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概要版 
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地域福祉とは… 

地域福祉計画とは… 

 

「福祉」は、“しあわせ”という意味を持つ「福」と“さいわい”という意味を持つ「祉」が合わさ

った“幸せなくらし”を意味する言葉です。 

つまり「福祉」とは、生活に困っている人に手を差し伸べることや、援助するだけではなく、す

べての人に等しくもたらされるべき“幸せ”のことであり、誰もが安心して暮らせる幸せな生活を

推進していくことを指します。 

町民一人ひとりや地域活動・地域福祉活動を行う人たち、地域の事業所などが、行政機関と協働

し、「幸せな生活を“地域”全体で推進していくこと」が「地域福祉」です。 

 

 

「地域福祉計画」とは、北島町における人と人とのつながりを基本として、地域のさまざまな

福祉課題を明らかにし、その解決に向けた取り組みをすすめ、基本理念として掲げる「みんなで

地域を幸せに つなげる つながるまち 北島」をめざすための総合的な方向性を示すものです。 

 

あなたの周りやテレビで、こんな人を見たことはありませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域には、生まれたばかりの赤ちゃんから高齢者までの多様な年代の人、障がいのある人、一

人で子どもを育てている人など、様々な人が暮らしています。 

地域での人間関係が希薄になりがちな現代ではありますが、身近な暮らしの中で起こる困りご

とを「自分ごと」として考えてみましょう。 

 

一人ひとりがお互いを理解し合い、認め合い、 

思いやりを持ち、つながることから、地域福祉の輪は広がっていきます。 

あなたも、そんな地域の輪の一員になりませんか？ 
  

子どもの世話と親の介護、 

両方しなくちゃいけない。 

でも、誰にも頼れない… 

収入のない 50 代の子どもと、 

80 代の親の世帯。 

この先どうやって生活すれば… 

もし今災害が起きてしまったら 

一人で避難できない。 

近所に知り合いもおらず心配だ… 
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現在の北島町をデータからみると… 

北島町の地域福祉がさらに良くなるためには… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

高齢化率 

25.4％ 
資料：住民基本台帳（令和３年１月１日現在） 

総人口 23,281 人 
※総人口には年齢不詳含む 

0~14 歳  3,538 人 

15~64 歳 13,826 人 

65 歳以上 5,908 人 

（令和３年１月１日現在） 

資料：住民基本台帳 

地域福祉への関心向上と 
つながり強化 

町民一人ひとりが、福祉の受け手、担い手となっ

ていくことができるよう、福祉に関心を持つこと

ができる機会を増やすとともに、町民同士のつな

がりづくりや、福祉教育などの意識啓発を推進す

る必要があります。 

 

地域活動の担い手育成 

町民の主体的な参加を図っていくため、誰でも参

加できるよう地域活動や育成講座等の活発な情

報周知を行い、人権意識や福祉への関心を高める

とともに、地域福祉の重要性について理解を広め

ていく取り組みが必要です。 

福祉に関する情報提供の推進 

年代によって情報入手の際に活用する媒体が異

なることなども加味し、町民目線での情報発信が

行われているかを検証し、より多くの町民に届く

情報発信の仕組みを構築する必要があります。 

相談窓口の充実 

地域のつながりの希薄化などがみられる本町に

おいては、関係機関同士の情報共有や支援の連携

のあり方などについて検討を進め、複雑化する課

題への包括的、重層的な支援体制整備を図る必要

があります。 

転出 転入 

1,001 人 1,036 人 

社会動態による変化 

+35 
 

206 人 198 人 

自然動態による変化 

+8 
 

出生 死亡 

（町民意識調査より） 

68.1％が北島町で 

「住み続けたい」 
と回答 

（町民意識調査より） 

ボランティア活動
参加率 

5.9％ 
地域活動に参加し

たことがない人 

60.1％ 
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基本理念  

 

みんなで地域を幸せに 

つなげる つながるまち 北島 
 

 

 

 

 

基本理念実現のために、以下の３つの目標を掲げます！ 

基 本 目 標 １ 地域を支える「ひとづくり」 

地域福祉推進のためには、福祉活動を担う人材の確保と育成が必要不可欠となっています。地

域福祉は、すべての町民が福祉の「担い手」であり「受け手」でもあるため、みんながみんなのた

めに地域を支える「お互いさま」の意識づくりが求められています。 

そのため、北島町では、町民の地域福祉への理解促進や、ボランティアをはじめとする地域福

祉活動を支える人材の育成、町民同士の交流機会や居場所づくりなど、地域を支える「ひとづく

り」を目指します。 

 

