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社会福祉法人 阿南市社会福祉協議会 阿南市富岡町北通 33 番地１　TEL.0884-23-7288

阿南市全体の地域福祉活動計画阿南市全体の地域福祉活動計画

阿南市地域福祉活動計画ってどんなもの？阿南市地域福祉活動計画ってどんなもの？

１. 地区実行委員向けの研修会
３. 地区実行委員間の意見交換会
５. 実行委員長表彰（花いっぱいコンクール等）

支 え 合 い 育　　　成 環　　　境 安　　　心

・支え合いの意識づくり
・地域のグループ間の交流促進
・ボランティア活動（子ども食堂、
　居場所づくり等）応援協力体制

づくり
・健康づくりに関する講習
　（健康体操、食生活等）
・気軽にできるスポーツの指導者

講習

・交流や集いの場の充実
・子ども行事　　　　・親子行事
・親子スポーツ大会　・歴史探訪
・世代間交流イベントの充実
・世代間交流マルシェ　
・伝統文化継承
・ボランティア体験会、発表会
・特技を持った地域の人材バンク

・休耕田の有効活用
・花づくり、野菜づくりの講習会
　（メンバー募集、育成）
・カーボンニュートラル
・地域の見守りネットワーク体制

づくり
　（高齢者、障がい者、子ども等）
・見守り協力員の養成、
・花いっぱいコンクール

・災害（津波、洪水、火災等）
  に対する備え、呼びかけ、意識

づくり
・子どもの見守り活動強化
・避難用バッグの再確認
・14 地区間で防災活動の意見交換
・各地区での防災勉強会啓発、サ

ポート

本計画は、行政計画と連携、調和を図り、より効果的に
実行するために、持続可能な開発目標ＳＤＧｓと一体的に
進めてまいります。

ＳＤＧｓとは、ひとりひとりの心がけ
ＳＤＧｓは、自分の子どもや孫が住み続けられる地球を目指した大
きな運動ですが、世界はひとりひとりの動きで変わってきます。み
なさんのされている福祉活動の中には、すでにＳＤＧｓが存在して
います！地域の福祉活動に関連付けることで、ひとりひとりの活動
が持つ可能性が見えてきます

計画の基本理念と基本目標の実現に向け、地区の活動をサポートする形で、
14 地区の計画から抽出したテーマを基に、次に掲げる活動を展開します。

活動テーマ

基本理念　　こころのきずな  つないでえがおの  たのしいまちに

支え合い支え合い
協力し合える
地域づくり、

地域で健康づくり

環　境環　境
誰もが参加しやすい

福祉環境づくり

安　心安　心
安心して暮らせる
安全なまちづくり

育　成育　成
福祉活動の推進と

担い手づくり

２. 一堂に会する交流イベントの開催
４. 各地区への出張型の研修会
６.その他

基本目標

　地域福祉活動計画は、地域のことを一番よく知る住民
が主役となり、身近で感じる福祉・生活課題の解決に向
けて、地域の特色を活かした福祉活動を展開するための
ものです。
　平成 24 年４月から、第１期地域福祉活動計画が開始
され、『こころのきずな　つないでえがおの　たのしいま
ちに』を基本理念に、地域住民が自らできることを考え、
住みよいまちづくり活動を実行してまいりました。

　第３期地域福祉活動計画では、「支え合い」「育成」「環
境」「安心」の４つの基本目標を基に、行政計画との連
動を更に強化し、地域住民、関係機関、行政、それぞれ
が役割分担を明確にし、地域の福祉課題に一体的に取り
組めるものを目指しています。計画期間は、令和４年度
から令和８年度までの５年間、市内 14 地区ごとの特色
を活かした計画と、それをサポートする形で策定する市
の計画をあわせた、15 の計画で構成されています。

ダイジェスト版



地区 支 え 合 い 育　　　　成 環　　　　境 安　　　心
・小地域高齢者見守りネットワーク会議を開催
・見守り協力員の養成、個別訪問と声かけ
・困りごとを支え合う地域ボランティア（ご近所ヘルパー）養成
・子ども、高齢者であいさつ運動
・子どもが集まるイベントを開催し世代間交流

