あ い さ つ

「みんなでたすけあう あったか なんたん」
この度、多くの皆様からご意見やご提言等をいただき、第２期南丹市地域福祉活動計画
「第２期なんたんふれあいプラン」を策定いたしました。第１期計画は、平成20年３月に
「南丹市地域福祉計画」が策定されたことを受け、１年後の平成21年４月に南丹市地域福
祉活動指針「なんたんふれあいプラン」として策定いたしました。市が２年がかりで策定
に取り組まれたこともあり、社協におきましても同時進行で企画委員会を中心に策定に向
けた準備作業に入り、３年間の議論を重ねて１年遅れで策定いたしました。第１期計画
は、初期計画であったこともあり、理念に重点を置いた「活動指針」として提案し、一番
大切にしたい「ふれあい」をプランの愛称としました。
この５年間の活動で、地域福祉活動の広がりを見てきました。企画小委員会を中心に取
り組んでいただいた地域懇談会等では、地域福祉の大切さについて多くの議論が生まれて
います。見守りや支え合い活動も徐々にその輪が広がっており、とりわけ、民生児童委員
の皆さんとふれあい委員との連携を強めていただいております。また、組織づくりに向け
た議論がますます活発になっており、一部の地域では住民主体の地域福祉を推進するため
の組織が立ち上がり、地域での具体的な活動が展開されています。このように、地域福祉
を推進する環境づくりが着実に前に進んだと考えております。
第２期プランは、これまで積み上げてきた成果をもとに、より具体的な活動を計画的に
取り組んでいく段階として位置づけ、第１期プランをさらに発展・強化させるため、「活
動指針」から「活動計画」として提案しました。また、実施計画のほとんどは、平成24
年度に南丹市が策定した、「第２期南丹市地域福祉計画」の重点プロジェクトとの連携・
協働を図る内容としております。
すべての住民が、ふれあい、支えあいながら、いつまでも安全に安心していきいきと地
域で暮らしていける、住民が主役の地域福祉活動の推進を目指し、「第２期ふれあいプラ
ン」の基本理念を「みんなでたすけあう あったか なんたん」と定めました。この計画
を社会福祉協議会が一丸となって、住民の皆さんとともに進めてまいりたいと考えており
ます。
結びにあたり、計画策定に際し、貴重なご意見、ご提言等をいただきました、企画委員
会の皆様をはじめ、実態調査や懇談会等でご協力いただきました市民の皆様に厚くお礼を
申し上げます。
平成26年３月
社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会
会 長

田 中

博
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1 第 1 期プランのふりかえり
項

目

果

民生児童委員やふれあい委員を中心にした見守り
活動が広がっています。身近な地域で支援を必要

基本目標

⑵﹁ふれあいで心ぬくぬくのまちづくり﹂ 〜ささえあう・ふれあいのまちづくり
⑴﹁ふれあいの森づくり﹂ 〜地域福祉をすすめる人づくり・ネットワークづくり

1

成

見守り活動

地域懇談会

とする方をふだんから気にかけて見守ったり、声
かけをすることで、課題の早期発見や早期対応に
つながっています。

毎年地区（小学校区等）ごとに地域懇談会を開催
し、幅広い参加者で地域の課題等について話し合
いをすすめてきました。

ふれあいいきいきサロン
居場所づくり

ふれあいいきいきサロンの新たな立ち上げや、民
家等を活用した 居場所づくり など、気軽に集
える交流の場づくりがすすんでいます。
（H25年度ふれあいいきいきサロン数：103）

100を超える様々なボランティアグループの活動

ボランティア活動

ふれあい委員

地域福祉を推進する組織・
ネットワークづくり

が広がっています。各種ボランティア講座やボラ
ンティア交流会を開催し、活動の輪を広げていま
す。また、市外からの学生や社会人によるボラン
ティア活動も広がりを見せています。
合併前に旧町それぞれで設けていた福祉委員制度
に代わり、新たに「ふれあい委員」制度を開始し
ました。身近な地域での見守り・相談や、様々な
地域福祉活動の担い手として、その活動が徐々に
広がっています。
（H25年度ふれあい委員253人）
従来からあるブロック単位での、地域福祉活動に
加え、一部の地域では新たに、地域福祉を推進す
るための住民主体の組織、ネットワークづくりが
すすみました。

防災の取り組み

区・自治会等で防災マップづくりや避難訓練の積
極的な取り組みがすすんでいます。台風18号災
害では災害ボランティアセンターを開設し、災害
ボランティア活動による復旧支援も行いました。

生活実態調査

平成23年度に「市民のくらしと地域福祉に関す
る実態調査」を実施しました。

（平成21年度〜25年度）
課

題

新しい
プランでは

民生児童委員やふれあい委員だけで見守りができる範囲に
は限界があります。隣近所での日常的な見守りや、ふれあ
いサロンのような集う場での見守りなど、多様な方法をさ
らに充実させ、必要に応じて専門職ともしっかり連携でき
る体制を強化していくことが必要です。

安心して住み続けられる地域を、住民自ら協力してつくっ
ていくために、今後も幅広い参加者で議論を積み重ね、具

➡P7へ

➡P11へ

体的な活動につなげていくことが必要です。

活動を続けていくのが難しくなっているサロンもありま
す。一部の人に負担がかからないように運営方法を工夫し
たり、地域ぐるみで参加・協力していくことが必要です。
増え続ける空き家等を有効に活用して、多様な交流の場・
活動拠点をつくっていくことが今後の課題です。

➡P13へ

新たにボランティアを始めるためのきっかけづくりや、活
動しやすい条件づくりを充実させていくことが課題です。

➡P13へ

ふれあい委員の役割や活動が十分に明確になっていない、
といった課題や、地域の中でまだ十分に認知されていな
い、といった課題があります。

➡P15へ

組織化がすすんだ地域ではどのように活動を発展させてい
くか、また組織化がすすみにくい地域ではどのように協働

➡P17へ

のしくみづくりをすすめていくかが今後の課題です。

いつおこるかわからない災害に備え、特に災害時に何らか
の配慮や支援が必要な人を地域でどう支援するか、ふだん
から地域で話し合い、防災・減災の取り組みをすすめる必

➡P19へ

要があります。
調査で明らかになった課題の解決に向け、第 2 期なんたん
ふれあいプランの策定をすすめてきました。このプランを
もとに、それぞれの地域で具体的な取り組みを展開してい
くことが、今後の課題です。

➡P29へ

2

2 第２期プランの内容

〜これから取り組んでいくこと

基本理念 〜いちばん大事にすること

『みんなでたすけあう

あったか

なんたん』

第１期「なんたんふれあいプラン」（南丹市地域福祉活動指針）で一番大事にしたかったことは「ふ
れあい」でした。
「すべての住民が、ふれあい、支えあいながら、いつまでも安全に安心していきいき
と暮らしていけるよう、地域の福祉力を高め、市民が主役の地域福祉活動を推進する」ことを目的とし
た活動指針を定めました。この指針をさらに発展・強化させていくため、「みんなでたすけあう

あっ

たか なんたん」を基本理念に第２期「なんたんふれあいプラン」をすすめます。

基本目標 〜みんなで目指していくこと

１．地域の助け合いをすすめる人づくり
第１期プランでは、
「ふれあいの森づくり」をすすめるための大切な１本の木として、
「ふれあい委
員」をつくりました。今後はその役割や位置づけをさらに明確にし、お互いに協力や情報共有を図りな
がら組織的な活動をすすめます。また、住民一人ひとりが広く福祉に関心を持ち、様々な活動への参加
を通じて地域福祉をすすめる担い手となることを目指します。

２．くらしを支える多様な活動づくり
第１期プランでは、毎日の生活の中に、自然な「ふれあい（支えあい）」の関係が育って「心ぬくぬ
くのまち」になるようにとの思いから「ふれあいで心ぬくぬくのまちづくり」を目標としてきました。
今後は、こうした活動をさらに継続発展させていくため、見守りや支え合い活動をはじめ、多様な地域
福祉活動をすすめます。

３．新たな支え合いのしくみづくり
第１期プランでは、身近な地域で各種団体が連携しネットワークをつくって活動していく基礎的な組
織づくり「ふれあいの森づくり」を目標としてきました。今後も、この「ふれあいの森」を育て成長さ
せていくため、引き続き住民主体の組織づくりをすすめていきます。

