
 1  活動計画が目指すもの

　地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）は、住民や民間団体が行う活動を地域内の様々な社会資源

と結びつけながら、地域の課題解決に取り組む計画です。

　渋谷区、町会、商店会、民生児童委員、福祉関係団体や福祉施設、企業等と協働しながら、「共に生きる福

祉のまちづくり」を目指します。

 2  活動計画と行政計画

　活動計画を策定し、地域福祉の推進を図るためには、行政との協働のもとに展開することが必要です。

　活動計画も「渋谷区基本構想」を踏まえつつ、渋谷区が策定する各種福祉計画との整合性を図ります。

 3  計画の期間

　計画期間は、平成25年度から29年度までの5か年とします。

　計画の進行管理は「地域福祉活動計画推進・評価委員会」を設置し、各年度の進捗状況などを評価します。

　また、社会情勢の変化などに応じて、必要な見直しを行っていきます。

　誰もが住み慣れた地域で、自立し、共に支えあい、安心して暮らせる地域社会の実現を願っています。

　それは、行政や社会福祉協議会などの公的な福祉サービスだけでなく、地域住民の自主的な地域福祉活動を合わ

せた地域福祉の推進により実現していくものと考えます。

　そこで、渋谷区社協は地域福祉活動計画を策定するにあたり、基本理念を設け、この理念を合言葉に、地域福祉

活動を進めていきます。

地域福祉活動計画の基本方針
　地域福祉活動計画の基本理念を実現するため、区民、福祉に携わる事業者、福祉関係団

体等が、活動計画に掲げられたそれぞれの事業・活動を展開する際に、大切にする働き（行

動）を整理し、５つの基本方針を定めました。

　　

（１）気づき考える

地域に存在する個別の生活課題や福祉ニーズをもれなく見逃さず、また、福祉サ

ービスを必要として利用している人々の意向・要望に気づき、（どうしたら良いかを）

考える働きを大切にします。

（２）学び育ちあう

より多くの区民が福祉問題に気づき、関心と理解を高められ、ともに学び育ちあ

う地域社会（コミュ二ティ）を形成する働きを大切にします。

（３）知らせ広める

さまざまな福祉制度の周知や利用促進、公私の社会資源の活用、地域福祉活動の

現状等をきめ細かく丁寧に知らせ（報せ）広める働きを大切にします。

（４）つながり支えあう

福祉を必要としている人々の求めと必要に応じ、区民や事業者等が連携・協働し、

地域での自立生活をつながり支えあう働きを大切にします。

（５）活動を見直す

これまでの地域福祉活動の成果や課題を明らかにし、活動を見直し、たえず生き

活きとした地域福祉活動を推進する働きを大切にします。

≪基本理念≫　　　　　　　≪基本方針≫　　　　　　≪実施計画≫

１　気づき考える　　　①　相談援助活動の推進

　　　　　　２　学び育ちあう　　　②　広報啓発・情報収集提供の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　知らせ広める　　　③　小地域福祉活動の推進

　　４　つながり支えあう　④　ボランティア活動の推進

　　　　　　　　　　　　５　活動を見直す　　　⑤　福祉教育の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥　個別支援・当事者支援活動の充実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦　大規模災害への福祉的対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧　福祉施策・制度への提案

地域福祉活動計画の意義

活動計画の基本理念
「きづきあい　みとめあい　ささえあい　共に生きるまち　渋谷」

　≪きづきあい≫

　皆（みんな）で、地域で生活課題を抱えた人の存在や地域社会で共通す

る課題に気づこう。

　一人ひとりの≪気づき≫を力あるものとするため、お互いに関係を「築

き」あおう!

　≪みとめあい≫

　皆で、生活課題を抱えた人それぞれのライフスタイルや考え方を認めあ

おう!

　≪ささえあい≫

　皆で、様々な課題は誰もが共通するものとして、お互い様の考え方（精

神）で支えあおう!

　≪共に生きるまち　渋谷≫

　皆で、気づき、（築き、）認めあい、支えあうことをそれぞれに役割を

担い、解決に向けて行動し、「共に生きるまち　渋谷」の実現を目指そう!
きづきあい

皆（みんな）で、地域で生活課題を抱えた人の存在や地域社会で共通する課題に気づこう。

一人ひとりの≪気づき≫を力あるものとするため、お互いに関係を≪築き≫あおう。

　地域福祉活動計画の基本理念を実現するため、区民、福祉に携わる事業者、福祉関係団体等が、活動計画に掲げ

られたそれぞれの事業・活動を展開する際に、大切にする働き（行動）を整理し、５つの基本方針を定めました。

　　

 1  気づき考える

　地域に存在する個別の生活課題や福祉ニーズをもれなく見逃さず、また、福祉サービスを必要として利用し

ている人々の意向・要望に気づき、（どうしたら良いかを）考える働きを大切にします。

 2  学び育ちあう

　より多くの区民が福祉問題に気づき、関心と理解を高められ、ともに学び育ちあう地域社会（コミュ二

ティ）を形成する働きを大切にします。

 3  知らせ広める

　さまざまな福祉制度の周知や利用促進、公私の社会資源の活用、地域福祉活動の現状等をきめ細かく丁寧に

知らせ（報せ）広める働きを大切にします。

 4  つながり支えあう

　福祉を必要としている人々の求めと必要に応じ、区民や事業者等が連携・協働し、地域での自立生活をつな

がり支えあう働きを大切にします。

 5  活動を見直す

　これまでの地域福祉活動の成果や課題を明らかにし、活動を見直し、たえず生き活きとした地域福祉活動を

推進する働きを大切にします。
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問い合わせ先一覧

地域福祉活動計画

社会福祉
事業者

専門家

住民主体

活動の拠点
自発的な福祉
活動による
「生活課題」
への対応

（活動）
○身近な相談･見守り･声かけ
○簡易な家事援助
○グループ援助活動

（担い手）
家族･親族等、住民相互
町会、民生児童委員、
ボランティア、
シニアクラブなど

自分でできることは
自分で取り組む

自助

お互いに助け合う
地域づくり

互助

共に支え合う
仕組みづくり

共助

公的支援の
制度づくり

公助

個人

福祉課第に対する
制度サービスによる
専門的な対応

専門家社会福祉
事業者

渋谷区

社会福祉協議会

早期発見

情報の共有

専門サービ
スの橋渡し

　社会福祉の主体は地域に暮らす一人ひとりの区民であり、その区民が暮らす地域社会の中で社会福祉が展開され

ています。

　地域社会にある様々な生活課題を解決するために、渋谷区の福祉施策・制度のもとに公的な福祉サービスが提供

されています。さらに公的な福祉サービスと相まって、区民をはじめとして、地域の中で活動するボランティア、

町会、関係機関・団体、福祉サービス事業者等、地域に関わる多くの担い手がネットワークを形成し、自発的な地

域福祉活動によって生活課題を解決していくことが求められています。
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地域福祉活動計画地域福祉活動計画

社会福祉法人　渋谷区社会福祉協議会社会福祉法人　渋谷区社会福祉協議会

（平成25年度～平成29年度）（平成25年度～平成29年度）



 1  活動計画が目指すもの

　地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）は、住民や民間団体が行う活動を地域内の様々な社会資源

