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第２章　わかちあいプランの特徴と性格

１節　地域における新たな支え合いの仕組みである
　　 互助を確立する

私たちの地域を 
 「こんなまちにしたい」
  「こんなまちであったらいい」

そのために、私たちはいつまでに何をすべきか
目標を定めたのがこの“わかちあいプラン”です

（１）なぜ、わかちあいプランが必要なのか

少子高齢化の進展、核家族化による世帯構成の変化、地域コミュニティの希薄化などにより地
域社会のつながりは大きく変容しました。
最近、近所付き合いのない世帯や高齢者の一人世帯での孤立死、若者の引きこもり、子どもや
高齢者などへの虐待などが社会問題となっています。
しかし、残念ながら孤立死や虐待などは事件などが生じて初めて状況が公になることがほとん
どです。
この背景には、個人主義やプライバシーが過剰に意識されすぎる傾向にあるため、他人の生活
に立ち入らないといった意識や、お互いに干渉し合わないことが無難であるという意識が定着し
ている現代社会の風潮があります。このことから、わずらわしいことには知らないふりをするの
が一番楽だと思っている人も少なくありません。これでは人々はますます孤立化し、さびしい地
域社会になってしまいます。
このことから「安心して生み育て」「安心して老いを迎えることができる」まちを創るためにも、
地域から孤立している世帯などをみんなで見守ることで "福祉のふるさと "としての『福祉コミュ
ニティ』を醸成していかなければなりません。

また、誰にも相談できずに日々の子育てにひとりで悩んでいるお母さんや、外出することが難
しくなり生活の困りごとを抱えている高齢者の世帯などに、救いの手を差し伸べることのできる
地域づくりも進めていかなければなりません。
市川市では、地域で支え合う仕組みとして平成１３年度から「地域ケアシステム」がスタート

しています。また、１４の地区社協では「てるぼサロン」をはじめ、地域の人たちが参加できる
事業をそれぞれが工夫しながら数多く行ってきています。
このように、みんなで支え合い助け合う仕組みを「共助」や「互助」といいます。
『わかちあいプラン』は、「互助」の仕組みを普及させるための基本的な考え方と取組の方向性、
そして具体的な事業を定めています。
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２節　公と民の役割分担を明確化する

（１）なぜ、共助や互助が求められるのか
役　割
明確化

（２）共助・互助でまちをつつみこむ

市　民
   相談要望
支　　援

参　　画
情報提供

依　　頼
協　　力

地区社協
地区担当
コミュニティワーカー

主任
コミュニティワーカー

てるぼ
サロン

てるぼ
サロン てるぼ

サロン

ブロック社協 ブロック社協 ブロック社協

ＮＰＯ団体

子ども会
障がい者団体高齢者クラブボランティア

民生委員
児童委員

自治（町）会

いちかわ社協

 

 支援
　　　協働 支援　 　協働

 

市川市

自治会連合協議会
民生委員児童委員協議会
ボランティア協会
高齢者クラブ連合会
障がい者団体
子ども会育成会
ＮＰＯ団体　など

『わかちあいプラン』は、市内における新たな支え合いの仕組みである「共助」や向こう三軒
両隣の「互助」を地域のみんなでつくることを目指しています。
かつてわが国では、冠婚葬祭を近所の人たちが総出で手伝うという光景が多く見られました。
また、祭りなどの地域の行事や町内の環境清掃、子どもたちの健全育成や地域の見守りなども地
域の人たちが担っていました。「互助」が自然な形で行われていたといえます。
しかし、時代の変化とともに、かつての「互助」も遠い昔のこととなってしまった感がありま
す。今では、隣近所の助け合いも、実際に行動をおこすことが大変に難しくなったのも事実では
ないかと思います。
いちかわ社協では、「地域でできることは地域でやろう」「自分たちでできることは自分たちで
やろう」との考えを基に、近くに困っている人がいたら進んで手を貸す「お互いさまの人間関係」
を構築することを進めてきています。まさに「互助」の再構築というもので、この「互助」の輪
を地域に広げるための鍵は、地域のみなさんが地域に関心を持って地域をよりよくするために参
加し活動することにあります。それこそが「互助」の原動力となるものです。

