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　表紙の説明
　　４つのパズルをデザインしたシンボルマークは、地域福祉を推進するために
必要な４つの要素を表しています。

　　活動計画に記載した「地域に住む一人ひとりが努力していくこと（自助）」、「地
域が協力して実現していくこと（共助）」、「行政が責任をもって推進すること（公
助）」「お互いさまの範囲で隣近所が支え合うこと」が組み込まれることによっ
て、「誰もが自分らしく暮らせる福祉のまちづくり（地域づくり）」が実現でき
るという思いを図案化しました。

　第３章から第５章については、策定委員会にそれぞれ部会を設置し、そこで
議論された内容を、策定委員自らが執筆しました。また、第７章は各地区社協
会長がそれぞれ執筆しました。

　 　そのため、章ごとに表現のばらつきがあったり、一部内容が重複しています
が、「手づくりの計画」がこの活動計画の特色でもありますので、ご理解をい
ただければ幸いです。

　文中の＊は、巻末の用語集をご参照ください。



　平成12年6月、約半世紀ぶりに社会福祉法が改正・施行され、社会福祉協議会
は同法の第109条において、「地域福祉を推進するための中核となるべき団体」と
して位置づけられ、大きな使命を担うこととなりました。
 「地域福祉」という言葉には、これまで国や地方公共団体が行ってきた行政が判
断してサービスを提供する福祉（公助）に加え、私たち市民一人ひとりが自分や
家族を中心に解決を図ること（自助）や、地域の中で皆さまが相互に助け合うこ
と（共助）を根底にした地域づくりが求められているのだと思います。
　私ども社会福祉協議会では、船橋市で昨年の3月に策定された船橋市地域福祉
計画との整合性をもち、また、新たに示された地域福祉推進の役割分担を視野に
入れながら、さまざまな地域の関係団体のほか、行政や社会福祉事業者など幅広
い構成員と一体となって「共助社会」の構築を目指し、皆さま一人ひとりが自ら
住んでいる地域に積極的に関わりをもっていただき、「支え合い」と「いたわり
合い」の船橋を創りだすことを柱とし、計画期間を平成18年度から平成22年度の
5カ年とした『船橋市地域福祉活動計画』（愛称：支え合いのまちづくりプラン）
を策定いたしました。
　市民の皆さまが少しでも幸せを感じる住み良い地域、誰もが自分らしく安心し
て暮らすことができる地域を創っていくためには、地域の各種住民組織と社会福
祉協議会、地区社会福祉協議会が有機的に役割を担い合い、みんなで知恵と力を
出し合うことによって地域住民の福祉意識を高めていこうとする姿勢が必要です。
　この活動計画では、市民参加を基本におき、地域の自主性、主体性、独自性を
尊重しながら、市民、社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、地域の中の各種団
体、また行政が問題意識を共有し、協働で課題解決に取り組むことを目指したも
のとなっておりますので、活動計画の実行にあたっては市民の皆さまのご協力を
お願い申し上げます。
　おわりに、活動計画の策定にあたり大変お忙しい中、策定委員としてご尽力い
ただきました皆さまをはじめ、地区懇談会などで貴重なご意見をいただきました
多くの皆さまに心から感謝申し上げます。

平成18年3月　

は　じ　め　に

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会

会長　小川　博仁
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序章　船橋市地域福祉活動計画の理念と期待

（理念）「地域住民の力を結集した共助社会の構築を目指して」

　誰もが自分らしく安心して自立生活を維持していくためには、行政が果すべき保健

福祉サービスに加えて、地域の助け合いなどによる市民活動の活性化を図ることで、

自立した個人や諸団体、福祉事業者などが組織的に連携・協働（※P８参照）し、こ

の船橋市地域福祉活動計画（以下、活動計画という）の理念である「共
＊
助社会（※P

８参照）」を創り出していくことが求められています。

　船橋市社会福祉協議会（以下、ふなばし市社協という）は、共助社会の創出を「誰

もが自分らしく安心して暮らせる福祉のまちづくり（地域づくり）」としてとらえ、

この理念の実現を目指します。

１．地域福祉推進への課題と期待

　地域においては、自立した生活の維持が困難となった場合には、自分や家族を中心

に解決を図る「自
＊
助」が基本となりますが、誰もが自分らしく安心して暮らせる福祉

のまちづくり（地域づくり）をすすめるためには、行政が「公
＊
助」として基礎的な保

健福祉サービスを公平・平等に提供するとともに、ふなばし市社協が中心となり行政

サービスではカバーしきれない個別・多様なニーズに柔軟に対応できるよう、地域に

おける市民相互の助け合いである「共助」を「新たな公共（※P８参照）」として推

進していく必要があります。

　特に、共助社会の基盤となる、お互いさまの範囲に含まれる日常の何気ない声かけ

運動や見守り活動といった、隣近所の支え合い「互
＊
助」を育て拡大することが大切で

す。地
＊
区社会福祉協議会（以下、地区社協という）には、共助による地域福祉活動を

基本としながら、この「互助」の推進も求められています。

　そして、ふなばし市社協と地区社協が一体となって互助と共助の活動を推進し、あ

るいは、市民活動であるＮ
＊
ＰＯや民間福祉関連団体、企業などによる共助組織との連

携を図っていくためのつなぎ役となり、「トータルな地域協働システム（※P４，図

－１－（１）参照）」を構築することによって「誰もが自分らしく安心して暮らせる福

祉のまちづくり（地域づくり）」を創り出していかなければなりません。

　そのためには、ふなばし市社協には次の７項目を推進していくことが求められてい

ます。　

　盧　参加と協働の推進を

　ふなばし市社協の活動計画（支え合いのまちづくりプラン）では、多くの市民が地

域に関心をもち、市民活動へ参加するよう働きかけます。そのうえで、23地区社協活

動と行政（船
＊
橋市地域福祉計画との連携）との協働、さらにボ

＊
ランティア活動やＮＰ

Ｏ活動などさまざまな団体が協働することによって、福祉のまちが創り出される必要

があると考えます。
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　この、福祉のまちづくりを「共助社会」の構築として位置づけ、ふなばし市社協に

は民間の立場から協働のつなぎ役を担うことが求められています。

　盪　見守り活動の充実を

　ふなばし市社協と23地区社協活動を中心として‘安全と安心’を日々の暮らしの中

から創り出すためには、隣近所の支え合いを豊かにし、包括的な「見守り活動」を推

進することが求められています。

　蘯　互助活動の推進を

　船橋市地域福祉計画では、『共助は、お互いさまの範囲に含まれる隣近所の支え合

い「互助」が発展し、拡大することによって確立されていくことから、隣近所の人間

関係を緊密化していくことが共助社会を創り出していくことの第一歩となります』と

されています。

　地域福祉の推進には、「自助・共助・公助」のそれぞれが役割を果していく必要が

ありますが、23地区社協には共助による福祉活動を基本としながらも、共助社会の基

盤となる「互助」活動の推進も求められています。

　盻　ふなばし市社協の専門性の確立を

　地域福祉推進の専門職として、ふなばし市社協職員の資質向上を図りながら、権利

擁護などの各種事業の展開が求められています。

　眈　ふなばし市社協の周知と財源の確保を

　地域住民から信頼されるふなばし市社協の構築のために、民間の立場での活動の責

務を明確にする必要があります。そのためには、市民活動によるリスク（ボランティ

ア活動の車両事故）に備えた基金や、災害時におけるボランティア活動を支援するた

めの基金の創設について研究する必要があります。基本的には、ふなばし市社協活動

の市民への周知を図り、会費制度の拡充や寄付への一層の理解が求められています。

　眇　船橋市ボランティアセンターの充実・強化を

　地域住民の福祉学習やボランティア体験学習などの「福祉きょういく」（教育：子

どもたちの通う学校などによるきょういく　　共育：地域の育ち合いによるきょうい

く　　協育：市民の学び合いと協力によるきょういく）に取り組み、船
＊
橋市市民活動

サポートセンターやふ
＊
なばし市民大学校などと連携を図りながら、船

＊
橋市ボランティ

アセンターのコーディネート機能の充実・強化を図っていくことが求められています。

　眄　地域福祉活動の広がりを

　地域福祉の問題を広くとらえて、子どもの地域見守り活動や、市民の食
＊
育活動、心

の健康活動にも取り組むこととあわせて、安心して住み続けられる地域社会を構築す

るために防犯活動や防災活動などにも取り組むことが求められています。

序　章　　船橋市地域福祉活動計画の理念と期待
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　図－１－（１）　地域トータル協働システム図

地域住民（高齢者など） 

地区社協 
（地域が担う福祉サービスの窓口） 

 

地域包括支援センター 
地域型在宅介護支援センター 
（公的な福祉サービスの窓口） 
・介護保険サービス・支援費サービス 
・支援相談など　　　　　　　　　　 

 

ここの連携 
が重要 
 

サービス・情報の提供 

コーディネート 

サービス提供 

ふなばし市社協 

・ミニデイサービス事業 
・ふれあい・いきいきサ 
　ロン事業・福祉相談など 

地区社協会長以下管理運営 
者の指示のもと行う。 

地区民生・児童 
委員協議会 

 ボランティア・ 
グループ 

地域ケアチーム 

障がい者 
団体など 

福祉関連事業者 
（訪問看護ステーション、 

NPOなど） 

町会・自治会の福祉部 
会など、地区自治会連 

絡協議会 

老人クラブ 

助け合いの会 福祉施設 

　
地
区
社
協
を
含
め
た
（
仮
称
）

地
域
福
祉
関
連
団
体
連
絡
協
議
会

の
設
置
が
必
要
。 

情
報
提
供 

情
報
提
供 

支援 
支援 

相談 相談 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
＊ 

（仮称）地域福祉関連団体連絡協議会のイメージ

（課題解決ネットワーク会議）

　さまざまな地域の福祉課題について、課題の内容に応じてその関係者が集まり、共

通理解を図りながら、解決策を検討するネットワーク会議です。

（　役　割　）・ 個々の福祉課題や住民の共通の生活課題を共有し、解決に向け地
域の個人・諸団体などが協議する場

　　　　　　 ・課題解決のために、地域の個人・諸団体などが連携する場
　　　　　　 ・課題解決のための方策を検討する場
（　対　象　）　　地域住民
（メ ン バ ー）　 　地域ケアチーム、障がい者団体、ボランティア・グループ、福

祉施設、福祉関連事業者、助け合いの会、老人クラブ、地区民生・
児童委員協議会、町会・自治会の福祉部会、地区自治会連絡協議
会など

（　方　法　）　 　課題解決のためには、個人や団体が単独で取り組むよりも、さ
まざまな組織が連携して計画的に取組みをすすめていくほうが効
果的だと思われるので、当面は連携の体制づくりをすすめていき
ます。

　　　　　　　 　体制が整備された後、研究テーマを設定し、部会のような組織
をつくり、具体的な解決策を検討していきます。
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地　域　住　民 

地 区 社 協 福 祉 相 談 活 動 

地　　区　　社　　協 
○事務局員（地域コーディネーター）{執務員

から呼称変更 }は相談内容の把握、確認を担

当し、初期対応する。 

○相談内容を整理し、地区社協会長をはじめ

とした管理運営者で協議し対応する。 

○相談内容により、地区社協や関係機関・団

体などのサービスにつなげる。 

 

□ミニデイサービス事業　　 

□在宅福祉サービス事業 

□ふれあい・いきいきサロン事業　　 

 （助け合いの会） 

□子育てサロン事業 

□シルバー男性料理教室事業　 

□車イス貸出　など 

ふなばし市社協 

地区民生・児童委員 

助け合いの会 

老人クラブ 

福祉施設 

ＮＰＯ 

訪問看護ステーション 

障がい者団体 

高齢者地域ケアチーム 

町会・自治会、地区

自治会連絡協議会 

地域包括支援センター 

在宅介護支援センター

など 

地域資源 

行
政
サ
ー
ビ
ス 

コーディ 
ネート 

コーディネート 情報の提供及び支援 

コーディ 
ネート 

情報の 
提供 

情報の 
提供 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

　図－１－（２）　
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２．地域福祉活動計画策定の意義
　　　　

　活動計画は、地域住民が主人公であり、誰もが自分らしく安心して暮らせる福祉の

まちづくり（地域づくり）を目指して、地域での生活上の諸問題を解決するためのさ

まざまな仕組みづくりや新たに必要な事業について、船橋市地域福祉計画と役割を分

担しながら、協働で推進するために策定したものです。

　策定にあたっては、地域住民の参加を基本に「共助」の中核を担う使命があること

から、実践活動を担う23地区社協との協働を心掛けました。

　盧　ふなばし市社協の運営指針としての行動計画

　 　ふなばし市社協は、社
＊
会福祉法第109条に定められた、地域福祉を推進する民間

の福祉団体です。

　 　これまでも、住民参加をはじめ地域のさまざまな団体のほか、ボランティア、社

会福祉事業者などによる地域での福祉活動を支援し、ボランティア活動の推進など

に公共的な立場から、取り組んできました。

　 　今回策定しました活動計画は、地域住民を主人公として地域福祉への関心、関わ

り合い、意識を高めることを基本とし、個人のプライバシーを守りながら、新しい

隣近所の支え合いを根底にするとともに、ふなばし市社協の支部組織である23地区

社協活動を中心に、「誰もが自分らしく安心して暮らせる福祉のまちづくり（地域

づくり）」を協働して創り出していこうとする行動計画です。

　 　また、この計画は、ふなばし市社協と地区社協の役割分担を明確にし、将来の

「23地区社協地域福祉活動計画」（※P７表－１参照）の策定を考えての「活動計画」

でもあります。

　 　この活動計画の実行に際しては、「住民参加」を基本におき、地域の自主性、主体性、

独自性を尊重し、地域住民の福祉意識の醸
じょう

成
せい

や相互関係の形成、地域に存在する社

会資源と連携し、その中で問題意識を共有しながら、地域の課題解決に積極的に取

り組みます。　

　盪　船橋市地域福祉計画の提言を受けて

　   船橋市地域福祉計画の中で、新しい地域づくりの指針として、地域住民と地域に

存在するあらゆる社会資源が相互に連携・協力して、地域福祉を推進していく考え

方が示されました。

　 　それは、地域住民一人ひとりが努力することを「自助」、地域が協力して実現し

ていくことを「共助」、行政が責任をもって推進することを「公助」と役割分担し、

相互に連携・協力しながら、地域福祉を推進しようというものです。

　 　ふなばし市社協としては、共助社会の構築という目標を達成するために、計画の

推進にあたっても船橋市地域福祉計画と連携し、整合性を図っていきます。
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　表－１　地域福祉に関する３計画の比較

　　名称
項目

船橋市
地域福祉計画

ふなばし市社協
地域福祉活動計画

地区社協
地域福祉活動計画

策定年度
平成16年度

（実行は翌年度）
平成17年度

（実行は翌年度）
各地区社協で設定

実施期間
５年間

（21年度まで）
５年間

（22年度まで）
各地区社協で設定
（おおむね３年間）

対象地域 原則として市内 原則として市内 原則として地区内

策定の
主体

船橋市 ふなばし市社協 各地区社協

策定の
仕組み
（意志
決定）

議会←市長
　　　↑

社会福祉審議会
策定委員会
↑↓　　↑↓
地域福祉課

理事会・評
＊
議員会←策定委

　　　　　　　　　員会
　　　　　　　　↓↑
　　　　３部会を設置
　　　　　↓↑
策定ワーキンググループ

各地区社協理事会・評議
員会　　↑↓
活動推進連絡会（地区社
協会長会議）
　　　　↑↓
ふなばし市社協

計画の
特徴

① 　社会福祉に関する活
動への住民の参加を促
進する。

② 　社会福祉を目的とす
る事業の健全な発達を
図る。

③ 　福祉サービスの適切
な利用を促進する。

　船橋市地域福祉計画と
整合性をもち、地域住民
の主体的参加を基本とし
た地域福祉活動の展開を
支援する。

　地区社協が中核となっ
て、地域住民の主体的参
加を基本とした地域福祉
活動をより計画的・具体
的にすすめるとともに、
23地区社協の基盤強化を
図る。

計画の
位置

　地域福祉計画の推進を
図る委員会の設置

　社会福祉法第109条に
よる社会福祉法人

　福祉的な自治組織（定
款による支部組織）

計画の
課題

　東西南北・中部の５
＊
ブ

ロックの調整機能（保健
福祉地区）。
　地域包括支援センター
と在宅介護支援センター
の関係。
　船橋市地域福祉計画に
おける公的責任の実施。

　ふなばし市社協の発
展・強化を図る。ふなば
し市社協活動の市民に対
する認知。
　ふなばし市社協職員の
意識と人員数。
　ふなばし市社協会長な
ど執行部体制。
　東西南北・中央の５ブ
ロックのコーディネート
機能とふなばし市社協の
コーディネート機能。

　地区社協の事務局体制。
　地区社協の事務所の拡
充。
　各地区社協間の活動の
格差。
　地区社協活動の新しい
担い手の養成。
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※　活動計画のキーワードの説明

※この活動計画でいう「協働」とは…
　異なる能力をもった参加者が共通の社会目的を共有し、それぞれの力や特

性をもち寄り、対等の立場で協力し合いながら目的達成のために努力するこ

とです。

　この活動計画では、「誰もが自分らしく安心して暮らせる福祉のまちづく

り（地域づくり）」という共通の目的をもった市民（個人・団体・企業）と

行政が、それぞれの特性を活かしながら、補完し合い、協力して課題の解決

にあたることを「協働」といいます。

（Ｐ29、３参照）

※この活動計画でいう「共助社会」とは…
　公的な保健福祉サービス（公助）を基盤におきながらも、地域住民や民間

の福祉関連団体による市民活動（共助）を活性化し、自立した個人が相互に

助け合う社会をいいます。次に説明する「新たな公共」と表裏一体の関係に

あります。

※この活動計画でいう「新たな公共」とは…
　これまでの公共（社会一般の利益に関するもの）の多くは行政に委ねられ

てきましたが、市民活動や企業活動などが「自分たちの暮らす地域をより良

くしていこう」という同じ目的をもって協力し合いながら、共助社会を創り

育てていく場合にも、一種の公共性が生まれます。それを「新たな公共」と

いいます。
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第１章　地域福祉の考え方と取り組み

１．共助でまちづくり

　盧　地域福祉の考え方

　　①　「市民参加と協働」による地域福祉の推進

　    地域福祉の考え方は、地域住民一人ひとりが‘持っている力や個性’を最大限に

発揮して、地域社会において、‘誰もが自分らしく安心して暮らすことができる’

ように、公的責任を基盤におきながらも、市民（個人）・市民活動団体・行政・関係

各機関などの‘多様な協働活動’によって各種サービスを提供し合うことにありま

す。

　 　そのための、トータルな地域協働システムの構築が必要です。さらに、「互助」

の醸成を図ることもあわせてすすめます。

　　②　自立した生活とは

　 　誰もが自分らしく安心して暮らせる福祉のまちづくり（地域づくり）の基本にな

るのは、市民一人ひとりが「自立した生活」を維持していくことです。この自立し

た生活とは、経済的や身体的な自立だけを意味するものではありません。

　 　自分の生活に責任をもち、もし、日常的な暮らしで何らかの障がいをもったとし

ても、地域住民自身が公私関係機関のサービスを自発的に利用し、その生活を継続

することが根底にあります。あわせて、隣近所で支え合う近隣関係を再構築するこ

とが必要です。

　 　しかも、「自立」という用語には「自律」という精神的な側面も求められており、

この自律観では、自らの暮らしを「自ら律すること」を求めています。

　 　ふなばし市社協活動では、この自律観を根づかせる視点から、「自立」と「自律」

を学び合うことを福祉きょういく（教育、共育、協育）として位置づけます。

　　③　共助の推進と「新たな公共」

　 　これまでは、公共を作り出していくのは、行政（公助）の役目とされてきました

が、今後は「地域を良くしていこう」という気持ちに基づく市民活動が活発になる

ことにより生まれる「新たな公共」が求められます。

　 　しかしながら、船橋市地域福祉計画策定のための市民アンケートの結果からは、

地域の人間関係が十分に築かれているとはいえず、地域活動への関心の低さが見ら

れることから、新たな公共が生まれ難い現状がありますので、新たな公共を生み出

す基盤である「共助」を推進することが重要な課題です。

　 　また、活動計画においては、市民の温かい善意である寄付によって、地域におけ

る市民活動（共助）を豊かなものにする「寄付文化の創造」を目指します。
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　盪　ふなばし市社協の役割

　　①　「自助・共助・公助」の役割分担

　 　共助社会は、公的な保健福祉サービス（公助）と、市民相互の助け合い（共助）

の活性化によって、それらが有機的・総合的に展開されることが基本となっていま

す。

　 　公助については、それを必要とする地域住民に対して、サービスをより身近なと

ころで、迅速かつ柔軟に提供できる体制をつくる必要があります。

　 　また、「共助」については、個々が無秩序に展開されるのではなく、互いの自主

性を尊重し合いながら連携・協働のもとに推進を図る必要があります。

　 　このような考え方を背景として、ふなばし市社協では、公的な保健福祉サービス

を基盤におきながらも、地域住民や民間の福祉関連団体による市民活動を活性化し、

自立した個人が相互に助け合う共助社会の構築を目指します。（図－２参照）

　図－２　「自助・共助（互助）・公助」の区分概念図

市民が計画し実行する範囲（上側半分）≒地域福祉活動計画（ふなばし市社協が策定）

　行政が計画し実行する範囲（下側半分）≒地域福祉計画（市が策定）

※船橋市地域福祉計画　Ｐ９より引用　

 

　　②　個人を尊重できる社会

　 　ふなばし市社協は、市民一人ひとりが‘違っていてあたりまえ’、お互いに尊重

し合える地域社会をつくろうと考えています。そのために、「お互いさま」や「隣

近所の支え合い」を基本とする「互助」を大切にしていきます。

　 　「たとえ障がいをもったとしても」や「子育て、子育ち」、「老後の人生の構築」

などの際、地域で孤立した時でも‘もう一度、地域社会につなげ直す仕組み’とし

て「共助・互助」を豊かなものとして推進していきます。

自助 互助 共助 公助

非制度的な新たな公共

制度的な新たな公共

第１章　　地域福祉の考え方と取り組み
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　　③　「地域トータル協働システム」の構築

　 　ふなばし市社協では、船橋市地域福祉計画と協働し、安心して生活を維持継続す

ることが可能な地域トータル協働システム（※P４図－１－盧参照）の構築を目指

します。　そのために、助け合いの会活動やボランティア活動、ＮＰＯ活動など、

さまざまな市民活動を活性化して支援し、協働していきます。

　　

　　④　寄付文化の創造

　 　社会福祉活動への参加には、ボランティア活動など実際に行動することのほかに

も、温かな善意に基づく金品を提供する「寄付」行為があります。

　 　寄付には、共
＊
同募金や歳末たすけあい募金などの各種募金運動や企業によるチャ

リティなどがあります。

　 　ふなばし市社協では、このような温かな善意に基づく各種募金への協力や企業・

地域住民からの寄付などを主な財源として運営していますが、さまざまな市民活動

をより豊かにするために、「寄付文化」の創造を目指します。

　 　また、ふなばし市社協活動も民間の社会福祉活動の一つであることを市民に広く

理解いただき、寄付を原資とした地域活動での事故に備えた基金や災害時のボラン

ティア活動を支援するための基金の創設を研究します。

　 　なお、ふなばし市社協では町会・自治会を通じて会費納入をお願いしていますが、

地域福祉を推進する立場からふなばし市社協活動と会員制度の周知を図り、会費や

寄付への理解を深めるように努め、「全世帯の参加による手作り福祉」への一層の

協力をお願いしていきます。

　　⑤　ふなばし市社協としての専門性の確立（Ｐ３，盻再掲）

　 　ふなばし市社協では、地域福祉を推進するための事業を基幹事業として位置づけ、

『誰もが自分らしく安心して暮らせる福祉のまちづくり（地域づくり）』を目指して、

地
＊
域福祉権利擁護事業など専門的な各種事業に取り組みます。

　 　このため、地域を構成するあらゆる分野の団体などとの連携・協働のネットワー

クを構築することが重要と考え、コ
＊
ミュニティワークを駆使したさまざまな地域福

祉課題を解決するためのサービス開発、ネ
＊
ットワークづくりの展開にも取り組みま

す。

２．共助でまちづくりのための協働活動

　盧　協働活動を豊かにする「拠点の整備・拡充」

　 　ふなばし市社協では、市民が協働活動を推進するための拠点として、市の協力を

得ながら「23地区社協」の事務所の整備・拡充に努めます。

　 　あわせて、その機能の充実と人材の確保に取り組みます。また、東西南北・中央

を単位として、ふなばし市社協職員の「５ブロック別担当制」を検討します。
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　盪　協働活動を豊かにできる地域社会の構築

　 　ふなばし市社協では、関係機関や組織、活動団体との（仮称）「地
＊
域福祉関連団

体連絡協議会」の立ち上げを検討します。また、23地区での見守り活動の強化のた

めに、（仮称）「地
＊
域福祉推進員」の検討もすすめます。

　　あわせて、助け合いの会などの市民相互の助け合い活動を豊かにします。

　蘯　協働活動を豊かにできる人づくり

　 　ふなばし市社協では、地域福祉の推進のための人材の養成に取り組みます。特に、

地区社協活動の担い手養成の課題は、民生・児童委員などの地域活動の担い手に、

ふなばし市社協・地区社協活動への参加意識を高めてもらうことです。　

　 　また、市民活動の中核である町会・自治会に対しても、ふなばし市社協活動への

参加の呼びかけを行っていきます。

３．地域の現状とふなばし市社協

　盧　地域の現状　　

　 　船橋市内には、ふなばし市社協と地区社協があり、現在、地区社協は23地区を単

位として設立し、６年が経過しました。すでに23地区社協に事務所が設置されてい

ます。そして、現在、23地区社協に事務局員（地域コーディネーター）（執務員から

呼称変更）を配置して、事務機能の整備・拡充にも努めています。

　 　町会・自治会は、ふなばし市社協会費納入や共同募金などの募集、地域福祉を推

進するための事業などで協力を得ています。

　 　民生・児童委員は、ふなばし市社協職員が各々の地区民生児童委員協議会（以

下、地区民児協という）を担当し、定例会議に出席する中で連携を図りながら、ふ

なばし市社協や地区社協が実施する地域福祉を推進するための事業に協力を得てい

ます。

　 　小・中・高等学校は福
＊
祉教育推進指定校として、学校や福祉施設での体験学習な

どを通じて福祉教育の浸透に努めています。

　 　福祉ＮＰＯには、船橋市ボランティアセンターに登録しているボランティア派遣

を行うなど、協力・支援に努めています。

　 　老人クラブや子ども会、社会福祉法人には、ふなばし市社協や地区社協が実施す

る地域福祉を推進するための事業に協力を得ているとともに、助成金を交付するな

どで協力・支援に努めています。

　 　在宅介護支援センターや出張所、公民館は、ふなばし市社協や地区社協が実施す

る地域福祉を推進するための事業や、地区社協事務所の設置や講師としての職員派

遣などで連携・協力を得ています。

　 　地域の課題としては、地区社協を構成する世帯数にばらつきがあること、事務局

の事務局員（地域コーディネーター）の業務や事務所の大きさ、機能などに差があ

ることや、町会・自治会数が770を超えていて民生・児童委員がいない町会・自治
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会もあります。

　 　見守り活動などをよりきめ細かく推進するためには、上述の団体・機関などとの

連携強化が必要です。（図－３参照）         　　　　　　　　　　　

　図－３　船橋市の現状（平成18年2月現在）（抜粋）
　

　　　　

　
　盪　ふなばし市社協活動と共助社会の構築

　 　ふなばし市社協は、「新たな公共」を担う団体として社会福祉法第109条に位置づ

けられています。新たな公共を生み出すためには、行政と協働した「共助」の推進

と、制度になじまない素朴な住民活動である、隣近所の支え合い｢互助｣の醸成が必

要です。

　 　このように、ふなばし市社協は互助への支援を行いながら共助社会の構築に取り

組むことが期待され、この計画的な取り組みが、「活動計画」です。

人口　約５７２,０００人　世帯　約２３４,０００世帯 

町会・自治会　　　　　　７７４町会・自治会 

２３地区自治会連絡協議会　　 

民生・児童委員ほか　　　７１５名 

小学校　　　　　　　　　　５５校（公立）　 

中学校　　　　　　　　　　２７校（公立） 

高等学校　　　　　　　　　１６校 

養護学校　　　　　　　　　　２校 

福祉NPO　　　　　　　　  ２３団体 

老人クラブ　　　　　　　２９３クラブ 

子ども会　　　　　　　　　３４団体 

社会福祉法人　　　　　　　３１法人　　 

在宅介護支援ｾﾝﾀｰ　　　　　２５センター　　 

出張所　　　　　　　　　　１３ケ所 

公民館　　　　　　　　　　２５館 

 

地区助け合いの会 

 

２３地区社協・２３地区社協の５ブロック 

　　　　　　　　　　　（東西南北・中央） 

ふなばし市社協　　　　　　　　　　　　など 
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第２章　地域福祉の推進とふなばし市社協事業

１．地区社協事業の状況と支援体制の確立

　盧　地区社協と市町村社協のあり方

　 　社協は1951年（昭和26年）の設立以来、全国社協を頂点とする後記（図－４参照）

のような組織体でした。それは、社会福祉事業法の制定の経過や戦後処理の課題か

らは、全国社協と都道府県社協の設立を頂点としたうえでの、市町村社協の設置と

法人化という組織化の道程はやむをえないことであったといえます。すなわち、ピ

ラミッド型の組織体であったことが特色でした。今後は、住民主体原則による住民

の活動基盤である「地区社協」が中心となった活動が求められています。（図－５

参照）

　

 図－４　　　　　　　　　　図－５

従来の社協組織の　　　　　新しい社協の

　　位置づけ　　　　　　　　　　位置づけ

　盪　地区社協事業の状況

　 　市内23地区にふなばし市社協の支部組織として地区社協を平成12年度に設置し

（社会福祉法人であるふなばし市社協法人定款に地区社協を明記）、地域福祉の推進

を図るための活動拠点として地域の公共施設内に事務所を設置するとともに、事務

を遂行するために「事務局員（地域コーディネーター）」を配置し、ふなばし市社

協と地区社協が連携・協働し地域福祉活動の推進に努めています。

　 　現在、各地区社協では、ミニデイサービス事業やふれあい・いきいきサロン事業、

ボランティア育成事業、地域福祉まつり事業、広報活動事業（主要５事業）が実施

され、地区によっては在宅福祉サービス事業（助け合いの会）が展開され、きめ細

かな福祉ニーズの対応に努めています。

　 　シルバー男性料理教室については、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯の男

性を対象に健康管理に関心をもち、自活力を高めるために各地区社協の自主事業と

して実施され、新たな事業として子育て中の親子が育児相談や情報交換などを行う、

「子育てサロン」事業の推進に努めています。

全国 
社協 
 

千葉県社協 

 

ふなばし市社協 

 
地区社協 

地区社協 
 
 

ふなばし市社協 

 

千葉県社協 
 
全国 
社協 
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　　また、23地区社協の地域特性による事業も各地区社協ごとに実施しています。

　 　以上のような事業を展開するうえでは、多くのボランティアの協力が必要であり

若年層のボランティアの確保が重要であるとともに、事業を実施するための会場(公

共施設、町会・自治会館など)の確保が必要不可欠です。

　 　事務局員（地域コーディネーター）についても、地域の福祉ニーズや生活課題な

どの福祉相談窓口としての役割も一層必要なことから、今後、講座や研修などを重

ね資質の向上に努めます。

　蘯　ふなばし市社協と地区社協の役割の明確化と支援体制の確立

　 　ふなばし市社協は、各地域の特性や地区社協の自主性、主体性、独自性を尊重し

ながら、地区社協の運営基盤の強化、育成、各地域の共通課題、地域で対応が困難

な課題の解決や事業活動を支援します。現在、23地区社協を３人の職員が担当して

いますが、まだまだ不十分ですので、５ブロック別担当制も検討しながら支援体制

づくりに努めます。

　 　地区社協は地域そのものが抱えている生活上の諸問題を地域住民と共有しながら

解決を図り、そして、誰もが自分らしく安心して暮らせる福祉のまちづくり（地域

づくり）を目指して活動を展開する住民組織です。

　 　したがって、支援を必要とする当事者を中心に、町会・自治会、民生・児童委員、

福祉関連団体、NPO、ボランティア、社会福祉事業者、在宅介護支援センターな

どとのネットワーク（連携）を構築し、支援します。

　盻　地区社協事業の充実と財源の確保

　 　23地区社協では、先述のとおりミニデイサービス事業、ふれあい・いきいきサロ

ン事業、地域福祉まつり事業、ボランティア育成事業、広報活動事業を主要５事業

として全地区で行っています。また、地区によっては自主活動として、在宅福祉サー

ビス事業（助け合いの会）や子育てサロン事業やシルバー男性料理教室など、幅広

い活動が展開されています。

　 　この活動計画では、新たな地区社協の役割として個人のサービス中心の事業から、

「地域のトータル協働システムの構築」や「地域の福祉相談窓口」としての機能も

一層求められています。

　 　このことから、現在の事業や内容の見直しと改善がさらに必要となってくること

が想定され、常に地域住民に視線を向けた福祉ニーズの把握が必要です。

　 　地域福祉を推進していくための財源の裏づけが必要であり、主要５事業について

は、23地区に平等な保健福祉サービスを提供していく観点から、行政の支援が必要

です。また、地域の特性を生かした自主事業については、ふなばし市社協と地区社

協で負担割合などについて協議し、財源の確保に努めます。

第２章　　地域福祉の推進とふなばし市社協事業
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２．地域福祉を支えるふなばし市社協主事業

　盧　船橋市ボランティアセンター事業の状況

　 　現在、船橋市ボランティアセンターでは、ボランティア活動をしたい人、必要と

する人、福祉施設などからの相談及び調整を行っています。また、ボランティア活

動に必要な知識や技術習得のための研修や講座（入門から専門的な講座）を開催し

ています。

　 　船橋市ボランティアセンターでは、平成18年３月31日現在、210団体（3,686人）

と個人ボランティア（500人）計4,186人の福祉ボランティアが登録し活動を行って

います。高齢者や障がい者福祉施設関係のボランティア活動への参加は高いものの、

在宅者に対する活動は低い現状です。

　 　また、福祉教育推進指定校として市内の小・中学校（公立）全校と高等学校16校

を指定し、学校や福祉施設での体験学習の協力・支援に努めています。

　 　ボランティア活動は自発的な活動ではありますが、船橋市ボランティアセンター

では傷害保険の加入などを行い、少しでも活動がしやすい環境を整えることに努め

ています。

　 　しかし、ボランティアの高齢化にともなう新たな若年層のボランティア確保や幅

広い情報提供を図るため、今後は、船橋市市民活動サポートセンターとの連携強化

や、ボランティアの資質向上を図るためのステップアップ研修などに取り組んでい

きます。

　盪　ふなばし高齢者等権利擁護センター事業の状況

　 　（愛称）「ぱれっと」（平成11年10月設立）は、認
＊
知症高齢者、障がいがあるなど、

判断能力や日常生活での理解力が十分でない人たちに対して契約に基づき、福祉

サービスの利用援助（①福祉サービス利用援助②金銭管理サービス③財産保全サー

ビス④弁護士・司法書士などの紹介サービス）を行うことにより自立した地域生活

が送ることができるように、その権利を擁護することを目的とした事業を行ってお

り、第二種社会福祉事業に位置づけられています。

　 　契約を結んだ人には、その人の希望に沿って策定する「サービス提供プラン」（支

援計画）に基づいて「生
＊
活支援員」がサービスを提供し、事業の推進を図っています。

　また、契約内容を理解できない場合は、成年後見制度の活用相談に努めています。

　 　しかし、事業を実施していくにあたっては、「生活支援員」の増員を図らなけれ

ばならない地域もあるほか、生活支援員の資質向上を図るための研修の実施や、市

民に対する周知にも積極的に取り組んでいきます。
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　蘯　生活福祉資金貸付事業及び福祉銀行貸付事業の状況

