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第１章 福祉教育推進計画の概要 

 

第１節 福祉教育推進計画策定の背景 
宗像市社会福祉協議会〔※1〕（以下「社協」という。）は、平成 8 年に策定した

「第 1 次地域福祉活動計画〔※2〕の中で、「福祉教育の推進」を基本方針の一つに

位置づけ、次代を担う子どもを中心とした福祉教育を開始しました。 

平成 18 年 3 月にノーマライゼーション（共生社会）の具現化を目的とした「共

生のための福祉教育」を「第 2 次地域福祉活動計画」の中で本会活動の基本方針に

定め「第 1 次福祉教育推進計画」を策定しました。 

平成 24 年 3 月には、大人から子どもまでを福祉教育の対象とする「生涯学習〔※

3〕としての福祉教育」を「第 3 次地域福祉活動計画」の中で本会活動の基本方針

に定め「第 2 次福祉教育推進計画」（以下、「第 2 次推進計画」という。）を策定し

ました。 

今回の「第 3 次福祉教育推進計画」（以下、「第 3 次推進計画」という。）の策定

については、平成 27 年 5 月に策定した「第 4 次地域福祉活動計画」（以下、「第 4

次活動計画」という。）の中で、「社会的包摂〔※4〕にむけた生涯学習としての福

祉教育の推進」を基本方針に定め、次代を担う子どもとともに今の社会を支えてい

る大人を中心とした福祉教育を強力に推進することが記されています。 

 これは、世界に類のない少子高齢化社会、人口減少社会がわが国で進展し、宗像

市においても様々な地域課題が表面化・顕在化・深刻化する今日、ノーマライゼー

ション（共生社会）〔※5〕やソーシャルインクルージョン（社会的包摂）〔※4 と

同じ〕による「人々が『支え合う』地域社会（地域福祉）」の創造は、今を生きる

大人の責任（役割）であると考えられるため、大人への福祉教育を計画的に推進す

る必要があると結論づけたためです。 

このような背景を踏まえ、新たな時代に適した「福祉教育」について、「福祉教

育のあり方」を整理するとともに、学校や地域、子どもから大人まで活用できるハ

ンドブックとして「第 3 次推進計画」を策定しました。 

 

第２節 福祉教育の定義 
1982（昭和 57）年、全国社会福祉協議会に設置された「福祉教育研究会（大橋

謙策委員長）」において、初めて福祉教育の定義がなされました。 

そこには「憲法第 13 条、25 条等で規定された基本的人権を前提にして成り立

つ平和と民主主義社会をつくりあげるために、歴史的にも、社会的にも疎外され

てきた社会福祉問題を素材として学習することであり、それらとの切り結びをと

おして社会福祉制度・活動への関心と理解を進め、自らの人間形成を図りつつ、

社会福祉サービスを受給している人々を社会から、地域から疎外することなく共

に手をたずさえて豊かに生きていく力、社会福祉問題を解決する実践力を身につ

けることを目的に行われる意図的な活動である」と規定されています。 

この福祉教育の定義は、今日においても基本的には変わっていません。わかり
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やすく言えば、「福祉教育とは、誰もが、いつでも、自分たちの暮らす地域で、『と

もに生きる力』を身につけるために、地域の福祉課題を共有し、地域の人々が協

働して主体的に行う『福祉共育』活動」と言いかえることができます。 

『ともに生きる力』とは、ノーマライゼーション（共生社会）やソーシャルイ

ンクルージョン（社会的包摂）の理念に基づいた「ともに生きる社会」を実現す

るための地域住民の実践力であり、その実践力は福祉教育で学び、得ることがで

きる力であると考えます。また、『ともに生きる力』は、地域の特定の誰かが身に

付けるというものではなく、子どもから大人まで、福祉問題をかかえる当事者ま

で含めた地域のみんなに必要とされる力です。その意味では、福祉教育は『福祉

共育（地域住民も福祉問題をかかえる当事者もお互いに学びあい教えあう関係）』

という側面ももっています。 

 

第３節 福祉教育推進計画とは 
この計画は、本会が策定した地域福祉活動計画の中の福祉教育分野に関する具体

的な活動推進計画です。 

基本的には、本会が行う福祉教育分野に関する事業は、全てこの計画に基づいて

推進されていますが、本会が行うその他の地域福祉の推進に関する事業についても、

実施のプロセス（過程・経過）において福祉教育が関係することが多いため、福祉教

育の観点からこの計画の中で新たな事業の意義づけ（位置づけ）がなされている事業

もあります。 

またこの計画は、定期的な見直しと改善が必要なため、計画年度は５ヵ年度となっ

ています。 

 

第４節 第３次推進計画の位置づけ 

「第 3 次推進計画」は、「第 4 次活動計画」の基本計画のひとつである「３社会

的包摂にむけた生涯学習としての福祉教育の推進」を具体的に進める計画として

位置づけられています 

■第４次活動計画の６つの基本方針 
１ 住民主体・住民参画による社会福祉協議会活動の推進 

２ 住民自治活動としての地域福祉の推進 

３ 社会的包摂にむけた生涯学習としての福祉教育の推進 

４ 行政および地域福祉団体などの協働者としての社会福祉協議会の確立 

５ 利用者本位の福祉サービス供給体制の強化 

６ 法人経営体制の強化 

「３社会的包摂にむけた生涯学習としての福祉教育の推進」について、第４次活動

計画には以下のように記されています。 

○本会は、第３次計画において「生涯学習としての福祉教育」を５年間推進して

きましたが、地域住民への福祉意識の変化に関する働きかけが、まだ十分に展

開できていないと認識しています。地域社会には、ひきこもりやゴミ屋敷、高

齢者や障がいのある人などへの虐待、自死や孤立死などの様々な社会的課題が

山積になっています。今日的な貧困は、経済的困窮の側面だけではなく、「社会

的排除」や「社会的孤立」といった社会関係の困窮が注視されています。今後



 

-5- 

は、社会的包摂や生活困窮者支援も視野に入れ、今日的・社会的課題の解決に

むけた新たな福祉教育のあリ方について検討しなくてはなりません。 

第１項 福祉教育推進計画に基づいた福祉教育の推進 

第２項 次代を担う子どもたちへの福祉教育の推進 

第３項 福祉教育とボランティア活動の連携強化 

第４項 社会的包摂にむけた子どもから大人までの福祉教育の推進 

 

第５節 第３次推進計画の期間 
第３次推進計画は、平成２９年度から５ヵ年計画とします。 

また、計画策定後に制度の改正などにより見直しの必要性が生じた場合には、

必要に応じて見直しを行います。 
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第２章 基本構想 

 

第１節 基本理念 
第４次活動計画にて、本会が第１次活動計画から第３次活動計画まで継承してき

ためざすべき地域社会像「福祉の里」が改正されたため、第３次推進計画では第４

次活動計画で新たに定められためざすべき地域社会像「福祉の里
．．．．

ともにいきるまち

宗像」を根幹とした新たな基本理念を次のように定めます。 

 

基本理念 

みんなの『ともに生きる力』で『ともにいきるまち宗像』づくり 
 

第４次活動計画の中で掲げている「福祉の里
．．．．

ともにいきるまち宗像」の地域社会

像（イメージ）を第４次活動計画では、以下のように説明しています。 

 

■福祉の里
．．．．

ともにいきるまち宗像 

□地域で隣近所の生活者の顔が見え、ふだんのくらしのしあわせが感じられる地域 

□子どもから高齢者まで、それぞれのライフステージに応じた地域福祉を共に学び

合い、実践し、地域福祉に関する社会サービス〔※6〕を豊かにし、誰もが共に

生きがいを共有できる地域 

□地域の福祉・介護・健康・防災等の問題を、特定の個人や家庭の問題にしないで、

みんなの問題として解決方法を考え、地域住民としてできる助け合いが日常的に

行われている地域 
 

第２節 基本方針 
前節の福祉教育の定義と基本理念により、第 3 次推進計画の基本方針を次のよう

に定めます。 

 

１ ともに生きる力をはぐくもう 
子どもへの福祉教育という「狭義」の福祉教育から、子どもから大人まで

のソーシャルインクルージョン（社会的包摂）にむけた生涯学習としての

「広義」の福祉教育を推進するとともに、古典的（貧困的）福祉観〔※7〕

を助長・再生産しないノーマライゼーション（共生社会）やソーシャルイ

ンクルージョン（社会的包摂）、ＩＣＦ〔※8〕、市民との協同実践〔※9〕

を前提とした「ともにいきる心」を育む福祉教育を推進します。 

 

２ ともに生きるしくみをつくろう 
福祉教育の計画的・効率的・効果的実践と推進財源の確保、市民参画によ

る福祉教育を推進します。 
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３ ともに生きるための福祉情報環境をつくろう 
地域福祉の推進を目的とした住民などへの福祉情報の質と伝達の充実、

ならびに福祉情報の広報広聴環境の整備と充実を図ります。 

 

４ ともに生きる力を実践しよう 
福祉教育の実践活動の場としての福祉会活動やボランティア活動、福祉

団体活動、地域福祉推進事業所活動などと福祉教育との連携を強化しま

す。 
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第３章 基本計画 

 

第１節 ともに生きる力をはぐくもう 
 

子どもから大人までのあらゆる世代が、学校や家庭、地域、事業所などのい

ろいろな場面で福祉教育に関わりを持つことができるソーシャルインクルージ

ョン（社会的包摂）に向けた生涯学習としての福祉教育を推進します。また、

新たな福祉課題〔※10〕へ対応するため、新たな団体・機関などと連携し、ノ

ーマライゼーション（共生社会）やソーシャルインクルージョン（社会的包摂）

を前提としたともに生きる力をはぐくむ福祉教育を推進します。 

 

第１項 ライフステージに応じた福祉教育の推進 
■今日的課題 □ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）にむけた生涯学

習としての福祉教育を推進するためには、ライフステージに
応じた福祉教育実践プログラムの充実を図る必要がありま
す。 

□世界に類のない少子高齢化社会、人口減少社会がわが国で進
展し、宗像市においても様々な地域課題が表面化・顕在化・
深刻化する今日、ノーマライゼーション（共生社会）やソー
シャルインクルージョン（社会的包摂）による「人々が『支
え合う』地域社会（地域福祉）」の創造は、今を生きる大人の
責任（役割）でもあるため、地域住民（大人）が福祉問題を
解決する実践力を身につけるソーシャルインクルージョン
（社会的包摂）にむけた生涯学習としての福祉教育を推進し

ていく必要があります。 
□福祉教育実践プログラムの開発と普及については、福祉教育

の本来的役割と障害者差別解消法〔※11〕などにより、障が

い者やその家族・支援者などとの協同実践にて行う必要があ
ります。 

□福祉教育実践プログラムの実践についても、福祉教育実践プ
ログラムの開発と普及と同様に、福祉教育の本来的役割と障
害者差別解消法などにより、協同実践にて行う必要があるた
め、福祉教育に関わる人財（材）の発見と連携、必要に応じ
た養成が必要です。 

