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は じ め に 

 

 伊賀市では、2016（平成 28）年度～2020（平成 32）年度を計画期間とした第３

次伊賀市地域福祉計画が策定されました。 

第３次伊賀市地域福祉計画では、「だれもが いがで しあわせに くらしつづけるた

めの １２の提案」の一つとして、地域福祉活動推進会議が検討した地域福祉活動計画

部分である「みんなでつくる地域福祉コミュニティ」が盛り込まれました。 

 この冊子は、第３次伊賀市地域福祉計画で示す、地域福祉活動計画の方向性に基づき、

実践する地域福祉活動をまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



○第３次伊賀市地域福祉計画で示す他計画との関係性と重点施策（抜粋） 
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１  地域福祉活動の「場」と地域支援を行う「人」の充実  

     ～地域福祉ネットワーク会議の設置と地域福祉コーディネーターの配置～ 

------------------------------------------------------------------------- 

1-1 すべての住民自治協議会に「地域福祉ネットワーク会議」を設置します。 

01 地域福祉ネットワーク会議とは？ 

地域には、公的な制度では対応できない日常生活上の多様なニーズがある中で、地域の生活課題、

ニーズを把握・共有し、地域全体で支えるしくみをつくっていくことが求められています。 

 そのような中、課題解決に向け検討する場として、住民自治協議会を単位に、住民自治協議会、自

治会、地域企業、民生委員児童委員、福祉サービス事業所、地区市民センター、ボランティア、市社

会福祉協議会などで構成する会議を、「地域福祉ネットワーク会議」と位置づけ、2018（平成 30）

年度までに全ての住民自治協議会に設置できるよう、社会福祉協議会が立ち上げ支援を行います。 

 さらに、地域によっては自治会単位に「地域会議」の設置を支援します。「地域会議」は地域支援

を必要とする人へのきめ細かな見守りネットワークに取り組んだり、自治会単位の福祉課題を「地域

福祉ネットワーク会議」に対して問題提起したりする機能を果たします。 

 

○地域福祉ネットワーク会議、地域会議（イメージ）  



02 地域福祉ネットワーク会議の設置方法 

地域福祉ネットワーク会議を設置する方法には 3 つのパターンがあります。 

最もオーソドックスな設置パターンは、住民自治協議会健康福祉部会などの専門部会メンバーを中

心に新たに地域福祉ネットワーク会議を設置する方法です。 

２つめの設置パターンは、すでに住民自治協議会で実施している生活支援サービスが実施されてい

る場合、その生活支援サービスの運営検討の場として協議体を設けるという方法です。 

３つめのパターンは、各自治会単位の地域会議の設置を優先させ、実際に見守りネットワーク活動

を展開する中で、住民自治協議会として地域福祉ネットワーク会議を設置するという方法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 地域福祉ネットワーク会議連絡会の立ち上げ 

 住民自治協議会単位で設置された地域福祉ネットワーク会議相互の情報交換の場として、社会福祉

協議会が事務局となって「地域福祉ネットワーク会議連絡会」を立ち上げます。 

地域福祉ネットワーク会議連絡会では、住民自治協議会単位で取り組んでいる地域福祉活動を紹介

すると共に、地域福祉計画の進行状況を把握する場として位置づけ、地域福祉施策の改善や創設、地

域支援のあり方に対する意見等を集約します。 

また、各住民自治協議会単位で展開されている地域福祉活動の実践発表、情報共有の場として、「地

域福祉ネットワークフォーラム」（仮称）を開催します。 

 

 

 

 



1-2 住民自治協議会単位に「地域福祉コーディネーター」を配置します。 

01 地域福祉コーディネーターとは？ 

 社会福祉協議会では、これまでエリア担当者を配置し、住民自治協議会を単位として地域支援を実

施してきました。本計画において、国が示す「生活支援コーディネーター」を高齢者の生活支援・介

護予防の基盤整備の推進役としてだけでなく、地域支援全般を専門に担当する職員として位置づけ、

「地域福祉コーディネーター」という名称で配置します。 

※「生活支援コーディネーター」 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域におい

て、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者を「生

活支援コーディネーター」とする。 

02 地域福祉コーディネーター配置の考え方 

 地域福祉コーディネーターは、一つまたは複数の住民自治協議会を担当し、地域包括支援センター、

健康推進課、地域づくり推進課等の地域担当者と連携し、地域支援を進めます。 

 地域福祉コーディネーターの配置にあたっては、地域包括ケア圏域単位に配置する各圏域課に統括

地域福祉コーディネーターを配置し、旧市町村圏域単位に設置する地域センターに地域福祉コーディ

ネーターを配置していきます。 

  ○地域担当の考え方（イメージ） 

 

 

  

社会福祉協議会関連事業：地域支援事業、地域福祉体制づくり事業、地域福祉計画推進事業、 

広報啓発事業 



〇地域の課題解決に向けた取り組みの流れ 

地域福祉コーディネーターは、事前に住民自治協議会の地域データを分析する中で、その地域にあ

った協議体づくり等の地域の課題解決に向けた取り組みへの支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 地域アセスメントとは？ 

