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葛飾区地域福祉計画 概要版
概

　要

　版１ 計画策定の目的・趣旨

葛飾区（以下「区」という。）では、これまで、自治町会、民生委員児童委員協議会や
青少年委員会、社会福祉協議会、各種のボランティア団体など、様々な団体が地域で主体
的な活動を行い、地域課題の解決に取り組んできました。一方で、環境の変化に伴い、地
域の課題も多様化が進み、様々な複合的な課題を抱える世帯が増えてきています。このよ
うな社会的な孤立や複合的な問題などの解決に向けては、区のみならず、地域の様々な機
関やボランティア団体、区民などがより一層協力することが求められています。
このような実情を踏まえ、これまで展開されている地域の主体的な取組を基盤としつつ、
区のさらなる下支えのもと、公民の協働の一層の推進を図ることを目指し、葛飾区地域福
祉計画（以下「本計画」という。）を策定しました。
すべての区民が地域でともに認め合いともに生活していく地域共生社会の実現に向け
て、区、民生委員児童委員協議会・ボランティア団体・NPO法人などの地域団体（以下「地
域団体等」という。）、関係機関、区民が連携・協働して、地域福祉を推進する計画とします。

２ 計画の位置付け

本計画は、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107 条第１項に規定する市町村地
域福祉計画として位置付けています。また、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平
成 28 年法律第 29 号）第 14 条第１項に規定する市町村成年後見制度利用促進基本計画を
内包する計画です。

３ 計画の期間

計画期間は、令和２（2020）年度から令和５（2023）年度までの４年間です。

本冊子の下部に印刷されている記号は、「音声コード（Uni-Voice）」です。
また、ページの端にある半円の切り欠きは、「音声コード（Uni-Voice）」の
位置を示しています。「音声コード（Uni-Voice）」の情報は、専用機械や携
帯電話・スマートフォン（アプリ）を使って音声で読み上げることができ
ます。
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葛飾区地域福祉計画 概要版
概

　要

　版４ 計画の基本理念及び基本目標

基本理念

すべての人々がともにつながり、認め合い、
いつまでも安心して暮らせるまち

病気や障害があっても、また介護をはじめ、何かしらの支援が必要な状況になったと
しても、人や地域とつながり、喜びを感じることができるまち、多様な個人や家族を地
域で受け止め、支え合うまち、地域のために何かをしたいとの想いが実現するまちを目
指して、区、社会福祉協議会、地域団体等及び区民が協働して地域共生社会を創ってい
きます。

基本目標

１
区民の地域社会への
参加促進と地域福祉
の担い手づくり

様々な区民が地域社会とつながる取組を推進するとともに、
地域の支え合いに関心のある人や団体を支援し、地域福祉の
担い手づくりにつなげていきます。

２ サービスの質の向上
と利用促進

保健や福祉に係る公的サービスの質の向上を図り、すべての
区民が住み慣れた地域で安全・安心に暮らすことができる環
境を整えます。

３ 包括的な支援体制の
整備

多様化する個人や家族のニーズに対して、公・民を超えた様々
な機関や団体などが協働し、包括的な支援体制を整えます。

４ 地域を主体とした福
祉活動の推進

区民や地域団体、ボランティア団体の主体的な活動をより一
層推進し、楽しみや充実感を感じながら活動していけるよう
支援します。

５ 権利擁護の推進
本人の自己決定を尊重し、周囲の関係者や地域の
理解を深めていくことで、子ども、認知症高齢者、
障害のある方などの権利を守る体制を整備します。
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５ 具体的な取組

基本目標１　区民の地域社会への参加促進と地域福祉の担い手づくり

地域で活動する団体には、活動の担い手の確保や継承に関する共通の悩みがあります。
地域で活動する人を増やすためには、何か活動をしたいと思った人が、気軽に相談できる
場をつくることや、現在活動に参加している人たちが、やりがいや楽しみを感じながら活
動していることを周囲に伝えていくことが大切です。
地域で支援を必要としている対象者が拡大し、支援の内容が複雑化する中で、支援に関