　 　生活福祉資金貸付事業は、低所得者、高齢者又は障がい者に対し、資金の貸付と

必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならび

に在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう千葉県社協を事

業実施主体とし、ふなばし市社協が受託して民生・児童委員の協力を得て実施して

います。

　 　また、ふなばし市社協の自主事業である福祉銀行貸付事業は、生活困窮者に対す

る援護を目的に貸付及び交付を行っています。

　 　滞納者に対する償還指導も行い、生活福祉資金貸付金については調査委員、担当

民生・児童委員、事務局担当者による調査を強化しています。福祉銀行貸付金の償

還にあたっては、３ヵ月に一度督促状を出し、土・日曜日を活用し事務局担当者が

年に１～２回滞納者宅を訪問し償還指導を実施していますが、不在世帯やすでに引

越しをされている人が多いことから、償還率を高めることが大変難しい状況です。
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３．地域福祉活動計画体系図

理念 大項目 中項目 小項目

地
域
住
民
の
力
を
結
集
し
た
共
助
社
会
の
構
築
を
目
指
し
て

安心して住み
続けられる仕
組みづくり

地域ぐるみの見守
り活動の推進

日常生活の中での見守り活動の啓発

町会・自治会活動を通した見守り活動の支援

地域における情報ネットワークの構築

安心登録カードの作成及び普及

交流の場づくりと
参加の呼びかけ

老人クラブやサークル活動への呼びかけ

空き教室を活用した児童や生徒との世代間交流
事業の検討

地域の「高齢者サロン活動」への支援

地域資源を活用した交流事業の検討

地域資源の活用と
協働のまちづくり

人材の発掘と育成

地域資源のネットワークシステムづくりの検討

（仮称）「地域福祉推進員制度」の検討

個人情報の保護と
支援活動

地域における支援活動と個人情報の把握

個人情報の提供・共有に関するシステムづくり

個人情報の管理

高齢者などの要援
護者の災害時にお
ける救援対策

要援護者などの把握

要援護者支援体制の確立

災害時におけるボ
ランティア活動の
支援体制づくり

災害ボランティア活動の支援体制整備

（仮称）「災害対策基金制度」の検討

安全のまちづくり
に向けて

地域住民がこれらの活動に一人でも多く参加出
来るようにするための支援

（仮称）「安全のまちづくりネットワーク」の構築

共に生きるま
ちづくり

地域住民の参加・
交流・学習の場づ
くり「福祉きょう
いくの推進」

行政の４計画（高齢者保健福祉計画、介護保険
事業計画、障害者施策に関する計画、次世代育
成支援行動計画）に対する理解

地域住民・学校・福祉施設を対象に福祉まつり
などの世代間交流や遊び心のあるイベントを開
催し、福祉活動、福祉学習の機会を提供

寄付文化の創造

障がい者を含めたふれあい・いきいきサロン事
業の充実
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健康づくりの推進 地域住民のための健康相談・健康学習の場を充
実

「ふなばし健やかプラン21」の推進に協力

食育を通じて子供の健康づくりの推進

心の健康の推進

開業医や保健師と連携して介護予防のための相
談事業や教室の実施

地域資源の把握と
活用

障がいや難病について見識のある人材や関係者
との連携

在宅介護支援センターと各関係機関との連携強
化を図り、（仮称）「障がい者支援ケア会議」の
設置

ＮＰＯとの連携の強化

福祉相談窓口の設置

横断的組織のネッ
トワーク化と情報
の共有化

船橋市ボランティアセンターと船橋市市民活動
サポートセンター、ふなばし市民大学校などと
の連携を図り、地域住民のためのボランティア
コーディネート機能の強化

地域の情報を一元化しメール・インターネット
など電子媒体による情報のやりとりが総合的に
できるシステムづくり

地区社協を中心とした地域福祉に関する組織や
団体の連携、情報の共有化

（仮称）「地域福祉関連団体連絡協議会」の設置

支え合いとい
たわり合いの
地域づくり

地区社協の組織運
営の強化

組織体制の同一化、部会制の導入

管理運営者（理事・評議員）に対する研修会な
どの実施

インターネットなどによる情報のやりとりの実
施

人材の確保と質の
向上

町会・自治会、制度ボランティア、定年退職し
て在宅の人などに対し、地区社協活動や事業へ
の参加、協力を積極的な呼びかけ

各種講座など（社会福祉、ボランティアなど）
の開催
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地区社協事業の充
実・強化

主要５事業（ミニデイサービス事業など）の充
実

各地区社協自主事業（子育てサロン事業など）
の充実

地区社協事業を実施する場として、公共施設や
空き店舗、町会・自治会館などを利用できるよ
うに、行政や商店会、町会・自治会などに要請

高齢者地域ケアチームとの連携の強化

事務局員（地域コーディネーター）を組織体系
図に位置づけ

事務局員（地域コーディネーター）の確保に公
募制を導入

事務局員（地域コーディネーター）に対する研
修会などの実施

（仮称）「地域福祉関連団体連絡協議会」の設置
推進

有償ボランティアや地域通貨についての研究

移送サービスについて調査研究

活動拠点の整備・
拡充

公共施設や空き店舗などを使用した地区社協事
務所の整備、拡充に努め、関係機関などに要請

地区社協事業を実施する場として、公共施設や
空き店舗、町会・自治会館などを利用できるよ
うに、行政や商店会、町会・自治会などに要請

地区社協財源の確
保

市やふなばし市社協からの助成金や補助金の安
定的な確保

企業や個人から寄付金を募る

地域福祉推進
の基盤づくり

ふなばし市社協に
対する認識度・信
頼度の向上

情報の開示

運営指針の明確化

職員の専門性の確立、社会福祉士のなどの資格
取得、研修の実施

地域の諸団体に対
する協力体制の整
備

地区社協に対する支援体制の確立

各種団体に対する支援体制の確立

財源基盤の整備 会費の増強運動の展開

共同募金運動の強化

寄付文化の創造

地域福祉推進のた
めの長期ビジョン

（仮称）「地域福祉活動計画推進委員会」の設置

ふなばし市社協の発展強化計画の策定

地域活動での事故に備えた基金の創設
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第３章　安心して住み続けられる仕組みづくり

　人口動態と高齢化の進行は、全国的な傾向として同じ推移をたどっており、船橋市

も例外ではありません。平成14年には高
＊
齢化率が14％に達し既に高齢社会に突入、平

成17年４月には15.9％となっています。少子高齢化が進むにつれ、ひとり暮らしの高

齢者が増加の一途をたどっています。

　その原因として考えられることは、社会的な背景として核家族化の進行、地域社会

の変化や平均寿命が延びたことなどが考えられます。ドア１枚でプライバシーの守れ

る「自立」した生活は、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯にとっては「孤独」で

す。電気代や家賃の自動引き落とし口座の残高がなくなり、はじめて公団の職員に発

見されたひとり暮らしの高齢者は、死後すでに４年も経過していたとの新聞報道はあ

まりにも悲しいできごとです。

　平成16年６月の船橋市「ひとり暮らし高齢者・高齢者のみの世帯の状況把握調査

報告書」（図－6、図－7、P25，図－8参照）によれば、ひとり暮らし高齢者は7,649世

帯、高齢者のみ世帯は19,339世帯となっています。このうち、ひとり暮らし高齢者の

49.7％が一戸建てに住み、48.9％が集合住宅に居住しています。

ひとり暮らし高齢者（左表）・高齢者のみ世帯（右表）の家屋状況
　図－６　　　　　　　　　　　　　　　　　図－７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一方、ひとり暮らし高齢者のうち、歩いて５分以内の距離に親族がいる世帯はわず

か18％で、72.7％は近くに親族がいない人たちです。

　また、ひとり暮らしの会話頻度の調査では、「毎日だれかとの会話がある」と答え

た人は38％程度、「２～３日に１回程度」が27％、「１週間に１回程度」が18％、「１

カ月に１回あるいは殆どない」と答えた人は16.3％に上っています。さらに　ひとり

暮らし高齢者の半数は、健康に不安をもっている状態です。

一戸建て  
13,790  
71.3%

無記入  
242  
1.3%集合住宅 

（エレベーターなし）  
3,462  
17.9%

集合住宅 
（エレベーターあり）  
1,845  
9.5%

一戸建て  
3,799  
49.7%

無記入  
106 
1.4%

n=7,649 n=19,339

集合住宅 
（エレベーターなし）  
2,718  
35.5%

集合住宅 
（エレベーターあり）  
1,026  
13.4%
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図－８　　　　　　　　　健康不安と世帯別の人数

このような高齢者の現状を考えるとき、地域における日常生活の中での近隣同士の見

守りや（仮称）「地域福祉推進員制度」による見守り活動、町会・自治会活動に参加

を呼びかけ地域における交流の場の提供など、住み慣れた地域の中でその人らしい生

活が出来るような仕組みづくりが重要です。

　さらに、個人を支援するための「安
＊
心登録カード」の事前登録による対象者の把握

や個人情報の共有が課題となることから個人情報を守る、という基本を守りながら、

支援にかかわる人たちとのネットワークを構築することも大切です。

　また、阪神・淡路大震災あるいは新潟県中越地震などが残した尊い教訓を生かし、

いつ発生するかわからない緊急災害から高齢者を中心とする「要
＊
援護者」の救援・支

援体制もあわせて検討する必要があります。

　一方、近年高齢者が被害者となる犯罪のうち詐
さ ぎ

欺・横領などの知能犯の発生が急増

していますので、高齢者を悪質な犯罪から地域の中で守るという課題もあわせて検討

する必要があります。

１．　地域ぐるみの見守り活動の推進

　「ひとり暮らし高齢者・高齢者のみの世帯の状況把握調査報告書」の中の「災害時

介助支援対象者名簿への登録を希望」という調査項目によると、登録すると応えた人

は67.2％にのぼり、日常生活の中で不安が強いことが推測されます。

　このような現状の中で、地域の中の見守り活動こそ「安心して住み続けられるまち

づくり」の原点のように思われます。そして高齢者だけでなく障がい者も地域の中で

受け入れ、その人らしい生活が出来るよう、日常生活を通したさりげない近隣の見守

り活動や（仮称）「地域福祉推進員制度」の研究、安心登録カードの事前登録運動の

展開などが重要と考えられます。

0％ 

ひとり暮らし世帯 
7,015

高齢者のみ世帯 
16,868

健康不安あり 健康不安なし 

20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

n=23,883

47.8％（3,353） 52.2％（3,662） 

38.9％（6,561） 61.1％（10,307） 

第３章　　安心して住み続けられる仕組みづくり
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　盧　日常生活の中での見守り活動

　 　「隣近所のおつきあい」は見守り活動の原点です。朝夕のあいさつ、ゴミ出し、

買い物の誘い合い、出掛けるときの一声など、気軽にできるまちづくりを目指した

いものです。そして、このような中からいつもと違った様子、たとえば、新聞受け、

雨戸の開閉、近隣の人たちの情報、気になることがあった時に躊
ちゅう

躇
ちょ

せずベルを押し、

声をかけてみる・・・このようなことが習慣となる隣近所づきあいを目指したいも

のです。

　盪　町会・自治会活動を通した見守り活動

　 　町会・自治会費の集金や募金活動、回覧板、行事の連絡、そしてゴミゼロ運動や

防災訓練、清掃活動などへの参加の呼びかけなどを通した、日常の自治活動を中心

として見守りをします。

　蘯地域における情報ネットワーク体制の構築

　 　高齢者などの見守り活動をすすめるにあたり、日常生活の中でのさりげない近隣

の見守りで情報把握をした際に個別の支援に結びつけていくための仕組みづくりが

必要です。

　 　高齢者、特にひとり暮らし高齢者世帯で発生する病気や負傷など身体的なものか

ら、犯罪性のある被害情報などは、身近にいる近隣の人たち、あるいは民生・児童

委員が一番把握しやすい立場にいます。また、介護保険の利用者や配食サービスの

利用者ならば、ホ
＊
ームヘルパーや配達員からの情報も重要です。さらに新聞店の配

達員や郵便局員、地元商店などの情報も貴重です。

　 　問題はこれら日常の情報をどのように一元的に把握するかです。それぞれ地域の

特性はありますが、たとえば次のような伝達ルートが考えられます。（図ー９参照）

図̶９
　　　　

　　　　　　　

　 　近隣住民、町会・自治会、地域担当保健師、ボランティア、郵便局、新聞店、電

力会社、水道局などの関係者代表などをもって、「地域情報ネットワーク」体制を

構築するよう検討します。

異常を知った人
新聞店の配達員
郵便局員、地元
の店員、ホーム
ヘルパーなど

異常を知った人
新聞店の配達員
郵便局員、地元
の店員、ホーム
ヘルパーなど

近隣への連絡

民生・児童
委員、
町会・自治
会役員
地区社協

親　　族
病　　院
救 急 車
知　　人
行　　政
警察など

（緊急時）
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　盻　「安心登録カード」の目的

　 　万一に備え、個人情報の支援者共有という視点から「安心登録」活動に類似した

取り組みは全国的に広がりをみせていますが、地域によってはプライバシーを守り

たいという個人の気持ちから、その利用が少ないとの情報もあります。

　 　しかし、前掲の通り船橋市では67.2％の高齢者が万一の時に備え「支援対象者名

簿」への登録意思を明らかにしている現状から、地域における信頼関係をベースに

した取り組みの中で、「安心登録カード」への取り組みは有効と考えられます。

　① 安心登録カードによる登録条件は次のとおりとします。

　　ア．登録対象者は、65歳以上の単身高齢者などとする。

　　イ． 登録者への支援が必要となったときは当該支援にかかわる関係者、関係機関

などで情報を共有することの同意を得るものであること。また、「必要な支援」

の内容については、本人からの依頼・連絡及び地区社協の判断によることの

了解を得ておくことが必要。

　　ウ．登録は当事者（本人）の自由意志とする。

　　エ．「安心登録カード」の管理は地区社協であることを確認する。

　　オ．「安心登録カード」の内容を確認するため、写しを本人が保管する。

　②安心登録カードのフォーマットについては、資料（Ｐ135）参照。

　③個
＊
人情報保護法の理念

　　 　個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものである

ことから、その適正な取り扱いが図られなければなりません。　

　④個人情報の管理

　　 　安心登録カードについては、個人情報となることから、個人情報保護法に基づ

き適正かつ安全な管理が必要ですので取り扱いについては、十分な注意が必要で

す。

　　ア． 個人データの漏えい、改ざん、滅
めつしつ

失の危険にさらされることのないよう、技

術的保護措置、組織的保護措置が必要。

　　イ．個人情報保護の徹底のための教育研修が必要。

　　ウ． 個人情報の漏えい、盗難、紛失を防ぐため、個人情報管理責任者、個人情報

管理者を選任することが必要。
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２．　交流の場づくりと参加の呼びかけ

　高齢者などが地域の中でさまざまな形で参加・交流するためには、参加の機会を提

供することやその場が身近にあることが重要です。

　孤立化や閉じこもりがおきないよう個人の尊厳を確保しながら地域の一員として、

お祭り、運動会、盆踊り大会、お花見、新年会やクリスマス会など、さまざまな活動

への積極的な参加を呼びかける努力が大事です。

　盧　老人クラブやサークル活動

　 　最も身近にある老人クラブは、同じ世代に生きて来た人たちの集まりです。地域

全体で老人クラブ活動を支援することが大切です。ともすると老人クラブは役員の

なり手がなく挫
ざ

折
せつ

するクラブもあります。

　 　そのようなときは、多少年代を超えて応援する人が必要です。さらに老人クラブ

の中ですすめる、趣味や経験を通したサークル活動も貴重です。

　盪　児童や生徒との世代間交流事業

　 　行政と学校の協力を得て、高齢者などとの地域交流、児童や生徒と高齢者との交

流プログラムや福
＊
祉体験学習の開設など、地域の特性を生かした事業を考えます。

　蘯　地域の「高齢者サロン活動」への支援

　 　ある地域では自宅を自主的に開放するなど、形にとらわれない運営を行い、自発

的で自由な参加を目指した「お茶のみ会」的な活動として「高齢者サロン」が見ら

れますが、新しい活動の方向として地区社協としても支援し、広めていく必要があ

ります。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 　日常生活の中での
見守り活動の啓発を
すすめます。

市社協・
地区社協

・ ふなばし市社協･地区社協の広
報紙を使い、声かけ運動を推進
する。

盪 　町会・自治会活動
を通した見守り活動
を支援します。　　

地区社協

・ 町会・自治会と協力し、対象行
事などに積極的に参加してもら
うためチラシなどにより行事な
どの周知を図る。

蘯 　地域における情報
ネットワーク体制の
構築を検討します。

市社協・
地区社協

・ 情報の把握から個別支援を結び
つけていくために代表者による
地域情報ネットワーク会議を開
催し、協力体制を構築する。

盻 　安心登録カードの
作成及び

　普及に努めます。

市社協・
地区社協

・ ふなばし市社協で印刷を行い、
各地区社協で推進する。
・ 民生・児童委員から登録を呼び
かけた対象者に対し、安心登録
カードを配布してもらう。
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　盻　地域資源を活用した交流事業

　 　地域には保育園や幼稚園、小・中学生など子どもたちがたくさんいます。特に、

学校教育の中で「福祉教育」は強く求められています。地域と学校が話し合い「地

域の中での福祉体験」を評価できる仕組みづくりを検討することは大きな意味があ

ります。

　 　例えば「福祉教育実践プログラム」などの作成を目指し、その成果を学校教育活

動の一環として位置づけた評価システムの検討を関係者に期待します。

３． 地域資源の活用と協働のまちづくり

　地域の中には町会・自治会、地区民児協、NPO、個人・団体ボランティア、制
＊
度

ボランティアなど人的資源を基盤とした多くの団体や機関があります。

　一方、公民館や児童ホーム、学校や福祉施設、郵便局や商店会、企業団体など多く

の資源があり、これらの地域資源を地域福祉推進という目標を基盤としてネットワー

ク化し、連携を図る方向を地区社協が中心に構築できれば「安心のまちづくり」に大

きな力となります。

　また、協働のすすめ方には行政と市民との協働、市民や各種団体との協働、地域

住民一人ひとりがグループをつくり協働していく活動など多様なすすめ方があります

が、町会・自治会、老人クラブ、学校関係者その他、地域の各種団体が力を結集して

まちづくりをすすめる理念を市民共通の認識として、市民運動の展開を目指すことが

重要です。　

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 　老人クラブやサー
クル活動への呼びか
けに努めます。

地区社協

・ 共催事業を検討し行事などに参
加してもらう。
・ チラシなどによる呼びかけを行
う。

盪 　空き教室を活用し
た児童や生徒との世
代間交流事業を検討
します。

地区社協

・ 児童や生徒が福祉施設に出かけ
交流を行うように、地域の高齢
者や障がい者が学校を利用した
行事を行う。

蘯 　地域の「高齢者サ
ロン活動」への支援
に努めます。

地区社協 ・ 高齢者サロン活動への助成金な
どを検討する。

盻 　地域資源を活用し
た交流事業を検討し
ます。

地区社協

・ 各地区により行われている行事
などを調べ、共催や後援につい
て検討する（学校主催のボラン
ティア活動や公民館などの行事
など）。
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　盧　人材の発掘と育成
　 　既存の団体やグループをいかに結びつけるか、また、新たな地域のニーズに応え

るためには、既存の団体やグループだけでは補えないことも考えられることから、

新たなニーズに対応した人材の発掘と育成が求められます。

　 　これまで行ってきたボランティア養成講座や、専門講座の開催がさらに重要とな

ることが考えられますが、より多くの人たちに参加していただくためには開催の仕

方やＰＲ方法にも工夫が必要であり、既存の団体やグループにも積極的に情報提供

を行うなど、努力することが必要です。

　盪　地域資源のネットワークシステム
　 　安心して暮らせるまちづくりを目標に、地域で組織しているそれぞれの関係団体

や機関が果す役割・機能・活動状況を尊重しながら、地域課題を共有し、連携・協

働のもとに推進するための体制づくりが必要です。

　　そのために、（仮称）「地域福祉関連団体連絡協議会」の設置に向けて検討します。

　蘯　（仮称）「地域福祉推進員制度」設置の検討
　 　高齢化率が高くなることや核家族化が進むことで、ひとり暮らし高齢者世帯や高

齢者のみの世帯も増加し、福祉課題も多様化しており地域における支援活動もきめ

細かなものが求められています。

　 　一方、個人情報保護法の施行にともない、個人情報を共有化することが非常に難

しくなってきています。加えて、障がい者に関わる情報やD
＊
V、虐待、非行、いじめ、

不登校、暴力などの青少年に関わる問題なども多く発生している中で、これらの問

題は潜在化し、状況把握が困難となっているのが現状です。

　 　現行の制度では、民生・児童委員は担当地区の個別事案に対するきめ細かな情報

の把握と支援活動のために相当な時間を費やし、地区社協活動においても中心的な

役割を果たしています。

　 　船
＊
橋市自治会連合協議会が実施した単位町会・自治会へのアンケート調査によれ

ば、会員数100世帯未満の町会・自治会が47％と半数近くあり、66％が200世帯未満

の組織となっています。（P31，図－10参照）

　 　船橋市における民生・児童委員の選出基準は300～350世帯を目安とされており、

大半の民生・児童委員が複数の町会・自治会を担当しており、きめ細かな情報の把

握や支援活動には困難なものがあります。（P31，図－11参照）

　 　船橋市地域福祉計画の中では、（仮称）「地域福祉推進員制度」は共助項目におい

て「地域の福祉ニーズを行政や民生・児童委員につなぎ、問題解決のための支援を

行う活動」を担うものと位置づけており、このことから、（仮称）「地域福祉推進員

制度」について船橋市独自の方式を研究する場づくりとして（仮称）「地域福祉推

進員制度検討委員会」を設置し検討します。
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図－10　町会・自治会数（世帯数）　　　　図－11　 町会・自治会が推薦する制度ボランティア

の有無

船橋市自治会連合協議会・平成17年３月集計

（町会・自治会概況報告より抜粋、

　　　　　　　自治会数765・回答率69.7％）

世帯数
町会・
自治会数

％ 累積％

1～ 99 249 47 47

100 ～ 199 102 19 66

200 ～ 299 45 8 74

300 ～ 399 25 5 79

400 ～ 499 22 4 83

500 ～ 799 48 9 92

800 ～ 999 10 2 94

1,000 以上 32 6 100

計 533 100 ＊＊＊

委員名 いる ％ いない ％

民生・児童委員 252 53 221 47

主任児童委員 36 9 346 91

体育指導委員 156 35 287 65

青少年相談員 131 31 293 69

５３０推進員 243 52 225 48

防犯指導員 226 49 237 51

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 　人材の発掘と育成
を図ります。 地区社協

・ 新たな福祉ニーズに対応するた
め、ボランティア養成講座や専
門講座を開催する。

盪 　地域資源のネット
ワークシステムづく
りを検討します。

地区社協
・ 地域の福祉関連団体とのネット
ワーク化を図るため、連絡協議
会の設置を検討する。

蘯 （仮称）「地域福祉推
進員制度」を検討し
ます。

市社協・　
地区社協・
市　　　　

・ 行政にも参加を依頼し、（仮称）
「地域福祉推進員制度」を検討
するため、検討委員会を立ち上
げる。
・ モデル地区を指定し実験的に行
う。
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４．個人情報の保護と支援活動

　個人情報保護法は、個人情報の漏えいによる流通・拡散によって情報が悪用され個

人の権利侵害など、不利益が生じないようにするための法律です。

　人は誰でも自分の生活や個人情報を他人に知られることは好みませんが、地域の中

できめ細かな支援活動をすすめていくためには、支援を必要とする人たちの個人情報

の把握や提供、共有、管理が必要となってくることから、法律の有無にかかわらず地

域の中での信頼関係を大切にし、個人情報を守りながら関係者が支援のネットワーク

を構築し、個人情報の適切な管理や取扱いについての共通の認識をもつことが重要で

す。

　盧　地域における支援活動と個人情報の把握

　 　支援活動をすすめる場合に必要なことは「誰が」「どのような理由で」「何に困っ

ているか」を把握することが大切です。

　 　その際には、支援活動をすすめる人が自ら、支援を必要としている人の個人情報

を的確に把握する必要があります。

　 　この場合、重要なことは「信頼関係のもとに正確な情報を入手し、適切な管理を

行うこと」です。

　　①　個人情報の収集に必要な配慮

　　　ア．情報収集の「目的や使途」を本人に明確に説明し理解を得ること。

　　　イ． 相談を受ける場合は、プライバシーが確保できる場所であることに配慮す

ること。

　　　ウ．相談内容を記録したメモなどを整理し、適切に管理すること。

　　　エ． 情報は正確を期すること。「うわさや伝聞」のみで判断することなく、情

報を把握できる立場の人が自ら収集し、可能な限り自らが本人または親族

に確認し、収集先も含めて個人情報の一環として適切に管理すること。

　　　オ． 情報の収集は必要最小限度にとどめ、支援に直接関係のないことや本人や

世帯が拒否する事については収集しないこと。

　盪　個人情報の提供・共有に当たっての留意点

　　　ア． 情報を必要とする関係機関や団体あるいは福祉施設などに提供し、または

共有する必要がある場合は、あらかじめ本人にその目的や「どのような時

に」、「誰と共有するか」、「誰に提供するか」を明確に説明し、承諾を得て

おくことを原則とする。

　　　イ． 他に、情報提供する場合は最小限度の情報を選別して伝えること。

　　　ウ．新たに収集した情報を含め、知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
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　蘯　個人情報の管理（Ｐ27，④再掲）

　 　安心登録カードに記載されている内容は、個人情報となることから、個人情報保

護法に基づき適正かつ安全な管理が必要です。

　　　ア． 個人データの漏えい、改ざん、滅失の危険にさらされることのないよう、

技術的保護措置、組織的保護措置が必要。

　　　イ．個人情報保護の徹底のための教育研修が必要。

　　　ウ． 個人情報の漏えい、盗難、紛失を防ぐため、個人情報管理責任者、個人情

報管理者を選任することが必要。　

５．　高齢者など要援護者の災害時における救援対策

　阪神・淡路大震災、新潟県中越地震をはじめ近年、相次ぐ自然災害の発生は、私た

ちに尊い教訓を数多く残しています。

　高齢者や障がい者を中心とする「要援護者」に対する支援は地域福祉活動の中で忘

れてはならない大切なことであり、大地震、津波、台風、豪雨、火災など、発生を予

測できない災害に備え、高齢者や障がい者など要援護者の救援・支援対策を充分に検

討しておくことが重要です。

　特に、このような災害は突発的なものであり、地域全体の被災も想定されます。

このため、常に平常時から地域に居住する要援護者の「障がいの内容・程度・能力」

などの状況を、「安心登録カード」支援台帳により把握しておくことが必要です。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 　地域における支援
活動と個人情報の把
握に努めます。

市社協・
地区社協

・ 個人情報については必ず使用目
的の明示と本人の同意を取るよ
うにする。

盪 　個人情報の提供・
共有に関するシステ
ムづくりを検討しま
す。

市社協 検
討

・ 個人情報が流出しないよう、守
秘義務の徹底を図るように関係
者に対し研修を行う。

蘯 　個人情報管理体制
の確立に努めます。

市社協・
地区社協

・ 個人情報の管理体制を確立し、
管理責任者や管理者を明確にす
る。
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　盧　要援護者とは

　 　防災白書では、要援護者とは「必要な情報を迅速かつ適確に判断し、災害から自

らを守るために安全な場所へ避難するなど、災害時に一連の行動に対してハンディ

を負う人々」と定義し、次のような条件を抱えている人たちとしています。

　　　ア．身の危険を察知する能力が不十分な人。

　　　イ．身の安全を察知しても救助者に伝える能力が不十分な人。

　　　ウ． 危険を知らせる情報を受けることができない、または受けることが困難な

人。

　　　エ． 危険情報に対し、自ら行動することが困難な人（具体的には、移動が困難

な人・薬や医療装置がないと生活できない人・情報を受けたり伝えたりす

ることが困難な人・理解や判断ができない、また、そのため時間のかかる

人・精神的に不安定になりやすい人）。

　盪　「安心登録カード」支援台帳の作成に当たっての留意点

　　　ア．安否の確認を実施する対象者別に優先順位を決めておく。

　　　イ． 「安心登録カード」支援台帳の保管管理体制の整備と緊急時の取り扱い指

針の作成について関係者の理解を得る。  

　　　ウ．「安心登録カード」支援台帳の定期的な見直しと現行維持を図る。

　蘯　要援護者支援対策の確立

　 　災害時の支援が迅速に行われるためには平常時から支援体制を確立し、「相談窓

口の開設」、「安否の確認体制」、「救出体制」、「避難所への誘導体制」、「避難所での

支援体制」などの整備を確立することが大切です。特に「安心登録カード」支援台

帳には、要保護者別に支援担当責任者を民生・児童委員や町会・自治会・近隣住民

と連係して複数の人を定めておき、次の事項を視野に入れながら検討することが必

要です。

　　　ア． 要援護者に対する災害時の避難方法や避難場所、経路、関係連絡先などの

防災情報の提供や必要事項を確認しておくこと。

　　　イ． 民生・児童委員、町会・自治会、ボランティア、NPOなど「要援護者」

の支援に欠かせない人材や団体を確保し、常にその連係を図っておくこと

やいつでも緊急連絡の取れる体制の整備が必要。　　　　

　　　ウ． 市、警察、消防、保健所、生活支援課など行政各課や地域の病院、町会・

自治会、民生・児童委員、老人クラブなど地
＊
域コミュニテイの中で緊急時

の支援行動を前提に連携システムを構築して、役割分担を明確化にしてお

くことが必要。

　　　エ． 安否確認の優先順位は、要支援者のおかれている環境や身体の状況などを

確認し取り決めをしておくことが必要。

　　　　　　・（ 単身者、特別要援護者、その他要援護者）　

　　　　　　 ・( 所在地、身体状況、精神状態など)
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６．災害時におけるボランティア活動の支援体制づくり

　船橋市において大震災が発生した場合、県内外から多くの応援要員を受け入れるこ

とになります。

　このうち、行政レベルの専門派遣要員の対応については行政計画の中で行われます

が、自主的に駆けつける応援ボランティアは現地滞在費を含めて自己負担が大きくな

りがちです。

　災害規模や災害発生からの時間的経過により、緊急対策・応急対策・復旧対策など

ボランティアによる支援内容や人数も異なることが想定される中で、被災現地として

はコミュニティレベルによるボランティアの受け入れ体制、コーディネート、　関係

機関・団体とのネットワーク、情報の収集伝達などを含めた、ボランティアの支援体

制が必要です。

　また、他の被災地にボランティアを派遣することを想定した場合、組織的対策とし

てボランティアの登録・派遣システム・物資の調達輸送・平常時の研修など、民間レ

ベルの基盤整備が急務であり、（仮称）「災害ボランティア支援センター」の設置及び

（仮称）「災害ボランティア活動マニュアル」の作成を検討する必要があります。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 　要援護者などの把
握に努めます。 地区社協 ・ 安心登録カードにより把握す

る。

盪 　要援護者支援体制
の確立を検討します。 地区社協 検

討
検
討

・ 安心登録カードにより対応策を
確認検討する。

災害救助犬デモンストレーション
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　盧　（仮称）「災
＊

害対策基金制度」の設置

　 　被災地として応援ボランティアの受け入れを行う場合、他の被災地へのボラン

ティア派遣を行う場合も「支援基金」は不可欠です。

　 　災害発生に備えた基盤整備の一環として（仮称）「災害対策基金」のシステムな

らびに次項の（仮称）「災害ボランティア支援センター」の設置をあわせて検討す

るため、市民の理解と協力を得られるような検討組織を目指して、(仮称)「災害ボ

ランティア支援対策検討委員会」の設置について検討をすすめることが必要です。

　盪（仮称）「災害ボランティア支援センター」の設置

　 　 （仮称）「災害対策基金制度」と共に重要なことは、大震災など災害の発生時に

民間組織としてのふなばし市社協の役割を明確にし、そこに参加するボランティア

の役割分担を組織的に明確にしておくことが大切です。

　 　そのため、（仮称）「災害ボランティア支援センター」の設置を視野に入れた検討

をすすめます。

　

７．安全のまちづくりに向けて

　都市化の進展による地域社会の一体感や連帯意識の希薄化、国際化の進展など社会

全体の変化を背景に、いわゆる生活空間犯罪と言われる窃
せっとう

盗、忍び込み、ひったくり

など身近な犯罪が増加しています。

　船橋市における犯罪の発生状況は平成15年をピークに減少傾向にあるものの、知能

犯と言われる詐欺・横領などの犯罪は平成16年度に比べ平成17年度は1.5倍近く増加

しています。特に詐欺事件の被害者の多くが高齢者であり、このような犯罪を防ぐこ

とを地域ぐるみで考える必要があります。

　一方、船橋市には、「Ｓ
＊
ＯＳネットワーク」も構築され、認知症高齢者が道に迷っ

た場合などの緊急対策として機能しています。　また、子どもを狙った事件が全国的

に多発しています。核家族化が進み、共稼ぎ世帯が増える中、子どもに対する地域で

の安全対策が強く望まれています。そのためには、地域の特性を生かした次のような

安全対策の検討が必要です。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 　災害ボランティア
活動及びボランティ
アセンターの設置を
検討します

市社協・
地区社協

検
討
検
討

・ （仮称）「災害ボランティア支援
要綱」を制定する。

盪 　（仮称）「災害対策
基金制度」を研究し
ます。

市社協 検
討
検
討

・ 商工関係者や町会・自治会代表
者など幅広い分野の代表による
検討委員会を立ち上げる。
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　① 　地域には防
＊
犯指導員も数多く委嘱されています。町会・自治会、企業、商店会