地域福祉をすすめるためには、課題の把握から計画立案、活動評価するまでのプロセスが重要です。

“地域アセスメント”は、地域が直面する課題や社会資源の状況、地域住民の意向について総合的に

分析、明確化することをさします。 

  



04 地域アセスメントの進め方 

地域福祉コーディネーターは、地域住民とともに「地域の特性」「地域ニーズ」「社会資源」な

どに着目し、「地域とはどういうものなのか？」「どういう役割を果たすものなのか？」などを確認

しながら、地域の概況を把握します。 

 

05 地域アセスメントの多様な手法 

社会福祉協議会では、地域福祉コーディネーターがコミュニティソーシャルワーク（CSW）を行 

う中で、その地域に合ったアセスメントの手法を提案します。 

  



２  地域課題の解決に向けた地域の取り組み支援   

     ～支え合いのコミュニティサイクル～ 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



漫画のストーリーの中で、住民の気づきから組織活動に至ったプロセスを、1 コマごとに説明して

いきます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ポイント①：気づき 

認知症はＡさんだけの問題ではなく、誰でも認知症にな

る可能性があり、決して「ひとごとじゃないね～」と自分

自身にも関係がある問題であることに気づきました。 

「ひとごとではないね～」と気づいた地域のみなさんは、       

漠然とどうしたらよいのかと思うようになっていきました。 

              

 

 

ポイント②：関心 

先程のコマで地域のみなさんは認知症であるＡさんの

問題が自分自身の問題であることに気付きました。 

地域のみなさんは自分自身にも関わる認知症について

「もっと知りたい」と思いました。 

そこで、地域福祉コーディネーターに相談して、認知症

サポーター養成講座があることを知りました。 

ポイント③：理解 

  

認知症は一人ひとりに関わる身近な問題であることを知

り、認知症について関心を持った地域のみなさんは、認知

症サポーター養成講座を受講しました。        

講座を受講することで、認知症についての理解を深め、

Ａさんの行動が理解できました。 

 

    

ポイント④：行動 

認知症について学んだ地域のみなさんは、Ａさんのゴミ

の分別の手伝いやゴミ収集日にゴミ捨てができるように

声掛けをすることにしました。その中で、普段からＡさん

を見守っていく必要性を感じ、Ａさんのように見守りがあ

れば地域で生活できる人がＡさん以外にもいることに気

づきました。 

 



ポイント⑤：組織活動 

 

認知症サポーター養成講座を受講したメンバーが

中心となって「地域見守り隊」を結成しました。今

後は地域課題を発見し、誰もが住み慣れた地域で生

活が送れるように見守り活動を進めていきたいと張

り切っています。 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

いかがでしたか？団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年頃には、認知症など見守りが必要な人

が急増していくと言われています。この漫画は、このような問題が身近な地域の中でも起こり得るこ

とをあらわしています。 

みなさんの地域でも、「支えあいのしくみづくり」を一緒に考えてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※認知症サポーター養成講座とは 

認知症を正しく理解し、認知症の人や、その人を取り巻く家族のよき理解者を増やす

ことで、社会から排除されることなく、地域で安心して暮らし続けていただくための応

援者を養成する講座です。 



2-1 お互いさまの意識づくりを広めます。～支え合いのコミュニティサイクル～  

前頁までの漫画に出ていたＡさんは、はじめは認知症による行動が地域のみなさんに理解されず、

地域から問題視されていました。 

しかし、地域のみなさんが認知症はＡさんだけでなく、誰もが関わる問題であることに気付き、

理解することで、地域のみなさんの見守りや支援を受け、これまで通りの生活を送っています。 

生活スタイルの多様化や変化によって、近隣住民との関係性が希薄になりつつある状態で、認知

症や高齢者、障がいのある人や子ども、外国人住民が安心して暮していくためには、地域住民の理

解と協力が必要です。 

安心して暮らすことができる地域は、一人ひとりの努力や行政サービスだけでは構築することは

できません。住民相互で支え合い、一緒に暮らせる社会を作っていく「支え合いのコミュニティサ

イクル」（イメージ図）を提案します。 

 

○支え合いのコミュニティサイクル（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

「孤立・無関心」から「関心」へ 

私たち一人ひとりの中には、家族や地域、社会への関心を向ける芽が元々あります。「お互いさ

ま」の関係づくりには、まずは「知る」ことが重要です。 

 

「関心」から「同感･共感･理解」へ 

地域に関する情報を得ることのできる場に参加することが、積極的な関わりにつながります。さ

らにその中から共感・理解が進みます。 

 

「同感・共感・理解」から「行動・組織活動」へ 

困りごとの解決には、必要な機関につなげるだけでなく、具体的に地域住民で構成された組織で

困りごとの解決につながる取り組みを進めていくことが大切です。 

 

