
花 見 川 区 地 域 福 祉 計 画 の 推 進 状 況 に つ い て

保健福祉局 保健福祉総務課

【 計 画 全 体 の 推 進 状 況 等 】

類　型 実践が確認されている取組項目 実践が確認されていない取組項目

１．相 談 体 制

４７ 地域の組織的支援体制の構築
５１ 支援する側、支援を受ける側のシステムづくり
　　（支援を受けやすくするための工夫づくり）
６２ 身近な地域の相談者の確保
６４ 相談窓口の充実

６３ 身近な地域に相談できる場の確保
６５ 福祉施設、在宅介護支援センターなどの活用
６７ ニーズ把握

２．情報の発信・
　　提供

４２ 町内自治会の組織強化
４３ 社協地区部会の充実
４５ 各町内自治会同士の連携強化
４６ 既存団体・組織とＮＰＯ法人等との連携
５８ 情報の周知方法の工夫
５９ 福祉おたすけマップの作成、活用
６０ 地域ぐるみの情報収集、情報提供の体制整備
７８ 医療機関の情報提供によるネットワーク化の確立

   ８ 地域福祉を考える「パネルディスカッション」の開催
６１ 情報を知る側の意識向上
７０ サービスを評価する仕組みの活用

３．交流の機会
　　居場所づくり

   ２ 子どもの交流の促進
　３ 高齢者の交流の促進
　４ 障害者の交流の促進
　５ 子ども・高齢者・障害者の交流の促進
　６ 地域住民との交流の促進
　７ 地域交流会の実施
　９ 地域の各団体等の交流の促進
１０ 町内自治会館・集会所の活用
１２ 学校（空き教室・校庭、統廃合）の活用
１３ 公民館、コミュニティセンター等の公的施設の活用
１４ 地域に開かれた福祉施設の活用
１６ 利用懇話会（仮称）の設置
４８ 住民の連携意識の向上
８６ 近所づきあいなど（人とのコミュニケーション）
８７ ストレス解消の工夫づくり
９９ 公園などの子どもの安全な遊び場の確保

　１ 日頃からの隣近所とのコミュニケーション
１７ 施設の利用規制などの緩和
１１ 空き家、空き店舗などの民間施設の活用

４．社会参加の
　　仕組みづくり

１８ 町内自治会、子ども会活動などへの参加
１９ 地域のイベント・祭り、町内自治会行事などへの参加
２０ 持っている知識・技術、趣味の活用
２１ 引きこもり、孤独な高齢者等の参加促進
７６ 健康づくりのイベント・講習会などへの積極的参加
８０ 高齢者向けスポーツの推進
８１ 地域における各種サークル活動への参加の推進
８２ 健康づくりの普及・啓発
８３ 介護予防活動の普及
８４ 高齢者や障害者が参加しやすい地域行事の普及
８８ スポーツに親しめる機会づくり

※太字の取組項目は、提供情報が５件以上ある項目
※下線の部分は、自助的取り組みなど、実践状況の把握が困
難な取組項目

  ○花見川区計画は、幅広い分野や多くの類型に取組項目が位置付けられており、また、実践も確認されています。情報は、社協地区部
　　会や町内自治会を中心に寄せられています。
　　また、計画には、住民が自ら取り組む「自助」に期待する取組項目も多く位置付けられています。

　○地域内の連携が強い地域では、地域行事やイベントなどが、団体や町内自治会間の垣根を越えて取り組まれています。
　　〔類型３：交流の機会　居場所づくり〕〔類型４：社会参加の仕組みづくり〕

　○地域福祉の担い手不足が、課題として提議されています。様々な世代のボランティアを充実させることや地域リーダーを育成するた
　　めに、地域における福祉教育の機会づくりや、若者や高齢者のボランティア参加の機会づくり、好事例の地域への発信などの取り組
　　みの充実が望まれます。〔類型７：人材の育成〕