と結びつけながら、地域の課題解決に取り組む計画です。

　渋谷区、町会、商店会、民生児童委員、福祉関係団体や福祉施設、企業等と協働しながら、「共に生きる福

祉のまちづくり」を目指します。

 2  活動計画と行政計画

　活動計画を策定し、地域福祉の推進を図るためには、行政との協働のもとに展開することが必要です。

　活動計画も「渋谷区基本構想」を踏まえつつ、渋谷区が策定する各種福祉計画との整合性を図ります。

 3  計画の期間

　計画期間は、平成25年度から29年度までの5か年とします。

　計画の進行管理は「地域福祉活動計画推進・評価委員会」を設置し、各年度の進捗状況などを評価します。

　また、社会情勢の変化などに応じて、必要な見直しを行っていきます。

　誰もが住み慣れた地域で、自立し、共に支えあい、安心して暮らせる地域社会の実現を願っています。

　それは、行政や社会福祉協議会などの公的な福祉サービスだけでなく、地域住民の自主的な地域福祉活動を合わ

せた地域福祉の推進により実現していくものと考えます。

　そこで、渋谷区社協は地域福祉活動計画を策定するにあたり、基本理念を設け、この理念を合言葉に、地域福祉

活動を進めていきます。

地域福祉活動計画の基本方針
　地域福祉活動計画の基本理念を実現するため、区民、福祉に携わる事業者、福祉関係団

体等が、活動計画に掲げられたそれぞれの事業・活動を展開する際に、大切にする働き（行

動）を整理し、５つの基本方針を定めました。

　　

（１）気づき考える

地域に存在する個別の生活課題や福祉ニーズをもれなく見逃さず、また、福祉サ

ービスを必要として利用している人々の意向・要望に気づき、（どうしたら良いかを）

考える働きを大切にします。

（２）学び育ちあう

より多くの区民が福祉問題に気づき、関心と理解を高められ、ともに学び育ちあ

う地域社会（コミュ二ティ）を形成する働きを大切にします。

（３）知らせ広める

さまざまな福祉制度の周知や利用促進、公私の社会資源の活用、地域福祉活動の

現状等をきめ細かく丁寧に知らせ（報せ）広める働きを大切にします。

（４）つながり支えあう

福祉を必要としている人々の求めと必要に応じ、区民や事業者等が連携・協働し、

地域での自立生活をつながり支えあう働きを大切にします。

（５）活動を見直す

これまでの地域福祉活動の成果や課題を明らかにし、活動を見直し、たえず生き

活きとした地域福祉活動を推進する働きを大切にします。

≪基本理念≫　　　　　　　≪基本方針≫　　　　　　≪実施計画≫

１　気づき考える　　　①　相談援助活動の推進

　　　　　　２　学び育ちあう　　　②　広報啓発・情報収集提供の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　知らせ広める　　　③　小地域福祉活動の推進

　　４　つながり支えあう　④　ボランティア活動の推進

　　　　　　　　　　　　５　活動を見直す　　　⑤　福祉教育の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥　個別支援・当事者支援活動の充実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦　大規模災害への福祉的対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧　福祉施策・制度への提案

地域福祉活動計画の意義

活動計画の基本理念
「きづきあい　みとめあい　ささえあい　共に生きるまち　渋谷」

　≪きづきあい≫

　皆（みんな）で、地域で生活課題を抱えた人の存在や地域社会で共通す

る課題に気づこう。

　一人ひとりの≪気づき≫を力あるものとするため、お互いに関係を「築

き」あおう!

　≪みとめあい≫

　皆で、生活課題を抱えた人それぞれのライフスタイルや考え方を認めあ

おう!

　≪ささえあい≫

　皆で、様々な課題は誰もが共通するものとして、お互い様の考え方（精

神）で支えあおう!

　≪共に生きるまち　渋谷≫

　皆で、気づき、（築き、）認めあい、支えあうことをそれぞれに役割を

担い、解決に向けて行動し、「共に生きるまち　渋谷」の実現を目指そう!
きづきあい

皆（みんな）で、地域で生活課題を抱えた人の存在や地域社会で共通する課題に気づこう。

一人ひとりの≪気づき≫を力あるものとするため、お互いに関係を≪築き≫あおう。

　地域福祉活動計画の基本理念を実現するため、区民、福祉に携わる事業者、福祉関係団体等が、活動計画に掲げ

られたそれぞれの事業・活動を展開する際に、大切にする働き（行動）を整理し、５つの基本方針を定めました。

　　

 1  気づき考える

　地域に存在する個別の生活課題や福祉ニーズをもれなく見逃さず、また、福祉サービスを必要として利用し

ている人々の意向・要望に気づき、（どうしたら良いかを）考える働きを大切にします。

 2  学び育ちあう

　より多くの区民が福祉問題に気づき、関心と理解を高められ、ともに学び育ちあう地域社会（コミュ二

ティ）を形成する働きを大切にします。

 3  知らせ広める

　さまざまな福祉制度の周知や利用促進、公私の社会資源の活用、地域福祉活動の現状等をきめ細かく丁寧に

知らせ（報せ）広める働きを大切にします。

 4  つながり支えあう

　福祉を必要としている人々の求めと必要に応じ、区民や事業者等が連携・協働し、地域での自立生活をつな

がり支えあう働きを大切にします。

 5  活動を見直す

　これまでの地域福祉活動の成果や課題を明らかにし、活動を見直し、たえず生き活きとした地域福祉活動を

推進する働きを大切にします。

地域福祉活動計画の基本方針 しぶや社協マップ
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 1  活動計画が目指すもの

　地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）は、住民や民間団体が行う活動を地域内の様々な社会資源

と結びつけながら、地域の課題解決に取り組む計画です。

　渋谷区、町会、商店会、民生児童委員、福祉関係団体や福祉施設、企業等と協働しながら、「共に生きる福

祉のまちづくり」を目指します。

 2  活動計画と行政計画

　活動計画を策定し、地域福祉の推進を図るためには、行政との協働のもとに展開することが必要です。

　活動計画も「渋谷区基本構想」を踏まえつつ、渋谷区が策定する各種福祉計画との整合性を図ります。

 3  計画の期間

　計画期間は、平成25年度から29年度までの5か年とします。

　計画の進行管理は「地域福祉活動計画推進・評価委員会」を設置し、各年度の進捗状況などを評価します。

　また、社会情勢の変化などに応じて、必要な見直しを行っていきます。

　誰もが住み慣れた地域で、自立し、共に支えあい、安心して暮らせる地域社会の実現を願っています。

　それは、行政や社会福祉協議会などの公的な福祉サービスだけでなく、地域住民の自主的な地域福祉活動を合わ

せた地域福祉の推進により実現していくものと考えます。

　そこで、渋谷区社協は地域福祉活動計画を策定するにあたり、基本理念を設け、この理念を合言葉に、地域福祉

活動を進めていきます。

地域福祉活動計画の基本方針
　地域福祉活動計画の基本理念を実現するため、区民、福祉に携わる事業者、福祉関係団

体等が、活動計画に掲げられたそれぞれの事業・活動を展開する際に、大切にする働き（行

動）を整理し、５つの基本方針を定めました。

　　