安心の基盤づくり 〜社協・行政・関係機関の役割
社会福祉協議会・行政・関係機関の専門職のネットワークを強化して、住民のくらしの安心をしっか
りサポートします。

3

基本理念 〜いちばん大事にすること

みんなでたすけあう あったか なんたん
基本目標

実施計画〜みんなで取り組むこと

〜みんなで目指していくこと
１．「お互いさま」のつながりを大事にしよう
つながりは地域の財産
孤立しがちな人も包み込む地域社会に…
（→P5〜6）

① 地域の助け合いをすすめる

人づくり

２． ご近所福祉

で見守り、支え合おう

「ご近所」
での見守り・助け合いがやっぱり大事！
「見守り活動」をさらに一歩深めよう
（→P7〜10）

３．みんなの参加でこれからの地域づくりを考えよう
みんなの参加で話し合う場づくり
（→P11〜12）

４．交流で絆を深めよう

② くらしを支える多様な

活動づくり

支え合えるつながりづくりは、日常的な対話・
交流から
いろいろな交流活動に積極的に参加してつなが
（→P13〜14）
りを広げよう

５．ふれあい委員は ご近所福祉 の推進役
ふれあい委員は身近な地域の「気づき役」「つな
（→P15〜16）
ぎ役」

６．地域ぐるみで協働できるしくみをつくろう
お互いの活動を知ることから始めよう
（→P17〜18）

③ 新たな支え合いの

しくみづくり

７．地域の防災力を高めよう
災害は他人ごとではない…

（→P19〜20）

８．身近な地域に福祉の活動拠点をつくろう
地域の実状にあった新しい福祉のしくみづくり
（→P21〜22）

９．地域活動に必要な財源を考えよう
赤い羽根共同募金や様々な助成事業を活かそう
（→P23〜24）
安定的な自主財源づくり

安心の基盤づくり〜社協・行政・関係機関の役割

（→P25〜26）

4

みんなで
取り組むこと

1

「お互いさま」のつながりを大事にしよう

たから

つながりは地域の財産
隣近所とのつきあい方を調査した結果、「くらしのことで助け合っている」と答えた人の割合が、実
に65％以上もありました。人と人とのつながりが薄れてきた、と言われる昨今ですが、南丹市にはま
だまだしっかりと助け合いの文化が残っています。
ほとんどつきあっていない

隣近所とのつきあい

3.0％

くらしのことで
助け合っている

あいさつをする程度

31.6％

65.4％

孤立しがちな人も包み込む地域社会に…
地域の中では、障がいのある人、心の悩みなど生きづらさ
を抱えている人、人とのつながりを持ちにくい人など、多く
の人が様々な困難を抱えながらくらしています。調査の結果
でも「隣近所とほとんどつきあっていない」、「身近に相談で
きる人がいない」と回答した人もあり、地域の中で孤立して
いることが心配されます。
困っていてもなかなか人には「助けて」とは言いにくいも
のです。困ったときはお互いさまの気持ちで、誰もがつながりあって、助けたり助けられたりできる関
係をつくっていきましょう。つながりは地域の財産。豊かなつながりが豊かなくらしをつくります。

住民の

声

地域のつながりを作る第一歩が声かけだと思います。心掛け一つでつながり
は強くなっていきます。
便利な通信手段が発達した今日だからこそ、顔を見てコミュニケーションを
交わすことが大切。
地域のみんなで助け合っていこう、という住民自身の意識が大切。

5

取り組み項目

説 明

①人権啓発・人権学習

福祉の根本は人権です。人権啓発・人権学習に積極的に取り組
み、人権についての理解を深め、誰もが基本的人権を尊重され、
つながりあえる地域社会をつくりましょう。

②障がい理解、認知症理解

障がいについての学習会や「認知症サポーター養成講座」（→Ｐ
10参照）などを開き、認知症や様々な障がいについて正しい理
解を深め、偏見によって孤立させられる人がいない地域社会をつ
くりましょう。

③日常的な声かけ運動

つながりづくりは日ごろの「声かけ」から。例えば回覧板をまわ
すときに直接手渡しして一声かけたり、地域の行事や集まりなど
に「お誘い」したり、日常生活の中でできる声かけ運動をすすめ
ましょう。

④助けられ上手のススメ（啓発）

困ったときに「助けて」と言えることも、助け合いの第一歩で
す。無理して一人でがんばり過ぎないように、助けられ上手に
なってもらうための声かけをすすめましょう。

困ったときは「お互いさま」で助けられたり、助けたり…

困ったときは
お互いさま

助けられ上手
例えば…

助け上手
例えば…

困ったときに誰かに助けてと言える。

困っている人がいたら気になる。

人が集まるところへよく行く。

すぐに関われる。

出会った人には声をかける。

相手から信頼される。

人を家に招くことができる。

人が大好き。

緊急の連絡先を誰かに伝えている。

人に分け隔てなく親身になれる。

困りごとがあっても人にはなかなか助

家に閉じこもったり、人とのつながり

けを求めにくいもの…。でも一人で抱え

を持ちにくい人、なかなか助けられ上手

込んでしまわず、ときにはまわりの人に

になれない人にとっては、こちらから声

甘える勇気も大切です。相談したり助け

かけをしていくことも必要です。おしつ

を求めたりできる相手をふだんからつ

けにならない程度に関わっていくことも

くっておきましょう。

大事なことです。

6

みんなで
取り組むこと

2

ご近所福祉 で見守り、支え合おう

「ご近所」での見守り・助け合いがやっぱり大事！
見守り・助け合いの基本は今も昔も向こう三軒両隣の「ご近所」です。ご近所どうしの自然なつなが
りの中で、日頃からあたたかく声をかけあって、見守り、支え合えることが、安心して暮らせる地域づ
くりの基本です。ふだん気にかけている人のちょっとした変化（異変）に気づいたり、困りごとに気づ
いたときには、本人に声かけをしたり、関係者に連絡・相談することで、問題の予防や早期発見・早期
対応につなげましょう。

ちょっとした変化（異変）
電気がつきっぱなし（夜になっても電気がつかない）
ゴミ出しに来ない
新聞や郵便物がたまっている
カーテンや雨戸が開かない（閉まらない）

「見守り活動」をさらに一歩深めよう
民生児童委員、ふれあい委員による見守り活動が広がっています。見守りネットワークをつくり、ご
近所どうしでどんな支え合いが行われていて、どんな課題があるのか、「支え合いマップ」をつくって
確認してみたり、ふだんの見守り活動から見えてくる課題について情報共有や相談しあえる場として
「見守り会議」を定期的に開くなど、現在取り組んでいる見守り活動をさらに一歩深めていきましょう。

住民の

声

朝晩は若い人と一緒でも、昼間はひとりきりになる人がいる。
閉じこもりがちで話し相手もなく孤立している人が多い。
高齢者のみの世帯が増えている。
身体に障がいがある方のひとり住まいが心配…。
認知症高齢者も増えており、地域で見守り・支えることが大事。
独りで亡くなっていて気づかれなかったことも…。

7

取り組み項目

説 明

①定期的な見守り・訪問活動

民生児童委員、ふれあい委員による定期的な見守り・訪問活動の
広がりを地域ぐるみの活動として発展させましょう。

②見守りネットワークづくり

住民と専門職との連携をはじめ、民間事業者（郵便、新聞配達、
ガス事業者・水道検針員等）とも連携した見守りネットワークづ
くりに取り組みます。

③見守り活動に関する学習会、
交流・研修会の開催

地域で見守り活動を広め、深めるために、自主的な学習会や交
流・研修会などを開催しましょう。

④
「見守り会議」の開催

見守り活動の中で見えてくる困りごとの解決にむけて、「見守り
会議」をもちましょう。必要に応じて専門職も交えて、課題への
対応について一緒に話し合いましょう。

⑤
「支え合いマップ」づくり

地域で「支え合いマップ」づくりに取り組み、住民どうしの支え
合いの状況や課題を把握しましょう。

⑥
「支え合いマップ」を活かした マップづくりの結果をもとに、各ご近所での福祉活動をすすめ、
ご近所福祉活動の推進
またそれを地域ぐるみで支援する活動をすすめましょう。
認知症徘徊SOS模擬訓練を地域ぐるみで行って、認知症になっ
ても安心して暮らせる地域づくりをすすめましょう。