基 本 目 標 ２ 誰もが安心して住み続けたい「まちづくり」 

生活を営む中で誰もが、様々な課題や悩みを抱えて暮らしています。近年その課題や悩みは、

複雑化・多様化しており、解決のためには様々な支援が必要となっています。 

そのため、北島町では、生活支援の充実や権利擁護の推進、再犯防止の支援や防犯、防災、バ

リアフリー化など、町民が 10 年後そして 50 年後も安心して暮らしていくために、誰もが安心し

て住み続けたい「まちづくり」を目指します。 

 

基 本 目 標 ３ 誰一人取り残さない「つながりづくり」 

町民一人ひとりが、住み慣れた地域でともに認め合い、支え合い、必要なときに適切な支援が

受けられるよう、町民・関係機関・行政等のつながりの構築が重要となっています。 

そのため、北島町では、多様な福祉ニーズへの対応や、包括的な相談支援体制整備、町民・関

係機関・行政等が連携してより多くの人が社会とつながるための地域福祉ネットワークの構築な

ど、誰一人取り残さない「つながりづくり」を目指します。  
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基 本 目 標 １ 地域を支える「ひとづくり」 

 

福祉の柱１ 地域福祉への理解促進 
 

北島町は… 

地域福祉の取り組みを進める第一歩として、地域福祉に関する情報発信や周知活動、学ぶ機会

の充実を図るなど、理解度の向上に取り組みます！ 

 

町民みんなでできるコト 

✓ 福祉に関心を持ち、役場や町社協、町内の各施設において積極的に情報収集を行います。 

✓ 「地域福祉」の重要性への理解を高めます。 

✓ 人権や福祉教育に関する講座やイベントに、積極的に参加します。 

 

福祉の柱２ 地域福祉活動を支える人材の育成 
 

北島町は… 

若い世代の多い北島町だからこそ、数十年後の支援を必要とする未来の自分のために、福祉人

材の育成や活動団体への支援などに取り組みます！ 

 

町民みんなでできるコト 

✓ 自ら助け合いの手を差し伸べる、ボランタリー精神を持ちます。 

✓ 趣味や特技、経験を活かして、地域福祉活動に積極的に参加します。 

  

福祉の柱３ 地域コミュニティの形成 
 

北島町は… 

お隣さんやご近所さんとのつながりを大事にし、みんなで笑顔になれる北島町にするために、

様々な交流や居場所づくり、既存施設の活用と地域拠点の整備に取り組みます！ 

 

町民みんなでできるコト 

✓ 多世代が交流できる場の企画や活動に参加します。 

✓ 地区を越えた交流・情報共有を行います。 
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基 本 目 標 ２ 誰もが安心して住み続けたい「まちづくり」 

 

福祉の柱１ 生活支援の充実 
 

北島町は… 

色々な困りごとを抱える人たちが壁を感じず、自分らしい生き方を選べるよう、生活困窮者へ

の自立支援や、各種福祉分野に対する生活支援、就労の支援に取り組みます！ 

 

町民みんなでできるコト 

✓ 地域でできる支援について、話し合いましょう。 

✓ 支援や福祉サービスが必要な人に対し、制度や福祉サービスを活用することによって、生活の

質が高まることを伝えていきましょう。 

 

福祉の柱２ 権利擁護の推進【北島町成年後見制度利用促進基本計画】 
 

北島町は… 

町民・関係団体・行政等が連携して権利擁護支援に取り組み、認知症や知的障がい、その他精

神上の障がいなどによって判断能力が十分ではない人を含むすべての町民が、安心していきい

きと暮らし続けられる共生のまちづくりを目指して『北島町成年後見制度利用促進基本計画』

を策定します！ 

 

福祉の柱３ 再犯防止の支援【北島町再犯防止推進計画】 
 

北島町は… 

関係機関や民間団体等が連携・協力して犯罪をした者などの立ち直りを支援することにより、

安心・安全に暮らせる社会の実現を目指して『北島町再犯防止推進計画』を策定します！ 

 

福祉の柱４ 安心・安全の地域づくり 
 

北島町は… 

町民みんなが、安心して、安全に生活することのできるまちにするため、災害時の備えや、防

犯対策、バリアフリーの推進に取り組みます。 

 