（１）気づき考える

地域に存在する個別の生活課題や福祉ニーズをもれなく見逃さず、また、福祉サ

ービスを必要として利用している人々の意向・要望に気づき、（どうしたら良いかを）

考える働きを大切にします。

（２）学び育ちあう

より多くの区民が福祉問題に気づき、関心と理解を高められ、ともに学び育ちあ

う地域社会（コミュ二ティ）を形成する働きを大切にします。

（３）知らせ広める

さまざまな福祉制度の周知や利用促進、公私の社会資源の活用、地域福祉活動の

現状等をきめ細かく丁寧に知らせ（報せ）広める働きを大切にします。

（４）つながり支えあう

福祉を必要としている人々の求めと必要に応じ、区民や事業者等が連携・協働し、

地域での自立生活をつながり支えあう働きを大切にします。

（５）活動を見直す

これまでの地域福祉活動の成果や課題を明らかにし、活動を見直し、たえず生き

活きとした地域福祉活動を推進する働きを大切にします。
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活動の拠点
自発的な福祉
活動による
「生活課題」
への対応

（活動）
○身近な相談･見守り･声かけ
○簡易な家事援助
○グループ援助活動

（担い手）
家族･親族等、住民相互
町会、民生児童委員、
ボランティア、
シニアクラブなど

自分でできることは
自分で取り組む

自助

お互いに助け合う
地域づくり

互助

共に支え合う
仕組みづくり

共助

公的支援の
制度づくり

公助

個人

福祉課第に対する
制度サービスによる
専門的な対応

専門家社会福祉
事業者

渋谷区

社会福祉協議会

早期発見

情報の共有

専門サービ
スの橋渡し

　社会福祉の主体は地域に暮らす一人ひとりの区民であり、その区民が暮らす地域社会の中で社会福祉が展開され

ています。

　地域社会にある様々な生活課題を解決するために、渋谷区の福祉施策・制度のもとに公的な福祉サービスが提供

されています。さらに公的な福祉サービスと相まって、区民をはじめとして、地域の中で活動するボランティア、

町会、関係機関・団体、福祉サービス事業者等、地域に関わる多くの担い手がネットワークを形成し、自発的な地

域福祉活動によって生活課題を解決していくことが求められています。

　地域福祉活動計画は、渋谷区社協が中心となり区民と行政の協働による福祉のまちづくりが実現するよう働きか

ける計画であり、自発的な地域福祉活動の活性化を目指す区民が主体となる行動計画でもあります。

�

「きづきあい　みとめあい　ささえあい　共に生きるまち　渋谷」
を目指して

協働を進める地域福祉活動

地域福祉活動計画体系図

基本理念

みとめあい 皆で、生活課題を抱えた人それぞれのライフスタイルや考え方を認めあおう。

ささえあい 皆で、様々な課題は誰もが共通するものとして、お互い様の考え方（精神）で支えあおう。

共に生きるまち
渋谷

皆で、気づき、（築き、）認めあい、支えあうことをそれぞれに役割を担い、解決に

向けて行動し、「共に生きるまち　渋谷」の実現を目指そう。

きづきあい

みとめあい

ささえあい

共に生きるまち渋谷

基本方針

〇  気づき考える

〇  学び育ちあう

〇  知らせ広める

〇  つながり支えあう

〇  活動を見直す

実施計画

1　相談援助活動の推進

2　広報啓発・情報収集提供の推進

3　小地域福祉活動の推進

4　ボランティア活動の推進

5　福祉教育の推進

6　個別支援・当事者支援活動の充実

7　大規模災害への福祉的対応

8　福祉施策・制度への提案

①　相談援助活動の推進

②　広報啓発・情報収集提供の推進

③　小地域福祉活動の推進

④　ボランティア活動の推進

⑤　福祉教育の推進

⑥　個別支援・当事者支援活動の充実

⑦　大規模災害への福祉的対応

⑧　福祉施策・制度への提案
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TEL 03-5457-0099
FAX 03-3477-2525
［月～金　9：00～17：00］
〒150-0042　渋谷区宇田川町5-2

渋谷区子育て支援センター
［月～土　9：00～16：30］

本町子育て支援センター
　　 0120-03-1152
〒151-0071　渋谷区本町4-9-7
本町区民施設1階

鳩森子育て支援センター
　　 0120-05-1152
〒151-0051　渋谷区千駄ヶ谷5-9-1
鳩森小学校内

代官山子育て支援センター
　　 0120-87-1152
〒150-0034　渋谷区代官山町7-9
代官山複合施設3階

富谷子育て支援センター
　　 0120-26-1157
〒151-0064　渋谷区上原1-46-4
富谷小学校内

中幡・笹塚子育て支援センター
　　 0120-25-7044
〒151-0073　渋谷区笹塚3-3-1

広尾子育て支援センター
　　 0120-81-4152
〒151-0012　渋谷区広尾5-8-2

渋谷子育て支援センター
　　 0120-06-1152
〒151-0001　渋谷区神宮前3-18-33

渋谷区障害者就労支援センター
（ハートバレーしぶや）
TEL 03-3462-2513
FAX 03-3462-2820
［月～金　10：00～18：00］
〒150-0041　渋谷区神南1-19-8
勤労福祉会館1階

渋谷区精神障害者
地域生活支援センター
（さわやかるーむ）
TEL 03-3299-0100
FAX 03-3299-0318
［火～土　10：00～18：00］
〒151-0053　渋谷区代々木1-20-8

はぁとぴあ相談ステーション
TEL 03-5412-0053
FAX 03-5412-2358
［月～金　10：00～18：00］
〒150-0001　渋谷区神宮前3-18-37
渋谷区障害者福祉センター1階
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［月～土　9：00～17：45］

ホームヘルパーステーション
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［　土　　9：00～17：00］
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FAX 03-5790-7521
［月～金　9：00～19：00］
［　土　　9：00～18：00］
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きづきあい　みとめあい　ささえあいきづきあい　みとめあい　ささえあい

概要版概要版

共に生きるまち　渋谷共に生きるまち　渋谷

地域福祉活動計画地域福祉活動計画

社会福祉法人　渋谷区社会福祉協議会社会福祉法人　渋谷区社会福祉協議会

（平成25年度～平成29年度）（平成25年度～平成29年度）



１　活動計画が目指すもの

　地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）は、住民や民間団体が行う活動を地域内の様々な社会資源

と結びつけながら、地域の課題解決に取り組む計画です。

渋谷区、町会、商店会、民生児童委員、福祉関係団体や福祉施設、企業等と協働しながら、「共に生きる福祉

のまちづくり」を目指します。

２　活動計画と行政計画

　活動計画を策定し、地域福祉の推進を図るためには、行政との協働のもとに展開することが必要です。活動

計画も「渋谷区基本構想」を踏まえつつ、渋谷区が策定する各種福祉計画との整合性を図ります。

３　計画の期間

　計画期間は、平成25年度から29度までの5か年とします。

　計画の進行管理は「地域福祉活動計画推進・評価委員会」を設置し、各年度の進捗状況などを評価します。

　また、社会情勢の変化などに応じて、必要な見直しを行っていきます。

　誰もが住み慣れた地域で、自立し、共に支えあい、安心して暮らせる地域社会の実現を願っています。それは、

行政や社会福祉協議会などの公的な福祉サービスだけでなく、地域住民の自主的な地域福祉活動を合わせた地域福

祉の推進により実現していくものと考えます。

　　そこで、渋谷区社協は地域福祉活動計画を策定するにあたり、基本理念を設け、この理念を合言葉に、地域福

祉活動を進めていきます。

地域福祉活動計画の意義

活動計画の基本理念
「きづきあい　みとめあい　ささえあい　共に生きるまち　渋谷」

きづきあい
皆（みんな）で、地域で生活課題を抱えた人の存在や地域社会で共通する課題に気づこう。

一人ひとりの≪気づき≫を力あるものとするため、お互いに関係を「築き」あおう!

