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第1章  地域福祉活動計画の策定にあたり 

１．計画策定の背景 

 わが国の人口構造は、他の先進諸国に例をみないスピードで少子高齢化が進

行しており、延岡市においても、平成 2８年 10 月１日現在、６５歳以上の高

齢者の人口は 39,667 人で、総人口に占める割合は 32.1％に達しています。 

また、１５歳未満の年少人口は 16,134 人で、総人口に占める割合は 13.1％

であり、今後も少子高齢化の傾向が続くと予想されています。 

このような少子高齢化に加え核家族化や単身世帯の増加、引きこもりなど家

族内の繋がりの弱まり、非正規雇用の増加、若年層の雇用情勢の悪化、企業の

経費削減などが進む中で、これまでのような家族内の助け合いと企業の支えも

弱まってきています。 

地域社会においても、工業化・都市化が進む中で、「ご近所」の人間関係が形

成されず、地域の連帯感が希薄化し、地域社会の支え合う関係も脆弱化してき

ています。 

また、地域社会は、子供が生まれ、育つ場でもありますが、子育てのために

地域がまとまったり、地域の人々が参加しともに行事を継承したりすることも

難しくなってきており、地域がその機能を果たせない状況も発生してきていま

す。 

こうした社会状況の中で、福祉制度も時代背景に合わせて改正されてきてお

り、利用者が自らの意思に基づきサービスを選択する利用者本位の仕組み、市

町村が権限を持って住民福祉の向上に努める仕組み、在宅生活を支援する在宅

サービスの充実、民間企業や非営利団体、住民団体等の供給体制の多様化など、

福祉制度も時代背景に合わせて変化してきています。 

近年の福祉施策では、たとえ障がいがあっても、要介護状態になっても、で

きる限り地域の中でその人らしい暮らしができるように基盤を整備していくと

いう基本的な考えのもと、地域での自立支援、生活の確保、施設や病院から地

域への移行が進められています。 

しかし、地域においては制度の谷間にあって対応できない問題があるほか、

住民の多様なニーズについて、全て公的な福祉サービスで対応することは不可

能なことなどから生まれる問題等が山積しています。 

このような、現行の仕組みでは対応しきれていない多様な生活課題は、誰も

がいつかは遭遇する課題であり、誰もが安心して安全に暮らすことのできるま

ちにしていくために、これらの課題を自らの問題と認識して、住民間で課題を

共有し、解決に向かうような仕組みを作っていくことが必要となってきていま

す。 
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２．計画策定の目的 

 
これまで述べたように、地域における全ての生活課題に対し、公的な福祉サ

ービスだけで対応することには限界があり、電球の交換やゴミ出しを頼める人

がいない、買い物に行けても買った物を持って帰れない、一人暮らしが寂しい

という心の問題、被害の自覚なく不要なものを購入させられ続ける悪質商法の

被害といったことから、孤立死などの深刻な問題、災害時に身体が不自由な方

や幼児のいる家庭の避難に対応できるか等、地域には多様な生活課題が存在し

ています。 

このような生活課題は、地域での普通の暮らしを妨げるものであり、住民に

とっては暮らしの周辺のあらゆる場面で起こりうるものです。 

そのような中でも、誰もが住み慣れた地域の中で、自分らしい生き方を全う

して暮らし続けたいと願っています。 

地域における最も身近な関係は、隣近所のような近隣です。近隣には、日常

的な近所付き合いの中で、それとなく、支援が必要な人の見守りをしたり、話

し相手になったり、ちょっとした手助けをしたりしている場合も多くあります。

こうした活動をしている人の多くは自らの活動をボランティア活動や福祉活動

とは意識していませんが、このような日常的な関係が、生活課題の発見やいざ

という時の手助けにつながる基本であり、重要な役割を持っています。そして、

このような日常的な近所付き合いの中で発見された問題が、専門的な対応を必

要とするものである場合には、問題を近隣にとどめることなく、専門機関や行

政の必要なサービスにつなぐことが重要となります。 

地域での生活は、親族や友人、近隣などの様々な人々や多様な社会サービス

との関係で成り立っており、地域の生活課題に対処するためには様々な関係者

が対応することが必要です。そのため、地域福祉※１の目標は、地域においてネ

ットワークが形成されている、互いに助け合えるような状態にあることだと言

えます。 

地域福祉活動計画は、地域における多様な福祉活動を行う団体や個人がお互

いの活動について認め合い、また地域の生活課題について共有化することを目

指す計画として策定しています。また、この地域福祉活動計画の策定を通じて、

住民の福祉意識を高めつつ、住民相互の関係の形成、地域福祉への住民の適切

な認識を進め、福祉活動への参加などの動機づけが図られます。 

