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第３次福井市地域福祉活動計画　策定の経過

年　　月 事　　業 内　　容

平成28年
４月26日

第１回策定委員会

◦委嘱状交付式
◦委員長、副委員長の選出
◦第２次計画総括報告
◦第３次地域福祉活動計画策定の趣旨
について
◦第３次地域福祉活動計画策定にあた
って検討が必要な課題及びニーズに
ついて
◦今後のスケジュール

５月６～
　　20日

地区社協課題解決
ミーティング

◦地区社協ごとの地域課題のヒアリング
※７地区社協(木田、日之出、上文殊、
麻生津、中藤島、安居、大安寺）

５月18日～
　　31日

関係機関団体ヒアリングシー
ト配布（主任児童委員対象）

◦主任児童委員の活動で把握している
子育てに関する地域課題及びニーズ
のヒアリング

６月６日～
　　27日

関係機関団体ヒアリングシー
ト配布
（子育て支援センター対象）

◦子育て支援センターで把握している
子育てに関する地域課題及びニーズ
のヒアリング

６月16日
地区社協課題解決
ミーティング

◦地区社協ごとの地域課題のヒアリング
　※１地区社協（和田）

６月22日
関係機関団体懇談会
（子ども・子育て　分野）

◦子育てに関する地域課題及びニーズ

６月29日 第２回策定委員会

◦第３次地域福祉活動計画策定スケジ
ュールについて
◦検討が必要な課題及びニーズについて
（子ども・子育て、地域福祉分野）

７月３日～
　　19日

関係機関団体ヒアリングシー
ト配布（保健衛生推進員対象）

◦保健衛生推進委員の活動で把握して
いる子育て等に関する地域課題及び
ニーズのヒアリング
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７月５日
関係機関団体懇談会
（児童館対象）

◦児童館で把握している子育てに関す
る地域課題及びニーズのヒアリング

※児童厚生員連絡会にてワークショップ

７月６日～
　　27日

地区社協課題解決
ミーティング

◦地区社協ごとの地域課題のヒアリング
※４地区社協
　（足羽、清明、清水南、本郷）

７月８日～
　　29日

関係機関団体ヒアリングシー
ト配布（ボランティア推進委
員会対象）

◦ボランティア活動に関する地域課題
及びニーズのヒアリング

７月15日～
　　29日

関係機関団体ヒアリングシー
ト配布（地域包括支援センタ
ー対象）

◦地域包括支援センターで把握してい
る高齢者に関する地域課題及びニー
ズのヒアリング

７月17日
関係機関団体ヒアリングシー
ト配布（福井市聴覚障害者福
祉協会学習会）

◦聴覚障がい者の生活に関する地域課
題及びニーズのヒアリング

７月29日
関係機関団体懇談会
（障がい者分野・昼夜２部制）

◦障がい者の生活に関する地域課題及
びニーズ

８月２日～
　　５日

地区社協課題解決
ミーティング

◦地区社協ごとの地域課題のヒアリング
※４地区社協（日新、岡保、明新、酒生）

８月８日
関係機関団体懇談会
（高齢者分野）

◦高齢者の生活に関する地域課題及び
ニーズ

８月26日 第３回策定委員会
◦課題及びニーズのまとめについて
（高齢者、障がい者分野も含めたまとめ）
◦取り組み案について

９月30日 第４回策定委員会

◦第３次地域福祉活動計画の体系につ
いて（基本理念、目標、活動の柱）
◦取り組みの内容
◦もくじ

10月27日 第５回策定委員会 ◦第３次地域福祉活動計画案について

11月14日～
　　 30日

パブリックコメント
◦意見提出者数　16人
◦意見件数　　　38件

平成29年
１月６日

第６回策定委員会

◦パブリックコメント結果報告
◦第３次地域福祉活動計画最終案につ
いて
◦取り組みスケジュール
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課題及びニーズの引用調査、協力団体
（１）　既存の調査

◦福井市民意識調査（平成24～27年度　市民サービス推進課）

◦第３次福井市障がい者福祉基本計画及び第４次福井市障がい福祉計画に係る「アンケ

ート調査」（平成25年度　市障がい福祉課）

◦福井市子ども・子育て支援事業計画に係る「少子化・子育てに関する福井市民意識調

査、平成25年度」（市子ども福祉課・子育て支援室）

◦オアシスプラン2015に係る「高齢者に対するアンケート調査（日常生活圏域に関す

るニーズ調査）」（平成26年度　市地域包括ケア推進課）

◦福祉委員活動実態調査（平成26～27年度　市社協）

◦地区社協組織体制調査（平成26年度　市社協）

◦民生委員活動実態調査（平成27年度　市地域福祉課）

◦地域福祉計画市民アンケート調査（平成27年度　市地域福祉課）

（２）　関係機関・団体懇談会等

分　野 対　　象 方　　法

高齢者

かたらい会（福井市介護者家族の会）
男性介護者のつどい
認知症の人と家族の会　福井県支部
ほや座くらぶ（若年性認知症の人と家族の会）

懇談会

地域包括支援センター ヒアリングシート

障がい者

精神障害者家族の会あすわ会
自立生活センターコム・サポートプロジェクト　
にこにこクラブSUNFISH
日本ＡＬＳ協会福井支部
福井県高次脳機能障害支援センター
福井市身体障害者連合会
福井たんぽぽの会（全国ＬＤ親の会福井県支部）
福祉教育の講師