・地区の伝統行事の継承
・祭りへ若い世代が参加しやすい環境づくり
・鯉祭りなどの地域行事に多世代で参加
・地区の人材バンクをつくる
・特技を持った地域住民のリスト作成、困りごとを解決する仕組みづくり

・資源ごみの回収ボックス作成、リサイクル
・地区独自の、フードバンクをつくる
・フードバンクを活用したこども食堂
・加茂谷のいいところを掘り起こし、名所マップ、行事リストを作成
・移住者の促進、PR 活動

・自主防災組織の充実化
・避難行動要援護者のマップを作成し、地域でできる防災の取組を考えて実施
・防犯灯や外灯の充実
・防犯啓発グッズを作成し、地域の子どもや高齢者等に配布

・高齢者、障がい者の見守り、訪問機会を増やす
・春、夏に訪問のきっかけとして品物を配布
・世代間交流の機会を増やす
・現存行事の充実（七夕まつり、町民まつり、運動会等）

・祭りで小学生の劇をする
・親子で参加できるスポーツ大会を行う

・堤防沿いのゴミ拾い
・ゴミ捨て禁止のたて看板
・移動手段を持たない方への支援策を考える

・防災訓練の実施
・若い世代や小学校高学年の研修
・マップの作成　・協力員の構成
・青パトカーの活用、広報

・世代間や障がい者交流のスポーツイベント開催
・健康体操の推進
・地区内の、ボランティア活動を広報、応援する
　（ご近所ヘルパー、ご近所デイサービス、こども食堂）

・定期的に、住民対象の勉強会を開催し、新しい情報を発信する
　（ＳＤＧｓ、スマホ教室）
・若い世代との共催行事を開催（こども行事、親子行事、季節行事）

・ゴミのポイ捨て防止看板設置
・休耕田の有効活用（コスモス、ひまわり、野菜作り）
・野菜作りの講習会の開催
　メンバー育成、作った野菜を地域で活用（子ども食堂）

・地区内の自主防災組織の役員の勉強会、意見交換会を、定期的に開催する
・毎年２回、防災訓練を実施
・防災講座の開催（地区全体）
・児童の登下校時の立哨活動

・フリーマーケットを開催して、高齢者や若者と交流
・若者から高齢者まで参加できるスポーツイベント開催
・映画鑑賞（３本立ての映画で集客）
・若者を講師に迎え、ＳＮＳ講習会をする

・ホームページを作成し、長生の行事や地域の良さを発信
・伝統行事や歴史について教えたり、語り合う会を作る
・オリエンテーリングマップやランニングコースを作成
・地域住民や地域の団体と、料理をする

・全町クリーン作戦（町内一斉清掃）
・花いっぱい運動
・環境ポスター掲示
・環境学習の場を設ける

・自主防災組織の充実化
・避難行動要援護者のマップを作成し、地域でできる防災の取組を考え実施
・防犯灯や外灯の充実
・防犯啓発グッズを作成し、地域の子どもや高齢者等に配布

・Ｌｅｔ ' ｓ料理教室（親子、男性、中高年の料理教室）
・転入者などに宝田町のことを知る機会の提供を行う
・技能実習生、海外からの移住者と異文化交流を進める
・住民に講師になってもらい多様な講座を開催

・チラシ、館報等による活動内容の紹介「宝田を元気に志隊」の活動支援と
加入促進

・園芸等、各種講座開催による人材育成
・高齢者と子ども共同で野菜づくり
・登下校時のあいさつ運動

・常会単位で、高齢者の連絡体制づくり
・なんでも相談できる居場所づくり
・こども食堂（休耕田に花、野菜を植える）野菜の提供
・小地域見守りネットワークの体制づくり強化
・ポイ捨て看板設置