他者や活動への

波及効果や 

循環がおこる 

つなげる 

ひろげる 

同感･共感･理解

行動・組織活動 

関 心 

無関心層
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漫画では、認知症のＡさんの問題はひとごとではないと気づいた地域のみなさんは、Ａさんへの声

かけや見守りといった具体的行動によって、Ａさんは地域生活を継続することができています。 

最後の頁では、認知症のＡさんのような人が他にもいることに気づいた地域のみなさんは、「地域

見守り隊」を結成し、誰もが住み慣れた地域で生活を送れるように地域住民が主体的に活動を始めま

した。実際にそうした動きを進めている地域があります。長く地域で活動していくには、限られた人

だけでの取り組みでは限界もあります。その地域課題を一人ひとりの問題として捉え、地域に住む人

みんなで協力して組織化していくことが大切です。 

 

 

01 「お互いさま」のきっかけは「知る」からはじまります。 

社会が変化する中、人と人との互いへの関心が見えにくくなっています。しかし、本当に個人、家

族や地域の支え合いは不要なのでしょうか。いま一度、「お互いさま」を見直す必要があります。そ

のきっかけは、互いに知り合い、課題を共有することから始まるのではないのでしょうか。 

 

02 「見守り」は日常生活の活動の一つです。 

「見守り」は「見張り」ではありません。日々の生活の中で、関わり互いに気遣う関係、それが「見

守り」です。地域で困っている人を見かけたら、まずは「お困りのことはありませんか」と声をかけ

て下さい。ゆるやかな関わりの中で、気づいて、声をかけ、話を聴き、時には「おせっかい」「ほう

っておけない」と必要な支援（機関）につなげる行動が重要です。 

 

03 一人ひとりの活動から、地域ぐるみの活動へ 

誰もが、地域で安心安全な「自分らしい暮らし」を送ることを願っています。そのためには、様々

な制度や支援だけでなく、地域住民や地域組織による助け合い・支えあいが重要です。伊賀市では、

住民自治協議会の地域福祉ネットワーク会議・福祉関係部会や地域 NPO、地域ボランティアを中心

に、日常の見守り活動や子育て支援などの地域福祉を支える活動が活性化しつつあります。また、そ

の活動を支える組織も出てきています。 

引き続き、より地域に根ざした活動を充実させるとともに、地域での活動が期待される人材の活躍

の場を広げていく必要があります。 

一人ひとりが安心して暮らせる地域づくりに参加すること、がんばりすぎず、あきらめない一歩に

つなげてみませんか。 

 

 

  



2-2 つながり・絆（関係づくり）をすすめます。 

01 「人づくり・しくみづくり・まちづくり」につながる支援を行います。 

地域住民による支え合いから見えてきた困りごとをきっかけに、必要な支援につなげる役割（つな

げる役割）や、多くの情報の中から必要な情報を整理し、地域住民や地域組織の行動や支援につなげ

る役割（整理する役割）、住民相互の関心を高めて行くしかけ（働きかけの役割）が重要です。 

社会福祉協議会は、一人ひとりが主人公になり主体的に生きる力を身につけ、福祉的な支援が必要

になっても、人とのつながりをもって安心して暮らせ、そのためのしかけづくりをする「ひとづくり・

しくみづくり・まちづくり」につながるように、専門的な知識や技術を活用しながら地域への支援を

行います。 

 

02 生活のしづらさを地域住民で支える活動を支援します。 

子ども、若者、障がいのある人、高齢者や外国人など、年齢や障がいの有無という観点から見るの

ではなく、地域で生活していく上で生じる生活のしづらさをどのように解決するかという観点が大切

です。 

生活のしづらさを抱えた人が、困っている人を放っておけないと感じた地域住民に支えられること

により、人間性を回復し、その人らしい生活を実現することができます。しかし中には、抱えている

困りごとがあまりにも深刻で、他人に迷惑をかけられないという思いが強いため、「放っておいて下

さい」と支援を断る場合があります。本来は支援が必要なのに関わりを持てなくなると、より問題が

複雑になり、地域だけでの支援では解決に困難を極めます。地域から拒絶される場合すら起こってき

ます。 

社会福祉協議会は地域住民が自ら地域の課題に気づき、その課題解決のために主体的に参加し、生

活課題が大きくても、地域での生活を望むのであれば生活が継続できるように支援することを使命と

しています。生活課題の背景を分析して地域住民の理解を深め、地域の方々とともに誰もが安心して

暮らせるまちづくりをすすめます。 

このことは、家族、友人、隣人そして地域社会・地域住民との関係を大切にしながら、その人の意

思が尊重されることが基本となります。そのためには、地域のつながりを最大限に生かし、地域の交

流を深めながら、温かく見守り、時にはおせっかいを受け入れ、関わりを活かせるような地域社会を

実現することが必要です。あらゆる地域や組織と協力する地域づくりが重要です。 

  



