
計画のすすめ方

共に暮らし、共に生きる福祉文化を持つ
地域社会の創造に向けて

　市民一人一人、地域の活動団体、その他地域社会を構成するあらゆる機関団体等の参加
協力によって地域福祉を推進します。

第２次
下関市地域福祉活動計画

地域福祉活動の相談窓口
社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
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 TEL 083-232-2002（地域福祉課）

8
「第２次下関市地域福祉活動計画（概要版）」 　発行年月／平成２５年３月

社会福祉
法　　人下関市社会福祉協議会

平成25年度 平成29年度
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•自治会内の生活課題の把握、解決に向けた取組　など

•見守り活動やふれあい交流活動への協力
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•それぞれの特性や強みを活かした地域福祉活動の展開

民生委員・児童委員、婦人会、
老人クラブ、ボランティア、ＮＰＯなど

社会福祉施設・
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概要版



今、地域社会に求められていること・・・

助け合い、支え合いの心を育てます

「誰もが　その人らしく　住み慣れた地域で
　安心して暮らすことのできる　共生のまちづくり」

【基本理念】

【基本方針】

地域福祉の主人公は、地域で暮らしているあなた自身です。
　「第２次下関市地域福祉活動計画」は、第１次計画の取組の成果と課

題を踏まえ、更なる地域福祉の推進を図るために、市民の皆さんの意見

を反映して策定しました。

　市民一人一人の地域福祉活動への参加と協力をお願いします。

　市民一人一人が、地域福祉に関する理解と関心を深め、地域福祉

の担い手としての自覚を持ち、主体的に助け合い活動や地域の生

活課題を解決する取組に参加できるよう、助け合い、支え合いの心

を育てる取組を進めます。

人づくり

市民参加・協働による福祉活動を推進します
　家庭や地域社会を取り巻く環境の変化に伴い、複雑化、多様化す

る福祉ニーズに対応するために、市民や地域社会を構成するあらゆ

る機関団体等の参加・協働による福祉活動を進めます。
輪づくり

地域生活を支え合う福祉活動を推進します
　日常生活を送るうえで、何らかの支援を必要とする市民が、周囲

から孤立することなく、必要な支援を受けながら、その人らしく暮ら

すことができるよう、地域生活を支え合う福祉活動を進めます。
地域づくり

2 3

　振り込め詐欺被害をはじめ、孤立死、自殺、家庭内暴力、引きこもりなど、既存の制度

では解決が難しい深刻な福祉課題・生活課題が顕在化しています。

　これらの問題の発生は、家庭や地域における人と人とのつながりが急速に失われた

ことと深く関係があります。

　困ったときに、気軽に相談できる相手や助けてくれる人が身近にいないため、一人で

不安や悩みを抱え込んでしまう人が増えています。

　また、世帯人員の減少や単身で暮らす世帯の増加などに伴い、子どもの送り迎え、ゴ

ミ出しや買い物、通院時の付添いなどの「ちょっとした手助け」が受けられずに、生活の

しづらさや不便さを抱えて暮らしている人が増えています。

　今、地域社会に求められていることは、改めて、家庭や地域における人と人とのつな

がりを見直し、共に助け合い、支え合うことのできる仕組みを、地域の中につくりあげて

いく「地域福祉の推進」です。

　「地域福祉活動計画」は、地域福祉を推進するための「民間レベルの行動計画」です。

この計画が目指すもの
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〔人づくり〕助け合い、支え合いの心を育てます