□福祉教育には、地域の新たな福祉課題や現在進行形の福祉課
題に向き合うことが求められるので、様々な福祉課題に対応

するための人財（材）の発見と連携、必要に応じた養成がで
きる福祉教育実践プログラムの開発と普及、検証が必要です。 

□福祉教育実践プログラムは、５年に一度見直しするものでは
なく、適宜検証と改善、新規プログラムの開発を行う必要が
あるため、本計画書と切り離し、単年度事業として位置付け
る必要があります。 

具体的な 

取り組み 

①福祉教育実践プログラムの開発と普及 

②福祉教育実践プログラムの点検と必要に応じた改善 
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第２項 大人への今日的『福祉の心』をはぐくむ福祉教育の 

推進 
■今日的課題 □「今日的『福祉の心』」とは、命の尊厳とノーマライゼーショ

ン（共生社会）やソーシャルインクルージョン（社会的包摂）

の理念に基づいて、個性の違いを認め、お互いが対等な関係

の中で、お互いが支え合うために共感し合える心を意味して

おり、この心を広めていく必要があります。 

□本会や行政、社会福祉事業者の職員だけでは、今後増え続け

る地域社会（住民）の福祉的個別課題や問題の解決に直接的・

継続的に携わることは不可能です。住民・団体・機関・事業

所などの中から、地域福祉の推進に理解のある支援者や団体

などと連携・協力して地域社会（住民）の福祉的個別課題・

問題に対処していく必要があります。 

□お互いが支え合う関係を築くためには、「支える人」と「支え

られる人」が必要です。しかし、「支えられる人（立場）」に

なることを快く思う人は少ないのが現状です。「支援」だけで

はなく「受援」についても考慮し、困った時にはいつでも気

軽に「助けて」「手伝って」と言えるような人間関係づくりを

地域で推進する必要があります。 

□現状では、福祉教育は主に学校で（子どもたちへ）行われて

おり、地域（大人へ）の福祉教育は少ないのが現状です。ノ

ーマライゼーション（共生社会）やソーシャルインクルージ

ョン（社会的包摂）による社会の創造は、今を生きる大人の

責任（役割）であると考えるため、子どもへの福祉教育とい

う「狭義」の福祉教育から、子どもから大人までの生涯学習

としての「広義」の福祉教育へ、本格的な転換を図る必要が

あります。 

□事業所も同じ地域の一員として、社会（地域）貢献や社会と

住民ニーズへの適切な対処などの観点から、職員研修に福祉

教育の積極的な導入を働きかける必要があります。 

□社会福祉協議会に関する専門職を養成する福祉教育として、

相談援助実習生などの受け入れを必要に応じて行う必要があ

ります。 

具体的な 

取り組み 

①新たな小地域ネットワーク活動〔※12〕の推進 

②地区別地域福祉活動計画〔※13〕の策定 

③市民公募による本会評議員や専門（計画策定）委員の委嘱 

④地域福祉推進事業所〔※14〕の拡大 

⑤住民福祉講座の充実 

⑥認知症サポーター養成講座〔※15〕などの充実 

⑦福祉団体活動支援事業の充実強化 

⑧精神・知的障がいのある人などへの自立支援の充実 

⑨社会的排除や社会的孤立などを予防する活動の拡大や充実に

関する支援 

⑩生活困窮者自立支援〔※16〕の充実に関する支援 
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⑪地域福祉権利擁護事業〔※17〕に関する市民支援員や市民後

見人の養成 

⑫おもちゃ図書館〔※18〕の運営や出張おもちゃ図書館活動の

充実 

⑬相談援助実習生受け入れの充実 

 

第３項 子どもたちへの今日的『福祉の心』をはぐくむ 

福祉教育の推進 
■今日的課題 □次代を担う子どもたちへの福祉教育は、今の社会を支える大

人への福祉教育と同様に必要です。しかし、ゆとり教育〔※

19〕の見直しや、幼児から高校生まで、全ての発達段階に応

じた適切な福祉教育を行うことは困難であるため、子どもた

ちの発達段階に応じた効率的で効果的な福祉教育を実践でき

るよう、学校などの各現場との調整が必要です。 

□福祉教育において、「思いやり」や「優しさ」を伝えることは

大事なことですが、これを強調しすぎると、障がいがある人

や高齢者を「援助しなくてはならない人」として捉える「古

典的福祉観」を助長・再生産する福祉教育となるため、再度

福祉教育実践プログラムの内容を点検し、必要に応じて改善

する必要があります。 

具体的な 

取り組み 

①福祉教育推進校（園）〔※20〕での福祉教育の充実 

②福祉教育推進校（園）連絡会の充実 

③福祉教育読本「ともに生きる」〔※21〕の有効活用 

④ワクワク WORK〔※22〕の受け入れ 

⑤地域福祉文庫〔※23〕活動の充実 
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第２節 ともに生きるしくみをつくろう 

 

今後増え続ける地域の人々の生活にかかわる福祉課題や問題に対して、特定

の社会福祉に関係する事業者や住民だけでこれらの全ての福祉課題や問題に対

処していくことは非常に困難です。地域の福祉活動への良き理解者・良き支援

者増やし連携・協力してこれらの福祉課題や問題に対処していく地域ぐるみで

福祉共育（教育）を推進するしくみづくりを行い、次世代に受け継ぐことがで

きる活動を推進します。 

 

第 1 項 福祉課題を解決するための体制の整備 
■今日的課題 □社会福祉法〔※24〕第４条に『地域福祉の推進』が明記され

「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者および

社会福祉に関する活動を行う者」が、地域福祉を推進する者

として規定されているが、宗像市では、「地域福祉の推進に関

する市民の意識調査（平成 26 年度実施）」の結果からは、地

域住民などの地域福祉の推進に関する意識は低いと感じられ

るため、地域ぐるみで福祉共育（教育）を推進するしくみづ

くりを行う必要があります。 

□本会や行政、社会福祉事業者の職員だけでは、今後増え続け

る地域社会（住民）の福祉的個別課題や問題の解決に直接的・

継続的に携わることは不可能です。住民・団体・機関・事業

所などの中から、地域福祉の推進に理解のある支援者や団体

などと連携・協力して地域社会（住民）の福祉的個別課題・

問題に対処していく必要があります。 

□福祉教育実践プログラムの実践についても状況に応じた臨機

応変な福祉教育実践プログラムの提案・企画・コーディネー

トができるよう職員のスキルアップを図る必要があります。 

□本会の福祉教育は、ソーシャルインクルージョン（社会的包

摂）にむけた生涯学習としての福祉教育を推進することを目

的としているため、福祉教育推進のためだけに新たな組織を

設けるのではなく、必要に応じて既存の地域福祉の推進に関

する組織に「福祉教育推進プラットフォーム〔※25〕」として

の機能を付加する必要があります。 

具体的な 

取り組み 

①提案・企画・コーディネート型社協へのスキルアップ 

②ボランティアセンター機能の充実強化 

③福祉教育としての社会貢献活動を創造するための他業種間連

携の実施 

④宗像市や福祉団体、個人（専門職など）との連携強化 

⑤新たな福祉課題への対応するための人財（材）の発見と連携、

必要に応じた養成 

⑥ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）にむけた福祉教

育セミナーの実施 

⑦福祉教育推進プラットフォーム構築の推進 
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第 2 項 福祉教育の評価と理解の促進 
■今日的課題 □福祉教育は、企画の段階から「ふり返り」、「わかち合い」ま

での実践内容や課題などについて事業評価を行う必要があり

ます。 

□この評価は、学習者が知識や技術を理解・習得できたか否か

という「到達評価」ではありません。福祉教育の実践にかか

わった人が評価の主体となり、 

①企画の段階から「ふり返り」「わかち合い」までの実践内容や

学習効果、問題点や課題について多元的に評価すること 

②個人の行動や認識の変化ではなく、互いの関係が各場面でど

のように変化していったのかに注目して評価すること 

③実践したこと 

を総合的にふり返る評価が必要です。 

□ゆとり教育の見直しや、幼児から大人まで、全ての発達段階

や研修内容に応じた適切な評価を行うことは困難であるた

め、学校や事業所などの主催者、福祉当事者やボランティア

などの協力者などとの評価内容の検討が必要です。 

□広く地域住民などへの地域福祉の推進に関する福祉教育を推

進するために、資材（教材）を整備し活用する必要がありま

す。 

具体的な 

取り組み 

①福祉教育事業評価の再検討 

②福祉教育に関わる資材の整備と利用促進 
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第３節 ともに生きるための福祉情報環境づくり 

 

ともに生きるための福祉情報環境づくりは、地域福祉の推進を目的とした市

民への福祉情報の質と伝達の充実、ならびに福祉情報の広報広聴環境の整備・

充実を目的としています。福祉情報と福祉教育の関係については、「福祉情報な

くして福祉教育は成り立たず、福祉教育なくして福祉情報は生きない」といわ

れています。ここでは、福祉情報の発信だけではなく、地域住民が福祉情報を

正確に理解し、地域福祉の推進への理解を深めること。また生活に活用できる

情報環境づくりを目的としています。 

 

第 1 項 ともに生きるための福祉情報の見直し 
■今日的課題 □福祉情報と福祉教育の関係については、「福祉情報なくして福

祉教育は成り立たず、福祉教育なくして福祉情報は生きない」

と云われており、改めて福祉情報と福祉教育の関係性や重要

性、必要性を見直す必要があります。 

□福祉教育は、「市民的教養〔※26〕」として、福祉に関する知

識や理解と活動への参画方法や実践技術を養成・修得するた

めの教育活動でもあります。住民が住みなれた地域で豊かに

快適に暮らすためには、 

①人としての尊厳が地域で確約されていること 

②生きがいをもって生きることができる地域であること 

③自立と共生のための自発的・主体的活動が展開されている地

域であること 

などの条件が必要です。この条件を確保するためには、地域を

よりよくするために、市民的教養としての福祉教育に住民とと

もに取り組む必要があります。福祉情報は住民の地域福祉に関

する「無知」や「無関心」を抑止するとともに、市民的教養と

しての福祉教育を実践するために必要な要素です。 

□一方的な文字や映像による情報の提供だけでは、住民に地域

福祉や本会活動への理解を得ることは困難なため、職員によ

る「わかりやすい説明や解説」が必要です。わかりやすい本

会広報紙「社協だより」や研修用資料、参加者募集・事業紹介

パンフレットなどの文字や映像による情報媒体の作成ととも

に、本会職員の「説明力（プレゼンテーション〔※27〕スキ

ル）」の向上を図り、より一層の地域福祉や本会活動への「ミ

エルカ（見える化）」が必要です。 

具体的な 

取り組み 

①福祉情報の重要性や必要性の見直し 

②「ミエルカ（見える化）」を推進するための本会職員「説明力

（プレゼンテーションスキル）」の向上 
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第 2 項 福祉情報提供の場としての相談事業の充実 
■今日的課題 □相談事業を福祉情報提供の場として充実、活用する必要があ