市川市は、『地域福祉計画』の基本理念に、誰もが住み慣れた地域で、自立した生活を送ると
ともに、自らも参加して安心して暮らすことのできるまちをつくることを掲げています。
一方でいちかわ社協も『わかちあいプラン』で、安心して生み育て、安心して老いを迎えるこ

とができる福祉のふるさととしての福祉コミュニティを創ることを基本理念としているように、
市川市、いちかわ社協ともに地域福祉に対してほぼ共通の基本理念を掲げています。
このようななかで「公」である市川市は、『地域福祉計画』で「自助」「共助」「公助」の役割

を示しているように、地域福祉を統轄する責任を持っており、「公助」として自らが公的福祉サー
ビスを提供するとともに、「民」である住民の地域福祉活動を支援する役割を担っています。
一方、「民」であるいちかわ社協や住民は、自らが地域づくりに参画するとともに、「公」の支

援を受けながら「民」としての地域福祉活動を実践する役割を担っています。
「民」として実践する地域福祉活動は「共助」や「互助」であり、「公」と「民」がそれぞれの
役割を明確化し、それを果たすことよってはじめて地域福祉における連携・協働が実を結ぶこと
になります。

福祉サービスにおいて、主に行政が提供する制度的、政策的かつ普遍的なサービスを「公助」
といいます。これまでの「公助」は、貧困、高齢者、障がい者、子育てなどの分野における施設
福祉が中心となっていました。また、「公助」と対をなすものとして「自助」があります。かつ
ての大家族制の時代では介護が必要な家族を家族が面倒をみることや、子育ても家族全員で協力
することが一般的となっていました。さらに、防犯活動や環境衛生、生活の扶助など地域社会の
秩序も住民自らの手により維持されており、これがかつての「自助」と「互助」の典型の形であ
りました。
このようにわが国の福祉は、長年、基本的にはこの「公助」と「自助」「互助」により成り立っ

てきました。しかし、近年、高齢化の進展により福祉や医療に関わる扶助費の増加が行政の財政
を逼迫させ、加えて、地域コミュニティの衰退や個人の価値観の多様化により福祉的なニーズも
多様化、複合化してきたことで、「公助」による福祉サービスだけでは限界をきたし、同じく、
核家族化、都市化が進展し世帯構成が小規模化、ご近所関係の希薄化となるなかで、「自助」の
力も脆弱となってきました。
このことから、介護保険の導入など、福祉政策の大きな転換が図られ、これに伴い福祉サービ

スのあり方も従来の施設福祉中心（地域から離れた場所にある福祉施設＝措置）から、福祉サー
ビスを必要とする人のできるだけ身近なところ、すなわち、長年にわたり住み慣れた場所等で提
供していく方向（身近なところでサービスを受けることを選択する＝契約）に変わってきており、
サービスの担い手も地域住民、ボランティア団体・ＮＰＯ、福祉事業者、民間企業などが加わる
ようになり、ここに新しい公共としての「共助」が生まれました。
いちかわ社協では、この「共助」に加えて、地域での隣近所の助け合い支え合いを「互助」と

して役割を示しています。

ひっぱく

ぜいじゃく
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（２）参加と交流の機会と場をつくることが互助の第一歩

現在では、「共助」や「互助」が地域福祉を推進する根幹を占めるようになりました。
このことから地域づくりを行政だけに依存するのではなく、地域自らが地域づくりを進める力

（「地域力」ともいわれます。）を高めることが課題となっており、そのためには行政、地域住民、
各種団体、事業者などがお互いに連携し、協働しながら地域力を高め地域コミュニティを回復し
ていくことが今、強く求められています。そのうち「互助」は、日頃からの隣近所の支え合い助
けあいが基本となっています。
また、「互助」は制度的なものではなく、さまざまな機会を契機に自然的につくられる人間関
係から成り立つものであると考えています。
『わかちあいプラン』はこのような「互助」を考えの中心に置いており、まずは隣近所、地域
の住民同士が自らお互いを知るところから支え合い助け合いが始まるとしています。そのために
参加と交流の機会と場をつくること、それを地域福祉の第一歩としている計画です。