⑦認知症徘徊SOS模擬訓練

「見守りネットワーク」のイメージ（例）
隣近所での日常的な見守り（①）を基本とし、
民生児童委員、ふれあい委員、区・自治会などによる定期的な見守り・訪問活動（②）
宅配や電気・ガスなどの民間事業者によるゆるやかな見守り（③）
必要に応じて社協等の専門職と連携・協働する（④）
重層的な見守りネットワークで、地域の安心・安全な暮らしを支えましょう。
見守りネットワーク
見守り会議

ご近所ネットワーク

ふれあい委員
委

ボランティア
老人クラブ

②定期的な見守り

区・自治会役員

困りごと相談

民生児童委員

①日常生活での
自然な見守り

④連携・協働

③ゆるやかな
な
見守り
専門機関（社協・地域包括支援センターなど）
民間事業者
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わ け

今、見守りが求められている理由
平成22年の国勢調査では、単身世帯の割合（32.4％）が、夫婦と子どもから成る世帯
（27.9％）を上回り、最も多い世帯類型になりました。南丹市でも、少子高齢化や人口減少が
すすみ、家族規模の縮小がすすんでいる地域もあります。また閉じこもりや孤独死などの社会
的孤立の問題も年々増加しています。今後はますます地域全体に見守り援助のネットワークが
必要です。

（人）

１世帯あたりの人数の推移

4.0

１世帯あたりの人数

（平成２年）

0

ひとり暮らし高齢者世帯数

2.97

2.63

平成 2 年 平成 7 年 平成12年 平成17年 平成22年 平成26年

（世帯）

ひとり暮らし

夫婦

3,000

（平成22年）

1,717

2,000

高齢夫婦世帯数

1,000

1,717世帯

844世帯
（平成２年）

2.43

高齢者ひとり暮らし世帯数、高齢夫婦世帯数の推移

1,236世帯

（平成２年）

3.06

1.0

（平成26年）

579世帯

3.26

2.0

2.43人

3.51人

3.51

3.0

（平成22年）

0

1,066

844
579
平成 2 年

（

1,427

1,545

736

886

1,049

1,236

平成 7 年

平成12年

平成17年

平成22年

国勢調査より→資料編P28参照
平成26年は南丹市HP 人口・世帯数集計表より

）

日常生活の困りごと（ゴミ出しや買い物、掃除、雪かきなど）を抱える世帯が増え、悪徳
商法被害や災害時の対応も心配です。
地域に住む住民どうしが声を掛け合い見守り合うことで、地域から孤立を無くし、いざとい
うときに助けあえる関係づくりをもう一度見直すことが求められています。

「見守り会議」をひらこう
集落・区・自治会等の単位で見守り会議をひらいて見守りが必要な方の情報共有をしたり、支援
方法を一緒に考えましょう。
例えば…
【場

所】
：公民館など

【頻

度】
：月１回程度

【メンバー】
：民生児童委員、ふれあい委員、区
長（区役員）、地域の協力者など
見守りをする中で気づいたことや困りごとを情報共有して、それぞれがサポートできそう
なことについて話し合いましょう。
困難な問題などは専門職を呼んで意見を求めたり、一緒に支援の方法を検討しましょう。
特に問題がない時は短時間で終わらせたり、ちょっとした学習会をするなどの工夫も…
＜これだけは必ず守りましょう！＞
会議で出た話は他にもらさない。
（守秘義務）
見守り訪問の対象となるご本人には、見守り
会議の場で関係者と情報共有することの了解
を得ましょう。
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Point
見守り会議を通じて住民と専門職とが
ふだんから連絡・相談できる「顔見知
りの関係」をつくっておきましょう。

「支え合いマップ」をつくってみよう
【用意するもの】

民生児童委員、ふれあい委員、ご近所の協力者、サロ
ンの世話役さん、社会福祉協議会、地域包括支援セン
ターなどのメンバーで、50世帯くらいまでの「ご近所」
圏域について調べます。要援護者（気になる人）を地図
●

●

●

●

●

●

●

●

●

□ 住宅地図を拡大したもの
□ 筆記用具
（サインペンなど）
□ 付せん紙

など

●

で確認するだけでなく、その人に誰がどう関わっている
孤立

●

かまで書き出します。例えばお隣の人がときどき様子を
見に来る、おしゃべりに来る、買い物に行ってあげるな

支えあいマップイメージ
要援護者 ふれあい委員
ご近所協力者
声かけ

見守り

見守り

連絡

だんなんとなく感じていた地域のことが、ありありと見

行き来

ど、さりげない関わりも書き出します。そうすると、ふ
えてきます。その情報をもとに、要援護者の支援策を皆

見守り

で考えます。
連絡

●みなさんのご近所でも支え合いマップをつくってみま
せんか？

見守り

参考：『支え合いMAP作成マニュアル』
木原孝久 著

「認知症サポーター」になろう
〜認知症ってどんな病気？ 周囲の人はどう対応したらいい？〜
●認知症サポーター養成講座
「認知症サポーター」とは、認知症の人の「応援者」です。特別なことをする人ではありま
せん。認知症の人を、温かい目で見守る人のことを言います。認知症サポーター養成講座では
認知症の正しい理解、認知症の方への正しい接し方について学びます。

●徘徊SOS模擬訓練
認知症の高齢者等が行方不明になったり事故にあったりすることを防ぐために、行政、警
察、消防署、地域包括支援センターなどの公的機関の他、地元の商店や区・自治会、地域住民
が連携して通報〜連絡〜捜索〜発見・保護の訓練をします。

認知症になっても安心してくらせるまちづくりを
誰しも年をとってくると、今までできていたことができなくなり、不安を感じるもの
です。だからまわりの人がその不安を感じとったり、手助けすることが大切です。
やさしく言葉をかけたり、手をかしたりする人を町じゅうに増やして、認知症になっ
ても安心してくらせるまちづくりをすすめましょう。
（問合せ：南丹地域包括支援センター

→Ｐ31）
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みんなで
取り組むこと

3

みんなの参加でこれからの地域づくりを考えよう

みんなの参加で話し合う場づくり
「地域福祉」は誰もが安心していきいきと暮らし続けられる地域づくりをみんなで考え、協力してす
すめていくことです。
地域懇談会や、様々な場を活用して、地域固有の課題、これからの地域づくりなどについて、住民み
んなで話し合いを重ねていきましょう。そして「よし、やってみよう！」と思うことから始めていきま
しょう。
近隣・遠方で暮らす家族、都会からのボランティアなど、地域に関わるあらゆる人たちともつながり
を深め、一緒に地域の将来を考えていきましょう。
今ある地域のいいところを残しながら、南丹市ならではのしあわせな暮らし方をみんなで考えていき
ましょう。

住民の

声

地域のみんなで助け合っていこうという、住民自身の意識が大切。
都会へ出ている家族・親族とのコミュニケーションも大事。
周囲の人を気遣える人が地域に一人でも増え、地域全体がそういう雰囲気に
なればいい。
地域の問題は、地域みんなで考えていく必要がある。
これからのまちづくりについて本音で話し合うことができる場をつくってい
くことが大事。

取り組み項目

①地域懇談会の開催

説 明
地域懇談会を定期的に開催して、幅広い参加者でわたしたちの地
域の福祉課題やこれからの地域づくりについて話し合いましょ
う。様々な人が参加しやすいよう、いろいろな方法で懇談会を開
きましょう。

既にある様々な場や行事（イベント）、研修会の機会を活用し
②様々な話し合いの場や研修会、
て、地域の福祉課題やこれからの地域づくりについて話し合いま
イベントを活用しての話し合い
しょう。
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③福祉教育・ボランティア学習

福祉教育・ボランティア学習（体験）を通じて、「誰もが住みよ
いまちづくり」について、子どもも大人も一緒に考え、行動して
いきましょう。

④地域の応援団と一緒に考える

市外からのボランティアや大学など地域を応援してくれる人たち
と一緒にこれからの地域づくりについて話し合っていきましょ
う。

みんなで話し合う方法を工夫しよう
地域ぐるみの取り組みをすすめるには、地域ぐるみの話し合いを丁寧に行うことが大切です。
みんなが参加しやすい方法、話しやすい雰囲気づくりなど、いろいろな工夫をしましょう。
１．話し合いを呼びかけるときには…
新しい人が参加することで、新しいアイデアが
生まれます。なるべく多くの人が参加しやすい、
参加したくなる方法を工夫しましょう。