市　民

下関市社会福祉協議会

○地域福祉活動を進める下関市社会福祉協議会

や地域の団体の活動について理解を深めま

しょう。

○家族や友人など身近な人との助け合いを大切

にしましょう。

○ボランティア活動に積極的に参加しましょう。

○会員や構成員に地域福祉活動への参加を呼び
かけましょう。

○学校や各機関・団体などで「ふれあい福祉講座」
を活用しましょう。

○ボランティアセンターや市民活動センターを利
用しましょう。

1
福祉活動の普及啓発
活動を進めます

2
福祉活動への

共通の理解を育てる
活動を進めます

3
福祉活動の担い手を
育てる活動を進めます

住民福祉
講座

地区社協だより

地区社協だより 回覧板

●地域福祉活動の普及啓発
●社会福祉に関する意識啓発

●福祉教育の普及啓発
●福祉体験教室の開催
●福祉教育サポーターの養成
●福祉体験プログラムの開発

●ボランティア活動の普及啓発
●ボランティア活動の支援体制の
充実強化

●ボランティア団体等の育成支援
●ボランティア・地域福祉活動リ
ーダー等の養成

●ボランティアメニューの企画・
開発

活
動
目
標

担
い
手
の
役
割

下関市

関係機関

関係団体

自治会、福祉員、地区社会福祉協議会、
ボランティア、市民活動団体、ＮＰＯ団体、
社会福祉施設、民生委員・児童委員等

○地域福祉活動や社会福祉に関する普及啓発を図ります。

○福祉教育の普及啓発を図ります。

○福祉教育サポーターの養成講座等を開催します。

○ボランティア活動の普及啓発を図ります。

○市民やボランティア団体等の活動を支援します。

○ボランティア活動や地域福祉活動のリーダーを養成します。

支 

援
協 

働

連携

協働

地　域

活動内容と担い手の役割②活動内容と担い手の役割①

活
動
項
目

〔輪づくり〕市民参加・協働による福祉活動を推進します

市　民

下関市社会福祉協議会

○地区社会福祉協議会や自治会等の地域の活動

に積極的に参加しましょう。

○地域で活動する際は、より多くの人と連携して

行うよう心掛けましょう。

○地域の行事や集いの場にご近所の人を誘いま

しょう。

○地域の活動に積極的に協力しましょう。

○地域内の多様な団体やグループの「出会いの
場」、「協議の場」、「協働の場」づくりを進めま
しょう。

○各機関・団体の活動として地域住民が交流する
機会をつくりましょう。

1
地域を良くするための
身近な福祉活動を

進めます

2
市民相互の連携、

協働による福祉活動を
進めます

3
人と人とがふれあう
福祉活動を進めます

●地区社会福祉協議会活動の普及
啓発・充実強化

●地区社会福祉協議会の組織化と
組織基盤の強化

●福祉員活動の普及啓発・充実強
化・基盤強化

●自治会における福祉活動の推進

●ネットワーク活動の普及啓発
●ネットワーク活動の推進
●地域福祉関係者等のネットワ
ークづくり

●ふれあい活動の普及啓発
●ふれあい・いきいきサロン活動
の推進

●ふれあい・いきいきサロン関係
者等の相互交流の推進

●市民ふれあい交流活動の拡充
●市民ふれあい交流拠点の充実
●生涯現役社会づくりの推進

活
動
目
標

担
い
手
の
役
割

下関市

関係機関

関係団体

自治会、福祉員、地区社会福祉協議会、
ボランティア、市民活動団体、ＮＰＯ団体、
社会福祉施設、民生委員・児童委員等

○地区社会福祉協議会活動、福祉員活動、自治会における福祉活動を推進します。
○自治会役員、福祉員、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会、相談関係
機関、下関市社会福祉協議会、その他地域福祉関係者相互の連携を強化
する取組を進めます。
○ふれあい・いきいきサロン活動を支援します。
○自治会、地区社会福祉協議会、ボランティア団体等が行うふれあい交流行
事を支援します。
○高齢者の社会参加の機会を提供します。

支 

援
協 

働

連携

協働

地　域

活
動
項
目
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○自治会、地区社会福祉協議会、ボランティア団体等が行うふれあい交流行
事を支援します。

○高齢者の社会参加の機会を提供します。
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援
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働

