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　今後人口減少や高齢化が進んでいくなか、次代の担い手である若い世代がより広く地域づくりを充実させ
ていくことが必要となっています。若い世代は、「地域」を広く捉える傾向にあります。
　こうしたことを踏まえ、本計画では第2次計画と同様の「小学校区」を基本としながら、状況に応じて「中
学校区」とするなど広く捉え、様々な状況により柔軟に対応していきます。

　地域福祉は、地域の一人ひとりの取り組み（自助）、近隣や地域、住民同士の支えあい、団体や組織・事業
者などの取り組み（互助・共助）、行政が担う福祉サービス等の公的支援（公助）がそれぞれの役割の中で、
お互い力をあわせ、推進していくことにより、はじめて実現することができます。

（1）地域のとらえ方

（2）地域福祉の推進
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※なお「互助」も「共助」も相互に支えあっているという観点で共通しており、一体性
があると考えられるため、本計画では「互助・共助」と記載しています。 

 

【公 助】【互助・共助】

【自 助】基本目標１ 山武らしさを育てる 

基本目標２ 安心安全に暮らせる地域づくり 

基本目標３ ともに支えあう仕組みづくり 

地域福祉を進めていくうえで地域に暮らす全ての人が地域の力であり、一人ひとりが地域の
課題を「我が事」として捉え、世代や部門・分野といったあらゆる垣根を超えて「丸ごと」支え
あうことで、地域力の更なる向上が期待されます。 

策定にあたって
平成26年3月に「第2次山武市地域福祉計画・山武市地域福祉活動計画」を策定し、地域
福祉に関する様々な施策を市民協働のもと推進してきました。
近年、地域のつながりの希薄化など地域社会のあり方が変化しているなか、生活困窮者への
対策、高齢者や障がい者の権利擁護など新たな課題も発生しています。
本計画は、このような現状を踏まえ、さらなる地域福祉の推進を図るための包括的な支援体
制づくりなど、見直しを行いました。

福祉教育や福祉意識の啓発を推進し「お互いに助けあい、支えあう」意識を高め、 福祉の
こころを育む機会をつくります。 
また、市民活動団体への支援により支えあい活動の推進や地域福祉を担う人材の育成を
図り、ボランティア活動等の充実を促進します。 
これまでの市の歩み、今とこれからの市の状況を踏まえて、山武らしい地域福祉のさらな
る充実を図ります。 

誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、保健・医療の充実、防犯・防災対策や
災害時支援体制などの生活環境の整備を図ります。また、権利擁護等に加え、生活困窮者へ
の支援など、様々な課題に取り組み、誰もが安心安全に暮らせる地域づくりを推進します。

住民の主体的な参加による地域コミュニティの活性化を図り、ともに支えあう仕組みづく
りを推進します。 
また、支援が必要な人が適切な福祉サービスを受けられる体制を整備するとともに、福祉
サービス事業者の健全な育成を推進し、福祉サービスの向上を図ります。

第３次計画の期間は、第２次山武市総合基本計画の計画期間（2019 年度～2022 年度）
の４年間と同様といたします。

１基本理念4

基本目標5

計画の期間2

本計画は、保健福祉分野の個別計画だけでなく、防災、交通、教育、消費生活などの他分野
と連携し、個別施策を実現していきます。
また、「生活困窮者自立支援方策」を盛り込むとともに、成年後見制度利用促進に関する施策に
ついての基本的な計画を併せて策定することで、権利擁護事業の総合的な推進を図って行きます。

計画の位置づけと性格3

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

第３次地域福祉計画・ 
地域福祉活動計画 

■ 地域福祉計画と地域福祉活動計画の位置づけ

「山武市の目指す地域の姿」の実現に向けた基本理念 

山武市総合計画［ 計画期間：2019年度～2022年度 ］  
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基本目標１ 山武らしさを育てる 施策体系 基本目標２ 安心安全に暮らせる地域づくり 基本目標３ ともに支えあう仕組みづくり 
1-1 山武らしさを育てる

 

 

一
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ひ
と
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基本理念

基本目標１ 
山武らしさを育てる 

基本目標 2 
安心安全に
暮らせる地域づくり 

基本目標 3 
ともに支えあう
仕組みづくり 

（１）福祉のこころづくり 
（２）相互扶助の意識づくりと支えあい活動の推進

1-2 地域力の向上
（１）地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進 
（２）民生委員・児童委員、福祉推進員の活動 

