


福祉のまちづくりの推進

ボランティア・NPO
活動の支援■地域福祉推進協議会事業の支援

誰もが安心して暮らせる福祉のまちを、地域
住民全体で進めていくために設置された団体
である地域福祉推進協議会（市内全小学校区
に設置※）の活動を支援しています。
※一部合併した小学校区については、旧小学
校区ごとに設置されています。

■重層的支援体制整備事業（委託）
制度の狭間の問題や8050世帯など複合的な課
題を抱え、必要な支援が行き届いていない世帯
に対し、高齢、障害、子育てという対象別・分
野別の既存の枠組みを超えた重層的な支援体制
を構築するため、「相談」、「参加」、「地域づく
り」の３つの支援を一体的に行っています。

■ふれあい給食サービス事業の推進
ひとり暮らし高齢者や障がい者、地域のボラ
ンティアなどが食事を介してふれあうことで、
孤独感を緩和し、地域の連帯感を高める事業
を推進しています。

■ふれあいネットワーク活動の推進
地域で見守りが必要な人を、近隣のネットワー
クを通して、日常的に見守り、助けあい、必要な
福祉サービスにつなげる活動を推進しています。

■ふれあい・いきいきサロン活動の推進
高齢者や障がい者、子育て中の親子などが、
身近な場所で気軽に仲間づくりや生きがいづ
くりを行い、地域でいつまでもいきいきと暮
らせることを目指す交流活動を推進しています。

■地域の支え手応援事業
地域の支えあい活動や課題解決活動への参
加、事業の立ち上げや継続を応援するため、
「住民の地域活動参加支援事業」「地域の困り
ごと解決応援助成事業」「活動継続応援事業」
の３つの事業を実施しています。

■子ども食堂推進事業
子どもの孤食を防止し、子どもが安心して食
事ができる機会を提供する子ども食堂の活動
を推進しています。

■地域支えあい事業（委託）
地域の元気な高齢者を中心とする多様な活動
主体・団体等の参加を得て、住民一人ひとり
の個別の生活の困りごとの解決に向けた、見
守りや支えあいの活動を活性化する事業で
す。市内16区において小学校区を単位とし
て実施されており、より多くの学区での取り
組みが進むよう支援しています。

■高齢者サロンの整備等生活支援推進事業（委託）
高齢者等が身近な場所において気軽に参加できる
ふれあい・いきいきサロン活動を整備推進し、サ
ロン活動を実践するキーパーソンを育成するとと
もに、生活支援のネットワークづくりを進め、各
区の生活支援の基盤整備と充実を図る事業です。

■ボランティアセンターの運営
ボランティアやNPO活動に関する情報発信・
相談・コーディネートを行うとともに、研修・
交流の場づくり、ボランティア保険の受付な
ど総合的な支援を行っています。

■ボランティア組織化の促進
名古屋市おもちゃ図書館連絡会、名古屋点訳
ネットワーク、ガイドネットワークなごや、
名古屋市ボランティア連絡協議会、名古屋市
傾聴ボランティアの会の事務局を担い、ボラ
ンティアネットワークづくりを図っています。

■福祉教育・福祉学習の推進
市民の福祉意識の醸成と地域福祉推進の主体
形成を目指し、学校や地域と連携、協働しな
がら魅力あるボランティア活動や福祉体験学
習ができるよう相談や支援を行っています。

■災害時のボランティア活動支援
災害時におけるボランティア活動について行
政機関や関係団体と平常時から連携し、災害
に強いまちづくりに向けた啓発やネットワー
クの強化を図るとともに、他地域の災害への
支援を行っています。

■区社会福祉協議会ボランティアセンターの支援
区社会福祉協議会ボランティアセンターの機
能強化と横の連携を図るため、連絡調整、情
報提供、研修の開催などの支援を行っています。

災害時のボランティア活動支援
「行政やボランティア等との災害ボランティアセンター設置・運営研修」

■高齢者はつらつ長寿推進事業（委託）の支援
高齢者を対象に健康増進活動等を通じて介護
予防や仲間づくり、地域活動への参加促進を
図る事業について、名古屋市から委託を受け
実施している区社協の調整や職員育成等の支
援を行っています。