03 地域の人が集える拠点（場）づくりの支援を行います。 

どのような地域福祉活動も、人の集まりに加えて、話ができる場所や集える場所となる拠点が必要

であり、このような拠点が充実することで、地域の助け合い活動が活性化してきます。伊賀市では、

日常の見守り活動や子育て支援などの地域福祉を支える活動が増えてきています。そして、このよう

な活動を支える組織も生まれています。 

気軽に立ち寄ることが出来て、ちょっとしたことへの相談窓口の機能も発揮する身近な拠点が活性

化し、多様な人材や新たな地域福祉活動を生みだすことも期待できます。 

社会福祉協議会は、地域ぐるみの助け合い、支え合いの意識の向上や組織づくりとともに、地域の

課題に応じた拠点づくりの支援をすすめていきます。 

  

04 災害時における見守り体制づくりに向けた支援を行います。 

 災害時は、「普段出来ていることもできない。普段出来ていないことは絶対にできない。」と言われ

ています。社会福祉協議会では、行政などと連携し、できるだけ身近な関係の中での見守り活動支援

が実践され、災害時における地域の見守り体制を整えるための支援をすすめていきます。 

 

05 「お互いさま」の関係を築くために 

 私たちは、誰しも一人では生きることができません。生活の中で、病気や怪我、障がい、ある

いは高齢化などが要因となって、段差でつまずく、買い物に行けない、重いものが持てない、仕

事に行けないなど、生活上に様々な支障が生じます。これを解決するために様々な公的サービス

が準備されていますが、それらを使うためには一定の要件があって、すべての人が使えるわけで

はありません。また、専門職が提供するために一定の費用負担も生じます。身近な人が異変に気

づき、そっと手をさしのべることは昔から行われてきた自然な人間的な行為です。しかし、一方

的に支援を続けると双方に負担感が増大します。 

 人と人との関係を高めるためには、誰かが誰かのために一方的に支援するのではなく、その役

割が時として交代する、助けたり助けられたりする関係こそが大切で、まさに「お互いさま」の

関係と言えるものです。 

  その「お互いさま」の関係を強化し、広めることによって、誰もが暮らしやすい伊賀市となり

得ると信じています。 

地域福祉コーディネーターは、地域住民と一緒になって、地域で安心して暮らし続けることが

できるよう、地域福祉の発展に努めます。 

  



３  地域づくりにつながる“人づくり”    

      ～地域福祉は福祉教育ではじまり福祉教育でおわる～ 

------------------------------------------------------------------------- 

3-1 地域を基盤とした福祉教育を推進します。  

01 福祉教育推進指針による福祉教育の推進  

社会福祉協議会の使命は、「地域福祉の推進」です。そして、その主人公は「地域住民」です。

社会福祉協議会は「住民主体」を掲げ、住民自身の学びと地域福祉活動の実践を継続的に支援し

ていくことを使命としています。地域住民が地域福祉を担っていくためには、住民自身が地域の

さまざまな課題に気づき、その解決に自ら取り組んでいく手法を学ぶ、気づきと学びのプロセス

が必要です。そのことを通して、福祉課題に主体的に取り組む意識が形成され、結果として地域

の福祉力が培われます。つまり、地域福祉の推進には「福祉教育の推進」が不可欠です。言い換

えれば、地域における福祉教育の向上により、地域福祉が高められるということです。すなわち、

地域福祉の基盤には福祉教育があり「地域福祉は福祉教育ではじまり、福祉教育でおわる※」と

いえます。 

これまでは、学校における福祉教育と地域における福祉教育はそれぞれを対象として取り組ん

できました。学校も地域の中の社会資源の一つとして捉え、地域福祉を推進していくことが必要

です。社会福祉協議会は、伊賀市教育大綱を福祉教育の視点で捉えた福祉教育推進指針を策定し、

これに基づいて福祉教育を推進します。 

※「地域福祉は福祉教育ではじまり、福祉教育でおわる」…全国社会福祉協議会 福祉教育

実践ガイド 2012 年（平成 24 年）より 

 

○地域福祉と教育の連動（イメージ図） 
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02 福祉教育を推進するしくみを整備します。 

伊賀市全体の福祉教育を推進していくために「福祉教育推進協議会」の充実を図ります。この

協議会は福祉教育に関係する諸団体、関係者によって組織され、定期的に協議をしていきます。 

福祉教育推進協議会では、福祉教育の現状と課題を明らかにして、必要な研修や研究の機会を

定期的につくります。それによって福祉教育の質を高め、プログラムの評価や開発等を行います。 

また、地域を基盤とした福祉教育を推進していくために、それぞれのテーマやプログラムに必

要な「福祉教育推進プラットフォーム」をつくります。ここには学校、住民自治協議会、社会福

祉法人や当事者団体などの多様な組織や団体が参画し、福祉教育のねらいや目的を共有する学び

の場となります。 

また、社会福祉協議会の地域支援全般を専門に担当する「地域福祉コーディネーター」により、

学校・社会福祉協議会・地域等の多様な組織がつながる福祉教育推進プラットフォームを展開し

ます。 

 