ります。 

□福祉情報に関する広報広聴環境の整備とともに、福祉問題を

抱える住民への福祉情報の提供として、各相談窓口や事業を

担当する職員の「説明力（プレゼンテーションスキル）」を充

実する必要があります。 

□福祉情報を市民が必要に応じて活用できるようにするため、

市民への福祉教育としての広報（周知）のあり方の検討と本

会職員の「説明力（プレゼンテーションスキル）」の向上を図

り、より一層の福祉情報を市民が必要に応じて活用できるよ

うにする「ワカルカ（解る化）」が必要です。 

具体的な 

取り組み 

①総合相談事業としての心配ごと相談事業の充実 

②「ワカルカ（解る化）」を推進するための本会職員の「説明力

（プレゼンテーションスキル）」の向上 

 

第 3 項 福祉情報に関する広報・広聴環境の整備 
■今日的課題 □本会が住民に発信する主な情報メディア（媒体）は、「社協だ

より」と「ホームページ」「フェイスブック」「パンフレット

類」であるため、これらの情報メディア（媒体）の充実を図

る必要があります。 

□障害者差別解消法などを考慮し、障がいなどにより必要な情

報が届きにくい住民へ、必要な福祉情報が提供できる広報広

聴環境や手話通訳、要約筆記〔※28〕などのボランティアコ

ーディネート事業の充実を図る必要があります。 

具体的な 

取り組み 

①ホームページやフェイスブックの充実 

②わかりやすい社協だよりや参加者募集パンフレット、事業紹介

パンフレットなどの充実 

③メディアミックス〔※29〕による広報環境の整備 

④手話講習会委託事業の充実 

⑤要約筆記ボランティアコーディネート事業の充実 
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第４節 ともに生きる力を実践しよう 

 

福祉教育で学び、気づき、体験したことを活かし、子どもから大人まで地域

に住む「みんな」が自分たちにできる「ともにいきるまち宗像づくり」を実践

し、自ら主体的に地域をよりよくしていく活動を推進します。 

 

第１項 福祉教育を「ともにいきるまち宗像づくり」に活か

す地域貢献学習の推進 
■今日的課題 □大人が自分たちにできる地域福祉活動を実践するためには、

幼少期から地域福祉に関心を促し、地域活動への参加を通し
て人間形成を図る福祉教育が必要で、現在本会が実施してい
る福祉教育推進指定校など福祉教育やボランティアセンター

が行っているジュニアボランティアスクールや高校生ボラン
ティアスクールなどの各種ボランティア講座を「地域貢献学
習〔※30〕」として位置づける必要があります。 

□今日的に十分な地域貢献学習の経験のない大人については、
現時点からの地域貢献学習が必要であり、ソーシャルインク
ルージョン（社会的包摂）による生涯学習しての福祉教育の
観点からも、本会と福祉団体などと協働して行う様々な地域
福祉活動を大人の地域貢献学習として位置づけ、子どもから
大人まで、自分たちにできる「地域貢献学習の場」を提供・
整備・構築する必要があります。 

□「地域貢献学習の場」を整備することは、本会だけでは困難
なため、現在の相互支援・協力関係団体だけではなく、異業
種も含めた相互支援・協力関係を構築する必要があります。 

具体的な 

取り組み 

①福祉教育としての地域貢献学習を推進するための本会個別事
業の位置づけの見直しと充実強化 

②ボランティア入門講座の充実 
③福祉ボランティア養成講座の充実 
④ジュニアボランティアスクールの充実 

⑤高校生ボランティアスクールの充実 

 

第２項 住民による地域福祉推進活動との協働の推進 
■今日的課題 □最終的には、福祉教育で学び、気づき、体験したことを活か

して子どもから大人までの「ともにいきるまち宗像づくり」
につなぐためには、地域貢献学習からより住民の主体的・自

主的・積極的なボランティア活動や市民活動による地域福祉
推進活動へ発展・自立させる必要があります。 

□本会は、住民の主体的・自主的・積極的なボランティア活動
や市民活動による地域福祉推進活動への連携の強化や必要に
応じた協働活動を実施する必要があります。 

具体的な 

取り組み 

①宗像市や福祉団体、個人（専門職など）との協働活動の推進 
②地域団体などへの個人情報保護規程（規定）の整備促進 
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第３項 福祉教育としてのファンドレイジングの推進 
■今日的課題 □住民や事業所などの全てが日常的に地域福祉活動への時間を

割くことができるわけではありません。地域福祉活動への参

加や協力の仕方には、募金活動や義援金（支援金を含む）〔※

31〕、寄付なども地域福祉活動を支える重要な活動（参加）の

一つと位置づける必要があります。 

□毎年度実施される赤い羽根共同募金〔※32〕の配分金は、宗

像市の地域福祉を推進する活動財源として必要不可欠な募金

活動であるため「自分のまちをよくする仕組み『赤い羽根共

同募金』」として福祉教育に位置づける必要があります。 

□赤い羽根共同募金は、社会の景気やマスコミ報道、人口減少

化社会や高齢者を主とする生活困窮者の増加などにより今後

募金実績額は減少する傾向にあると思われます。よって赤い

羽根共同募金に代わる募金や寄付金を確保するためのファン

ドレイジング〔※33〕により、寄付文化の醸成と地域福祉の

推進財源を確保する必要があります。 

具体的な 

取り組み 

①赤い羽根共同募金への積極的な参加、協力 

②ファンドレイジングの調査研究と寄付文化の醸成 
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第４章 実施計画 
 

第１節 ともに生きる力をはぐくもう 
         
  第１項 ライフステージに応じた福祉教育の推進 
  
          
    （1）福祉教育実践プログラムの開発と普及 
     
         
    （2）福祉教育実践プログラムの点検と必要に応じた改善 

     
         
  第２項 大人への今日的『福祉の心』をはぐくむ福祉教育の推進 
  
          
    （1）新たな小地域ネットワーク活動の推進 
     
         
    （2）地区別地域福祉活動計画の策定 

     
     
    （3）市民公募による本会評議員や専門（計画策定）委員の委嘱 
     
         
    （4）地域福祉推進事業所の充実 

     
     
    （5）住民福祉講座の充実 
     
         
    （6）認知症サポーター養成講座などの充実 

     
     
    （7）福祉団体活動支援事業の充実 
     
         
    （8）精神・知的障がいのある人などへの自立支援の充実 

     
     
    （9）社会的排除や社会的孤立などを予防する活動の拡大や充実に 

関する支援      

         
    （10）生活困窮者自立支援の充実に関する支援 

     
     
    （11）地域福祉権利擁護事業に関する市民支援員や市民後見人の 

養成      

         
    （12）おもちゃ図書館の運営や出張おもちゃ図書館活動の充実 

     
     
    （13）相談援助実習生受け入れの充実 

     
    
  第３項 子どもたちへの今日的『福祉の心』をはぐくむ福祉教育の推進 
  
          
    （1）福祉教育推進校（園）での福祉教育の充実 
     
         
    （2）福祉教育推進校（園）連絡会の充実 

     
     
    （3）福祉教育読本「ともに生きる」の有効活用 
     
         
    （4）ワクワク WORK の受け入れ 

     
     
    （5）地域福祉文庫活動の充実 
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第１項 ライフステージに応じた福祉教育の推進 

（1）福祉教育実践プログラムの開発と普及 
■具体的な取り組み 

○ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）にむけた生涯学習としての福祉教育を推進

するため、子どもから大人までそれぞれのライフステージに応じた福祉教育実践プログ

ラムの開発と普及に努めます。 

○福祉教育実践プログラムは、地域の中でさまざまな立場にある人たちが、それぞれの違

いを活かすとともに、同じ目的に向けて一つの実践をつくり上げていく協同実践により

開発と普及を行います。 
 

（2）福祉教育実践プログラムの点検と必要に応じた改善 
■具体的な取り組み 

○福祉教育実践プログラムは、５年に一度見直しするものではなく、適宜検証と改善、新

規プログラムの開発を行う必要があるため、本計画書と切り離し、年度ごとに更新を行

います。 

 

第 2 項 大人への今日的『福祉の心』をはぐくむ福祉教育の推進 

（1）新たな小地域ネットワーク活動の推進 
■具体的な取り組み 

○現在、住民の身近な地域の中で、自立が困難な高齢者や障がい者などの見守り活動やで

きる範囲での生活支援活動を行う小地域ネットワーク活動が行われています。今後は、

この小地域ネットワーク活動により多くの住民がかかわりを持ち、継続して参加・協力

できる仕組みを検討し、「大人の支え合い活動」としての小地域ネットワーク活動を推進

します。 
 

（2）地区別地域福祉活動計画の策定 
■具体的な取り組み 

○現在、地区福祉会〔※34〕が主体となってコミュニティ〔※35〕を単位に「地区別地域

福祉活動計画」の策定を推進しています。今後はこの活動により多くの住民がかかわり

を持ち、地域の福祉的現状や課題、福祉会活動の目的、目指すべき地域社会像などを理

解することにより、地域福祉活動に自主的に参加・協力する人財（材）の発見と養成を

行うことで、地域の中での大人への福祉教育を推進します。 
 

（3）市民公募による本会評議員や専門（計画策定）委員の委嘱 
■具体的な取り組み 

○現在、本会は、市民公募による本会評議員や専門（計画策定）委員の委嘱を行っていま

す。今後もこの活動を継続することでより多くの住民が本会にかかわりを持ち、宗像市

の福祉的現状や課題、本会活動の目的、目指すべき地域社会像などへの理解を促すこと

で、大人への福祉教育を推進します。 
 

（4）地域福祉推進事業所の充実 
■具体的な取り組み 

○本会が実施しているチャリティー事業や赤い羽根・共同募金活動などに参加・協力して

いただく事業所を登録する「地域福祉推進事業所登録事業」を充実することで、事業所

の地域貢献活動と寄付文化の醸成を推進します。また新たに事業所の職員研修に福祉教

育を取り入れてもらう取り組みを行うことで、事業所活動の中で大人への福祉教育を推

進します。 
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（5）住民福祉講座の充実 
■具体的な取り組み 