２．話し合いを始めるときには…
テーマ・方向性を参加者全体でしっかり確認し
てから話し合いを始めましょう。
始めは話しやすいテーマ、次に掘り下げたテー
マへ…と段階を設けるのもいいでしょう。

３．話し合いをすすめるときには…
進行役は、参加者みんなが意見を出せるように
心がけましょう。
出された意見・アイデアや情報を、模造紙やホ
ワイトボードなどに書き出しながら、話し合い
を深めましょう。
大勢では話しにくい場合は、３〜５人程度の少
人数のグループに分けて話すのも有効です。

４．話し合った後は…
話し合ったことを実行に移すための「計画づく
り」にも取り組んでみましょう。
（→参照Ｐ17「住民福祉計画づくり」
）

参加できなかった人にも、話し合った内容を広
報紙などで知らせましょう。
（関心をもった人
が次から参加しやすいように…）

＜話し合うときに大切にしたいこと＞
一人一人の考えを尊重 全員が主役
年齢、性別、立場を超えて水平な関係で
結果よりプロセスを大切に
みんなで考えを出し合うことを楽しむ
地域らしさを大切に
「無いものねだり」ではなく「あるも
の探し」を
外部の人たちの視点も大切に

グループ分けの工夫も…
○年齢階層別でグループ分け
世代で異なる価値観を活かして
例）10〜20代、30〜40代、
50〜60代、70代〜
○テーマ別でグループ分け
同じテーマに関心のあるメンバーで
○女性グループ／男性グループ など

※話し合いの場に来られない人にも、
「アン
ケート」や「聞き取り」などで意見やアイデ
アを聞かせてもらいましょう。

地域での話し合いの
企画や運営については、
社協にお気軽にご相談ください。

みんなで考えよう、笑顔でくらせる あかるいまちづくり
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みんなで
取り組むこと

4

交流で絆を深めよう

支え合えるつながりづくりは、日常的な対話・交流から
「安心して住み続けられるまちづくりに大事なことは？」という調査の結果、最も回答が多かったの
は、
「住民相互の日常的な対話交流を広げる」（→資料編Ｐ30参照）でした。困った時に助けたり助け
られたりできる関係を広げるために、身近な地域で住民どうしが対話・交流できる機会を増やして、お
互いの絆を深めましょう。

いろいろな交流活動に積極的に参加してつながりを広げよう
交流活動にはふれあいいきいきサロン活動、ボランティア活動、老人クラブ等の団体活動、趣味の活
動など、様々な活動があります。いろいろな活動に参加している人ほど、隣近所と助け合っていたり、
相談相手の幅が広い、ということが調査結果からもわかります。（→資料編Ｐ29参照）
活動になかなか参加しにくい人にも、なるべく声かけをしてお誘いするなどして、交流の輪を広げま
しょう。
住民の

声

住民間の交流が必要。
訪問による見守りと、サロンのような集まる場での見守りと両方でよりよい
見守りになる。
身近な場所に気軽に集える居場所がほしい。

取り組み項目
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説 明

①ふれあいいきいきサロン

ふれあいいきいきサロンをひらきましょう。
社協ではサロン活動助成、レクリエーション用品等の貸出、活動
メニュー例やサロン運営方法の工夫などに関する情報提供、出前
講座の調整などにより、サロン活動を支援します。

②居場所づくり

誰でも気軽に集える多様な居場所をつくりましょう。

③交流会の開催

サロン交流会やボランティア交流会などを開催して、様々な活動
の情報や知恵の交換をしたり、交流の輪を広げましょう。

④ボランティア活動や市民活動

ボランティアや市民活動に取り組みましょう。
社協ではボランティア活動助成、ボランティアに関する情報収
集・発信などにより、ボランティア活動を支援します。また、障
がいをもつ方やその家族の会、認知症の方やその家族の会など福
祉関係団体・組織や様々なNPO・市民活動の交流支援や立ち上
げ支援を行います。

⑤広報の充実

サロン活動、ボランティア活動、当事者活動など様々な住民活動
に関する情報を、社協だよりやホームページ等を活用して発信の
支援をします。区のお知らせや回覧版でもサロン活動の情報など
を広く地域住民にお知らせしましょう。

ふれあいいきいきサロン

＜サロンの効果＞
①見守り・安否確認

ふれあいいきいきサロンは、自宅から歩いて行

②心身の健康維持

けるくらいの身近な場所で誰でも「気軽に」「無

③地域とのつながりづくり

理なく」「楽しく」「自由」に集える、地域の交流

④孤立感や不安・悩みの解消

の場です。

⑤閉じこもり防止 など

地域の話題
おしゃべり

季節の行事

地域住民

ふれあい委員

高齢者

子ども

老人クラブ

民生児童委員

ボランティア

社協
地域包括支援センター
保健師 など専門職

安否確認・見守り

障がい者

区・自治会

駐在所や消防署
からのお話

体操
レクリエーション

※継続的、定期的に集まることで、お互いの健康を気遣って、ちょっとした変化にも気づくことができます。
※閉じこもりがちな人、孤立しがちな人も、なるべく参加してもらえるようにお誘いしましょう。
※サロンに来られない人、来ない人には訪問したり、ゆるやかな見守りを…

コラム

―――――――――

「みんながホッとできる空間づくり」
南丹市では、自宅（民家・空き家）を開放して「地域の居場
所」として活用している事例が広まっています。
参加者の自宅から近く、生活の温かみがあり、リラックスで
きるという自宅（民家）ならではのメリットがあります。毎週

居場所ってこんなところ！

金曜日の午後に空き家を開放されているお家の方は、
「友達の

＊地域の情報が集まる場所
＊フラッと立ち寄れる場所
＊同じ趣味を持つ人が交流できる
場所
＊「こんなことがしたい」という
思いをカタチにできる場所

家に来たみたいにおしゃべりしたり、自分の好きなことをした
りして、自由に過ごしてほしい」と考えておられます。
自宅以外にも、空き店舗や空き施設などを利用することもで
きます。地域のあちらこちらに「みんなの居場所」がある「ま
ち」って、素敵だと思いませんか？
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みんなで
取り組むこと

5

ふれあい委員は ご近所福祉 の推進役

ふれあい委員は身近な地域の「気づき役」
「つなぎ役」
ふれあい委員の活動は、地域で近所の人を見守るなかで、「あれ、いつもと違うな…」という小さな
変化に気づくことです。そして、あいさつや声かけをして、さりげなく見守ったり、無理のない範囲で
相談相手になることも大切な活動です。相談を受けたら一人で抱え込む必要はありません。民生児童委
員や社協などに連絡や相談して、一緒に考えて行きましょう。

住民の

声

ふれあい委員さんが訪問してくれるのをいつも楽しみに待っています。
ふれあい委員の活動が地域の中でまだ知られていない。
区の中でふれあい委員が充分に位置づけられていない。
同じ地域のふれあい委員どうしで定期的に集まって情報交換したり、相談で
きる場がほしい。

取り組み項目

説 明

①ふれあい委員活動の広報

地域懇談会やお便りの中で、ふれあい委員の役割や活動を紹介す
るなど、ふれあい委員活動を広く地域住民や関係者に知ってもら
えるように、お知らせしていきましょう。

②ふれあい委員どうしの交流

ブロックごとにふれあい委員どうしの交流会をするなどして、お
互いに情報交換や相談ができる顔の見える関係づくりをすすめて
いきましょう。

③ふれあい委員研修／
地域福祉リーダー研修

様々なテーマの研修に積極的に参加しましょう。
社協では認知症理解（認知症サポーター養成講座）
、福祉の制
度・サービス、防災、支え合いマップづくりなどをテーマに研修
を行います。

④民生児童委員や専門職との連携

見守り会議等を通じてふれあい委員、民生児童委員、専門職がふ
だんから顔の見える関係をつくり、いざという時に速やかに連
絡・相談できる体制づくりをすすめておきましょう。