 

○福祉教育推進プラットフォーム（イメージ図） 

 

 



03 地域を基盤とした福祉教育プログラムを支援します。 

地域福祉コーディネーターが依頼内容に応じた福祉教育プログラムを企画段階から検討し、必

要に応じて多様な機関や団体との連携支援を行います。また、新たな福祉教育プログラムも共に

開発していきます。 

[地域が主体的に実践する福祉教育プログラム] 

・地域アセスメントやアンケートをもとに把握した課題を共有し、課題解決に向けた実践や、

住民自治協議会が策定する地域まちづくり計画に反映するプロセスにおいて、地域単位での

学びの場づくりを支援します。 

・福祉教育プログラムの検討や実践を住民自治協議会単位の福祉教育推進プラットフォームな

どの人づくり・地域づくりの場ですすめていくことが大切です。 

・孤立や生活困窮などの社会問題や防災教育と福祉教育をつなげた学習プログラムを推進しま

す。 

 [学校を中心とした福祉教育プログラム] 

・学校での総合学習の時間や地域と連携した事業等で、リフレクション（ふりかえり）を意識

した福祉教育プログラムを展開します。 

・地域の課題解決を考える力を育むことができる福祉教育プログラムを推進します。 

 

3-2 地域福祉の担い手となる人材を育成します。 

01 ボランティアとコミュニティサービス 

 住民による有償の助け合い活動や、自然な見守り・声かけ活動を継続していくためには、役割

や機能を区別しながら人材を育成することが必要です。 

住民が中心となる地域福祉の担い方には、「ボランティア」と「コミュニティサービス」があ

ります。「ボランティア」は自発性を重んじ、相手から報酬を求めないという関係性を大切にし

た行為です。一方、「コミュニティサービス」は、一定のノルマ(義務)や報酬がともなう行為です。

ボランティアやコミュニティサービスには、支援を必要とする人が社会とのつながりを保ち、社

会的孤立を防ぐとともに、生きる意欲が高まるという効果があります。また、サービスを提供す

る人には、いきがいができ、また自己実現にもつながる効果があります。 

社会福祉協議会では、その人に必要なサービスを適切に提供できるよう、多様な人材の育成を

すすめます。 

  



 [市民ふくし大学講座] 

市民ふくし大学講座は社会福祉協議会の「ボランティア・市民活動センター」がこれまで開催

してきた各種講座を統合したものです。専門的な知識を得て、地域住民の個別生活ニーズに応え

るしくみを安定的・継続的に構築するため「いが見守り支援員」の養成講座として、総合的に人

材育成を行います。 

① 社協が実施する各種講座 

② 病院や福祉施設などが実施する講座 

③ 学校が実施する講座 

④ 地域が主体となり実施する講座 

※今後は行政や社会福祉法人、企業が開催する講座も専門講座に位置づけ、あらゆる機関や専

門職と連携することで、地域のニーズにあった人材を育成します。 

 [いが見守り支援員] （平成 28 年 4 月現在、802 名） 

いが見守り支援員は、見守り支援活動への協力者として、民生委員児童委員との連携や地域で

の活躍が期待されています。 

すでに、いが見守り支援員を組織化して、見守り支援活動を実施している住民自治協議会や自

治会もあり、見守りを兼ねた電球交換や草刈り等の生活支援事業が実施されている地域もありま

す。身近な地域での見守り・支え合い活動を行う担い手の養成として、地域に応じたプログラム

での人材育成もすすめ、それぞれの地域の福祉課題の解決のために「ちょっとした困りごと」を

解決する助け合い活動の担い手の組織化を支援します。 

02 地域が取り組む人材育成 

だれもが住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、様々な生活課題を抱える人たちにつ

いて、地域住民が正しい知識をもち理解ができるような福祉教育の実践が求められています。そ

して、こうした学習活動を契機に、地域住民が主体的に福祉活動に参加することによって地域の

抱える課題に気づき、身近なところから課題解決に向けて取り組むことが大切です。 

① 誰もが集まれる居場所の運営を担う人材の育成 

② 育成された人材の組織化支援と住民主体の福祉活動支援 

 

 
社会福祉協議会関連事業：福祉教育推進指針、地域支援事業、地域福祉体制づくり事業、 

ボランティア・市民活動センター事業 



４  人づくりにつながる“地域づくり”     

～コミュニティビジネスの展開による福祉な
・

まちづくり～ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

4-1 他業種連携による７次産業化ビジネスを創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業 
いがぐり工房 

農業 
ＪＡ・農家 

学術 
研究所 

01 福祉な
・

まちづくり 

ユニバーサルデザインの視点を取り入れることや施

設のバリアフリー化、総合相談機能等、福祉施策を充実

させる「福祉のまちづくり」という言葉があります。 

伊賀市では、地域福祉の推進が図られるためには、住

民自治活動の活性化が重要だという考え方のもと、これ

まで「福祉でまちづくり」をすすめてきました。 

今後は、それらをふまえ、就労・環境・農工商業・学

術など様々な分野と福祉が協働することで新しい価値

を生みだす「福祉な
・

まちづくり」をすすめていきます。

 