第４次地域福祉活動計画は、第３次地域福祉活動計画の理念等を継承しつつ、

中身の見直しを行い、先に述べたような、地域に密着した住民による助け合い

や福祉活動を進めるために、延岡市社会福祉協議会（以下「延岡市社協」とい

う。）として「何ができるか」「何をすべきか」を考え、事業をどのように展開

し、地域をどのように支援するのか、地域福祉活動推進のための支援計画とい

う位置づけとして策定しました。 
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延岡市社協では、この計画の策定を機に、さらなる地域福祉の推進に向けて、

小地域ネットワーク活動※２の支援を継続し、多様な福祉課題についてさまざま

な分野の活動者と協働※３で解決していくことに積極的に取り組んでいきます。

そして、小地域における地域ごとの地域福祉活動計画の策定に協力し、その計

画が延岡市全域を網羅する地域福祉活動計画となるよう支援し、地域福祉の積

極的な推進を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 地域福祉 

 誰もが住み慣れた家庭や地域で安心していきいきとした生活が送られるよう、地域住民

や福祉サービスを提供する団体、ボランティア、行政などが協力し合い、地域での人と人

とのつながりを大切にし、“共に生き、支え合う地域社会”を実現しようとすることです。 

※２ 小地域ネットワーク活動 

 小地域において要援護者（支援を必要とする人）が生活を継続できるように、近隣住

民が中心となり、保健・医療・福祉関係者の協力を得て進める個別支援ネットワーク活動

です。地区社会福祉協議会や地域福祉推進チームなどの声掛け、訪問、見守り活動などが

あります。 

 

※３ 協働 

 共通目標に基づく複数の個人や集団が、目標を実現するために、共同活動における役割

分担を明確にし、相互に他者への協力を進めることです。地域福祉における協働とは、ネ

ットワークの機能を指しています。 
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３．計画の性格 

 

 「地域福祉活動計画」は、福祉活動を行う地域住民や民間団体等の自主的・

自発的な福祉活動を進めるための民間の活動・行動計画であり、「地域福祉計画」

は、地域福祉の視点から横断的に地域福祉を推進させる基本的方向性を示す行

政計画となります。両計画は、ともに地域住民等の参加を得て策定されるもの

であり、地域福祉の推進を図るために、互いに補い強化し合う関係のものとし

て連携・協働した取り組みを行うことが重要であり、整合性を持たせた計画と

しています。 

この「地域福祉活動計画」は、「第３期延岡市地域福祉計画」（平成２８年３

月策定）に基づき、この中に掲げられた基本目標や重点課題を中心に今後の社

協事業の方向性を示したものです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉活動計画の位置づけ 
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地域福祉を推進する上での共通の理念
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４．計画の基本理念・基本目標 

  

 

 

  

 この計画では、基本理念を「みんなでつくろう 支え合う地域社会」とし、

この基本理念に基づいて重点課題と延岡市社協の取り組みを示し、計画を推進

していきます。 

 「基本理念」の実現に向けて、誰もが安心して安全に暮らすことのできるま

ちづくりのために、２つの基本目標を掲げています。 

 

  

    １．地域住民による支え合いの仕組みづくり 

    ２．地域福祉の共通基盤づくり 

    〔地域福祉推進のための協働のイメージ図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民 

社会福祉協議会 行政機関 

 地域福祉は、地域住民の一部の人たちが限られた人に対して行う活動ではありま

せん。住民の一人ひとりが、それぞれの人の生き方を尊重しながら「助ける人」と

「助けられる人」という一方的な関係ではない、「持ちつ持たれつ」、「おたがいさ

ま」という対等な相互の関係を地域の中に少しずつ広げていくことなのです。 

 今、私たち地域住民は、自ら地域の課題に向き合い、解決の糸口を見つけるため

に、知恵を出し合い話し合うことが求められています。 

 延岡市社協では、地域の課題に取り組み（気づき）、その解決のために行政や専

門機関、住民組織やボランティア等と連携（つなぎ）しながら、新しいシステムを

構築（つくる）していきます。そこから、「みんなでつくる支え合う地域社会」が

生まれ、誰もが安心して安全に暮らすことのできるまちづくりのために、公民協働

で地域福祉の推進に取り組みます。 
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５．圏域の設定 

 