○複数の福祉課題を一つにまとめて研修（学習）を行う住民福祉講座を充実することで、

より多くの住民が身近に地域福祉活動にかかわりを持ち、地域の福祉的現状や課題、課

題解決のための各福祉活動の目的や内容、各福祉活動への参加・協力の方法などを理解

することにより、地域福祉活動に自主的に参加・協力する人財（材）の発見と養成、地

域の中での大人への福祉教育を推進します。 
 

（6）認知症サポーター養成講座などの充実 
■具体的な取り組み 

○認知症を正しく理解し認知症の人やその家族をできる範囲で支援する人を養成する「認

知症サポーター養成講座」などを推進することで、地域の福祉活動へ自主的に参加・協

力する人財（材）の発見と養成、地域の中での大人への福祉教育を推進します。 
 

（7）福祉団体活動支援事業の充実 
■具体的な取り組み 

○福祉団体の活動目的や内容、福祉団体への参加・協力の方法などについて住民への理解

を促進することで、福祉団体活動へ自主的に参加・協力する人財（材）の発見と養成、

地域の中での大人への福祉教育を推進します。 
 

（8）精神・知的障がいのある人などへの自立支援の充実 
■具体的な取り組み 

○障害者自立支援協議会〔※36〕と連携・協力し、この協議会が行う活動に参加・支援す

るとともに、精神・知的障がいへ理解促進を図る学習の機会を増やすことで、地域の福

祉活動に自主的に参加・協力する人財（材）の発見と養成、地域の中での大人への福祉

教育を推進します。 
 

（9）社会的排除や社会的孤立などを予防する活動の拡大や充実に関 

する支援 
■具体的な取り組み 

○生活課題を抱える子どもや高齢者の社会的排除や社会的孤立を予防し、できる範囲での

生活支援などを行う活動に、必要に応じて参加・支援することで、地域の福祉活動に自

主的に参加・協力する人財（材）の発見と養成、地域の中での大人への福祉教育を推進

します。 
 

（10）生活困窮者自立支援の充実に関する支援 
■具体的な取り組み 

○宗像市や地域で取り組まれている「生活困窮者自立支援事業」に、必要に応じて参加・

支援することで、地域の福祉活動に自主的に参加・協力する人財（材）の発見と養成、

地域の中での大人への福祉教育を推進します。 
 

（11）地域福祉権利擁護事業に関する市民支援員や市民後見人の養成 
■具体的な取り組み 

○高齢化や障がいなどにより判断が不十分な人々の金銭や書類を管理する「ライフサポー

ト事業（日常生活自立支援事業）」や家庭裁判所の判断で高齢化や障がいなどにより著し

く判断が不十分な人々の金銭や書類を管理する「成年後見」活動に市民の立場で参加・

協力する「市民支援員」「市民後見人」の養成を通じて、地域の中での大人への福祉教育

を推進します。 
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（12）おもちゃ図書館の運営や出張おもちゃ図書館活動の充実 
■具体的な取り組み 

○学校や地域での障がい理解を促進するおもちゃ図書館活動や出張おもちゃ図書館活動の

充実を通じて、障害のある子どもたちへの療育や教育の充実に貢献します。また障がい

理解を推進する活動へ自主的に参加・協力する人財（材）の発見と養成、学校や地域の

中での大人への福祉教育を推進します。 
 

（13）相談援助実習生受け入れの充実 
■具体的な取り組み 

○法令順守による実習生受け入れを充実することで、社会福祉に関する資格取得を目的と

した学校や学生らへの福祉教育の充実を図ります。 

 

第 3 項 子どもたちへの今日的『福祉の心』をはぐくむ福祉教育の推進 

（1）福祉教育推進校（園）での福祉教育の充実 
■具体的な取り組み 

○ゆとり教育の見直しや、幼児から高校生まで、全ての発達段階に応じた適切な福祉教育

を行うことは困難であるため、子どもたちの発達段階に応じた効率的で効果的な福祉教

育を実践できるよう福祉教育推進校（園）と検討や調整を行い、学校や子どもたちへの

福祉教育の充実を図ります。 
 

（2）福祉教育推進校（園）連絡会の充実 
■具体的な取り組み 

○福祉教育推進校（園）における福祉教育について、福祉教育推進校（園）連絡会を通じ

て、福祉教育推進校（園）での取り組みの紹介や福祉教育実践プログラムの紹介、福祉

教育推進校（園）に応じた福祉教育の提案などを行うことで、学校や子どもたちへの福

祉教育の充実を図ります。 
 

（3）福祉教育読本「ともに生きる」の有効活用 
■具体的な取り組み 

○小学 5 年生における福祉教育の学習教材としての活用を充実するとともに、小学 5 年生

以外の学年での活用についても働きかけ、小学校児童への福祉教育の充実を図ります。 
 

（4）ワクワク WORK の受け入れ 
■具体的な取り組み 

○中学生の職場体験を通じて、中学校との関わりを深めるとともに、社会福祉協議会活動

への理解を深める場として受け入れを行い、中学校生徒への福祉教育の充実を図ります。 
 

（5）地域福祉文庫活動の充実 
■具体的な取り組み 

○地域福祉文庫連絡協議会と連携・協力し、地域福祉文庫の運営ならびにこの協議会が自

主的に行う活動を支援することにより、乳幼児やその保護者への福祉教育の充実を図り

ます。 
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第２節 ともに生きるしくみをつくろう 
         
  第１項 福祉課題を解決するための体制の整備 
  
          
    （1）提案・企画・コーディネート型社協へのスキルアップ 
     
         
    （2）ボランティアセンター機能の充実強化 

     
     
    （3）福祉教育としての社会貢献活動を創造するための他業種間連 

携の実施      

         
    （4）宗像市や福祉団体、個人（専門職など）との連携強化 

     
     
    （5）新たな福祉課題へ対応するための人財（材）の発見と連携、 

必要に応じた養成      

         
    （6）ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）にむけた福 

祉教育セミナーの実施      

     
    （7）福祉教育推進プラットフォーム構築の推進 
     
    
  第２項 福祉教育の評価と理解の促進 
  
          
    （1）福祉教育事業評価の再検討 
     
         
    （2）福祉教育に関わる資材の整備と利用促進 

     
 

第１項 福祉課題を解決するための体制の整備 

（1）提案・企画・コーディネート型社協へのスキルアップ 
■具体的な取り組み 

○福祉教育の推進主体である本会の職員には、社会福祉に関する様々な知識や情報などと

ともに、企画力や説明力などの様々なスキルが求められます。よって本会職員のスキル

アップを図るとともに、本会の内部連携強化を推進することで提案・企画・コーディネ

ート型社協へのスキルアップを図ります。 
 

（2）ボランティアセンター機能の充実強化 
■具体的な取り組み 

○福祉教育で重要な役割を担うボランティア活動を担当するボランティアセンターについ

ては、推進体制やボランティア・市民活動関係団体との連携強化、各種ボランティア関

連事業の充実などのボランティアセンター機能の充実強化を図ることで、福祉教育推進

体制を整備します。 

○ボランティアセンター機能の充実強化については、「宗像市市民活動推進プラン（平成２

５年３月策定）」を考慮し、推進します。 
 

（3）福祉教育としての社会貢献活動を創造するための他業種間連携の 

実施 
■具体的な取り組み 

○今後発生する新たな福祉課題に適宜対応するため、他業種・異業種との交流・連携・協働

も必要に応じて取り組み、地域福祉活動の分野において、どのような連携や協力ができるの

かを検討し、必要に応じて実験的に実施します。 
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（4）宗像市や福祉団体、個人（専門職など）との連携強化 
■具体的な取り組み 

○本会単独では、地域福祉や福祉教育の推進、今日的・将来的な多種多様の地域福祉の諸課題

を解決することは困難なため、宗像市や住民、福祉団体や個人（専門職など）との連携・

協働を図ります。 
 

（5）新たな福祉課題へ対応するための人財（材）の発見と連携、必要に

応じた養成 
■具体的な取り組み 

○今後発生する新たな福祉課題に適宜対応するため、日頃から福祉課題解決に向けた様々

な活動で連携・協力する宗像市や住民、福祉団体や個人（専門職など）との関係の充実

を図り、必要に応じて臨機応変な課題対処ができる人財（材）確保と連携・協働活動が

できるように努めます。 
 

（6）ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）にむけた福祉教育セミ

ナーの実施 
■具体的な取り組み 

○福祉教育セミナーのテーマを学校（子どもたちへ）の福祉教育の推進に限らず、地域で

発生している様々な福祉課題解決への理解と協力を推進するためのセミナーとして実施

します。 
 

（7）福祉教育推進プラットフォーム構築の推進 
■具体的な取り組み 

○第 3 次推進計画の進行管理や計画遂行に関する課題の解決、福祉教育実践プログラムの

開発や検証など、必要に応じて福祉教育の推進に関する機関や団体などの協働の場（プ

ラットフォーム）を整備します。 

 

第２項 福祉教育の評価と理解の促進 

（1）福祉教育事業評価の再検討 
■具体的な取り組み 

○現在の福祉教育事業評価の方法を再検討し、実用的かつ利用しやすい事業評価の方法に

より、福祉教育事業の充実を図ります。 
 

（2）福祉教育に関わる資材の整備と利用促進 
■具体的な取り組み 

○福祉教育を効果的に行うために、福祉教育やボランティア活動、ユニバーサルデザイン

〔※37〕などに関する教材を計画的に整備し、活用促進を図ります。 
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第 3 節 ともに生きるための福祉情報環境づくり 
         
  第１項 ともに生きるための福祉情報の見直し 
  
          
    （1）福祉情報の重要性や必要性の見直し 
     
         
    （2）「ミエルカ（見える化）」を推進するための本会職員「説明力 

（プレゼンテーションスキル）」の向上      

         
  第 2 項 福祉情報提供の場としての相談事業の充実 
  
          
    （1）総合相談事業としての心配ごと相談事業の充実 
     
         
    （2）「ワカルカ（解る化）」を推進するための本会職員「説明力 

（プレゼンテーションスキル）」の向上      

    
  第 3 項 福祉情報に関する広報・広聴環境の整備 
  
          
    （1）ホームページやフェイスブックの充実 
     
         
    （2）わかりやすい社協だよりや参加者募集パンフレット、事業紹 

介パンフレットなどの充実      

     
    （3）メディアミックスによる広報広聴環境の整備 
     
         
    （4）手話講習会委託事業の充実 

     
     
    （5）要約筆記ボランティアコーディネート事業の充実 
     
    

 

第１項 ともに生きるための福祉情報の見直し 

（1）福祉情報の重要性や必要性の見直し 
■具体的な取り組み 

○福祉情報と福祉教育の関係については、「福祉情報なくして福祉教育は成り立たず、福祉

教育なくして福祉情報は生きない」といわれています。福祉情報の一方的な発信だけで

はなく、住民が福祉情報を正確に理解し、地域福祉の推進への理解を深めること、また

生活に活用できる情報環境づくりを行うため適宜検討し、必要に応じて実験的事業を実

施します。 
 

（2）「ミエルカ（見える化）」を推進するための本会職員「説明力（プレ

ゼンテーションスキル）」の向上 
■具体的な取り組み 

○福祉教育の推進主体である本会の職員には、社会福祉に関する様々な知識や情報などと

ともに、事業内容や相談者の課題解決に関する情報をわかりやすく伝える説明力が求め

られるため、外部研修などを活用し説明力（プレゼンテーションスキル）の向上を図り

ます。 
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第 2 項 福祉情報提供の場としての相談事業の充実 