などを中心とした「地
＊
域安全パトロール隊」の結成もすすんでいます。

　　 　地域住民一人ひとりに、これらの活動に一人でも多く参加する努力が求められ

ています。

　② 　地域の学校、Ｐ
＊
ＴＡ、船橋市青少年の環境を良くする市民の会、その他防犯活

動推進団体が連携した活動がすすめられるよう、地区社協は防犯情報の拠点とし

ての役割を果たす必要があります。

　　 　そのため、地区社協は町会・自治会など地域の関係団体はもちろん、市民防犯

課や警察、学校、公民館、児童ホームなど関係機関と連携した（仮称）「安
＊
心の

まちネットワーク」の構築などを検討する必要があります。

　③「安
＊
全110番の家」の設置

　　 　船橋警察署では平成17年度から、管内の町会・自治会と連携し、地域における

安全拠点と位置づけた、「安全110番の家」を設置する運動をすすめています。

　　 　船橋市では、子どもたちの安全を確保するために「ひ
＊
まわり110番の家」がＰ

ＴＡ活動の一環としてすすめられています。これは子どもたちを対象とした活動

ですが、「安全110番の家」は次の通り、その機能を拡大強化した警察と連携する

活動となっています。

　　　ア．まちの緊急連絡所となる場所。

　　　イ． 防犯対策のほか、認知症高齢者など警察の助けを求める全ての事を対象と

する。

　　　ウ．警察との緊急連絡を取り合える場所。

　　　エ． その他、犯罪に巻き込まれそうになったり、犯罪を目撃した方などが助け

を求め、連絡を求めてきた際は“速やかに110番通報”を行い、保護活動

に協力することを目的とする。

　　　オ．町会・自治会長が適任と認める場所。

　　　カ．その他、防犯活動に資する情報の提供など。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 　地域住民がこれら
の防犯活動に一人で
も多く参加出来るよ
うにするための支援
に努めます。

市社協・
地区社協

・ 地域住民が参加できるように、
呼びかけのためのチラシなどを
作成する。

盪 　（仮称）「安全のま
ちネットワーク」の
研究をします。

市社協 研
究
研
究
研
究

・ 町会、自治会、地域福祉関係者、
関係機関などと検討委員会を立
ち上げ検討する。
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第４章　共に生きるまちづくり

　『共に生きるまちづくり』では、高齢者や障がい者が地域の中で自分らしく自立し

た生活を営むためには、地域環境を整えることが大切であり、子どものころから高齢

者や障がい者との交流や、障がい者を正しく理解するための福祉きょういく（福祉教

育・福祉共育・福祉協育）を連携してすすめていくことが必要です。

　ふなばし市社協では、自分の生活に責任をもち、もし、日常的な暮らしで何らかの

障がいをもったとしても、地域住民自身が公私関係機関のサービスを自発的に利用し、

その生活を維持すること（自立）と、この自らの暮らしを「自ら律すること」（自律）

を学び合うことを福祉きょういく（教育、共育、協育）として位置づけます。（Ｐ10，

②再掲）

　また、地域住民一人ひとりが地域社会の中で心身ともに健康で自立を目指しながら、

思いやりの心をもって「誰でも、いつでも、気軽に、楽しく」参加できる場として地

区社協活動を位置づけ、活動に参加する喜びや参加による生きがいづくりにより、地

域住民の相互に助け合う福祉の心を深めます。

　さらに、きめ細かな地域福祉活動の展開を図るため、地域に組織されている制度ボ

ランティア、福祉関連団体、ボランティア、ＮＰＯ、社会福祉事業者などの横のつな

がりを強化する目的で（仮称）「地域福祉関連団体連絡協議会」の設置が必要と考え

ます。

　『共に生きるまちづくり』では、第一には、地域住民の参加・交流・学習を「福祉きょ

ういく」ととらえて学習の機会を提供すること、第二には、「健康づくり」に対する

関心が高まるなか、健康づくりを地域全体で支援していくこと、第三には、地域に住

んでいる専門的な知識・技術を持った人やさまざまな経験を有する人を「貴重な地域

資源」のひとつとしてとらえ、地域で活躍できる仕組みづくりを目指すこと、第四に

は、必要な人が必要なときに必要なサービスを利用できるための情報の共有化や相互

の支援体制を強化するため、「横断的ネットワークの構築」を検討します。
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１．地域住民の参加・交流・学習の場づくり

　盧「福祉きょういくの推進」

　

　福祉教育の考え方は、上記の「福祉教育の定義」をふまえながらも、福祉教育を学

校教育におけるひとつの教育活動という狭いとらえ方でなく、生
＊
涯学習の視点から広

くとらえることが重要であると考えています。

　その一つとして社会福祉の問題（生活するにあたっての課題や問題）を地域住民と

共に考え、共に学び、解決能力を共に高めていく活動も推進したいと考えています。

　「福祉教育」・子どもたちの通う学校などによる「福祉きょういく」

　　　　　　　（総合学習の場）

　「福祉共育」・地域の育ち合いによる「福祉きょういく」

　　　　　　　（地域単位の場）

　「福祉協育」・市民の学び合いと協力による「福祉きょういく」

　　　　　　　（生涯学習の場）

　上記の３分野を効果的に連携させることが大事であり、地域社会では児童・生徒へ

の「福祉共育・生活学習・ボランティア体験学習」としてとらえ、地域住民、学校福

祉施設を対象に、地域福祉まつりなどの世代間交流や遊び心あるイベント事に学習の

場を取り入れることをお願いするとともに、地区社協では、ミニデイサービス事業、

ふれあい・いきいきサロン事業にも体験学習を組み入れ事業の拡大を図るように努め

ます。また、福祉教育への支援としては車イスの貸出し及び指導・高齢者疑似体験用

具・点字版・アイマスクなどの貸出しを行います。福祉協育への支援は、ふなばし市

民大学校などの卒業生の活動の受け入れ態勢の整備に努めます。

　福祉教育の定義は、専門的には次のように考えることができます。

　「福祉きょういく」は日常的な生活や福祉課題などについて、個人のレベル、

家族のレベル、地域のレベルでの解決力を醸成していくための主体的な学習活動

であり、また、共生の思想と社会的に疎外されていることが多い社会福祉問題と

の連携を図り、地域課題・家族問題などの解決を、個人の自助から社会的・意図

的な活動としてとらえ、参加と協働を促す過程であると考えられます。

　その内容として「一般的な福祉教育」「社会福祉学習」「ボランティア体験学習」

「生活学習」などがあります。

第４章　　共に生きるまちづくり
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　盪　地区社協の活動支援体制

　  　福祉きょういくは、地区社協内の小・中・高校が取り組んでいる総合学習の中で、

福祉体験学習として高齢者疑似体験、車イス体験、点字体験、アイマスク体験など

を行い、地区社協事業及び福祉施設にもボランティアとして参加・活動している学

校も多いと思われます。児童や生徒及び地域住民が、地区社協主催のボランティア

講座、体験学習を通して福祉の心を養いながら、地域住民とともに福祉きょういく

の普及に努めます。

　蘯　船橋市ボランティアセンターの役割と支援体制

　 　ボランティア活動をしたい人の相談・登録を行い、ボランティアを必要とする人

や福祉施設などとのコーディネートを行っており、ボランティア活動に必要な知識

や技術などを身に付けるための各種講座、研修会を開催し、ボランティア学習のきっ

かけ作りに努めます。また、ボランティア団体などが自由に交流するための掲示板

やメールボックスを設置し、団体が研修や打ち合わせを行うための部屋などを整備

することが望まれます。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 行政の福祉４計画
（高齢者保健福祉計
画、介護保険事業計
画、障害者施策に関
する計画、次

＊
世代育

成支援行動計画）に
対する理解を深め協
力します。

市社協・
地区社協

・ ふなばし市社協及び地区社協主
催の行事などでＰＲに努める。

盪 地域住民・学校・福
祉施設を対象に地域
福祉まつりなどの世
代間交流や遊び心あ
るイベントを開催し、
福祉活動、福祉学習
の機会を設けます。

地区社協 検
討

・ 地域福祉まつりなどの中で、児
童や生徒が福祉活動に参加する
機会を設けるとともに、地域住
民を対象に福祉学習会を開催す
る。

蘯 ふれあい・いきいき
サロン事業の充実を
図ります。

地区社協

・ 現在行われているふれあい・い
きいきサロンに障がい者の積極
的な参加を広報紙などによって
呼びかける。
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２．健康づくりの推進

　健康づくりに対する関心が高まっているなかで、生涯にわたって健康で生きがいの

ある生活を送ることは、誰にも共通した願いです。

　しかし、現代社会においては、糖尿病や高血圧、脳血管疾患などの生活習慣病が増

加し、寝たきりや介護を必要とする人が増え続けている状況にあります。このような

状況を改善するため、子どもの時期から食事の大切さや楽しさを身につけさせるため

の「食育基本法」が制定され、食育活動も行われてきています。

　また、地域住民が健康で心豊かに生活でき、活力ある社会にするために、従来に増

して健康の増進を図りながら、行政計画である「ふ
＊
なばし健やかプラン21」の推進に

協力し、支援していきます。

　健康づくりには、食事や運動も重要な要素ですが、それだけでなく日常生活を取り

まく地域環境や学校教育、生涯学習、・そして地域での仲間との支えあいなどのさま

ざまな要素が大切になってきます。

　また、健康づくりは個人で取り組むことが基本ですが、個人の努力だけでは限界が

あるため、地域住民をはじめとして各種団体と連携して、個人の健康づくりを地域で

支援していくことが必要です。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 地域住民のための健
康相談・健康学習の
場を充実させます。

地区社協 検
討

・ 生活習慣病を中心とした体験学
習を実施するとともに、高齢者
などに対する日常生活上の健康
相談を受ける機会を増やす。

盪 「ふなばし健やかプ
ラン 21」の推進に協
力します。

市社協・
地区社協

・ 市民が健康で生活できるよう、
プランに基づく事業やイベント
に積極的に参加・協力する。

蘯 食育を通じて子ども
の健康づくりを推進
します。

地区社協 研
究
検
討

・ 望ましい食生活を送るために、
子どもの時から食の大切さを親
子で学べる機会を作る。

盻 心の健康を推進しま
す。 地区社協 研

究
検
討

・ 自殺者やいじめなどに対して、
家族や地域の人たちに対し有用
な知識や活動情報を提供するこ
とに努める。
・ 動物とのふれあいを通じた、精
神的・身体的な疾病の治療、情
報の提供に努める。

眈 開業医や保健師と連
携して、介

＊
護予防の

ための相談事業や教
室を実施します。

市社協・
地区社協

検
討
検
討

・ ふなばし市社協及び地区社協で
の行事などで、介護予防及び認
知症に対する相談、講習会を実
施する。
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３．地域資源の把握と活用

　地域社会の中で、個人が人として尊厳をもって自立していけるよう地域で支援する

ことが大切であり、地域住民個々の福祉ニーズに応えるためには、地区社協が「福祉

相談窓口」の機能をもつことが一層期待されています。この期待に応えるためには、

地区社協の役員が中心となって、地域に存在する地域資源である人材、福祉関連団体、

ＮＰＯ、社会福祉事業者、関係機関、福祉サービスなどを把握することが必要です。

　また、個々の福祉課題に応じて集まり、話し合い、課題を共有し、課題解決のため

の福祉情報を提供し合う場が地区社協であると考えられることから、その体制づくり

に努めます。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 障がいや難病につい
て見識のある人材や
関係者との連携を図
ります。

市社協・
市　　　

研
究
検
討

・ 医師会・保健所及び保健センタ
ーの保健師などの関係機関と連
携を強化し、障がいや、難病に
ついて地域住民に対する理解を
深めるよう努力する。

盪 在宅介護支援センタ
ーと各関係機関との
連携強化を図り、（仮
称）「障

＊
がい者支援

ケア会議」を設置し
ます。

市社協・
市　　　

検
討

・ 介護予防施策や地域の状況把
握・緊急時への対応など連携を
図るなかで、障がい者に対する
支援に努める。

蘯 ＮＰＯとの連携を強
化します。

市社協・
地区社協

検
討

・ 地区社協主催行事及び在宅福祉
サービスでの協力を得るため、
市内福祉関係ＮＰＯと連携強化
に努める。

盻 福祉相談窓口の設置
に努めます。 地区社協

・ 地域住民の福祉ニーズに応える
ために地区社協が福祉相談窓口
の役割を果たすように努める。



44 45

４．横断的な組織のネットワーク化と情報の共有化

　ＮＰＯ、ボランティア団体、社会福祉事業者、福祉団体などが地域福祉を推進して

おり、きめ細かな福祉サービスを効果的に提供するためには、それらの連携・協働が

不可欠であり、地域に存在する社会資源の自主性・主体性を尊重しながら、お互いの

信頼関係の中で、地域で果たす役割・機能・活動状況を明確にすることにより、相互

の支援体制・協力体制の確立や福祉情報の共有化が図られ、地域福祉活動の向上が期

待されます。

　このことから、（仮称）「地域福祉関連団体連絡協議会」の設置に向けて話し合いの

場づくりを確立し、地域の横断的福祉ネットワーク化を目指します。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 船橋市ボランティア
センターと船橋市市
民活動サポートセン
ター、ふなばし市民
大学校などとの連携
を図り、地域住民の
ためのボランティア
コーディネート機能
を強化します。

市社協・
市　　　

検
討

・ 地域の福祉活動に関心あるボラ
ンティア団体やＮＰＯなどがふ
なばし市社協と連絡の取りやす
い体制づくりに努める。

盪 地域の情報を一元化
しメールやインター
ネットなど電子媒体
による情報のやり取
りが総合的にできる
システムづくりを検
討します。

市社協・
地区社協

研
究
検
討

・ ふなばし市社協及び地区社協で
ホームページを作成し、情報の
やり取りの充実を図る。

蘯 地区社協を中心とし
た地域福祉に関する
組織や団体の連携、
情報の共有化を図り
ます。

市社協・
地区社協

検
討

・ 地区社協参加団体を中心とした
連絡会議などの開催に努める。

盻 （仮称）「地域福祉
関連団体連絡協議
会」を設置します。

地区社協 検
討
検
討

・ 地域の福祉関連団体とのネット
ワーク化を図るため、連絡協議
会の設置を検討する。
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ガイドヘルプ様子

中学生ボランティア
研修様子
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第５章　支え合いといたわり合いの地域づくり

　支え合いといたわり合いの地域づくりを推進していくためには、市民参加による共

助が不可欠となってきます。その活動の担い手の中核は、民間の福祉団体であるふな

ばし市社協及び地区社協であり、特に地区社協と地区民児協、そして町会・自治会、

地区自治会連絡協議会（以下、地区連協という）をはじめ、障がい者団体を含めた福

祉関連団体やＮＰＯ、ボランティア団体や福祉施設などによる密接な連携が重要な要

素となっています。

　そして、密接な連携を図るには、ふなばし市社協と地区社協が地域住民から信頼さ

れる団体として、地域住民に密着した組織運営を図りながら、活動と事業を展開して

いかなければなりません。上述の視点を踏まえ、運営面・ソフト面（体制や人材、サー

ビス）・ハード面（活動拠点）・財政面などから実行可能な活動計画を策定します。

　第一には、公私協働の下にどのような組織で運営するかという組織運営に関する課

題、第二には、どのようにして一人でも多くの住民に参加してもらうのかという住民

参加の課題、第三には、どのような計画でどのようなサービスを展開するのかという

ソフト面、第四には活動拠点の再整備や拡充にかかる課題、第五には、これらの活動

や事業を展開していくための財政的裏づけをどのようにするのかという財政的課題の

解決が求められます。

　まず、ふなばし市社協と地区社協の運営や活動状況、事業などの現状を分析し、課

題解決や計画の枠組みを再構築し、この枠組みを中長期的に検討していくべきものと、

短期計画で実施に移さなければならないものとの明確化が必要です。

また、その計画がどのような理念で何を目的とするかが重要であり、少なくとも理念

や目的などについてふなばし市社協の役職員と地区社協管理運営者（地区社協管理運

営の中核となるボランティア＝理事・評議員）が共通認識をもつとともに、地区社協

の組織構成のあり方や活動内容、各種事業に取り組み実行する基本的共通課題を示す

必要があります。

１．地区社協の組織運営の強化

　船橋市地域福祉計画策定のための市民アンケート調査の結果が示すとおり、地域住

民としての意識や福祉に対する関心度が問われている今日、地域の中でより多くの人

たちが地区社協活動に参加し、管理運営の中心となる人材の確保は重要な課題です。

今後は、なお一層、自助と共助による地域福祉を地域住民が主体的に創造していく必

要があり、地域の福祉課題は地域住民の力で解決するというシステム作りを目指すこ

とが重要です。

　この地域を終
つい

の住
すみ

処
か

と考えている人で、地域の環境や福祉、教育問題などに関心を

もっている人、地域事情に精通している人、少なくとも地域をより良くしたいと願っ

ている主体的でボランティア精神の旺
おうせい

盛な人を地域の中で確保し、結集させていくこ

とこそが組織強化の原点であると考えます。
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　船橋市地域福祉計画策定のための市民アンケート調査の結果から見ても、ふなばし

市社協や地区社協の活動に対して地域住民の関心がいまだに薄いと感じられるところ

ですが、少なくとも事務拠点をもち、専従の職員が配置されている地区社協は地域の

コーディネーターとして中核的役割を担っていく責任があります。

　そのためには、まずは地区社協自身が地域の民間福祉団体として、地域住民の信頼

に応えられる組織運営をしていかなければなりません。また、町会・自治会や地区連

協はもちろんのこと、地域内にある福祉関連団体や福祉施設、ＮＰＯやボランティア

団体などとの連絡調整の役割も果していかなければなりません。さらに、個別の福祉

ニーズにも対応できるボランティアの拡大・強化が図れる体制づくりと資質向上が不

可欠です。

　前述の地域のコーディネーターとしての機能は、地区社協の組織運営の中のシステ

ムとして位置づけ、その責任は地区社協会長にあることを確認し、その上で事務局員

（地域コーディネーター）は福祉ニーズや生活課題などの福祉相談窓口として初期相

談に対応します。また、その相談内容を整理した結果、地区社協会長をはじめとした

管理運営者と連絡・相談・調整をし、行政や在宅介護支援センター、福祉団体などの

社会資源に結びつけるなどの支援内容を協議するといったつなぎ手の役割も必要にな

ります。

２．人材の確保と質の向上

　上記のような組織運営や活動、事業を展開していくためには、有為な人材を一人で

も多く確保する努力が必要です。これまで町会・自治会の運営や各種行事に参加して

きた人たちをはじめ、民生・児童委員、青少年相談員や補
＊
導委員、体

＊
育指導委員、防

第５章　　支え合いといたわり合いの地域づくり

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 組織体制の同一化、
部会制を導入しま
す。

市社協・
地区社協

検　

討

・ 管理運営者（理事・評議員）定
数や組織体系図の統一化、ふな
ばし市社協（会長）と地区社協
（会長）の関係を明確にする。
・各事業ごとに部会を設ける。

盪 管理運営者（理事・
評議員）に対する研
修会などを実施しま
す。

市社協・
地区社協

・ 地域福祉の理念や目的、組織の
管理運営、管理運営者（理事・
評議員）の役割、ボランティア、
地域のコーディネート機能（コ
ミュニティワーク）を受けもつ
ための知識の習得などに関する
研修会などを計画的に開催する。

蘯 インターネットなど
による情報のやり取
りを実施します。

市社協・
地区社協

・ 各地区社協にパソコンを配備し、
インターネットによるホームペ
ージの作成やメールなどを活用
した情報のやり取りを実施する。
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犯指導員やＰＴＡなど、制度ボランティアとして活躍された人たちなどにその団体の

代表者を通じて働きかけをし、また、地区社協の管理運営者や事務局員（地域コーディ

ネーター）もあらゆる機会を通じて積極的に呼びかけていく努力が必要です。

　そのためには、これらの団体が主催する行事へ積極的に出席し、団体や関係者との

交流を深めるとともに、各種行事の共催や協賛を申し出ることなどを考え、ふなばし

市社協及び地区社協の運営や事業について理解と協力を求めていく努力が必要です。

　盧　町会・自治会と地区連協

　 　町会・自治会と地区連協、そして地区社協は表裏一体であり、福祉のまちづくり

はこの連携なしには考えられません。

　 　そのため、地区社協は地区連協と連携するなどして、町会・自治会に情報を提供

するとともに、ひとり暮らしや虚弱な高齢者、障がい者など地域での見守り活動や

安否確認、災害時の緊急救助活動などには町会・自治会と地区連協の協力は不可欠

ですので、事業活動推進への協力が得られる仕組みを構築していくことが重要です。

　盪　民生・児童委員

　 　戦前戦後を通じて、地域福祉の主な担い手は国からの委嘱を受けた民生・児童委

員であることはいうまでもありません。地域住民の間でも地域福祉の担い手として

知られ、地域の信頼も厚く地域の生活課題や福祉ニーズ、個別情報も把握し、町会・

自治会などとの関連も深く、病院や在宅介護支援センターなど、地域の福祉関連施

設や団体などとの連携も期待できる立場にあります。

　 　また、その活動も従来の行政と連携した支援を必要とする人などへの側面的な支

援活動から、地域との連携による各種福祉事業の主体的な活動者として移ってきま

した。

　 　このことから、地域の個別の福祉ニーズを行政や在宅介護支援センター、その他

の社会資源へつないでいく機能が地区社協の大きな役割であることを考えると、民

生・児童委員が運営スタッフの中心として一翼を担い、地域における福祉活動推進

の牽
けんいん

引者となっていくことが強く期待されます。

　蘯　市民大学校の卒業生

　 　市民大学校や千
＊
葉県生涯大学校への入学の動機を尋ねると、「もっと自分を高め

たい、仲間が欲しい、地域の人たちとの関わりをもちたい」など、向上心の旺盛な

人たちです。

　 　この人たちは、この船橋に愛着をもち終の住処と考えており、地域や地域福祉に

関心をもっている人たちでもあります。このボランティア精神と現役時代の技術や

技能などの諸能力を活かす場として持続的に関わりをもち、また、これからの社会

貢献の場の一つとして地区社協活動があることについて、十分理解と協力を得る努

力が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　盻　定年退職して在宅の人たち

　 　2007年には戦後生まれの団塊の世代の人たちが地域社会に戻ってきます。この大

部分の人たちは、心身ともに健康で現役時代とは何ら変わらない知力・体力・気力

をもっています。しかしながら、会社人間（企業戦士）から地域の人に変わること

に大きな戸惑いをもつ人も少なくないことが想定されます。今までのように会社の

同僚や取引先との人間関係から、地域の人たちとの人間関係を創っていくことが求

められる現実が待っています。

　 　地域に関わることによって、今までには経験できなかった上下関係や利害関係の

ない人間関係ができ、そこには出会いがあり、生きがいを見い出せるに違いありま

せん。

　 　地域に関わることが不得手な人がその第一歩を踏み出すためには、町会・自治会

などで行う行事に具体的な活動の場を提供し、自分のできる無理のない活動に参加

しやすい工夫や雰囲気作りも人材確保の一環として必要です。

　 　このような人たちのパワーが協働のまちづくり、支え合うまちづくり活動に大き

く活かされていくことが期待されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　
　眈　子育ての終わった主婦たち

　 　お母さんたちの人脈は、子どもを産み育てた時代から創られてきています。この

地を終の住処とした人たちは、地域のことも良く知っており、助け合い支え合うこ

とに長けています。また、仲間づくりもうまくボランティア精神も旺盛で、行動力

もあります。どの集会に行っても、このような人たちであふれています。

　 　このような人たちの中には、両親の介護の経験をした人やボランティア経験のあ

る人なども比較的多く見受けられるので、より多くの仲間づくりや自己実現の場と

しても地区社協活動をＰＲし、参加が得られれば大きな活躍が期待できます。

　眇　各種制度ボランティアの経験のある人たち

　 　先述の民生・児童委員のほかに青少年相談員や補導委員、体育指導委員、防犯指

導員などが、すでに地区社協の管理運営に参画し活動している地域も多いと思われ

ます。

　 　この人たちこそ地域の人材であり、その情報と活力をまちづくりに寄与できるよ

うなシステムづくりが必要です。

　眄　ＮＰＯやボランティア団体など

　 　地域の中のＮＰＯや各種ボランティア団体、地域の在宅高齢者の生活実態をよく

知っている老人クラブや障がい者団体などにもふなばし市社協及び地区社協の運営

や事業を知っていただき、積極的に参加できる場づくりが必要です。
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３．地区社協事業の充実・強化

　先述のとおり、現在、各地区社協ではミニデイサービス事業やふれあい・いきいき

サロン事業、ボランティア育成事業、地域福祉まつり事業と広報活動事業が各地区社

協主要５事業として行われています。これは、全市的に実施することにより市の地域

福祉活動の底上げを目的としています。また、地区によっては在宅福祉サービス事業

（助け合いの会）や福祉施設ボランティア、子育てサロン事業やシルバー男性料理教室、

福祉相談活動、高
＊
齢者委員会の設置など、地域の実情に合わせた幅広い事業が自主事

業として展開されています。

　しかし、介
＊
護保険制度の見直しや、地区社協の役割がミニデイサービス事業やふれ

あい・いきいきサロン事業が中心の事業型地区社協から、地域住民の福祉ニーズの変

化や多様化により「地域のトータル協働システム」、「地域の福祉相談窓口」としての

機能も一層求められてくるといった中で、現在展開している事業や内容の見直しと改

善がさらに必要となってくることが想定され、常に福祉ニーズの把握とそれに沿った

活動の展開に努めていくことが必要です。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 町会・自治会、制度
ボランティア、定年
退職して在宅の人な
どに対し、地区社協
活動や事業への参加、
協力を積極的に呼び
かけます。

市社協・
地区社協

・ 地域での各種行事に出席し交流
を深め、共催や協賛を申し出る。
・ 各会議に出席し、参加を呼びか
ける。
・ 各地区社協広報紙などを活用し、
活動や事業内容を知ってもらう。

盪 各種講座など（社会
福祉、ボランティア
など）を開催します。

市社協・
地区社協

・ 学生や一般の地域住民などを対
象とした入門的な講座などを開
催する。
・ すでに活動している人たちの資
質向上を図るための専門的な講
座などを開催する。
・ 他機関や団体で行っている講座
などの情報も案内し、参加を呼
びかける。
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　盧　事業開催拠点

　 　今まで、ミニデイサービス事業やふれあい・いきいきサロン事業などの開催場所

は公民館など決まった場所が中心となっています。また、比較的健脚で仲間同士で

参加する場合が多く、したがって利用者の固定化も多く見受けられます。

　 　しかしながら、病弱で引きこもりがちの人など、サービスをより必要としている

人たちにも参加してもらえるようにするためには、定期的に決まった場所で開催す

るほかに、町会・自治会館や空き住宅、空き店舗、一般住宅の開放などによる「移

動ミニデイサービス事業」のような方法も、地域密着型事業展開の一環として実施

に向けての検討が期待されます。そのためには、地域の篤志家や商店会、住民の協

力が必要になってきます。

　盪　高齢者地域ケアチームとの連携事業

　 　平成18年度からの介護保険制度の見直しで、介護保険対象外となる虚
＊
弱高齢者に

対する福祉サービスの補完事業も視野に入れておく必要があります。

　 　高齢者地域ケアチームは市保健師や民生・児童委員、在宅介護支援センターや地

区社協などで組織され、「日常的に何らかの支援を必要とする高齢者などに、介護

予防及び生活支援に関する総合的な調整と地域ケアのネットワークづくり」を目的

に作られていますが、ひとり暮らし高齢者の状況把握や緊急時の対応、障がい者に

対する支援などの活動も求められてきています。

　 　ある地区社協ではすでに、隔月に開催している高齢者地域ケアチーム定例会議の

ほかに、高齢者地域ケアチームが地区社協の開催する移動ミニデイサービス事業に

連携、協力して取り組んでいます。

　 　今後は、地区社協との協働による健康相談や健康講話など、介護予防施策などの

取り組みの検討が必要です。

　蘯　人材の育成

　　①　事務局員（地域コーディネーター）

　 　先述のとおり、益々多様化する地域福祉活動を推進するにあたっては、地区社協

の基本的活動の一つであるコーディネート機能が一層重要になり、その機能を十分

に発揮するためには、事務局員（地域コーディネーター）の果す役割がきわめて大

きなものであると考えます。

　 　事務局員（地域コーディネーター）については、地域住民と地区社協の接点にあっ

て、地区社協会長以下管理運営者の指示のもとに、地区社協内及び関係者や諸機関・

団体間の連絡・調整、各種資料の調製などの実務に加え、地域住民からの初期相談

や生活課題の解決など、コミュニティワークという視点から的確に対応できる人材

として組織体系に位置づけ、その業務内容を明確化し、地域での福祉の諸問題に対

応できる資質向上を図る研修などが求められています。

　 　また、地域内より優秀な人材を幅広く公平に登用し、地区社協への理解を深める

視点からも公募制を取り入れることが必要です。

　 　このことから、事務局員（地域コーディネーター）はまず第一に地区社協事業計
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画に基づき、その事業を実行するための業務に携わっていることを十分理解する必

要があります。

　 　第二には、会長など管理運営者との連絡調整、ふなばし市社協との連絡調整と指

導・指示事項についての処理、行政や関係諸機関・団体（民生・児童委員、在宅介

護支援センター、福祉施設など）との連絡など外部との連絡調整があります。

　 　第三には気軽に相談ごとに対応できる対人応対、電話応対、相談事項の調整であ

り、特に公文書の扱い、理事会などの議事録の管理、名簿の管理保管（個人情報保護）、

規約のファイル、活動記録のファイルなど事務局員（地域コーディネーター）とし

ての基本事項についての研
けんさん

鑽、そして福祉相談窓口としての役割も果しつつ、地区

社協の持つコーディネート機能が円滑に果たされるよう、その業務要件と目的を明

確にした計画的、段階的な研修が必要です。

　 　また、ふなばし市社協は雇用者として、事務局員（地域コーディネーター）の声

を直接聞くための意見交換の場づくりを積極的にすすめる必要があります。

　　②　管理運営者

　 　民間団体であるふなばし市社協及び地区社協を中心とする「地域の助け合いによ

る福祉」を具現化していくためには、管理運営者は「措置による福祉」から「地域

のトータルケアによる福祉」に変わったことの共通認識をもつとともに、地域福祉

の理念や目的、組織の管理運営、ふなばし市社協及び地区社協の目的や機能、ボラ

ンティア活動を通しての自己実現など幅広い見識と資質が要求されてくると考えら

れることから、管理運営者（地区社協管理運営の中核となるボランティア＝理事・

評議員）に対して、計画的な研修が必要です。
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小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 主要５事業（ミニデ
イサービス事業など）
の充実を図ります。

市社協・
地区社協

・ 地域密着型の主要５事業とし
て、関係機関や団体との協働に
より、一層の拡充、拡大を図る
とともに、地域の状況や社会福
祉の動向などに即した事業の展
開を心がける。

盪 各地区社協自主事業
（在宅福祉サービス
事業など）の充実を
図ります。

市社協・
地区社協

・ 地域密着型の各地区社協自主の
事業として、関係機関や団体と
の協働により一層の拡充、拡大
を図るとともに、地域の状況や
社会福祉の動向などに即した事
業の展開に心がける。
・ 在宅福祉サービス事業（助け
合いの会）実践団体に対し、相
互の情報交換や交流などが図れ
るような支援や連携強化に努め
る。
・ 介護予防事業や詐欺・悪質商法
の防止策など、地域での対応を
検討する。

蘯 地区社協事業を実施
する場として、公共
施設や空き店舗、町
会・自治会館などを
利用できるように、
行政や商店会、町会・
自治会などに要請し
ます。

市社協・
市　　　

・  各種広報紙やチラシ、ホームペ
ージなどの活用や各会議などに
出席して、地域福祉活動への参
加の一つの手段として場所の提
供が得られるように努める。
・ 気軽に集えるふれあいの場とし
ての環境や雰囲気、イメージづ
くりを検討する。

盻 高齢者地域ケアチー
ムとの連携の強化を
図ります。

市社協・
地区社協

・ 介護予防施策や地域の状況把
握、緊急時への対応など、連携
の強化に努める。また、障がい
者に対する支援についても検討
する。

眈 事務局員（地域コー
ディネーター）を組
織体系に位置づけま
す。

市社協・
地区社協

検
討

・ 業務を明確にし、組織体系の統
一化を図り明確な位置づけを行
う。

眇 事務局員（地域コー
ディネーター）の確
保に公募制を導入し
ます。

市社協・
地区社協

検
討

・  各種広報紙やチラシ、ハローワ
ークなどを通じた公正な募集に
努める。
・ ふなばし市社協や地区社協関
係者などによる面接などを実施
し、優秀な人材を幅広く登用す
る。
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小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

眄 事務局員（地域コー
ディネーター）に対
する研修会などを実
施します。

市社協

・ 事務的業務のほかに、地域のコ
ーディネート機能（コミュニテ
ィワーク）を受けもつことがで
きるよう研修会などを実施し、
資質の向上に努める。

眩 （仮称）「地域福祉
関連団体連絡協議
会」の設置を推進し
ます。

市社協・
地区社協

検
討
検
討

・ 地域の福祉関連団体とのネット
ワーク化を図るため、連絡協議
会の設置を検討する。

眤 有
＊
償ボランティアや

地
＊
域通貨について研

究をします。

市社協・
地区社協

研
究
研
究
研
究

・ 有償金額の設定やシステムなど
を含めた研究を行う。

眞 移
＊
送サービスにつ

いて調査研究をしま
す。

市社協・
地区社協

検
討
検
討
検
討

・ 各地区社協事業の現状や利用者
の状況などを把握し、NPO や
福祉事業所などと連携を図りな
がら、立ち上げについて検討す
る。
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４．活動拠点の整備・拡充

　盧　活動拠点（地区社協の事務拠点）

　 　各地区社協事務拠点の設置場所や面積については、地域住民や行政から期待され

ている活動を展開していくためには、行政のさらなる支援・努力のもと、地域福祉

の推進基地としてふさわしい条件整備が行われ、拡充することが望まれます。　

　盪　移動事業の拠点（ミニ・ミニデイサービス事業などの開催場所）

　 　地域密着型の事業を展開していくためには、すでに述べているとおり、地域福祉

を推進し支えるための重要な一員である地域住民や篤志家、商店会などの協力が不

可欠であり、地区社協事業の地域への浸透に対してさらなる努力が必要です。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 公共施設や空き店舗
などを使用した地区
社協事務所の整備、
拡充に努めるととも
に、関係機関などに
要請します。

市社協・　
地区社協・
市　　　　

・ ただ単に広さや場所だけではな
く、相談に来やすい、入りやす
い、電話しやすいなど、開かれ
た事務所として、その環境や雰
囲気、イメージなども検討する。
・ 各種広報紙やチラシ、ホームペ
ージなどの活用や各会議などに
出席して、地域福祉活動への参
加の一つの手段として場所の提
供が得られるように努める。

盪 地区社協事業を実施
する場として、公共
施設や空き店舗、町
会・自治会館などを
利用できるように、
行政や商店会、町会・
自治会などに要請し
ます。

市社協・
市　　　

・ 各種広報紙やチラシ、ホームペ
ージなどの活用や各会議などに
出席して、地域福祉活動への参
加の一つの手段として場所の提
供が得られるように努める。
・ 気軽に集えるふれあいの場とし
ての環境や雰囲気、イメージづ
くりを検討する。
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 ５．地区社協財源の確保