わる個人や団体には、これまで以上のスキルが求められるとともに、地域活動を継続して
いくためには、活動する人や団体のモチベーションの向上も重要となります。
特技を生かしたり、楽しみながら生涯学習等の講座などに参加することを通して、地域

の実情や課題に関心を持ち、学んだことを地域活動につなげていくことも大切です。

≪区が主体となって進める取組≫
○区民が参加したくなる魅力的な講座や福祉活動に対する支援方針などを作り、地域団
体等がより活動しやすい体制づくりを行います。
○地域で活動する人や団体の取組を支援するとともに、その魅力を区民に発信します。

≪社会福祉協議会が主体となって進める取組≫
○区民が参加したくなる魅力的な講座などを開催し、講座受講者を地域活動につなげる
取組を進めます。
○地域で活動する人や団体の取組の魅力を区民に発信していきます。
○地域の情報を集め、活動に参加したい人と支援を受けたい人とのマッチングや活動に
関する相談を受けるとともに、そこで得られた情報から地域の困りごとや心配ごとの
解決に向けた取組を推進します。

≪関係機関や専門職団体が主体となって進める取組≫　
○研修や講座などに講師として参加するとともに、地域で活動する人や団体のスキル
アップを支援します。

≪区から区民や地域団体等へのお願い≫
　○区民は、地域の実情に関心を持ち、積極的に地域活動に参加していきましょう。
　○地域団体は、団体の活動内容について積極的に情報発信を行いましょう。
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1－① 活動に参加したい人（団体）と支援を受けたい人（団体）とのマッチン
グの充実により、区民が地域の福祉活動などに参加する場を拡充

□新たに地域の活動に参加したいと思う区民が、希望する活動に参加することができる
よう、マッチング支援を推進します。

1－② 活動に参加したい人（団体）のスキルアップを支援

□地域で活動している、またはこれから活動に参加しようと考えている人や団体などが、
安心して地域活動を進めていけるように、活動や取組を展開するうえで必要となる知
識や技術、運営のノウハウの習得を支援していきます。

1－③ 生涯学習や福祉教育の充実により、地域で活動する人づくりを推進

□生涯学習や福祉教育の受講者の中には、学んだことを地域で生かしたいと考える人も
多くいます。そのような区民を実際の地域活動につなげ、地域で活動する新たな人づ
くりを推進していきます。

1－④ 地域で活動する人のモチベーションを高める取組の推進

□地域での活動を継続的に発展させていくために、地域活動に関わる人や団体のモチ
ベーションを高める取組を進めていきます。

1－⑤ 障害のある方や認知症高齢者など、様々な区民が地域社会に
参加する取組の促進

□障害があっても、高齢で認知症があっても、社会の中で個人として認められ、地域社
会に参加できる場があることは、地域共生社会を実現するうえで重要なことです。地
域の住民が、障害のある方への理解促進と認知症に対する正しい知識を持ち、障害の
ある方や高齢で認知症がある方が地域で共に活動するなど、誰にとっても
地域で暮らしやすいまちづくりを目指します。　
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基本目標２　サービスの質の向上と利用促進

区の課題を全体的・複合的に捉え、関係分野などと連携し、包括的に解決できる人材を
育成することが重要です。
多様なニーズに対応できる専門的な知識・技術に基づいた的確なサービスの提供と、公
的なサービスの質の向上を図るためには、公的サービスを担う専門職をはじめ、保健、福
祉に携わる人材確保とスキルアップが不可欠です。
地域団体等の活動の情報を、区民のみならず、公的なサービスの提供主体にも伝えてい
くことで、区全体のサービスの向上を図り、より良いサービスの提供につなげます。
ひきこもり、高齢者世帯などサービスの情報が届きにくい世帯については、積極的にアウ

