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第3次三郷市地域福祉活動計画　概要版

● 個別支援と相談業務
　権利擁護センターの運営
 成年後見制度や福祉サービス利用援助

事業などの利用相談

　要援護高齢者実態調査
 要援護高齢者の状況調査を行い、必要に

応じて相談窓口を紹介

　声のたより
 視覚に障がいのある方へ、広報みさとや

社協だよりなど広報紙を録音してお届け

　ひとりぐらし高齢者友愛通信／ふれあい電話
 単身高齢者へ、定期的な電話訪問や暑

中見舞い、年賀状によるご挨拶

　心配ごと相談所の運営
 悩みごとへの助言、相談機関の情報提供

　生活福祉資金貸付相談
 低所得世帯や失業者世帯に対する資金

貸付制度

　彩の国あんしんセーフティネット事業
 社会福祉法人が担う社会貢献事業とし

て、生活困窮状態にある方に対して、相
談・物理的援助により自立支援を図る

三郷市社会福祉協議会の取り組み
● 地域のつながりをサポート
　ボランティアセンターの運営
 ボランティアに関する相談の受付、ボランティア講

座、体験学習、情報紙「ボランティアみさと」の発行

　災害ボランティアの取り組み
 災害発生時に担うべき役割について、研究・訓練

を実施
地域の協力者への研修機会の提供

　ふくしカレッジ・ふくし講座・出前講座の開催
 「小地域福祉活動」や「介護」「老いじたく」などに

ついて学ぶ講座を開催。また、地域の集まりで
社協職員が情報提供をする出前講座を実施

　地域福祉活動推進費配分事業
 町会・自治会・管理組合の地域活動を対象に助成

金を配分

　地域歳末たすけあい運動配分事業
 町会・自治会・管理組合の歳末福祉事業への一部

助成による活動支援、及び単身高齢者への歳末
義援金の配付

　福祉教育の推進
小中学校へ、福祉教育の展開や支援

　社会福祉大会の開催（５年に１度）
福祉功労者へ感謝し表彰を行う

● 地域包括支援センターの運営
三郷市地域包括支援センターみずぬま

 高齢者や介護している方などから、
様々な相談をお受けする地域の相
談窓口

● 共同募金運動
 赤い羽根募金・歳末たすけあい募

金運動の実施

● 情報発信と社協活動のPR
 ホームページの運営、SNSによる情

報発信、機関紙「社協だより」の発行

● 老人福祉センターなどの
    管理運営
地域の憩いの場の提供
 ・ 岩野木、彦沢、戸ヶ崎老人
福祉センター
 ・ 老人憩いの家やすらぎ荘
 ・ 戸ヶ崎老人デイサービス
センター
 ・ 岩野木集会場

● イベント実施
合同金婚式
結婚50周年を祝う式
典を開催し、対象者の
ご夫婦をご招待

ふれあい広場
障がいについての理解
を広げる地域イベント

ふれあい作品展
高齢の方や障がいのあ
る方の創作品を展示

　地域社会が抱えている課題は、多様化・複雑化しており、地域福祉のあり方も常に見直しや
変化が求められています。
　こうした中、三郷市社会福祉協議会は平成20年度に三郷市地域福祉活動計画を策定し、基本
理念として「みんなで　ささえあい　ともにつくろう　地域の輪」をかかげ、市民のみなさまと
共に活動してまいりました。
　今回、第１次・第２次の三郷市地域福祉活動計画の基本理念は継承しつつ、新たな計画にむけ
た市民懇談会を経て、第3次三郷市地域福祉活動計画を策定しました。
　この計画は平成30（2018）年度から平成34（2022）年度までの5か年計画です。
　市民のみなさまと共に、これからの５年間でさらに地域福祉を推進してまいります。