（1）総合相談事業としての心配ごと相談事業の充実 
■具体的な取り組み 

○相談者が自らの福祉課題を自己解決するために必要な情報を得る場として、心配ごと相

談事業の充実を図るとともに、宗像市の各種相談事業ならびに本会の各部署との連携を

強化します。 
 

（2）「ワカルカ（解る化）」を推進するための本会職員「説明力（プレゼ

ンテーションスキル）」の向上 
■具体的な取り組み 

○本会の各部署における窓口への相談者や本会職員が関わる研修会への参加者に対して、

必要な情報をわかりやすく伝えるための説明力と説明を補完するための資料（パンフレ

ットやチラシなど）が必要なため、説明力（プレゼンテーションスキル）の向上を図る

とともに、説明を補完するための資料（パンフレットやチラシなど）などについても適

宜見直しを行います。 

 

第 3 項 福祉情報に関する広報・広聴環境の整備 

（1）ホームページやフェイスブックの充実 
■具体的な取り組み 

○本会は、ホームページの見やすさ、わかりやすさに工夫を行うとともに、スマートフォ

ンやタブレット PC への対応を考慮し、フェイスブックを活用した広報広聴環境の充実

を図ります。 
 

（2）わかりやすい社協だよりや参加者募集パンフレット、事業紹介パン

フレットなどの充実 
■具体的な取り組み 

○本会は、パソコンやスマートフォン、タブレット PC などによるインターネットを媒体

としない紙資料類（社協だよりやパンフレットなど）についも、ホームページと同様に

見やすさ、わかりやすさに工夫を行うとともに、様々な場面で説明を補完できる資料と

して適宜見直しを行います。 
 

（3）メディアミックスによる広報広聴環境の整備 
■具体的な取り組み 

○住民生活の多様性に対応した広報広聴環境を整備するため、様々な情報メディア（媒体）

を活用した広報広聴環境（メディアミックス）活動を推進します。 
 

（4）手話講習会委託事業の充実 
■具体的な取り組み 

○障害者差別解消法の実施により、今後聴覚や言語に障がいがある人々の生活の様々な場

面において、手話による情報伝達の機会が増えることが考えられるため、聴覚や言語障

がいへの理解促進とともに、聴覚や言語に障がいがある人々と手話で会話できる住民を

増やしていくために「手話講習会」の充実を図ります。 
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（5）要約筆記ボランティアコーディネート事業の充実 
■具体的な取り組み 

○高齢者の増加や障害者差別解消法の実施により、今後聴覚や言語に支障がある人々が、

様々な場面において必要な情報を聞き取れない（聞こえない）場合が増えることが考え

られるため、聴覚や言語障がいへの理解促進とともに、「要約筆記ボランティア」ができ

る住民を増やしていくために「要約筆記ボランティア」コーディネートの充実を図りま

す。 
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第４節 ともに生きる力を実践しよう 
         
  第１項 福祉教育を「ともにいきるまち宗像づくり」に活かす地域貢献学習の 

推進   

          
    （1）福祉教育としての地域貢献学習を推進するための本会個別事 

業の位置づけと見直しと充実強化      

         
    （2）ボランティア入門講座の充実 
     
         
    （3）福祉ボランティア養成講座の充実 
     
         
    （4）ジュニアボランティアスクールの充実 
     
         
    （5）高校生ボランティアスクールの充実 

     
         
  第 2 項 住民による地域福祉推進活動との協働の推進 
  
          
    （1）宗像市や福祉団体、個人（専門職など）との協働活動の推進 
     
         
    （2）福祉団体などへの個人情報保護規程（規定）の整備促進 

     
    
  第 3 項 福祉教育としてのファンドレイジングの推進 
  
          
    （1）赤い羽根共同募金への積極的な参加、協力 
     
     
    （2）ファンドレイジングの調査研究と寄付文化の醸成 
     
    

 

第１項 福祉教育を「ともにいきるまち宗像づくり」に活かす地域貢献

学習の推進 
（1）福祉教育としての地域貢献学習を推進するための本会個別事業の位

置づけと見直しと充実強化 
■具体的な取り組み 

○ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）による生涯学習しての福祉教育の観点から

も、福祉教育としての地域貢献学習を推進するため、本会が行う地域福祉活動を地域貢

献学習の観点から見直し、第３次推進計画の中に位置づけるとともに、今日的に十分な

地域貢献学習の経験のない大人世代が、現時点からでも地域貢献学習に取り組めるよう

に努めます。 
 

（2）ボランティア入門講座の充実 
■具体的な取り組み 

○ボランティア活動に未参加・未経験の大人を対象としたボランティア講座を「地域貢献

学習の場」として実施することで、大人への地域貢献学習の充実を図ります。 
 

（3）福祉ボランティア養成講座の充実 
■具体的な取り組み 

○ボランティア活動への参加意識が高い大人を対象としたボランティア講座を「地域貢献

学習の場」として実施することで、大人への地域貢献学習の充実を図ります。 
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（4）ジュニアボランティアスクールの充実 
■具体的な取り組み 

○小・中学校における「地域貢献学習の場」として、小学 4 年生から中学 2 年生までを対

象としたボランティアスクールと、小学 1 年生から 3 年生までの児童と保護者を対象と

したボランティアスクールを実施することで、小学生から中学生までの地域貢献学習の

充実を図ります。 
 

（5）高校生ボランティアスクールの充実 
■具体的な取り組み 

○高校生を対象としたボランティアスクールを「地域貢献学習の場」として自校開催で実

施することで、高校生への地域貢献学習の充実を図ります。 

 

第 2 項 住民による地域福祉推進活動との協働の推進 

（1）宗像市や福祉団体、個人（専門職など）との協働活動の推進 
■具体的な取り組み 

○本会は、宗像市や福祉団体、個人（専門職など）などと連携・協力し、住民の主体的・

自主的・積極的なボランティア活動や市民活動との協働活動を必要に応じて推進します。 
 

（2）福祉団体などへの個人情報保護規程（規定）の整備促進 
■具体的な取り組み 

○今後特定の団体や個人だけではなく、新たな団体や個人と自立支援や生活支援に関する

活動を行う場合に備え、個人情報やプライバシー〔※38〕の保護に関するルールづくり

をしておく必要があるため、福祉団体などへの個人情報保護規程（規定）の整備促進を

図ります。 

 

第 3 項 福祉教育としてのファンドレイジングの推進 

（1）赤い羽根共同募金への積極的な参加、協力 
■具体的な取り組み 

○赤い羽根共同募金に関する使途や仕組み、目的についての周知と理解を深め「自分のま

ちをよくする仕組み」としての赤い羽根共同募金活動を推進します。 
 

（2）ファンドレイジングの調査研究と寄付文化の醸成 
■具体的な取り組み 

○寄付文化の醸成と新たな地域福祉活動推進財源を確保するため、ファンドレイジングに

関する調査研究を行い、必要に応じて実験的事業を実施します。 
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■福祉教育推進計画関係資料 
 

第 1 節 学校における福祉教育の進め方 
 

学校における福祉教育の実施については、各学校の目標や授業とのかかわり、保

護者への協力依頼、実施時期などの調整がありますので、下記の手順に沿って進め

ます。 
 

１ 福祉教育の学習計画の作成 
■福祉教育のねらい・目的を検討してください。 

■地域の高齢者や障がいがある人、ボランティアなど、どのよう

な人のかかわりが必要か検討してください。 

２ 福祉教育実施申込書の提出 
■本会に福祉教育を依頼する場合は、「福祉教育実施申込書」に必

要事項を記入してＦＡＸまたは本会に提出してください。この

申込書をもとに打ち合わせを行います。 

※なお『学習のねらい』などの資料がございましたら、申込書と

あわせてご提出ください。 

３ 打合せなどのご相談はお早めに 
■関係者との日程調整や実施内容など事前に数回の打ち合わせを

要する場合もあります。少なくとも実施の１～２ヵ月前には、

ご連絡、申込書の提出をお願いします。 

※早ければ早いほど事前の調整が密にできます。 

４ 協力者への事前の学習会 
■特に車いすやアイマスク体験学習などを実施する場合は、体験

当日の児童の指導や安全確保などに多くの協力者が必要となり

ます。また、子どもたちの体験を理解するためには、子どもた

ちと同じ体験をする必要があります。つまり事前に関係者（担

当教諭や他の教諭、保護者など）による体験学習や学習会を実

施します。 

５ 体験・交流学習とふり返り・わかち合い 
■福祉教育による１回だけの体験・交流学習では、なかなか福祉

教育の目的を達成することはできません。体験・交流学習とと

もに事後の学習会「ふり返り」と「わかち合い」が必要です。

また、地域の高齢者や障がいがある人、ボランティアなどとの

交流を行うことでより理解が深まります。 

６ 次年度に向けての評価と反省 
■実施した内容や方法が適切であったか、ボランティアや保護者、

先生からご意見を聞かせていただき、次年度への参考とします。 
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第 2節 地域や事業所などにおける大人への福祉教育の進め方 
   

地域や事業所などにおける大人への福祉教育の実施については、事業の目標や内

容などについて、関係者への協力依頼や資料・資材の準備、会場の確保などの調整

がありますので、下記の手順に沿って進めます。 
 

１ まずはご相談・ご連絡ください 
■福祉教育の目的や内容、実施時期や場所などについて具体的な

検討をされる前に、まずは本会にご相談・ご連絡ください。 

※福祉教育の実施にともなう講師（協力者）との調整や必要な資

料・資材の準備、会場の確保など、福祉教育の実施には準備の

期間が必要なため、実施予定日の１～２ヵ月前にあらかじめご

連絡お願いします。 

２ 福祉教育実施計画の作成・打ち合わせ 
■福祉教育の目的や内容、実施時期、会場、経費、講師（協力者）、

必要な資料・資材、役割分担などについて検討し、実施可能な

福祉教育実施計画の作成を協働で行います。 

※原則として可能なかぎり主催者のご意向を尊重しますが、場合

によっては実施できない場合もあります。 

３ 福祉教育実施計画に基づく事業の実施 
■福祉教育実施計画に基づき、福祉教育を実施します。 

※福祉教育の事業内容によっては、経費が必要な場合があり、経

費が発生した場合は、原則として主催者に負担していただきま

す。 

※福祉教育の事業内容によっては、主催者に必要な資材などをご

準備いただく場合があります。 

※福祉教育の実施内容・場所によっては、主催者に会場準備のご

協力をお願いする場合があります。 

４ アンケートの実施 
■実施した福祉教育の内容を参加者が理解できたかどうかや福祉

教育の実施方法などが適切であったかなどについて、参加者の

ご意見を聞かせていただくため、アンケートを実施します。 

※アンケートの集計は、原則として主催者に行っていただきます

が、場所によっては本会にて行う場合もあります。 

５ 次回に向けての評価と反省 
■実施した福祉教育の内容や実施方法などが適切であったか、ま

た事業実施の効果の有無や内容などについて評価と反省、事業

評価を行うことで、次回実施時の参考とします。 
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第 3 節 福祉教育を進めるうえでの留意点 
 