トリーチ（訪問支援）を活用し、適切な情報提供を行い、サービスの利用につなげていきます。

≪区が主体となって進める取組≫
○保育サービスや介護サービスなどに携わる人材確保とスキルアップを支援します。
○障害者施設、介護施設などに福祉サービス第三者評価の受審を推奨し、高齢・福祉サー
ビスの質の向上を図ります。

○区内で提供している公的なサービスや、民間団体や地域団体等が行っている活動につ
いて、区民や事業者に情報を提供します。

≪社会福祉協議会が主体となって進める取組≫
○区内で提供している公的なサービスや、地域団体等が行っている活動について、区民
や事業者に情報を提供します。
○地域で継続的に支援を必要とする世帯を早期に発見・支援するため、区や地域の関係
団体と、日頃から顔の見える関係を構築します。

≪関係機関や専門職団体が主体となって進める取組≫
○それぞれの職務に応じた研修を実施し、人材育成に取り組みます。
○他団体との連携を深め、専門性の向上に努めます。

≪区から区民や地域団体等へのお願い≫
○�区の出前講座などを活用して、区のサービスや施策についての理解を深めましょう。

○�近隣との付き合いや日々の活動の中で、支援が必要な世帯に気付いた場合は、
適切な機関などに相談しましょう。
○�自治町会の回覧板・掲示板などで地域のサービスに関する情報提供を行いま
しょう。
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2－① 保健、福祉に携わる、人材確保とスキルアップの推進

□保健、福祉に携わる人材の確保と定着に努めていきます。
□保健、福祉に携わる人材のスキルアップに取り組んでいきます。
□福祉サービス第三者評価の受審勧奨と苦情相談などの充実を図り、福祉サービスの質
の向上に取り組んでいきます。

□従事者が、やりがいを持って職務に従事するために、運営面から従事者をサポートす
る体制の強化に取り組み、従事者のメンタルヘルスの推進を図ります。

□介護職員の人権や心の健康を守り、介護職員の離職を防止するため、区と事業者が協
力して介護現場でのハラスメントの防止に努めていきます。

2－② 関係分野と連携し、包括的な視点をもって支援を行える人材の育成

□子ども・若者、高齢者や障害のある方、生活困窮者などの支援に際しては、分野を超
えた連携が求められる事例が増加しています。様々な分野で相談支援に関わる職員が、
個々の事例に包括的な対応ができるよう、幅広い視点をもった人材の育成を行います。

2－③ 支援を必要とする人への情報提供とサービスの利用促進

□支援が必要な状況にあるにもかかわらず援助を求めることができない世帯、援助を受
けることに拒否感が強い世帯、さらにひきこもりや高齢者世帯などの情報が届きにく
い世帯に対しては、援助する側からアプローチし、早期発見・適切なサービス利用に
つなげ、問題が深刻化・潜在化することを予防していきます。

□継続的に支援を必要としている方や世帯を地域ぐるみで支えていくために、民生委員・
児童委員や地域団体等と区の機関が密に連携し、実際の支援を行う際には、アウトリー
チ（訪問支援）による支援を積極的に活用していきます。

□すべての区民に必要な情報を届けるために、広報紙や自治町会の回覧板などの紙媒体
での情報提供とともに、区ホームページ、区総合アプリなど ICT を活用した情報提供
も積極的に行っていきます。
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基本目標３　包括的な支援体制の整備

これまで、子ども、高齢者、障害のある方などの対象ごとに、各種制度に基づいた公的
な支援体制が整備され、質量ともに支援の充実が図られてきました。しかし、現在では、
認知症や精神障害が疑われたり、セルフ・ネグレクト、生活困窮、社会的孤立やごみ屋敷
など、複合的な課題を抱える個人や世帯が増えてきています。
中高年のひきこもりなど公的な支援が受けられず制度の狭間にある方への対応や、買物、
通院の介助など、これまでの公的な支援の対象とならない身近な生活課題への対応も求め
られています。
今後の地域福祉を推進していくうえでは、だれもが取り残されない支援体制の整備が必
要であり、あらゆる相談を包括的に受けられる体制の整備が求められています。

