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基本理念と基本目標

◆基本理念◆
『思いやりのこころでつなぐ白山のKIZUNA～絆～』

　　住民一人ひとりが互いに支え合い、
　　安心して住み続けたいと思えるような
　　まちづくりを目指しましょう。

◆基本目標◆
この計画は、3つの基本計画に沿った施策や活動の展開を進めます。

　　　　人と人とのつながりを深めよう

地域福祉を推進していくためには、一人ひとりが相手を思いやる気持ちを持って、助け合い、
支え合う地域の「絆」をつくっていくことが大切です。そのためには、基本的なあいさつを、まず
は家庭内や地域で実践し、お互いがお互いを思いやる関係性を築いていきましょう。また、地域
内で多様な世代の人が交流する機会をつくり、地域のつながりを深めていきましょう。

　　　　一人ひとりが主役の地域活動を進めよう

地域の人々が気軽に集い、地域活動やボランティア活動に取り組むことは、個人の生きがいや
コミュニケーションの重要な場であるとともに、地域での助け合いにつながります。このような
ふれあいの機会を充実させ、自分だけでなく、周りの人にも関心を寄せる思いやりの心を育んで
いきましょう。

基本計画 地域住民の取組み 社会福祉協議会の取組み

⑴隣近所とのつなが
りを深めましょう

◆基本的なあいさつを家庭
内で実践していきましょう。

◆ご近所でのあいさつや声
かけをすすめましょう。

◆ご近所でのコミュニケー
ションを深めましょう。

◆あいさつ運動に協力し見守り・
声かけ・支え合いを推進します。

◆地域のつながりづくりのための
啓発運動や講演会を開催します。

⑵地域での交流を進
めましょう

◆地域の行事に積極的に参
加しましょう。

◆多様な年代や人が交流で
きる機会や場所をつくり
ます。

◆多様な年代や人が交流できる機
会や場所をつくります。

基本計画 地域住民の取組み 社会福祉協議会の取組み

⑴地域活動に積極的
に参加しましょう

◆地域での助け合いの必要
性を知りましょう。

◆地域行事や福祉団体等の
活動に積極的に参加しま
しょう。

◆地域住民が主体となって地域の
生活課題等を協議する場づくり
に努めます。

◆地区社協の活性化を推進します。

◆各種福祉団体の活動を支援します。

◆ふれあいサロンの活動を推進し
ます。

⑵ボランティア活動
に積極的に参加し
ましょう

◆ボランティアセンターを
活用しましょう。

◆積極的にボランティア活
動に参加しましょう。

◆さまざまな人や団体とつ
ながりましょう。

◆ボランティアセンターの機能を
強化します。

◆ボランティアの養成やボランティ
ア活動の支援をします。

◆ボランティアや市民活動、NPO
等とのネットワークを構築します。

⑶思いやりの心を育
みましょう

◆自分だけではなく、周り
の人にも関心を寄せましょ
う。

◆自分の持っている力を地
域の人におすそわけしま
しょう。

◆地域住民への福祉共育※を推進し
ます。

◆学校と連携した共育推進を推進
します。

※共に学び合い、共に育ち合うと
いう意味で「福祉共育」と表記
します。

　　　　人と人とのつながりを深めよう

　　　　一人ひとりが主役の地域活動を進めよう

基本目標
1

基本目標
2

ふくちゃん（白山市社会福祉協議会 マスコットキャラクター）



－ 4－ － 5－

基本理念と基本目標

◆基本理念◆
『思いやりのこころでつなぐ白山のKIZUNA～絆～』

　　住民一人ひとりが互いに支え合い、
　　安心して住み続けたいと思えるような
　　まちづくりを目指しましょう。

◆基本目標◆
この計画は、3つの基本計画に沿った施策や活動の展開を進めます。

　　　　人と人とのつながりを深めよう

地域福祉を推進していくためには、一人ひとりが相手を思いやる気持ちを持って、助け合い、
支え合う地域の「絆」をつくっていくことが大切です。そのためには、基本的なあいさつを、まず
は家庭内や地域で実践し、お互いがお互いを思いやる関係性を築いていきましょう。また、地域
内で多様な世代の人が交流する機会をつくり、地域のつながりを深めていきましょう。

　　　　一人ひとりが主役の地域活動を進めよう

地域の人々が気軽に集い、地域活動やボランティア活動に取り組むことは、個人の生きがいや
コミュニケーションの重要な場であるとともに、地域での助け合いにつながります。このような
ふれあいの機会を充実させ、自分だけでなく、周りの人にも関心を寄せる思いやりの心を育んで
いきましょう。