地域福祉活動では、地域に生活する住民にしか見えない生活課題や、身近で

なければ早期発見しにくい課題に取り組むことになります。したがって、地域

福祉の活動は、自ずとそのような課題が見えるような小さな圏域を単位として

行われることになります。地域の生活課題を発見するためには、いわばお互い

に顔の見える環境づくりが必要であり、それができるような圏域が地域福祉活

動の圏域となります。 

計画づくりに住民参加を図るためには、重層的な圏域設定を行い、住民自身

が自分の生活と関連づけながら、福祉サービスや社会資源を把握し、活動に参

加できるようにすることが大切になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５層：延岡市全域 

４層：社協本所・支所の圏域 

３層：地区社協単位の圏域（２２）     

民生委員児童委員協議会の圏域（１７） 

２層：自治会（区会）単位の圏域 

１層：隣近所の圏域 

本所･北方支所･北浦支所･北川支所 

自治会・地域福祉推進チーム･高齢者クラブなど 

町内会の組･班 

重層的な圏域設定のイメージ 
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６．計画の期間 

 この計画は、延岡市が策定する「延岡市地域福祉計画」との整合性を図り、

平成２９年度を初年度とし、平成３３年度までの５か年計画とします。また、

時代の変化に柔軟に対応するとともに、「延岡市地域福祉計画」の見直しを踏ま

え、平成３１年度に計画の中間評価を行い、必要に応じて見直しを行います。 

〔延岡市地域福祉活動計画期間表〕 

H25 

年度 

H26 

年度 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

H34 

年度 

H35 

年度 

第
３
次
計
画

見 
直 
し 

 

事業 

開始 

 

 

第
４
次
計
画

見 
直 
し 

事業 

開始 

 

中間 
評価 

第
５
次
計
画

見 
直 
し 

 

事業 
開始 

延岡市社協では、平成９年３月に計画期間を平成９年度から平成１３年度ま

での５か年計画として第１次地域福祉活動計画を策定しています。 

第１次計画の推進を終えた後も、継続して事業に取り組んでいましたが、社

会情勢や合併等により地域福祉活動も大きく変化し、平成２１年度に第２次地

域福祉活動計画（計画期間：平成２１年度～平成２５年度）を策定しました。 

その後、地域福祉計画との計画期間のズレを解消するために、平成２６年度

に３か年計画で第３次計画を策定しました。 

 そして今回、第３次計画の推進を終え、新たに第４次地域福祉活動計画を策

定する運びとなりました。 

第３期延岡市地域福祉計画 

第２期延岡市 

地域福祉計画 

第３次延岡市 

地域福祉活動計画 

第４次延岡市 

地域福祉活動計画 

第５次延岡市 

地域福祉活動計画 

第４期延岡市 

地域福祉計画 
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７．第３次延岡市地域福祉活動計画の主な成果項目 

（平成２６年度～平成２８年度の計画期間中における、これまでの主な成果） 

達成度：◎達成できた ○ある程度達成できた △現在進行中 ×達成できなかった 

 

重点課題１  住民主体による福祉コミュニティづくりの推進 

 平成２１年度からモデル地区を選定し、地区社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）

別地域福祉活動計画策定を進め、計画策定に係る費用の助成を行うとともに、社協職員も地域

福祉コーディネーターとして地域福祉活動計画策定会議に参加し、積極的に支援を行いました。 

 平成２５年度までに１０地区社協において策定されており、第３次地域福祉活動計画の計画

期間中（平成２６年度～平成２８年度）に、４地区社協において策定されました。第３次計画

では６地区社協において策定予定でしたが、諸事情により４地区社協の策定にとどまっており、

未策定地区は残り８地区となっています。 

 