02 生きがい･介護予防にコミュニティビジネス 

晩婚化や人口減少、人間関係の希薄化等、社会の変化

とともに、価値観が多様化し、消費のパターンが変化し

てきたことで、今まで売れていたものが売れない時代に

なりつつあります。 

葉っぱビジネスで知られる徳島県上勝町では、高齢者

がＩＴを活用し直接消費者とつながって受注するビジ

ネスの取り組みがすすんでいます。生きがいを持って仕

事をすることでみんなが元気になり、老人ホームの利用

者が減っていき、町営の老人ホームがなくなったそうで

す。 

コミュニティビジネスは、地域の課題を解決し町が活

性化するだけでなく、そこに住む市民を元気にする力が

あります。そのような活動が生きがいや介護予防につな

がっていきます。 

納品 

※コミュニティビジネス 

「地域の課題を地域の住民が主体

となって、地域の資源を活かしてビ

ジネスの手法を取り入れて課題解

決する事業活動」。 

伊賀には豊かな自然と文化があり、

それぞれの地域特性に応じて、ビジ

ネスセンスを持って事業展開して

いくことが大切です。 

高齢者 
生きがいづくり 

○福祉と他業種の融合＝ 

 ７次産業化（イメージ図） 
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03 福祉と他業種の連携･融合 

＝７次産業化 

景気の低迷による不況感が続く中、持続可能な地

域づくりのためには常に変化に適応していくことの

できる柔軟な事業展開が求められています。福祉の

事業展開においても、既存の手法ではなく、他業種

との連携・融合を行うことで、新しい価値観を生み、

活性化を図っていくことが可能となります。また、

この事業展開を行うことで、多分野において福祉の

視点を広げていきます。（＝福祉なまちづくり） 

この連携・融合を７次産業化と呼び、働く場の拡

大や創出等、地域活性化に向けた取り組みの促進に

つなげていきます。 

 

04 市外から人を呼び込み地域活性化 

地域住民自らが主体的に地域づくりやコミュニテ

ィビジネスに取り組み、その地域ならではのものを

創り出すことによって、地域発展をめざす「内発的

発展」という考え方があります。７次産業化を通し

て地域の価値を高め、魅力ある住みよい地域を発信

し市外から人を呼び込むことで、好循環を構築し、

さらなる地域活性化を図ります。 

 

05 地域が元気になるための側面支援 

社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターの活

動として、地域ごとの産業や文化、地域資源を把握

し、地域が元気になるためのコミュニティビジネス

の展開を側面支援します。 

障がい者 

生活困窮者 

若者・高齢者 

一般 
企業 

 

⼀
般
就
労
へ 

中間的就労の
場づくり 



4-2 地域拠点を活用した小規模多機能自治の取り組みを支援します。 

０１ 活用事例の情報提供 

伊賀市、特に山間部では、地元で生活に見合

った働く場が少ないため、若者がふるさとを後

にして次々と都市部へ出て行きます。そのため、

若者が中心となって地域を、また高齢者等を支

えることが難しくなってきています。 

このような現状から、地域の元気な高齢者等

は、支援の必要な人を支えるという役割が期待

され、またそういった動きが見られるようにな

っています。 

一方、これまで都市部で生活していた若者や、

長年続けた仕事を退職された方が田舎暮らし

を求めて地域へ移り住む動きが、少しずつ見ら

れるようになってきました。 

 互いに支え合う身近な地域のボランティア

や、日ごろの見守りから防犯・防災に備える取

り組みなど、地域を活性化させるための活動に

はどんなものがあるのでしょうか。また、継続

のための資金はどのように調達しているので

しょうか。 

現在、実際に継続して地域の拠点を中心に活

動している事例を挙げ、この事例がヒントとな

って地域での実践につながるよう支援してい

きます。 

 

 

 

 

 

  

 

地域で独居高齢者世帯や昼間独居の高齢者の方への

支援が必要との思いから、ボランティア協力員を呼び

かけ、「白樫・福祉・防災ボランティアの会」が発足し

ました。延べ 150 名の力でつくり上げた「ボランティ

アセンターどんぐり」は、関わり方に合わせた登録形

態、廃品回収等の財源で自主運営されています。様々

な世代をつなぎ・守る拠点としての事業に活用し、地

域の情報収集の場となっています。 

 

「地域をなんとかしなくては」との強い思いから、

元気な高齢者が支援の必要な人を支えるための「元気

高齢者塾」の開催や、20 年以上にわたる諏訪地区社会

福祉会の取り組みをもとに、福祉有償運送・生活支援

等を担う NPO が立ち上がりました。 

木造築 100 年の「支え合いセンター」を整備して地

域住民誰もが集える拠点が生まれ、長年活動している

「ボランティアグループすわ」によるバザーや空き缶

回収から、資金援助も得ています。 

 