1-3 推進体制の強化
（１）包括的な推進体制の整備
（２）ボランティア活動等の推進 

2-1 暮らしの基盤と環境の充実
（１）健康づくり・介護予防の推進 
（２）こころの健康づくりの推進 
（３）地域医療の推進 
（４）公共交通網の整備・充実 

2-2 防犯・防災体制の推進
（１）防災対策と災害時の避難支援体制の充実 
（２）地域防犯・安全活動の推進 

2-3 権利擁護と相談支援体制の充実
（１）総合的な相談支援体制の充実 
（２）成年後見制度の利用促進
　　　※成年後見制度利用促進基本計画
（３）虐待等への適切な対応の整備 
（４）生活困窮者の自立支援 
（５）自殺対策等の推進 

3-1 参加の促進と活動拠点の整備
（１）市民の活動拠点の充実 
（２）就労支援と社会参加の促進 
（３）地域コミュニティづくりの推進 

3-2 情報の共有と提供体制の充実
（１）情報の共有 
（２）福祉に関する情報提供の充実 

3-3 福祉サービスの充実
（１）福祉サービス・基盤の充実 
（２）地域包括ケアシステムの推進 



基本目標１ 山武らしさを育てる 施策体系 基本目標２ 安心安全に暮らせる地域づくり 基本目標３ ともに支えあう仕組みづくり 
1-1 山武らしさを育てる

 

 

一
人
ひ
と
り
が
地
域
の
力

基本理念

基本目標１ 
山武らしさを育てる 

基本目標 2 
安心安全に
暮らせる地域づくり 

基本目標 3 
ともに支えあう
仕組みづくり 

（１）福祉のこころづくり 
（２）相互扶助の意識づくりと支えあい活動の推進

1-2 地域力の向上
（１）地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進 
（２）民生委員・児童委員、福祉推進員の活動 

1-3 推進体制の強化
（１）包括的な推進体制の整備
（２）ボランティア活動等の推進 

2-1 暮らしの基盤と環境の充実
（１）健康づくり・介護予防の推進 
（２）こころの健康づくりの推進 
（３）地域医療の推進 
（４）公共交通網の整備・充実 

2-2 防犯・防災体制の推進
（１）防災対策と災害時の避難支援体制の充実 
（２）地域防犯・安全活動の推進 

2-3 権利擁護と相談支援体制の充実
（１）総合的な相談支援体制の充実 
（２）成年後見制度の利用促進
　　　※成年後見制度利用促進基本計画
（３）虐待等への適切な対応の整備 
（４）生活困窮者の自立支援 
（５）自殺対策等の推進 