懇談会

福井市聴覚障害者福祉協会学習会 ヒアリングシート
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子ども・
子育て

おもちゃ箱の会
子どもいきいきプロジェクト
ふぉーまま倶楽部
福井芸術・文化フォーラム
福井県子どもNPOセンター
福井市自然体験交流推進協議会

懇談会

児童館（児童厚生員） 懇談会

主任児童委員 ヒアリングシート

子育て支援センター ヒアリングシート

保健衛生推進員 ヒアリングシート

地域福祉

木田、足羽、日之出、日新、清明、麻生津、和田、
岡保、中藤島、明新、安居、清水南、大安寺、本郷、
酒生、上文殊の16地区社協

地区社協課題解決
ミーティング

ボランティア活動推進委員会 ヒアリングシート
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第3次福井市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

（目的）
第 1 条　社会福祉法人福井市社会福祉協議会（以下「社協」という。）は福井市における、これか

らの地域福祉活動のあり方を検討するため、第 3 次地域福祉活動計画（以下「計画」という。）
を策定するにあたり、福井市社会福祉協議会第 3 次地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」
という。）を設置する。

（構成）
第 2 条　委員会は、委員20名以内をもって構成する。

2 　委員は次の各号に掲げる者の中から、社協会長が委嘱する。
　（ 1 ）　学識経験者
　（ 2 ）　社会福祉協議会関係者
　（ 3 ）　介護サービス事業者
　（ 4 ）　社会福祉団体及び関係団体代表者
　（ 5 ）　ボランティア、NPO関係者
　（ 6 ）　関係行政機関
　（ 7 ）　その他会長が必要と認めるもの
3 　委員の任期は委嘱の日から平成29年 3 月31日までとする。
4 　補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）
第 3 条　委員会に委員長及び副委員長を 1 名置き、委員の互選により選出する。

2 　委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
3 　委員長に事故あるときは、副委員長がその職務をつとめる。

（検討事項）
第 4 条　委員会は、次に掲げる各号の事項を検討する。

　（ 1 ）　計画案の策定に関すること。
　（ 2 ）　その他計画案の策定に関して必要なこと。

（会議）
第 5 条　委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 　委員会は、委員の半数以上の出席がないと会議を開くことができない。

（意見の聴取）
第 6 条　委員会が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を求めることができる。

（成果の報告）
第 7 条　委員長は、委員会の任務が完了したとき、その成果を速やかに社協会長に報告しなけれ

ばならない。

（事務局）
第 8 条　委員会の事務局は、社協内に置く。

（その他）
第 9 条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会において協議し、決定する。

　附　　則
　　この要綱は、平成28年 4 月 1 日から施行する。
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第３次福井市地域福祉活動計画策定委員名簿
（敬称略）

選出区分 所　　属 役　職 氏　名

学識経験者 福井県立大学看護福祉学部 教　　授 ◎奥西　栄介

社会福祉協議
会関係者

福井県社会福祉協議会 事務局次長
（地域福祉）

　金牧　裕美

福井市地区社協連絡協議会 会　　長 ○松成　嘉實

春山地区社会福祉協議会 会　　長 　近藤　輝彦

明新地区社会福祉協議会 事務局長 　藤原　武治

清水東地区社会福祉協議会 会　　長 　河村三智夫

介護サービス
事業者

福井市介護サービス事業者連絡会 会　　長 　米田　　尚

社会福祉団体
及び関係団体
代表者

福井市自治会連合会 会　　長 　奥村　清治

福井市民生児童委員協議会連合会 理　　事 　大黒　裕實

福井市身体障害者福祉連合会 会　　長 　夛田　俊一

福井市老人クラブ連合会 副 会 長 　重久　博子

福井市公民館連絡協議会 副 会 長 　藤井　一夫

ボランティア・
NPO関係者

福井市ボランティア連絡協議会 副 会 長 　髙畑　和子

福井県子どもNPOセンター 理 事 長 　斎藤　万世

その他 福井県立大学看護福祉学部 学　　生 　滝本　捺美

関係行政機関 福井市福祉保健部福祉事務所 所　　長 　齊藤　朱美

（平成29年１月６日現在）
◎＝委員長　○＝副委員長