　地区社協活動が地域住民に理解され受け入れられるためには、地域に評価される活

動実績が不可欠であり、「拠出している会費がどのように活用されているか」といっ

た情報開示を積極的に行う必要があります。

　今後、企業や個人の寄付も含めた新しい財源確保は、地区社協の大きな課題です。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 市やふなばし市社協
からの助成金や補助
金を安定的に確保し
ます。

市社協・　
地区社協・
市　　　　

・ 理念や目標を実現させるため
に、地区社協の活動や事業が適
切な運営により効率よく実施さ
れているのかを把握し、活動や
事業の整理や見直し、新規事業
への対応（シフト）などを心が
け、本当に必要な助成金や補助
金の必要性を求めていく。

盪 企業や個人から寄付
金を募ります。

市社協

・ 助成金や補助金に頼らない自立
した運営を目指す。
・ 繰越金や各種収益金などの取り
扱いについて、明朗な決算報告
を行うことにより、理解が得ら
れるように努める。
・ 各種広報紙やチラシ、ホームペ
ージなどの活用や各会議などに
出席して、地域福祉活動への参
加の一つの手段として寄付が得
られるように努める。

蘯 寄付文化の創造を目
指します。

市社協

・ 共同募金、ふなばし市社協会
費、寄付金などはふなばし市社
協の主な財源となっていること
から、今後の地域福祉活動資金
について、市民の関心を高める
ように努める。
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第６章　地域福祉推進の基盤づくり

１．ふなばし市社協の地域福祉活動への取り組み

　活動計画の基本理念は、『地域住民の力を結集した共助社会の構築を目指して』と

して、ふなばし市社協、地区社協が地域福祉の進展を図ることにあります。

　この活動計画は、地域住民と協働してどのような取り組みを行っていくかを明確に

するとともに、船橋市地域福祉計画との整合性を図りながら、具体的な実施項目を盛

り込んだ行動計画で、この活動目標を達成するため、「安心して住み続けられる仕組

みづくり」、「共に生きるまちづくり」、「支え合いといたわり合いの地域づくり」、「地

域福祉推進の基盤づくり」を４つの柱として、推進していくうえで共通した考え方を

もたせています。

　地域福祉推進の基盤づくりでは、ふなばし市社協・地区社協とが協働で地域住民の

身近なところで地域福祉活動を展開しているのにもかかわらず、船橋市地域福祉計画

策定のための市民アンケート調査では、地域福祉に対する住民の関心の低さが見てと

れるため、啓発機能（広報紙・ホームページ）を見直し、運営にあたっては、情報を

開示することにより透明化を図ります。

　また、地域福祉を推進するためには、福祉関連団体の協力が不可欠であることから、

福祉関連団体が自らの目的を達成できるよう運営や活動についても、協力・支援体制

をつくります

　さらに、活動計画を推進するためには、多くの人材の確保や活動財源が必要なこと

から、安定した財政基盤づくりが重要課題となってきますので、会員増強運動や新た

な寄付文化の創造について、ふなばし市社協の財政部会で研究します。

　

２．ふなばし市社協に対する認知度・信頼度の向上

　ふなばし市社協では、全社協による「新・社会福祉協議会基本要綱」に基づき、住

民参加を基本におき、地区社協と協働して地域福祉活動を推進してきましたが、船橋

市地域福祉計画策定のための市民アンケート調査結果から見ると、ふなばし市社協が

社会福祉法に定められた「地域福祉を推進する目的で設置されている民間の福祉団体」

としての認知度は43.7％で、地区社協については33％でしかなく、地域住民の関心度

は低く、ふなばし市社協活動の認知度は十分とは言えません。

　現状の啓発機能（広報紙・ホームページ）などの見直しとあわせて運営にあたって

は、自らが主体的に適切な経営判断をするとともに、情報の開示を行い運営の透明化

に努めます。

　また、地域住民を意識した事業展開を図り、社会福祉法に定められた地域福祉を推

進する民間の福祉団体として、地域住民に信頼されるよう、より地域住民に密着した

事業展開の中で理解者の拡大を図るとともに、ふなばし市社協の専門性を確立します。
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新たに23地区社協ごとにホームページを立ち上げ、啓発機能の強化を図っていきます。

　盧　運営指針の明確化（Ｐ６，盧再掲）

　 　ふなばし市社協では、地域福祉推進事業を基幹事業として位置づけ、活動計画は、

地域住民を主人公として、地域への関心、関わり合い、意識を高めるとともに個人

のプライバシーを守りながら、市民相互の助け合いを再構築し、23地区社協活動を

中心に「誰もが自分らしく安心して暮らせる福祉のまちづくり（地域づくり）」を

協働して創っていきます。

　盪　職員の専門性

       活動計画では、地域を構成するあらゆる分野の団体などとの連携や協働のネット

ワークを構築することが重要であり、コミュニティワークを駆使した、さまざまな

地域課題解決のための福祉サービスの開発やネットワークづくりの展開など、専門

的な地域援助の技術が求められています。

　 　このため、ふなばし市社協職員の専門性（社
＊
会福祉士などの資格取得）の確立を

目指すとともに、ふなばし市社協職員と地区社協事務局員(地域コーディネーター )

の資質向上のための研修も実施します。　　　　　

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 　情報開示をしま
す。

市社協・
地区社協

・ ふなばし市社協の保有する情報
の公開規程に基づき、地域住民
に積極的に開示する。

盪 　運営指針の明確化
を図ります。

市社協
・ ふなばし市社協の発展強化計画
の策定を目指し、運営指針の明
確化を図る。

蘯 　職員の専門性を確
立するため、社会福
祉士などの資格取得
を目指した研修会な
どに参加するほか、
研修会も実施しま
す。

市社協・
地区社協

・ 職員研修などへの参加や、市社
協が作成したプログラムによる
研修の実施により、資質の向上
を図る。

第６章　　地域福祉推進の基盤づくり
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３．地域の諸団体に対する協力体制の整備

　ふなばし市社協の役割の一つとして、地域住民、当事者、福祉関連団体、社会福祉

事業関係者などの組織化・支援があります。

　このようなことから、地域に根ざして福祉活動を推進するため、福祉関連団体と協

力・連携を図りながら、一方では、団体の自主性・主体性を尊重した組織運営が出来

るよう支援し、関係団体との役割を明確にしながらお互いの信頼関係の中で連携体制

づくりを図るように努めます。

　⑴　地区社協に対する支援体制
　 　23地区社協の運営基盤の強化、育成、地域で解決困難な福祉課題の解決や事業活

動の支援もします。現在、地区社協を３人の職員が担当して支援をしていますが、

支援体制が不十分であり、５ブロック別担当制も検討しながら体制づくりに努めま

す。

　
　⑵　地区社協会長の位置づけ
　 　ふなばし市社協定款では、２３地区社協を支部として位置づけており、地区社協

の運営管理については、ふなばし市社協会長より地区社協会長へ委嘱により全面的

に権限を委譲されており、地区社協会長は地区の代表としての責任があることから、

ふなばし市社協の役員、評議員として位置づけ、意見が反映できるような組織体制

づくりをします。　　

　　　

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 　地区社協に対する
支援体制を確立しま
す。

市社協

・ ふなばし市社協の事業部会・財
政部会でふなばし市社協の運
営、事業を見直し、組織を再構
築して地区社協の支援体制を確
立する。

盪 　各種団体に対する
支援体制を確立しま
す。

市社協
検　

討

・ （仮称）「地域福祉関連団体連絡
協議会」を設置し、各種団体の
意見を取り入れながら支援体制
を整備する。
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４．財源基盤の整備

　地域福祉を推進するためには、多くの人材確保、仕組みづくりや活動財源が必要と

なります。

　ふなばし市社協の財源は、会費、共同募金配分金、寄付金、行政からの補助金、委

託金や自主事業からの収益金によって運営されています。

　活動財源は、「市民相互の助け合い」という意識を基本とし、地域住民の温かい善

意として、会費、共同募金、寄付金といった活動財源を地域住民にお願いしていますが、

長引く不況の影響などで減少傾向が続いています。地域福祉を推進するうえで、これ

らの活動財源の確保がより一層重要であることの周知を図り、理解を深めるように努

めることが必要です。

　たとえば、日常生活の中での記念日に寄付をすることや団体が行う福祉チャリティ

募金に協力することで、福祉に参加する意識の醸成を図ります。

また、寄付については税金の一部を控除できることをＰＲしながら、「寄付文化」の

創造を目指して広報紙、イベントなどによる市民啓発に努め、安定した財政基盤の強

化に努めます。

　ふなばし市社協では、財政部会の中で、「ふなばし市社協、地区社協の安定した財

政基盤づくり」を重要課題として研究します。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 　会費の増強運動の
展開を図ります。

市社協・
地区社協

・ 地域福祉を推進する立場から、
地域住民の福祉意識の醸成を図
り、地区社協と協働して新規加
入の開拓をする。

盪  　共同募金運動の強
化を図ります。

市社協・
地区社協

・ 地域福祉を推進するため、共同
募金運動の果す役割は重要なこ
とから、広報紙などにより配分
金の使途を明確にし、募金運動
の強化を図る。

蘯 　寄付文化の創造を
目指します。

市社協・
地区社協

・ 協働による地域福祉活動を豊か
にするため、広報紙、チラシ、
ホームページなどによる啓発に
努める。
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５．地域福祉推進のための長期ビジョン

　活動計画を推進するにあたって、第３章・第４章・第５章の年次計画のなかには、「研

究」や「検討」にとどまっている項目があります。

　その理由は、予算・体制などの制約からであって、長期的にはふなばし市社協活動

に必要な事業と考えます。

　それらを長期ビジョンとして、次のように整理して長期的に取り組むこととします。

小項目 実施主体
年次計画

実施内容
18 19 20 21 22

盧 （仮称）「地域福祉
活動計画推進委員
会」を設置します。

市社協

・ 活動計画の進捗状況の把握及び
提言・助言や、計画に向けての
課題の整理などが必要であるこ
とから委員会を設置する。　　

盪 ふなばし市社協発展
強化計画の策定を検
討します。

市社協 検
討

・ ふなばし市社協の健全な経営の
将来構想が求められており、地
域を支える民間の福祉団体とし
て責任を果すことが重要なこと
から、ふなばし市社協の事業部
会、財政部会で検討する。

蘯 地域活動での事故に
備えた基金の創設を
研究します。　　

市社協 研
究

・ ふなばし市社協発展強化計画
との関連があることから、ふな
ばし市社協の財政部会で研究す
る。
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5ブロックと23地区コミュニティ
［23地区社協の設立経緯］

◆ 昭和61年「千葉県地域ぐるみ福祉推進計画」により小域
福祉圏地域ぐるみ福祉ネットワーク事業推進委員会の組
織化が始まる。

◆ 平成10年度市内23地区に「小域福祉圏地域ぐるみ福祉ネッ
トワーク事業推進委員会」設置完了した。

◆ 平成12年度、上記の委員会を発展的解消し、市内23地区
全てに「地区社会福祉協議会」を設置した。
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＝南部ブロックの概要＝

１．南部ブロックの概要

　「南部ブロック」は、宮本・湊町・本町・海神の４地区社協で構成され、地区ごと

のより細かい実績を把握し、相互の連携を図りながら地域福祉活動の向上を目指すこ

とを目的に、平成13年11月に第１回会合を宮本地区社協が担当で各地区会長・副会長・

事務局長・事務職員・ふなばし市社協職員の計24人が参加して宮本公民館で開催した。

　平成16年度で各地区担当が一巡し、17年度宮本地区が２回目の当番地区となる。

　会議では、各地区のミニデイサービス、ふれあい・いきいきサロン、地域福祉まつ

り、ボランティア研修、シルバー男性料理教室、子育てサロン（宮本・本町地区は検

討中）などの活動状況について、意見交換が行われ今後の参考になることが多い。

　宮本・海神地区は地域範囲が広範囲のため、利用者の要望に応えるため開催会場の

確保に苦労している。
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（１）南部ブロック地域資源一覧

人　
　
　
　

口

総人口 98,370

年少人口（０才～ 14才） 11,649

生産年齢人口（15才～ 64才） 69,748

老齢人口（65才以上） 14,947

高齢化率 15

世帯数 45,758

高
齢
者
関
連
施
設

老人福祉センター 1

老人憩の家 11

ゲートボール場 1

在宅介護支援センター 4

訪問看護ステーション 5

デイサービスセンター 10

特別養護老人ホーム 0

養護老人ホーム 0

軽費老人ホーム・ケアハウス 0

高齢者関連施設計 32

障
害
者
関
連
施
設

知的障害児通園施設 1

簡易マザーズホーム 1

親子教室 0

言葉の相談室 1

知的障害者更生施設（通所） 0

知的障害者更生施設（入所） 0

知的障害者授産施設 0

身体障害者福祉施設 0

身体障害者療護施設 0

身体障害者授産施設 0

地域生活支援センター 1

精神障害者生活訓練施設 0

障害者関連施設計 4

子
育
て
関
連
施
設

保育所（公立） 10

保育所（私立） 1

幼稚園（私立のみ） 6

子育て支援センター 1

児童ホーム 3

放課後ルーム 10

小学校（公立のみ） 10

中学校（公立のみ） 4

高等学校（公立・私立） 2

養護学校 0

大学（学部別） 0

子育て関連施設計 47

保
健
医
療
関
連
施
設

保健センター 1

ケア・リハビリセンター 0

病院・診療所 79

歯科医院 69

保健所 1

看護学校 0

公衆浴場 13

保健医療関連施設計 163

生
涯
学
習
関
連
施
設

公民館 4

市民文化ホール 1

茶花道センター 1

視聴覚センター 1

図書館 1

体育施設 3

郷土資料館 0

飛ノ台史跡公園博物館 1

青少年会館 0

女性センター 1

市民センター 0

生涯学習関連施設計 13

都
市
基
盤
施
設
等

街区公園 21

近隣公園・地区公園 1

総合公園・運動公園 0

児童遊園 25

駅（路線別） 9

郵便局 9

消防関係 1

警察署・交番・駐在所 7

都市基盤施設等計 73

そ
の
他

出張所・連絡所 (駅前含 ) 1

心配ごと相談所 1

民生児童委員 129

福祉関連ＮＰＯ 8

福祉関連ボランティア（団体） 50

福祉関連ボランティア（人数） 1,147

※平成17年4月1日を基準に作成しています。

第７章　　地区社会福祉協議会のあらまし
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①宮本地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　　【数字は、H.17.4.1（現）】

　○面　積

　　　400.4ha

　○人　口（世帯数）

　　　30,002人（16,379世帯）

　○老齢人口（高齢化率）

　　　5,007人（16.6％）

　○町会・自治会数

　　　20町会自治会

　○要介護（要支援）認定者数

　　　715人

■地区社協の概要

　○設立年月日　：平成12年６月17日

　○事務拠点　　：宮本公民館内　蕁421-1018

　○ メンバー構成：理事（14名）の内【会長（１名）副会長（２名）事務局長（１名）

　　　　　　　 事務局次長（１名）会計（２名）書記（２名）監事（２名）顧問

（１名）】

　　　　　　　　：評議員（50名）

　○参加協力団体

　　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・青少

年相談員・ボランティア・船橋市赤十字奉仕団・小学校・中学校・ＰＴＡ・

公民館・児童ホーム・在宅介護支援センター

　○主な実施事業

　　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥シルバー男性料理教室　⑦車イ

スの貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　 　宮本小域福祉圏から平成12年６月宮本地区社会福祉協議会へ移行し、構成メン

バーは自治会役員、民生・児童委員、老人クラブ役員、体育指導委員など多岐にわ

たり連携をとりながら高齢者の福祉向上に努め、今日に至っている。

ミニデイサービスでクリスマス会
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■実施事業の特徴

　 　昨年夏、地区担当の保健師さんから「宮本地区について普段思っていること、自

分は地域のために何ができるか、みんなで話し合ってみませんか」との問いかけに、

民生・児童委員、地区社協のボランティア、長年宮本に住んでいる者が集まり、話

し合う会ができた。活動の第一歩として、近所の庭になっている「キンカン」をい

ただいてジャムづくりを行った。前日のキンカン採りから当日のジャム完成まで、

いろいろな人に教わりながら、楽しい会となった。今後も季節ごとに庭にある果実

を利用したジャムづくりを続けていきたいと思っている。

■現状と課題

　 　ミニデイサービス事業、ふれあい・いきいきサロン事業を公民館や自治会館を利

用し実施しているが、毎回定員を上回る参加者があり、うれしい半面、ボランティ

アの確保や経費面での苦労もある。ボランティア登録をしておきながら年１回ぐら

いしか活動しないボランティアでは困る。

　 　また、ふれあい・いきいきサロンについても５ヵ所の自治会館を利用して行って

いる。

　 　利用者も今後、増えてくることから、新たな会場確保とボランティアの確保に努

めなければならないと思う。

■今後の活動方針

　 　これまで年１回だった広報紙の発行を17年度は２回にし、新しい情報を地域の皆

さんに早く知らせるようにした。

　 　また、18年度から子育てサロンも実施することにし、公民館や児童ホーム職員の

協力を要請、実施内容を検討している。
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②湊町地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　　【数字は、H.17.4.1（現）】

　○面　積

　　　749.4ha

　○人　口（世帯数）

　　　19,532人（8,566世帯）

　○老齢人口（高齢化率）

　　　3,405人（17.4％）

　○町会・自治会数

　　　20町会自治会

　○要介護(要支援)認定者数

　　　374人

■地区社協の概要

　○設立年月日　：平成12年６月９日

　○事務拠点　　：南老人福祉センター　蕁433-9150

　○ メンバー構成： 理事（20名）の内【会長（１名）副会長（２名）事務局長（１名）

会計（２名）書記（２名）監事（２名）】

　　　　　　　　：評議員（18名）

　○参加協力団体

　　　　　 地区連協（町会・自治会）・地区民児協・老人クラブ・青少年相談員・ボ

ランティア・小学校・中学校・ＰＴＡ・中学校父母と教師の会・公民館・

老人福祉センター・青少年の環境を良くする市民の会

　○主な実施事業

　　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥ゴミ処理券取り扱い

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　地区社協設立の発足が他の地域より遅れをとっていたので、暗中模索での出発で

あった。

　地域全体の協力がなければという事から町会を中心に各種関係団体を網羅しての

組織となった。今後もこの組織母体を継続しながら活動の活性化、拡大をすすめて

いきたい。

子育てサロンで親子ビクス
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■実施事業の特徴

　子育てサロン事業については、０歳児の親子を対象に地域で孤立傾向や子育てに

ついて悩みを抱えるお母さん方に、自由なおしゃべりを通じて子育ての仲間づくり

とともに「親子ビクス・ベビーマッサージ」も行っている。

　ミニデイサービス事業では、午前中はクラフト（手づくり）の作成、午後は体操・歌・

ゲームと楽しい一時を過ごしている。また、ふれあい・いきいきサロンでは、実施

場所を替えて開催回数も増やし、お茶・お菓子の無料提供。折り紙や体操も行って

いる。

■現状と課題

　地域住民及び役職員とも、ふなばし市社協に対する認識が欠けているように思え

ます。また社会福祉協議会という名称もなじまないのではないかと考えます。地区

では「湊町なかよし会」というように住民が参加しやすい名称にと考えます。

　地域にふなばし市社協が定着するためには、地区社協関係者の理解度を高めなけ

ればならないと思います。また、事業は徐々に定着しつつあると思うが、その担い

手であるボランティアの協力が不可欠です。事業の拡大を図らなければと考えます

が、予算、対象者実施場所などを考慮しつつステップアップしなければと悩みます。

■今後の活動方針

　新規事業は当面考えておりませんが、現在実施している事業を拡大する方向で

す。（バス見学会、さわやかサロンなど）新規事業については職員体制の問題があり、

増員などの措置がとられれば十分検討していかなければならないと考えます。
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③本町地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　98.1ha

○人　口（世帯数）

　　15,128人（7,891世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　2,002人（13.2％）

○町会・自治会数

　　14町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　285人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年６月20日

○事務拠点　　：中央公民館内　蕁434-6556

○メンバー構成： 理事（23名）の内【会長（１名）副会長（２名）事務局長（１名）

事務局次長（２名）会計（２名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（41名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・青少年相談員・ボランティ

ア・体育指導委員・消防団・小学校・ＰＴＡ・船小父母と教師の会・ボー

イ、ガールスカウト・青少年の環境を良くする市民の会・公民館

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランテンィア育成　⑤広報紙の発行　⑥シルバー男性料理教室

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　小域福祉圏から引き続きの形で、平成12年６月20日に設立、本町地区自連協をは

じめ民生・児童委員などの協力を得て、地域高齢者のミニデイサービス、ふれあい・

いきいきサロンを始める。既に小域福祉圏の時代よりシルバー男性料理教室が開催

されており、基盤としては出来ていた。

　地域内の交流や親睦も図れており、とても良い方向に向っている。

ミニデイサービス
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■実施事業の特徴

　地区社協だけでは到底なし得ないことでも、地域の人たちの協力で全てが円滑に

動いています。現在本町地区に乱立しているマンションなどに対して、どう対処し

ていけば良いのか、歴史のある古い地区でもあるので考えながら事業の推進に努め

ている。

■現状と課題

　専用の公民館もなく中央公民館はなかなか使用出来ず、現在は各町会の集会室・

自治会館を使用しているが、ミニデイサービス、ふれあい・いきいきサロンなど参

加する高齢者にとっては、かえって参加しやすくなって喜ばれているが、他町会と

の関係が希薄になっている。

　また、地区では新旧の問題があり旧住民の神社を中心としたお祭り以外に関心が

ない町会を今後どのように取り入れていくかが課題である。

■今後の活動方針

　当地区では、子育て支援の体制は現在ありませんが「子育て応援メッセ2005」が

開催される中で協力をし、また地域の子ども会の父兄の協力を仰ぎ若年層の力を得

て地域福祉の推進に努めてまいります。
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④海神地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　275.9ha

○人　口（世帯数）

　　27,708人（12,922世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　4,533人（16.3％）

○町会・自治会数

　　34町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　651人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年５月14日

○事務拠点　　：海神公民館内　蕁437-2207

○メンバー構成： 理事（34名）の内【会長（１名）副会長（２名）事務局長（１名）

会計（２名）書記（２名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（41名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区児民協・老人クラブ・体育指導委員・青少

年相談員・ボランティア・保護司・青少年補導委員・小学校・中学校・Ｐ

ＴＡ・公民館・子育て支援センター・児童ホーム

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤子育てサロン　⑥広報紙の発行　⑦シルバー男性

料理教室　⑧車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　海神地区に平成４年～５年頃「海神地区福祉開発会議」が、平成５年「海神小域

福祉圏ネットワーク推進委員会」が創設されましたが、活動はどちらも休眠状態で、

「シルバー男性料理教室」と「広報事業」のみの活動でした。その後、施設見学、

各種研修を重ね平成12年２月に「ミニデイサービス」を実施することが出来ました。

　平成12年５月海神公民館オープンと同時期に、地域振興室を館内に設け、活動拠

ミニデイサービス
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点として海神地区社協が設立されました。その後「ふれあい・いきいきサロン」「ボ

ランティア育成事業」「子育てサロン」と事業を膨らませて今日に至っています。

■実施事業の特徴

　地区内では児童ホーム、子育て支援センターなどで母子支援の活動協力に努め、

また各小学校には車イスとアイマスクの体験学習の指導を実施、特に青少年の育成

強化を図ることを目途に支援を行っています。

　多くのボランティアのご協力により、乳児から高齢者までの幅広い層を対象にし

た福祉活動に取り組み、更に年２回の研修会を開催することで資質の向上に努めて

います。

■現状と課題

　地区では多くのボランティアが登録し活動しておりますが、高齢化がすすみこれ

から先、若年層のボランティアの確保が重要と感じています。ボランティアの参加

者を広く求めていくためには、福祉に対する学校教育こそ明日への重要課題と思い

ます。

　そして、各事業においては着実に成果を上げておりますが、障がいをもった人た

ちへの事業が不十分であり、今後は、これらをどのようにすすめていくかが課題で

す。

■今後の活動方針

　上記の実施事業と現状の課題を十分把握した上で、新人の発掘に心がけながら、

協調と努力をモットーに、地域福祉の向上が図っていけたらと願っています。
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＝西部ブロックの概要＝

２．西部ブロックの概要

　「西部ブロック」は、葛飾・本中山・塚田・法典の４地区社協で構成され、人口は

約127,400人全体の22.3％を占めております。

　中でも、それぞれが持つ歴史・立地などから異なった文化・特徴を有し、よって地

区社協の組織・機能・運営においても大きく違った体系を保持してきました。

　平成12年度各地区毎に設立された翌年より塚田を皮切りに順次年１回のペースでお

互いが発表する事と、その他情報の交換が行われ相互学び合う形でブロック会議が運

営されてきました。

　平成17年度は、これが一巡、新しい動計画のスタートに当り、今後は、行政の指向

と連動して、ふなばし市社協指導のもと、一歩踏み込んだ調整・画一化への対応が要

求されるため、今後開催されるブロック会議で新しい視点に立って議論してまいりま

す。
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（１）西部ブロック地域資源一覧

人　
　
　
　

口

総人口 127,464

年少人口（０才～ 14才） 18,435

生産年齢人口（15才～ 64才） 90,914

老齢人口（65才以上） 16,381

高齢化率 13

世帯数 53,855

高
齢
者
関
連
施
設

老人福祉センター 1

老人憩の家 10

ゲートボール場 3

在宅介護支援センター 4

訪問看護ステーション 2

デイサービスセンター 10

特別養護老人ホーム 3

養護老人ホーム 0

軽費老人ホーム・ケアハウス 2

高齢者関連施設計 35

障
害
者
関
連
施
設

知的障害児通園施設 0

簡易マザーズホーム 0

親子教室 1

言葉の相談室 0

知的障害者更生施設（通所） 1

知的障害者更生施設（入所） 0

知的障害者授産施設 0

身体障害者福祉施設 0

身体障害者療護施設 1

身体障害者授産施設 1

地域生活支援センター 0

精神障害者生活訓練施設 0

障害者関連施設計 4

子
育
て
関
連
施
設

保育所（公立） 4

保育所（私立） 7

幼稚園（私立のみ） 9

子育て支援センター 0

児童ホーム 3

放課後ルーム 9

小学校（公立のみ） 9

中学校（公立のみ） 4

高等学校（公立・私立） 3

養護学校 1

大学（学部別） 0

子育て関連施設計 49

保
健
医
療
関
連
施
設

保健センター 0

ケア・リハビリセンター 0

病院・診療所 65

歯科医院 63

保健所 0

看護学校 0

公衆浴場 7

保健医療関連施設計 135

生
涯
学
習
関
連
施
設

公民館 5

市民文化ホール 0

茶花道センター 0

視聴覚センター 0

図書館 1

体育施設 1

郷土資料館 0

飛ノ台史跡公園博物館 0

青少年会館 0

女性センター 0

市民センター 0

生涯学習関連施設計 7

都
市
基
盤
施
設
等

街区公園 31

近隣公園・地区公園 2

総合公園・運動公園 1

児童遊園 30

駅（路線別） 13

郵便局 10

消防関係 3

警察署・交番・駐在所 6

都市基盤施設等計 96

そ
の
他

出張所・連絡所 (駅前含 ) 3

心配ごと相談所 1

民生児童委員 132

福祉関連ＮＰＯ 3

福祉関連ボランティア（団体） 20

福祉関連ボランティア（人数） 337

※平成17年4月1日を基準に作成しています。
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①葛飾地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　370.2ha

○人　口（世帯数）

　　34,056人（16,281世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　3,520人（10.3％）

○町会・自治会数

　　20町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　582人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年６月７日

○事務拠点　　：西船橋出張所内　蕁437-6633

○メンバー構成： 理事（22名）の内【会長（１名）副会長（４名）事務局長（１名）

会計（２名）書記（２名）監事（２名）顧問１名）】

　　　　　　　：評議員（24名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・青少

年相談員・ボランティア・保護司・青少年補導委員・小学校・中学校・Ｐ

ＴＡ・公民館・市保健師・消防署・児童ホーム

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②地域福祉まつり　③ボランティア育成　④子育て

サロン　⑤広報紙の発行　⑥シルバー男性料理教室　⑦車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　平成12年６月、ふなばし市社協の支部として「葛飾地区社会福祉協議会」が再出

発をしました。引き続き葛飾小域福祉圏の事業を行っております。

　平成17年２月地区社協事務室は船橋市西船出張所新築移転にともない、その３階

に移り事業を展開しております。また、当葛飾地区社協の構成員は、町会・自治会、

老人クラブ、青少年相談員、体育指導委員、保護司、民生・児童委員、農協、ボラ

ンティアその他の福祉団体の中より、理事及び評議員として運営に参加と協力を得

子育てサロン（パネルシアター）
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ている。

■実施事業の特徴

　地区内の小学校に廃品利用の指導や社会福祉の意義・ボランティア精神を理解し

てもらう事を目的に老人・児童・ボランティアが一緒に物作りするなどへの支援を

行った。

　また、市健康増進課の協力のもとに母子活動の支援と協力に努めた。

　地区では多くのボランティアの協力により事業が実施されておりますが、レベル

アップを図るため年間２回のボランティア研修会を開催し、資質の向上に努めた。

■現状と課題

　地区では、多くのボランティアが登録し活動しておりますが、高齢化がすすみこ

れから先、若層のボランティアの確保が重要である。

　ボランティアの参加者を広く求めていくためには、福祉に対する学校教育こそ明

日への重要課題と思います。

　また、各事業については着実に成果を上げておりますが、障がいをもった人たち

の事業が不十分でありどのようにすすめて行くかが、今後の課題です。

■今後の活動方針

・「助け合い活動」民生・児童委員、地区連協と連携して、困っている人への手助

けをすることが出来る体制づくりをすすめたい。

・事務局員、ボランティアの質の向上と事務処理改善パソコンの有効利用のために、

パソコン講座への支援を行う。

・「防災体験」近い将来に発生すると予想されている大地震にそなえて、高齢者を

対象とした防災体験を行う。
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②本中山地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要
　【数字は、H.17.4.1（現）】
○面　積
　　98.9ha
○人　口（世帯数）
　　18,534人（8,692世帯）
○老齢人口（高齢化率）
　　2,229人（12.0％）
○町会・自治会数
　　18町会自治会
○要介護(要支援)認定者数
　　254人
■地区社協の概要
○設立年月日：平成12年５月29日
○事務拠点：本中山連絡所内　蕁047-336-7011
○メンバー構成： 理事（21名）の内【会長（１名）副会長（２名）事務局長（１名）

会計（１名）書記（２名）監事（２名）顧問（２名）】
　　　　　　　：評議員（60名）
○参加協力団体
　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・青少

年相談員・子ども会
○主な実施事業
　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥シルバー男性料理教室　⑦子育
てサロン　⑧手作りの会　⑨福祉バザー　⑩ボランティア交流会

■地区社協立ち上げから今日までの経緯
平成12年５月、本中山小域福祉圏推進委員会を母体として設立。
当初の事業：地域福祉まつり（お年寄りと子どもの集い）
　　　　　　ふれあい（ 虚弱高齢者に外出する機会を提供する会、平成14年度まで

実施）
　　　　　　 シルバー男性料理教室（17年度よりシルバークッキング）・手作りの会・

ミニデイサービス・各種研修会・広報事業
新規事業：平成13年度　ボランティア育成事業
　　　　　平成14年度　ふれあい・いきいきサロン・子育てサロン・福祉バザー
　　　　　平成16年度　ボランティア交流会
　　　　　平成17年度　車イスの貸出を含め11事業を実施
　地域福祉まつりでは、子ども会・体育指導委員・青少年相談員の人たちに、町会・
自治会並びに地区民児協の人たちには印刷物の配布などのＰＲ活動に、そして事業
実施に当たり保健師や公民館職員の人たちに協力をいただいている。
■実施事業の特徴
盧　ミニデイサービス：季節感あふれる作品・内容で、虚弱な高齢者にも十分楽し
める細やかな心遣いが随所に織り込まれている。毎回案内状を民生・児童委員に届
けてもらうが民生・児童委員と参加高齢者との意志の疎通に大いに役立っている。
盪　ふれあい・いきいきサロン：多くの人たちが参加出来るように「お出かけ編」

お年寄りと子どものつどい（地域福祉まつり）
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として地域内３ヶ所でも実施する。喫茶室を基本に、フラワーアレンジメント・絵
手紙・編み物・ゲーム軽体操など、ボランティアのアイデアで充実しており、大変
好評です。
蘯　地域福祉まつり：小域福祉圏のころから続いているお年寄りと子どもの集いは、
本年度13回目の開催となる。文字通り高齢者と子どもたちのふれあいを目的とした
お祭り。ゲームラリーや昼食会を交えビンゴ大会のほか、各事業の作品の展示と紹
介、北総育成園の新鮮な農作物や手工芸品を販売している。
盻　ボランティア育成：平成16年度は「愛を手で歌う」と題した福祉に関わる講演
とハンドソングコンサート、傾聴ボランティア講座（５回）を実施。ボランティア
の資質の向上、地域の人たちも参加できる地区社協のＰＲを兼ねたテーマと考えて
いる。
眈　広報紙の発行：事業の案内を中心にした「たんぽぽ」（５・９・１月の３回）、
１年のまとめとして「本中山福祉だより」（３月）を発行。各事業別の案内を発行。
眇　シルバー男性料理教室：本年度よりシルバークッキングと名称を変え、おおむ
ね60歳以上の男性を対象に実施。家に帰ってひとりでも作れることを目標に、簡単
で栄養を考え、旬の食材を取り入れた献立をと工夫している。
眄　子育てサロン：０～３歳児とその母親たちの交流の場。母と子のヨガや体操、
子どもを預かり母親単独での講演会と父と子を対象にしたサロンも実施。
眩　手作りの会：工夫をこらした手芸品（福祉まつりに参加した高齢者へのプレゼ
ント）を作ったり、雑巾を施設に寄贈している。
眤　福祉バザー：地区社協のＰＲの場として、公民館文化祭にて開催。地域の人た
ちに物品の寄贈、またその購入にも協力をいただいている。
眞　ボランティア交流会：日頃の活動に対する意見交換の場であると同時に、ボラ
ンティア同士の親睦を図るために実施。労をねぎらうことにもなっている。
■現状と課題
　各事業とも順調にすすんでいる。参加者にも好評で確実に成果が上がっている。
・ 地区社協が常時使用できる拠点がない：現在の事務室は利用時間等が制限されて
いる。

・ ボランティアの確保：常時登録を呼び掛けているが、登録数は60名、１事業に５
～30名のボランティアが必要。その都度協力者を募っているが、確保に一苦労。
一人のボランティアが幾つもの事業に参加協力しているのが現状である。そのた
め需要があるにも係わらず、これ以上事業を(種類・回数ともに)増やすのは困難
である。また、30～40歳代の女性ボランティアはパートで働いている人が多く、
やる気はあっても無償では引き受けてはくれません。