3-1 参加の促進と活動拠点の整備
（１）市民の活動拠点の充実 
（２）就労支援と社会参加の促進 
（３）地域コミュニティづくりの推進 

3-2 情報の共有と提供体制の充実
（１）情報の共有 
（２）福祉に関する情報提供の充実 

3-3 福祉サービスの充実
（１）福祉サービス・基盤の充実 
（２）地域包括ケアシステムの推進 

1-1　山武らしさを育てる

市民の取り組み＜自助＞ 地域・社会福祉協議会の取り組み
＜互助・共助＞ 市の取り組み＜公助＞

自分たちの住んでいる地域の特性を
知りましょう

地域住民が気軽に地域活動に参加で
きる環境整備 子どもたちへの福祉教育

地域活動に対して興味・関心を持ち
ましょう

人権教育や人権啓発・ダイバーシティ
の推進 人権擁護と男女共同参画の推進

自らのもつ知識・技術を活用し、地域
に貢献する役割を認識しましょう

地域の助けあい・支えあい方法につ
いての意見交換や話しあい 市民提案型交流のまちづくり推進事業

近隣同士、お互いに見守りや助けあ
いを行いましょう 相互扶助の啓発と意識づくり 高齢者見守りネットワーク事業

地域の福祉イベントや交流会に参加
しましょう 「支えあい活動」参加のきっかけづくり

1-2　地域力の向上

市民の取り組み＜自助＞ 地域・社会福祉協議会の取り組み
＜互助・共助＞ 市の取り組み＜公助＞

地域福祉計画・地域福祉活動計画
の内容を確認しましょう

自治会や地区での地域福祉計画・地
域福祉活動計画説明会等の開催 地域福祉計画の周知、点検・評価

自分の地域の民生委員・児童委員や
福祉推進員を知りましょう

地域福祉計画・地域福祉活動計画実
行のためのアクション 民生委員・児童委員の活動支援

地区社会福祉協議会・福祉推進員の
活動支援

民生委員・児童委員と福祉推進員の
連携

1-3　推進体制の強化

市民の取り組み＜自助＞ 地域・社会福祉協議会の取り組み
＜互助・共助＞ 市の取り組み＜公助＞

地域活動やボランティア活動に関心
を持ちましょう 地域の企業や各種団体の把握と交流 まちづくり出前講座

無理なくボランティア活動に参加し
ましょう

ボランティア・市民活動センターの
積極的な活用

地域まちづくり事業（地域まちづくり
協議会の設立）

ボランティア・市民活動団体等の活
動支援 ボランティア活動の参加促進

ボランティアの養成とスキルアップ
の推進

企業・ＮＰＯ等多様な市民活動との
連携

住民参加型によるサービスの推進・
充実



基本目標１ 山武らしさを育てる 施策体系 基本目標２ 安心安全に暮らせる地域づくり 基本目標３ ともに支えあう仕組みづくり 
1-1 山武らしさを育てる

 

 

一
人
ひ
と
り
が
地
域
の
力

基本理念

基本目標１ 
山武らしさを育てる 

基本目標 2 
安心安全に
暮らせる地域づくり 

基本目標 3 
ともに支えあう
仕組みづくり 

（１）福祉のこころづくり 
（２）相互扶助の意識づくりと支えあい活動の推進

1-2 地域力の向上
（１）地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進 
（２）民生委員・児童委員、福祉推進員の活動 

1-3 推進体制の強化
（１）包括的な推進体制の整備
（２）ボランティア活動等の推進 

2-1 暮らしの基盤と環境の充実
（１）健康づくり・介護予防の推進 
（２）こころの健康づくりの推進 
（３）地域医療の推進 
（４）公共交通網の整備・充実 

2-2 防犯・防災体制の推進
（１）防災対策と災害時の避難支援体制の充実 
（２）地域防犯・安全活動の推進 

2-3 権利擁護と相談支援体制の充実
（１）総合的な相談支援体制の充実 
（２）成年後見制度の利用促進
　　　※成年後見制度利用促進基本計画
（３）虐待等への適切な対応の整備 
（４）生活困窮者の自立支援 
（５）自殺対策等の推進 

3-1 参加の促進と活動拠点の整備
（１）市民の活動拠点の充実 
（２）就労支援と社会参加の促進 
（３）地域コミュニティづくりの推進 

3-2 情報の共有と提供体制の充実
（１）情報の共有 
（２）福祉に関する情報提供の充実 

3-3 福祉サービスの充実
（１）福祉サービス・基盤の充実 
（２）地域包括ケアシステムの推進 

2-1　暮らしの基盤と環境の充実

市民の取り組み＜自助＞ 地域・社会福祉協議会の取り組み
＜互助・共助＞ 市の取り組み＜公助＞

定期的に健診を受けて生活習慣病
の予防に努めましょう

健康づくりや介護予防につながる活
動の企画・実施

ライフステージに応じた健康づくり
の推進

不安や悩みを抱え込まず、まず身近
な人に相談しましょう ゴールドクラブ連合会活動の支援 こころの健康づくり市民研修会

公共交通機関を利用して積極的に
外出をしましょう こころの健康づくりに関する啓発活動 医療体制の充実

移動が困難な方がいたらサポートし
ましょう 市民向け救急法講習等の開催 基幹バス・乗合タクシー事業

移動困難者の外出支援 定期路線バス運行補助事業

2-2　防犯・防災体制の推進

市民の取り組み＜自助＞ 地域・社会福祉協議会の取り組み
＜互助・共助＞ 市の取り組み＜公助＞

市や地域の防災訓練に参加しましょう ハザードマップ等を活用した避難
方法などの情報共有 自主防災組織育成事業

近隣の方を中心に、地域の方と情報
を共有しましょう 防災訓練の実施 避難行動要支援者名簿等の避難支

援体制の整備

日頃から近所同士や子どもたちと積
極的に声をかけあいましょう

災害ボランティアセンターの設置・
運営 消費生活センターでの相談

お互いに見守り・見守られる
関係づくり 通学路等の道路の改善・整備の促進

2-3　権利擁護と相談支援体制の充実

市民の取り組み＜自助＞ 地域・社会福祉協議会の取り組み
＜互助・共助＞ 市の取り組み＜公助＞

身近な相談窓口などの情報を共有し
ましょう 各種相談窓口の周知および利用促進 各種相談窓口の連携

成年後見制度への理解を深めましょう 成年後見制度の啓発・利用促進 成年後見制度利用援助事業

一人で抱え込まず、専門の相談窓口
を利用しましょう

虐待・ＤＶに対する理解を深めるた
めの啓発 見守りネットワークの構築

悩みを抱えている人がいたら相談機
関を紹介、連絡しましょう

社会的孤立防止を目的とした事業の
推進 生活困窮者自立支援制度の周知

市や関係機関等との連携による自殺
対策等の強化 自殺対策連絡協議会



基本目標１ 山武らしさを育てる 施策体系 基本目標２ 安心安全に暮らせる地域づくり 基本目標３ ともに支えあう仕組みづくり 
1-1 山武らしさを育てる

 