　○花見川区では、取組項目が１０６件と多く位置付けられています。項目数が多いことから、優先して取り組むべき取組項目を見つけ
　　難いことや類似・重複する取組項目も見られるため、区計画の見直しに当たっては、計画の構成や項目立てを整理統合する方向性で
　　検討する必要性があると考えられます。



類　型 実践が確認されている取組項目 実践が確認されていない取組項目

５．支援体制構築
（見守り・生活課題解決）

３４ 町内自治会、社協地区部会等による生活支援
　　 ボランティアの充実
３５ ボランティア組織のネットワーク化
３７ ボランティア登録（地域の人材バンク）
３８ 身近なボランティア活動の拠点づくり
４１ 地域住民によるボランティア・ＮＰＯ活動の推進
４９ 高齢者のためのお助け隊の結成
５２ 独居・引きこもり等の要支援者の実態把握
５３ ひとり暮らし高齢者・引きこもりへの声かけ、
　　 見守り活動
５４ ひとり親家庭への見守り支援
５５ 話し相手のボランティア、小中学生お手紙運動
５６ 子ども・高齢者への虐待、ＤＶの早期発見
６８ 地域の様々な分野における協働のネットワーク
７１ 地域ぐるみの在宅ケア（家庭介護力の向上、地域の
　　 見守り活動など）
８５ 配食サービスや会食会の普及
９８ 登下校時の安全点検（見守り活動）の実施

３９ ボランティアチケット制度の構築
５０ 高齢者、障害者への外出支援
６６ 各種団体・組織等の情報交換、ネットワーク化

６．支援体制構築
 　（防犯・防災）

９２ 防犯・安全に関する広報活動（地域での情報交換）
９３ 小・中・高校生による危険個所の実地体験
９４ 防犯パトロールの実施
９６ 放置自転車・違法駐車対策
９７ 防犯マップの作成活用
100 地域防犯情報センター指定制度の活用
101 日頃からの近所との良好な関係づくり
102 防災対策への意識向上
104 地域ぐるみの助け合い運動
105 自主防災組織の結成促進（100％目標）
106 緊急時の救援マップの作成

９５ 新聞・郵便配達員との協力による防犯体制の整備
103 防災マップの作成・活用

７．人材の育成

３２ 若者のボランティア体験、地域活動への参加
３３ ボランティア講座等の充実
４０ 高齢者パワー（経験豊かな知識、技術を持った人々）
　　 の活用
４４ 民生委員・児童委員の活性化
６９ サービス提供者の人材育成・質の向上

２５ 運転ボランティアグループの組織化
３６ 企業ボランティアの活用

８．福 祉 教 育

２９ 学校での取り組み
３０ 地域での取り組み
３１ 高齢者・障害者などへの理解・配慮

２８ 個人・家庭での取り組み

９．環 境 整 備
 （バリアフリー・交通）

２３ バリアフリーの点検
２４ バリアフリー（道路・歩道・住居・駅等）化の促進
２７ コミュニティバスの導入・移送サービスの充実
８９ 癒しの散歩道の確保（花見川サイクリングコース
　　 などの活用）
９０ 身近な環境浄化運動の推進
９１ 花見川の緑と水辺の保全と活用

１０．そ の 他

１５ 安心して生活できる場の確保
２２ 就労の場の確保
７２ 高齢者や障害者ができるだけ在宅で過ごせる
　　 ようなサービス基盤の充実
７７ かかりつけ医・薬局の確保
７９ 地域で力を合わせた禁煙運動の推進

２６ 病院・幼稚園・自動車教習所などの民間車両の活用
５７ 丌登校児童への対応・支援
７３ 規則正しい生活（食事・睡眠・運動）の徹底
７４ 定期健康診断受診の徹底
７５ 心の健康づくり

※太字の取組項目は、提供情報が５件以上ある項目
※下線の部分は、自助的取り組みなど、実践状況の把握が困
難な取組項目