・ 有能でやる気のある幹部会役員の確保：各事業の責任者を兼ねている幹部会役員
は、負担が大きすぎ、事務処理まで行っているのが現状である。

■今後の活動方針
盧　現在実施している事業を着実に継続し、地域住民のニーズに沿った独自性を出
し、発展させる。特に子育てサロンに力を入れている。
盪　小学生に福祉に関心をもってもらえるように、事業の参加を求める。（高齢者
とのふれあいの場を作るなどする。）
蘯　ボランティアの高齢化対策と、その資質を高める。
盻　「たすけあいの会」を立ち上げる準備をする。
眈　災害時の対策マニュアルを作る。
眇　より多くの地域住民がボランティアや参加者として地区社協にかかわれるよう
に、町会・自治会、民生・児童委員、小学校、公民館などの協力体制をより充実さ
せる。
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③塚田地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要
【数字は、H.17.4.1（現）】
○面　積
　　418.0ha
○人　口（世帯数）
　　36,312人（14,261世帯）
○老齢人口（高齢化率）
　　4,156人（11.4％）
○町会・自治会数
　　41町会自治会
○要介護（要支援）認定者数
　　561人

■地区社協の概要
○設立年月日　：平成12年７月８日
○事務拠点　　：塚田公民館敷地内　蕁430-7345
○メンバー構成： 理事（16名）の内【会長（１名）副会長（２名）事務局長（１名）会計（２名）】
　　　　　　　：評議員（59名）
○参加協力団体
　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・青少年相談員・

ＮＨＫ学園ボランティア・赤十字奉仕団・市民大学校・県生涯大学・スポーツ健康大
学ＯＢ・小学校・中学校・ＰＴＡ・福祉施設・福祉関係民間企業・クリニック・公民館・
児童ホーム

○主な実施事業
　　　　 ①助け合い活動　②ミニデイサービス　③ふれあい・いきいきサロン　④シルバー男

性料理教室　⑤施設ボランティア　⑥子育て支援　⑦ボランティア育成　⑧広報紙の
発行　⑨地域福祉まつり　⑩ふれあい交流

■地区社協立ち上げから今日までの経緯
・平成２年　塚田小域福祉圏組織を塚田地区連合自治会を基盤としてスタート。
・平成７年　塚田福祉ネットワーク推進委員会として独立。
・平成９年　下部組織としてたすけあいの会を結成、在宅福祉活動を開始。
・平成12年　７月８日、これら組織を継承した形で塚田地区社会福祉協議会が発足。
・第１期（12年）　 拠点の整備、執務員、財源の確保、身分の明確化などの作業と関係機関団

体及び個人から参加を求める。
・第２期（13年）　 部会に、助け合い、ミニデイ、シルバーの３事業部、研修、広報の２部と

福祉まつりで構成、活動を始める。
・第３期（14年）　 ふれあいサロン事業部、施設ボランティア部を新設。役員の改選。関係機

関との連携強化のためサポート会議を創設。その第１回を12月５日開催。
・第４期（15年）　 全スタッフとユーザーが一堂に会して幅広く交流を深め、かつ横断的な効

果を期待する目的で、ふれあい交流会を常設することを決定。
・第５期（16年）　 第３次役員改選、組織、人事、機構の大幅刷新を実施、重要な研修部を事

業部に昇格し対応する。
・第６期（17年）　 子育て支援事業部を創設、これで全方位的対応が可能となる。その運営に

当たって公民館、児童ホームとの三位一体の体制を確立。更に、ふなばし
市社協の了解を得て第109条の指針に沿った規約の目的・事業・会員の３基
本条項を改訂し、期中なるもあわせて理事（役員）枠及び評議員の増員を
行う。

総会のようす
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■実施事業の特徴
盧 　毎期４月後半に開く定期総会（評議員会）での基幹決定に従い、全ての期中の執行案件と
対応については、月例の執行部会（部門・会間連絡調整会議）で審議し、重要な案件につい
ては月例の理事会に上程、決裁を得る。

　　常に執行責任者全員で考え、民主的に推進する方法を採用。
盪 　２つの管理部門は、常に対等な立場にあってお互いにけん制し合い、事務局主動になりが
ちな傾向を排除すると共に、予算会議を経て総会で承認をした各部門別予算の月次決算を理
事会に報告、資金の適正管理に心掛けている。

蘯 　部会は、今期より６事業部２部２委員会となり、これで全方位に対応が可能となる。
 　特に６事業部については①９年の実績を持つ在宅福祉サービスは、月次の幹事会、実践者会
議に部内研修と内部充実と結束を図り、現在ケアチームを介しての友愛訪問の拡大に注力②ミ
ニデイは５年120回の経験を生かし、中味の充実と初参加者の開拓にウェイトをかける③ふれ
あい・いきいきサロンは、自助・共助活動の基盤作りとして特に注目、身近な人たちとの仲間
作りの場所として拠点拡大（現在２場所）に努力④シルバー男性料理教室を通じて退職男性の
ボランティア参画、人材の活用をすすめる⑤子育て支援は、公民館と児童ホームとの連携によ
る複合効果を発揮し、新しく「ひよこ広場通信」を発刊するなど多彩な運営を目論む、以上の
諸策を推進するために10種ボランティアパンフを作成要員の確保に努め⑥研修事業部による年
間カリキュラムの検討会議の中で、今期特にボランティアの資質向上に注力⑦施設ボランティ
ア部はローゼンヴィラのホーム喫茶が定着、現在他施設への拡大を画策中⑧広報部は、年４回
各9,000部発行、紙面の充実に努めている。更に⑨10回目を迎える地域福祉まつり⑩４回目を迎
えるふれあい交流両委員会は、期初から新しい実行委員会を結成し、時間をかけて多くの意見
を取り入れて斬新な企画に心掛ける。

■現状と課題
　現在の地区社協の実情の中で、船橋市の地域福祉５ヵ年計画、即ち
１．地域に住む一人ひとりが努力すること「自助」94項目
２．地域が力を合わせて実現していくこと「共助」164項目
３．行政の責任において推進していくこと「公助」111項目
の大部分を継承する本活動計画を民間のボランティアによりこれを具現化していくためには、
盧 　この計画を策定した行政と、これを全面受け止めるふなばし市社協間において、上述の各
項目毎に担当する組織・施策・業務の流れなどを明示する。

盪 　ふなばし市社協の指導・支援を得て①ブロックとして担当する役務、これを推進する組織、
体制及び立地などへの考え方を指示、明らかにする。②末端を受け持つ地区社協として、画
一的に当面（最低限）どの様な組織・機能・体制を保持する必要があるか、これが５ヶ年計
画の中で順次どの様な拡充策を推進していけばよいか明らかにする。

蘯 　それぞれの項目を所管する行政と市社協の支援のもと①市民大学校・県生涯大学（行政が
補助する学校）など出身者に対する“責務”としての参加を積極的に呼び掛ける。②自治会・
民児協・日赤奉仕団・社会福祉企業及びＰＴＡなどの大きな組織に対しては地区社協運営の
中枢となるべく人材の参画を促す③公民館・児童ホームとの更なる連携強化策を追求する④
地区社協の事務所内で諸会議・連絡調整・打合せなどが円滑に開催できるよう拠点の拡充を
早急に講じる。

■今後の活動方針
　前述の課題を前提に盧西部ブロックの役務強化①各エリアを越えて４地区が共同して推進す
ることの方がより効果的な項目は何であるか抽出、採用する。②行政との関係、特に西部ブロッ
ク地区包括支援センターとの係わり、ボランティア要員・人材の確保、立地などから横断的に
体制を集約化した方がベターである点は何かを検討し、協議・連携を更に強化していく。
盪安定した財源の確保とサービスの徹底について関係する企業及び市福祉サービス公社、生き
がい福祉事業団との連携を図り遊休施設・提供施設を活用した給食の提供とひとり暮らし高齢
者へのフォロー、家事支援などの有償安心サービス事業の展開及びこれと併行して地域通貨制
度の検討をすすめる。蘯広域的な移送サービスシステムの構築を図るため塚田エリアの実態を
分析し上申する盻ユーザー向け研修の検討、自助項目の消化にはユーザー自らがすすんで関与
する姿勢が必要「求めよさらば与えられん」の基本を徹底するため、ボランティア研修と併行
してユーザー研修にも力点を置く。
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④法典地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　622.4ha

○人　口（世帯数）

　　38,562人（14,621世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　6,476人（16.7％）

○町会・自治会数

　　29町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　766人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年６月４日

○事務拠点　　：西老人福祉センター内　蕁430-8077

○メンバー構成： 理事（29名）の内【会長（１名）副会長（２名）事務局長（１名）

会計（２名）書記（２名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（24名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・婦人会・体育指導委員・

青少年相談員・子ども会・青少年問題連絡協議会・西老人福祉センター・

福祉施設・公民館・ひまわりたすけあいの会・丸山たすけあいの会

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥子育てサロン　⑦助け合い活動

⑧シルバー男性料理教室　⑨ゴミ処理券取り扱い　⑩車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　法典地区社協は、平成12年度法典地区社会福祉協議会の名称のもと、「法典小域

福祉圏推進委員会」が解散され、新メンバーのもとに発足を見ました。

　地域内の各協力団体の中から理事が選出され運営に当っております。現在は、地

区民児協の人たちや各町会より推薦を受けた方及び２つある「助け合いの会」から

も理事が出ております。地区社協を構成している地域の諸団体との交流は現在のと

子育てサロン



84 85

ころ地域の「地域福祉まつり」の時にしかなく、模索中です。

■実施事業の特徴

　各事業を運営するボランティアの人たちの熱意と行動力により、当地区社協の事

業の内容も年々充実・向上しています。

　現事業の拡充及び新事業立ち上げを目指し、色々な分野の人たちのボランティア

参加を呼びかけており、徐々にではあるが登録数も増加しております。

　助け合い活動について、有償・無償にかかわらず依頼件数も増加しているが、丸

山たすけあいの会が無償ボランティア活動の取り組みに動き出しました。

■現状と課題

　本地区は、木下街道沿いに東西に長く広い地域なので、地域を５ブロックに分割

して各町会の自治会館や２つある公民館を利用して、活動を実施している。

　ミニデイ事業の内容がマンネリ化しないようプログラムに工夫している。

　参加者を見ると女性が多く男性のお年寄りが少ないので、内容を工夫して男性を

多く参加させることが課題である。

■今後の活動方針

　法典地区社協の事業拡大により、地域福祉の更なる充実を目指し、今年度より「子

育てサロン」の拡充を目指し、ボランティアの募集と育成講座、さらにボランティ

アの勉強会を行い、リーダーを育成し18年度には子育てサロンの会場を１ヵ所から

２ヵ所増設するなど、子育て関係に当面は重点を置く。

　地区社協の財政的基盤をより強化するための調整・研究にも重点を置く。
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＝中央ブロックの概要＝

３．中央ブロックの概要

　「中央ブロック」は市内のほぼ中央に位置し、４つの地区社協をもつ地域です。各

エリアはそれぞれ固有の特性をもった地域であります。

　市内でも古い町と新しい町の混在した地域の夏見地区社協は子ども会から高齢者の

活動まで地域の連携が非常に良くとれた地域であります。

　高根・金杉地区は田園地帯が広がり、面積は市内でも有数の広さをもった地区社協

で「出前ミニデイサービス」など、特色ある活動を展開している地区社協です。

　高根台地区は高根団地を中心エリアとした地区社協です。高齢化率は26.3％（平成

17年４月現在）で、特に高根台２丁目などは44.2％という高齢者率の高い地区であり

ます。今、団地建て替えの時期を迎えており、多くの課題を抱えた地区社協であります。

　高芝地区社協はエリア内に居住する児童生徒の通学区域は13校にまたがり、警察署

も二つの管内にまたがるという特殊性をもった地域です。東葉高速鉄道「飯山満駅」

を中心に今後、大きく変貌が予想される地区社協でもあります。

高
芝
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（１）中央ブロック地域資源一覧

人　
　
　
　

口

総人口 80,589

年少人口（０才～ 14才） 10,747

生産年齢人口（15才～ 64才） 55,510

老齢人口（65才以上） 15,146

高齢化率 19

世帯数 32,187

高
齢
者
関
連
施
設

老人福祉センター 1

老人憩の家 6

ゲートボール場 3

在宅介護支援センター 4

訪問看護ステーション 1

デイサービスセンター 6

特別養護老人ホーム 2

養護老人ホーム 0

軽費老人ホーム・ケアハウス 1

高齢者関連施設計 24

障
害
者
関
連
施
設

知的障害児通園施設 0

簡易マザーズホーム 0

親子教室 1

言葉の相談室 0

知的障害者更生施設（通所） 1

知的障害者更生施設（入所） 0

知的障害者授産施設 0

身体障害者福祉施設 0

身体障害者療護施設 0

身体障害者授産施設 0

地域生活支援センター 0

精神障害者生活訓練施設 0

障害者関連施設計 2

子
育
て
関
連
施
設

保育所（公立） 7

保育所（私立） 6

幼稚園（私立のみ） 10

子育て支援センター 1

児童ホーム 4

放課後ルーム 11

小学校（公立のみ） 11

中学校（公立のみ） 6

高等学校（公立・私立） 3

養護学校 0

大学（学部別） 0

子育て関連施設計 59

保
健
医
療
関
連
施
設

保健センター 0

ケア・リハビリセンター 0

病院・診療所 38

歯科医院 35

保健所 0

看護学校 1

公衆浴場 0

保健医療関連施設計 74

生
涯
学
習
関
連
施
設

公民館 4

市民文化ホール 0

茶花道センター 0

視聴覚センター 0

図書館 0

体育施設 4

郷土資料館 0

飛ノ台史跡公園博物館 0

青少年会館 0

女性センター 0

市民センター 0

生涯学習関連施設計 8

都
市
基
盤
施
設
等

街区公園 16

近隣公園・地区公園 2

総合公園・運動公園 1

児童遊園 20

駅（路線別） 1

郵便局 7

消防関係 2

警察署・交番・駐在所 5

都市基盤施設等計 54

そ
の
他

出張所・連絡所 (駅前含 ) 2

心配ごと相談所 1

民生児童委員 84

福祉関連ＮＰＯ 4

福祉関連ボランティア（団体） 32

福祉関連ボランティア（人数） 503

※平成17年4月1日を基準に作成しています。
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①夏見地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　314.9ha

○人　口（世帯数）

　　23,955人（9,501世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　3,611人（15.0％）

○町会・自治会数

　　22町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　479人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年６月25日

○事務拠点　　：夏見公民館内　蕁425-3808

○メンバー構成： 理事（22名）の内【会長（１名）副会長（４名）事務局長（１名）

会計（１名）書記（３名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（26名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・ボランティ

ア・夏子連・小学校・中学校・ＰＴＡ・公民館・夏見優良店

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥シルバー男性料理教室　⑦夏見

たすけあいの会　⑧車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　平成12年６月に地区社協へ移行し、各事業として介護体験セミナー（３日間）、

ボランティア入門講座（１回）は公民館共催で行ったが、地区社協の単独事業とし

て、ミニデイサービス97回（内、出前13年６月→11回）・なつみサロン（14年５月

→29回）・シルバー男性料理教室（12年６月→35回）・勉強会８回・研修会３回・福

祉施設見学会５回・会報「夏見福祉だより」４号～12号を発行した。

　また、地区連協（共催または後援）、公民館（後援）、商店会（協賛）で、地域福

ミニデイサービス（クリスマス会）
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祉まつり（第２回～第６回）を実施した。福祉まつり実行委員会には、地区社協構

成団体以外に地域の各種団体、グループなどが参加している。

　今年発足の「たすけあいの会」の準備過程では、地区民協からも準備委員にかわ

り、準備会のなかで、率直な意見交換や打ち合せを行っている。

　なお、地区社協構成団体からは、地区社協の役員または評議員として参加してい

る。

■実施事業の特徴

　各事業を実施する中で、参加した人に喜んでもらい元気になっていただけるよう

に常に心がけ、その前提で実施前の打ち合せ、後の反省会も行い誰でもが自由に思っ

たことや気付いたことを発言している。

　また、新しい事業を起こすにしても無理なことをせず、総意を図りながら期の熟

したものからすすめている。

■現状と課題

　地区社協の運営については、一部役員の重荷になっており役員体制の見直しと任

務分担の明確が課題であるが、ミニデイ、ふれあい・いきいきサロン、シルバー男

性料理教室なども多くのボランティアの参加者を得て和気あいあいの内すすめてい

ます。

　地域福祉まつりでは、中学校の生徒も多く参加した高齢者の人たちは元気をもら

い生徒も地域と福祉の一端を学ぶチャンスとなって「老いも子も笑顔で暮らせる街

づくり」に一歩づつ近付くものになったと思われる。

■今後の活動方針

盧 　今年度は、新事業として「助け合いの会」を発足させるが、軌道に乗った時点

で「子育て支援」も取り上げる方針でいる。

盪 　もっと手軽にいつでも立ち寄って、お茶でも飲みながらおしゃべりなどが出来

るサロンを地域中に数多く作りたい。

蘯 　孫や家族、近所の人たちが気軽に行くことのできる家庭や地域の延長的な高齢

者施設を小規模なものでも、地区内に数ヶ所設けたい。

盻 　地区社協の構成団体を含む、地域の諸団体や諸施設の人などを定期的に交流・

懇談が出来る場を作りたいと思う。
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②高根・金杉地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　419.3ha

○人　口（世帯数）

　　17,273人（6,660世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　3,481人（20.2％）

○町会・自治会数

　　27町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　410人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年６月17日

○事務拠点　　：高根公民館内　蕁438-5671

○メンバー構成： 理事（18名）の内【会長（１名）副会長（２名）事務局長（１名）

会計（１名）】

　　　　　　　：評議員（149名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・青少

年相談員・青少年補導委員・ボランティア・保護司・小学校・中学校・Ｐ

ＴＡ・公民館・児童福祉施設・青少年の環境を良くする市民の会・商店連

合会・在宅介護支援センター・たすけあいの会・医療福祉施設団体

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤子育てサロン　⑥広報紙の発行　⑦助け合い活動

⑧車イス貸出　⑨ゴミ処理券取り扱い

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　発足当初は前段の「小域福祉圏」同様、知名度が低く、また諸団体の協力も少な

い中の出発であった。高根・金杉のもつ地理的条件である集会（公民館）の不便さ。

それにより「ミニデイサービス」を各町会・自治会の会館へ出向き、当該の団体と

の共同開催で地域密着を図った。翌年より部会制を導入、部員主体の特長ある事業

子育てサロン
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へと変転し、さらなる地域への知名度の浸透を図るとともに諸団体の参加協力の上

昇に繋がった。

■実施事業の特徴

　町会・自治会、民生・児童委員、町会の役員の人たちの協力により出前のミニデ

イ事業も始め利便を図っている。今後は「与える福祉ではなく参加する福祉」へと、

地区のボランティアの人たちが、きめ細かな愛情をもった取り組みを続けることで

和やかな雰囲気づくりをし、地区社協としては、ともすれば引きこもりがちになる

高齢者が参加の意欲を起こす内容を盛り込んだ企画を重ねて、効果的な事業運営を

すすめて行く。

■現状と課題

　活動も年々重ねるごとに事業も増大し、地域にも浸透しはじめました。事業も各

部会が中心となって、積極的に事業を展開しておりますが、事業実施に伴う事務処

理の重要性を痛感いたしました。

　各事業などについても少しずつ浸透してきておりますが、地域の福祉活動の対象

となる人達が「何を求め、何を期待しているか」を把握し、事業への取り組みを行

うことが必要であると思います。

■今後の活動方針

　実施事業及び現状の課題に記載されているが、高根・金杉の特性を生かす福祉の

考えを確立するとともに、地域会員の要望・要求を的確に把握し、より良い事業開

発・実行にすすみたい。

　助け合いの会の更なる充実を図って行きたい。
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③高根台地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　99.6ha

○人　口（世帯数）

　　11,311人（5,134世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　2,977人（26.3％）

○町会・自治会数

　　10町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　298人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年６月３日

○事務拠点　　：高根台公民館内　蕁467-4551

○メンバー構成： 理事（19名）の内【会長（１名）副会長（７名）事務局長（１名）

会計（２名）書記（２名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（46名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・青少年補導委員・病

院健康友の会・小学校・中学校・ＰＴＡ・父母と教職員の会・メンタルク

リニック・子育て支援センター・保育の会・新婦人の会・体育指導委員・

防犯指導員・四季彩・たすけあいの会・よろこびの会

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥助け合い活動　⑦子育てサロン

⑧宅配給食　⑨高根台公民館共催講座

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

・平成４年３月小域福祉圏ネットワーク設立

・平成12年６月高根台地区社協の設立

・参加団体「小域」17団体51名̶̶現在38団体65名

・ 町会・自治会との関係では、会長が毎年代わるなど意志の疎通が出来にくい事も

ティールーム“きんもくせい”小学生との交流
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あったが、地区社協設立後は理事会などでの情報交換もスムーズになり、相互の

理解、協力関係も深まってきた。

・ 地域の福祉団体である「たすけあいの会」「よろこびの会」地区社協はボランティ

ア室を拠点に協力し合いながら活動をすすめている。

・ 学校とは、福祉フェスティバルを機に交流が広がり、ボランティア講座などを通

し、より深く関わりをもつようになった。

・ 地域の子育て支援センターなどとの関わりも深まり、子育て支援の活動も広がっ

てきている。

・その他の団体とも、それぞれの特性を活かしながら協力関係を深めている。

■実施事業の特徴

　高根台団地の建て替え事業により、コミュニティが壊される中で、地域住民のふ

れあいの場としてティールーム「きんもくせい」をたすけあいの会と共催で開設した。

　週１回開店の「きんもくせい」は住民の憩いの場として評判を呼んでいる。

　会場である集会所は、団地の建て替え事業にともなって建設されたものである。

　高齢者をはじめ多世代の交流の場として、地区社協やボランティア講座のＯＢ・

助け合いの会なども参加し、建設に向けて積極的な役割を果たした。

　また、数年来高根台公民館と共催しボランティア講座を開催している。今年度は

新たに「子育て講座」を共催事業として開催した。公民館と共催する講座は、予想

以上の成果を上げている。

■現状と課題

　地区社協は諸団体・個人を含め38団体65名で構成されている。事務局員は事務局

長を含め３名。拠点は高根台公民館内ボランティア室。

　高根台地区は、団地の建て替え事業により町が変貌しつつあり、住民の不安や戸

惑いも広がっている。高齢化は市でもトップクラスにある。

　課題として、①高齢者の居場所づくり、若者の戻れる活気ある町づくり、災害に

強い安全な町づくりが求められている。②ボランティアの若返りが必要である。③

地区社協の認知度は依然として低い。船橋市の対応にもしばしば感じるところがある。

■今後の活動方針

　ＮＰＯの立ち上げなど研究し、地域住民のふれあいの場として、ティールーム「き

んもくせい」の本格的経営を目指す。このことを軸に地域の実情を捉え、住民の憩

いの場所・ふれあいの場所を増設していく。

　すでに実施している様々な活動を充実させ発展させるため、幅広い団体との連携

や意欲ある人材の確保に努める



94 95

④高芝地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　245.0ha

○人　口（世帯数）

　　28,050人（10,892世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　5,077人（18.0％）

○町会・自治会数

　　34町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　623人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年６月17日

○事務拠点　　：新高根公民館内　蕁469-5050

○メンバー構成： 理事（26名）の内【会長（１名）副会長（２名）事務局長（１名）

事務局次長（１名）会計（２名）書記（２名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（48名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・青少

年相談員・青少年補導委員・青少年の環境を良くする市民の会・小学校・

中学校・小中学校父母と教師の会・レインボークリニック・地域保健相談

員・保育園・公民館・児童ホーム・有識者

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤子育てサロン　⑥広報紙の発行　⑦シルバー男性

料理教室　⑧地域ふれあい　⑨心配ごと相談　⑩車イス貸出　⑪個別在宅

支援

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　地域における「福祉」といえば、かつては「高齢者問題」が全てであった。しか

し昨今は不登校、児童の安全、非行、暴力など、青少年に係わる課題や幼児の虐待

なども地域の課題となっている。一方、孤立しがちな若い母親を対象とした「子育

子育て支援事業“しゃべり場”
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て支援事業」も課題となっている。

　また、特異性のある問題として難病への対応や精神疾患を疑わせる問題なども「相

談事業」の中で増加しつつあります。

■実施事業の特徴

　高齢者と子供たちとの「異世代間交流グランドゴルフ大会」や家族が一緒に楽し

んだ「親子芋掘り大会」、子供たちから大人たちまで共に学んだ「盲導犬とのふれ

あい」などの各種事業は地域の中で高く評価され、多くの参加者を得た。

　また、公民館・児童ホームとの共催事業と位置付けている「子育て支援各種事業」

も実施回数が増えた。これらの活動を通じて地域の若い母親の中に地区社協の活動

が理解され浸透しつつあることを高く評価している。なお、当地区社協の特徴とし

ては地域の資源を最大限活用した事業展開を目指している。

■現状と課題

　事業推進の統括組織として「３部会」を編成し、事業部会の中に具体的事業の推

進を図るためチーム編成を行っている。また、事業を拡大・分化し、責任体制を明

確にした運営をめざすためには、リーダーの確保が必須条件となる。

　なお、各種事業を展開しようとする場合、会場の確保が年々難しくなる傾向にある。

　小学校などの空き教室が気軽に利用できるシステムの検討が望まれるところである。

　一方、年々虚弱化する高齢者の事業参加手段（送迎問題）は早急に解決を要する

課題である。

■今後の活動方針

盧　高齢者グループによる見守り活動

盪 　地域の商店、新聞店、郵便局、電気、ガス検討員、町会・自治会、民生・児童

委員などによる「安心ネットワーク」の編成

蘯　訪問ケア事業

盻　地域への「出前ミニデイサービス」の開催

眈　ボランティアの底辺を広める活動としての「研修事業」の検討

眇　地区社協独自、財源確保の事業を検討
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＝東部ブロックの概要＝

４．東部ブロックの概要

　「東部ブロック」は首都圏のベットタウンの船橋市のなかでも、早くから宅地開発

大型団地建設が行われてきた地域である。人口は、16万４千人・世帯数は６万７千で

現在、その初期に転住してきた人達の高齢化がすすみ、高齢化率は15％に達している。

　当ブロックでは、年１～２回連絡会議を開催して活動状況、情報の交換を行ってき

ている。特に地域福祉計画については、市主催の地域懇談会に先駆けて勉強会も２回

開催している。

　今後とも、連絡会議のほか「連絡・連携」を盛んにし、互いの優れた所に学び合い

ながら、地域福祉活動計画を取り入れた事業の推進を図っていく。
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（１）東部ブロック地域資源一覧

人　
　
　
　

口

総人口 163,547

年少人口（０才～ 14才） 23,076

生産年齢人口（15才～ 64才） 113,076

老齢人口（65才以上） 24,636

高齢化率 15

世帯数 67,229

高
齢
者
関
連
施
設

老人福祉センター 1

老人憩の家 18

ゲートボール場 6

在宅介護支援センター 5

訪問看護ステーション 5

デイサービスセンター 9

特別養護老人ホーム 4

養護老人ホーム 0

軽費老人ホーム・ケアハウス 1

高齢者関連施設計 49

障
害
者
関
連
施
設

知的障害児通園施設 0

簡易マザーズホーム 1

親子教室 1

言葉の相談室 0

知的障害者更生施設（通所） 0

知的障害者更生施設（入所） 0

知的障害者授産施設 0

身体障害者福祉施設 1

身体障害者療護施設 0

身体障害者授産施設 0

地域生活支援センター 0

精神障害者生活訓練施設 0

障害者関連施設計 3

子
育
て
関
連
施
設

保育所（公立） 4

保育所（私立） 6

幼稚園（私立のみ） 12

子育て支援センター 0

児童ホーム 5

放課後ルーム 14

小学校（公立のみ） 14

中学校（公立のみ） 7

高等学校（公立・私立） 4

養護学校 0

大学（学部別） 3

子育て関連施設計 69

保
健
医
療
関
連
施
設

保健センター 1

ケア・リハビリセンター 1

病院・診療所 88

歯科医院 84

保健所 0

看護学校 0

公衆浴場 1

保健医療関連施設計 175

生
涯
学
習
関
連
施
設

公民館 5

市民文化ホール 0

茶花道センター 0

視聴覚センター 0

図書館 1

体育施設 3

郷土資料館 1

飛ノ台史跡公園博物館 0

青少年会館 0

女性センター 0

市民センター 1

生涯学習関連施設計 11

都
市
基
盤
施
設
等

街区公園 43

近隣公園・地区公園 3

総合公園・運動公園 0

児童遊園 47

駅（路線別） 7

郵便局 11

消防関係 4

警察署・交番・駐在所 5

都市基盤施設等計 120

そ
の
他

出張所・連絡所 (駅前含 ) 4

心配ごと相談所 1

民生児童委員 166

福祉関連ＮＰＯ 10

福祉関連ボランティア（団体） 50

福祉関連ボランティア（人数） 929

※平成17年4月1日を基準に作成しています。
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①前原地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　299.6ha

○人　口（世帯数）

　　38,296人（17,745世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　5,161人（13.4％）

○町会・自治会数

　　19町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　622人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年６月10日

○事務拠点　　：東部公民館内　蕁471-8121

○メンバー構成： 理事（28名）の内【会長（１名）副会長（３名）事務局長（１名）

事務局次長（１名）会計（２名）書記（２名）顧問（２名）監事

（２名）】

　　　　　　　：評議員（56名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・青少

年相談員・ボランティア・小学校・中学校・ＰＴＡ・公民館

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥助け合い活動　⑦シルバー男性

料理教室　⑧車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　平成12年６月から地区社協としてスタートしたが、小域福祉圏推進委員会時代の

構成団体の持続ではなく、町会・自治会、民生・児童委員が主たる構成団体として

事業活動を展開してきた。平成16年度から小学校、中学校、小学校ＰＴＡ、体育指

導委員、青少年相談員、東部公民館、東部老人協議会などを構成団体に加え、連携

協力を密に保ちつつ事業の充実と幅広い展開を図ってきている。

ミニデイサービス（みんなでダンス）
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■実施事業の特徴

　地区全体の町会・自治会の世帯数は約14,000世帯、住民数も約39,000人とかなり

の大きい地区社協である。従ってよりきめ細かい事業展開のために、公民館でのミ

ニデイサービス・きらきらサロンの他に町会会館での出張ミニデイサービスを５ヵ

所、同じく町会会館でのきらきらサロンを２ヵ所で開催している。

■現状と課題

　各種事業の実施により地域の高齢者を出来るだけ孤独にしないために、出張ミニ

デイサービスやふれあい・いきいきサロン事業を開き、なるべく多くの人と接触を

してもらえるよう努力している。

　また、地域内で手助けのほしい人の見落としを少なくするために、地区の民生・

児童委員及び老人クラブの人たちとの連携を密にし、助け合いの会を充実させなけ

ればならないと思う。

■今後の活動方針

　親子で楽しいひとときづくり、親同士での友達づくり、育児相談などの子育てサ

ロン事業開設のため、16年度に２回試行して、17年度から年間的な事業展開に踏み

切ることにした。

　アイアイ・ランラン子育てサロンの中身の充実を図っていきたい。
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②二宮・飯山満地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要
　【数字は、H.17.4.1（現）】
○面　積
　　310.5ha
○人　口（世帯数）
　　27,480人（10,034世帯）
○老齢人口（高齢化率）
　　4,192人（15.2％）
○町会・自治会数
　　77自治会
○要介護（要支援）認定者数
　　571人

■地区社協の概要
○設立年月日　：平成12年７月16日
○事務拠点　　：飯山満公民館内　蕁424-0317
○メンバー構成： 理事（29名）の内【会長（１名）副会長（２名）事務局長（１名）

会計（２名）書記（２名）専門部長（７名）監事（２名）】
　　　　　　　：評議員（20名）
○参加協力団体
　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・青少

年補導委員・青少年相談員・保護司・青少年の環境を良くする市民の会・
子ども会・障害者相談員・赤十字奉仕団・ボランティア・防犯指導員・小
学校・中学校・ＰＴＡ・公民館・児童ホーム

○主な実施事業
　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥子育てサロン　⑦シルバー男性
料理教室　⑧助け合い活動　⑨障がい者福祉活動　⑩福祉相談活動　⑪車
イス貸出

■地区立ち上げから今日までの経緯
盧 　福祉は実行として、地域で活動している多くの組織・団体から理事60名を選出
し、活動を推進することとした。評議員はチェック、議決機関とし各町会・自治
会からバランスよく20名を選出して、組織を立ち上げた。

盪　役員会は地区連協、民生・児童委員を中心に構成した。
蘯 　設立当初は、広報、料理教室、ミニデイサービス、ボランティア、障がい者福
祉の５専門部とした。

盻　15年度に規約を改正して、理事数を29名に減じ、運営の合理化を図った。
眈 　14～16年度に町会自治会福祉、子育て育成の２専門部を増やし、７専門部とし
て事業の拡大を図った。

眇 　16年度から、７専門部の他福祉相談窓口を開設して福祉ネットワークの構築に
努めている。また、福祉相談にも対応するためボランティア部の再編成も実施し
ている。

ミニデイサービス
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■実施事業の特徴
　地区社協の任務を２つに大別して活動している。
①直接サービス（専門部活動及び地域福祉まつり）
②重要課題と実行
　・町会サロン開催の奨励と支援
　　 地域の支え合いは、町会が基本でありサロンで楽しみながら、お互いを知り合

い、町会内に支え合い、助け合いの福祉グループ・体制をつくることを目標と
する。

　　 　また、ミニデイサービスは、１ヵ所で集中開催（移送サービス実施）延参加
者300名。町会サロンは、各町会の会館で開催（助成金8,000円／町会支給）延
参加者1,200名。

　・福祉相談
　　 個人、町会から福祉に関する困り事、照会なども受けて行政、施設、医療など

の関係ヶ所と提携して応える「福祉相談窓口」を開設している。

■現状と課題
盧　事務局員の能力、機能向上
　地域福祉活動計画を実行をすすめるのには、現状の地区社協の知識とボランティ
アの能力活動には限界がある。
　地区社協の事務局員には、福祉専門職を雇用し（当面２名）企画、計画、実行を
役員と協働で効率よく実施したい。雇用に当たっては地区社協の構想、要望を尊重
してもらいたい。
盪　地域の主要組織・団体の協働
　地域福祉計画の実行には、地域の主要組織・団体の協働が不可欠です。この協働
には、地域内の自主的を働きかけのみでは、難しい点があります。
　行政、市社協、自連協の上部機関での調整、仲介、指導が効果的であり必要と考
えます。

■今後の活動方針
盧 　ボランティア専門部の無償、有料、移送サービス提供などの検討（17年度取組み）
　今後の介護保険の改正にともなって、ボランティアの需要、病院などへの移送要
望は増加することが予測されます。
 　また、ボランティアの実績から考えると利用者にとって無償は必ずしも喜ばれて
いるとはいえない。従来の手伝いボランティアの他、移送問題も含め市価の半額程
度の料金でサービス提供をしていくシステムを考えたい。
　　　　　　　　　　　　無償ボランティア提供（現行通り）
ボランティア部
（現行の活動枠を広げる）　ＮＰＯと提携した有料サービス提供（現行にプラス）
盪　高齢者委員会の設置推進（16年度～18年度取組み）
　現在、地区社協福祉相談窓口、地域有志有識者、千葉工大鎌田研究室、ＮＰＯの
４者により、高齢者委員会を設置することを目標として研究会を開催している。
　今後メンバーの拡大、検討項目の設定などを行い、地区社協活動への活用の他、
ふなばし市社協、行政などへ高齢者福祉に関するレポート提出の提案をしていきた
い。
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③薬円台地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　156.4ha