在宅福祉サービスの実施

介護保険法や障害者総合支援法
などにおける在宅福祉サービス
を実施、支援しています。

■居宅介護支援事業
介護支援専門員（ケアマネジャー）が居宅サ
ービス計画の作成や要介護認定の申請代行な
ど、介護保険の利用についての支援を行い、
在宅での生活を応援しています。

■なごやかヘルプ事業
高齢者や障がい者などのお宅に、ホームヘル
パー（なごやかスタッフなど）を派遣し、介
護や家事などの支援を行うことで、その人ら
しい生活を応援しています。

■名古屋市仕事・暮らし自立サポート
　センター（委託）

生活困窮者自立支援法に基づいて、平成27
年８月から他２法人とのコンソーシアムによ
り市内２か所（名駅・金山）で運営をしてい
ます。
自立相談支援・就労準備支援・家計改善支援
・住居確保給付金・認定就労訓練の事業等に
基づき継続的な支援を行うことで、困窮状態
にある方の就労や日常生活面での自立を促進
しています。

■生活福祉資金貸付事業
愛知県社会福祉協議会から受託し、他の資金
の借り入れが困難な所得の低い世帯や障がい
者や高齢者の方がいる世帯で生活に一時的に
困窮している世帯を対象とした生活福祉資金
貸付事業の相談に応じています。

相談支援

■障がい者・認知症高齢者権利擁護事業
知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者
などの判断能力が不十分な方が、地域で安心
して生活できるよう金銭管理、財産保全、福
祉サービスの利用援助を実施しています。

■成年後見あんしんセンター事業（委託）
成年後見制度に関する相談、申立ての支援を
実施し、成年後見制度の広報啓発を行いま
す。また、市民後見人候補者養成講座を開催
し、市民後見人活動を監督・支援します。

■高齢者虐待相談センター事業（委託）
■障害者虐待相談センター事業（委託）
高齢者や障がい者に対する虐待の防止や早期
対応を図るため、本人や家族などからの相談
にあたります。また、虐待防止に関する普及
啓発を行います。

■障害者差別相談センター事業（委託）
障がいのある方やそのご家族、事業者から差
別に関する相談を受け、関係者間の建設的な
対話を通じて、差別の解消を図ります。

■いきいき支援センター事業
　（地域包括支援センター）（委託）
市内29ヵ所のうち18センターの運営を受託
し、高齢者の身近な相談窓口として、介護予
防や認知症、孤立しがちな高齢者の見守り活
動など健康・福祉・介護に関する相談・支援
を行っています。
また、みなさまが住み慣れた地域で安心して
暮らすことができるよう、関係機関等と連携
し、地域包括ケアの推進に取り組んでいます。

■福祉サービス苦情相談事業センター
契約型の第三者委員共同設置機関として、契
約福祉施設（契約事業所）のサービス利用者か
ら、苦情の申立や相談を受け付け、円滑・円
満な苦情の解決を支援します。

■認知症相談支援センター事業（委託）
認知症の人やその家族が住み慣れた地域で生
活を継続できるよう、地域のネットワークづ
くりや認知症コールセンターの運営、若年性
認知症に関する相談支援、賠償責任保険事業
の受付事務局等を行っています。

■法人後見センター　なごやかぽーと
認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい
者などが安心して地域で暮らせるように、本
会が法人として成年後見人等になることによ
り、組織的かつ継続的に支援します。

■住まいサポートなごや
　（居住支援コーディネートモデル事業）（委託）
居住支援コーディネーターと住宅相談員が関
係者と連携し、住宅の確保にお困りの方に民
間賃貸住宅への入居をサポートするととも
に、セーフティネット住宅の大家さん等から
入居トラブルの相談に対応し、居住支援活動
のネットワークづくりを進めています。

■なごやかエンディングサポート事業
死後に不安を抱える身寄りのない高齢者等
が、安心して生活を送ることができるよう死
後事務契約を結ぶとともに、見守り・安否確
認を行っています。