① 目的や目標を共有することが大切です 
 

福祉教育実践プログラムの目的を共有することが大切です。福祉教育実践プログラム

には、「いつ・どこで・だれが・何をやる」といった『見えるプログラム』と、「そのプ

ログラムの目的、ねらい、あるいは価値や背景」といった『見えにくいプログラム』の

２つの側面によって構成されています。 

特に、『見えにくいプログラム』の部分を福祉教育実践プログラムに関わる全員で検討

し、共通理解しておくことが必要です。 

また、子どもたちが楽しみながら実践でき、積極的なかかわりができる福祉教育実践

プログラムにすることが必要です。 
 

② 継続的に行うことが大切です 
 

特にふれあい交流活動では、継続的なかかわりによって、信頼関係が生まれ、福祉教

育実践プログラムにも幅がでてきます。できるかぎり継続的なかかわりをもち、子ども

たちが自ら積極的にかかわれるような福祉教育実践プログラムの構成が必要です。 
 

③「対象理解」から｢主体形成｣の視点へ 
 

障がいがある人や高齢者を「援助の対象」として理解させていくのではなく、その人

の能力を活かしたうえで、その｢存在｣を伝えていくことが大切です。「何ができないのか」

という身体機能上の制約ではなく、一人ひとりの生活の特徴をとらえることによって、

個人と環境の関係や、その個別性を認めていくことが重要です。 
 

④ 福祉教育は「協同実践」で展開します 
 

企画の段階から最後の評価にいたるまで、障がいがある人や高齢者、社協やボランテ

ィアなど、できるだけ多くの人たちと一緒に「協同実践」することが大切です。一つの

福祉教育実践プログラムに対して、多様な立場や視点で参加者などを見守ることで、よ

り充実した福祉教育が生まれてきます。 
 

⑤ 地域福祉実践の中の「学び」が大切です 
 

福祉教育は、体系的な専門知識や技術を学ぶだけではありません。むしろ、生活の中

で福祉課題に気づき、それを共有しながら解決に至るというプロセスが大事です。 
 

⑥「ふり返り」と「わかち合い」が大切です 
 

体験した後に「どんなことに気づいたか」「何を感じたか」「なぜ、そのようなことが

おこったのか」「そこから何を学んだのか」「これからの自分の課題は何か」といったこ

とについて、自分自身を客観的に見つめ、言葉にする「ふり返り」の時間を持つことが

必要です。 

体験したことをふり返り、自分や他者のこと、他人とのかかわり方に気づくことから

自分自身のこれからに思いをはせ、自己形成につなげていくのが、体験学習のもっとも

重要な部分です。「ふり返り」を行うことによって気づきが生まれ、新たな行動への一歩

を踏み出すことができるといえます。 
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また、「ふり返り」によって自分自身で確認した気づきや変化が、他者との「わかち合

い」によって刺激を受け、さらなる気づきへ向かうことも多くあります。体験から学び

取るものは個人によってまちまちですが、「わかち合い」をすることで、自分とは違う気

づきや角度の違う視点に触れることによって、テーマに対する視野が広がります。 
 

⑦ 実践の評価が必要です 
 

受講者が「プログラムを通してなにをどのように感じ、どのように行動したか、なに

をどのように考えるか」という評価が必要です。 

また、実践プログラム自体の評価も必要です。その評価は、主となって行う担当者だ

けでなく、受講者が評価することも大切です。また、プログラムにかかわった高齢者や

障がいがある人、ボランティアなど第３者が観察して評価するということも、その実践

をよりよくすることにつながります。 

また、実践の評価は、問題点を洗い出すだけではなく、どうしたらよいかという解決

の方向性をも含んだ評価のあり方が望ましいと考えます。今後の実践プログラムをより

よくするため、一連の実践プログラムを通した評価が必要です。 
 

⑧ 福祉教育は、社会福祉協議会にご相談ください 
 

本会は、福祉教育を実践する人たちと連携を取りながら、協働して福祉教育を推進し

ています。福祉教育の実践活動や取り組みについては、社協にご相談ください。 

 

  



 

-32- 

第 4 節 その他の資料 
【資料１】 

 

■第３次福祉教育推進計画策定委員会設置要綱 

平成28年10月26日 

内 規  第 1 号 

 

(設 置) 

第１条  宗像市社会福祉協議会（以下「本会」という。）定款第１９条、同施

行細則第５条第２項により、第3次福祉教育推進計画策定委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

(目 的) 

第２条  委員会は、長期的な視野に立ち、本会が推進する福祉教育の在り方に

ついて、福祉教育推進計画を策定する。 

(構 成) 

第３条  委員会は、13名以内とし、別表に掲げる者等をもって構成する。 

２  委員は、本会会長が委嘱する。 

(役 員) 

第４条  委員会には、委員長及び副委員長を置く。 

２  委員長、副委員長は、委員の互選による。 

  ３  委員長は、会務を総括する。 

４  副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行

する。 

(委員会) 

第５条  委員会は、委員長が招集し、議事等を進行する。 

(任 務) 

第６条  委員会の任務は、会長の諮問を受け次のとおりとする。 

（１） 第3次福祉教育推進計画（案）の作成 

(報酬等) 

第７条  委員の報酬・旅費の支給は、予算の範囲内とする。 

(任 期) 

第８条  委員の任期は、平成28年11月10日より平成29年4月30日までとする。 

(庶 務) 

第９条  委員会の庶務は、総務福祉係にて処理する。 

(委 任) 

第10条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。  

 

附 則 

１ この要綱は、平成28年11月1日より施行する。 

２ この要綱は、平成29年5月1日をもって廃止する。 
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（別表） 
 

宗像市社会福祉協議会 
第３次福祉教育推進計画策定委員選出区分表 

 

選出区分 定数 

福祉教育推進校指定校代表 １ 

市民代表 １ 

宗像市市民協働環境部 

コミュニティ協働推進課 
１ 

宗像市教育子ども部教育政策課 １ 

宗像市健康福祉部健康課 １ 

宗像市民生委員児童委員協議会 １ 

宗像市地区福祉会連絡協議会 １ 

宗像市シニアクラブ連合会 １ 

市民活動団体 ２ 

障がい当事者・支援者 ２ 

識見を有する者 １ 

計 １３ 
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【資料２】 

 
宗像市社会福祉協議会 

第３次福祉教育推進計画策定委員会委員名簿 
 

選出区分 氏 名 所 属 

福 祉 教 育 推 進 校 指 定 校 代 表 西 島  潔 城山中学校教頭 

市 民 代 表 大 塚 朝 一 
市民公募による 

あじさいの会代表 

宗 像 市 市 民 協 働 環 境 部 

コ ミ ュ ニ テ ィ 協 働 推 進 課 
中 野 晃 浩 

宗像市市民協働環境部コミ

ュニティ協働推進課 

宗像市教育子ども部教育政策課 守  浩 一 郎 
宗像市教育子ども部教育政

策課 

宗 像 市 健 康 福 祉 部 健 康 課 中 村  結 宗像市健康福祉部健康課 

宗像市民生委員児童委員協議会 衛 藤 蔦 子 
宗像市民生委員児童委員協

議会副会長 

宗 像 市 地 区 福 祉 会 連 絡 協 議 会 堂 薗 榮 一 
宗像市地区福祉会連絡協議

会副会長 

宗 像 市 シ ニ ア ク ラ ブ 連 合 会 大 和 ツ ヤ コ 
宗像市シニアクラブ連合会

事務局次長 

市 民 活 動 団 体 

徳 渕 史 子 手話サークルシュワッチ 

平 田 良 枝 在宅介護家族の会代表 

障 が い 当 事 者 ・ 支 援 者 

大 塚 芳 英 
身体（視覚）に障がいがあ

る人 

横 山 文 英 
地域活動支援センターひだ

まり管理者 

識 見 を 有 す る 者 村 山 浩 一 郎 
福岡県立大学社会福祉学科

准教授 
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【資料３】 

 

 

28 宗社協発第 555 号 

平成 28 年 12 月 2 日 

 

宗像市社会福祉協議会 

第３次福祉教育推進計画策定委員会 

委員長 村山 浩一郎 様 

 

宗像市社会福祉協議会 

会   長  福  本 義  雄 

 

 

宗像市社会福祉協議会第３次福祉教育推進計画の策定について 

 

（諮 問） 

 

宗像市社会福祉協議会第３次福祉教育推進計画策定委員会設置要項（平成 28 年

10 月 26 日制定、内規第 1 号）第６条の規定により、下記のとおり諮問します。 

 

記 

 

１．宗像市社会福祉協議会第３次福祉教育推進計画（案）の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

-36- 

【資料４】 

 
 

第３次福祉教育推進計画 

策定委員会日程及び協議内容 
 

回 開催日 協議内容 

第１回 
平成２８年 

１２月２日 

・委嘱状交付 ・正副委員長互選 ・諮 問 

・福祉教育推進計画概要説明 

・今後の日程、審議内容について 

第２回 
平成２９年 

１月１２日 

【協議事項】 

・第２次福祉教育推進計画事業進捗状況報告について 

・計画の概要について 

・基本構想について 

・基本計画について 

第３回 ２月１６日 

【協議事項】 

・計画の概要の一部修正について 

・基本構想の一部修正について 

・基本計画の一部修正について 

・実施計画について 

第４回 ３月１５日 

【協議事項】 

・基本計画の一部修正について 

・福祉教育推進計画関係資料について 

・今後の作業内容と日程について 
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【資料５】 

 

第３次福祉教育推進計画に引用した主な関係資料等 
 

◆宗像市社会福祉協議会第４次地域福祉活動計画 

（平成27年） 
宗像市社会福祉協議会 

◆宗像市社会福祉協議会第１次福祉教育推進計画 

（平成18年） 
宗像市社会福祉協議会 

◆宗像市社会福祉協議会第２次福祉教育推進計画 

（平成24年） 
宗像市社会福祉協議会 

◆宗像市市民活動推進プラン（平成25年） 宗像市 

◆福祉教育実践ハンドブック（平成26年） 全国社会福祉協議会 

◆ふくしと教育2014通巻16号（平成26年） 

特集 社会的包括と福祉教育 

日本福祉教育・ボランティア学

習学会 

◆ふくしと教育2015通巻18号（平成27年） 

特集 これまでとこれから 日本福祉教育・ボランティア 

学習学会創立20年の節目からの多角的検討 

日本福祉教育・ボランティア学

習学会 

◆月刊福祉2016年７月号（平成28年） 

特集 地域包括ケアシステムとこれからの地域づくり 
全国社会福祉協議会 

◆月刊福祉2016年8月号（平成28年） 

特集 地域で支える地域包括支援体制 
全国社会福祉協議会 

◆地域力強化検討会中間とりまとめ（平成28年） 

～従来の福祉の地平を超えた、次のステージへ～ 

厚生労働省 
地域における住民主体の課題解決力強

化・相談支援体制の在り方に関する検討

会資料 

◆現代社会福祉辞典 有斐閣 
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【資料６】 

 