実施計画体系図

地域福祉活動計画

自分でできることは
自分で取り組む

自助

お互いに助け合う
地域づくり
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仕組みづくり

共助
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制度づくり

公助

社会福祉協議会
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住民主体
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自発的な福祉
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「生活課題」
への対応

（活動）
○身近な相談･見守り･声かけ
○簡易な家事援助
○グループ援助活動

（担い手）
家族･親族等、住民相互
町会、民生児童委員、
ボランティア、
シニアクラブなど

個人

福祉課題に対する
制度サービスによる
専門的な対応

専門家社会福祉
事業者

渋谷区

早期発見

情報の共有

専門サービ
スの橋渡し

地域福祉活動計画

社会福祉
事業者

専門家

住民主体

活動の拠点
自発的な福祉
活動による
「生活課題」
への対応

（活動）
○身近な相談･見守り･声かけ
○簡易な家事援助
○グループ援助活動

（担い手）
家族･親族等、住民相互
町会、民生児童委員、
ボランティア、
シニアクラブなど

自分でできることは
自分で取り組む

自助

お互いに助け合う
地域づくり

互助

共に支え合う
仕組みづくり

共助

公的支援の
制度づくり

公助

個人

福祉課題に対する
制度サービスによる
専門的な対応

専門家社会福祉
事業者

渋谷区

社会福祉協議会

早期発見

情報の共有

専門サービ
スの橋渡し

地域福祉活動計画

社会福祉
事業者

専門家

住民主体

活動の拠点
自発的な福祉
活動による
「生活課題」
への対応

（活動）
○身近な相談･見守り･声かけ
○簡易な家事援助
○グループ援助活動

（担い手）
家族･親族等、住民相互
町会、民生児童委員、
ボランティア、
シニアクラブなど

自分でできることは
自分で取り組む

自助

お互いに助け合う
地域づくり

互助

共に支え合う
仕組みづくり
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公的支援の
制度づくり
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専門家社会福祉
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社会福祉協議会

早期発見

情報の共有

専門サービ
スの橋渡し

　社会福祉の主体は地域に暮らす一人ひとりの区民であり、その区民が暮らす地域社会の中で社会福祉が展開され

ています。

　地域社会にある様々な生活課題を解決するために、渋谷区の福祉施策・制度のもとに公的な福祉サービスが提供

されています。さらに公的な福祉サービスと相まって、区民をはじめとして、地域の中で活動するボランティア、

町会、関係機関・団体、福祉サービス事業者等、地域に関わる多くの担い手がネットワークを形成し、自発的な地

域福祉活動によって生活課題を解決していくことが求められています。

　地域福祉活動計画は、渋谷区社協が中心となり区民と行政の協働による福祉のまちづくりが実現するよう働きか

ける計画であり、自発的な地域福祉活動の活性化を目指す区民が主体となる行動計画でもあります。

�

「きづきあい　みとめあい　ささえあい
 　　　　　　　　　　　共に生きるまち　渋谷」を目指して

協働を進める地域福祉活動

みとめあい 皆で、生活課題を抱えた人それぞれのライフスタイルや考え方を認めあおう!

ささえあい 皆で、様々な課題は誰もが共通するものとして、お互い様の考え方（精神）で支えあおう!

共に生きるまち
渋谷

皆で、気づき、（築き、）認めあい、支えあうことをそれぞれに役割を担い、解決に向け

て行動し、「共に生きるまち　渋谷」の実現を目指そう!

①　相談援助活動の推進

②　広報啓発・情報収集提供の推進

③　小地域福祉活動の推進

④　ボランティア活動の推進

⑤　福祉教育の推進

⑥　個別支援・当事者支援活動の充実

⑦　大規模災害への福祉的対応

⑧　福祉施策・制度への提案

  1  相談援助活動の推進　　　　 ① 相談援助活動の充実

  ② 相談援助体制の構築（重点実施事項）

  ③ 相談援助を担う人材の育成

  2 広報啓発・情報収集　　　　 ① 広報活動の充実

 
提供活動の推進

　　　　　　 ② 新たな広報手段の活用

　　　　　　　　　　　　　　　　 ③ 福祉啓発活動の充実

　　　　　　　　　　　　　　　　 ④ 企業・商店会などとの連携

  3 小地域福祉活動の推進　　　 ① 小地域福祉活動への支援

  ② 小地域福祉活動リーダー及びボランティアの育成

  ③ 小地域福祉活動の基盤強化への支援

  ④ 地域福祉関係団体・機関との連携強化

  ⑤ 小地域福祉活動発展のための環境整備

  ⑥ 小地域福祉活動のあり方の研究（重点実施事項）

  7 大規模災害への ① 災害時要援護者のニーズ把握の充実
 福祉的対応

 ② 災害時の地域支援体制づくりのためのネットワーク

  　 の推進（重点実施事項）

　　  ③ 災害ボランティアに関する啓発と育成

  ④ 災害ボランティアの受入れ体制の支援

  ⑤ 災害時の社協体制の強化

  8 福祉施策・制度への提案 ① 福祉ニーズ把握のための調査活動の充実

  ② 行政等への提案、提言

  4 ボランティア活動の推進 ① 広報・啓発活動の充実

  ② ボランティア育成支援プログラムの充実

  ③ ボランティアグループ・当事者団体等との

  　 協働・支援の充実

  ④ 相談・コーディネートの充実

  ⑤ ボランティアセンターの基盤強化

  5 福祉教育の推進 ① 地域における福祉教育の推進

  ② 福祉教育プログラムの開発

  ③ 福祉教育推進のための地域における人材育成

  6 個別支援・当事者支援 ① 福祉サービス利用援助と成年後見制度の推進

　　
活動の充実

 ② 在宅福祉サービス等支援事業の充実

  ③ 介護保険事業の充実

  ④ 当事者団体の活動･組織化支援

災害時の地域支援体制づくりのためのネットワークの推進（重点実施事項）

　渋谷区社協は、ふれあい・いきいきサロン、やすらぎサービスでの在宅福祉サービス、あんしんサービ

スでの福祉サービス利用援助、居宅介護支援、障害者支援事業等で、多くの地域住民と接しています。こ

れらの地域の皆さんは、災害時要援護者となりうる可能性が高く、地域福祉推進の中核として災害時に備

えた対策を構築することが求められています。

　障害者（児）や高齢者世帯等の要援護者が安心して暮らしていくためには、小地域での支援体制が必要

となります。

　そのため、当事者・団体に対して地域防災に関する情報を提供するとともに、関係機関や団体と地域支

援体制づくりに向け、災害時に要援護者が取り残されることのない地域社会づくりに向けたネットワーク

の構築に努めます。

小地域福祉活動の在り方の研究（重点実施事項）

　渋谷区社協は、住民主体のまちづくり活動として、ふれあい・いきいきサロンなどの小地域福祉活動を

推進しています。こうした地域住民の小地域福祉活動への支援を通し、生活課題を抱えている人との「で

あい・ふれあい」を深め、その人らしく暮らし続けることを「支える」活動につながるよう、区内全域に

波及させ、共に生きる「福祉のまちづくりしぶや」を目指します。

　これからの小地域福祉活動計画を推進していくにあたり、渋谷区

の地域特性の分析、小地域福祉活動の地理的範囲（福祉圏域）の設

定、展開すべき活動や実践者・担い手、小地域福祉活動における

「地区担当制」の検討など、小地域福祉活動に関し、調査研究を行

います。

相談援助体制の構築（重点実施事項）

　住民の多様な生活課題を解決するためには、相談の初期段階での的確なニーズ把握ときめ細やかな情報

提供が必要です。また、相談者の要望と必要に応じ、丁寧に他の窓口や関係機関へつなげるなど、サービ

スの提供や支援できる体制づくりが求められます。

　渋谷区社協が実施している子どもから高齢者、障害者まで

切れ目のない相談援助活動の「強み」を活かし、相談窓口間

や関係機関との連携を強化し、率先して相談者の立場に立っ

た相談援助体制を目指します。

「ふれあい・いきいきサロン活動」



１　活動計画が目指すもの

　地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）は、住民や民間団体が行う活動を地域内の様々な社会資源