 

一
人
ひ
と
り
が
地
域
の
力

基本理念

基本目標１ 
山武らしさを育てる 

基本目標 2 
安心安全に
暮らせる地域づくり 

基本目標 3 
ともに支えあう
仕組みづくり 

（１）福祉のこころづくり 
（２）相互扶助の意識づくりと支えあい活動の推進

1-2 地域力の向上
（１）地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進 
（２）民生委員・児童委員、福祉推進員の活動 

1-3 推進体制の強化
（１）包括的な推進体制の整備
（２）ボランティア活動等の推進 

2-1 暮らしの基盤と環境の充実
（１）健康づくり・介護予防の推進 
（２）こころの健康づくりの推進 
（３）地域医療の推進 
（４）公共交通網の整備・充実 

2-2 防犯・防災体制の推進
（１）防災対策と災害時の避難支援体制の充実 
（２）地域防犯・安全活動の推進 

2-3 権利擁護と相談支援体制の充実
（１）総合的な相談支援体制の充実 
（２）成年後見制度の利用促進
　　　※成年後見制度利用促進基本計画
（３）虐待等への適切な対応の整備 
（４）生活困窮者の自立支援 
（５）自殺対策等の推進 

3-1 参加の促進と活動拠点の整備
（１）市民の活動拠点の充実 
（２）就労支援と社会参加の促進 
（３）地域コミュニティづくりの推進 

3-2 情報の共有と提供体制の充実
（１）情報の共有 
（２）福祉に関する情報提供の充実 

3-3 福祉サービスの充実
（１）福祉サービス・基盤の充実 
（２）地域包括ケアシステムの推進 

3-1　参加の促進と活動拠点の整備

市民の取り組み＜自助＞ 地域・社会福祉協議会の取り組み
＜互助・共助＞ 市の取り組み＜公助＞

地域の活動拠点を有効利用しましょう 交流の場として気軽に集まれる場所
確保の検討 市民交流サロン運営事業

自分でできる活動から、社会参加す
るようにしましょう

活動拠点に関する情報提供及び調
査・開拓への協力

障がい者の社会参加活動促進事業
と意思疎通支援事業

地域活動に興味・関心を持ちましょう 誰もが参加できる地域活動の創出 ひとり親家庭自立支援給付金事業

地域交流の場に積極的に参加しま
しょう

地域コミュニティづくり・地域交流
の場づくりの促進 シルバー人材センター支援事業

当事者団体等の活動支援 市民活動フェスタ事業

3-2　情報の共有と提供体制の充実

市民の取り組み＜自助＞ 地域・社会福祉協議会の取り組み
＜互助・共助＞ 市の取り組み＜公助＞

身近な相談窓口などの情報を共有し
ましょう 素早く情報を共有できる体制づくり 市広報・ホームページによる情報発

信の充実

市民サービスに関する知識を深めま
しょう 地域福祉に関する情報の発信 情報のバリアフリーの推進

福祉に関する情報を集めましょう 声の広報・音訳、手話活動等の支援 福祉に関する各種冊子等の活用

3-3　福祉サービスの充実

市民の取り組み＜自助＞ 地域・社会福祉協議会の取り組み
＜互助・共助＞ 市の取り組み＜公助＞

日ごろから福祉に関する制度やサー
ビスに関心を持ちましょう

必要なサービスに結びついていない
人へのサービス等の紹介

保健福祉・介護・医療人材の育成・
確保

福祉サービス等、必要に応じて活用
しましょう

市や関係機関等との連携による再
犯防止のための支援体制づくり 各事業所との連携強化

ちょっとした手助けやお手伝いを
してみましょう

地域課題を把握し市民参加の取り組
みを検討 再犯防止のための支援体制づくり

幅広い社会資源との連携と新たなつ
ながりづくりの推進 地域包括ケアシステムの充実

不足している助けあい活動の把握と
創出
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概要版

第3次山武市地域福祉計画・
地域福祉活動計画

第3次山武市地域福祉計画・
地域福祉活動計画

２０１９年度～２０２２年度
一人ひとりが地域の力

概要版

２０１９年（平成３１年）３月

山　武　市
山武市社会福祉協議会

山武市マスコットキャラクター
ＳＵＮムシくん

山武市社会福祉協議会
マスコットキャラクター

さんむくん

  