○人　口（世帯数）

　　17,839人（6,668世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　1,997人（11.1％）

○町会・自治会数

　　25町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　247人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年４月１日

○事務拠点　　：船橋市社会福祉会館内　蕁469-6118

○メンバー構成： 理事（11名）の内【会長（１名）副会長（３名）事務局長（１名）

会計（２名）書記（２名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（22名）

○参加協力団体

　　　　地区連協（町会自治会）・地区民児協

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④広報紙発行　⑤車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　薬円台地区社協設立に至る道は事務所の設置場所も決まらず、よって活動の方向

も決らず各団体に何度も呼び掛け会合を開きましたが、欠席者が多く結局町会と民

生・児童委員が中心となり取り組んで行く事になりましたが、福祉事業については

一切皆無で方向性も決らず苦労しましたが、ふなばし市社協の指導をお願いして役

員共々協力研究を重ねて、現在は軌道に乗り利用者から大変喜ばれています。

地域福祉まつり
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■実施事業の特徴

　福祉事業も徐々に軌道に乗ってきました。地域福祉まつりでは、学校や各種団体

と協議をもちながら大勢の参加者があり、盛大に開催することが出来ました。

　また、ミニデイサービス事業では、約230名の該当者ひとり一人に民生・児童委

員を通じて案内文を出し、参加者を募集しております。

■現状と課題

　各種行事を実施していますが、関係者から大変喜ばれておりますので、現状のま

まで実施して行きたいと思っております。

■今後の活動方針

　現在、ミニデイサービス及びふれあい・いきいきサロンなどを実施しております

が年々ひとり暮らしの人数が増え新聞などによりますと将来は全世帯の３分の１に

なるのではないかと言われていますので、ひとり暮らし老人の食事の事も考えなけ

ればと思っております。

　将来は料理教室も実施した方がよいかと考えております。
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④三田習地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　454.7ha

○人　口（世帯数）

　　35,632人（14,066世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　5,827人（16.3％）

○町会・自治会数

　　61町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　691人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年６月22日

○事務拠点　　：三山市民センター内　蕁471-3325

○メンバー構成： 理事（21名）の内【会長（１名）副会長（３名）事務局長（１名）

会計（１名）】他に監事（２名）

　　　　　　　：評議員（17名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・青少年相談員・保護司・

青少年の環境を良くする市民の会・三田新生会・病院・商店街振興組合・

農家組合・老人デイサービスセンター・小学校・中学校・ＰＴＡ・体育指

導委員・三田福祉を考える会

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥シルバー男性料理教室　⑦介護

教室　⑧すこやか広場　⑨車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　拠点、人材、財源が重要な要素だが、三山市民センター内にコミュニティールー

ムが出来ていてすぐ拠点となる。小域福祉圏の財源をそっくり地区社協に引き継い

だ。

　三田習地区自連協、三山地区自連協、地区社協の会長が同一人物なので、地域の

地域福祉まつり（中学生の演奏）
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諸団体との連携はとりやすい。

　しかし、事業の拡大とともに、それぞれ独自の責任体制を整備することを検討し

なければならない。

■実施事業の特徴

　各事業の参加者も増えており、順調に実施されております。当地域の特性からコ

ミュニティールームと三田公民館と交互に利用するミニデイサービス事業と各地域

の集会所などを利用して出前で実施する「ふれあい・いきいきサロン」がある。

　また、地域福祉まつりは地域の特性から三田習地区自連協、三田習地区社協、三

山地区自連協、各関係団体と協力して開催する。

　なお、介護教室、すこやかひろ場、シルバー男性料理教室などは、各地域と同様

で実施している。

■現状と課題

　当地域は三山市民センター内コミュニティールームを拠点として、自治会連絡協

議会、地区社協などの各団体が共同で利用している関係から、事務内容が輻輳（ふ

くそう）複雑化してきていることから事務局員の事務量が増えてきているのと、ボ

ランティアの増員など解決策を考えていかねばならない。

■今後の活動方針

盧 　すぐに実現できるかさておき、有志ボランティアによって行っている高齢者向

けの体操「ニコニコ元気塾」と名付け毎月第一・第三水曜日に実施し、高齢者の

人たちがゆっくりと無理のない動きが喜ばれている。これを地区社協の事業とし

て組み入れるべく検討したい。

盪 　ひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯を地域で把握し、災害時などの救援に役

立てたい。
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⑤習志野台地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　391.6ha

○人　口（世帯数）

　　44,300人（18,716世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　7,459人（16.8％）

○町会・自治会数

　　40町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　855人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成13年３月11日

○事務拠点　　：習志野台コミュニティールーム内　蕁465-0250

○メンバー構成： 理事（13名）の内【会長（１名）副会長（２名）会計（１名）顧

問（１名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（33名）

○参加協力団体

　　　　地区連協（町会自治会）・地区民児協

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤子育てサロン　⑥広報紙の発行　⑦シルバー男性

料理教室　⑧助け合い活動　⑨車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　平成13年３月習志野台地区社会福祉協議会として、40町会・自治会の参加を得て

発足し、地域社会と一体になって活動している。

　船橋市最大（人口・世帯数）の地区社協であるので、各種ボランティアの会合行

事には、会長をはじめとして役員が「出前」して地元の活動に参画し、協力と助成

及び社協の広報につとめている。歴代会長及び役員の人たちのご尽力によるものと

感謝します。

ふれあい・いきいきサロン（指編み講習）
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■実施事業の特徴

　各事業については、地域住民の人たちや町会・自治会の役員にも年々浸透し、認

識が深まりつつあります。

　特にミニデイサービスの一環として実施した「移動ミニデイもとの荘行き」は、

参加者の人たちに大変好評で喜ばれました。

■現状と課題

　当地区は広域な地域なので、事業を取り入れしにくい状況にあります。

　実施している「ふれあい・いきいきサロン」事業は、各町会単位で開催している

同類の「おしゃべり」の場を活用し、出前の形式で地区社協から代表者が参加する

事により役割を果たすものです。

　また、他の事業についても状況を見ながら新たな事業に取り組んでいきたいと思

います。

■今後の活動方針

盧 　習志野台地区社協に加盟している40町会・自治会の中で、ボランティア活動グ

ループの未結成のところが、過半数あります。働きかけをし、早急にグループの

立ち上げを図りたい。

盪 　地区社協としては幅広く、ＰＴＡその他各種団体と連携した福祉活動を目指し

たい。

蘯　高齢化社会での隣組み的な支え合いがますます大事であり、各地でのモデル地

区の立ち上げを支援し、その輪を広げていきたい。（住民の心がけと意識の問題

でもある。）

　　また、幼児に対する保護と支援を検討してまいります。
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＝北部ブロックの概要＝

５．北部ブロックの概要

　「北部ブロック」は、二和・三咲・八木が谷・松が丘・大穴・豊富地区の６地区社

協で構成され、各地区内は比較的緑豊かな環境の中、旧住民と新しく開発されて移住

してきた住民が共生する地域であります。また、土地柄各種の社会福祉施設が多く存

在する地域でもあります。従来、北部ブロックの各地区とも各種事業の取り組みは積

極的で、運営方法や問題点について話し合われ、相互に質の高いものを目指して活動

を行ってきました。

　北部ブロック会議は毎年２回会議をもち、活動について活発な意見交換が行われ、

特に今年は初めて各地区の会長が一同に会し、直接各種の問題について討議を行いま

した。

　同時にブロック内に「共同事業検討委員会」が設置され、各地区単独で取り組むに

は限界があり、地区を超えて共通するものは共同で事業を行うことで、多くの英知が

活かされ効率的であることから、その成果が期待されるところです。
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（１）北部ブロック地域資源一覧

人　
　
　
　

口

総人口 98,451

年少人口（０才～ 14才） 12,193

生産年齢人口（15才～ 64才） 68,487

老齢人口（65才以上） 18,792

高齢化率 19

世帯数 35,820

高
齢
者
関
連
施
設

老人福祉センター 1

老人憩の家 6

ゲートボール場 3

在宅介護支援センター 7

訪問看護ステーション 1

デイサービスセンター 10

特別養護老人ホーム 4

養護老人ホーム 1

軽費老人ホーム・ケアハウス 4

高齢者関連施設計 37

障
害
者
関
連
施
設

知的障害児通園施設 0

簡易マザーズホーム 0

親子教室 0

言葉の相談室 0

知的障害者更生施設（通所） 1

知的障害者更生施設（入所） 2

知的障害者授産施設 2

身体障害者福祉施設 2

身体障害者療護施設 1

身体障害者授産施設 0

地域生活支援センター 0

精神障害者生活訓練施設 1

障害者関連施設計 9

子
育
て
関
連
施
設

保育所（公立） 2

保育所（私立） 4

幼稚園（私立のみ） 7

子育て支援センター 0

児童ホーム 4

放課後ルーム 11

小学校（公立のみ） 11

中学校（公立のみ） 6

高等学校（公立・私立） 5

養護学校 1

大学（学部別） 0

子育て関連施設計 51

保
健
医
療
関
連
施
設

保健センター 1

ケア・リハビリセンター 0

病院・診療所 38

歯科医院 39

保健所 0

看護学校 0

公衆浴場 0

保健医療関連施設計 78

生
涯
学
習
関
連
施
設

公民館 7

市民文化ホール 0

茶花道センター 0

視聴覚センター 0

図書館 1

体育施設 3

郷土資料館 0

飛ノ台史跡公園博物館 0

青少年会館 0

女性センター 0

市民センター 0

生涯学習関連施設計 11

都
市
基
盤
施
設
等

街区公園 18

近隣公園・地区公園 2

総合公園・運動公園 1

児童遊園 42

駅（路線別） 5

郵便局 7

消防関係 2

警察署・交番・駐在所 4

都市基盤施設等計 81

そ
の
他

出張所・連絡所 (駅前含 ) 3

心配ごと相談所 1

民生児童委員 185

福祉関連ＮＰＯ 2

福祉関連ボランティア（団体） 41

福祉関連ボランティア（人数） 659

※平成17年4月1日を基準に作成しています。
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①二和地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　265.0ha

人　口（世帯数）

　　12,623人（4,642世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　2,195人（17.3％）

○町会・自治会数

　　44町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　261人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年６月25日

○事務拠点　　：二和公民館内　蕁447-3711

○メンバー構成： 理事（17名）の内【会長（１名）副会長（１名）事務局長（１名）

会計（１名）書記（１名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（12名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・体育指導委員・助け合い活動・公民館・

在宅介護支援センター・福祉施設

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥助け合い活動　⑦ゴミ処理券取

り扱い　⑧車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　創設にあたり、町会・自治会ＯＢなどを中心に理事を構成した。その後、制度

ボランティア団体からの参加を得て18名の理事で構成している。「地域福祉まつり」

開催を通して地区内の制度ボランティア団体・地域商店会・小、中学校などとの協

力関係を確立してきた。

　また、各制度ボランティア団体などの独自性・自立性を尊重しながら協調関係の

深化をすすめてきた。

地域福祉まつり（高齢者疑似体験）
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■実施事業の特徴
「ミニデイサービス」
①参加人数の制限をできる限り行わず、参加者にご近所への声かけをお願いしている。
②健康チェック・健康体操・健康講話を必ず入れて開催（地域内医療機関・指導者による）
③アトラクションを参加型にし参加者とボランティアの人との交流を深めている。

「ふれあい・いきいきサロン」（友遊サロン）
①開催目的・手・口・頭・足を使って工芸を楽しみ共通の話題を見つけ友達の輪を広げる。
②指導は地域内の方に材料の準備やボランティアの人には事前講習会を行っている。
③夏休みを利用して親子・孫との参加交流を企画（夏休みの工作）

「地域福祉まつり」
①地域内小学校を会場に地域諸団体で構成する実行委員会を組織し実施（31団体が参加）
②地域住民に対する地域福祉の重要性を知らせ、住民の「和」を創る事を目的としている。
③地域内の諸施設（介護・障がい者・福祉サービス・在宅介護）などの参加協力を得て実施
④参加団体相互の交流を深めている。

「ボランティア育成」　①ボランティア育成の研修　②ボランティア間の交流会の実施
「広報紙の発行」
①福祉広報の役割の充実・地区社協の事業内容や福祉関係の情報と認知度の向上に努めてい
る。
②手作りで各月刊（年６回）し読みやすく、親しめる紙面作り

「助け合い活動」（「二和たすけあいの会」）
①地域ボランティア活動（家事援助）と利用登録の推進と運営
②ボランティア育成事業の一環としてボランティア交流・学習・情報交換の実施

「ゴミ処理券取り扱い」
①地域ヘの貢献と地区社協の宣伝

「車いす貸出」
①地域福祉への貢献（手軽に借りられる便宜）

■現状と課題
「ミニデイサービス」
①１回の参加者数が多いので開催回数の検討
　　・リピーターが多いが喜んで参加されるので、方法を模索
②１度も参加されない人への働きかけ（地区民児協や地域住民の協力と認知度向上の推進）

「ふれあい・いきいきサロン」（友遊サロン）
①サロン本来のあり方の追求
　・地域内を細分化し小グループ開催、近所との仲間づくり（情報収集と「和」「輪」結合）
②地域開催にあたり、地域民協、町会・自治会、住民の協力と動員（開催場所の確保）・広
報の活用・口コミ宣伝・開催内容の充実

「地域福祉まつり」
①地区連協・町会をはじめとして、地域における諸団体との連携強化
②地域住民主体の事業展開

「ボランティア育成」
①ボランティア育成事業とは（育成事業のあり方、開催形式・内容の思考）

「広報紙の発行」
①情報収集力不足

「助け合い活動」（「二和たすけあいの会」）
①要員不足
②助け合い活動への展開（隣近所の助け合い）

■今後の活動方針
住みやすい地域とするために、地域住民参加型の活動強化を推進する。
　①制度ボランティアなどとの協力関係結束のための“連絡協議会”設立
　②災害時対策計画の策定
　③更なる地域に根ざした事業の展開
　④地域内情報の共有化（更なる広報活動の充実）
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②三咲地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　231.1ha

○人　口（世帯数）

　　13,225人（4,924世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　2,252人（17.0％）

○町会・自治会数

　　57町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　279人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年４月16日

○事務拠点　　：三咲公民館内　蕁440-2161

○メンバー構成： 理事（20名）の内【会長（１名）副会長（１名）事務局長（１名）

会計（２名）監事（１名）顧問（１名）】

　　　　　　　：評議員（31名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・青少

年相談員・ガールスカウト・二和小ＰＴＡ・青少年の環境を良くする市民

の会・消防団11分団・大島記念嬉泉病院・英進幼稚園・三咲小鳩保育園・

公民館・児童ホーム

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥子育てるーむ　⑦シルバー男性

料理教室　⑧助け合い活動　⑨車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　平成12年４月小域福祉圏から移行し、「三咲地区社会福祉協議会」として設立

平成14年４月老人憩いの家にあった事務室を現在の公民館内に移設諸団体の協力を

得て、各事業を次々と立ち上げ現在に至る。

地域福祉まつり（ばたつき保存会による餅つき）
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■実施事業の特徴
実施事業
盧ミニデイサービス
　　対象：70歳以上の人で、ひとり暮らしの方優先　参加費200円
　　会場：公民館、二和小学校、南三咲不動町会会館
　　 　南北に細長い地域的特長により、２ヶ所に分かれて実施、また福祉バス利用

による移動ミニデイも試みている。
盪シルバー男性料理教室
　　対象：65歳以上の男性　開催日：毎月第３木曜日　参加費800円
　　会場：三咲公民館調理実習室
　　 　助成金対象外になり参加費を値上げし、公民館との共催事業として年12回実

施。
蘯みさき子育てるーむ
　　対象：入園前のお子さんとお母さん　開催日：毎月第２火曜日　参加費：無料
　　会場：公民館和室
　　　ママが“ほっと”ひといきできる場所を提供しています。
盻ボランティア研修
　　対象：地区社協登録ボランティア　年３回（バス研修含む）実施
眈ふれあい・いきいきサロン
　　対象：自由参加　開催日：毎月第１月曜日（三咲公民館和室）　参加費：無料
　　　お茶とお茶菓子を用意して、世代を越えた交流を目的として場所を提供
眇三咲たすけあいの会
　　 　対象となるのは、障害者手帳の交付を受けている家庭、高齢者世帯、母（父）

子家庭で地域の支えが必要と思われる家庭及び理事会で認めた家庭。
眄広報紙の発行
　　 　年３回発行、三咲地区連絡協議会に登録されている町会については全戸配布

で対応している。
眩地域福祉まつり
　　 　実行委員会を組織し過去３回開催した。三咲地区に存在する各団体に働きか

け協力をいただきながら盛大に実施、絶好のＰＲの場としして三咲地区社協の
周知を図り、３回目からは三咲児童ホームにも協力をいただいている。

■現状と課題
　現在三咲地区連協参加町会の世帯数は約3,000、この世帯については町会長を通
じて広報紙、案内などの配布を行っているが、船橋市のデーターによると三咲地区
には総数約4,924の世帯があり、この差1,900世帯への周知が課題の一つである。
　（ポスター、掲示板、インターネットなどの利用も考えられる。）
　三咲地区社協の事務室が手狭であり、ＰＣの導入などにともないコンセントの不
足などの問題も生じている。

■今後の活動方針

①ミニデイサービスは南北に細長い地域という事もあり現在、三咲公民館（三咲地
域）二和小学校（南三咲地域）に分かれて実施している。このために年間12回の開
催であるが各地域６回づつとなっている。ふれあい・いきいきサロンも含めて各地
域12回づつ実施というのが当面の目標である。②立ち上がったばかりの「助け合い
活動」の体制を強化し、充実を図る。
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③八木が谷地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　297.9ha

○人　口（世帯数）

　　26,144人（9,401世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　4,525人（17.3％）

○町会・自治会数

　　38町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　571人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年７月１日

○事務拠点　　：八木が谷公民館内　蕁448-7713

○メンバー構成： 理事（20名）の内【会長（１名）副会長（２名）事務局長（１名）

会計（２名）書記（２名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（18名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・青少

年相談員・保護司・防犯指導員・小学校・中学校・ＰＴＡ・公民館・保健

師・在宅介護支援センター

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤子育てサロン　⑥広報紙の発行　⑦助け合い活動

⑧シルバー男性料理教室　⑨ゴミ処理券取り扱い　⑩車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　小域福祉ネットワークから発展的に改名・改組し発足して以来、基本事業である

ミニデイサービス、ふれあい・いきいきサロン、子育てサロン、シルバー男性料理

教室、在宅福祉サービス・地域福祉まつりを中心に事業を立ち上げ、事業充実・拡

大を図るため、ボランティアの育成・広報紙の発行などを行い現状に至っている。

ミニデイサービス
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■実施事業の特徴

　毎年、テーマを決めて各事業活動中で参加人数が多くなるため、回数も増やして

いる。

・子育てサロンでは、「本の読み聞かせと貸出」

・ミニデイサービスでは、「手作り品にも変化をもたせる」

・ふれあい・いきいきサロンでは、「元気体操」

・シルバー男性料理教室は、「皆でボランティア」

■現状と課題

　先ず、地区社協を知ってもらわなければ、どこが主催で行っている事業か認識し

てもらうため、「八木が谷地区社会福祉協議会」と事あるごとに話をし、ＰＲに努

めるようにしている。

■今後の活動方針

　自宅で介護をしている人たちに悩みや相談の出来る場を作りたい。また、その人

たちに休息できる事業なども考えていきたい。
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④松が丘地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　116.1ha

○人　口（世帯数）

　　14,422人（5,328世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　3,228人（22.3％）

○町会・自治会数

　　40町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　326人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年５月14日

○事務拠点　　：松が丘公民館内　蕁468-6120

○メンバー構成： 理事（41名）の内【会長（１名）副会長（５名）事務局長（１名）

会計（２名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（31名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・老人クラブ・体育指導委員・青少

年相談員・日赤奉仕団・商店会・消防20分団・小学校・中学校・ＰＴＡ・

保育園・診療所・在宅介護支援センター・身体障害者相談員・公民館・児

童ホーム・健康大学ＯＢ会・交通指導員・防犯指導員・ゴミ０推進委員

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤子育てサロン　⑥広報紙の発行　⑦助け合い活動

⑧シルバー男性料理教室　⑨ゴミ処理券取り扱い　⑩車イス貸出　⑪地域

内街中清掃　⑫グランドゴルフ大会

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　当地区社協の設立は、小域福祉圏の組織を母体として平成12年５月14日に第１回

総会を開催して発足、現在に至っている。

　地域の諸団体はいずれも好意的、協力的で各種事業に参加してくれている。

ミニデイサービス（運動会）



116 117

■実施事業の特徴

　各部長の積極的に立案と部員の協力で進行している。また、各事業の進行につい

ては、積極的に諸団体に働きかけて参加をしている。

　具体的には、町会・自治会連合会は勿論各種団体が開催する諸事業には積極的に、

共催や後援を行い効果的に協力しております。

　特に防犯・防災における町の安全と安心感を与える活動にも、地区社協としても

大きな役割と位置付けをし、実践しております。誰からも喜ばれる福祉活動の展開

です。

■現状と課題

　各種事業の充実・拡大にともない、事務拠点が狭くなってきている。相談者が来

ても落着いて話が聞けない状況である。

　事業全般に対しては、順調に展開中だがボランティアが増えないため各事業の活

動に掛け持ち状態である。またボランティアの高齢化が著しいので、何とか若年の

ボランティア確保に苦慮している。

■今後の活動方針

　現在、行っている各部会での事業を拡充拡大して行き、新しくできる事業があれ

ば取り入れて行きたい。

　地域ぐるみの福祉活動を。
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⑤大穴地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　273.5ha

○人　口（世帯数）

　　14,778人（5,366世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　3,094人（20.9％）

○町会・自治会数

　　50町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　330人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年６月24日

○事務拠点　　：海老が作公民館内　蕁464-8581

○メンバー構成： 理事（23名）の内【会長（１名）副会長（２名）会計（１名）相

談役（１名）顧問（２名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（34名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・青少年相談員・体育指導委員・青

少年補導委員・ボーイスカウト団・中学校・小学校・小中学校ＰＴＡ・大

穴ボランティアの会・公民館

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤子育てサロン　⑥広報紙の発行　⑦シルバー男性

料理教室　⑧助け合い活動　⑨ゴミ処理券取り扱い　⑩車イス貸出　⑪老

人憩の家の管理

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

・発足時から地区連協と連携を密にし、お互いに主要事業には共催・協賛。

・地区民児協が全員評議員理事として参加、中心的活動をしている。

・理事会、部会を定例化し活動の向上、情報の共有を図っている。

・地区連協理事会（町会長）に出席し、賛助会費の協力をお願い。

・大穴地区３校連絡協議会（地区連協、地区社協３校ＰＴＡで構成）において、３

ミニデイサービス（さくら公園でお花見）
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団体との年間行事スケジュールの調整。

■実施事業の特徴

盧 　「ミニデイサービス」民生・児童委員が参加対象者への勧誘支援。

　出張会場として各町会長の支援により自治会館無料使用。

盪 　「ふれあい・いきいきサロン」自宅栽培のハーブを使用し、無料のハーブティー

サロン。

　　お花見野外出張特別メニューで実施。・地区連協催事への協賛サロン開設。

蘯 　「ボランティア育成・研修」・年１回の地域を含めた福祉講演会と地区社協理事、

評議員の内部研修会実施。・中学生のボランティア導入。

盻 　「子育てサロン」・母親同志の交流仲間づくりの場提供。・公民館幼児事業への

協力

眈 　「広報」・編集、校正、印刷と、すべて手作り。・地区連協の協力により全戸無

料配布。

眇　「シルバー男性料理教室」参加者による福祉まつり、模擬店の出展参加。

眄 　「助け合いの会」年２回協力会（有償ボラ）との情報交流会実施。・事務局員が

コーディネーター。・活動時、名入りユニホーム着用。

眩　「ふれあい企画」〈三世代をつなごう〉をテーマとした福祉まつりの企画、運営。

■現状と課題

　現状は組織変更（４部会→８部会）にして２年目、新会計予算導入１年目である

が、各部会事業活動も内容を見直しながら着実に推移している。事務拠点もパソコ

ン一式導入、各部会事業活動へのバックアップ体制整う。

　課題としては・「ミニデイサービス」対象者の増加、事業内容の充実。対象担当

スタッフを増員し、２グループ制の導入。・「ふれあい・いきいきサロン」出張サロ

ンの実施会場。・「ふれあい企画」福祉まつりへの地域各種団体の参画、協力、連携

を深め地区社協と一体になったイベント実施。

■今後の活動方針

・各町会単位に災害時緊急避難ネットワーク作りを立ち上げる。

・市民大学校ＯＢの人たちに地区社協評議員、ボランティアの参加要請。

・北部ブロック共同事業検討委員会設置、この活動に協力。



120 121

⑥豊富地区社会福祉協議会のあらまし

■地区の概要

　【数字は、H.17.4.1（現）】

○面　積

　　1602.7ha

○人　口（世帯数）

　　17,259人（6,159世帯）

○老齢人口（高齢化率）

　　3,498人（20.2％）

○町会自治会数

　　32町会自治会

○要介護（要支援）認定者数

　　637人

■地区社協の概要

○設立年月日　：平成12年５月28日

○事務拠点　　：豊富出張所内　蕁457-1552

○メンバー構成： 理事（18名）の内【会長（１名）副会長（３名）事務局長（１名）

事務局次長（１名）会計（２名）書記（２名）監事（２名）】

　　　　　　　：評議員（53名）

○参加協力団体

　　　　 地区連協（町会自治会）・地区民児協・体育指導委員・青少年相談員・青

少年育成会・老人クラブ・セコメディック病院・福祉施設・小学校・中学

校・ＰＴＡ・寿大学・公民館

○主な実施事業

　　　　 ①ミニデイサービス　②ふれあい・いきいきサロン　③地域福祉まつり　

④ボランティア育成　⑤広報紙の発行　⑥助け合い活動　⑦シルバー男性

料理教室　⑧ゴミ処理券取り扱い　⑨車イス貸出

■地区社協立ち上げから今日までの経緯

　平成12年５月28日豊富地区社会福祉協議会が設置され、拠点として事務所が「豊

富出張所内に開設され、事務職員（２名）が交代勤務する体制が整った。この間福

祉講座・広報の発行・在宅高齢者の家事援助などからスタートし、順次施設研修・

地域交流フェスティバル・ミニデイサービス・さわやかサロンを立ち上げ、今日の

原型が確立された。その後事業を充実させながら、新たな事業にも取り組み、平成

ミニデイサービス（クリスマス会）



120 121

14年７月から毎日２名勤務となり、パソコンでの事務処理を進めホームページの開

設、電子メールの開始などに取り組んでいる。また、設立当初から豊富連合町会及

び小室地区連協が主要人事を輩出し運営を主導すると共に北部・小室公民館・各種

福祉施設・小学校・中学校とＰＴＡ、民生・児童委員ほか各種団体や病院などの力

強い協力をいただき、事業の充実を図っている。

■実施事業の特徴

　当地区社協の活動内容を常に住民の皆さんに知っていただくために「ホームペー

ジ」を開設している。自前で作成する能力がないので「小室町の皆様」というホー

ムページの中に掲載している。ここには地区社協の活動が全て掲載されており、常

に更新している。ＩＴ時代のＰＲ方法として今後も活用していきたい。

　なお、このホームページから船橋市や公民館・市社協ボランティアセンターへも

アクセスできるようになっている。

■現状と課題

　各事業も充実・拡大しております。これらの事業を運営する部会は、ボランティ

ア組織であるがゆえに責任をもって任務を果たすという意識に欠けている面があ

る。

　各事業にも多くのボランティアがたずさわり遂行していくもので、ボランティア

の数が必要なのと、各事業をまとめる責任者のリーダーシップが望まれる。また、

当地区は各種の福祉施設・病院・在宅介護支援センター・保健センターなどが多く

密接に連携を図り、地域住民のための福祉活動の推進に努めたい。

■今後の活動方針

盧 　高齢化がすすむ中、次代を担う子育ては大変重要な課題と受け止め「子育てサ

ロン」を立ち上げたい。小室に児童ホームがあり、順次実現に向けて努力している。

盪 　友愛訪問活動については、豊富地区は大家族生活者と核家族生活者が混在する

地域特性がある。全体の半数を超える千葉ニュータウン小室町は子どもが成人し

て外部への転出者が多く急速に高齢化している。

　 　町会・自治会や各種団体と協調して活動グループを編成する方法が有効と思わ

れる。時間はかかりそうだが、小さな活動から大きな渦に波及することが期待さ

れる。
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地域福祉まつりでの小学生の演技

シルバー男性料理教室
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活動計画の策定にあたって

策定委員会委員長

青森県立保健大学社会福祉学科

教　授　　渡邉　洋一

　船橋市社協は、社会福祉法第109条に明記された公共性の高い地域福祉推進の中核

となる民間の福祉団体です。今回、「誰もが自分らしく安心して暮らせる地域づくり」

を目指した、地域福祉活動計画（支え合いのまちづくりプラン）を策定いたしました。

　この計画の特徴は、23地区社協が活性化することを目標とし、地区社協の代表者を

含む27名が策定委員となり、委員自らが、活性化策を論議し執筆したところにあります。

　具体策の一つとして、地区社協は公共施設に事務拠点を設置していますが、そこを

事務局員のコーディネーター化と併せて、地域の福祉課題の初期相談に対する窓口と

なるよう本計画で謳
うた

っています。

　今後も、船橋市の地域福祉計画と連携を図りながら、地域福祉を推進します。その

視点は、「新しい公共が生まれるよう」に市民と行政の協働です。

　そのためには、社協職員と行政職員が協働についての意識を新たにすることが求め

られております。加えて地域住民も地域活動に参加する必要があります。

　策定委員会では、３つの部会を設置して真
しん

摯
し

な論議を積み重ねてきました。この気

持ちをご理解いただければ幸いです。

　また、大変お忙しい中策定委員として、ご尽力いただきました皆様をはじめ、関係

者の皆様に心から感謝申し上げます。

文字通り手づくりの計画策定　　　　　　　　　　　　　　

策定委員会副委員長　　清水　光明

　これからの時代、最も重視されるべき「共助社会」の構築を目指し、策定作業を具

体的かつ効率的に推進するため策定委員会が設置され、平成16年８月25日に第１回策

定委員会を開いてから、渡邉委員長を中心にして３つの部会を設け１年６ケ月の間、

９回の策定委員会、50回の部会・正副部会長会議、23地区座談会を開き、真
しん

摯
し

な討論

が交わされ、策定委員自らが執筆するという作業が続けられました。

　このほか、会議を円滑に推進するために各委員、また、ふなばし市社協職員をはじ

め、関係者の間で打ち合わせなど、多岐にわたる大変な努力がなされていたことは言

うまでもありません。「文字通り手づくりの計画策定」であったと思います。

　関係各位に衷
ちゅう

心
しん

より感謝と敬意を表する次第です。
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活動計画策定会議を終えて　　　　　　　　　　　　　　

第１部会　　　部会長　直原　清志　　副部会長　斉藤　新一

　平成16年８月、ふなばし市社協より地域福祉活動計画策定委員の委嘱を受け、明け

て平成17年早々に各地区で地区座談会が開催され、市民から寄せられた意見、要望を

もとに、整理された課題を内容によって３つの専門部会に振り分けて、検討に入りま

した。

　第１部会は、地区社協の組織の充実と事業活動の活性化について、検討をすすめて

まいりました。第１部会の委員の方は、大変熱心で良く研究されており毎回活発な議

論が展開され、会議は２時間の予定が終ってみれば３時間が過ぎていたり、会議の途

中で休憩を入れたこともしばしばありました。第１部会でまとめたものを３つの正副

部会長会議で調整をすすめ、再び部会にもち帰り検討してまいりました。

　この１年の間に30回以上の会議が開催されました。いよいよ平成18年３月に活動計

画が完成し発表になります。各地区社協の活動に携わっておられる役員、評議員の皆

さまに役立つ活動計画であり、役立てていただければこのうえない慶びとするところ

です。

活動計画策定にあたって

第２部会　　　部会長　西内　繁行　　副部会長　石田　郁雄

　あらゆる地域活動は、その目標を地域住民の福祉向上を目指して展開されています。

　船橋市地域福祉計画では「共助社会の構築を目指して」として70項目の検討課題を

盛り込んでいます。

　第２部会は「福祉でまちづくり」部会としてこれらの項目を整理統合して、１．福

祉きょういくの推進、２．健康づくりの推進、３．地域資源の把握と活用、４．横断

的組織のネットワーク化と情報の共有化の４大項目に集約統合し、活動計画として取

りまとめました。

　この活動計画の具体的実施主体は地区社協が中核的役割を担うこととなりますの

で、その充実強化が急務と考え、構成する組織団体の大同団結を図り、総意を結集し

て協働の実をあげ、共助社会の構築の新しいリーダー団体として社会福祉法の期待に

沿えるよう成就することが必須であります。

　地域福祉の進捗は、地区社協の健全運営の如何によって左右される結果となること

を認識し、「福祉でまちづくり」は、地区社協活動が総てであるとの結論を得ました。
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「見守り活動」を活動の原点として

第３部会　　　部会長　本木　次夫　　副部会長　浅野　玲子

　「全ての市民が生涯を通して生き生きと自分らしく安心して暮らせる地域づくり」

が地域福祉活動の理念であるとすれば、各部会の個別テーマはあるにしても、共通す

る部分は多々あります。その中で、特に基本的課題と位置づけられる部分に焦点を絞っ

て検討をすすめてきたのが第３部会です。

　たとえば、「孤独死」の問題を掘り下げて検討していく中で、孤独死を防ぐ活動を「見

守り活動」の象徴としてとらえ、そこに介在するプライバシーの問題、個人情報保護、

そして情報の共有という視点から具体的検討をすすめてきました。

　14回にわたる部会論議の中で民生・児童委員活動の現状や、町会・自治会活動の現

状を踏まえた視点からの検討もすすめ、災害時における要援護者の救援対策の重要

性、防犯という視点からの高齢者の見守り活動、そして（仮称）「地域福祉推進員制度」

あるいは（仮称）「災害基金制度」などの新たな課題提起をすることができました。

策定委員会様子



126 127

船橋市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

　（目　的）

第 １条　この要綱は、社会福祉法の理念に基づき、船橋市社会福祉協議会の中期的展

望に立った地域福祉活動計画を策定するため、策定委員会（以下「委員会」という。）

の設置に必要な事項を定める。

　（協議事項）

第 ２条　委員会は、社会福祉協議会の会長（以下「会長」という。）の諮問に応じ、　

次に掲げる事項を行うものとする。

（１）地域福祉活動計画の策定に関すること

（２）その他この計画に関し、会長が必要と認める事項

　（組　織）

第３条　委員会の委員は、別表第１に掲げる者をもって組織する。

　（委　員）

第４条　委員会の委員は２7名以内とし、会長が委嘱する。

　（委員長及び副委員長）

第５条　委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。

２　委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

３　委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

４　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。

　（委員の任期）

第６条　委員の任期は、地域福祉活動計画策定の完了をもって終了とする。

　（会　議）

第７条　委員会の会議は、委員長が召集し、会議の議長となる。

２　会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

　（部　会）

第８条　この委員会に必要があるときは、部会を置くことができる。

２   部会は、委員会の指示により計画策定に必要な調査、資料の収集・策定等を行い、

その結果を委員会に報告する。

３  部会は、委員の中から13名以内で組織する。

４  部会に部会長及び副部会長各１名を置く。

５  部会長及び副部会長は、部会員の互選とする。

６  部会長は、会務を総括し、部会を代表する。

７  副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
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　（庶　務）