ふれあい委員の選び方
ふれあい委員は、地域福祉に関心があり、熱意と理解の
ある住民の中から、区長・自治会長により推薦され、南丹
市社会福祉協議会の会長が委嘱します。
またボランティアとして自主的にこの活動をする気持ち
のある方は、申し出により委員になることができます。
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ふれあい委員の役割

「気づき役」
ふだんの見守りから近
隣のちょっとした変化
や困りごとに気づく役

日常生活の中でのさりげない
見守り・声かけ

「つなぎ役」
気づいたことや相談
を受けたことを必要
に応じて社協などに
つなぐ役

気づいたこと、相談を受けたこ
とを民生児童委員や社協など専
門機関に連絡・相談
相談機関連絡先

ふれあい委員の声
熱中症になりかけていたお年寄りに、い
ち早く気づくことができて、大事に至り
ませんでした。

気になる方のところに無理のな
い範囲で定期的な見守り訪問を
して、話し相手や相談相手に

→Ｐ31参照

ふれあい委員の声
活用できる制度・サービスにつないだ
り、制度・サービスでは対応できないこ
とについて、一緒に支援の方法を相談で
きました。

何か困ったことがあれば知
らせてもらうように声かけ
しておくだけでも、孤立解
消や安心につながります。

ふれあい委員の声
毎月「あんしんあんぜん情報」（啓発チ
ラシ）を持って民生児童委員さんと一緒
に見守り訪問をする中で、悪質訪問販売
に気づき、被害を未然に防ぐことができ
ました。

ふれあいサロンや地域の行事など、
「集う場・交流の場」での見守りも。
（→Ｐ14参照）

閉じこもりがちな人に参加を呼びか
ける「お誘い役」も大事な役割です。

相談機関に連絡がくるときには、既に問題が深刻化していることが少なくありません。
地域の中でふだんから気にかけて見守ったり、声かけをしてくれる「気づき役」
「つな
ぎ役」が多いほど、問題の早期発見・早期対応ができ、安心して暮らせる地域づくりに
もつながります。
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6

地域ぐるみで協働できるしくみをつくろう

お互いの活動を知ることから始めよう
安心して住み続けられる地域づくり（地域福祉）をすすめていくためには、住民どうしの協力や様々
な団体、関係者との協力が欠かせません。「地域をよくしたい」という同じ思いで活動するものどうし
バラバラに活動するのではなく、協働するしくみ（地域福祉活動の基盤となる組織＝ ふれあいの森 ）
をつくりましょう。まずはお互いの取り組みや課題を知りましょう。そして協働できることを話し合っ
て、一緒に協力しながら活動をすすめていきましょう。
活動を継続的にすすめるために、一部の人にだけ負担がかからない体制づくりや継続的に関われる担
い手づくり、中長期的な活動計画（住民福祉計画）づくり、活動拠点づくり、自主的な活動資金づくり
などにも取り組んでいきましょう。

住民の

声

いろいろな団体がそれぞれバラバラに活動しているので、力が分散している。
活動している者どうしが、お互いの活動を知って協力しあう必要がある。
継続的に活動していくためには、一部の人に負担がかからないことが大事。

取り組み項目
① ふれあいの森 づくり

説 明
住民どうしの協働のしくみについて話し合い、身近な地域で組
織・ネットワークをつくりましょう。

②住民福祉計画（地区福祉計画） 毎年の活動計画を立てたり、3 〜 5 カ年の中長期的な活動計画
（住民福祉計画）をつくりましょう。
づくり
③活動拠点づくり

地域の空き施設等を活用して、地域福祉の活動拠点をつくりま
しょう。（→Ｐ21参照）

④活動資金づくり

地域の資源を活かしたコミュニティビジネス（※）などによる自主
的な活動資金づくりにチャレンジしていきましょう。
（→Ｐ23参照）

⑤地域間の情報交換

組織づくりがすすんだ地区どうし、お互いの取り組みを情報交換
したり、課題について話し合う機会をつくりましょう。

（※）コミュニティビジネス……地域資源を活かしながら地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むものであり、
地域の人材やノウハウ、施設等を活用することにより、地域における新たな創業や雇用
の創出、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与するものです。
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協働のしくみづくりのステップ（例）
区・自治会役員、民生児童委員、ふれあい委員、老人ク

定期的な話し合いの場づくり

ラブ、女性会、サロン、ボランティアなど、さまざまな
住民や団体が、主体的に参加して話し合う場をつくりま
しょう。

活動や困りごと、
地域課題についての情報共有

それぞれの団体等の活動の趣旨や内容、困りごとなどに
ついて情報交換したり、地域課題について話し合い、互
いに協力して取り組めることについて検討しましょう。

それぞれの団体の活動を相互に助け合ったり、地域住民

地域ぐるみの交流活動
（行事型活動）

どうしの交流を深める活動、関係者で協力しあって様々
な地域ぐるみの活動に取り組みましょう。

ご近所福祉 を支える活動
（生活支援型活動）

ご近所での見守り・支え合いをサポートしたり、ふれあ
いサロン活動をサポートするなど、生活支援型活動や地
域の課題解決のための取り組みを広げていきましょう。

「こんな地域にしたい」という住民の声や思いをもと

継続的な活動のための計画・
担い手・体制づくり

に、地区の福祉活動計画をつくったり、継続的な活動の
担い手・体制づくり、活動拠点づくりなどを検討してい
きましょう。

ふれあいの森イメージ（例）
社会福祉
協議会
当事者
団 体

区･自治会
役員など

民生児童
委員

区･自治会
役員など

民生児童
委員

ふれあい
委員

ふれあい
サロン

公的機関
ボラン
ティア

ふれあい
委員
ボラン
ティア

ふれあい
サロン

身近な地域の

協働のしくみ
民生児童
委員

行 政

ふれあい
委員

区･自治会
役員など

各種団体
NPO

（ 住民主体の地域
福祉推進組織）

ボラン
ティア

ふれあい
サロン
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7

地域の防災力を高めよう

災害は他人ごとではない…
平成25年９月に発生した台風18号は、南丹市にも大きな被害をもたらしました。
風水害、地震、雪害、大規模災害はいつ起こるかわかりません。災害が起こった時に少しでも被害を
減らすため、ふだんから地域住民みんなで防災・減災について学び、訓練などを重ねて地域の防災力を
高めていきましょう。特に山間地では過疎高齢化がすすんでいるので、特別な手立ても必要です。
災害が起こった時に大切なのは、やはり隣近所の助け合いです。ふだんの見守りや声かけが、災害時
に支援を必要とする人の安否確認や避難支援につながります。
また、災害復旧にあたっては、災害ボランティア活動が大きな力となります。社協と地元自治会や自
主防災組織とが連携して災害ボランティアセンターをスムーズに運営できるように、ふだんから話し合
いや訓練を重ねていきましょう。

住民の

声

日頃の地域での助け合い、つながりが大事だと思う。
昼間は若者が少なく、高齢者・弱者をどう助けるかが課題。
災害時、どのように連携し動くか、誰がリーダーシップをとるかが大切だと
思う。

取り組み項目

説 明

①台風18号災害の検証

台風18号災害の経験を幅広い住民・関係者でふりかえって検証
し、教訓を活かしながら、今後の防災・減災の取り組みにつなげ
ましょう。

②災害時要援護者支援のための
福祉防災マップづくり

風水害、地震、原子力災害、雪害など様々な災害を想定し、ハ
ザードマップや災害時要援護者避難支援個別計画を活用して、地
域の危険個所や安全な場所、避難経路を確認したり、高齢者や障
がい者等災害時に何らかの配慮や支援が必要な人の支援のあり方
を考えましょう。

③当事者参加型の避難訓練、
避難所体験

高齢者や障がい者等災害時に何らかの配慮や支援が必要な当事者
を含む地域住民の参加で、実践に近い想定での避難訓練や避難所
体験に取り組みましょう。

地域住民、社協、関係機関が連携して効率的に災害ボランティア
センターが運営できるように、平時からの話し合いや、設置・運
④地域密着型の災害ボランティア
営訓練を行いましょう。
センター運営体制づくり
また、災害ボランティアセンターの運営支援ボランティアとして
活動しましょう。
⑤防災講座、学習会の開催
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防災や減災に関する様々な講座や学習会・イベントに参加しま
しょう。
社協では体系的に連続講座や出前講座などを行っていきます。