地区社協別地域福祉活動計画策定に向けた取り組みや、これまで各地区社協において取り組

んできている小地域福祉活動を更に推進していくために、関係機関への連絡調整等、地域福祉

懇談会実施に向けた支援やアンケート調査の支援に取り組みました。 

また、地域包括支援センターにおいても地域ケア会議等を開催しており、各地区社協の役員

にも積極的に参加を頂き、新たな出会い、気づき、アイディアを創出する場を作るとともに、

各地区における福祉課題の把握や情報の共有が図られています。 

住み慣れた地域でより安心して住み続けるための助け合いの仕組みづくりのひとつとして

地域福祉推進チームの活動があり、延岡市社協と各地区社協が、未設置地区への結成を支援し

た結果、平成２７年度末現在、市内で２３４チームが活動を行っています。 

また、各地区社協や地域福祉推進チームにおいても、地域ケア会議等に積極的に参加を頂く

ことで、関係機関・団体の連携、福祉課題の共有、関係機関のネットワークづくりが図られて

います。 

平成２５年の災害対策基本法の改正により、社会福祉協議会も情報共有機関の一つとして明

記され、避難行動要支援者情報の提供を受けました。災害等の緊急対応が必要な事態が発生し

た場合の役割分担等についての関係機関との協議は未だされていませんが、適切な情報管理に

努めています。 

また、災害時にも活用が期待される緊急連絡先やかかりつけ医等の情報を記入した「安心カ

ード」の配布を、平成２４年度から民生委員・児童委員の皆さんの協力を頂きながら実施して

① 地区別（地区社協圏域）地域福祉活動計画策定への支援 （達成度：○）

② 小地域における地域福祉懇談会の実施 （達成度：○）

③ 地域福祉団体の相互連携の支援 （達成度：○）

④ 災害時要援護者登録への協力 （達成度：△）

各地区社協活動計画策定状況

1 三川内地区社協 平成２７年度策定 9 北方地区社協 17 恒富南地区社協 平成２３年度策定

2 北浦海岸地区社協 10 富美山地区社協 平成２１年度策定 18 恒富中地区社協

3 北川地区社協 平成２３年度策定 11 岡富東地区社協 19 恒富北地区社協

4 南浦地区社協 12 岡富西地区社協 20 一ヶ岡地区社協 平成２６年度策定

5 東海東社協 平成２１年度策定 13 岡富北地区社協 21 伊福形地区社協 平成２７年度策定

6 東海西地区社協 平成２３年度策定 14 中央地区社協 平成２２年度策定 22 土々呂地区社協 平成２２年度策定

7 南方東地区社協 平成２４年度策定 15 恒富東地区社協 平成２４年度策定

8 上南方地区社協 平成２２年度策定 16 恒富西地区社協 平成２６年度策定

基本目標１  地域住民による支え合いの仕組みづくり 
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おり、引き続き各地域での見守り体制の構築・強化に向けた活動が必要となっていることから、

継続して「安心カード」の配布に取り組みました。今後も高齢者の増加が予想されることから

継続した取り組みが必要となっています。 

〔安心カード配布状況〕             平成２８年６月１０日現在 

配布年度 クリアケース カード 

平成２４年度 １３，８８６ ２０，２３８ 

平成２５年度 ８１１ １，２０９ 

平成２６年度 １，８２０ ２，７２２ 

平成２７年度 １，２４１ １，９７７ 

平成２８年度 ８９８ １，４７９ 

 

重点課題２  地域で集い、憩い、学べる場づくり 

 

 

平成２５年６月現在で延岡市内に１１９か所のいきいきサロンが設置されておりましたが、

平成２７年度末には１３６か所に設置され、身近な場所で顔なじみの方々と交流を図っていま

す。いきいきサロンへ参加する事は介護予防や引きこもり防止となり、新たな生きがいを見つ

け、充実した生活への一歩につながっています。また、推進チーム同様、地域ケア会議等に積

極的に参加を頂くことで、関係機関・団体の連携、福祉課題の共有、関係機関のネットワーク

づくりが図られています。 

しかし中には、依然として代表者の高齢化や引き受け手がいないなど課題を抱えながら運営

しているサロンもあり、地区によっては設置数が減少している地区もあり、後継者育成等とい

った継続した支援が必要となっています。 

そのような中、介護保険制度の改正もあり、これまで以上に在宅福祉の必需性が高まり、「地

域の中で支え合い受け止める地域福祉」へと変わってきて、いきいきサロンへの期待はより一

層大きくなってきています。 

 子育てサロンについては、市内に子育てサークル等が充実してきたこともあり、平成２８年

６月現在１サロンのみの活動となっています。今後も活動中のサロンが楽しく活動が続けられ

るようサポートが必要となっています。 

 

