め
るとともに、地域の多様な主体が連携・協働できる具体的な仕組みの構築・強化に取り組みます。

推進目標１

市民主体の地域福祉活動の活性化

【 取り組み項目 】

①ふれあいいきいきサロン活動への支援
②いきいき百歳体操の拡大
③生活支援コーディネーターによる取り組みの推進
④地域福祉コーディネーターの設置検討

▲ふれあいいきいきサロン

推進目標２

地域の多様な主体が連携・協働できる仕組みの構築

【 取り組み項目 】

①住民相互の自主的な支え合いや助け合いの仕組みづくり
②個別ケア会議の実施と充実
③社会福祉法人間の連携・協力体制づくり
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▲いきいき百歳体操

地域や福祉を「我が事」に変える意識づくり
様々な分野を通じて、市民一人ひとりが、
「自分や家族が暮らしたい地域を考える」ための機会
を提供するとともに、子どもから高齢者まで生涯にわたって積極的かつ継続的な福祉教育・学習
を推進することで、地域や福祉を「我が事」に変える意識づくりに取り組みます。

推進目標１

地域や福祉に関心をもつ機会づくりの推進

【 取り組み項目 】

①社会福祉協議会の周知・啓発
②高齢者や障がいのある人への理解の促進
③市民の視点に立った情報の発信・提供
④届けたい対象と届けたい情報を明確にした情報発信・提供

▲こころみ楽リエーション

推進目標２

福祉教育・学習の推進

【 取り組み項目 】

①若年層の地域活動等への参加促進
②認知症についての市民の理解の促進

▲認知症サポーター養成講座
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地域や福祉に関わるための多様な交流の促進と拠点づくり
地域との関わりの第一歩を後押しするための多様な交流の機会づくりを推進するとともに、地
域における交流・つながりの醸成や地域活動の充実に向けて、地域での居場所づくり、活動の拠
点づくりを促進します。

推進目標１

推進目標２

地域での多様な交流の機会づくりの推進

地域における居場所づくり
と活動拠点づくりの推進

【 取り組み項目 】

②子育て支援の推進や子育て中
の親子の交流の場づくり
③高砂市認証認知症カフェへ
の支援 など
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①地域での子どもの居場所づくり
の推進 など

◀ファミリーサポートセンター交流会

地域や福祉の担い手づくり
地域や福祉の活動を「みんなで担う」という考え方・仕組みへの転換をめざし、現在活動してい
る担い手やリーダー等の負担軽減を図りつつ、新たな担い手の確保・育成に取り組みます。

推進目標１

既存の担い手への支援

【 取り組み項目 】

①地域福祉活動の担い手
主体間の連携強化
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【 取り組み項目 】

推進目標２

多様な人材の発掘・育成による
新たな担い手づくり

【 取り組み項目 】

①地域福祉活動の担い手の確保と育成及び負担軽減

▲レクリエーション
研修会

総合的・包括的な相談支援体制の構築・強化
地域における見守り体制の強化と相談機能の充実を図るとともに、分野を超えた総合的・包括
的な相談支援体制の構築・強化をめざします。また、支援を必要とする人が安心して福祉サービ
ス・制度を利用できるよう、その質の確保・向上と情報提供の充実に取り組みます。

推進目標１

地域における見守り体制の強化
と相談機能の充実

【 取り組み項目 】

①地域見守り運動事業の推進
③認知症高齢者の増加・潜在化への対応 など

推進目標２

相談支援機関の連携体制の構築・強化

【 取り組み項目 】

①生活困窮者に対する相談支援体制の構築・強化
②総合的な相談支援体制の連携
③複合的な課題を抱えた相談への支援

推進目標３ 福祉サービス・制度の質の確保・向上と情報提供の充実
【 取り組み項目 】

①買い物弱者、移動困難者に対する移送サービス事業の実施
②身寄りのない独居高齢者等制度の狭間、複合的な課題への対応
③福祉サービス・制度の適切な利用促進
④障害福祉サービス待機時間利用料免除事業の実施 など

3

▲ゆうあい訪問
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権利擁護に関する取り組みの充実
すべての人の権利が擁護される社会を形成していくためにも、権利擁護の支援に向けた取り組
みの充実を図るとともに、虐待等の予防と早期発見・早期対応に向けた取り組みを強化します。