福祉防災マップをつくろう
自分たちの住んでいる地域で大地震や風水害が起こった
ことを想定して、福祉防災マップをつくってみましょう。

＜福祉防災マップのつくり方（例）＞
【用意するもの】

住宅地図を拡大したものに透明のシートをかぶせて、その上か

□ 住宅地図を拡大したもの

ら油性マジックでさまざまな情報を書き込みます。

□ 透明のシート
シート①

ステップ

公園

1

□ 油性の色マジック

など

□ 大きな建物、公園、河川など、
「現在の町の情報」を書
き込みます。

川

（例）黒：道路・大きな建物、緑：公園・空地・駐車
場、青：川・用水路

文

小学校

□ 避難場所や災害時に役立つものの設置場所などを書き
込みます。

シート②

ステップ

2

浸水

□ 地震、洪水・土砂災害などが実際に起こった場合を想
定して、危険個所や安全な場所を書き込みます。
＊過去に地域で起こった災害をしっかり確認しましょう。
＊ハザードマップも確認しましょう。

シート③
寝たきり
の方

ステップ

支持者

3

実際に地域を歩いて
確認しましょう。

□ 高齢者や障がい者など、災害時に何らかの配慮や支援
が必要な人がどこにいて、どのような支援が必要かを
書き込みます。

独居の方

＊ご本人がどのような支援を希望されるか確認しましょう。
□ 避難場所までの安全な避難経路を考えて書き込みます。
重ねると…

シート①〜③
寝たきり
の方

「話し合ってみよう」
川

公園

いつ避難する？

浸水

安全な避難場所は？
災害時の連絡体制は？
安否確認の方法は？

文

小学校

独居の方

夜間に災害が起こった場合は？
災害時に支援が必要な人は？
支援が必要な人を地域でどう支援する？

防災マップは作成したらそれで終わりではなく、定期的

防災マップを活用しよう！

に検証したり、避難訓練などに積極的に活用していきま
しょう。
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8

身近な地域に福祉の活動拠点をつくろう

地域の実状にあった新しい福祉のしくみづくり
ご近所どうしつながって、助け合ってきた地域でも、高齢化や人口減少が進むにつれて、これまでの
ように地域の中で支え合っていくことが難しくなってきました。また、特に山間地では、様々な福祉
ニーズがあっても対象者が少ないなどの理由で、必要なサービスが身近な地域で受けにくい、という課
題もあります。
こうした課題に対応していくために、地域ごとの実状に応じた新たな支え合いやサービスのしくみづ
くりが必要です。その一つとして、第2期南丹市地域福祉計画では、
「地域の福祉活動の拠点づくり」
を重点プロジェクトとして掲げています。
誰もが気軽に集うことができて、必要なサービスを受けることができ、地域住民それぞれが得意なこ
と、好きなこと、できることで自由に活動して、助けたり助けられたりできるような地域福祉の活動拠
点を、身近な地域につくっていきませんか？

住民の

声

もうちょっと手助けがあれば地域で暮らし続けられるのに…
制度外をサポートするしくみづくりが必要。
子どもたちの放課後の居場所がほしい（放課後児童クラブは３年生までなの
で…）
自由に使える活動場所がほしい。

取り組み項目

説 明

空き施設や空き家を活用した活動拠点づくりについて、幅広い地
①地域密着の活動拠点づくりにつ 域住民、関係者で一緒に話し合いましょう。
いての話し合い
空き校舎の有効活用について協議する中でも、地域の福祉のため
の活用について話し合いましょう。
②先進地視察

先進的に地域福祉の活動拠点づくりを行っている地域を視察し、
研究しましょう。

＜拠点づくりのポイント＞
「敷居の低い居場所」 誰もが気軽に集まれる場所

出入り自由な場所

あそこに行ったら何かやってみることができる、と思えるような場所
「今ある資源の活用」 空き施設や空き家の有効活用など
「双方向の関係性」

利用者がサービスを一方的に受けるのでなく、自分にできることで貢献も…

「縦割りでない福祉」 対象者ごと・サービスごとではない福祉、 既存サービスの柔軟な運用
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南丹市ではどんな拠点づくりができる？
空き施設等を活用した、身近な地域の活動拠点づくりについて、南丹市内でも既に話し合い
や取り組みがすすみ始めています。行政・関係機関・地域住民が一緒になって、それぞれの地
域でどんな拠点づくりができるか、知恵を出しあっていきましょう。

市の中心部に大きな拠点をつ
くると、周辺部の人は使いに
くく、きめ細かなサービス等
の提供も難しい…。

＜いろいろな活動拠点の例＞
民家や商店を活用した活動拠点
民家型デイサービス 、 地域ふれあいホーム
集会所を活用した交流拠点や介護予防拠点

身近な地域に拠点をつくること
で、それぞれの地域に必要なサー
ビス等を提供でき、地域振興の拠
点としても活用していけます。

農産物の加工・販売拠点に交流の場を併設
障がい者の就労支援施設や地域活動支援セン
ターを基本に住民の交流・活動拠点として運営
民間事業所や店舗の空きスペースを活用

空き家や廃校を活用した活動拠点・交流拠点

など

小規模多機能型居宅介護に交流施設を併設

事例紹介

〜中山間地域における新たな支え合いのしくみづくり〜
（地域福祉の拠点）
●高知型福祉「あったかふれあいセンター」
全国に先行して人口の減少や高齢化が進む高知県では、空き校舎等を活用した地域密着の多
機能拠点で、子どもから高齢者まで、年齢や障がいの有無にかかわらず誰もが利用でき、必要
なサービスを受けられる「あったかふれあいセンター」事業を展開しています。
「集う」を基本に、地域の実状に応じて「交わる」
「送る」
「預かる」「働く」
「学ぶ」などの
機能を付加して、その地域で必要なサービスを
オーダーメイドで作り上げています。
基本機能として「相談・訪問・つなぎ」「生活
支援」を付け加え、地域での見守りネットワーク
づくりや生活支援のしくみづくり、ふれあいサロ
ン活動のサポートなど、小地域の福祉活動の支援
を展開しています。運営には幅広い地域住民が参
加しています。
参照：高知県ホームページ
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9

地域活動に必要な財源を考えよう

赤い羽根共同募金や様々な助成事業を活かそう
共同募金は地域福祉を推進するための募金です。南丹市共同募金委員会では、地域の課題解決に取り
組む事業・活動を応援する共同募金を目指して、寄付と助成が好循環していくしくみづくりに取り組ん
でいます。地域のみんなで募金運動に取り組んで、集めた募金を地域福祉活動に積極的に活用していき
ましょう。
また、行政や社協、民間財団等の各種助成事業も有効に活用していきましょう。

安定的な自主財源づくり
地域福祉活動を継続的に取り組んで行くためには、安定的な自主財源の確保が不可欠です。地域福祉
と地域振興とを一体的に取り組む中で、地域の活動に必要な資金を地域でつくり出すことができるしく
みづくりを、考えていきましょう。
地域の人材やノウハウ、施設、資金などの資源をいかしながら、地域課題の解決にビジネスの手法で
取り組む「コミュニティビジネス」や、企業の社会貢献活動との協働など、様々な活動や仕事おこしに
ついて研究し、地域活動の財源づくりを考えていきましょう。

住民の

声
共同募金って何のために使われているの？
継続的に活動していくためには財源の確保が必要。
町づくりや地域振興と福祉を一体的に取り組んでいく必要がある。

取り組み項目

説 明

①共同募金の拡充と有効な活用

赤い羽根共同募金は地域福祉を推進するための募金です。地域の
課題解決に向けた助成プログラムを積極的に活用していきましょ
う。
募金活動にも積極的に参加して、地域活動の財源を増やしましょ
う。

②民間財団等の助成の活用

地域活動に対する各種助成事業を有効に活用していきましょう。
社協では各種助成金の情報提供を強化します。

③安定的な自主財源づくり

地域のイベントや特産品販売など経済的な活動の収益を、地域活
動の財源に還元するなど、自主財源づくりの方策を研究していき
ましょう。

コミュニティビジネスや企業の社会貢献活動との協働など、各地
④コミュニティビジネスや企業の
の事例も視察研修等を通じて研究し、取り組みを広げていきま
社会的貢献活動との協働
しょう。
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寄付と助成の循環（共同募金運動）イメージ
集める
地区福祉推進組織等の活動に