と結びつけながら、地域の課題解決に取り組む計画です。

渋谷区、町会、商店会、民生児童委員、福祉関係団体や福祉施設、企業等と協働しながら、「共に生きる福祉

のまちづくり」を目指します。

２　活動計画と行政計画

　活動計画を策定し、地域福祉の推進を図るためには、行政との協働のもとに展開することが必要です。活動

計画も「渋谷区基本構想」を踏まえつつ、渋谷区が策定する各種福祉計画との整合性を図ります。

３　計画の期間

　計画期間は、平成25年度から29度までの5か年とします。

　計画の進行管理は「地域福祉活動計画推進・評価委員会」を設置し、各年度の進捗状況などを評価します。

　また、社会情勢の変化などに応じて、必要な見直しを行っていきます。

　誰もが住み慣れた地域で、自立し、共に支えあい、安心して暮らせる地域社会の実現を願っています。それは、

行政や社会福祉協議会などの公的な福祉サービスだけでなく、地域住民の自主的な地域福祉活動を合わせた地域福

祉の推進により実現していくものと考えます。

　　そこで、渋谷区社協は地域福祉活動計画を策定するにあたり、基本理念を設け、この理念を合言葉に、地域福

祉活動を進めていきます。

地域福祉活動計画の意義

活動計画の基本理念
「きづきあい　みとめあい　ささえあい　共に生きるまち　渋谷」

きづきあい
皆（みんな）で、地域で生活課題を抱えた人の存在や地域社会で共通する課題に気づこう。

一人ひとりの≪気づき≫を力あるものとするため、お互いに関係を「築き」あおう!
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　社会福祉の主体は地域に暮らす一人ひとりの区民であり、その区民が暮らす地域社会の中で社会福祉が展開され

ています。

　地域社会にある様々な生活課題を解決するために、渋谷区の福祉施策・制度のもとに公的な福祉サービスが提供

されています。さらに公的な福祉サービスと相まって、区民をはじめとして、地域の中で活動するボランティア、

町会、関係機関・団体、福祉サービス事業者等、地域に関わる多くの担い手がネットワークを形成し、自発的な地

域福祉活動によって生活課題を解決していくことが求められています。

　地域福祉活動計画は、渋谷区社協が中心となり区民と行政の協働による福祉のまちづくりが実現するよう働きか

ける計画であり、自発的な地域福祉活動の活性化を目指す区民が主体となる行動計画でもあります。
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ささえあい 皆で、様々な課題は誰もが共通するものとして、お互い様の考え方（精神）で支えあおう!
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皆で、気づき、（築き、）認めあい、支えあうことをそれぞれに役割を担い、解決に向け

て行動し、「共に生きるまち　渋谷」の実現を目指そう!
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早期発見

情報の共有

専門サービ
スの橋渡し

　社会福祉の主体は地域に暮らす一人ひとりの区民であり、その区民が暮らす地域社会の中で社会福祉が展開され

ています。

　地域社会にある様々な生活課題を解決するために、渋谷区の福祉施策・制度のもとに公的な福祉サービスが提供

されています。さらに公的な福祉サービスと相まって、区民をはじめとして、地域の中で活動するボランティア、

町会、関係機関・団体、福祉サービス事業者等、地域に関わる多くの担い手がネットワークを形成し、自発的な地

域福祉活動によって生活課題を解決していくことが求められています。

　地域福祉活動計画は、渋谷区社協が中心となり区民と行政の協働による福祉のまちづくりが実現するよう働きか

ける計画であり、自発的な地域福祉活動の活性化を目指す区民が主体となる行動計画でもあります。

�

「きづきあい　みとめあい　ささえあい
 　　　　　　　　　　　共に生きるまち　渋谷」を目指して

協働を進める地域福祉活動

みとめあい 皆で、生活課題を抱えた人それぞれのライフスタイルや考え方を認めあおう!

ささえあい 皆で、様々な課題は誰もが共通するものとして、お互い様の考え方（精神）で支えあおう!

共に生きるまち
渋谷

皆で、気づき、（築き、）認めあい、支えあうことをそれぞれに役割を担い、解決に向け

て行動し、「共に生きるまち　渋谷」の実現を目指そう!

