
第４章　地域の活動計画（抜粋）
【概要版】巻 おもいやりの心を育むまちづくりを目指し

みんなの巻地区みんなで頑張ろう

単身高齢者世帯を中心に生活状況
（安否）の確認のほか、生きがい、
潤いの日々となるよう
地域で支援していく

目標１

漆山　大好きな漆山　みんなの力で育てよう福祉の心

地域で話し合いの機会、顔を合わせる
機会、交流の機会をつくる

目標１

角田　美しく自然豊かな海と山広がれ福祉の心

福祉の移動サービスの開発
目標１

岩室　海あり山あり 平野ありやすらぎのまちみんなの力で地域を元気に

向こう三軒両隣助け合い
のまちづくり

目標１

西川　ひろげよう思いやりの心～みんなで咲かせよう福祉の花を～

つながりを大切にする西川
目標１

潟東　すべての人を大切に　笑顔あふれる潟東

先人を敬い、一人にしない潟東
目標１

子どもが安心して健やかに育つ潟東
目標2

障がい者にやさしい潟東
目標3

地域のつながりを大切にする潟東
目標4

誰もが安心して暮らせる西川
目標2

地域を担う人づくりを
更に進めます

目標3

お茶の間サロンでひろげよう
地域のつながり

目標2

高齢者も、若者も、
暮らしやすい地域づくり

目標2

支え合いの人づくりで地域力アップ
目標3

人口減への取り組み
目標4

峰岡　だれもが健康で安心して暮らし続けられる地域づくり　世代をこえてふれあう
やさしい地域をめざして

松野尾　　だれもが安心して住み続けられるまちづくり　やさしさと思いやり
あふれる松野尾めざして

小地域での支え合いを
大切にする峰岡地区

目標１

高齢者を一人にしない
地域づくり

目標１

中之口　　いつまでも住みつづけたい　ふるさと中之口をめざして

安心して暮らせる地域づくり
目標１

コミュニティセンターを
利用した人材育成

目標2

子どもが安心して元気に
活動する地域づくり

目標2

すべての住民が
つながる地域づくり

目標3

だれもが安心して
生活できる
峰岡地区のために

目標2

いつでも、誰でも、気軽に集まることが
できる場「地域の茶の間」づくり

目標2

自主防災組織の立ち上げを推進します
目標3

地域福祉を支える人づくり
目標4

福祉団体（障がい者、母子寡婦、老人、ボランティア）の
横のつながりを深め、災害時に連携していく

目標2

空き家の有効利用を促進する
目標3

地域の福祉を担う人材づくり
目標4
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【計画の趣旨】
　この計画は、住み慣れた西蒲区で、だれもが自分らしく充実した生活を安心して送れるような地
域をつくるため、みんなで「つながり」「健康で活躍し」「支えあう」ためのものです。計画はつ
くって終わりではありません。地域の福祉を一層推進していくために区民の皆さん、自治会・町内
会やコミュニティ協議会、事業所、西蒲区社会福祉協議会、区役所が連携して、「地域共生社会」
の実現に向けた取り組みを進めていきます。地域の行事やボランティア活動などへ、ぜひ参加して
ください。

【計画の推進と評価】
　この計画については、毎年度その達成状況を点検しながら進行管理を行います。進行管
理にあたっては、地域福祉関係団体（コミュニティ協議会等）の代表者、地域福祉関係事
業者の代表者、市民、福祉サービスの利用者、学識経験者などで構成される「西蒲区地域
福祉計画・西蒲区地域福祉活動計画推進委員会」で報告し、計画の推進に向け意見の反
映を行います。
　また、これらの計画の進行管理に関する情報を積極的に公開するなど、広く地域住民の
意見を伺いながらより良い計画の推進につとめ、計画全体の進行管理や点検、評価、見直
しを行っていきます。
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【計画の期間】
この計画の期間は令和3年度から令和8年度までの6年間です。

西蒲区地域福祉計画・
西蒲区地域福祉活動計画

西蒲区地域福祉計画・
西蒲区地域福祉活動計画

この計画の
ホームページ



●基本目標１
認めあい、支えあい、助けあうまちづくり
〇お互いを認め、助けあえる地域づくりに努めます。
〇福祉を担う人材の育成と、困りごとのある人に気づくよ
　う行動します。
●基本目標2
安心・安全に暮らせるまちづくり
〇安心・安全ネットワークを拡大し、要支援者を支援機関
　につなぎます。
〇地域の問題に柔軟に対応できるよう、情報共有、連携、
　協働して支援します。