推進目標１

権利擁護の支援に向けた取り組みの充実

【 取り組み項目 】 ①成年後見制度の利用など権利擁護支援の充実
②権利擁護についての市民への啓発、支援

推進目標１

虐待・DVの予防と早期発見・早期対応

【 取り組み項目 】 ①高齢者虐待防止等市民への啓発

②高齢者虐待の早期発見、早期対応
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▲権利擁護講演会

安全に安心して暮らせる環境づくり
緊急時・災害時に対応できる支援体制づくりや、犯罪被害・消費者被害に向けた対策を進め、
市民の安全・安心の確保を図ります。

推進目標１

推進目標３

住みやすい生活環境の整備
【 取り組み項目 】

①移動困難者に対する移送サービス事業の実施

防犯対策・消費者被害防止に向けた
取り組みの推進
【 取り組み項目 】

①高齢者等に対する消費者被害防止に
向けた注意喚起

推進目標２

緊急時・災害時対策の充実
【 取り組み項目 】

①市民や地域の防災に対する意識醸成
②災害時に備えた体制整備の強化
③要援護者・避難行動要支援者の把握
④高齢者等の緊急時に備えた取り組み

強化
目標

▲災害ボランティアセンター運営訓練

活力ある組織づくりと経営基盤の強化
7つの基本目標の実現に向けて、社協の組織体制や経営基盤の強化を図ります。

推進目標１

推進目標２

組織体制と経営基盤の強化
【 取り組み項目 】

②社協役職員の共通理解づくり
⑤事業継続計画（BCP）の策定

職員の資質向上と人材育成の強化
【 取り組み項目 】

など

①職員の確保と人材育成
③非正規職員の処遇改善

など
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計画の体系図
基本理念

基本目標・強化目標
基本目標１（重点基本目標）

一人ひとりが思いやり
心ふれあう
ぬくもりのまち

1

市民主体の地域福祉活動の活性化

2

地域の多様な主体が
連携・協働できる仕組みの構築

1

地域や福祉に関心をもつ
機会づくりの推進

2

福祉教育・学習の推進

1

地域での多様な交流の
機会づくりの推進

2

地域における居場所づくりと
活動拠点づくりの推進

1

既存の担い手への支援

2

多様な人材の発掘・育成による
新たな担い手づくり

基本目標５

1

地域における見守り体制の
強化と相談機能の充実

総合的・包括的な相談
支援体制の構築・強化

2

相談支援機関の連携体制の
構築・強化

3

福祉サービス・制度の質の
確保・向上と情報提供の充実

1

権利擁護の支援に向けた
取り組みの充実

2

虐待・DVの予防と
早期発見・早期対応

1

住みやすい生活環境の整備

2

緊急時・災害時対策の充実

3

防犯対策・消費者被害防止に
向けた取り組みの推進

1

組織体制と経営基盤の強化

2

職員の資質向上と人材育成の強化

地域共生社会の実現に向けた
地域での課題解決力の強化
基本目標２

地域や福祉を「我が事」に
変える意識づくり
基本目標３

地域や福祉に関わるための
多様な交流の促進と
拠点づくり
基本目標４

地域や福祉の担い手づくり

基本目標６

権利擁護に関する
取り組みの充実
基本目標７

安全に安心して暮らせる
環境づくり
強化目標

活力ある組織づくりと
経営基盤の強化
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推進目標

取り組み項目
①ふれあいいきいきサロン活動への支援
③生活支援コーディネーターによる取り組みの推進

②いきいき百歳体操の拡大
④地域福祉コーディネーターの設置検討

①住民相互の自主的な支え合いや助け合いの仕組みづくり
②個別ケア会議の実施と充実
③社会福祉法人間の連携・協力体制づくり
①社会福祉協議会の周知・啓発
②高齢者や障がいのある人への理解の促進
③市民の視点に立った情報の発信・提供
④届けたい対象と届けたい情報を明確にした情報発信・提供
①若年層の地域活動等への参加促進

②認知症についての市民の理解の促進

①地域のつながり、近所づきあいの機会づくり、地域への関心の向上
②子育て支援の推進や子育て中の親子の交流の場づくり ③高砂市認証認知症カフェへの支援
①地域での子どもの居場所づくりの推進
②地域における居場所づくり
①地域福祉活動の担い手主体間の連携強化
①地域福祉活動の担い手の確保と育成及び負担軽減
①地域見守り運動事業の推進
③認知症高齢者の増加・潜在化への対応

②要援護者実態調査の実施

①生活困窮者に対する相談支援体制の構築・強化
③複合的な課題を抱えた相談への支援

②総合的な相談支援体制の連携

①買い物弱者、移動困難者に対する移送サービス事業の実施
②身寄りのない独居高齢者等制度の狭間、複合的な課題への対応
③福祉サービス・制度の適切な利用促進
④障害福祉サービス待機時間利用料免除事業の実施
⑤社協事業の周知・啓発
①成年後見制度の利用など権利擁護支援の充実

②権利擁護についての市民への啓発、支援

①高齢者虐待防止等市民への啓発

②高齢者虐待の早期発見、早期対応

①移動困難者に対する移送サービス事業の実施
①市民や地域の防災に対する意識醸成
③要援護者・避難行動要支援者の把握

②災害時に備えた体制整備の強化
④高齢者等の緊急時に備えた取り組み

①高齢者等に対する消費者被害防止に向けた注意喚起
①社協事業の周知・啓発
③安定的な財源確保
⑤事業継続計画（BCP）の策定

②社協役職員の共通理解づくり
④行政とのパートナーシップの強化

①職員の確保と人材育成
③非正規職員の処遇改善

②介護事業職員の確保と人材育成
④職員のメンタルヘルス対策の取り組み強化
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社会福祉法人

高砂市社会福祉協議会

第６期 高砂市地域福祉推進計画（概要版）
〜第７次高砂市社会福祉協議会発展・強化計画〜

地域福祉推進計画って？
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 〜
ご近所さんや
地域のことに関心を
持ってください

社協だより等により
社協のことを知り、
活用してください

気になる方や
困った方がいれば
関係機関等へ
連絡してください

編集・発行

社会福祉法人

高砂市社会福祉協議会
〒676-0023
兵庫県高砂市高砂町松波町440-35
高砂市ユーアイ福祉交流センター
（ユーアイ帆っとセンター）内
ＴＥＬ：
（ 079 ）
443-3720
（代）
ＦＡＸ：
（ 079 ）
444-4865
ＵＲＬ：http：//www.takasago-syakyo.or.jp/
Email：tast3720@takasago-syakyo.or.jp

社協事務所