第９条　委員会及び部会の庶務は、社会福祉協議会で処理する。

　（費用弁償）

第10条　委員及び部会員に費用弁償を支給する。

２ 　費用弁償は、社会福祉法人船橋市社会福祉協議会役員等報酬及び費用弁償に関す

る規程を適用する。

　（委　任）

第 11条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営・その他必要事項については、

委員会が定める。

　　　　附　則　

　　この要綱は、平成16年６月１日から施行する　　

　　　　附　則

　　この要綱は、平成16年８月１日から施行する

　　　　附　則

　　この要綱は、平成17年１月14日から施行する

№ 推薦団体 人数

1 民生児童委員協議会　　　男女各１名 ２名

2 母子福祉推進員協議会 １名

3 船橋市医師会 １名

4 自治会連合協議会 １名

5 身体障害者福祉会 １名

6 社会福祉施設　　　高齢者・障害者各１名 ２名

7 福祉サービス公社 １名

8 ボランティア連絡協議会 １名

9
福祉サービス部地域福祉課・在宅ケアセンター・

学校教育部・指導課・生涯学習部社会教育課
４名

10 ＮＰＯ団体     １名

11 地区社会福祉協議会 10名

12 学識経験者 １名

13 地域福祉計画策定委員会代表 １名

別表第１
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「地域福祉活動計画策定委員会」委員名簿　（順不同、敬称略）

推　薦　団　体　名 氏　　名 部　会

学識経験者 渡邉　洋一 委員長

船橋市自治会連合協議会 清水　光明 副委員長

地区社会福祉協議会（北部地区） 直原　清志 第１◎

ＮＰＯさくらの園 斉藤　新一 第１○　第３

地区社会福祉協議会（中央地区） 本木　次夫 第１　　第３◎

船橋市民生児童委員協議会 浅野　玲子 第１　　第３○

船橋市母子福祉推進員協議会　 深澤　静子 第１

船橋市老人福祉施設連絡協議会 上野　克也 第１　　第３

船橋市ボランティア連絡協議会 村上八重子 第１　　第３

船橋市役所福祉サービス部地域福祉課 横井　　充 第１　　第３

船橋市在宅ケアセンター 田中　恒吉 第１

地区社会福祉協議会（東部地区） 早辺　宗彦 第１

地区社会福祉協議会（西部地区） 柏瀬　　博 第１

地区社会福祉協議会（南部地区） 本田　　始 第１　　第３

地区社会福祉協議会（中央地区） 山下　栄子 第１

地域福祉計画策定委員会代表 西内　繁行 第２◎　第３

船橋市民生児童委員協議会 石田　郁雄 第２○

船橋市医師会 吉田幸一郎 第２

船橋市身体障害者福祉会 大闢　弘子 第２

船橋市障害福祉施設連絡協議会 宮代　隆治 第２

船橋市福祉サービス公社 中島　一郎 第２

船橋市役所学校教育部指導課 池田　義光 第２

船橋市役所生涯学習部社会教育課 須藤　元夫 第２　　第３

地区社会福祉協議会（東部地区） 藤田　和敏 第２

地区社会福祉協議会（西部地区） 宍戸　久子 第２

地区社会福祉協議会（南部地区） 飽田　英世 第２

地区社会福祉協議会（北部地区） 岩浅　宗之 第２

◎部会長　○副部会長
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「地域福祉活動計画策定委員会」など開催記録

日　　時 委員会など 内　　　容

平成16年８月25日（水）第１回策定委員会 ・委員長及び副委員長の選出について
・ふなばし市社協の現状について

平成16年９月27日（月）第２回策定委員会
第１回策定部会

・部会の設置について
・部会員の選任について
・ 地域福祉計画、地域福祉活動計画の指針、新「ふ
れあいネットワークプラン２１」基本構想、「21

世紀菜の花コミュニティプラン」の説明

平成16年10月18日（月）第２回策定部会 ・部会の目的及び役割について
・活動計画の５本柱について

平成16年11月16日（火）第３回策定委員会 ・第２回策定部会報告について
・地域福祉計画の素案説明について
・地区社協の活動状況及び課題について

平成16年11月24日（水）第３回策定部会（以降、
第３部会となる）

・地区社協の運営及び事業などの課題のまとめに
　ついて
・地域福祉計画（素案）の共助部分について

平成16年12月27日（月）第４回第３部会
・地区社協の運営及び事業などの課題のまとめに
　ついて
・地域福祉計画（素案）の共助部分について

平成17年１月14日（金）第４回策定委員会
第１回第１部会
第１回第２部会

・新部会の設置及び構成について
・ 部会長・副部会長の選任、・会議のすすめ方に
ついて

平成17年１月27日（水）第５回第３部会 ・検討課題および対応について

平成17年１月31日（月）第２回第１部会 ・検討課題および対応について

平成17年２月９日（水）第２回第２部会 ・検討課題の区分内容について

平成17年２月23日（水）第３回第１部会 ・各検討項目の意見交換について

平成17年３月１日（火）第３回第２部会 ・検討課題の集約について

平成17年３月18日（金）第４回第１部会 ・ 「ボランティア確保と福祉リーダーの発掘・養
成」
　各項目の検討について

平成17年３月29日（水）第６回第３部会 ・資料の確保（個人情報法など）について
・個人情報と人権保護について
・災害ボランティア基金の検討について
・孤独死防止への対応について

平成17年４月13日（水）第４回第２部会 ・各項目の現状報告について
・地区社協の取り組みについて



130 131

平成17年４月18日（月）第５回策定委員会 ・各部会報告について
・地区座談会報告について
・個人情報保護法についての講話

平成17年４月19日（火）第５回第１部会 ・ 「ボランティア確保と福祉リーダーの発掘・養
成」「地域密着型の事業プログラムの改善」各
項目の検討について

平成17年４月25日（月）第１回正副部会長会議 ・ 検討課題（災害ボランティア基金、他団体への
ヒアリング）について

平成17年５月９日（月）第６回第１部会 ・ 「地域密着型の事業プログラムの改善」「地区社
協運営の見直し改善」各項目の検討について

平成17年５月11日（水）第５回第２部会 ・正副部会長会議の報告について
・検討課題の確認について

平成17年５月16日（月）第７回第３部会 ・検討課題について

平成17年５月30日（月）第２回正副部会長会議 ・ 検討課題（サブテーマ、他団体へのヒアリング）
について

平成17年６月６日（月）第７回第１部会 ・ 「地域密着型の事業プログラムの改善」「地区社
協運営の見直し改善」各項目の検討について

平成17年６月７日（火）第６回第２部会 ・正副部会長会議の報告について
・地区社協の現状確認について
・検討課題の確認について

平成17年６月13日（月）第８回第３部会 ・見守り活動について

平成17年６月24日（金）第９回第３部会 ・孤独死防止について

平成17年６月27日（月）第８回第１部会 ・ 「活動拠点の確保・拡大」「23地区社協の現状と
課題」各項目の検討について

平成17年６月28日（火）第７回第２部会 ・３項目の確認について
・検討課題について

平成17年７月４日（月）第３回正副部会長会議 ・ 検討課題（サブテーマ、章立て、他団体へのヒ
アリング）について

平成17年７月11日（月）第８回第２部会

第６回策定委員会

・正副部会長会議の報告について
・検討課題の確認について
・各部会報告について
・地域福祉の理念及び章立て（案）について
・災害ボランティアについて

平成17年７月25日（月）第９回第１部会
第10回第３部会

・第２部会から移行された項目の検討について
・孤独死防止について
・個人情報の保護と支援活動について

平成17年８月１日（月）第４回正副部会長会議 ・部会間の調整について

平成17年８月10日（水）第９回第２部会 ・具体的な事業目標の確認について
・他団体について
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平成17年８月16日（火）第11回第３部会 ・個人情報の保護と支援活動について

平成17年８月29日（月）第10回第１部会 ・地区社協の活性化について

平成17年８月30日（火）第５回正副部会長会議 ・各部会の進捗状況について
・章立てについて

平成17年９月15日（木）第12回第３部会 ・（仮称）地域推進員制度の検討について
・課題の整理について

平成17年９月26日（月）第11回第１部会
第10回第２部会

・第１部会の章立てについて
・体系図案について

平成17年10月７日（金）第６回正副部会長会議
・各部会の進捗状況について
・章立てについて

平成17年10月14日（金）第７回策定委員会 ・各部会報告について
・章立てについて

平成17年10月18日（火）第13回第３部会
・船橋市地域防災計画について
・災害時の高齢者救援対策について

平成17年10月21日（金）第12回第１部会 ・第１部会の章立てについて

平成17年10月28日（金）第７回正副部会長会議 ・各部会の進捗状況について
・素案について

平成17年11月１日（火）第11回第２部会 ・小項目の実施内容の確認について

平成17年11月14日（月）第13回第１部会 ・第１部会の素案について

平成17年11月18日（金）第14回第３部会 ・第5章の章立てについて
・第１節～第４節の内容について

平成17年11月28日（月）第12回第２部会 ・福祉きょういくの推進の確認について
・各小項目の実施内容の確認について

平成17年12月２日（金）第８回正副部会長会議 ・素案について

平成17年12月16日（金）第９回正副部会長会議 ・素案について

平成17年12月26日（月）第８回策定委員会 ・素案について

平成18年１月13日（金）第10回正副部会長会議 ・素案について

平成18年２月７日（火）第11回正副部会長会議 ・素案について

平成18年２月20日（月）第９回策定委員会 ・活動計画案について策定委員長からの答申
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○○地区社会福祉協議会（○○地区社協）

「安心登録カード」記入のお願い

　○○地区社会福祉協議会（地区社協）では船橋市、船橋市社会福祉協議会、民生・

児童委員、地元町会・自治会などの関係者、関係機関・団体と協力し、地域に住む皆

さんの安全・安心を守る一環として別紙の通り「安心登録カード」の登録制度を実施

いたします。

　この登録カードを提出していただくことにより、事件や事故、突発的な発病、火災、
風水害などの天災あるいは孤独死など、緊急事態の際に出来る限り速やかに対応出来
るよう日頃からの備えとするものです。

　緊急事態が発生した時、何よりも肝心なことは「関係者と連絡が速やかにとれる」
ことです。「安心登録カード」はそのような時、関係者、関係機関・団体などに連絡

し速やかに対応するために利用させていただきます。

　もちろん、カードの登録は強制的ではなく、ご自身の任意です。

　また、このカードについては「○○地区社会福祉協議会（○○地区社協）」が責任

を持って管理し、前記に例示した緊急事態あるいは、日常生活の中で事前にご相談い

ただいていること（以下緊急事態などと表示）以外には使用いたしません。
　下記事項をご確認の上、ご登録下さい。

記

１．登録はご自由です。

　 　緊急事態などが発生した場合、地区社協はこのカードをもとに関係者、関係機関・

団体などに連絡し、速やかに必要な対応をすることをご了承下さい。

２．記入対象者

　　盧　65歳以上の単身世帯

　　盪　その他、特に登録を希望する者

３．登録カードの提出

　　最寄りの民生・児童委員または○○地区社協

４．関係者、関係機関・団体に内容提示

　 　緊急事態などの際には民生・児童委員、船橋市社会福祉協議会、地元町会・自治

会役員及び福祉行政の担当者、消防局などに内容を提示し、適切な対応をすること

とします。

５．安心登録カードの管理

　　このカードは、○○地区社会福祉協議会（○○地区社協）が管理します。

　　この件についての連絡先は次の通りです。

　　○○地区社会福祉協議会（○○地区社協）は（船橋市　　町　　番地　　号）

　　　　電話０４７－０００－００００



134 135

　賣　　　　　　　安心登録カード
（登録年月日）　　　年　　月　　日作成

この安心登録カードに記載された各情報については、緊急事態などが発生した場合、
関係者、関係機関・団体で共有することに同意いたします。

　　年　　月　　日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印

※お願いとお知らせ
盧　安心登録カード提出後に記載事項に変更が生じた場合はお知らせ下さい。
盪　この登録カードをコピーして登録者にお渡しします。
蘯　安心登録カードに関する連絡先は○○地区社会福祉協議会（○○地区社協）です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話０４７－０００－００００
盻　緊急時、○○地区社協不在の場合は最寄りの民生・児童委員にご連絡下さい。

本　
　

人

名
ふり

　　前
がな

年　齢 　　歳

住　　所 船橋市

電話番号

生年月日 明治・大正・昭和・平成　　　年　　　月　　　日

持　　病 血液型

緊
急
連
絡
先

名前（続柄） 電　話　番　号

①

②

関
連
機
関
な
ど

民生・児童委員

かかりつけ医

隣人・友人など
親しい人

ヘルパー派遣事業所

ケアマネージャーの名前

[現在特に心配なこと ]

資　料　編
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「２３地区座談会」開催記録

地　　　区 開　催　日　時 会　　場 参加人数

松　が　丘 平成17年2月　6日（日）10:00～ 松が丘公民館 80

大　　　穴 平成17年2月　6日（日）13:30～ 海老が作公民館 58

宮　　　本 平成17年2月12日（土）10:00～ 宮本公民館 27

本　　　町 平成17年2月12日（土）13:30～ 中央公民館 46

海　　　神 平成17年2月12日（土）18:00～ 海神公民館 37

薬　円　台 平成17年2月13日（日）10:00～ 薬円台公民館 31

湊　　　町 平成17年2月13日（日）13:30～ 船橋市福祉ビル 20

葛　　　飾 平成17年2月19日（土）10:00～ 葛飾公民館 33

本　中　山 平成17年2月19日（土）13:30～ 西部公民館 33

法　　　典 平成17年2月20日（日）10:00～ 法典公民館 41

夏　　　見 平成17年2月20日（日）13:00～ 夏見公民館 55

高根・金杉 平成17年2月27日（日）10:00～ 高根公民館 46

高　　　芝 平成17年2月27日（日）13:30～ 新高根公民館 57

三　田　習 平成17年3月　5日（土）10:00～ 三山市民センター 41

前　　　原 平成17年3月　5日（土）13:30～ 東部公民館 82

三　　　咲 平成17年3月12日（土）10:00～ 三咲公民館 36

八 木 が 谷 平成17年3月12日（土）13:30～ 八木が谷公民館 44

塚　　　田 平成17年3月13日（日）10:00～ 塚田公民館 46

二　　　和 平成17年3月13日（日）13:30～ 二和公民館 31

高　根　台 平成17年3月19日（土）10:00～ 高根台公民館 50

習 志 野 台 平成17年3月19日（土）13:30～ 習志野台公民館 86

豊　　　富 平成17年3月20日（日）10:00～ 北部公民館 40

二宮・飯山満 平成17年3月20日（日）13:30～ 飯山満公民館 44

延　参　加　者　数 1,064
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「２３地区座談会」会場でのご意見（要旨）

１．ふなばし市社協の事業について
・市及びふなばし社協の福祉バスの利用制限を緩和し、利用しやすくしてほしい。

・ 市民に親しみやすく、目で見てわかりやすい広報紙にしてほしい。各地区社協の

事業状況も掲載してもらえればと思う。

・ふなばし市社協と地区社協の役割分担がわからない。会費の問題は興味深かった。

２．ふなばし市社協・地区社協の組織について
・  私の地区の地区社協に限定して言えば、地区連協との協力関係があまりうまく

行っていない。もっと地区連協との連携が必要である。

・地区社協の組織に疑問点が見られ、理事には参加・協力しない人も多いのでは。

・ 地区社協の中身が見えない。地区連合町会の会長会議で説明してほしい。もっと

ＰＲが必要であると思う。

３．地区社協の事業について
・ふれあい・いきいきサロンは、地区社協のいちばん望ましい事業だと思う。

・ ミニデイサービス事業などの開催時、参加者の交通手段の確保（送迎）ができる

とよい。

・ 地域福祉まつりは、地域の各団体との連携を十分図ることが必要だと思う。役員

や一部の人だけで盛り上がるのではなくＰＲしてほしい。子ども向けだけでなく

大人も楽しめるように工夫してほしい。また、「福祉」を強調しすぎないほうが

よいのでは。

・地区社協は設立から５年経過したので、事業の見直しが必要だと思う。

・二宮飯山満地区のプロジェクトチームの内容が知りたい。

・ シルバー料理教室は最低の栄養管理なので、大事なことと思うので継続してもら

えればいいな。

４．新規事業について
・  市の配食サービス事業は縮小していますが、ひとり暮らしの高齢者や引きこもり

の若者が増えてきているので見守り・安否確認の事業は大事だと思う。

・ ラジオ体操を広げていけば、ふれあうこともできるし介護予防につながると思う。

・ ひとり暮らしや引きこもり高齢者の、災害時の救助、避難のネットワークをより

　具体化して、マンツーマンで対応できるような体制づくりをすすめてほしい。

・ 引きこもりの人をどう引き出すかが重要ではないか。また、高齢者に対する事件

が現在多いので、対策に力を入れて欲しい。

・ 小学校を始めとする各学校施設に関わる活動を広げていけないか。自分の子ども

や孫が、ＰＴＡでも先生でもない大人に関わって学校生活を送っていると知れば、

親もふなばし市社協や地区社協に無関心ではいられないのではないか。

・ 学校のランチルームでお年寄りと一緒に食事ができたらいいな。

・ 自治会で「ふれあい談話室」をやっているが、補助金を受けることができるか？
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・ 送迎ボランティアができればいいと思うのだが。

・ 大きな事業よりも少人数でできることがあるのではないか。

５．助け合い活動について
・ 地域活動では「助け合い活動」が一番大切な事業だと思う。

・ 助け合い活動のＰＲを多くしていただきたい。

・ もし町会に「助け合いの会」に類似したものができたとしたらふなばし市社協と

しても相談に乗っていただけますか。保険なども。

・ 他の地区の助け合いの会（家事援助）事業は、有料で活動しているのですが、ボ

ランティア活動としてよいのですか。

・ 助け合い活動で必要な住所録を作ろうと思うが、拒否をする人がいるので、助け

合うことは難しい。

６．その他のふなばし市社協・地区社協活動について
・  何をするにも予算が足りない。ふなばし市社協に真のプロがいない。市役所の関

係課長や小・中学校の校長教頭がコロコロ代わって、なかなか協力体制が作れず

相互理解が深まらない。

・各地区社協で専門部会を作っていただきたい。

・活動計画を策定する上で、地区連協と地区社協との線引きを教えていただきたい。

・ふなばし市社協の具体的な働きがよくわからない。

・ふなばし市社協は地区社協に対する指導が少なすぎる。

・社会福祉（社協活動）は困った人のためだけのものだと考えている人が多い。

・社協は、法律に依存しすぎているのではないか。

・社協の認知度が低いが、福祉の必要性が自分の身にせまればわかると思う。

・ 住民参加が基本であるという話はとても良く理解できた。当地区のみの問題かも

しれないが参加者が非常に少ないことが残念。この懇談会はどのような形で参加

者を募ったのか。横のつながりを強めるよう、ぜひ指導いただきたいと思う。

・他の地区社協との関係作りを考えて欲しい。

・ 船橋市地域福祉計画をふなばし市社協はどうするのか。また地区社協はどのよう

にするのか、実現可能なものを確実に計画に反映してもらいたい。

・地区社協は、隣組で行い町会・自治会が基本ではないか。　

・ 町会と地区社協の連携がなかった。町会の役員は１年交替なので、役員の半数だ

けでも地区社協に協力するようにしたらいいと思う。

・ 地区社協会長会議を開催し、ふなばし市社協と地区社協との密接な連携を図って

もらいたい。

・地区内の連合が２つに分かれているのはおかしい。

７．船橋市の福祉全般について
・ＮＰＯの参加協力をお願いし続ける。

・そろそろ豊富と小室は別々に動いていいのでは。

・ 助け合いの会の人たちにはいろいろお世話になりありがたいが、どこまでお願い
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してよいか考えてしまう。

・ ケアチームについて、目的と具体的な内容・実績を教えていただきたい。

・ ケアマネージャーは市が選任したほうがよいのではないか。

・  我々の組織は（生活学校、赤十字）全国大会など年に１回、誰でも意見が発表で

きる機会があり、現在の課題を把握し、平等、公平に全域での活動の目標として

いる。

　そのように大勢の人たちが参加し、関心と前向きな意識を持つことが大事と思う。

・ 介護予防をどのようにやっていったらいいだろうか。

・ 町会会館の建設を検討しているが、会館に出向いてくれる人はよいが出てこれな

い人に対しどう「支えあい活動」をしたらよいか悩んでいる。

・ 町会に加入していない管理組合ですが、会館を作ろうと思うが、ミニデイサービ

スでいう「小さな単位」とはどのくらいの範囲を指すのか。

・ 地域の各種団体と意見交換会を開催し、活動計画に反映することも１つの方法で

はないか。

・福祉活動で、個人情報はどのように保護すればよいのか。

・ 公民館へ出入りする顔ぶれが多くなるように努力してほしい。いつも同じ人が利

用することのないように。

・公民館エリアは同心円であるべき、見直し変更したらと思う。

・行政へ福祉をＰＲしてほしい。

・高齢者が希望をもてる福祉社会にして欲しい。

・高齢者の人たちは、福祉に甘えているのではないか。

・ 子育てをしやすい環境作り（会社や地域、家庭の環境を変える。子育てが手かせ、

足かせになっている）。

・ 子どもとお年寄りが共に明るく暮らせるまちづくり、障がい者も安心して暮らせ

る地域になればいい。

・ 市の福祉計画を読んでみると、行政ができないから地区でやってもらうようにみ

える。

・市内最後の地区座談会という本日の参加者の少ないことにびっくりしています。

・ ただのスケジュールをこなすだけの開催なのかはわかりません。主催者側の真意

が見えにくいように思えます。地区連協には案内がない。

・ 施設から地域へといっても、現実問題として地域では理解できていないと思う。

（障がい者を含む）施設での高齢者の取り扱いを見直していただきたい（個人の尊厳）。

　施設として地域に目を向け、連携を図りたい。

・ 私もすすんで地域の中で自分の出来ること、使える時間を有効に使っていますが

多くの疑問にぶつかっています。

・事業報告の内容で、その活動をやっての評価を聞きたかったです。

・自治会の掲示板を利用してＰＲに努めればよいと思う。

・ 実践するリーダー不足のような気がします。ふなばし市社協は各地区社協の様子

をお任せのみでなく、理解する努力をしてほしいと思います。

・ 社会福祉の問題に興味を持つ人、持たない人、さまざまな人がいると思いますが、

　 興味理解を示してくれる人材の発掘を関係機関の人たちに依頼をかけたらどうで
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しょうか。

・ 縦割行政を無くすよう願いたい（例えば福祉部と教育委員会の連携を十分に図る）。

・ 小・中学校の子どもの不登校に対する地域としての対策。

・  小単位の老人会や町会の厚生部の活動から声かけ運動が活発となり、福祉力が向

上した。介護保険のみに対する過大な期待は除かれる。

・ 情報が多すぎて町会で配布するのが大変である（公私の統合化）。

・ 心が癒せる地域づくり（花が咲くまちづくり）。

・ 人の大切なことを教育する（犠牲的精神、人や物を大切にする心を養う）。

・ 地域にある児童公園は本当に必要か。遊具は幼児期の一時的なもので、原っぱの

方がいろいろと遊べるのではないか。

・ 地域の病院との連携（状況を把握するシステムの構築）。　

・ 地域福祉計画の自助・共助・公助の考え方は賛成ですが、それぞれの境界線を示

してほしい。案件をどこで処理していいか区別できない（それぞれタライ廻しさ

れる恐れがある）。

・ 町会に入らない一戸建ての家が結構あるが。

・ 町会の統一を目指す必要があると思う（一緒に運動会やお祭りなどをやって大き

く地域を見つめることも必要かと思います）。

・ 福祉のまちづくりを行ううえで、商店の倒産が多く福祉のまちづくりどころでは

ない。行政は考えてほしい。

・ 福祉を考えるとき、障がい者の福祉も考えたほうが良いのではないか。生活の中

で接点がない。地域で一緒に暮らしていきたい。障がい者とする活動はないのか。

・ 福祉活動は非常に幅広く、ケースバイケースの対象がしぼりにくい。また具体的

な活動を目標とし、市民活動との関係を深める。

・ 文化活動を広げてほしい。

・ 募金についても役員時、各家庭の集金の際に説明に困っている。

・ 防災対策では、近隣地域の町会と普段から交流を図る。

・ 毎月地区の民生児童委員協議会にふなばし市社協職員は出席願いたい。

・ 毎年、地区懇談会を広くすすめてほしい。
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「２３地区座談会」目安紙の回答集（要旨）

設問１．
　現在策定中の地域福祉計画による調査で、市社会福祉協議会（市社協）を知ってい
ると答えた方が約43.7％いました。また、地区社会福祉協議会（地区社協）を知って
いると答えた方が約33％いました。市社協としては、広報紙・チラシ等によりＰＲを
図っておりますが、より多くの方に市社協・地区社協を知っていただくにはどのよう
にしたら１番効果的だと考えますか。

・ ふなばし市社協広報紙「ふなばし福祉」に大きな字、イラストなどを使用して、子ども・高齢

者にわかりやすくＰＲ。

・ 年３回発行の「ふなばし福祉」を、ニュース性を持たせるために、ページ数を半分にして発行

回数を倍にしては。

・広報紙を新聞折込に。

・ケーブルＴＶでのＣＭやＮＨＫの番組に出る！

・「広報ふなばし」に継続的に掲載してもらう。

・ ふなばし市社協が地域の住民にとってどのような存在なのか、どのように役に立っているのか

を重点的にＰＲしたチラシ作り。

・地区社協のホームページの開設、福祉関係サイトへのリンク。

・町会・自治会、ＰＴＡの集まりに積極的に出向いてＰＲ。

・ボランティア講座を定期的に開催する。

・ ふなばし市社協の呼びかけで近所への花見会やウオーキングの会など、誰でも参加できる企画

を増やす。

・ボランティアひとりひとりが楽しく活動できれば、口コミで広がっていく。

・ふなばし市民大学校の集まりで案内する。特に男性にはグループでの活動を勧める。

・明るく楽しい標語を募集して、街角や掲示板にカラーイラスト入りで張る。

・ 地区社協として、大きな単位の活動よりも集会場単位の活動を主体とし、より地域に密着した

活動を積極的にすすめてほしい。

・ 市役所の高齢者福祉課などにチラシなどを置き、各地区社協を説明してもらう。各町会で回覧、

各公民館の事務所にもチラシを置く。

・ ふなばし市社協が自分にとってどのような存在なのか知ることにより、どのような有益なこと

があるかという点を重視したチラシづくりをすべきである。



142 143

設問２．
地区社協で行っている事業にボランティアとして参加協力して下さる方が増えませ
ん。どのようにしたらボランティアが増えると考えますか。ボランティアとして参加
しやすくなると考えますか。

・ くわしい事業内容のお知らせと、必要であることを訴える。ボランティアをすることの楽しさ

や現実に勉強する場を多くする。ボランティアをしたことで何か「ごほうび」をあげる（お金

や物ではなく）。

・地区連協その他の団体と協働が必要と思う。地区社協内だけでは無理な面もある。

・中高生を対象にボランティア教室を開いてはどうでしょうか。

・ 福祉教育などとしてＰＴＡ活動などへの呼びかけを行い、地域にある高校などへの呼びかけを

　行ってはどうでしょうか。

・ ボランティアとして参加した時の充実感・達成感が満足される多面的施策（例えばボランティ

アコーディネーターの養成・ボランティア表彰制度・ボランティア点数累積制度など）の実施。

・ 気楽にボランティアとうたってもそうではない。ボランティア登録して出席したらあてにされ

てしまう。余った時間に何でも手伝えればよいことを、ふなばし市社協側がもっとアピールし

て下さい。年に１回のバスツアーは、地区社協が公平に参加者を募っているのか不審です。外

部の目は鋭く見ています。我慢をしてボランティアに参加している人が目立っていることを

知ってほしい。

・ボランティアの範囲が不安で二の足を踏んでいる。簡単なものの紹介など。

・ ボランティアをコーディネートする人が専任で必要だと思います。現状ではボランティアをや

りたい人、受けたい人が個々に活動しているような状況なので、状態把握をし、調整をする組

織があればもっと活性化するのではないでしょうか。介護保険ではできない部分が多く、イン

フォーマルなサービスの必要性を感じています。

・ ロータリークラブやライオンズクラブ（会員は社長）は、ボランティア活動が義務付けられて

いると聞いています。これを真似て、例えば公民館などで活動している文化活動の団体さんに

年間で何時間というふうに決め、ボランティアの要請をしてみたらどうでしょう。気心の知れ

た仲間と行うボランティアは楽しいと思います。

・転入時に、地区社協のパンフレットを渡すなどしてＰＲをしたらどうかと思います。

・ボランティアの中に仕切屋が出てくると楽しくない。皆平等でよいのでしょう。

・ 協力回数だけで評価をされるような気がする。ボランティアは協力できる時間だけで評価され

ては困る。楽しくない。

・ ボランティアをポイント制にしていずれ自分が困ったときそのポイントを使える通帳を作って

記録する。

・ ボランティア活動は「できる人が、できる時に、できることを」ではないでしょうか。できな

い時にでも「ノー」と言えないほどに仕事の多さと人数不足。これが希望者を減らしているよ

うに感じます。まずボランティア精神の育成を考えてほしいです。

・ 全部を負担するのではなく、「何かひとつでも空いている時間にお手伝い」という方が長続きし

ていくし、ボランティアさんの人数が増えていくのではないでしょうか。

・ 地域の活性化を図ることで、参加への魅力も生まれてくると思います。最低でも、交通費や弁

当代（予算があれば）なども場合に応じて出すようにすることも大切です。ボランティアの内



142 143

容は幅があり、社会経験の中で培ったノウハウを提供する部分も多いのですから、場合によっ

ては有償部分も必要だと思います。事業内容もアピールの仕方を考える必要がありそうです。

　 　また、ボランティアに地域の人間関係を持ち込むこともあってはならないと思います。若い

　スタッフが入ってこられる企画も考えていかなくてはならないと思います。

・ＰＲ不足だと思います。

・ 制度ボランティアの参加者が多く、多くの人の参加ができる雰囲気作りが大切かと思われます。

・ 自分の地区だけにこだわらず、他地区でも参加できることもしっかりお知らせする（他地区や

幅広い活動の希望の人も多いようです）。市登録のグループ、個人活動も多くの人たちに伝え

て参加の方向へ。

・ 本当のボランティアの楽しさ、面白さをアピールする。一般の人たちを引き込むにはおいしさ・

面白さをつくるべき。休日、子どもを連れた親が楽しく、なおかつ社会に貢献できる場をプロ

デュースされたら、とても良い空間であろう（しかしプロデュースする側の労力は大きいと思

う）。

・ 長年住んでいる人で運営されていると思う。新住民への働きかけをＰＴＡとか公民館の利用者

へしたらいいと思う。移住者には入りにくい。

・ 地域の掲示板を活用するようにＰＲしてはどうですか。自治会によっては活用してない町も多

く見受けられる。また、無い町もあり、ふなばし市社協より働きかけてほしい。回覧では通り

一遍等になりがちです。

・ ボランティアは自分のやりたいことをやるものと考えること。

 

設問３．
　今後地区社協では、どのような事業が考えられますか。

・ 防犯、災害時の対応です。

・ 各町会単位で老人会の結成に推進協力すること。

・ ひとり暮らしはもちろん、２世帯で住んでも孤独感を持つ人は多いようです。いつでもふらり

と立ち寄ってお茶を飲んでおしゃべりのできるような場所が提供できれば。ただし歩いて誰で

も行けるような場所でないと…。

・ 子どもにふるさと意識を持ってもらうために、毎年決まった学年の児童と地域の史跡めぐり。

・ 働くママさんが多いのでうまくいかないかも知れませんが、月に１回でも現役お母さんたちを

集めての会合（何か製作することでもいいし、運動することでもいいし、他の何かでもいいし）

をする。そうしている中でボランティアも生まれる。

・自治会と老人会のパイプに力を入れてもらいたい。

・専門家を招き、最新の医療のお話（認知症・骨折・アルツハイマー・脳）など。

・健康体操、または予防体操のようなもの。

・地区住民の希望を取り入れた事業。

・ 子どもとお年寄りは行事がありますが、その中間層の人を取り込んでいく事業ができればよい

と思います（そのほうがボランティアさんに発展するかも）。

・社協＝高齢者ではなく、全年齢を対象に考えてほしい。

・今までの事業でよいが男性ももっと参加できる内容。

・助け合いの会。
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・ 高齢の人の中には手先が器用でステキな作品を作って来られる人がいます。そういう得意分野

を生かして各バザーなどに出店してみては？資金源にもなるし、なにより高齢の人のやりがい

いきがいにつながるのでは…。

・ 空き店舗や空き教室で寂しい人がいつでも集えてその場所で軽食したりお茶の時間を過ごせる

場を作る。

・ 地区内の学校・幼稚園などと合同で主催する事業をもっと増やす。交流事業だけに限らず子ど

もの防犯対策に参加してもいいのでは。地区の大人がとにかくたくさんいつも学校内にいれば

不審者も入りづらいはず。先生方はすごく忙しいはずです。

・ 地区社協を中心として、公民館・助け合いの会・児童ホーム・老人施設・支援センターなどの

連携も必要になってくると思います。

・ 小・中学生やその保護者なども参加協力して地域を考えられる活動・子育てや中年の人の参加

ができる事業を望みたい。

・ ひとり暮らし老人の引きこもりの人を外に引っ張り出すにはどうしたらよいかの検討が必要。

・当地区では現状で十分です。むしろ事業の浸透を図る事を優先したほうがよい。

・葬祭事業。

・ 屋外活動を取り入れていただきたい。高齢者を主として考えすぎと思う。子どもも心身障がい

者にも福祉を提供してほしい。

・サークル活動の補助金制度と活動者のボランティア協力。

・男性はシルバー料理教室があるが、女性向きの教室も欲しい。

・ 地区社協による助け合いの会としての家事サポートサービス事業の拡大。特に高齢者の移動支

援事業の実施は必要。

・ 諸制度の補佐的事業。高齢者の体力増強→体操、家族介護者の精神的補佐→介護者交流会。

・将来を担ってくれる青少年の取り込みと、その発想を活かしたい。

・ボランティア育成のための研修、説明会。

設問４．
　地区社協が行っている事業の啓発はどのように行ったら良いと考えますか。

・インターネット、メールマガジンなど。

・地域の特色のある広報紙の作成、配布。

・ 特技を持っている人に作品を作っていただき販売する。レストランでお弁当を作って販売する。

・各町会からのお手伝いをお願いする。

・ 福祉まつりで、地区住民の人にふなばし市社協や地区社協の活動内容を広く知ってもらう。

・町会を通してＰＲや、団体を動かしてもらう。

・ 定期的な理事会、評議員会を行い、日々の活動に関して率直な意見交換を行い、事業に対して

前向きな考えを出し合う。

・各町会、老人会、敬老会などの行事に行う。

・ 地域の美容院、床屋さん、町会会館などに依頼し、絶えず行っている事業のニュース・ＰＲ紙

などを置いてもらう。
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設問５．
　地区社協活動における会場確保が大変になっていますが、どのように確保したら良
いと考えますか。