 

これまでのパソコンに加え、手軽にどこでも持ち運びができるスマートフォンやタブレット

端末などが普及し、場所や時間に関係なく地域福祉の情報を得ることができるようになってき

たことから、ホームページを活用し、見やすさ・分りやすさに重点を置いたタイムリーな情報

の提供に努めました。 

 

重点課題３  ボランティア・ＮＰＯが活躍できる基盤の整備 

 

 
 ボランティア活動に関する相談窓口を常設し、ボランティア登録やボランティア活動保険へ

の加入、ボランティア活動の推進に努めた結果、平成２８年６月１日現在、個人ボランティア

３６４人、ボランティア団体１００団体の登録となりました。 

平成２４年度から行っている、ボランティア協会とＮＰＯ法人のべおか市民力市場との、ボ

ランティア登録者の情報共有も継続して行い、関係機関との連携にも努めました。 

しかし、依然としてボランティアに関する地域からのニーズも複雑・多様化してきており、

ボランティアセンターのさらなる機能充実を図っていく必要があり、今後さらなる関係機関、

① サロンの設置促進とメニューの充実 （達成度：○） 
 

② インターネット上の情報拠点づくり （達成度：○） 
 

① ボランティアセンターの機能強化 （達成度：○） 
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団体との連携を図り、ボランティア情報の把握・活用を行うとともに、相互に協力・支援でき

るシステムの構築が必要となっています。 

他にも、大規模災害に備え全職員が災害ボランティアセンターの役割について理解し、運営

のスキルを身につけるために、災害ボランティアセンターの設置・運営訓練を実施しました。

また、訓練については災害時相互応援協定を締結している近隣市町社協と協力しながら実施す

るともに、平成２６年度から地域において実施することで災害に備え人材育成や地域住民、関

係機関との協力体制の強化を図っています。 

〔ボランティアセンターへのボランティア登録状況〕         

 平成20年4月1日現在 平成 2６年 4月 1日現在 平成 2８年６月 1日現在 

個人 団体 個人 団体 個人 団体 

本 所 ７１０人 ７１団体 ２４１人(※) ６３団体 311人 ６９団体 

北方支所 １６５人 ７団体 １０人 ６団体 12人 8団体 

北浦支所 ４１人 １２団体 ４０人 １７団体 41人 17団体 

北川支所 ４０人 １５団体 ０人 ６団体 0人 6団体 

合 計 ９４７人 １０５団体 ２９１人 ９２団体 364人 100団体 

※ 本所個人ボランティアについては、九州保健福祉大学の学生を個人で受け付けていたが、卒業後も登録されたままになって

いたため、九州保健福祉大学ボランティアセンターとして団体登録をしてもらい整理を行ったため、大幅に減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導員の高齢化や土曜授業が始まったことによる要請の増加に伴い、新たな人材の育成がま

すます必要な状況となっており、ハンディキャップ体験体学習指導員養成講座を継続して実施

しました。 

また、平成１７年の台風１４号と平成１８年の台風１３号災害を教訓に、地域において様々

なパイプ役を担っていただく人材を育成するために、継続して災害ボランティアリーダー養成

講座を実施し、平成２７年度までに６５２名を養成するなど、ボランティア人材の発掘・育成

に努めました。 

他にも、災害時の取り組みのひとつとして、平成１８年度から行政と連携を取りながら「延

岡市災害ボランティアネットワーク」を構築し、民間企業や団体の方々に登録をしていただい

ており、平成２７年度末現在１２１団体、２，０００名が登録しています。 

さらに延岡市社協広報紙「みてみてふくし」を活用し、ボランティア情報やボランティア団

体の紹介を掲載することで、新たな人材の発掘・育成を図ると同時に、助成金等の情報発信を

行い、各ボランティア団体の運営支援に努めました。 

 

 

 

② ボランティア人材の発掘・育成、ボランティア・ＮＰＯへの支援 （達成度：○） 
 

平成２６年度 土々呂地区 

災害ボランティアセンター運営訓練 

 

平成２７年度 東海東地区 

災害ボランティアセンター運営訓練 
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重点課題４  心のバリアをなくす福祉教育の推進 