　今後人口減少や高齢化が進んでいくなか、次代の担い手である若い世代がより広く地域づくりを充実させ
ていくことが必要となっています。若い世代は、「地域」を広く捉える傾向にあります。
　こうしたことを踏まえ、本計画では第2次計画と同様の「小学校区」を基本としながら、状況に応じて「中
学校区」とするなど広く捉え、様々な状況により柔軟に対応していきます。

　地域福祉は、地域の一人ひとりの取り組み（自助）、近隣や地域、住民同士の支えあい、団体や組織・事業
者などの取り組み（互助・共助）、行政が担う福祉サービス等の公的支援（公助）がそれぞれの役割の中で、
お互い力をあわせ、推進していくことにより、はじめて実現することができます。

（1）地域のとらえ方

（2）地域福祉の推進

地域福祉の推進

 
共に支えあう 
地域づくり  

福祉サービス等の 
公的な支援 

 
地域のみんなと 
一緒にできること 

 
一人ひとりが 
できること 

地域・ 
社会福祉協議会 

住 民 

行 政 

※なお「互助」も「共助」も相互に支えあっているという観点で共通しており、一体性
があると考えられるため、本計画では「互助・共助」と記載しています。 

 

【公 助】【互助・共助】

【自 助】基本目標１ 山武らしさを育てる 

基本目標２ 安心安全に暮らせる地域づくり 

基本目標３ ともに支えあう仕組みづくり 

地域福祉を進めていくうえで地域に暮らす全ての人が地域の力であり、一人ひとりが地域の
課題を「我が事」として捉え、世代や部門・分野といったあらゆる垣根を超えて「丸ごと」支え
あうことで、地域力の更なる向上が期待されます。 

策定にあたって
平成26年3月に「第2次山武市地域福祉計画・山武市地域福祉活動計画」を策定し、地域
福祉に関する様々な施策を市民協働のもと推進してきました。
近年、地域のつながりの希薄化など地域社会のあり方が変化しているなか、生活困窮者への
対策、高齢者や障がい者の権利擁護など新たな課題も発生しています。
本計画は、このような現状を踏まえ、さらなる地域福祉の推進を図るための包括的な支援体
制づくりなど、見直しを行いました。

福祉教育や福祉意識の啓発を推進し「お互いに助けあい、支えあう」意識を高め、 福祉の
こころを育む機会をつくります。 
また、市民活動団体への支援により支えあい活動の推進や地域福祉を担う人材の育成を
図り、ボランティア活動等の充実を促進します。 
これまでの市の歩み、今とこれからの市の状況を踏まえて、山武らしい地域福祉のさらな
る充実を図ります。 

誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、保健・医療の充実、防犯・防災対策や
災害時支援体制などの生活環境の整備を図ります。また、権利擁護等に加え、生活困窮者へ
の支援など、様々な課題に取り組み、誰もが安心安全に暮らせる地域づくりを推進します。

住民の主体的な参加による地域コミュニティの活性化を図り、ともに支えあう仕組みづく
りを推進します。 
また、支援が必要な人が適切な福祉サービスを受けられる体制を整備するとともに、福祉
サービス事業者の健全な育成を推進し、福祉サービスの向上を図ります。

第３次計画の期間は、第２次山武市総合基本計画の計画期間（2019 年度～2022 年度）
の４年間と同様といたします。

１基本理念4

基本目標5

計画の期間2

本計画は、保健福祉分野の個別計画だけでなく、防災、交通、教育、消費生活などの他分野
と連携し、個別施策を実現していきます。
また、「生活困窮者自立支援方策」を盛り込むとともに、成年後見制度利用促進に関する施策に
ついての基本的な計画を併せて策定することで、権利擁護事業の総合的な推進を図って行きます。

計画の位置づけと性格3

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

第３次地域福祉計画・ 
地域福祉活動計画 

■ 地域福祉計画と地域福祉活動計画の位置づけ

「山武市の目指す地域の姿」の実現に向けた基本理念 

山武市総合計画［ 計画期間：2019年度～2022年度 ］  
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