
第２次 福井市地域福祉活動計画 付属資料 

 

 

これからの地域福祉活動の方向性 
（地区社協版地域福祉活動計画） 

   

 

    （中心市街地） 豊、湊、順化、 

    （新興住宅地）社北、和田、円山、西藤島、森田、 

    （農山村地） 岡保、殿下、越廼、大安寺、美山 

 

 

＜概要＞ 

福井市地域福祉活動計画の策定にあたり各地区で開

催させていただいた「ワークショップ」での意見や提案な

らびに各地区社協活動の現状を振り返る「ヒアリング」を

もとに、地区社協の「これからの地域福祉活動の方向

性」をまとめました。 

今後は、上記以外の地区社協でも「方向性」づくりの 

お手伝いをいたします。 

 

 



＜地区の特徴＞

人口 人
世帯数 世帯 （自治会加入世帯　3,420世帯）
世帯構成人員 人
６５歳以上人口 人 （高齢化率） ％
０～１４歳人口 人 （年少割合） ％

＜地区社協の活動の状況等＞
6会場、のべ60回（年）　愛称「アイサンサン」

食事サービス 配食12回、会食2回（年）
公民館まつりと共催

地区敬老事業 実行委員会形式
敬老会 実行委員会形式
防災講座
その他の事業 世代間交流（もみじまつり）
見守り活動 福祉委員　79名
広報 広報紙年３回

役員構成

部会・委員会 デイホーム運営委員会、食事サービス運営委員会

社会資源等 担当地域包括支援センター 福井橋南包括支援センター
民生児童委員数と民協名 南部民協（豊地区に18名配置）
自治会数 79
福祉施設等 児童館１、保育園２、高齢者デイサービス２

＜ワークショップで出された主な課題と意見・提言＞ ★印＝おとな　◎印＝中学生

★ 地域のつながりを深める →中学生にも地区のイベント等に関わってもらう。
★ 中高生の関わりがほしい。 →中学生が入りやすくするために接点をつくる
★ コミュニケーションが少ない →大人あきらめない
★ 男性参加が少ない。 →プログラムの開発
★ 隣近所のつきあいがなく顔を知らない。 →顔が売れるように役をお願いする。
★ 地域内の協力体制が上手くできてない。 →高校生や大学生・若い人も地域に引き込む
◎ 地域でできること →コミュニケーションをとる。

→交流を深めていきたい。
◎ 自分にできること →地域を明るくするために、まずあいさつしていきたい。

→ボランティア活動
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　　　豊地区社協　
これからの地域福祉活動の方向性（地域福祉活動計画）

福井市中心部の足羽川からおよそ南方１キロメートルに位置する。旧北陸街道をはさむ西木田地
区、みのり地区、月見地区と、八幡山の南側にある花堂地区から成っている。古くからの住宅地の
ほか、赤十字病院やショッピングセンターなどの利便性もよいため、新興住宅地としても発展して
いる。

10,981

顧問３名（公民館長、小学校長、地区社協前会長）、会長1名（民生児童委
員）、副会長2名（民生児童委員、学識経験者）、常任理事6名（自治連ほ
か）、理事24名（民生児童委員、主任児童委員、福祉委員、自治会連合会、
公民館など）、代議員79名（自治会長）、庶務1名（福祉委員）、会計（民生児
童委員）、広報1名（福祉委員）、監事2名（民生児童委員、福祉委員）

3,995
2.75
2,930 26.7

ふれあい福祉まつり

1,417 12.9

※人口・世帯数は平成22年4月1日現在（提供：福井市情報課）

自治会型デイホーム



＜これからの取り組みの方向性＞

取り組みの項目 現状や背景 方向性や取り組み内容 特記事項
（地区社協活動やWSの結果） （WSの提案も含む）

見
守
り
面

広
報
面

組
織
・
人
材
面

財
源
面

そ
の
他
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デイホームの内容を
さらに充実

中高生にスタッフとして関
わってもらうことも視野に入れ
る。

区
分

事
業
面

ふるさともえぎまつ
り、公民館まつりで
の「福祉コーナー」
の設置

地域福祉活動をPRしている

広報紙「ふれあいみ
のり」の発行

（公民館の講座とタ
イアップ）

男性向けの介護講
座の実施

年３回発行している。 継続できるように、広報担当
の役員の体制を整備する。

福祉委員代表を理
事に入れる

福祉委員について、自治会
ブロックごとに代表者を設
置。地区社協理事会にも出
席してもらいながら、各福祉
委員にも情報収集・伝達して
もらう。

特に入ってもらっていなかっ
たが、福祉委員の活動をより
活発にしていくために、ブ
ロックごとの福祉委員代表の
選出（8名）し、理事会との各
福祉委員とのパイプ役を
担ってほしい。