 

 
誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、子どもから高齢者まで地域住民すべてを対象

とし、学校や地域において様々な体験事業や交流などによる福祉教育の啓発と推進に取り組み

ました。 
 

≪ハンディキャップ体験学習の推進≫ 

 ハンディキャップ体験学習が積極的に実施されるように各小・中・高校や地域、ボランティ

ア団体等との連携に努め、福祉に関する様々な体験学習を通して、住民一人ひとりの「福祉」

に対する意識の向上を図りました。前述のとおり土曜授業が始まったことにより、各小・中学

校も積極的に体験学習を取り入れる様になり、体験学習の要請件数も増加傾向で、より一層の

連携が必要となってきています。 

○ 体験学習内容：車椅子体験・アイマスク体験・高齢者疑似体験・手話・各種福祉講話 

 

 

 

 

 

 

 

≪情報提供による福祉教育の支援≫ 

 広報紙やホームページを活用し、様々な地域・ボランティア活動や福祉に関する情報提供を

積極的に行い、家庭や地域への社会福祉の啓発を図りながら福祉教育の支援を行いました。 
 

≪ボランティア体験への参加促進≫ 

 みんなと一緒に楽しみながらボランティア活動を体験することで、豊かな心を育み、「福祉」

「ボランティア活動」を身近なものとして関心を高めてもらえるよう、夏休み等を利用した

小・中・高校生へのボランティア体験学習を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪福祉啓発作文の広報・周知≫ 

 小・中学生が日常生活や学習の中で経験した「福祉」に対する思いや考えをより深めてもら

えるように、福祉啓発作文の広報を行いました。また、児童・生徒の福祉啓発作文を社会福祉

大会において発表することにより、市民に対する社会福祉への啓発を行いました。 

 

 

 

 

 

① 学校、地域における福祉教育の推進 （達成度：○） 
 

車椅子体験 

手話体験 

小・中学生 

ボランティア体験 

高校生 

ボランティア体験 
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≪地区社協と学校との連携支援≫ 

 各地区社協の中から、毎年度指定地区社協を１か所決定し、幼児や小・中学校の児童生徒等

への福祉体験講座や交流会などを通じて、家庭や地域社会への社会福祉の啓発と推進に努めま

した。 

地域や各学校においても、少子化に伴い小・中学校の統廃合等が行われ、地域との連携を模

索していることもあることから、今後も地域の実情に合わせながら、地区社協と地域の学校が

連携を図れるように支援を行い、福祉教育の啓発と推進に取り組んでいく必要があります。 

 

各地区社協では、グラウンドゴルフ大会やミニボウリング大会、小・中学生との創作活動や

農作業体験等、子どもから高齢者まで幅広い年代層の人たちが参加できる機会を創出し、積極

的に世代間交流に取り組んでいます。このような活動をとおし、地域の高齢者が活躍できる機

会を設けることができるとともに、子ども達が自分達の住んでいる「地域」や「人」に関心を

持ってもらうことで、地域において次世代の人材を育成することにもつながっています。 

また、延岡市社協が運営する通所介護事業所（北方デイサービス・曽木デイサービス）では、

地域の交流拠点として地域の方々に利用していただけるよう、利用者のみでなく地域の子ども

から大人まで、気軽に訪ねてきていただけるような雰囲気づくりに努めました。 

これから 2025 年問題※１も懸念されていることから、すべての方々が支えあい、助け合う

地域社会を目指す必要があり、日頃から互いの顔の見える関係づくりが進むよう、今後も地区

社協との連携のより一層の強化と、地域に根差した世代間交流活動の推進、支援が求められま

す。 

② 地域での交流推進の支援、世代間交流の推進 （達成度：○）

恒富中地区社協 

高齢者と南中生徒の 

ふれあい活動 

南方東地区社協 

あいさつ運動 

東海西地区社協 

ふれあいグラウンドゴルフ大会 

土々呂地区社協 

ふれあいしめ縄づくり 

伊福形地区社協 

食育活動(田植え） 

※１ ２０２５年問題 

2025 年頃の日本で「団塊の世代」の人々が 75 歳以上となることにより起こる諸問題のこと。
団塊の世代は、広い定義によると 1947年～51年生まれの 1000万人以上の人たちを指し、彼ら
は 2015 年に 65 歳以上(前期高齢者)となる。2025 年には団塊の世代が 75 歳以上(後期高齢者)
となり、15歳～64歳の現役人口も減少するため、日本人の 5人に 1人近く(2179万人、18.1％)
が 75歳以上となる超高齢社会が到来する。2013年現在、生涯医療費は 75歳～79歳にピークを
迎え、要介護(要支援)になる可能性は 75歳から上昇していることからして、2025 年頃には医療・
介護・福祉サービスの需要が高まり、医療・介護などの負担と給付が大きく変わることによって、健
全な社会保障財政の運営に影響が出ると見られている。 