・自主防災組織の連合体の発足をする
・個別避難計画を作成する
・避難行動要援護者マップの作成
・呼びかけてくれる協力者の募集
・防災研修会、避難訓練の開催

・ご近所デイサービスを活用する
・花火大会
・見守りネットワークの構築
・自主防災会の立ち上げ

・太鼓、笛などの伝統を次世代へつなげていく
・交流会を行い、各グループ向上をはかる
・回覧板、チラシ等で、周知してもらう（ＰＴＡ等）

・子どもが安心できる環境作り
・美意識をもたせる活動（掃除の日を設定し、自宅周辺から公園、駅前、
  牛岐城趾公園などで清掃活動を行う）

・立哨、挨拶運動を月１回行う（子どもの見守りパトロール、近所の人に
  挨拶声かけ）
・防災の体験やビデオ視聴などで勉強会をする
・「昔の遊び」イベントで世代間交流

・祭りや町運動会、敬老会など、地域活動を広報を通じて知ってもらい、地
域活動に参加しやすい町づくりをする

・ボッチャやグラウンドゴルフ、凧揚げ、ゴミ拾いなど、気軽に参加できる
イベントを行い、世代間交流および地域の交流を促進

・地域活動を支える担い手づくり（各世代間への働きかけ、地域活動への参
加促進）をするための勉強会を実施

・地域全体で世代を超えた交流ができる活動を考える
・歴史探訪やミニスポーツ祭などイベントを実施

・住民同士が協力し、地域の環境美化を促進、高齢者の生きがい活動につな
げる。そのために花いっぱい運動を行いコンクールを実施する

・小地域ごとの防災訓練、各地域の避難場所の見学など、取組を繰り返すこ
とで、地域全体の防災意識を向上

・災害の語り部を通じ、自主防災組織の地域連携を強化
・あいさつ運動等を通じ、顔の見える関係づくりを行い、防災意識の向上に

つなげる

・地区内の交流イベントへ、いろいろな世代が参加交流できる方法を考える
・地区内での交流や集いの場を充実させる（ご近所デイサービス、いきいき

１００歳体操、茶話サロン）
・買い物補助支援の方法を検討（声かけ、ご機嫌伺い）

・側溝の清掃、草刈りの実施　　　　・夏休み親子清掃の実施
『橘の伝統文化の継承』
・けんかだんじり・たたら音頭・祇園さんの花火大会
・避難場所スタンプラリーの開催、小学校のオリエンテーリングに、
  地域の方も参加し、

・クリーン大作戦及びみぞ掃除の継続と充実
『空き地の有効活用』
・町内に休憩場所を設置
・駐車場の空きスペースにベンチの設置（縁台）
・空きスペースで、ボランティアによる「おせったい」

『防災意識の啓発活動』
・避難誘導表示の充実　　　・避難経路、避難行動の再確認
・親子防災教室
・要支援者おたすけ隊の組織化
・子どもから高齢者までの見守り体制の強化

・ふれあい会の開催
・公民館、運動公園を使用したイベント開催
・とくし丸の情報を調査し公民館の広報で知らせる
・買い物に困っている人へ、ご近所で買い物の際に声かけ

・スポーツカーニバル（全町運動会）を開催する
・桑野花火大会（夏祭り）
　企画の一部を子どもたちが提案して、大人と一緒に実施する

・青空市、フリーマーケット、バザーを開催する
・親子で、美化活動と花いっぱい活動の推進をする
・清掃活動
・花の種の配布

・各家庭での、防災用品の確認と備蓄
・全町的な避難訓練の実施
・通学路の安全確保（照明 etc)
・危険箇所の確認と対策

・ご近所ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊﾟｰﾄﾅｰの活用　　 ・サロン活動推進、情報交換
・お買い物広場を増やす　　　    ・お祭りの活性化、復活
・こどもの浴衣コンテスト          ・ラジオ体操の実施（継続）
・子どもに対する救急方法の勉強会を定期的に行う

・各種団体等との協働　　　　  ・祭りで小学生の劇をする
・世代間交流（第２期延長）   　・親子で参加できるスポーツ大会を行う
・小地域活動の推進と連携　　  ・広報活動（公民館報活用）