≪区が主体となって進める取組≫
○分野を超えた相談を一元的に受け、適切な機関への橋渡しをするとともに、関係機関
間の支援の調整を担う組織の設置を検討していきます。

○支援に結び付いていない人について、アウトリーチ（訪問支援）による支援を行って
いきます。

≪社会福祉協議会が主体となって進める取組≫
○地域の中で、分野を超えた相談を一元的に受け、必要な支援につなげていく体制を整
備していきます。
○支援に結び付いていない人について、地域に密着したアウトリーチ（訪問支援）によ
る支援を行っていきます。

≪関係機関や専門職団体が主体となって進める取組≫
○分野を超えて、他団体と連携協力して、支援に取り組みます。
○地域で活動する支援者を専門的な視点から支えていきます。

≪区から区民や地域団体等へのお願い≫
○支援を必要としている世帯に気付いた際には、民生委員・児童委員などや区の相談機
関に連絡しましょう。　
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3－① 高齢や障害、子ども・若者などの多様なニーズを
包括的に支援する体制の整備

□地域を取り巻く課題は多様化・重層化しており、複合的な課題を抱える世帯に対して
は、分野を超えた包括的な対応が必要です。区と関係機関とがより一層連携し、多職
種と地域の支援者がチームとして対応する体制を強化していきます。

□困りごとを抱えた本人に寄り添い、継続的につながり、関わりながら、本人の生活全
般を支援するため、コミュニティソーシャルワーカーなどの専門職による「伴走型支
援」の推進を図ります。

□妊娠期から成人するまでの期間、子どもの成長に合わせた切れ目のない支援体制を構
築していきます。

□高齢者や障害のある方、ひとり親家庭などは、民間の賃貸住宅を借りにくい状況にあ
るといわれています。区や不動産関係団体とが協力して、住宅確保の促進に向けた取
組を進めていきます。

□生活困窮者への包括的支援に向けては、身近な相談窓口として本人や家族などからの
相談を確実に受け止めて、丁寧な寄り添い支援を継続していきます。

□複合的な課題を抱える個人や世帯への支援として、福祉分野の支援に加え、今後は精
神保健分野のアウトリーチ（訪問支援）の充実を図っていきます。

3－② 地域における包括的な相談体制の充実

□複雑な問題を抱える世帯への対応が地域で求められることが多くなっています。この
ような地域の課題に対応していくために、それぞれの世帯の課題を包括的に受け止め、
適切な機関やサービスなどにつなげていきます。

□生活困窮者、生活保護、高齢者、障害のある方、若者相談、精神保健などの支援を行
う機関とコミュニティソーシャルワーカーが相互に連携した支援を行えるよう、複合
的な課題を包括的に受け止める総合相談支援ネットワークの構築を進め、コミュニ
ティソーシャルワーカーの地域での活動を支える体制を検討します。
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基本目標４　地域を主体とした福祉活動の推進

核家族化や生活スタイルの多様化に伴い、個人を尊重する傾向が強くなってきています。
また、様々なサービスが充実していく一方、地域では自助・互助が薄れてきている傾向が
あります。人と人とのつながりを強め、地域の絆を深めていく取組は、大切な視点となり
ます。
自治町会、民生委員・児童委員、地域の福祉団体、ボランティア活動団体などの地域活
動を推進するとともに、これらの地域の支援と合わせて、近隣による助け合い、ボランティ
ア支援などを組み合わせて、支援を必要とする世帯を地域で継続的に支えていくコミュニ
ティソーシャルワークの推進を図ります。