閉園となった保育園を利用し、地域住民が「山里レ

ストランあわてんぼう」をオープン。地産地消をテー

マに、地元野菜を使ったさまざまなメニューを提供し

ているほか、猪、鹿など獣害を逆手に取り、ジビエも

提供しています。また、対象者の安否確認を兼ねた地

域住民へのお弁当の配達や、学校帰りの子どもたちの

宿題や読書の場ともなっています。子どもから高齢者

まで、集える場を提供し、地域住民が活き活きと過ご

しています。 

※空き家の活用 

地域の拠点としての空き家の

活用に留まらず、空き家を移住者

に積極的に活用することで、地域

の活性化につながることを期待

しています。 

 

○拠点活用の事例 



○地域拠点を活用した地域課題解決に向けた取り組み（イメージ図） 

  

社会福祉協議会関連事業：地域支援事業、地域福祉体制づくり事業、いがぐりプロジェクト事業、

いが若者サポート支援センター事業、ふれあい・いきいきサロン事業、

認知症・介護予防教室普及事業 



５  地域福祉活動を支えるしくみづくり     

      ～地域福祉活動を支える社会資源～ 

------------------------------------------------------------------------- 

5-1 事業者による地域福祉貢献活動を推進します。 

01 事業者に求められる役割 

社会福祉法人は、各種の規制等により高い公益性と非営利性を担保された法人であると位置づけら

れています。今日、福祉ニーズが多様化、複雑化する中、公益性と非営利性を備えた法人として、そ

の役割はますます重要となっており、その組織運営等において、社会福祉法人制度の見直しが議論さ

れています。 

社会福祉法人の今日的な意義は、社会福祉事業に係る福祉サービスの供給確保の中心的役割を果す

とともに、他の事業主体では対応できない様々な福祉ニーズの対応に取り組んでいくことにより、地

域社会に貢献していくことにあります。こうした役割を果たしていくため、社会福祉法人は、これま

で以上に公益性の高い事業運営が求められているのであり、法人の組織体制をさらに強化していく必

要があります。 

また、今日、企業も利益を追求するだけでなく、人々の幸福に貢献することも期待されています。

実際に多くの企業が資金的、人的、物的資源を投入して福祉課題の解決を試みています。社会福祉法

人のみならず、地域を構成する民間事業者等も積極的に地域福祉活動を取り組んでいくことにより、

地域ニーズの解消や地域福祉力の向上に大きな役割を担うことが求められています。 

02 社会福祉法人連絡会の設置 

前述でもあるように、今日、社会福祉法人には公益性と非営利性の徹底が求められていることから、

その役割を共有し、伊賀市管内の社会福祉法人が協働、連携しながら、積極的な地域福祉活動の取り

組みを推進するため、「社会福祉法人連絡会」を設置し、支援を行います。 

 各法人の特性を活かした活動や伊賀市全体的に協働で取り組むことなど、地域の実情に応じた運営

を考慮しつつ、社会福祉法人が「地域公益活動」を実施するに当たり、地域における福祉ニーズが適

切に反映されるようなしくみを用いた、継続的な協議の場として位置付けていくことにより、それぞ

れの法人が抱える課題を共有し、様々な地域課題、生活課題の解決に向けた活動を行います。 

03 地域福祉ネットワーク会議への参画の推進 

地域課題解決に向け検討する場として、住民自治協議会を単位として構成する「地域福祉ネットワ

ーク会議」の設置が推進されていますが、参画の支援を積極的に行います。 

それにより、地域ニーズの共有や協議、担うことのできる役割の整備を推進する等、地域に合った

貢献活動を行うことができます。 

また、各事業者と地域の関わりを継続的に行い、地域の重要な社会資源としての認識を高めること

ができます。 

 



5-2 地域福祉財源のあり方を検討します。 

01 市民が集める＝市民が使う⇒循環するしくみ 

共同募金、寄付、社協会費等の福祉活動に使途される資源について、「市民が集める＝市民が使う」

という明確な地域福祉財源として、市民の参加度を高め、地域の中で募金・寄付・社協会費等と助成

が循環していくサイクルを推進します。 

 

○地域福祉財源サイクルの概念図 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、活動を行っている人や課題を抱える当事者など、その地域に住む市民が主体的に参加し、

何がその地域の課題なのかを共有し､それを解決するための活動を育て、定着させ、地域の多様な団

体間のつながりを作っていくことです。 

財源を集める人も､助成を受け活動する人も、協力・支援する人も誰もが参画できる場を設けるこ

とが重要となってきます。 

地域福祉財源

課題の共有化 

助成プログラムの開発
地域の様々な団体が参画 

新たな地域福祉活動

の担い手発掘と事業

の創出 

地 域 

市民 行政 企業 社会福祉法人 

地域組織・社会福祉協議会・福祉団体・当事者団体・ＮＰＯ・福祉施設等 

把握したニーズを

もって助成申請 

それぞれの団体が

把握したニーズ 

課題解決 

地域へのフィードバック 

協議 

助成 参加 

協力 

支援 



具体策として、以下の方法を検討します。 

①地域の資金ニーズの把握方法、広範囲に市民が関わる方法の確立 

②助成申請時の計画を基本に、緊急な課題にも対応できるしくみ 

③「配分（割り当てで配る）」から「助成（活動のために支援する）」への視点の変換 

④身近に関わるための募金プログラムの設定（寄付付商品の開発等） 

 ⑤コミュニティファンド*の創設支援 

 