福祉教育推進計画に引用した用語の説明 
 

 

◆社会福祉協議会（※１） 

社会福祉協議会は、社会福祉法第 109 条に「地域福祉の推進を図ることを目的とす

る団体」と明記。同法により各都道府県、市区町村に必ず一つ設置されている。民

間組織（社会福祉法人）としての自主性・先駆性と、広く住民や社会福祉関係者に

支えられた公共性・公平性という性格をあわせ持つ。略称「社協」。 

◆地域福祉活動計画（※２） 

社会福祉協議会が行政や地域において社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉を

目的とする事業（福祉サービス）を経営する者と相互協力して策定する地域福祉の

推進を目的とした民間の活動・行動計画。 

◆生涯学習（※３） 

乳幼児から老年にいたるまでの教育のあり方を、家庭教育、学校教育、社会教育と

いう具合に分けてばらばらに考えるのではなく、実社会と遊離しがちな学校教育を

社会に結びついたものにするとともに社会の諸制度を教育的に整理し、両者のもつ

教育的機能・作用を、人間の発達・成熟の過程・段階に応じて統合し、教育の組織

化を進めるべきであるとする教育観。 

◆ソーシャルインクルージョン（※４） 

ソーシャルインクルージョン（social inclusion）は、「社会的排除」の問題を解決

する社会政策の理念として語られる「社会的包摂」と同意語である。「排除と包摂」

という概念は、古くから用いられてきたが、これらが社会政策の重要な概念として

登場するのは 20 世紀後期のヨーロッパにおいてである。特にフランスでは、1970

年代以降、社会的不適応者（薬物依存者や非行少年など）や若年長期失業者、移民

労働者など、既存の福祉国家の枠組みでは対応することが困難な人々の抱える問題

が「新たな貧困」や「社会的排除」などの社会問題として認識されるようになり、

このような人々を社会復帰させることが、社会政策上重要だと考えられるようにな

った。 

◆社会的包摂（※４） 

ソーシャルインクルージョンの和訳として使用される語句。 

→ソーシャルインクルージョン参照 

◆ノーマライゼーション（※５） 

一般的には「共生社会」と訳されることが多い。どのような障がい者や高齢者、児

童であっても人格を尊重され、人として同じ権利を享受し、地域社会（在宅）で主

体的な生活と社会参加が保障されるのが正常（ノーマル）な社会であるという思想

に基づき、地域の人々の正常な生活を実現していく取り組みを意味する。今日的に

は地域福祉や共生の基本的思想である。 

◆共生社会（※５） 

ノーマライゼーションの和訳として使用される語句。 

→ノーマライゼーション参照 

◆社会サービス（※６） 

かつて「社会サービス」は、所得保障としての年金・公的扶助、保健・医療（歯科

医療を含む）・介護だけの意味であったが、今日的には住宅保障、雇用保障、移動

保障、教育保障などを含めて「社会サービス」という概念により生活全般を統合的

に保障する方向にある。このような考え方とそれに基く政策・実践は、イギリスや

スウェーデンなど福祉先進諸国では、すでに一般的となっている。 
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◆古典的（貧困的）福祉観（※７） 

福祉教育において、「思いやり」や「優しさ」を伝えるを強調しすぎ、障がいがあ

る人や高齢者の思いや状況を考えずただ単に「援助しなくてはならない人」として

捉える福祉観を「古典的（貧困的）福祉観」と称している。このような「福祉観」

が発生する原因として、学習方法の視角からみた福祉教育実践の課題としては、福

祉教育３大プログラムの形骸化にある。福祉教育３大プログラムとは、車いす体

験・アイマスク体験・インスタントシニア体験といった障がいや高齢の疑似体験、

手話・点字、車いすの押し方やガイドヘルプといった技能・技術の習得、そして社

会福祉施設への訪問である。原田正樹氏（2001年現日本福祉大学教授）は、これら

の実践が偏見を助長し、「貧困的福祉観を再生産」するものになっていると指摘し

ている。 

◆ＩＣＦ（※８） 

ＩＣＦは、2002（平成 13）年にＷＨＯ（世界保健機構）が発表した国際生活機能

分類である。ＩＣＦは、人間の生活機能と障がいについて「心身機能・身体構造」

「活動」「参加」の三つのレベルで構成される「生活機能」としてとらえる。この

三つのレベルは、「生命」「生活」「人生」と言い換えることができる。「生活機能」

の三つのレベルが相互に、また「健康状態（疾患等）」や「背景因子（環境因子と

個人因子）」との間で、相互作用を行うことを重視するのがＩＣＦの生活機能モデ

ルである。 

◆協同実践（※９） 

福祉教育に関して「協同実践」という言葉・概念を最初に使ったのは原田正樹氏（現

日本福祉大学教授）である。原田は協同実践について次のように解説している。「福

祉教育に関する一連の実践を担当者個人が担うのではなく、プロセスそのものを、

複数の人間が互いにかかわり合いながら進めていくという実践方法である。要する

に、福祉教育でいう協同実践とは、複数の人間（住民、市民）が地域の社会福祉問

題について共有化・共通認識し、それぞれの立場の違いを大切にしながら、問題解

決に向けての、双方向的な「学び合う関係性」「学びの関係づくり」を大切にした

実践方法。 

◆新たな福祉課題（※10） 

全国社会福祉協議会が2010年12月にとりまとめた「全社協福祉ビジョン2011」で

は、現在の福祉課題・生活課題として、貧困、孤立死、ニート、ひきこもり、自殺、

ホームレス、ゴミ屋敷、家庭内での高齢者虐待や児童虐待、ＤＶ、更生保護分野に

おける高齢者、知的障害者への支援などが挙げられていた。しかしその後、これら

の福祉課題・生活課題に加え、東日本大震災や熊本地震などでの災害救援活動や避

難所支援、被災者支援などの福祉課題、障害者虐待防止法や障害者差別解消法の実

施にともなう支援体制の整備などに関する福祉課題、世界に類のない少子高齢化社

会、人口減少社会が進展する中で認知症に関する福祉課題や権利擁護に関する取り

組みの拡充などの福祉課題などを総称して、第3次推進計画の中で「新たな福祉課

題」と表現している。 

◆障害者差別解消法（※11） 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）は、障

害者差別解消法と略称される。障害者基本法の基本的な理念に則り、全ての障がい

者が、障がい者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重

んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障

がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者

における障がいを理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障

がいを理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障がいの有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現に資することを目的とする日本の法律。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E4%BA%BA%E6%A8%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%B7%AE%E5%88%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%B7%AE%E5%88%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B
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◆小地域ネットワーク活動（※12） 

主に民生委員児童委員協議会と福祉会（自治会や地域ボランティアを含む）、シニ

アクラブ連合会、宗像市などと本会が連携・協力して、自立が困難な高齢者や障が

い者、その他の住民などの定期的な見守り・訪問活動、情報提供活動、できる範囲

での生活援助活動などを行う活動。宗像市では、昭和 63 年に民生委員協議会創設

記念事業「愛のネットワーク活動」として開始された。 
◆地区別地域福祉活動計画（※13） 

地域福祉活動計画に位置付けられた民間計画。地区福祉会が主体となって当該地区

の地域福祉に関する活動を行う団体や個人と相互協力して策定する特定の地域を地

域を範囲とした地域福祉の推進を目的とする活動・行動計画。 

◆地域福祉推進事業所（※14） 

本会の地域福祉活動計画に位置付けられた事業所。本会と連携・協働して地域福祉

活動を推進する事業所、もしくは赤い羽根共同募金活動やチャリティー事業に協力

する事業所を地域福祉推進事業所として位置付けている。 

◆認知症サポーター（※15） 

認知症サポーターとは、特定非営利活動法人「地域ケア政策ネットワーク全国キャ

ラバンメイト連絡協議会」が実施する「認知症サポーターキャラバン事業」におけ

る「認知症サポーター養成講座」を受講・修了した者を称する名称。現在認知症サ

ポーターは全国に約 540 万人（平成 26 年 9 月末現在）いる。講座を受講したら必

ず何かしないといけないという義務を負う講座ではないが、多くの受講者が地域に

おいて認知症の方が穏やかに生活するための見守りや環境整備に尽力している。 

◆生活困窮者自立支援（※16） 

生活困窮者自立支援法が平成 25 年に成立し、平成 27 年 4 月から「生活困窮者自立

支援制度」が開始された。この支援制度においては、全国の福祉事務所設置自治体

が実施主体となって、官民協働による地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、

住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、

学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に関し包括的な事業を実施。また、自

立相談支援事業は、生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応ずる相談窓口とな

る。ここでは、生活困窮者の抱えている課題を適切に評価・分析（アセスメント）

し、その課題を踏まえた「自立支援計画」を作成するなどの支援を行う。また、関

係機関との連絡調整や支援の実施状況の確認なども行う。社会福祉協議会は、生活

福祉資金貸付事業などを通してこの支援制度と連携協働することが多い。 

◆地域福祉権利擁護事業（※17） 

認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない人を対象に、

利用者との契約に基づき、地域で安心して暮らせるように、福祉サービス利用援助

を中心として、日常的な金銭管理サービス、重要書類の預かり等の支援を社会福祉

協議会等で実施。今日的には「日常生活自立支援事業」と名称の変更が行われてい

るが、宗像市においては福岡県社会福祉協議会が実施する「日常生活自立支援事業」

と本会が独自に実施する日常生活自立支援事業「ライフサポート事業」を総称して

「地域福祉権利擁護事業」と称している。 

◆おもちゃ図書館（※18） 

障がいがある子どもたちが「おもちゃ（布の絵本や療育遊具、木のおもちゃなど）」

を通して楽しく遊ぶことができるようにとの願いから、国際障害者年（1981 年）を

契機に始まったボランティア活動。宗像市では 1986 年(昭和 61 年)に開館。図書館

の運営管理、布おもちゃの作成をボランティア団体「宗像おもちゃライブラリー」

が本会から受託して行っている。子どもたちの遊び場、高齢者の機能訓練、保護者

の交流場所として、幅広く利用されている。また、おもちゃ図書館に来ることが困

難な団体（特別支援学級など）に訪問活動「出張おもちゃ図書館」も開始した。 
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◆ゆとり教育（※19） 