①　相談援助活動の推進

②　広報啓発・情報収集提供の推進

③　小地域福祉活動の推進

④　ボランティア活動の推進

⑤　福祉教育の推進

⑥　個別支援・当事者支援活動の充実

⑦　大規模災害への福祉的対応

⑧　福祉施策・制度への提案

  1  相談援助活動の推進　　　　 ① 相談援助活動の充実

  ② 相談援助体制の構築（重点実施事項）

  ③ 相談援助を担う人材の育成

  2 広報啓発・情報収集　　　　 ① 広報活動の充実

 
提供活動の推進

　　　　　　 ② 新たな広報手段の活用

　　　　　　　　　　　　　　　　 ③ 福祉啓発活動の充実

　　　　　　　　　　　　　　　　 ④ 企業・商店会などとの連携

  3 小地域福祉活動の推進　　　 ① 小地域福祉活動への支援

  ② 小地域福祉活動リーダー及びボランティアの育成

  ③ 小地域福祉活動の基盤強化への支援

  ④ 地域福祉関係団体・機関との連携強化

  ⑤ 小地域福祉活動発展のための環境整備

  ⑥ 小地域福祉活動のあり方の研究（重点実施事項）

  7 大規模災害への ① 災害時要援護者のニーズ把握の充実
 福祉的対応

 ② 災害時の地域支援体制づくりのためのネットワーク

  　 の推進（重点実施事項）

　　  ③ 災害ボランティアに関する啓発と育成

  ④ 災害ボランティアの受入れ体制の支援

  ⑤ 災害時の社協体制の強化

  8 福祉施策・制度への提案 ① 福祉ニーズ把握のための調査活動の充実

  ② 行政等への提案、提言

  4 ボランティア活動の推進 ① 広報・啓発活動の充実

  ② ボランティア育成支援プログラムの充実

  ③ ボランティアグループ・当事者団体等との

  　 協働・支援の充実

  ④ 相談・コーディネートの充実

  ⑤ ボランティアセンターの基盤強化

  5 福祉教育の推進 ① 地域における福祉教育の推進

  ② 福祉教育プログラムの開発

  ③ 福祉教育推進のための地域における人材育成

  6 個別支援・当事者支援 ① 福祉サービス利用援助と成年後見制度の推進

　　
活動の充実

 ② 在宅福祉サービス等支援事業の充実

  ③ 介護保険事業の充実

  ④ 当事者団体の活動･組織化支援

災害時の地域支援体制づくりのためのネットワークの推進（重点実施事項）

　渋谷区社協は、ふれあい・いきいきサロン、やすらぎサービスでの在宅福祉サービス、あんしんサービ

スでの福祉サービス利用援助、居宅介護支援、障害者支援事業等で、多くの地域住民と接しています。こ

れらの地域の皆さんは、災害時要援護者となりうる可能性が高く、地域福祉推進の中核として災害時に備

えた対策を構築することが求められています。

　障害者（児）や高齢者世帯等の要援護者が安心して暮らしていくためには、小地域での支援体制が必要

となります。

　そのため、当事者・団体に対して地域防災に関する情報を提供するとともに、関係機関や団体と地域支

援体制づくりに向け、災害時に要援護者が取り残されることのない地域社会づくりに向けたネットワーク

の構築に努めます。

小地域福祉活動の在り方の研究（重点実施事項）

　渋谷区社協は、住民主体のまちづくり活動として、ふれあい・いきいきサロンなどの小地域福祉活動を

推進しています。こうした地域住民の小地域福祉活動への支援を通し、生活課題を抱えている人との「で

あい・ふれあい」を深め、その人らしく暮らし続けることを「支える」活動につながるよう、区内全域に

波及させ、共に生きる「福祉のまちづくりしぶや」を目指します。

　これからの小地域福祉活動計画を推進していくにあたり、渋谷区

の地域特性の分析、小地域福祉活動の地理的範囲（福祉圏域）の設

定、展開すべき活動や実践者・担い手、小地域福祉活動における

「地区担当制」の検討など、小地域福祉活動に関し、調査研究を行

います。

相談援助体制の構築（重点実施事項）

　住民の多様な生活課題を解決するためには、相談の初期段階での的確なニーズ把握ときめ細やかな情報

提供が必要です。また、相談者の要望と必要に応じ、丁寧に他の窓口や関係機関へつなげるなど、サービ

スの提供や支援できる体制づくりが求められます。

　渋谷区社協が実施している子どもから高齢者、障害者まで

切れ目のない相談援助活動の「強み」を活かし、相談窓口間

や関係機関との連携を強化し、率先して相談者の立場に立っ

た相談援助体制を目指します。

「ふれあい・いきいきサロン活動」



１　活動計画が目指すもの

　地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）は、住民や民間団体が行う活動を地域内の様々な社会資源

と結びつけながら、地域の課題解決に取り組む計画です。

渋谷区、町会、商店会、民生児童委員、福祉関係団体や福祉施設、企業等と協働しながら、「共に生きる福祉

のまちづくり」を目指します。

２　活動計画と行政計画

　活動計画を策定し、地域福祉の推進を図るためには、行政との協働のもとに展開することが必要です。活動

計画も「渋谷区基本構想」を踏まえつつ、渋谷区が策定する各種福祉計画との整合性を図ります。

３　計画の期間

　計画期間は、平成25年度から29度までの5か年とします。

　計画の進行管理は「地域福祉活動計画推進・評価委員会」を設置し、各年度の進捗状況などを評価します。

　また、社会情勢の変化などに応じて、必要な見直しを行っていきます。

　誰もが住み慣れた地域で、自立し、共に支えあい、安心して暮らせる地域社会の実現を願っています。それは、

行政や社会福祉協議会などの公的な福祉サービスだけでなく、地域住民の自主的な地域福祉活動を合わせた地域福

祉の推進により実現していくものと考えます。

　　そこで、渋谷区社協は地域福祉活動計画を策定するにあたり、基本理念を設け、この理念を合言葉に、地域福

祉活動を進めていきます。

地域福祉活動計画の意義

活動計画の基本理念
「きづきあい　みとめあい　ささえあい　共に生きるまち　渋谷」

きづきあい
皆（みんな）で、地域で生活課題を抱えた人の存在や地域社会で共通する課題に気づこう。

一人ひとりの≪気づき≫を力あるものとするため、お互いに関係を「築き」あおう!

実施計画体系図
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スの橋渡し

　社会福祉の主体は地域に暮らす一人ひとりの区民であり、その区民が暮らす地域社会の中で社会福祉が展開され

ています。

　地域社会にある様々な生活課題を解決するために、渋谷区の福祉施策・制度のもとに公的な福祉サービスが提供

されています。さらに公的な福祉サービスと相まって、区民をはじめとして、地域の中で活動するボランティア、

町会、関係機関・団体、福祉サービス事業者等、地域に関わる多くの担い手がネットワークを形成し、自発的な地

域福祉活動によって生活課題を解決していくことが求められています。

　地域福祉活動計画は、渋谷区社協が中心となり区民と行政の協働による福祉のまちづくりが実現するよう働きか

ける計画であり、自発的な地域福祉活動の活性化を目指す区民が主体となる行動計画でもあります。
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「きづきあい　みとめあい　ささえあい
 　　　　　　　　　　　共に生きるまち　渋谷」を目指して

協働を進める地域福祉活動

みとめあい 皆で、生活課題を抱えた人それぞれのライフスタイルや考え方を認めあおう!

ささえあい 皆で、様々な課題は誰もが共通するものとして、お互い様の考え方（精神）で支えあおう!
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皆で、気づき、（築き、）認めあい、支えあうことをそれぞれに役割を担い、解決に向け

て行動し、「共に生きるまち　渋谷」の実現を目指そう!