基本計画 地域住民の取組み 社会福祉協議会の取組み

⑴隣近所とのつなが
りを深めましょう

◆基本的なあいさつを家庭
内で実践していきましょう。

◆ご近所でのあいさつや声
かけをすすめましょう。

◆ご近所でのコミュニケー
ションを深めましょう。

◆あいさつ運動に協力し見守り・
声かけ・支え合いを推進します。

◆地域のつながりづくりのための
啓発運動や講演会を開催します。

⑵地域での交流を進
めましょう

◆地域の行事に積極的に参
加しましょう。

◆多様な年代や人が交流で
きる機会や場所をつくり
ます。

◆多様な年代や人が交流できる機
会や場所をつくります。

基本計画 地域住民の取組み 社会福祉協議会の取組み

⑴地域活動に積極的
に参加しましょう

◆地域での助け合いの必要
性を知りましょう。

◆地域行事や福祉団体等の
活動に積極的に参加しま
しょう。

◆地域住民が主体となって地域の
生活課題等を協議する場づくり
に努めます。

◆地区社協の活性化を推進します。

◆各種福祉団体の活動を支援します。

◆ふれあいサロンの活動を推進し
ます。

⑵ボランティア活動
に積極的に参加し
ましょう

◆ボランティアセンターを
活用しましょう。

◆積極的にボランティア活
動に参加しましょう。

◆さまざまな人や団体とつ
ながりましょう。

◆ボランティアセンターの機能を
強化します。

◆ボランティアの養成やボランティ
ア活動の支援をします。

◆ボランティアや市民活動、NPO
等とのネットワークを構築します。

⑶思いやりの心を育
みましょう

◆自分だけではなく、周り
の人にも関心を寄せましょ
う。

◆自分の持っている力を地
域の人におすそわけしま
しょう。

◆地域住民への福祉共育※を推進し
ます。

◆学校と連携した共育推進を推進
します。

※共に学び合い、共に育ち合うと
いう意味で「福祉共育」と表記
します。

　　　　人と人とのつながりを深めよう

　　　　一人ひとりが主役の地域活動を進めよう

基本目標
1

基本目標
2

ふくちゃん（白山市社会福祉協議会 マスコットキャラクター）



近所に挨拶も
しない人がいて
よくわからない。

地域には
高齢者ばかりで
雪かきが大変。

災害があったら
具体的にどうした
らいいの？

祭りには若い人も参
加しているし、
地域でも活躍して
くれないかな。

民生委員だけでは
地域の見守りは
難しいなぁ。

ゴミ出しが
大変になって
きたなぁ。

地域の課題を
話し合う
場がないね。
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基本計画 地域住民の取組み 社会福祉協議会の取組み

⑴福祉の情報について
関心を持ちましょう

◆福祉の相談機関を知りま
しょう。

◆福祉について、興味関心
を持ちましょう。

◆社協の事業内容や福祉サービス、
相談窓口等について情報提供し
ます。

◆総合的な相談体制を構築します。

⑵支援が必要な人を見
守り、支えましょう

◆地域住民による見守り活
動を推進していきましょう。

◆支援が必要な人の情報を
共有しましょう。

◆地域住民でできるちょっ
とした助け合いを推進し
ていきましょう。

◆地域の見守りや生活支援など、
地域住民が支え合うネットワー
クづくりを推進します。

◆地域と密着・連携した介護サー
ビスや福祉サービスを展開します。

◆権利擁護の支援体制を構築します。

◆ひきこもりや生活困窮者等、社
会的に孤立状態にある方の支援
を行います。

⑶お互いに助け合い、
支え合う仕組みを
つくりましょう

◆地域の困りごとや生活課
題について、みんなで協
議する場に参加しましょう。

◆市全体や広域で取り組む
べき課題について、その
対応策を考えましょう。

◆公的なサービスでは解決できな
い多様かつ複雑な課題について
取り組んでいきます。

◆地域の生活課題やその対応策等
について、情報共有する場を設
けます。

⑷緊急・災害時に対
する備えをしましょ
う

◆災害時に何をすべきか話
し合いましょう。

◆災害時に安否確認や避難
誘導が迅速に行えるよう、
日頃から隣近所との関係
性を気づきましょう。災
害時に支援・協力できる
体制づくりをしましょう。

◆防災共育を推進します。

◆災害時や緊急時に迅速な安否確
認が取れる体制づくりをします。

◆災害ボランティアセンターの運
営体制を強化します。

高齢者、子ども、障がいのある人、学生、働く人、外国籍の人、
生活に困窮している人、地域ではさまざまな人が暮らしています。

地域で暮らすあらゆる人が安心して生活していくために、
地域のつながりや支え合いを大切にしながら、

みんなで助け合っていける地域社会を
つくっていくこと、それが「地域福祉」です。

　　　　誰もが安心して暮らせる仕組みを充実させよう

少子高齢化や単身世帯の増加、虐待やひきこもり、生活困窮など、地域住民が抱える課題は多
様であり、複雑化してきています。そのような状況の中、住民が住み慣れた地域で安心して暮ら
していくために、行政や社協だけでなく、地域住民や多様な関係機関等が連携・協力し、個々の生
活課題に対応していきましょう。
また、安心して暮らすための「仕組み」を構築していきましょう。

　　　　基本目標
3 地域福祉って何だろう？