ゆとり教育とは、日本において、1980 年度以降 2010 年代初期まで実施されていた

ゆとりある学校を目指した教育。ゆとり教育は、「詰め込み教育」と言われる知識

量偏重型の教育方針を是正し、思考力を鍛える学習に重きを置いた経験重視型の教

育方針をもって、学習時間と内容を減らしてゆとりある学校を目指し、1980 年度、

1992 年度、2002 年度から施行された学習指導要領に沿った教育のことである。 

◆福祉教育推進校（園）（※20） 

子どもたちへの福祉教育を推進するため、昭和 60 年度から社協が市内の小・中学

校を対象に福祉教育推進校指定事業を開始。平成 18 年度に「福祉教育推進事業」

へと発展、保育園 2 園、幼稚園 2 園、小学校・中学校・高等学校は全校指定し、社

協と学校との連携による福祉教育の取り組みを推進している。 

◆福祉教育読本「ともに生きる」（※21） 

福祉教育の推進を目的とし、福岡県内で本当にあったでき事や様々な体験をもつ

人々の感想が収められ、「ともに生きる」ことの大切さを子どもたちに考えてもら

うため、福岡県社会福祉協議会が作成した冊子。 

◆ワクワクＷＯＲＫ（※22） 

宗像市の中学校２年生が５日間、市内の事業所で「職業（職場）体験」を行う活動。

体験活動には①農業等生産体験活動②職場体験活動③福祉体験活動などがある。こ

の活動は、生涯学習都市「むなかた学びの里づくり」の実現に向けて策定された「宗

像市教育２１世紀プラン」の主要な事業のひとつであり、学校、地域社会(事業所)、

行政とが連携・融合した新しい教育システムによって実施する事業として位置づけ

られている。 

◆地域福祉文庫（※23） 

地域福祉文庫は、各地域を拠点に、図書の貸出しや絵本の読み聞かせなどを行って

いる団体。平成 18 年に、4 つの文庫で構成する地域福祉文庫連絡協議会を結成。子

育て支援や読み聞かせに関する市民向けの講演会や小学校などでの読み聞かせ、各

文庫間の情報交換などを行っている。 

◆社会福祉法（※24） 

「社会福祉基礎構造改革のまとめ（中間報告）（平成 9 年）」に基づき、「社会福祉

事業法」は「社会福祉法（平成 12 年）」へと名称とその内容が大きく改正された。

同法第 4 条に『地域福祉の推進』として「地域住民、社会福祉を目的とする事業を

経営する者および社会福祉に関する活動を行う者」を地域福祉の推進者として規定

した。また同法は、市町村社会福祉協議会についても第 109 条で地域福祉の推進役

と位置づけている。 

◆福祉教育推進プラットフォーム（※25） 

福祉教育をキーワードに課題や問題意識を共有する者（人・組織・社会資源など）

が具体的に対応していく仕組みとしてプラットフォーム（場・基盤）を形成し、協

働すること。 

◆市民的教養（※26） 

「教養」という概念を簡単に説明することは困難であるが、日本学術会議からの提

言「21 世紀の教養と教養教育」では、21 世紀に期待される教養として、学問知・

技法知・実践知と並んで市民的教養を強調している。この市民的教養は、公共性に

ついての理解を深め、その実現に向けたさまざまな活動やプロジェクトに参加し、

連帯・協働していく素養とその心構えを指す。と記されている。 

◆プレゼンテーション（※27） 

プレゼンテーション (英語: presentation) とは、情報伝達手段の一種で、聴衆に

対して情報を提示し、理解・納得を得る行為を指す。略してプレゼンとも呼称され

る。プレゼンテーションの際は、実際に形のないモノを、簡潔かつ判り易く説明す

る事、そして情報を的確に伝える、資料（視聴覚、配布資料等）の準備、情報を適

https://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%B0%E3%82%81%E8%BE%BC%E3%81%BF%E6%95%99%E8%82%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
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量平易に提供することが求められる。このため、図表や音声・映像のほか、実際に

触れる試作品など、様々な情報提供が成されるのが一般的である。 

◆要約筆記（※28） 

要約筆記は、聴覚障がい者への情報保障手段の一つで、話されている内容を要約し、

文字として伝えることをいう。主に第一言語を手話としない中途失聴者・難聴者な

どを対象とする。要約筆記作業に従事する通訳者のことを要約筆記奉仕員（ノート

テイカー）と呼ぶ。あくまで聴覚障がい者のために「発話時点で要約し、通訳する

こと」を保障するのであって、音声の記録行為とは異なる。 

◆メディアミックス（※29） 

広告媒体（広報紙やホームページ、ＳＮＳ、雑誌、ラジオ、テレビ、ダイレクトメ

ール、チラシ広告など）を複数組み合わせること。 

◆地域貢献学習（※30） 

第3次推進計画で使用する地域貢献学習については、平成28年12月14日に厚生労働

省で行われた「第4回地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在

り方に関する検討会」の中で検討が進められている「地域力強化検討会中間とりま

とめ（案）～従来の福祉の地平を超えた、次のステージへ～」の資料の中で検討が

進められている学習の名称。この資料の中では、「幼少期から地域福祉に関心を促

し、地域活動への参加を通して人間形成を図っていく福祉教育が必要である。就学

前から義務教育、高等教育といったそれぞれの段階で地域貢献学習（サービスラー

ニングやボランティア活動）などに積極的に取り組み、福祉意識の涵養と理解を深

めていくことが大切である。またこうした地域福祉の学びは生涯学習の視点からも

取り組んでいかなければならない。また、時として、地域の人だからこそ、問題を

隠しＳＯＳを発することができないこともある。問題が深刻化して初めて表面化す

ることもある。自分の困り事を地域に伝えたり、助けを求められるようになるため

の福祉教育も大切である。」と記されている。 

◆義援金と支援金（※31） 

災害の際に被災地・被災民へ送られる義援金（義捐金）や支援金は寄付の一種であ

る。大きな災害などが発生した場合に「被災者を支援する目的」で集められる寄付

金を「義援金」と称し、「被災者を支援する組織や個人を援助する目的」で集めら

れる寄付金を「支援金」という。 

◆赤い羽根共同募金（※32） 
赤い羽根共同募金とは、日本の募金活動のひとつであり、社会福祉法第 113 条に定

義される第 1 種社会福祉事業である。原則として毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日ま

での間、主に各市町村の共同募金支分会を経由して自治会や学校、事業所、街頭で

募金を募る。共同募金は都道府県ごとに行われ、都道府県を単位に社会福祉法人で

ある共同募金会が組織されている。これらの募金をとりまとめ、連絡調整をするの

が社会福祉法人中央共同募金会である。この運動は 1947 年度にスタートした。呼

びかけに応じて拠出をすると、協力者の証明として鶏の羽を赤く着色した物をもら

えることから、「赤い羽根募金」とも呼ばれている。近年では、大きな災害が発生

した場合などには、「義援金」の窓口となることもある。 

◆ファンドレイジング（※33） 

ファンドレイジング（Fundraising）とは、民間非営利組織などが、活動のための

資金を個人や法人、政府などから集める行為の総称。主に民間非営利組織の資金集

めについて使われる用語。社会福祉協議会では「自主財源の確保」に関連する事業

に使われる。 

◆福祉会（※34） 

生活課題、福祉問題を抱える要援護者が生活する小地域を活動範囲とし、要援護者

の福祉問題をその人だけの問題とせず、地域住民みんなの問題として捉え、その解

決策を考えたり予防したりするために、地域住民が組織的に福祉活動を推進する住

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B4%E8%A6%9A%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E9%9A%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%81%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E8%A9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E9%80%94%E5%A4%B1%E8%81%B4%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A3%E8%81%B4%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%A8%B3%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%81%E7%B4%84%E7%AD%86%E8%A8%98%E5%A5%89%E4%BB%95%E5%93%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%81%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%A8%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%BD%E5%AE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%84%E4%BB%98#.E7.BE.A9.E6.8D.90.E9.87.91.E3.81.A8.E7.BE.A9.E6.8F.B4.E9.87.91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9F%E9%87%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BA%8B%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%881%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%8831%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/1947%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%AF%E3%83%88%E3%83%AA
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民の自主的な組織。現在一般には「福祉会」と呼ばれ、市内 13 コミュニティを活動

範囲とする福祉会を「地区福祉会」、行政区を活動範囲とする福祉会を「小地域福祉

会」という。 

◆コミュニティ〔※35〕 

一般的には、一定の地理的範域に占める人々の集合体である「自治的社会単位」を

意味し、「共同体」や「共同社会」と訳される。宗像市においては、自治会の集合体

である「地区」を単位に行政権限の一部を地区内で活動する様々な団体で構成する

「コミュニティ運営協議会」に移譲する「地域分権」を行うことで、地区住民自ら

の「自己責任」「自己決定」「自己実現」によるまちづくりを推進している。現在、

自治会の集合体である一定地域を「コミュニティー（旧地区）」と称している。宗像

市は、吉武、赤間、赤間西、自由ヶ丘、河東、南郷、東郷、日の里、玄海、池野、

岬、大島の 12 コミュニティで構成される。 

◆障害者自立支援協議会（※36） 

障害者自立支援法が平成 18 年 4 月に施行され、地域における障がい福祉の関係者

による連携及び支援体制に関する協議を行うための会議の設置が位置づけられた。

宗像市は、個別支援会議などで把握された地域の課題を市や相談支援事業者を中心

に市全体の課題として検討し、改善・解決していくための場として、平成 22 年 4

月に宗像市障害者自立支援協議会を設立した。この協議会では、市内で生活する障

がい者に関する保健、医療、教育、福祉、就労等に関わるさまざまな課題を関係機

関や事業者、福祉団体等で共有するとともに、解決に向けての調整や新たな社会資

源の開発および支援システムの構築を図っている。 

◆ユニバーサルデザイン（※37） 

すべての人が使いやすいように考慮してつくられた建物や製品などのデザインの

こと。利用する人の障害のあるなしを基準にするのではなく、一般的な建物や製品

では年齢や能力の違いから使いにくさを感じる人が必ずおり、デザイン段階で工夫

をすることで、できるだけ多くの人が簡単かつ柔軟に使うことのできる製品をつく

るという考え方。 

◆個人情報とプライバシー（※38） 

2005 年 4 月に施行された「個人情報の保護に関する法律（通称：個人情報保護法）」

における「個人情報」とは、個人を特定できる情報のことであり、断片的であって

も個人を特定するのに足りる情報のこと。例えば、マイナンバーや氏名、住所、電

話番号などである。プライバシーとは、個人情報保護法との関連は少なく、①私生

活に関する情報、②まだ一般に知られていない情報、③一般人なら公開してほしく

ないと思う情報などであり、一般的に個人が他人に知られたくないと思っている自

らに関する情報がプライバシーの範囲となる。個人情報とプライバシーは、混同さ

れることが多いが、一般的な例示として、封書の表面のあて名や発信者の情報が「個

人情報」であり、封書の中身が「プライバシー情報」だと例えられる。ただし「守

秘義務」という観点からは、個人情報とプライバシーは「個人に関する情報」とし

て同等に取り扱う必要がある。 
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