将来自分に降りかかってくる
可能性の高い話題を活用し
て、関心を深めてもらうように
していく。

福祉委員を対象に
した研修や社協理
事との合同会議の
実施

年２回程度開催（地区全体
および地区内ブロックごと）

男性の参加が、特に少な
い。

男性が好むメニューも取り入
れる検討、徒歩に行きにくい
エリアの解消を検討する。

福祉委員について、ブロック
ごとに代表を設ける。民生委
員・福祉委員の合同会議を
開き、相互の情報交換とニー
ズキャッチ・レベルアップを図
る

福祉を敬遠する人が多い
（特に男性）。



＜地区の特徴＞

人口 人
世帯数 世帯
世帯構成人員 人
６５歳以上人口 人 （高齢化率） ％
０～１４歳人口 人 （年少割合） ％

＜地区社協の活動の状況等＞
１２会場、のべ４９回（年）

食事サービス 配食９回・会食２回（年）
湊フェスティバルと共催　

地区敬老事業 公民館主催、地区社協や各団体と共催
敬老会 公民館主催、自治連協と地区社協は共催
その他の事業 福祉委員・民生児童委員合同研修会（年3回）、元気体操クラブ、

介護講習会、子育て支援や放課後子ども教室に協力
見守り活動 福祉委員　106名　
広報 広報紙年３回
役員構成

部会・委員会 広報部会、高齢者福祉部会、児童福祉部会、保健福祉部会、
食事サービス運営委員会、デイホーム運営委員会

社会資源等 担当地域包括支援センター 福井西包括支援センター
民生児童委員数と民協名 西部民協（湊地区に19名配置）
自治会数
福祉施設等 児童館１、公立保育園2、私立保育園2など

＜ワークショップで出された主な課題と意見・提言＞ ★印＝おとな　◎印＝中学生
★ 自治会に入っていない人への対応（加入減少）

→地区の行事などをへの声かけを積極的に行ってコミュニケーションを図る
→一斉清掃などに各町内、各戸の多参加をすすめながら交流・歓談を図る。

★ 要援護者が多いが、見守り者が少ない
→一人暮らしのお年寄りの場合、親類のTEL番号を聞いておく
→ふだんから自治会内のつながりを強くする。（会合を必ずする）

★ 地域で安心して死んでいけるまちであってほしい →私レベルで高齢者を見守る
★ 行事に参加しづらい。ボランティアの参加方法がわかりづらい→わかりやすい方法を！
★ 駆け込み所の人と面識がない →駆け込み所の人と子どもたちの交流会をする
★ 世代交流の難しさ →やさしく笑顔で話しかけをすると笑顔が返ってくる
★ 人同士が知り合うのに個人情報法の壁が高い →個人情報の心配がない地域の付き合いを！
◎ 地区の好きなところ

→ あるところでは近所仲が良い → あいさつの声が良い
◎ どんな地区にしていきたいか → 仲良く助け合える町

→ 楽しく暮らせる町 → あいさつをする明るい町
→ 誰とでも気軽に話せる町 → 進んで清掃活動を行う町
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　　　湊地区社協　
これからの地域福祉活動の方向性（地域福祉活動計画）

福井市の中心部の西部に位置し、校区の西側を足羽川が流れている。江戸時代の終わりに福井
の生んだ日本の有名な歌人、橘曙覧の住んだ家の跡などの名所・旧跡が多くある。1960年代半
ばから都市化が進んだ住宅地域である。学生などの単身者も多い。地区内には県内の福祉関係
者が集まる県社会福祉センターや県総合福祉相談所がある。

9,572
4,035
2.37

24.7
1,125 11.8
2,369

ふれあい福祉まつり

※人口・世帯数は平成22年4月1日現在（提供：福井市情報課）

自治会型デイホーム

顧問２名（公民館長、市議）、会長1名（学識経験者）、副会長3名（自治連協
代表、婦人会代表など）、理事51名（民生児童委員、主任児童委員、各自
治会連合会会長、福祉委員代表16名など）、代議員（自治会長）、事務局
長1名（民生委員）、庶務会計1名、監事2名（自治会長）