≪区が主体となって進める取組≫
○地域を主体とした福祉活動を推し進めるため、コミュニティソーシャルワークの体制
づくりに取り組みます。

○地域団体等や区の専門機関との相互の交流を促進し、ノウハウを共有することで、地
域の課題解決の向上に努めます。

≪社会福祉協議会が主体となって進める取組≫
○地域を主体とした福祉活動を推し進めるため、コミュニティソーシャルワークの推進
に取り組みます。
○地域団体等や区の専門機関との相互の交流を促進し、ノウハウを共有するため、関係
者の調整を行うとともに、地域の状況や課題に即した取組を推進します。

≪関係機関や専門職団体が主体となって進める取組≫
○関係機関や専門職団体が協力して地域課題の解決に取り組んでいきます。

≪区から区民や地域団体等へのお願い≫
○身近な生活支援の担い手として協力していきましょう。
○地域ぐるみの支え合いを進めていきましょう。
○地域の課題に関心を持って、身近なところから活動を始めましょう。　
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4－① 地域の主体的な活動の推進（コミュニティソーシャルワークの推進）

□地域の中で支援につながらずに困っている方を発見し支援していくとともに、従来の
制度や法の枠組みの中では十分に対応できない「制度の狭間」にいる方などに寄り添
いながら、地域の方の力を借りて支援し、かつ、地域課題を共に解決していく、コミュ
ニティソーシャルワークを推進していきます。

4－② 身近な生活課題への近所の助け合いの推進

□区民の身近な生活課題については、ちょっとした助けを必要とする人と、身近なこと
で人の役に立ちたいと考えている人を結び付け、地域の助け合いを推進し、助け合い
の担い手・受け手双方が地域で生き生きと活動できる体制を進めます。

4－③ 地域団体等の活動支援

□地域の課題が多様化する中で、地域団体等の活動範囲も広がり、複雑な課題を抱える
世帯への対応が求められることも多くなってきています。これまで以上に、区と地域
団体等との連携促進や活動の活性化を図っていきます。

4－④ 地域活動に参加したい人の最初の一歩を後押しする取組の推進

□地域活動に参加したい方の背中を押し、支援の輪を広げていくため、区民への地域活
動に関する情報の発信や、地域活動への理解及び意識の醸成を図るとともに、区の窓
口やボランティア・地域貢献活動センターなどにおいて情報提供やマッチングを図る
など、活動に関する相談窓口の強化にも取り組みます。

4－⑤ 地域で活動する団体の活動の見える化と区民への情報提供の充実

□地域で行われている様々な活動が、支援を必要とする方に適切に届くよう、情報提供
などの取組を推進していきます。

4－⑥ 地域で活動する団体の情報共有や団体間の連携の促進

□地域で活動する団体間の情報共有を図り、連携した活動を展開することが
できるよう、団体間の交流の場の創出や団体情報の周知に取り組みます。
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基本目標５　権利擁護の推進

個人の自己決定を尊重する、個人の健康や生命を守る、個人の財産を守るなどの権利擁
護は、すべての対象者に共通する重要な取組です。子ども、高齢者、障害のある方などの
権利擁護を進めるにあたっては、区や関係機関、専門職団体の取組とともに、地域の理解
も必要となります。

≪区が主体となって進める取組≫
○成年後見制度やその他の権利擁護支援事業の利用促進を図ります。
○関係機関との協力のもと、虐待や消費者被害を防止します。
○障害福祉や高齢者福祉などの事業者などと協力して、権利擁護を推進します。

≪社会福祉協議会が主体となって進める取組≫
○成年後見制度やその他の権利擁護支援事業の利用促進を図ります。
○関係機関との協力のもと、虐待や消費者被害を防止します。
○障害福祉や高齢者福祉などの事業者などと協力して、権利擁護を推進します。