連携

協働

地　域

活
動
項
目



回覧
板

活動をすすめる圏域

□家族や親族、友人など身近な人との助け
合いができています。

□自治会や地域の活動に積極的に参加協力
しています。

□ご近所同士で、気軽にあいさつや声かけ
をし合える関係ができています。

□ご近所同士で、お互いに安否を気に掛け
合える関係ができています。

□住民が相互にふれあうことのできる機会
や交流できる場があります。

□ひとり暮らし高齢者などを見守る仕組み
ができています。

□住民の福祉活動への参加と関心を高める
取組や地域福祉活動の担い手を育成する
取組が行われています。

□支援を必要とする世帯への見守り活動や
ゴミ出しなどの生活を支援する仕組みが
できています。

□高齢者世帯などへの災害時の支援体制づ
くりを広域連携で進めています。

□ボランティア・市民活動が活発に行われ
ています。

□高齢者や障害がある人に優しいバリアフ
リーのまちづくりが進んでいます。

□多様な機関団体、グループなどが相互に
連携・協働する取組が行われています。

個人・家庭

ご近所圏域
〔隣近所〕

 自治圏域
〔自治会・町内会の区域〕

 小地域福祉圏域
〔地区社協（自治連合会）の区域〕

 地域福祉圏域
〔複数の小地域福祉圏域を含む区域〕

基本圏域
下関市全域

その他の圏域
〔地域にとらわれない活動の区域〕

6 7

活動内容と担い手の役割③

〔地域づくり〕地域生活を支え合う福祉活動を推進します

下関市社会福祉協議会

○ご近所の人と困りごとを相談し合えるお付き合

いをしましょう。

○バリアフリーに対する理解を深めましょう。

○ひとり暮らし高齢者や障害がある人など、地域

で支援が必要な人への声かけや見守りを行い

ましょう。

○会やグループの中で、気軽に相談できる機会
をつくりましょう。

○福祉サービス提供事業者は、利用者本位の質
の高いサービスの提供を目指しましょう。

○各機関・団体が連携・協力して、地域における見
守りネットワーク活動等の取組を進めましょう。

1
悩みごと、困りごとを
受け止める福祉活動を

進めます

2
自立した生活を

応援する福祉活動を
進めます

3
安心・安全な暮らしを
守る福祉活動を
進めます

●相談支援窓口情報の普及啓発
●総合相談支援体制の充実強化
●地域におけるニーズキャッチ
システムづくりの推進

●福祉サービス情報の普及啓発
●福祉サービス利用者の支援体制
の充実強化
●地域における自立生活支援活動
の推進
●当事者団体の育成支援
●バリアフリーの推進
●利用者の立場に立った質の高い
福祉サービスの提供

●小地域見守りネットワーク活動
の推進

●地域における安心・安全な暮ら
しを守る活動の推進

●個人情報保護法の適切な理解の
促進

●災害ボランティアセンター設置
　・運営マニュアル等の整備

活
動
目
標

担
い
手
の
役
割

下関市

関係機関

関係団体

自治会、福祉員、地区社会福祉協議会、
ボランティア、市民活動団体、ＮＰＯ団体、
社会福祉施設、民生委員・児童委員等

○総合相談窓口を開設します。
○課題を抱える世帯を早期に発見し、適切に専門機関等につなぐことので
きる、ニーズキャッチシステムづくりを進めます。
○地域福祉権利擁護事業や法人成年後見を実施します。
○当事者団体の活動を支援します。
○見守りネットワーク活動の普及啓発を図ります。
○個人情報保護法の適切な理解の促進を図ります。

支 

援
協 

働

連携

協働

地　域

活
動
項
目

活動をすすめる圏域の設定

　地域性に応じた、市民の創意と工夫による、主体的な地域福祉活動を効率的かつ効果的
に推進するために、地域福祉活動を進める圏域（地域福祉活動推進圏域）を重層的に設定し
ます。

目指す地域の姿

市　民
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計画のすすめ方

共に暮らし、共に生きる福祉文化を持つ
地域社会の創造に向けて

　市民一人一人、地域の活動団体、その他地域社会を構成するあらゆる機関団体等の参加
協力によって地域福祉を推進します。

第２次
下関市地域福祉活動計画

地域福祉活動の相談窓口
社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

● 菊川支所　〒750-0317　下関市菊川町大字下岡枝１８８番地 TEL 083-287-0126
● 豊田支所　〒750-0424　下関市豊田町大字矢田１９４番地 TEL 083-766-0641
● 豊浦支所　〒759-6301　下関市豊浦町大字川棚４８９２番地１ TEL 083-774-1122
● 豊北支所　〒759-5511　下関市豊北町大字滝部３１４４番地３ TEL 083-782-1745

● 本　　所　〒751ｰ0823　下関市貴船町三丁目4番1号
 TEL 083-232-2001（代　表）

 TEL 083-232-2002（地域福祉課）
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社会福祉
法　　人下関市社会福祉協議会

平成25年度 平成29年度

担い手

市民（個人・家庭）

自治会・町内会

福　祉　員

地区社会福祉協議会

地域の活動団体

下関市社会福祉協議会

下　関　市

それぞれの役割と取組

•あいさつ、声かけ、見守り活動
•ボランティア活動や地域行事への積極的な参加
•福祉に関する理解の促進　など

•住民相互のふれあい交流活動の促進
•自治会内の助け合い、支え合いの仕組みづくり
•自治会内の生活課題の把握、解決に向けた取組　など

•見守り活動やふれあい交流活動への協力
•住民の福祉活動への参加の呼びかけ
•地区社会福祉協議会や下関市社会福祉協議会の活動への協力　など

•地区内の関係者のネットワークづくり
•地区内の助け合い、支え合い活動の仕組みづくり
•地区内の生活課題の把握、解決に向けた取組　など

•各団体の特性を活かした地域福祉活動の展開
•市民や他団体と連携した福祉活動の展開
•地区社会福祉協議会や下関市社会福祉協議会との連携・協働　など

•福祉サービスの質の確保
•専門性を活かした地域福祉活動の展開
•市民や地域の活動団体、地区社会福祉協議会等と連携した福祉活動の展開　など

•第２次下関市地域福祉活動計画の推進、普及啓発、進行管理
•下関市や関係機関団体等との連携・協働

•第２期下関市地域福祉計画の推進、普及啓発、進行管理
•下関市社会福祉協議会や関係機関団体等との連携・協働

•それぞれの特性や強みを活かした地域福祉活動の展開

民生委員・児童委員、婦人会、
老人クラブ、ボランティア、ＮＰＯなど

社会福祉施設・
福祉サービス提供事業者

そ　の　他
企業、金融機関、医療機関、
職能団体、労働組合など

概要版