西蒲区全体計画（抜粋）
【基本理念】
つながり支えあい、みんなが健康で安心して

　暮らせるまちづくり

　西蒲区民は、地域住民のつながりを大切にします。
　西蒲区民は、健康寿命の延伸を図ります。
　そして、だれもが住み慣れた地域で、安心して
　自分らしく暮らせる地域を目指します。

●基本目標3
健やかでいきいきと暮らせるまちづくり
〇だれもが心身ともに自立して暮らせるよう「健康寿命」
　の延伸を目指します。
〇だれもが地域の一員として活躍できる地域を目指します。
●基本目標4
先人を敬い、次代を担う子どもたちを支えるまちづくり
〇高齢者等を支えるネットワークをつくり、在宅生活や社会
　参加を支援します。
〇「子どもの居場所」づくりや、保護者が楽しく子育てがで
　きるよう総合的な子育て支援を進めます。

　この計画は、「地域」「社会福祉協議会」「市役所・区役所」が協働し一体となって取

り組む計画です。この計画には、地域福祉をすすめる主体となる地域の皆さんの参加が必

要です。皆さんよりこの計画が適切に実行されているか評価を行っていただきます。

　計画の期間は平成27年度から平成32年度までの6年間です。

　計画本編の構成は次のとおりです。本書（概要版）では抜粋して記載しております。
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１．地域福祉計画・地域福祉活動計画

３．計画の推進

４．計画の期間と構成

２．基本理念・基本目標

目標１

《基本理念》

《基本目標》

私たちが支えあい、
助けあうまちづくり

地域で支えあい、
みんなが健康で
安心して暮らせる
まちづくり

この基本理念を達成するために、
４つの基本目標を掲げます。

目標2

安心・安全に
暮らせるまちづくり

目標3

健やかでいきいきと
暮らせるまちづくり

目標4

先人を敬い、次代を担う
子どもたちを支える

まちづくり巻地区
まき

つながり支えあい、
助けあって解決を
めざす巻地区

目標1　だれ一人見逃さない、安心・安全な見守りづくり
目標2　だれもが気軽に集える場づくり
目標3　地域の福祉を担う人材づくり

漆山地区
うるしやま

ともに助けあい、
支えあい、
交流を大切にする
漆山

目標1　いつでもだれでも集まれる　交流の場づくり
目標2　住民の防災意識と、災害時の地域力を高めます
目標3　次世代を育て、地域を支える人づくり　まちづくり

峰岡地区
みね おか

だれもが安心して
暮らし続けられる
峰岡地区

目標1　小地域での支えあいを大切にする　峰岡地区
目標2　だれもが安心・安全に生活できる　峰岡地区
目標3　世代を超え、すべての住民がつながる　峰岡地区

松野尾地区
まつ の お

みんなで
つくっていこうよ
わがまち松野尾

目標1　だれも一人ぼっちにしない地域づくり
目標2　子どもが安心して　元気に活動する地域づくり
目標3　すべての住民がつながる地域づくり

角田地区
かく だ

自然豊かな
三浜地区が協力して、
助けあうまちづくり

目標1　支えあい助けあうまちづくり
目標2　安心・安全で暮らしやすい地域づくり
目標3　次世代を担う人づくりで地域力アップ

岩室地区
いわ むろ

みんなでつながる
福祉のまち
いわむろ
目標1　絆を大切にする地域づくり
目標2　集いの中で広げよう、地域のつながり
目標3　地域を担う人財づくり
　　（人こそ財＝宝という意味を込めて「人財」とした）

目標4　だれひとり見逃さない、孤立させない地域づくり

西川地区
にし かわ

支えあおうよ！
みんなの暮らし、
広げようよ！
助けあいの輪
目標1　助けあいの心を育み、住民同士の
　　つながりを大切にする　西川

目標2　だれもが安心・安全に暮らせる　西川
目標3　地域を担う人材を育てる　西川

潟東地区
かたひがし

だれもが安心して
暮らせる潟東、
支えあって羽ばたこう

目標1　地域のつながりと共生の心を
　　大切にする　潟東

目標2　だれもが安心・安全に暮らせる
　　　地域づくり

中之口地区
なか の くち

みんなで考え、つながり
お互いさまで
助けあう地域

目標1　声かけで安心して
　　暮らせる地域づくり

目標2　地域をささえる人材育成

角田

峰岡

岩室

巻
潟東

漆山 中之口

松野尾 西川

西蒲区地区別計画（コミュニティ協議会ごとに
活動計画をつくりました）