みんなで  ささえあい  ともにつくろう 地域の輪地域の輪

計画策定の趣旨及び計画の性格



　すべての人が住み慣れた場所で、自立し、安心して
暮らせる地域社会を築くためには、日頃からつながり
による地域の輪をつくり、広げていくことが必要です。
　また、市民一人ひとりが、福祉サービスの受け手と
してだけではなく担い手として、主体的に地域社会に
関わっていくことも大切です。
　地域福祉活動計画の基本理念である「みんなで　さ
さえあい　ともにつくろう　地域
の輪」は、地域の方々のつなが
りの輪をつくり、一人ひとりが地
域づくりの主役であることを集約
したものです。

　誰もが必要な情報を、必要な時に、
わかりやすい表現で、手に取りやすく
しておく必要があります。
　地域福祉の情報をわかりやすく再
編成し、迅速な情報発信体制を目指
します。

〈基本目標❶〉

知りたい・伝えたい情報が
行き交うしくみづくり

　地域福祉を推進するためには、地域
の実情をよく知るみなさまの参加とご
理解が何よりも大切です。
　市民活動やボランティア活動に参加
する方や企業・団体を支援し、活動し
やすい環境を整備する役割を果たして
いきます。

〈基本目標❷〉

すべての市民が活動に
参加できるしくみづくり

　判断能力が不十分なために日常生活
を営むことに支障がある方の権利を守る
ことは重要な課題です。
　権利擁護センターや地域包括支援セン
ターが、消費者生活相談等の関係機関
と連携を強化し、相談支援体制の充実を
図ります。

〈基本目標❸〉

誰もがその人らしく
暮らせるしくみづくり

　日頃から地域の中で様々な立場の
方々が交流し、見守りや支援、緊急時
の対応などの活動に備えた地域のネット
ワークの構築が求められます。
　地域の交流活動の情報を収集し、
積極的な情報発信を行うことにより地
域の方による福
祉コミュニティの
構築を推進して
いきます。

〈基本目標❹〉

支えあいと助けあいの
しくみづくり

基本目標基本理念

〈地域課題❶〉

身近な地域での
支えあい活動の推進
「自助」「互助」「共助」「公助」のバランスのとれ
た地域づくり

〈地域課題❷〉

ボランティア活動の充実
誰にとっても住みやすいまちづくりに向けた、あら
ゆる分野での「市民参加の推進」

〈地域課題❸〉

ひとり暮らし高齢者や
高齢者のみ世帯への支援
隣近所や地域とのつながりの希薄化による、社会的
孤立の解消

〈地域課題❹〉

福祉情報提供体制の充実
地域の課題や福祉に関する情報を収集し、発信して
いくしくみづくり

地域課題 施策の体系
基本理念 基本目標 施策の方向 事業の取り組み

み
ん
な
で 

さ
さ
え
あ
い 

と
も
に
つ
く
ろ
う 

地
域
の
輪

（1） 市民が交流できる場の充実 

（2） 地域のネットワークの推進

（3） 見守り体制の推進 

（1） 情報提供体制の推進 

（2） 気軽に相談できるしくみづくり 
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知りたい・伝えたい
情報が行き交う
しくみづくり

❶

すべての市民が
活動に参加できる
しくみづくり

❷

支えあいと
助けあいの
しくみづくり

❹

誰もがその人らしく
暮らせる
しくみづくり

❸
（1） 権利擁護の推進 10

（1） 福祉教育・体験学習の推進 

（2） 地域で活動する人づくり 

（3） ボランティア・市民活動支援の推進

13
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16

インターネットを活用した情報発信の充実
機関紙（社協だより、ボランティアみさと）等の充実
災害時の情報発信体制の構築　　　　　　
福祉・地域情報発信支援の推進

地域総合相談の取り組みと情報提供

地域における連携の取り組み

権利擁護の相談支援と情報提供

福祉教育・福祉体験学習への支援

ふくしカレッジの実施

ボランティアきっかけづくり事業の実施
ボランティア講座の実施

ふれあい・いきいきサロン活動の推進
老人福祉センター・老人憩いの家の活用

見守り活動の推進
要援護高齢者実態調査の充実
ふれあいメール事業の実施

みんなで  ささえあい
ともにつくろう  地域の輪
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