100



＜これからの取り組みの方向性＞

取り組みの項目 現状や背景 方向性や取り組み内容 特記事項
（地区社協活動やWSの結果） （WSの提案も含む）

広
報
面

財
源
面

そ
の
他
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福祉委員と民生児童委員と
の連携の充実・強化
一人暮らし高齢者の万が一
の連絡先や福祉ニーズの把
握

福祉委員等による
声かけの実施と強
化

広報活動の強化 地区社協だよりの発
行月以外の月にも
福祉情報を地区民
に提供する

会費・共同募金

組
織
・
人
材
面

地域デビューできる
きっかけや仕組み
の有無

行事に参加しづらい。新入り
の地区民がなじめない。参
加できるボランティアの活動
先が分からないなどの声

地区社協の役員組
織の点検と運営強
化

小地域ふれあい福
祉まつりの充実

内容の充実とともに、公民館
広報紙への福祉情報の提
供、ごみカレンダーへ福祉
情報の掲載等の工夫も。

広報紙「ふれあいみなと」の
発行　年３回

当事者団体・組織
への支援

災害時要援護者へ
の支援

地区内の養護学校
との交流も実施中

継続

見
守
り
面

近所を知る、認識・近所の
困っている人を把握する.昔
の相互扶助を取り戻せる地
域づくり

隣近所の顔がわか
る付き合いを復活さ
せる→困りごとが話
しやすくなる

子どもは地域で支援して育
てていくという視点で継続的
に支援

会長、副会長、事務局、常
務理事、理事、４部会・２委
員会、監事、代議員（自治会
長）

点検しながら役員体制の強
化を図る

新しい地区民を声かけによ
り、温かく迎える公民館活動
を通じて顔なじみを作る。
気軽に参加できるボランティ
ア活動の啓発

高齢者、ひとり親家庭、身障
者、高齢者世帯への支援

継続（男性の参加促すメ
ニューの開発グランドゴルフ
以外の新たなメニューの検
討

毎月4回程度の開催
デイホームの高齢者と湊小
学生との交流も。

区
分

福祉委員民生児童
委員との合同研修
会研修の実施

市社協だけでなく、県社協
介護実習普及センターの講
座などの活用も視野に研修
会の充実

年３回開催

自治会型デイホー
ムの実施と強化

湊フェスティバルと共催
（健康コーナー、マッサージ
コーナー、子育て広場、地
区社協活動紹介）

事
業
面

子どもや親たちが興味を持
ち、参加したくなるような福祉
メニューを充実

放課後子ども教室「湊っこ
わいわい広場」（毎週木
曜）、「子育てひろば」（第１
土曜）、たちばな児童館の
「子育てひろば」の支援

子育て支援への取
り組み

越前湊さくらまつり
（４月）も同様に。

市社協の助言も受
けながら、募集方法
等について点検し
たい。

役員等で募集しているが重
荷に感じている人もいる。

調整を図りながら、自治会、
防災会、民児協との連携を
強化する

自治会未加入者への対応が
課題

募集者・募金者の拡大ととも
に、自治会未加入世帯への
働きかけも。

公民館で地区の人
に広く地域参加を呼
び掛ける。公民館で
地区内のボランティ
アの活動先を紹介し
てほしい

研修会以外に情報
交換の場として懇談
会についても検討
する



＜地区の特徴＞

人口 人
世帯数 世帯
世帯構成人員 人
６５歳以上人口 人 （高齢化率） ％
０～１４歳人口 人 （年少割合） ％

＜地区社協の状況等＞
5会場、のべ51回（年）

食事サービス 配食8回、会食1回（年）
ふれあいまつりと併催

地区敬老事業 夏季友愛訪問
敬老会 自治会連合会と連携
防災講座 公民館と連携
その他の事業 タオル拠出運動
見守り活動 民生児童委員・福祉委員　
広報 広報紙　年13回

役員構成

部会・委員会 デイホーム運営委員会、食事サービス部会

社会資源等 担当地域包括支援センター 福井中央包括支援センター
民生児童委員数と民児協名 中部民児協（順化地区に1１名配置）
自治会数 72
福祉施設等 児童館１、保育園１、