①　相談援助活動の推進

②　広報啓発・情報収集提供の推進

③　小地域福祉活動の推進

④　ボランティア活動の推進

⑤　福祉教育の推進

⑥　個別支援・当事者支援活動の充実

⑦　大規模災害への福祉的対応

⑧　福祉施策・制度への提案

  1  相談援助活動の推進　　　　 ① 相談援助活動の充実

  ② 相談援助体制の構築（重点実施事項）

  ③ 相談援助を担う人材の育成

  2 広報啓発・情報収集　　　　 ① 広報活動の充実

 
提供活動の推進

　　　　　　 ② 新たな広報手段の活用

　　　　　　　　　　　　　　　　 ③ 福祉啓発活動の充実

　　　　　　　　　　　　　　　　 ④ 企業・商店会などとの連携

  3 小地域福祉活動の推進　　　 ① 小地域福祉活動への支援

  ② 小地域福祉活動リーダー及びボランティアの育成

  ③ 小地域福祉活動の基盤強化への支援

  ④ 地域福祉関係団体・機関との連携強化

  ⑤ 小地域福祉活動発展のための環境整備

  ⑥ 小地域福祉活動のあり方の研究（重点実施事項）

  7 大規模災害への ① 災害時要援護者のニーズ把握の充実
 福祉的対応

 ② 災害時の地域支援体制づくりのためのネットワーク

  　 の推進（重点実施事項）

　　  ③ 災害ボランティアに関する啓発と育成

  ④ 災害ボランティアの受入れ体制の支援

  ⑤ 災害時の社協体制の強化

  8 福祉施策・制度への提案 ① 福祉ニーズ把握のための調査活動の充実

  ② 行政等への提案、提言

  4 ボランティア活動の推進 ① 広報・啓発活動の充実

  ② ボランティア育成支援プログラムの充実

  ③ ボランティアグループ・当事者団体等との

  　 協働・支援の充実

  ④ 相談・コーディネートの充実

  ⑤ ボランティアセンターの基盤強化

  5 福祉教育の推進 ① 地域における福祉教育の推進

  ② 福祉教育プログラムの開発

  ③ 福祉教育推進のための地域における人材育成

  6 個別支援・当事者支援 ① 福祉サービス利用援助と成年後見制度の推進

　　
活動の充実

 ② 在宅福祉サービス等支援事業の充実

  ③ 介護保険事業の充実

  ④ 当事者団体の活動･組織化支援

災害時の地域支援体制づくりのためのネットワークの推進（重点実施事項）

　渋谷区社協は、ふれあい・いきいきサロン、やすらぎサービスでの在宅福祉サービス、あんしんサービ

スでの福祉サービス利用援助、居宅介護支援、障害者支援事業等で、多くの地域住民と接しています。こ

れらの地域の皆さんは、災害時要援護者となりうる可能性が高く、地域福祉推進の中核として災害時に備

えた対策を構築することが求められています。

　障害者（児）や高齢者世帯等の要援護者が安心して暮らしていくためには、小地域での支援体制が必要

となります。

　そのため、当事者・団体に対して地域防災に関する情報を提供するとともに、関係機関や団体と地域支

援体制づくりに向け、災害時に要援護者が取り残されることのない地域社会づくりに向けたネットワーク

の構築に努めます。

小地域福祉活動の在り方の研究（重点実施事項）

　渋谷区社協は、住民主体のまちづくり活動として、ふれあい・いきいきサロンなどの小地域福祉活動を

推進しています。こうした地域住民の小地域福祉活動への支援を通し、生活課題を抱えている人との「で

あい・ふれあい」を深め、その人らしく暮らし続けることを「支える」活動につながるよう、区内全域に

波及させ、共に生きる「福祉のまちづくりしぶや」を目指します。

　これからの小地域福祉活動計画を推進していくにあたり、渋谷区

の地域特性の分析、小地域福祉活動の地理的範囲（福祉圏域）の設

定、展開すべき活動や実践者・担い手、小地域福祉活動における

「地区担当制」の検討など、小地域福祉活動に関し、調査研究を行

います。

相談援助体制の構築（重点実施事項）

　住民の多様な生活課題を解決するためには、相談の初期段階での的確なニーズ把握ときめ細やかな情報

提供が必要です。また、相談者の要望と必要に応じ、丁寧に他の窓口や関係機関へつなげるなど、サービ

スの提供や支援できる体制づくりが求められます。

　渋谷区社協が実施している子どもから高齢者、障害者まで

切れ目のない相談援助活動の「強み」を活かし、相談窓口間

や関係機関との連携を強化し、率先して相談者の立場に立っ

た相談援助体制を目指します。

「ふれあい・いきいきサロン活動」



 1  活動計画が目指すもの

　地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）は、住民や民間団体が行う活動を地域内の様々な社会資源

と結びつけながら、地域の課題解決に取り組む計画です。

　渋谷区、町会、商店会、民生児童委員、福祉関係団体や福祉施設、企業等と協働しながら、「共に生きる福

祉のまちづくり」を目指します。

 2  活動計画と行政計画

　活動計画を策定し、地域福祉の推進を図るためには、行政との協働のもとに展開することが必要です。

　活動計画も「渋谷区基本構想」を踏まえつつ、渋谷区が策定する各種福祉計画との整合性を図ります。

 3  計画の期間

　計画期間は、平成25年度から29年度までの5か年とします。

　計画の進行管理は「地域福祉活動計画推進・評価委員会」を設置し、各年度の進捗状況などを評価します。

　また、社会情勢の変化などに応じて、必要な見直しを行っていきます。

　誰もが住み慣れた地域で、自立し、共に支えあい、安心して暮らせる地域社会の実現を願っています。

　それは、行政や社会福祉協議会などの公的な福祉サービスだけでなく、地域住民の自主的な地域福祉活動を合わ

せた地域福祉の推進により実現していくものと考えます。

　そこで、渋谷区社協は地域福祉活動計画を策定するにあたり、基本理念を設け、この理念を合言葉に、地域福祉

活動を進めていきます。

地域福祉活動計画の基本方針
　地域福祉活動計画の基本理念を実現するため、区民、福祉に携わる事業者、福祉関係団

体等が、活動計画に掲げられたそれぞれの事業・活動を展開する際に、大切にする働き（行

動）を整理し、５つの基本方針を定めました。

　　

（１）気づき考える

地域に存在する個別の生活課題や福祉ニーズをもれなく見逃さず、また、福祉サ

ービスを必要として利用している人々の意向・要望に気づき、（どうしたら良いかを）

考える働きを大切にします。

（２）学び育ちあう

より多くの区民が福祉問題に気づき、関心と理解を高められ、ともに学び育ちあ

う地域社会（コミュ二ティ）を形成する働きを大切にします。

（３）知らせ広める

さまざまな福祉制度の周知や利用促進、公私の社会資源の活用、地域福祉活動の

現状等をきめ細かく丁寧に知らせ（報せ）広める働きを大切にします。

（４）つながり支えあう

福祉を必要としている人々の求めと必要に応じ、区民や事業者等が連携・協働し、

地域での自立生活をつながり支えあう働きを大切にします。

（５）活動を見直す

これまでの地域福祉活動の成果や課題を明らかにし、活動を見直し、たえず生き

活きとした地域福祉活動を推進する働きを大切にします。

≪基本理念≫　　　　　　　≪基本方針≫　　　　　　≪実施計画≫

１　気づき考える　　　①　相談援助活動の推進

　　　　　　２　学び育ちあう　　　②　広報啓発・情報収集提供の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　知らせ広める　　　③　小地域福祉活動の推進

　　４　つながり支えあう　④　ボランティア活動の推進

　　　　　　　　　　　　５　活動を見直す　　　⑤　福祉教育の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥　個別支援・当事者支援活動の充実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦　大規模災害への福祉的対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧　福祉施策・制度への提案

地域福祉活動計画の意義

活動計画の基本理念
「きづきあい　みとめあい　ささえあい　共に生きるまち　渋谷」

　≪きづきあい≫

　皆（みんな）で、地域で生活課題を抱えた人の存在や地域社会で共通す

る課題に気づこう。

　一人ひとりの≪気づき≫を力あるものとするため、お互いに関係を「築

き」あおう!

　≪みとめあい≫

　皆で、生活課題を抱えた人それぞれのライフスタイルや考え方を認めあ

おう!

　≪ささえあい≫

　皆で、様々な課題は誰もが共通するものとして、お互い様の考え方（精

神）で支えあおう!