≪関係機関や専門職団体が主体となって進める取組≫
○成年後見、虐待や消費者被害の防止などについて、専門的な支援を行います。

≪区から区民や地域団体等へのお願い≫
○権利擁護について理解を深めましょう。
○虐待や消費者被害の実態について理解を深めましょう。

5－① 判断能力が十分でない人への支援【葛飾区成年後見制度利用促進基本計画】

□権利擁護支援の展開
　・権利擁護支援が必要な人の早期支援
　　�権利擁護支援の周知・普及、他事業から成年後見制度利用へのつなぎ、相談窓口の

充実、各種助成の見直し・拡充、任意後見制度の推進、意思決定支援や身上保護を
重視した成年後見制度の運用などの取組を進めていきます。

□地域連携のネットワーク体制の整備
　・�本人を後見人とともに支える「支援チーム」づくりを進め、地域における協議会を

適切に運営していくため、地域連携ネットワークの中核となる機関（以下「中
核機関」という。）を設置します。中核機関は、成年後見制度利用促進に向け
た司令塔機能、地域連携ネットワークの事務局機能、相談があったケースにつ
いて、支援の進行管理機能を担います。　
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□中核機関の具体的役割
　・�広報・相談支援・受任者調整・市民後見人の育成支援・法人後見の担い手の育成支援
　・後見人支援・不正防止
□その他権利擁護に係る事業の充実
　�成年後見人等に対する報酬助成の拡大、訪問援助事業の利用料助成の検討、成年後見
人等の集いの実施等を行います。

□エンディングノートの書き方、相談支援等、終活への支援を実施します。
□子ども、高齢者、障害者の権利擁護を推進します。
□本人への支援は、本人の自己決定の尊重に基づくことを原則とし、その選択を尊重す
る意思決定支援を行っていきます。

5－② 子どもの権利擁護

□子どもに関する様々な施策を推進するにあたり、「子どもの最善の利益」の確保を優
先した事業展開を目指します。

□「虐待」や「いじめ」などの権利侵害から子どもたちを守る取組を強化していきます。

5－③ 高齢者の権利擁護

□認知症などにより判断能力が低下した場合に、財産の管理やサービス利用など、本人
の意思決定を支援する成年後見制度のさらなる活用に取り組みます。

□高齢者虐待を防止するため、区では「高齢者虐待防止・養護者支援計画」を定め、虐
待の予防・早期発見と対応・再発防止に向けて取り組んでいます。

□高齢者の特殊詐欺被害や消費者被害に関しては、関係機関が連携を密にして、被害の
防止や被害早期における相談体制を強化していきます。

5－④ 障害者の権利擁護

□区では、障害者権利擁護窓口を設置し、障害のある方の虐待に関する相談に対応する
とともに、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する相談に対応しています。

5－⑤ 意思決定支援

□本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが原則であり、不合理
と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を
尊重します。それぞれの支援を担当する専門職は、この意思決定支援の趣
旨を踏まえ、日々の支援を行っていきます。　

12

葛飾区_概要版.indd   12 2020/03/18   14:09:42



葛飾区地域福祉計画（概要版）
令和２（2020）年度～令和５（2023）年度

令和２（2020）年３月

	 発行：葛飾区
	 編集：葛飾区福祉部福祉管理課
	 	 〒 124-8555　東京都葛飾区立石 5-13-1
	 	 電話　　　03-5654-8242（直通）
	 	 ファクス　03-5698-1530

葛飾区ホームページ　http://www.city.katsushika.lg.jp/

この冊子は、印刷用の紙へリサイクルできます。

葛飾区_概要版.indd   13 2020/03/19   13:49:25



葛飾区_概要版.indd   14 2020/03/18   14:09:42



令和２（２０２０）年３月

葛飾区
令和２（２０２０）年３月

葛飾区

葛飾区
地域福祉計画

概 要 版
令和２（2020）年度～令和５（2023）年度

葛飾区_概要版.indd   2 2020/03/18   14:09:41