・堤防沿いのゴミ拾い　　　・ゴミ捨て禁止のたて看板
・花いっぱい運動の継続　　・移動手段を持たない方への支援策を考える
・地域の実情把握

・防災訓練の実施
・若い世代や中学生、小学校高学年への防災研修
・小地域活動の推進と資料の配布
・マップ作成、協力員構成　　・青パトカーの活用、広報

・高齢者見守りボランティア養成、地域全体で見守り活動
・どこにどのような方が住まわれているか実態把握を行う
・地域の子どもへの伝統文化や昔の暮らしや遊びを伝える
・福井の特産物、竹を使った工作教室を開催する
・地域の移動に困っている方の、ニーズを調査する

・子どもから高齢者まで、世代間交流できるマルシェを開催する ・花づくりボランティア募集
・花苗を保育所、学校に配布　　・休耕田の有効活用（花畑）
・通学路の危険箇所マップづくり
・子どもと一緒にウォーキングをしながら危険箇所を確認
・子どもから高齢者まで参加できる交通マナー研修を開催

・地域での避難訓練を開催する
・災害に備えた地域住民のつながりをつくる
・災害弱者（高齢者・障がい者）の避難について地域で考える
・草刈のボランティアを募って、通学路の草刈、美化活動を行う

・自ら又は家族等の自動車運転による移動が困難な住民への次の支援につい
て、その調査研究に努める
⑴ 買物困窮者への買物支援　　　⑵ 通院困窮者への通院支援

・健康づくり事業について検討し、事業実施に努める

・次の交流事業の検討をし、可能な事業（季節行事、レクリエーション行事等）
の実施に努める
⑴ 世代間交流に関する行事等の事業
⑵ 住民間交流に関する行事等の事業

・次の事業について検討し、可能な事業の実施に努める
⑴ 環境美化に資する花づくり事業
⑵ 環境美化に資する環境整備事業
⑶ 自然環境に関する事業（学習講座、行事等）

・次の事業について検討し、可能な事業の実施に努める
⑴ 防災意識の醸成を図るための啓発・学習事業
⑵ 各家庭における食料備蓄その他災害対策に関する情報提供事業

・コロナ禍で中断しているふれあい行事の再開
・世代間交流の季節行事、親子行事の開催
・阿波公方ウォークラリー
・壁画ウォークラリー
・世代間駅伝大会（マラソン大会）

・スマホ教室の開催　　　　　・子どものあいさつ習慣づけ
・スマホや、パソコンについて身近な相談場所づくり
・子ども食堂など、子どもが集える場づくり
・出会いの場づくり、婚活について考える、学ぶ
・町内の歴史文化や祭の記録保存

『環境美化運動』
・花いっぱい運動
・世代間交流清掃活動
・移動弱者の買い物、通院などのお手伝い
・ご近所ドライブパートナー募集

・地区防災講座の開催　　・災害時要援護者の把握
・歩行が困難な方や妊産婦、子育て世代等との防災訓練
・いきいき体操など、近所の集まりの場で情報交換をする
・ＰＴＡとの協力体制づくり
・公方パトロール隊、ナカちゃんパトロール隊と学校の連携

・敬老の日の祝い品にメッセージカードやイラストカードを入れて配る
・世代間交流につながる講習会を実施して地域のつながりづくりをする
・地域で活動しているグループが交流できる取組をする

・地域のボランティア活動を周知、広報、アピールする
・ボランティア体験会、発表会をする
・子ども達に地域のボランティア活動を知ってもらう取組をする
・各種団体の活動を紹介する機会を作り、人材育成につなげる

・標語や可愛いイラストを用いた「環境美化」の看板設置
・花いっぱい運動を通じ地域住民が協力し合う環境づくり
・高齢者が住み易い生活環境づくり
・小中高生を巻き込んだ地域ボランティア（奉仕作業）をする

・30 ～ 50 代への防災意識を高める取組（訓練、講習等）
・避難場所での対応（コロナを含めて）について学ぶ
・自警団の子どもの見守り活動を地域でサポート
・災害時も含めて隣近所で高齢者に声かけできる活動を考える
・協力し合い危険な所の調査
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市内１４地区の地域福祉活動計画市内１４地区の地域福祉活動計画    活発な福祉活動を展開するため、14 地区ごとの特色を活かした地域福祉活動計画を策定しました。