　≪共に生きるまち　渋谷≫

　皆で、気づき、（築き、）認めあい、支えあうことをそれぞれに役割を

担い、解決に向けて行動し、「共に生きるまち　渋谷」の実現を目指そう!
きづきあい

皆（みんな）で、地域で生活課題を抱えた人の存在や地域社会で共通する課題に気づこう。

一人ひとりの≪気づき≫を力あるものとするため、お互いに関係を≪築き≫あおう。

　地域福祉活動計画の基本理念を実現するため、区民、福祉に携わる事業者、福祉関係団体等が、活動計画に掲げ

られたそれぞれの事業・活動を展開する際に、大切にする働き（行動）を整理し、５つの基本方針を定めました。

　　

 1  気づき考える

　地域に存在する個別の生活課題や福祉ニーズをもれなく見逃さず、また、福祉サービスを必要として利用し

ている人々の意向・要望に気づき、（どうしたら良いかを）考える働きを大切にします。

 2  学び育ちあう

　より多くの区民が福祉問題に気づき、関心と理解を高められ、ともに学び育ちあう地域社会（コミュ二

ティ）を形成する働きを大切にします。

 3  知らせ広める

　さまざまな福祉制度の周知や利用促進、公私の社会資源の活用、地域福祉活動の現状等をきめ細かく丁寧に

知らせ（報せ）広める働きを大切にします。

 4  つながり支えあう

　福祉を必要としている人々の求めと必要に応じ、区民や事業者等が連携・協働し、地域での自立生活をつな

がり支えあう働きを大切にします。

 5  活動を見直す

　これまでの地域福祉活動の成果や課題を明らかにし、活動を見直し、たえず生き活きとした地域福祉活動を

推進する働きを大切にします。

地域福祉活動計画の基本方針 しぶや社協マップ

問い合わせ先一覧

地域福祉活動計画

社会福祉
事業者

専門家

住民主体

活動の拠点
自発的な福祉
活動による
「生活課題」
への対応

（活動）
○身近な相談･見守り･声かけ
○簡易な家事援助
○グループ援助活動

（担い手）
家族･親族等、住民相互
町会、民生児童委員、
ボランティア、
シニアクラブなど

自分でできることは
自分で取り組む

自助

お互いに助け合う
地域づくり

互助

共に支え合う
仕組みづくり

共助

公的支援の
制度づくり

公助

個人

福祉課第に対する
制度サービスによる
専門的な対応

専門家社会福祉
事業者

渋谷区

社会福祉協議会

早期発見

情報の共有

専門サービ
スの橋渡し

　社会福祉の主体は地域に暮らす一人ひとりの区民であり、その区民が暮らす地域社会の中で社会福祉が展開され

ています。

　地域社会にある様々な生活課題を解決するために、渋谷区の福祉施策・制度のもとに公的な福祉サービスが提供

されています。さらに公的な福祉サービスと相まって、区民をはじめとして、地域の中で活動するボランティア、

町会、関係機関・団体、福祉サービス事業者等、地域に関わる多くの担い手がネットワークを形成し、自発的な地

域福祉活動によって生活課題を解決していくことが求められています。

　地域福祉活動計画は、渋谷区社協が中心となり区民と行政の協働による福祉のまちづくりが実現するよう働きか

ける計画であり、自発的な地域福祉活動の活性化を目指す区民が主体となる行動計画でもあります。

�

「きづきあい　みとめあい　ささえあい　共に生きるまち　渋谷」
を目指して

協働を進める地域福祉活動

地域福祉活動計画体系図

基本理念

みとめあい 皆で、生活課題を抱えた人それぞれのライフスタイルや考え方を認めあおう。

ささえあい 皆で、様々な課題は誰もが共通するものとして、お互い様の考え方（精神）で支えあおう。

共に生きるまち
渋谷

皆で、気づき、（築き、）認めあい、支えあうことをそれぞれに役割を担い、解決に

向けて行動し、「共に生きるまち　渋谷」の実現を目指そう。

きづきあい

みとめあい

ささえあい

共に生きるまち渋谷

基本方針

〇  気づき考える

〇  学び育ちあう

〇  知らせ広める

〇  つながり支えあう

〇  活動を見直す

実施計画

1　相談援助活動の推進

2　広報啓発・情報収集提供の推進

3　小地域福祉活動の推進

4　ボランティア活動の推進

5　福祉教育の推進

6　個別支援・当事者支援活動の充実

7　大規模災害への福祉的対応

8　福祉施策・制度への提案

①　相談援助活動の推進

②　広報啓発・情報収集提供の推進

③　小地域福祉活動の推進

④　ボランティア活動の推進

⑤　福祉教育の推進

⑥　個別支援・当事者支援活動の充実

⑦　大規模災害への福祉的対応

⑧　福祉施策・制度への提案
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富谷小学校

鳩森子育て支援センター

広尾子育て支援センター

渋谷子育て支援センター

はぁとぴあ相談ステーション

富谷小学校中幡・笹塚子育て支援センター

総務課
TEL 03-5457-2757
FAX 03-3476-4904

地域福祉課
【地域福祉係・支援サービス係】
TEL 03-5457-2200
FAX 03-3476-4904

渋谷区ファミリー・サポート・センター
TEL 03-5457-0221
FAX 03-3476-4904

渋谷区成年後見支援センター
TEL 03-5457-0099
FAX 03-3477-2525
［月～金　9：00～17：00］
〒150-0042　渋谷区宇田川町5-2

渋谷区子育て支援センター
［月～土　9：00～16：30］

本町子育て支援センター
　　 0120-03-1152
〒151-0071　渋谷区本町4-9-7
本町区民施設1階

鳩森子育て支援センター
　　 0120-05-1152
〒151-0051　渋谷区千駄ヶ谷5-9-1
鳩森小学校内

代官山子育て支援センター
　　 0120-87-1152
〒150-0034　渋谷区代官山町7-9
代官山複合施設3階

富谷子育て支援センター
　　 0120-26-1157
〒151-0064　渋谷区上原1-46-4
富谷小学校内

中幡・笹塚子育て支援センター
　　 0120-25-7044
〒151-0073　渋谷区笹塚3-3-1

広尾子育て支援センター
　　 0120-81-4152
〒151-0012　渋谷区広尾5-8-2

渋谷子育て支援センター
　　 0120-06-1152
〒151-0001　渋谷区神宮前3-18-33

渋谷区障害者就労支援センター
（ハートバレーしぶや）
TEL 03-3462-2513
FAX 03-3462-2820
［月～金　10：00～18：00］
〒150-0041　渋谷区神南1-19-8
勤労福祉会館1階

渋谷区精神障害者
地域生活支援センター
（さわやかるーむ）
TEL 03-3299-0100
FAX 03-3299-0318
［火～土　10：00～18：00］
〒151-0053　渋谷区代々木1-20-8

はぁとぴあ相談ステーション
TEL 03-5412-0053
FAX 03-5412-2358
［月～金　10：00～18：00］
〒150-0001　渋谷区神宮前3-18-37
渋谷区障害者福祉センター1階

渋谷区総合ケアコミュニティ・
せせらぎ

管理係
TEL 03-5790-0900
FAX 03-5790-0884
［月～土　9：00～17：00］

せせらぎ地域包括支援センター
TEL 03-5790-0881
FAX 03-5790-0884
［月～土　9：00～19：00］

せせらぎ居宅介護支援ステーション
TEL 03-5790-0882
FAX 03-5790-0884
［月～土　9：00～17：45］

ホームヘルパーステーション
TEL 03-5790-0885
FAX 03-5790-0886
［月～金　9：00～19：00］
［　土　　9：00～17：00］

しぶやボランティアセンター
TEL 03-5790-0505
FAX 03-5790-7521
［月～金　9：00～19：00］
［　土　　9：00～18：00］
〒151-0066　渋谷区西原1-40-10

きづきあい　みとめあい　ささえあいきづきあい　みとめあい　ささえあい

概要版概要版

共に生きるまち　渋谷共に生きるまち　渋谷

地域福祉活動計画地域福祉活動計画

社会福祉法人　渋谷区社会福祉協議会社会福祉法人　渋谷区社会福祉協議会

（平成25年度～平成29年度）（平成25年度～平成29年度）