＜ワークショップで出された主な意見・提言＞ ★印＝おとな　◎印＝中学生

★ 顔見知りが居ないので参加しにくい →まつりを活用して人が関われるように工夫する
★ 地区の主要な役が誰なのかがわからない →地区の人に関心をもつ仕掛けづくり
★ 町内で集える場所がない
★ 地区の中で世話する人がいない →町内限定のボランティアを発掘する。
★ 高齢者宅のちょっとしたお手伝いする人がいない →「お役立ち隊」の募集
★ 公園が荒れている（怖い・汚い）。 →公園の美化運動を地区内で募集し、賛同者を集めた。
★ 向こう三軒両隣が崩壊 →近所で会食会を開くなどの工夫をする。
★ 顔見知りになる機会が減った。 →地区内の商店街の復活で、顔見知りを増やす

◎ ワークショップで地区のことを学んで →地区を変えたい。地区を見つめ直したい。
→困っている人やお年寄りに声をかけたい。

◎ これから地区のためにできること →パトロール、雪かき、草むしりなどを一緒にしたい。
→お年寄りとの交流、コミュニケーションを深めたい。
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→マンションのコミュニティーホールを地域に開放できないか

1,479

　南は足羽川、東はJR北陸線、北はさくら通り、西は芦原街道に囲まれた、福井市の中心部に位
置する区域です。江戸時代までは福井城とそれに隣接して武家屋敷や町屋敷等がありました。
　現在は、福井県庁や福井市役所等の官公庁、各商店街、片町通りの繁華街等が立ち並ぶ市街
地ですが、近年、ドーナツ化現象のため、空洞化が進み、人口が減少しています。

※人口・世帯数は平成22年4月1日現在（提供：福井市情報課）

3,616

2.44
1,197 33.1
351

　　　順化地区社協　
これからの地域福祉活動の方向性（地域福祉活動計画）

ふれあい福祉まつり

顧問1名、会長1名、副会長3名、庶務1名、会計1名、監事2名、理事24名う
ち5名兼務（民生児童委員10、主任児童委員1、福祉委員ブロック長8、デイ
ホーム専任職員1、広報委員1、視聴覚委員1、自治会連合会長1、順化中
央婦人会長1）

自治会型デイホーム

9.7



＜これからの取り組みの方向性＞
取り組みの項目 現状や背景 方向性や取り組み内容 特記事項

（地区社協活動やWSの結果） （WSの提案も含む）

事
業
面

財
源
面

そ
の
他
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組
織
・
人
材
面

引き続き、実施していく。

住民懇談会の実施 ワークショップに来て、地区
の課題などを話し合い、共有
する

地区活動に関わる
人やちょっとしたボ
ランティアの育成

地区内のボランティアセン
ターの機能を、手軽にできる
ボランティア活動などを地区
内の関係者等とともに協議。
（地区社協単独ではなく、公
民館等の力も借りて）

ワークショップをきっ
かけに、有志が公園
整備のプロジェクト
を開始した事例も。

自分の住んでいる地区を見
つめ、課題を話し合うだけで
も重要。数年ごとに開催する
ことも視野に入れる。

これまでの歩みを整理し、今
後の活動にも生かしていく

地区活動が一部の人に限ら
れている

児童福祉支援活動（保育園
等への図書の寄贈）、放課
後子ども教室の支援、プチ
ママ教室の支援

児童の安全に地区社協も関
わっている。

地区住民の福祉に対する理
解の下、自治会と協力して、
昭和42年から実施している。

デイホーム開催のお知らせも
兼ねて、毎月発行している。

自治会単位での見守り活動
の連携強化維持
強化

ふれあい福祉まつり
の開催

避難支援制度の協力、防災
講座の実施。

毎月開催（ゆうクラブ）

敬老会時にデイホーム参加
者による合唱発表・お出かけ
デイホームなどを実施してい
る。

これまでの活動の経緯等が
一部不明のため、活動に支
障が出ることがある。

地区社協会議、打
ち合わせを毎月開
催

下校時の見守り活
動への協力

タオル拠出運動

児童福祉の充実

「順化地区社会福祉
協議会のあゆみ」の
編集

福祉だより「ゆうゆう
順化」の発行

災害時要援護者へ
の対応の強化

引き続き、実施していく。

引き続き、実施していく。

区
分

他の企画なども検討をおこな
うとともに、協力者の発掘も
おこなう。

広
報
面

見
守
り
面

小学校を会場に、地区文化
祭（ふれあいまつり）と併催。
デイホームも開催。

人が関われる工夫の検討を
おこなう。

デイホームの充実

引き続き、実施していく。

引き続き、実施していく。