 

 

 

02 助成対象となる活動の明確化 

市民の参加による活動を育て、地域福祉の推進を図る資金とするということは、市民自身の活動を

支援するということだけを意味しているのではなく、まず、市民にその活動が地域社会に貢献する意

義を説明できなくてはなりません。資金の少ない団体だから助成するのではなく、地域社会の課題を

解決する方向にその資金が生きるのかどうかが問われることになり、さらには、その活動の輪が他方

面に広がるものであることが望まれます。 

共同募金、寄付、社協会費等の透明性の高い運動の推進、助成申請基準や助成事業の概要、効果等

を伊賀市社会福祉協議会基盤強化計画に基づき、全市民に対して周知を徹底します。 

03 募金・寄付・社協会費等を組み合わせた事業の展開 

地域福祉活動を実施、継続していくためには、財源の確保が必須です。しかし、各助成別の財源の

みで事業を実施し継続していくことは、今日の社会情勢等を考慮すると非常に困難なものとなります。 

今後、福祉活動を展開、発展させていくためには、様々な財源の組み合わせが重要となってきます。

各助成事業のメニュー化や位置付けを整理し、地域が使いやすい助成支援のしくみづくりに取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

社会福祉協議会関連事業：共同募金事業、会費事業、広報啓発事業 

*コミュニティファンド・・・任意の団体が市民・企業等からお金を集めて、地域社会貢献を

目的とする地域に根差したコミュニティビジネスや市民活動事業などに対して、出資するしく

み 



◆伊賀市地域福祉活動推進会議 委員名簿 （平成 2６年１２月～） 

委員名 所 属 等 

菊山 順子 上野支所地域福祉推進委員・NPO 法人伊賀の伝丸副理事 

植木 義信 伊賀支所地域福祉推進委員会副委員長・伊賀地区民生委員児童委員協議会会長 

西口 守 島ヶ原支所地域福祉推進委員・島ヶ原地域まちづくり協議会健康福祉部会会長

德村 敬子 阿山支所地域福祉推進委員・あやま介護者の会「太陽の会」会長 

松岡 官治 大山田地域福祉推進委員 

川合 八司 青山地域福祉推進委員・博要住民自治協議会会長 

川上 善幸 いが移動送迎連絡会会長・伊賀市地域福祉計画推進副委員長 

中島 瑩子 伊賀市食事サービス連絡会 

福澤 正志 伊賀市障害者福祉連盟 

市田 正史 伊賀市老人クラブ連合会 

花岡 京子 伊賀市介護者の会連絡協議会 

橋本 洋吉 福祉後見人・猪田ひだまりの会代表 

三ツ森 義久 伊賀市民生委員児童委員連合会 

板井 正斉 伊賀市地域福祉計画推進委員長 

八尾 光祐 伊賀市共同募金委員会副委員長・上野西部地区住民自治協議会会長 

中村 伊英 伊賀市災害ボランティアセンター運営委員長 

岩間 勝 伊賀市共同募金委員会委員長・桐ヶ丘住民自治協議会監事 

吉井 節子 伊賀市社協監事 

平井 俊圭 伊賀市社協経営管理理事 

澤田 之伸 伊賀市役所健康福祉部医療福祉政策課長 

◆地域福祉活動推進会議 プロジェクトチーム（伊賀市社会福祉協議会） 

氏 名 役職等 担当検討部会 

乾 光哉 地域福祉部長 協議体・コミュニティビジネス

山口 恭子 地域福祉部副部長・地域福祉課長・福祉サービス係長 協議体 

田邊 寿 地域福祉部副部長・生活支援課長 地域生活支援 

寺田 浩和 生活支援課 権利擁護係長 地域生活支援 

一見 俊介 地域福祉課 就労支援係長兼地域福祉係長 コミュニティビジネス・地域生活支援 

宮嵜 美政 伊賀支所 地域係長 協議体 

今中 美紀 島ヶ原支所 支所長代理 協議体 

猪岡 恵理美 阿山支所 地域係長 福祉教育 

中森 研 大山田支所 地域係長 福祉教育 

野田 守 青山支所地域係 主任 協議体 

尾登 守 福祉サービス事業部副部長・管理課長 地域生活支援 

内田 崇之 法人運営部 総務係長・社協基盤強化計画担当 財源 

吉田 文江 地域福祉課 地域福祉係 全ての部会 
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