・各町会自治会の会館など。

・学校の空き教室の利用。

・福祉施設の活用。

・ひとり暮らしの人の自宅。

・大規模なマンションには必ず１ヶ所集会所を作らせる法の整備。

・公共の施設を優先利用できるように（サークル活動の比重が高すぎ）

・空き家になっている建物の借り上げ。

・マンションの会議室、空き店舗など。

・小さな公園でも目的に応じて利用させてもらう。

設問６．
　その他ご意見がありましたらご自由にお書き下さい。
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社会福祉の動向と社会福祉協議会活動

１．社会福祉の歴史
　戦後の多くの課題解決のために、昭和26年に社会福祉事業法が制定されました。

この法律によって措置制度や障害者手帳制度などが生まれ、福祉事務所や各種相談

所が設置されてきました。

　近年、産業構造の変容や少子高齢化による人口構造の変化により、医療改革、年

金改革が急務となっています。

　また、21世紀の「超
＊
高齢社会」にふさわしい高齢者福祉、また医療・保健の計画

的整備、そして「完全参加と平等」をめざす障がい者福祉や子どもを健やかに生み

育てられる環境づくりなどを目的とした社会福祉制度・政策の発展や推進の必要性

が課題となり、そのため福祉改革がすすめられています。

　福祉改革は、平成元年12月の「高
＊
齢者保健福祉推進10ヵ年戦略（ゴールドプラン）」

の策定によって始まりました。平成２年における社会福祉事業関係８法の改正は、

要援護者の概念をこれまでの「措置を要する者」から「福祉サービスを必要とする

者」へ、利用者の意向を尊重する方向が示され、必要な福祉サービスを「誰でも、

どこでも、いつでも」受けられるように地域福祉の実現を目指すものでした。住民

に最も身近な市町村で、在宅福祉サービスと施設福祉サービスをきめ細かく、一元

的、総合的かつ計画的に提供される体制づくりは、社会事業法の第３条（基本理念）

や第３条の２（地域福祉等への配慮）などにおいて、その制度化・法定化が図られ

昭和 24年 日本社会事業協会が都道府県社会事業組織要綱（案）を作成

昭和 25年
ＧＨＱ（連合国軍総司令部）は８月まで達成すべき「厚生施策の主要目標（６項
目提案）」の内容を示し、社会福祉活動に関する協議会の構成などを強く提案。

昭和 26年 「社会福祉事業法」制定。都道府県共同募金会の法制化。

昭和 58年 市町村社協の法制化。

平成２年 「老人福祉法等の一部を改正する法律」（いわゆる福祉関係８法改正）が成立。

平成４年
社会福祉事業法の一部改正により、「社会福祉に関する活動への住民の参加のため
の援助」が社会事業として加えられる。

平成９年 「社会福祉事業等の在り方に関する検討会」発足。

平成 10年 「社会福祉基礎構造改革について（中間まとめ）」が報告される。

平成 12年
「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案」が上程
され、今までの「社会福祉事業法」の名称を「社会福祉法」に改正するなど大幅
な改革が行われる。介護保険制度の実施。

平成 13年 国の中央省庁の再編成。

平成 17年 介護保険制度の改定。
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ています。

　平成６年３月、厚生大臣の私的懇談会である高齢者福祉ビジョン懇談会によって、

「21世紀福祉ビジョン～少子・高齢社会に向けて」が報告され、21世紀における新

たな社会保障や社会福祉の施策の方向が示されました。その後、「エンゼルプラン」

や「障害者プラン」が示され、より早急に少子高齢社会に対応するために政策がす

すみました。

　さらに、社会福祉制度の根幹についての見直しが急務となり、社会福祉基礎構造

改革の必要性が指摘され、その一環として高齢者対策としての「介護保険制度」の

導入が検討され、平成９年には介護保険法が成立しました。あわせて、戦後50年に

わたって実施されてきた措置制度などの基本的な見直しを図るために、平成12年６

月に「社会福祉法」が制定され、社会福祉の関係８法が改正されました。

　なお、平成10年に、特
＊
定非営利活動促進法が成立し、市民活動が活性化すること

となりました。その後も民法の改正による「成
＊
年後見制度」の実施や、平成12年の「交

通バリアフリー法」や「児童虐待防止法」、さらに同年６月の「社会福祉法」の成立、

「民生委員法」の改正などがありました。また、最近では地方自治法の改正によって、

「指
＊
定管理者制度」が始まりました。

２．社会福祉協議会の歴史
　昭和26年、社会福祉事業法が制定され、全国段階の社会福祉協議会「中央社会福

祉協議会」が創設され、同年、都道府県にも設立されました。創設時の特徴としては、

　盧コ
＊
ミュニティ・オーガニゼーションの総合的推進を図る組織

　盪 公私の社会福祉及びこれに関連する専門家、機関、団体、住民によって構成さ

れる公共性の高い民間の組織

　蘯共同募金会と表裏一体の関係

　盻社会福祉の総合的、全国的系統的組織

があげられます。

　発足当時の「社会福祉協議会基本要綱」では、「社会福祉協議会は、一定の地域

社会において、広く社会福祉事業の公私関係者や関心をもつものが集まって解決を

要する社会福祉の問題について調査し、協議を行い、その実践に必要なあらゆる手

段や機能を推進し以って社会福祉事業を発展せしめ、当該地域社会の福祉を増進す

ることを企図する民間の自主的な組織である」としています。

組織は「中央及び都道府県に組織されるが、必要に応じ、市町村、郡等の地区にも

組織されることが望ましい」とし、その機能は、

　盧社会福祉事業に関する連絡調整

　盪社会福祉事業に関する調査

　蘯民生委員（児童委員）など社会福祉奉仕者の連絡

　盻共同募金の実施協力

　眈その他 

とされていました。

 　昭和37年、全国社会福祉協議会（全国社協）は、「社会福祉協議会基本要項」を

定めました。この要項では、
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　盧「住民主体」論を中心に、

　盪 社協の機能は「調査、集団討論、及び広報などの方法により、地域の福祉に欠

ける状態を明らかにし、適切な福祉計画を立て、その必要に応じて、地域住民

の協働促進、関係機関・団体・施設の連絡・調整、及び社会資源の育成などの

組織活動を行うこと」とし、

　蘯 社協の組織は「市町村から都道府県へ、そして全社協へと積み上げ方式による

系統的な組織であることを確認し、さらに市町村社協を住民自治組織、機能別、

階層別各種の住民組織、民生委員児童委員などによる組織」と位置づけ、

　盻社協「職員の所在と役割」を明確にしています。

　昭和53年、全国社協は「在宅福祉サービスの在り方に関する研究委員会」を設置

し、「在宅福祉サービスの戦略」を発表しました。その内容は、

　盧在宅福祉サービスの概念を明らかにし、

　盪在宅福祉サービスの現状を分析し、問題点を提示し、

　蘯 供給体制の枠組みを設定し、公私の役割などそのあり方、実践課題を提言する

ものでした。

 　昭和58年に、市町村社協が法制化され、正式に「社会福祉法人」の格を市町村社

協がもつことが定められました。

 　平成４年に、社会福祉事業法が一部改正され、「社会福祉に関する活動への住民

の参加のための援助」が社会事業として加えられ、地域福祉時代の幕開けとともに

新たな社協の指針として「新・社会福祉協議会基本要項」が定められました。新し

い基本要綱の特徴は、

　盧社協の構成員の明確化、

　盪住民主体の理念の継承と発展、

　蘯福祉サービスなどの企画、実施の強化

の３点があげられます。

　平成10年、社会福祉構造改革分科会が「社会福祉基礎構造改革」の中間答申を発

表、また平成12年に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する

等の法律案」が上程され、「社会福祉事業法」の名称を「社会福祉法」に改正する

など大幅な改革が行われました。

　「社会福祉法」では、社協は「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と

して位置づけられ、まさに地域福祉推進の中核としての役割が法的に明確化されま

した。

　今後、市区町村社協、都道府県社協の使命や役割がますます大きく期待されます

が、そのための体制整備が急がれています。特に市区町村社協においては組織の体

質改善や役職員の意識改革が求められ、モデル定款、新社会福祉法人会計基準への

対応をはじめ、役職員の経営意識の醸成、社会福祉士、ケアマネージャーなどの資

質向上などが課題となっています。
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３．ふれあいのまちづくりと事業型社協
　平成３年から『ふれあいのまちづくり事業』が社会事業に予算化され、開始され

ました。これは、相談体制の強化によって顕在化した問題の具体的な解決に取り組

み、その解決にあたってはさまざまなサービス、資源、援助の仕組みの連携、シス

テムをつくり、これにより地域福祉の総合推進を目指すことです。

　また、生活支援事業や小地域ネットワーク事業を通して日常的な地域生活の支援

機能を高め、必要なサービスや活動を活発に行おうとするものです。

　このふれあいのまちづくり事業の経験から開発された「事業型社協」という考え

方は、地域福祉のふさわしい社協像として期待されています。

４．「地域福祉権利擁護事業」の取り組み
　平成11年10月、各都道府県社協で地域福祉権利擁護事業が開始されました。地域

福祉権利擁護事業は、判断能力が十分でない認知症高齢者、障がい者などが、自ら

の意思で福祉サービスを利用することを援助する仕組みです。同年12月に成立した

「成年後見制度」と連動してすすめられています。

５．運
＊
営適正化委員会の設置

　福祉サービスの利用者が、福祉サービスを適切に利用することができように支援

する仕組みとして、社会福祉法第83条に規定されました。
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船橋市社会福祉協議会のあゆみ

　船橋市社会福祉協議会の設立

　昭和26年12月１日に市内福祉関係団体の連絡調整機関として、福祉関係者によって

設立されました。

　その後、昭和40年に船橋市社会福祉協議会の役員によって法人格の取得について協

議され、昭和41年８月31日に厚生大臣より社会福祉法人が認可されました。

船橋市社会福祉協議会歴代会長

　　

　　松　本　栄　一　　昭和２６年１２月１日～昭和３９年　８月３１日

　　丹　沢　善　利　　昭和３９年　９月１日～昭和４１年　８月３１日

　　長　嶋　正　男　　昭和４１年　９月１日～昭和５７年１１月３０日

　　橋　本　幸　雄　　昭和５７年１２月１日～昭和６３年１１月３０日

　　田　上　一　太　　昭和６３年１２月１日～平成１４年１１月３０日

　　小　川　博　仁　　平成１４年１２月１日～現在に至る

　救貧的社会福祉による出発（昭和20年～昭和30年代前半）
　　

　戦後の社会福祉制度は、生活困窮者に対する金銭的給付や戦災などによる孤児の保

護対策などを中心として始まりました。

　　昭和２６年　船橋市社会福祉協議会設立

　　昭和３０年　世帯更生資金貸付事業の制度化

　普遍的社会福祉への広がり（昭和30年代後半～昭和40年代前半）

　人口の都市集中化や核家族化の進行などにより、家庭の介護機能や地域の共同機能

が弱まり、福祉施設の整備や増設がすすめられました。さらには貧困的福祉への拡大

や、経済的要件にかかわりなく福祉ニーズに応じて必要なサービスを提供する時代に

なってきました。

　　昭和４０年　第１回船橋市社会福祉大会開催

　　昭和４１年　船橋市社会福祉協議会の社会福祉法人格取得

　　昭和４１年　船橋市社会福祉協議会広報紙（第１号）の発行

　　昭和４１年　法外応急援護事業の実施

　　昭和４２年　船橋市社会福祉協議会会費制の導入
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　　昭和４２年　福祉銀行貸付事業の実施　　

　　昭和４２年　支部・支会の設置

　　昭和４２年　家庭奉仕員派遣事業の開始　（身体障がい者）

　　昭和４２年  子どもの遊び場づくり運動の展開

　　昭和４３年　交通遺児福祉手当支給事業の開始

　　昭和４３年　心配ごと相談所の開設

　　昭和４３年　家庭奉仕員派遣事業の開始　（高齢者）

　　昭和４５年　有料駐車場事業の開始

　

　在宅福祉の登場（昭和40年代後半～昭和50年代前半）
  

　日常生活に対する支援などの充足が大きな課題となり、家庭の持つ保育・介護及び

看護などの諸機能の代替として施設福祉に対する福祉ニーズが高まってきましたが、

できるかぎり在宅で生活ができるようなサービス提供を中心とする在宅福祉サービス

が登場してきました。

　　昭和４７年　高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付事業の開始

　　昭和５１年　船橋市社会福祉協議会事業対策部会・財源対策部会の設置

　　昭和５２年　船橋市ボランティアセンターの開設

　　昭和５３年　福祉応急貸付事業の開始

　　昭和５３年　駐輪場整理事業の開始

　　昭和５４年　地域ぐるみ福祉活動「モデル地区」設置事業の開始

　　昭和５５年　丈夫な子を生み健やかに育てる運動の実施

　　昭和５５年  リフト付福祉バス運行事業の開始

　　昭和５５年　心配ごと相談所の増設

　住民参加による地域福祉の推進（昭和50年代後半～平成11年前半）

  在宅福祉サービスがますます重視され、ホームヘルパー派遣対象者の拡大やデイ

サービス事業が開始されました。

　また、国民の生活様式や価値観が多様化し、福祉ニーズに応じたきめ細かな福祉サー

ビスの提供が求められるようになり、行政主体のサービス提供から行政と民間が協働

して福祉サービスを提供することが注目されました。

　　昭和５８年　市町村社会福祉協議会法制化

　　昭和５９年　船橋市社会福祉協議会強化計画の策定

　　昭和５９年　福祉推進指定校事業の開始

　　昭和６１年　福祉バス「ふれあい号」の運行開始

　　昭和６２年　地域ぐるみ福祉ネットワーク事業の開始

　　昭和６３年　民間社会福祉施設職員激励会事業の開始

　　平成　２年　社会福祉事業法及び福祉関係８法の改正

　　平成　３年　福祉青空マーケット開催事業の開始
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　　平成　６年　船橋市社会福祉協議会地域福祉活動計画の策定

　　平成　７年　福祉カー貸出事業の開始

　　平成　８年　船橋市社会福祉協議会法人設立30周年記念福祉大会の開催

　　平成　９年　共同募金船橋支会事業の開始

　　平成１１年　ふなばし高齢者等権利擁護センター事業の開始

　　平成１１年　船橋市南老人福祉センター管理運営の受託

　

　福祉を取り巻く新たな時代（平成12年～現在）

　個人の価値観や生活スタイルが多様化し、福祉ニーズにおいても多種多様となり、

家族や地域社会、地方公共団体、福祉関係者などが相互に連携し、「自助・共助・公助」

の各システムが適切に組み合わされた福祉構築を築くことが重要となってきました。

また、新たな社会福祉法では「地域福祉の推進」が柱として位置づけられ、その基本

に住民参加による「公民協働」が明確になりました。

　さらに、個人の意思で福祉サービスを選択、契約し、利用するといった「利用者保

護」という新しい考え方が打ち出されました。

　　平成１２年　介護保険制度の開始

　　平成１２年　社会福祉法の制定

　　平成１２年　23地区社会福祉協議会の設置

　　平成１３年　社会福祉法による定款の変更

　　平成１３年　船橋市社会福祉協議会創立50周年記念福祉大会開催

　　平成１４年　福祉リフトカー貸出事業の開始

　　平成１４年　米寿記念写真撮影事業の受託

　　平成１５年　社会福祉事業振興貸付事業の開始

　　平成１５年　船橋市老人福祉バス運行事業の受託

　　平成１５年　情報公開規程の制定：「情報の開示」

　　平成１６年　ホームページの開設

　　平成１７年　指定管理者として認定される

　　平成１７年　船橋市東・西・南老人福祉センターの管理運営の開始

　　平成１７年　定款の変更　

　　平成１７年　個人情報保護規程の制定
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用　　語 解　　説

あ行 安心登録カード ６５歳以上の単身高齢者などで希望する人に、緊急連
絡先などを記入してもらい、地区社会福祉協議会で保
管しておくカード。

安全１１０番の家 船橋警察署が町会・自治会と連携し、地域における安全
拠点として平成１７年度から設置運動をすすめている。

移送サービス 自らの力で移動の自由が確保できない高齢者や障がい
者などに対して、目的の場所まで搬送する福祉サービス。

運営適正化委員会 福祉サービスに関する苦情を適切に解決するため、都
道府県単位に設置された苦情解決機関。千葉県では、
千葉県社会福祉協議会内に設置されている。

か行 介護保険制度 加齢に伴って体の機能が衰え、日常生活に支障を生じ
た人に、介護サービスを提供する社会保険制度。市町
村が保険者として運営し、介護が必要になったとき、
申請し認定されると費用の一部負担（原則１割）で介
護サービスが利用できる。平成１２年４月より実施。

介護保険事業計画 介護保険法第１１７条に基づき、介護保険事業に係
る保険給付の円滑な実施に関して定める計画で、平成
１５年３月に第２期計画が、平成１８年度に第３期計
画が策定される。

介護予防 どのような状態にある人でも、生活機能の維持･向上
を積極的に図り、要支援・要介護状態になることをで
きる限り防ぐこと。要支援・要介護状態にある人でも、
その時点での生活機能の維持・改善を図ることが重要
で、その人の生活・人生を尊重し、できる限り自立し
た生活を送れるように支援する。

（仮称）安心のまちネット
ワーク

地域の学校、ＰＴＡ、市民の会やその他防犯活動推進
団体が連携した活動ができるようにするため、地区社
協が防犯情報の拠点としての役割を果たすことが求め
られる。そのためには地区社協と防犯活動推進団体、
市民防犯課、警察、学校、公民館、児童ホームなどの
関係機関と連携できるネットワークの構築を検討する
必要がある。

（仮称）災害対策基金制度 災害が発生したとき、応援ボランティアの受け入れを
行う場合や、他の被災地へボランティアを派遣する場
合の支援に備えて、まとまった金額の資金を準備する
ための制度。

（仮称）障がい者支援ケア
会議

障がい者に対する支援のため、在宅介護支援センター
や各関係機関と連携して開催する会議。
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（仮称）地域福祉関連団体
連絡協議会

地域に存在する NPO、ボランティア団体、社会福祉
事業者、福祉団体などが、相互に支援する体制の確立
や福祉情報の共有化のために、地区社協が中心となっ
て設置する。

（仮称）地域福祉推進員 地域の福祉ニーズを行政や民生・児童委員につなぎ、
問題解決のための支援を行う活動を担う人（船橋市地
域福祉計画より）。

行政４計画 高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、障害者施策
に関する計画、次世代育成支援行動計画。

共助 地域における市民相互の助け合い≒助け合い活動。

協働 市民（個人・団体・企業）と行政が、それぞれの特性
を活かしながら補完しあい、協力・連携して同じ目的
に向かって活動すること。

共同募金 社会福祉法第１１２条に規定される募金で、赤い羽根
をシンボルにしている。募金期間は毎年１０月１日か
ら１２月３１日まで。なお、千葉県共同募金会船橋市
支会の会長は船橋市長。

虚弱高齢者 基本的日常生活動作は必ずしも介護を要する状態では
ないものの、全てをひとりで行うには困難をともなう
ので、部分的介助（家事の一部介助、声かけ、見守り
など）を要する高齢者。

公助 行政が行う公的な保健福祉サービス。

高齢化率 ６５歳以上の高齢者が人口に占める割合。

高齢者委員会 高齢者のことは高齢者自身で研究・検討し、解決を図
っていくことを目的とした、６０歳以上の地域住民に
よる高齢者問題専門の委員会。アメリカでは約２０年
前から、老人議員制度として実施されている州があり、
デンマークでは１０年前から法制化されている。

高齢者地域ケアチーム 地域型在宅支援センターを中心に、市の保健師や地区
社協、民生児童委員等で組織され、地域ケアに関する情
報交換を行うとともに、要援護となるおそれのある高齢
者に対するサービスの総合調整を行うための仕組み。

高齢者保健福祉計画 老人福祉法第２０条、老人保健法第４６条に基づく船
橋市の行政計画。平成１５年３月に第３次計画が策定
された。平成１８年度に第４次計画が策定される予定。

用　　語 解　　説

用　語　集
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高齢者保健福祉推進１０
ヵ年戦略（ゴールドプラ
ン）

平成元年１２月に、１０年間の高齢者対策強化計画と
して策定されたが、高齢化の波は予想以上に早く、５
年後には全面改定された新ゴールドプラン（高齢者保
健福祉計画）となり、以降５年ごとに新しい高齢者保
健福祉計画が策定された。

互助 お互いさまの範囲に含まれる隣近所の支え合い≒一声
運動・見守り活動など。

個人情報保護法 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保
護することを目的として、平成１５年５月に成立、平
成１７年４月から施行された法律。民間事業者に対す
る個人情報の取扱いのルールを定めており、罰則規定
もある。

コーディネート 連絡・調整を行うこと。

コミュニティ 住民が共同体意識をもって生活を営む、一定の地域及
び近隣社会のこと。

コミュニティ･オーガニゼ
ーション

地域に起こる問題を解決するために、地域を組織化し
て、社会福祉の専門的視点から側面的に援助すること。

コミュニティワーク 地域社会やコミュニティを診断し、住民を組織化して
課題や情報を共有するとともに、関係機関や団体など
と調整を図り、社会資源の活用や開発を目指す計画を
立案するといった過程を重視しながら問題を解決して
いく専門技術。

さ行 歳末たすけあい募金 共同募金の一環で、募金期間は１２月１日から１２月
３１日まで。生活困窮者に対する見舞金というイメー
ジから、地域福祉の推進を図るための募金として趣旨
が変わってきている。

サロン 地域住民とボランティアなどが協働で企画・運営し、
誰でも自由に楽しく住民交流ができる仲間づくりの
場。高齢者が集うふれあい・いきいきサロンのほかに、
子育てサロンや障がい者のサロンなどがある。なお、
地域によっては町会・自治会や老人クラブなどが行う
サロンもある。

指定管理者制度 多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応
するため、公の施設の管理に民間の能力を活用するこ
とにより、住民サービスの向上・経費の節減などを目
的とした制度。それまで市の出資法人や公共的団体な
どに限定されていた公の施設の管理を、民間事業者も
含めた幅広い団体に行わせることができるようになっ
た。平成１５年９月の改正地方自治法による。

用　　語 解　　説
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次世代育成支援行動計画 安心して子育てができ、また、次世代を担う子どもた
ちが健やかに育つように、社会全体で子育ち・子育て
支援を目指す行政の行動計画。

自治会連合協議会 町会・自治会の相互の連携と親睦を図り、共通の問題
を民主的に研修、協議、調整することにより、市民の
自治意識の振興と住民福祉及び環境の向上に貢献する
ことを目的とした団体。

自助 自立した生活の維持が困難となった場合に、自分や家
族を中心に解決を図ること。

社会福祉士 専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上
の障がいがあること、または環境上の理由により日常
生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談に応
じ、助言・指導・その他の援助を行う人。

社会福祉法 社会福祉事業法（昭和２６年制定）を平成１２年に改
正・改題した法律。福祉サービス利用者の利益保護、
地域福祉の推進、社会福祉事業の発達を目的とする。

障がい者相談員 船橋市の委嘱を受け、障がい者のさまざまな問題につ
いて相談に応じる人。

障害者施策に関する計画 障がいのある人を取り巻く様々なバリア（障壁）の除
去と社会参加を目的とした行政計画。平成１６年３月
に策定された。

生涯学習 一人ひとりが自己の充実、生活や職業能力の向上など
を目指し、自発的意志に基づき行われる学習活動。家
庭教育・学校教育・社会教育のように意図的・組織的
な学習活動として行われるものだけではなく、スポー
ツ活動、文化活動、趣味、レクレーション活動、ボラ
ンティア活動など、あらゆる分野での学習体験活動を
いう。個人的に学ぶ楽しみや自己の向上、生きがいに
通じるだけでなく、生涯学習活動それ自体またはその
成果が、人と人との新しい絆を生み出すとともに、地
域文化の向上、産業などの活性化をもたらすなど人づ
くり、まちづくりにつながる。

食育 子どもの頃から体にいい食べ物を選ぶ目を育て、食の
大切さを学び、好ましい食習慣を身につけさせるため
の教育。

シルバー男性料理教室 ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯の男性を対象
に、健康管理に関心をもち、自活力を高めるために各
地区社協の自主事業として実施している。

用　　語 解　　説
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制度ボランティア 民生・児童委員、主任児童委員、保護司など、厚生労
働大臣や法務大臣などから委嘱を受けた民間のボラン
ティアで、地域住民からの相談に対応したり行政機関
との連絡調整を担っている。

生活支援員 地域福祉権利擁護事業において、契約者の支援計画に
基づいて、福祉サービス利用援助、金銭管理サービス
を行う人。

青少年相談員 青少年の健全育成は地域ぐるみですすめよう、という
趣旨のもとに、青少年の良き理解者・良き相談相手と
して昭和３８年に誕生。２３地区の町会・自治会から
推薦されたた人が千葉県知事と船橋市長から委嘱を受
け、相談員活動のほかに地区の文化祭や子どもまつり
などに協力している。

成年後見制度 認知症高齢者、障がい者などの判断能力が十分でない
人などの財産管理や身上監護を、代理権・同意権・取
消権が付与された成年後見人などが行う制度。家庭裁
判所が成年後見人などを選任する「法定後見制度」と、
あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見制度」
がある。平成１１年の民法改正により導入された。

赤十字奉仕団 赤十字の基本原則（人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・
世界性）に基づいてボランティア活動をする団体。

た行 体育指導委員 スポーツ振興法に基づいて設置された委員。子どもか
ら高齢者までが、スポーツを通して健康で明るい生活
が送れるように、現在、２３地区内の各町会・自治会
の推薦を受けた２００人が、船橋市教育委員会の委嘱
を受け活動している。

地域安全パトロール隊 地域の町会・自治会、企業、商店会を中心としたパト
ロール隊。

地域型在宅介護支援セン
ター

地域に密着した高齢者の支援活動を行う。介護が必要
な人やその家族、ひとり暮らし高齢者からの来所・電
話・訪問による相談を受けて、必要に応じてサービス
利用手続きを行う。

地域資源 地域における、住民生活の諸要求や問題解決の目的に
使われる各種の施設、制度、機関などの物的資源及び
個人・集団・知識や技術などの人的資源の総称である。

用　　語 解　　説
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地域情報ネットワーク 高齢者などの見守り活動で情報把握をした際の情報の
伝達及び個別支援に結びつけるための仕組み。近隣住
民、町会・自治会、地域担当保健師、ボランティア、
郵便局、新聞店、電力会社、水道局などと連携をとる
ことが必要。

地域通貨 お互いに助け合い支え合うサービスや行為を時間や点
数、地域やグループ独自の‘貨幣’などに置き換え、
これを「通貨」として財やサービスと交換するシステ
ム。

地域福祉権利擁護事業 認知症高齢者、知的・精神障がい者などの判断能力が
十分でない人の金銭管理や日常生活に関する相談に応
じ、地域生活を支援する事業。相談内容に応じて、契
約により福祉サービス利用援助、金銭管理サービス、
財産保全サービスを行う。

地域包括支援センター 地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に
支援することを目的として、包括的支援事業（介護予
防マネジメント、高齢者や家族の総合相談・支援、虐
待の防止・早期発見、ケアマネージャー支援）を地域
において一体的に実施する役割を担う中核拠点。平成
１７年の改正介護保険法で規定された。

地区社会福祉協議会 船橋市内の２３の地区コミュニティごとに設置された
船橋市社会福祉協議会の支部組織。地区社協のこと。

千葉県生涯大学校 ６０歳以上の人を対象に、社会環境の変化に順応する
能力を再開発し、心豊かで生きがいのある生活を営む
ための環境づくりに役立つよう、県内５地域に設置さ
れている。一般課程・通信課程・専攻課程（各２年制）
があり福祉・生活・園芸・陶芸について学べる。

超高齢社会 高齢化率が７％～１４％が高齢化社会、１４％～２１
％で高齢社会、２１％を超えると超高齢社会。国連（世
界保健機構）が定義したと言われている。

特定非営利活動促進法 特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することな
どにより、ボランティア活動をはじめとする市民が行
う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全
な発展を促進するために、平成１０年３月に制定され
た法律。「特定非営利活動法人」とは、不特定かつ多
数の人の利益になることを目的とし、１０人以上の構
成員がいること、政治活動や宗教活動を目的としない
ことなどの条件を満たしている団体が認可を受けるこ
とができる。
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な行 認知症 従来の痴呆という言葉には侮蔑（ぶべつ）的意味合い
が強く、必要なケアや治療の妨げになったり、予防対
策から高齢者を遠ざけているケースがあるとして、厚
労省が呼称見直しの検討会を設置し、平成１６年１２
月に答申を受けた新しい呼称。

ネットワーク 個別の物を関連づけ、網のように結びつけること。

は行 ひまわり１１０番の家 船橋市ＰＴＡ連合会によりプレート設置がすすめられ
た。子供が登下校中に身の危険を感じた時に飛び込む
ことのできる家。

評議員 社会福祉協議会の議決機関であり、「理事・監事・評
議員選任規程」で定められた、市内の制度ボランティ
ア及び福祉団体・当事者団体などから選任される。

福祉教育推進指定校 学校教育を通じ、児童や生徒に対して社会福祉への理
解を深め、福祉の心を育成することを目的として指定
された学校のこと。船橋市では小学校５５校、中学校
２７校、高等学校１６校が指定校となっている。福祉
体験学習や、学校行事への高齢者などの招待などを行
っている。

福祉体験学習 車イスや高齢者疑似体験、点字版、アイマスクなどの
体験や、障がい者施設などでの現場体験などのこと。

ふなばし市民大学校 生涯学習への意欲に応えるため、生きがいづくりや地
域のまちづくりに役立つ講義や実習を行うところ。文
化・文芸、健康、パソコン、陶芸、園芸、スポーツ健
康、ボランティア、学びのコーディネーターの各学科
がある。

ふなばし健やかプラン 21 船橋市が策定した健康増進法第８条における市町村健
康増進計画。基本計画は平成１７年度からの５ヵ年計
画。基本構想の目標年次は平成２６年度。

船橋市市民活動サポート
センター

福祉や文化、環境や国際交流などさまざまな分野で活
動するボランティア団体やＮＰＯを支援するために、
ＪＲ船橋駅南口再開発ビルに開設した施設で、打ち合
わせや会報づくりなどができるスペースのほか、活動
内容の発信・情報提供なども行うことができる。

船橋市地域福祉計画 船橋市が策定した平成１７年度からの福祉５ヵ年計
画。
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防犯指導員 町会・自治会の推薦により、船橋市長の委嘱を受けた
船橋警察署管内２０２人、東警察署管内３１４人が、
地域での防犯活動を行っている。

保護司 保護司法に基づき、法務大臣の委嘱を受けて犯罪や非
行に陥った人の更生を支援する制度ボランティア。

補導委員 船橋市教育委員会の委嘱を受けた学校関係者・地域住
民など約１５０人が活動。非行のおそれのある青少年
の早期発見や補導を行う。

ホームヘルパー 身体上又は精神上の障がいがあって日常生活を営むの
に支障がある障がい者、難病患者などを抱えている家
庭に対して、日常生活の適切な家事、介護等の世話及
び外出時の付添いを行うために派遣される人。

ボランティア 自分たちのまちを住みよいものにすることを願って、
みんなの幸せのためにお金やものをもらうためでな
く、いろいろな仕事をすすんでやる人のことをいいま
す。ボランティアは、その活動に喜びと生きがいを感
じている人たちです。（千葉県小学生福祉読本「ふくし」
より引用）

ボランティアセンター 船橋市社会福祉協議会内に設置されている機関で、ボ
ランティアを希望する人を登録し、ボランティアを必
要とする人との調整を行っている。

ま行 ミニデイサービス事業 ひとり暮らし及び日中ひとりで引きこもりがちで、介
護保険認定外（自立判定者）の高齢者を対象とする。
軽体操や手芸などのプログラムにより、生きがいづく
りの場を提供することを目的としている。

見守り活動 常時の支援は必要ではないが、虚弱な高齢者などにつ
いて訪問などを通して生活異変を早期に発見する活動
のこと。

民生・児童委員 地域において住民の立場から要望を関係機関に伝える
とともに、ひとり暮らしの高齢者や障がい者などへの
訪問・相談など、住民が安心して暮らせるよう支援を
行うため、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱を
受けた制度ボランティア。船橋市では民生児童委員協
議会が設置されている。
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参考文献
　　船橋市地域福祉計画
　　社会福祉６法
　　船橋市「ひとり暮らし高齢者・高齢者のみの世帯の状況把握調査報告書」
　　船橋市自治会連合協議会「町会・自治会概況報告」

や行 有償ボランティア 少額の報酬をともなうボランティア活動のことで、地
域通貨や時間預託などとともに普及してきているが、
報酬をともなう市民活動は、ボランティア活動ではな
いとする意見もある。

ら行 要援護者 災害発生時、必要な情報を迅速かつ適確に判断したり、
身を守るために安全な場所へ避難するなどの、一連の
行動に対してハンディを負う人。（防災白書より）

理事 社会福祉協議会の執行機関であり、「理事･監事・評議
員選任規程」で定められた、市内の制度ボランティア
及び福祉団体から選出されている。

他 老人クラブ 明るい長寿社会をつくるために、高齢者の知識と経験
を生かし、生きがいと健康づくり、社会参加活動を行
っている自主的な組織。平成１７年４月現在で船橋市
内に２９０クラブ、１６，６９０人が加入している。

NPO Non Profit Organizationの略で、民間非営利活動団
体（法人）のこと。社会貢献活動を行っている市民
団体で営利を目的としない。地域の活性化や地域福祉
の向上などに大きな役割を果たすものと期待されてい
る。

５ブロック 船橋市内は東・西・南・北・中央の５つの行政コミュ
ニティからなり、さらに２３の地区コミュニティに分
かれている。

ＤＶ Domestic Violenceの略で、配偶者間暴力をいう。

ＰＴＡ Parent Teacher Associationの略。父母と教師の会。

ＳＯＳネットワーク 行方不明になった認知症の高齢者や障がい者を早期発
見・保護し、事故を未然に防ぐことを目的とした連絡
網。
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～支え合いのまちづくりプラン～
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