　第 3期『わかちあいプラン』は、第 1期［平成 17年～平成 21年］、第 2期［平成 22年度～平
成 24 年度］の『わかちあいプラン』を継承する計画であり、第３期計画は第 1 期と第２期の課題と
成果をうけて、その延長線上に策定される計画です。
このことから第３期計画では、これまでの計画の成果をさらに拡充し充実させていくこと、あるい

は、これまでの計画に記載されながらも未だに実施等に至っていない事業や課題に対応していくこと、
さらには、時代に即応した新しい事業を起こすことに主眼を置いています。

3節　第１期および第２期の
　　　「わかちあいプラン」を継承する

（１）第1期わかちあいプランでは・・・

５．新しい基金の創設
「災害支援基金」を創設し、災害時に市川市で活動する
ボランティアを支援します

課題 ： 基金の広報による寄付の呼びかけ

１．地区社協事務所の設置

　
 １４地区社協の全てに拠点が設置されました

課題 ： 立地条件の差、狭隘な拠点 

２．コミュニティワーカーの設置
 市川市からの委託により

いちかわ社協職員３名が配置されました

課題 ： １４地区社協全てにかたよりなくコミュニティワーカーを配置 

３．共助・互助を担う社協活動の充実

課題 ： 具体的な地区社協活動への提案と実施に向けての支援

４．社協の専門性の確立
課題 ： 地域・個別ともに専門的技術に基づく
　　　根拠と成果のある支援
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４節　第３期 「わかちあいプラン」の特徴

（１）お互いさま事業（重点事業）

お
互

い
さ

ま

（２）第２期わかちあいプランでは・・・

１．サロンの拡充

２．広報・ＰＲ

３．支え合いの仕組みづくり

４．地域ケア拠点の取り組み

５．その他

　

１．サロンの充実
２．広報・ＰＲ
３．支え合いの仕組みづくり
４．地域ケア拠点の取り組み
５．その他

５本の柱

＋  地 区 社 協 活 動 計 画

14の地区社協が、それぞれ活動計画を策定しました
地域の核となって活動を推進する地区社会福祉協議会の
活動を豊かにし、地域力をさらに高めていきました。

５本の柱

空き店舗を活用した拠点の開設など拠点の整備を実施
福祉機器の貸出を実施

市・いちかわ社協への要望等

 平成２５年3月末現在のてるぼサロンの
開設数は９６か所　目標は１００か所

課題 ： 公的事業との協働・検討 

 各地区社協の広報紙発行支援、ホームページ、
いちかわ社会福祉だよりでＰＲを実施

課題 ： 広報・ＰＲ支援の検討 

課題 ： 地域課題に則した具体的な
　　　　地区社協事業実施の支援

いちかわ社協では、「共助」「互助」を基盤に、地区社協を中心とした「お互いさま」のまちづくり
を進めることとしています。
このことから第３期『わかちあいプラン』では、平成 25 年度から平成 29 年度までの計画期間内

で新たに『お互いさま事業』を立ち上げて、支え合い助け合いの形である「共助」「互助」を具体的
に地域で展開することを目指しています。
『お互いさま事業』のコンセプトは、地域において福祉サービスを必要としている人の生活課題を
総合的に把握し、その人に対して最もふさわしいサービスを地域がつくる支え合いの体制のなかで提
供することとしています。
すなわち、「電球が切れてしまったけど交換ができない」など、急に困った時にちょっとした声掛

けができる隣近所の支え合い助け合いのきっかけを構築するのが、『お互いさま事業』であり、地域
福祉活動への住民参加を促進し、地域の方々自らが主体となったサービス体系を確立することで " 福
祉のふるさと " としての『福祉コミュニティ』の実現をめざしています。
このように『お互いさま事業』は、地域の方々が主体的に進めていただくものであることから、あ