町民みんなでできるコト 

✓ 日頃から、隣近所で声をかけ合い、災害時に助け合える関係づくりに努めます。 

✓ 地域の防災訓練などに積極的に参加し、自主防災意識を高めます。 

✓ 交通マナーを守り、日ごろから交通安全に努めます。  
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基 本 目 標 ３ 誰一人取り残さない「つながりづくり」 

 

福祉の柱１ 多様な福祉ニーズへの対応 
 

北島町は… 

一人でたくさんのことを抱えて悩んでいる人を地域ぐるみで支えられるよう、福祉サービスの

充実や福祉サービスに関する情報周知に取り組みます！  

 

町民みんなでできるコト 

✓ 福祉サービスを利用したいときにすぐに利用できるよう、日ごろから情報収集に努めます。 

✓ 福祉や地域に関する情報を地域で共有します。 

✓ 身近に悩んでいる人や困っている人がいれば話を聞き、必要な制度・福祉サービスへつなぎます。 

 

福祉の柱２ 包括的な相談支援体制整備 
 

北島町は… 

色々な悩みや不安、困りごとに耳を傾け、少しでも解決の糸口を見つけるための体制を整え、

相談窓口の充実・周知や、気軽に相談できる体制づくりに取り組みます！ 

 

町民みんなでできるコト 

✓ 困りごとがあったときにすぐに相談できるよう、各種相談窓口を把握します。 

✓ 悩みや不安があれば、一人で抱え込まず身近な人や専門機関に早めに相談します。 

✓ 何かあったらすぐに相談できる相手を見つけるとともに、他の人からの相談も積極的に受け、

相互に助け合える関係を築きます。 

 

福祉の柱３ 地域福祉ネットワークの構築 
 

北島町は… 

町民・行政・関係機関などで北島町の地域福祉を推進するネットワークづくりのため、多分野・

多機関による包括的支援体制の構築や、地域活動団体との交流や情報発信に取り組みます！ 

 

町民みんなでできるコト 

✓ ちょっとした異変などに気づいたときは、速やかに身近な地域の相談員（民生委員児童委員、

生活相談員など）や行政に相談、連絡します。 

✓ 自分が活動している団体以外の取り組みについても情報を把握します。 

  



 

 

 

困ったときの相談窓口先一覧  

 

介護や認知症など高齢者支援に関すること 

名称 連絡先 場所 受付時間 

社会福祉課 698-9802 北島町役場 １F AM8：30～PM5：15（土、日、祝祭日除く） 

健康保険課 698-9805 北島町役場 １F AM8：30～PM5：15（土、日、祝祭日除く） 

地域包括支援センター 698-8951 北島町役場 ４F AM8：30～PM5：15（土、日、祝祭日除く） 

 

子育て支援や児童福祉に関すること 

名称 連絡先 住所・場所 受付時間 

子育て支援課 698-8909 保健相談センター内 AM8：30～PM5：15（土、日、祝祭日除く） 

子育て支援施設「Koti」 678-6161 新喜来字南古田 61-1 AM8：30～PM5：15（土、日、祝祭日除く） 

 

障がい者支援に関すること 

名称 連絡先 場所 受付時間 

社会福祉課 698-9802 北島町役場 １F AM8：30～PM5：15（土、日、祝祭日除く） 

 

生活困窮者などに関すること 

名称 連絡先 場所 受付時間 

社会福祉課 698-9802 北島町役場 １F AM8：30～PM5：15（土、日、祝祭日除く） 

北島町社会福祉協議会 698-8910 老人福祉センター内 AM8：30～PM5：15（土、日、祝祭日除く） 

 

ボランティアや地域福祉活動全般に関すること 

名称 連絡先 場所 受付時間 

北島町社会福祉協議会 698-8910 老人福祉センター内 AM8：30～PM5：15（土、日、祝祭日除く） 

 

健診・予防接種・健康づくりなどに関すること 

名称 連絡先 場所 受付時間 

健康保険課 698-9805 北島町役場 １F AM8：30～PM5：15（土、日、祝祭日除く） 

子育て支援課 698-8909 保健相談センター内 AM8：30～PM5：15（土、日、祝祭日除く） 

 

 

第１期 北島町地域福祉計画―概要版― 

北島町  社会福祉課 

〒771-0285  徳島県板野郡北島町中村字上地 23 番地 1 

電話 088-698-9802  ＦＡＸ 088-698-8494  メール sfukushi@kitajima.i-tokushima.jp 