地域の福祉活動
募金活動

地域で集めた
募金

活かす

ボランティア活動に

決める
助成プログラム
地域の課題解決に取り組む活動
じぶんの町を良くする活動への助成
当事者組織の活動に

「地域福祉」
と
「地域振興
（地域活性化）
」
の一体的な推進イメージ

一体的な推進
地域福祉

防災活動

社会参加・交流
生活支援サービス

地域振興

集落活動サポート

介護予防・健康づくり
一体的な拠点

交流・定住サポート

日中の居場所・見守り
地域福祉
の拠点

訪問・相談・つなぎ

地域振興
の拠点

コミュニティビジネス
行政サービス（代行）

配食・会食会
ボランティア活動
移動手段の確保

生涯学習

農産物等の生産販売

特産品づくり・販売

経済活動との循環
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社協・行政・
関係機関の
役割

安心の基盤づくり

住民どうしの助け合いを専門職がサポートします。
住民と専門職とが顔の見える関係をつくり、日常的に連携できる体制づくりをすすめます。地域住民
どうしの支え合いだけでは支援が困難なケースは、専門職がしっかりサポートし、一緒に課題解決を図
ります。また市と連携し既存の制度サービスの柔軟かつ効果的な運用方法を検討していきます。
近年深刻化している生活困窮者の問題等にも対応できるように、市と連携して相談支援体制づくりや
コミュニティソーシャルワークの推進を図ります。また、判断能力が不十分な人に対して、福祉サービ
スの利用援助や日常的な金銭管理サービスを行う「福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事
業）
」や「成年後見制度」の普及を図り、権利擁護体制を充実させます。

取り組み項目
①住民と専門職との協働

説 明
「見守り会議」等を通じて住民と専門職とが顔の見える関係をつ
くり、日常的に連携できる体制づくりをすすめます。
また、多機関にわたる専門職どうしの連携を強化していきます。

身近な地域での相談から専門的な相談へとつなげられる体制づく
②地域に密着した総合相談支援体 りをすすめていきます。また、どこで相談を受けてもすぐに専門
制づくり
分野の相談機関と連携して情報共有できる総合相談（ワンストッ
プサービス）体制づくりをすすめます。
地域に出向いて課題の発見・相談・つなぎをする専門職としてＣ
③コミュニティソーシャルワーク ＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）の配置を市と連携して
の推進
目指します。地域のニーズに対応した柔軟かつ効果的な制度・
サービスの運用や新たな社会資源開発を目指します。

④権利擁護体制の充実

福祉サービス利用援助事業の従事者のさらなる資質向上を図りま
す。社会福祉協議会で法人後見体制を確立します。市と連携して
市民後見人の育成に取り組みます。福祉サービス利用援助事業や
成年後見制度等についての理解を深め、支援を必要とする人の利
用が広がるように、広報誌等に掲載したり学習会を開催するな
ど、普及・啓発をすすめます。

⑤生活困窮者支援体制づくり

経済的困窮および社会的孤立の状態にある生活困窮者への支援体
制づくりを市と連携してすすめます。

先進事例を研究し、障がい者やひきこもりの人など、通常の労働
⑥新たな雇用創出や中間的就労支 市場では不利な立場にある人たちが、いきいきと働ける新たな雇
援についての研究
用や中間的就労支援の機会の創出を、地域住民や専門家の支援を
得ながら目指します。
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全体イメージ図

地区
事業者

（小学校区･ブロックなど）

身近な地域
（集落･区･自治会など）

各種団体
老人クラブ

見守り活動

民生児童委員

地域福祉の拠点
（○○地区ふれあいセンター）

居場所づくり

隣近所
支援を必要
とする人

交流
ふれあい委員

相談

生活支援

ボランティア

NPO

ボランティア
活動拠点
ふれあい
給食

集落支援員

ミニデイサービス

家族･親類

地域懇談会

ふれあいいきいき
サロン

区･自治会

住民主体の福祉推進組織づくり
見守り
会議

社協ワーカー

社会福祉協議会

安心の基盤
権利擁護体制強化

行

政

総合相談支援体制

コミュニティソーシャルワーク

関係機関
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3 計画のすすめ方
１．計画の期間
第２期なんたんふれあいプランは平成26年度から29年度の４か年を実施期間としました。
第３期計画は、市の地域福祉計画の計画期間と合わせ一体的な計画として、協働して策定作業をすす
める予定です。
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
第2期
なんたんふれあい
プラン
→見直し･検証

→次期計画策定

第2期
南丹市地域福祉計画
第3期計画
（一体的策定）

２．計画の進捗管理・評価体制
第２期の４年間で重点を置いていきたい取り組みとして、９つの実施計画に整理しました。
それぞれの実施計画の具体的な取り組み年度は設定せず、それぞれの地域の状況に応じてできるとこ
ろから取り組むこととします。取り組みの具体的な中身については、毎年度設定する活動方針の中で示
していきます。
＜評価の体制＞
企画委員会により定期的に進捗チェック（評価）を行うとともに、南丹市地域福祉計画推進委員会
との調整を行い、一体的な進捗管理を行います。
（※地域の代表、知識・経験者、ボランティア、民生児童委員、ふれあい委員、当事者組織、行政
関係者の構成メンバーで各支所に設置する企画小委員会及び各支所企画小委員会の正副委員長で構
成する）
＜評価の頻度＞
実施計画に基づき、毎年度進捗状況を
チェックします。
中間見直しを平成27年度末に行い、必
要に応じて計画の修正を行います。
＜評価の対象＞

A
P

D

C

実施計画ごとにすすめる取り組みの進捗
状況、また年次ごとに定める重点的な取
り組みやモデル事業の進捗状況を点検し
ます。
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A
P

D

C

ＰＤＣＡサイク
ルを活用しなが
ら評価していき
ます。
Plan（計画）
↓
Do（実行）
↓
Check（評価）
↓
Action（改善）

資

料

編

１．南丹市の人口推移
■ 総人口・総世帯数の推移
南丹市の総人口の推移を国勢調査からみると、増減しながら緩やかに減少しています。
平成26年３月１日現在の総人口は33,778人となっています。（南丹市HP 人口・世帯数集計表より）
総世帯数は増加を続けていることから、１世帯当たりの人員は減少傾向にあり、世帯規模の縮小
がすすんでいます。
総人口

（人、世帯）
40,000 37,709

37,841

36,693
3.73

30,000

総世帯数

3.51

1 世帯当たり人員

37,617

3.26

36,736

（人/世帯）
4.0
35,214
3.0

3.06

2.97

2.63

20,000

2.0
10,118

10,000

0

昭和60年

平成 2 年

12,369

12,292

11,605

10,455

12,646
1.0

平成 7 年

平成12年

平成17年

平成22年

0.0

資料：国勢調査（各年10月１日現在）、総世帯数は施設を除く一般世帯数

■ 高齢化率の推移／全国及び京都府との比較
南丹市の高齢化率は全国及び京都府よりも６〜７ポイント高く推移し、高齢化が10年以上早く
進行しています。平成25年４月１日現在では31.03％となっています。（南丹市ＨＰ 年齢別人
口集計表より）
南丹市

京都府

全国

（％）
30.0

27.6
24.6
21.4

20.0

16.6
11.2

10.0

0

10.3

昭和60年

18.5
12.6

23.4
20.2

17.5
14.8

29.7

23.0
（府）

20.2

17.4
（府）

14.6
（府）

12.1

平成 2 年

平成 7 年

平成12年

平成17年

平成22年

資料：国勢調査（各年10月１日現在）
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『南丹市におけるくらしの実態と地域福祉の課題
―生活実態調査報告書―』
詳細は南丹市社協ホームページをご覧ください。

（

２．生活実態調査結果より

）

生活実態調査の結果から、活動への参加状況と「近所づきあい」や「相談相手」
「定住意識」との
関係を見てみると、さまざまな活動に積極的に参加している人ほど、人とのつながりを広げ、深め
ていて、今住んでいる地域に住み続けたいという意識も高いことがわかります。