https://kotobank.jp/word/%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85-494592
https://kotobank.jp/word/%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AF-119361
https://kotobank.jp/word/%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-1404498
https://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C-75713
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重点課題１  誰もが適切に情報を入手できる体制の整備 

ボランティアセンターでは、ボランティア活動の推進を図ると同時に、ボランティアの人材

発掘・育成・支援に取り組んだ結果、ボランティアセンターへの登録者数は増加しています。 

また、関係機関・各福祉団体・ボランティア等と連携し、多くの情報収集に努めました。 

団塊世代の方々が前期高齢者となった今、地域にはまだまだ元気な高齢者がたくさんいらっ

しゃり、今後ますます少子高齢化が進んでいく中でそういった方々が地域活動に参加していた

だくことは非常に大きな力になります。 

今後も、延岡市社協が行っている地域福祉活動・ボランティアセンターの活動内容をさまざ

まな方法で発信し、より多くの住民に共有してもらえるよう努める必要があります。 

年 6回全世帯に配布している広報紙は、広報紙編集委員会を毎回開催し、できるだけわかり

やすい内容で、幅広い年代の方々が情報を得やすい紙面になるよう努めました。 

また、ホームページは定期的に更新し、最新の情報発信に努めました。ただ、関係機関・団

体等の情報発信や関連団体等のサイトへのリンクについては、一部のみとなっているため継続

した検討が必要となっています。 

その他、延岡市社協の掲示板を情報提供の場として活用するなど、来所する方々に対して情

報が得やすい環境づくりに努めましたが、掲示範囲も限られていることから、より多くの情報

を視覚的・聴覚的に提供できるようデジタル化の検討も必要となっています。 

 

延岡市社協では、地域包括支援センター事業をはじめ、居宅介護支援事業や障がい者相談支

援事業、訪問介護事業、通所介護事業などを通して、利用者が安心して地域で生活ができるよ

う情報の提供や支援にあたっています。 

利用者が自らの判断により、必要な時に適切な福祉サービスを選択して受けることができる

ようにするために、事業者はサービスの特徴や内容など、必要な情報を分かりやすく提供する

ことが大切です。 

今後とも、行政や関係機関と連携しながら、利用者に役立つ情報を誰もが適切に入手できる

ように、情報の提供に努めていく必要があります。 

重点課題２  総合的な相談・支援体制の確立 

近年ますます複雑化、深刻化する生活課題の解決にあたるために、平成２６年１２月に「の

べおか自立相談支援センター」を設置し、生活困窮者の相談窓口として自立の支援に努めまし

た。また、地域住民からは、「気軽に相談できる場所」、「相談しやすい環境づくり」が望まれ、

平成２７年度に社協の組織体制を見直し、総合的な相談体制を整えました。 

 しかし、生活課題はますます複雑化、深刻化してきており、解決にあたるには、社協の相談

窓口のみならず、社協以外の相談関係機関、団体とも連携した体制づくりがますます必要とな

っています。 

 その他、依然として地域には相談できずに悩んでいるなど、潜在的なニーズがあることもう

かがえることから、相談窓口の情報提供を積極的に行うと同時に、民生委員児童委員、地域包

括支援センター等といった関係機関との連携強化も必要となっています。 

① 地域福祉活動に関する情報の共有化 （達成度：○）

② 情報の一元化の推進と社会資源の有効活用 （達成度：△）

③ 情報提供の推進 （達成度：△）

① 総合的な相談体制 （達成度：◎）

基本目標２ 地域福祉の共通基盤づくり 
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 誰もが安心して安全に暮らすことができるまちづくりのためにも、社協の職員には、専門性