らかじめ、要綱などで統一的な進め方などを定めておくものではなく、また、詳細な決めごとも設け
ません。
地域の方々が地域の状況にあわせてやりやすい方法で取り組んでいただくのが『お互いさま事業』

です。
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５節　市川市地域福祉計画との関係

（１）市川市地域福祉計画

（２）わかちあいプラン
　　（いちかわ社協地域福祉活動計画）

（３）『わかちあいプラン』の策定作業について

（２）新たに災害時対応を計画に

（３）計画の評価と見直しを明記

　　
　　全体計画編　　

 

 

わかちあいプラン

　　地区社協活動計画編

第３期『わかちあいプラン』からは、計画の実効性をより担保するために計画の進捗状況の評価と
見直しの手法を計画のなかに位置付けました。
『わかちあいプラン』は、地域福祉を進めるうえでの行動目標や重点などを示した「全体計画編」
と 14 の地区社協ごとに策定した「地区社協活動計画編」から構成されていますが、それぞれの計画
編の進捗状況を地区の方々が評価するとともに計画と実績のずれを検証し、必要に応じて目標等の見
直し（計画のローリング）を行うこととしています。
（第６章１節、２節を参照）

第３期『わかちあいプラン』では、近い将来に発生が予測されている大規模地震に備えて、災害時
における行政や民間団体、近隣の社会福祉協議会などとの連携支援体制の強化や、災害ボランティア
センターの立ち上げ訓練の充実、地域での孤立化を防ぐための高齢者や障がい者の世帯、子育て中の
世帯などへの支援の充実を新たに計画に盛り込んでいます。
（第 3章 7節を参照）

『わかちあいプラン』は、いちかわ社協が住民主体の地域福祉を推進するために策定する計画で、
市内１４の地区社協の活動を基盤として、地域における支え合いである「互助」の確立に向けてその
行動目標や重点方針を定めています。
また、『わかちあいプラン』の「地区社協活動計画編」は、１４地区社協ごとに地域の方々が討議

を重ねて策定したもので、自らの地域は自らがつくることを実践することが特徴である計画となって
います。
市川市が策定する『市川市地域福祉計画』は、地域が進める「共助」「互助」を支援してく役割を担っ

ており、一方、『わかちあいプラン』は、「共助」「互助」を実践を通して成果あるものにしていく立
場にあります。
このように『市川市地域福祉計画』と『わかちあいプラン』とは車の両輪関係にあり、安心して暮

らせる『福祉コミュニティ』づくりと地域福祉の推進に向けて両計画を一体的に進めていくこととし
ます。

第 3期『わかちあいプラン』は、平成 25 年度を初年度とする市川市の『第 3期地域福祉計画』と
計画期間を同じくするために、市の計画と同時進行で策定を進めてきました。
しかし、『わかちあいプラン』の「地区社協活動計画編」を策定する際における地域からの意見や

要望等を市川市の『地域福祉計画』の「地区別計画」に反映させるためには、『地域福祉計画』よりも『わ
かちあいプラン』の策定作業を先行させなければならないとの課題も浮かび上がりました。
次期計画の策定においては、『わかちあいプラン』の策定スケジュールを検討する必要があります。

市川市が策定する『地域福祉計画』は、全市および３つの基幹福祉圏域を福祉圏域として、この圏
域における地域福祉の推進に関する事項を定める法定計画です。
市川市の『地域福祉計画』では、Ⅰ安心と信頼のあるまちづくり　Ⅱ参加と交流のまちづくり　Ⅲ

安全とうるおいのあるまちづくり　Ⅳ自立と生きがいづくり　Ⅴ地域福祉推進の基盤づくり　の５つ
の基本目標を設定し、この基本目標にそって１９の施策を推進することとしています。
１９の施策ごとには評価指標、評価方法、目標、評価時期とともに、「公助」「共助」「自助」の役

割に則して、それぞれの努力目標が定められています。
また、地区別計画では北部、中部、南部の基幹福祉圏域ごとに目標および目標を達成するための役

割分担が示されています。
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