■ 地域での活動への参加状況別にみた「近所づきあい」
Ｑ．
「日頃、隣近所とどのようなつきあいをしていますか？」
ボランティアやNPO、
くらしに関わる学習会
などに参加している人

80.0

20.0
3.8

町内会のみに
参加している人

57.9

地域で何も
参加していない人

38.3

40.6
0

50.8

20

40

くらしのことで助け合っている

60

8.6
100（%）

80

挨拶をする程度

ほとんどつきあっていない

※ボランティア活動やくらしに関わる学習会などに参加している人は、隣近所とくらしの
ことで助け合っていると答えた方の割合が高くなっています。

■ 地域での活動への参加状況別にみた「相談相手」
Ｑ．
「日頃、くらしや医療・福祉のことで相談する相手は？」
ボランティアやNPO、
くらしに関わる学習会
などに参加している人

地域で何も
参加していない人

2.8
30.3

11.7
0

相談できる人はいない

40.7

26.2

41.4

23.4

20

40

60

身内のみ

身内と知人・友人

23.4
80

100（%）

身内と地域の方や専門職など

※ボランティア活動やくらしに関わる学習会などに参加している人ほど、相談できる相手
の幅が広いことがわかります。
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■ 地域での活動への参加状況別にみた「定住意識」
Ｑ．
「今住んでいる地域に今後も住み続けたいですか？」

活動に
「参加している」人

83.3

11.8
4.9

活動に
「参加していない」人

68.3

0

20

16.3

40

住み続けたい

60
わからない

80

15.4
100（%）

引っ越したい

8.6

※様々な地域活動やボランティア活動、くらしに関わる学習会などに参加している人ほ
ど、「住み続けたい」と回答した人が多くありました。地域への関わりや人とのつなが
りが定住意識と関係していることがうかがえます。

■ 身近な地域の課題
Ｑ．
「身近な地域の課題・くらしの課題や不安なことは？」（複数回答可）
▲「くらしや福祉」に関すること
１．ひとり暮らしの高齢者のこと

（30.0％）

２．寝たきりや病気・認知症などの高齢者を抱えている世帯のこと

（16.2％）

３．働けなくなった高齢者のこと

（14.1％）

▲「地域のつながり」に関すること
１．自治会や地域団体の役員のなり手が少ない

（17.1％）

２．若い人と高齢者との世代間交流が乏しい

（14.8％）

３．住民相互のまとまりや助け合いが乏しい

（8.8％）

※くらしを支える地域のつながりや助け合いが弱まることで、様々な困りごとや不安を抱
える世帯が増えていくことが心配されます…。

■ まちづくりの条件
Ｑ．
「安心して暮らせるまちづくりに必要なことは？」（複数回答可）
１．住民相互の日常的な対話交流をひろげる

（44.7%）

２．高齢者や障がい者と子ども・若い人たちとの交流を広げる

（31.3％）

３．身近な地域で住民のくらしや福祉について懇談する機会をつくる・増やす （26.4％）
※お互いに力を合わせて、安心して暮らせるまちづくりをすすめていくためには、
「住民
どうしの交流や対話」が大切である、という回答が多く見られました。
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３．福祉の相談窓口
（市外局番

0771）

南丹市社会福祉協議会
本
身近な地域のくらしの中での福祉に関する
様々な困りごと
ボランティア活動に関すること
福祉サービス利用援助に関することなど

高齢者にかかわるさまざまな心配ごとや困り
ごとの相談窓口
高齢者虐待の早期発見・防止に関すること
など

一時的な子どもの預かりに関すること

所

☎72−3220

園

部

支

所

☎62−4125

八

木

支

所

☎42−5480

日

吉

支

所

☎72−0947

美

山

支

所

☎75−0020

南丹地域包括支援センター（あんしんなんたん）
南

部（園部・八木）

☎68−3150

北

部（日吉）

☎72−0214

北

部（美山）

☎75−1006

南丹市ファミリー・
サポート・センター

☎72−3220

南 丹 市 役 所
障がいのある方の福祉サービス・福祉医療に
関する相談、生活保護の相談など

社

課

☎68−0007

子どもの発達に関する相談

子育て発達支援センター

☎62−3150

介護や在宅高齢者福祉サービス・福祉医療に
関する相談など

高

課

☎68−0006

子育て支援・医療、保育、ひとり親家庭の相
談など

子

課

☎68−0017

子育てに不安や悩みを抱えている方の相談

子育てすこやかセンター

☎68−0082

母子保健、健康、国民健康保険、後期高齢者
医療に関する相談など

保

課

☎68−0011

八木支所健康福祉課

☎68−0022

日吉支所健康福祉課

☎68−0032

美山支所健康福祉課

☎68−0041

福祉・医療保険に関する受付・相談など
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会

福

齢
育

健

福
て

支

医

祉

祉
援

療

みんなで考えてみましょう
９つの提案（実施計画〜みんなで取り組むこと）は、いかがでしたか？
住みよい南丹市をつくるためには、みなさん一人ひとりの参加と協力が欠かせません。
まずはこの冊子を読んでみて、興味を持ったことから考えてみましょう。
すぐにできそうなこと

時間をかけてやっていきたいこと

「わたし」に
できることは？
一人から
始められること

「わたしたち」に
できることは？
仲間と一緒に
始められること

「みんな」で
できることは？
地域ぐるみで
取り組むこと

そして、「やってみたい！」と思ったことを、仲間や地域の人たちと話し合ってみ
ましょう。
実際に何かに取り組むのは、簡単なことではないかもしれませんが、各地の先進事
例などにも学びながら、できるための条件を考え、具体的な取り組みのアイデアを出
し合っていきましょう。
何からどのように取り組んだらいいかわからない、といったときは、社会福祉協議
会にお気軽にご相談ください。社協はみなさんの地域をよくする活動を、みなさんと
一緒に考え応援する団体です。
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「第２期なんたんふれあいプランの策定に携わって」
いま全国で集落福祉の動きが活発になりつつあります。高齢化・過疎化が進む周辺の集
落が連携し、地域活性化や生活支援サービスの充実を図る取り組みです。今年になってか
らこういった取り組みの研修会が各地で開かれ、南丹市から私も含め10名余り参加して
きました。要は住みよい地域づくりの一言につきる取り組みです。みんなが住んでよかっ
た、いつまでも住み続けたい地域をどうつくっていくかが、福祉の究極の目標ではないで
しょうか。
第２期なんたんふれあいプランの基本理念は、まさにこの目標を平易にした、誰でもい
つでも口にし、心に刻み込むことのできる言葉です。
「みんなでたすけあう

あったか

なんたん」このフレーズに向かって、市民総ぐるみ

で福祉の町南丹が一日も早く築かれるよう頑張りましょう。皆さんのご協力を切にお願い
いたします。
南丹市社会福祉協議会 企画委員会 委員長

小

畑

弘

「今後、南丹市で地域福祉を進める上で大切なことは何か。」
プラン策定のプロセスで何度も協議を重ね、くらしの実態を明らかにしようと調査にも
取り組んできました。そのような中で、常に基本に置いてきたのがこの問いかけでした。
策定の途中では、未曾有の災害に直面し、多くの住民の苦難にも直面しました。日々の
取り組みに加え、災害といった事態でも問われ続けたのが地域の力。すなわち日常的な対
話と交流、地域を守り大切に思う、住民どうしの「絆」ではなかったでしょうか。
調査や災害を通じて明らかになったこと。これからの地域で大切なことの一つの答え
は、絆づくりのためのしくみづくりでした。
今回のプランは、南丹市社協が住民の組織として、当面目指していくしくみづくりの方
向性が示されています。同時に今後の方向性を明らかにするということは、共通の方向性
の確認と次のステップのための評価軸を明らかにすること、つまり地域福祉の共通言語、
共通目標づくりの作業でした。共通言語、共通目標がなければ信頼性は高まりません。
多くのチカラを注ぎプランは策定されています。しかし、出来上がったものは次のス
テップへの一里塚に過ぎません。いかに実現するかが今後は大切なことなのです。
第２期南丹市地域福祉活動計画策定 職員プロジェクト会議 アドバイザー
大谷大学 文学部 社会学科 教授

志
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修

史

Memo