広報、啓発

社会福祉に関する情報の収集、
発信を行っています。

人材育成

事業所・施設職員向けの研修な
どの福祉に関わる人材の育成を
行っています。

地域福祉活動の財源として、市
民の寄付等を積み立て、その基
金の果実（利息）と寄付金によ
り、市民参加の社会福祉の推進
を図っています。

福祉基金（地域福祉推進・
子育て支援基金）の運営

○広報紙「ふれあい名古屋」

○Facebook

○ウェブサイト

○会員ネットワークニュース

■通所介護事業の支援
市内９区の社会福祉協議会が実施している通
所介護事業（デイサービス）を支援していま
す。

施設等の管理運営

■とだがわこどもランド
水、緑、土、自然空間の中で、子どもたちが
のびのびと遊べる名古屋市最大の児童センタ
ーを運営しています。
（指定管理者として運営）

■総合社会福祉会館
社会福祉活動の振興と市民福祉の向上を目的
に、会議室の貸出を行っています。また、福
祉相談のほか、福祉図書室・情報閲覧コー
ナーや発達援助教室の運営などを行っていま
す。
（指定管理者として運営）

■鯱城学園
高齢者の生きがいづくりと地域活動の核とな
る人材養成を目的に、教養講座や専門講座の
授業、文化祭などの各種行事、クラブ活動、
学生会活動を行っています。
（指定管理者として運営）

■名古屋市障害者雇用支援センター
企業等への就労を希望する障がい者に対し、
センター内作業や企業実習を行い、適性に合
った職場への就労支援や、就労後の職場定着
のための支援を行っています。

○介護職員初任者研修

○認知症介護実践者等養成事業

○介護福祉士国家試験受験対策講座

○ホームヘルパー現任研修（委託）

○介護職員等キャリアアップ研修（委託）

○高齢・障害福祉職員研修（委託）

　　　　　　　　　　　　　　　　 など

鯱城学園授業風景



組織図

社会福祉協議会とは・・・

（総務部長兼務）

（在宅福祉担当理事兼務）

総務部

（内部監査等担当）事務局主幹

地域福祉推進部

権利擁護推進部

在宅福祉部

在宅福祉事業本部長

・ボランティアセンター

・１８いきいき支援センター

・認知症相談支援センター

・福祉サービス苦情相談センター

・仕事・暮らし自立サポートセンター

・住まいサポートなごや

・障害者・高齢者権利擁護センター

・成年後見あんしんセンター

・法人後見センターなごやかぽーと

・高齢者虐待相談センター

・障害者虐待相談センター

・障害者差別相談センター

・障害者雇用支援センター

面 積：326.5㎢

人 口：2,332,176人

年齢別割合
15 歳未満：12.2％
65 歳以上：25.1％

（令和２年 10 月 １ 日現在）

名古屋市紹介

・社会福祉関係事業者

・民生委員・児童委員またはその代表

・社会福祉に関係ある団体

・社会福祉に関する活動を行っている

　市民活動団体

・社会福祉関係公務員

・学識経験者

事務局次長

・社会福祉研修センター在宅福祉事業本部

職員派遣団体

１. 市内１６区社会福祉協議会

２. 公益社団法人名古屋市シルバー人材センター

３. 名古屋市役所（研修員）

・とだがわこどもランド

・鯱城学園

・１６区介護保険事業所

評議員会

（常勤理事兼務）

会長

常務理事

事務局長

（在宅福祉事業本部長兼務）

在宅福祉担当理事

（副会長兼務）

部会監事理事会

事務局

　社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法（第109・110条）に設置根拠を持ち全国、都道府県・指定都市、

市区町村に設置された団体です。

　その目的は「地域福祉の推進を図ること」であり、地域福祉を進める中核的団体です。

　名古屋市社会福祉協議会は、住民組織、ボランティア団体、社会福祉施設などと協力して、様々な福

祉課題の解決を通して、「誰もが安心して笑顔で暮らす福祉のまち名古屋」を目指し、大人も、子どもも、

高齢者も、障がいがある人も、ない人も、誰もが地域の中で役割を持ち、お互いに尊重し、支え合える

人間関係豊かなまちづくりを進めています。



（名古屋市総合社会福祉会館５階
〈北区総合庁舎内〉）

地下鉄黒川駅下車南へ600m