を活かした企画力や実践力が求められ、専門職員個々の資質向上や社会福祉士など福祉に関す

る専門資格取得の奨励や職員研修の充実、自己啓発の支援に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近年ますます複雑化、深刻化する生活支援活動の強化を図るためにも、地域の関係機関の連

携が重要になっており、各地域包括支援センターにおいて地域ケア会議等が開催され、関係機

関の連携が図られています。延岡市社協職員も各種会議に積極的に参加し、情報の共有に努め

ました。 

 

 

多様化する問題の解決について、地区社協、民生委員児童委員や推進チームなどが連携した

小地域ネットワークによる、地域での交流や見守りが有効であり、推進チームの設置数も徐々

にではありますが、増加してきています。 

その他、宮崎県社会福祉協議会が新たな見守りネットワークとして、県域を営業エリアとし

て活動する民間事業者の協力を得て平成２６年２月に「みやざき地域見守り応援隊」を結成し

ました。 

また、いきいきサロンについても推進チーム同様徐々に設置数が増えており、地域の中での

交流の場づくりが進められています。しかし、多世代サロンの仕組みづくりまでは至っておら

ず、推進チーム、いきいきサロンの中には、担い手不足といった問題もあることから、今後も

多世代交流の場の創出に務め、人材の発掘・育成を図る必要もでてきています。 

 

 

 

 

専門職種 平成２５年度末現在 平成２７年度末現在 

介護福祉士 ３９人 ４５人 

社会福祉士 ８人 １３人 

精神保健福祉士 ４人 ６人 

介護支援専門員 １８人 ２６人 

保健師 １人 ２人 

看護師 ４人 ６人 

准看護師 ５人 ７人 

② 専門相談員の資質向上の促進 （達成度：○） 
 

③ 情報・相談ネットワークの充実 （達成度：○） 
 

④ 地域での見守り活動の推進 （達成度：△） 
 

平成２６年１２月３日 

のべおか自立相談支援センター開所式 
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重点課題３  ケアマネジメントシステムの充実 

延岡市社協では、恒富西地域包括支援センターと、３か所の小規模地域包括支援センターを

運営しており、他の地域包括支援センター同様地域ケア会議等を随時開催し、関係機関や団体

との情報共有や連携に努めました。また、延岡市障がい者相談支援センター「ぱれっと」にお

いても、各種会議に出席する等しながら各関係機関との連携に努めました。 

介護保険制度をはじめ、制度改正も次々と行われてきており、ますますインフォーマルな社

会資源との連携強化が求められていることから、今後とも様々な機関、団体との情報共有、連

携強化を行っていく必要があります。 

 

多様化する生活課題に対しては、多方面からの取り組みが必要であり、保健・医療・介護・

福祉・地域住民が協力し、問題解決に向けた連携を強化することが重要となっています。 

延岡市においては、各地域包括支援センターを中心に「地域包括ケアシステム」の構築に向

けた取り組みが進められているところです。 

その他、延岡市地域医療ネットワーク連絡協議会においても医療と介護の連携について協議

が進められています。 

今後、超高齢社会の到来に向け、地域の力（自助・共助・互助）を高め、地域の特性や実状

に合った問題解決に向けたしくみ作りとともに、更なる保健・医療・介護・福祉の連携強化が

必要となっています。 

重点課題４  福祉サービスの利用者の権利擁護の推進 

地域住民から寄せられる苦情等については、有識者等による「第三者委員会」を開催し、中

立公正性を確保し、円滑・円満な解決が図られるよう努めました。 

今後も、わかりやすい受付窓口の設置と、相談しやすい環境整備が求められます。 

 

一人暮らしの高齢者の増加や見守る親族の高齢化等により、日常生活自立支援事業の利用希

望者も増加するとともに必要性もますます高くなってきています。しかし、利用者の中には判

断能力低下のため成年後見制度への移行が必要な方も含まれてきている状況となっており、成

年後見制度の利用を進めています。 

今後ますます、成年後見制度の必要性が高まることが考えられることから、行政と連携した

早期の体制整備が必要となっています。 

① 総合的なケアマネジメントシステムの構築 （達成度：△）

② 保健・医療・介護・福祉の連携の強化 （達成度：△）

① 苦情対応システムの整備 （達成度：○）

② 日常生活自立支援事業の普及、成年後見制度の利用促進 （達成度：△）




