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地域福祉推進協議会（略して「推進協」）とは
■�誰もが安心して自分らしく暮らすことのできる福祉のまちづくりを、地域住民が主体となって進めることを目
的として、学区（小学校区）ごとに組織されている任意団体です。
■�推進協は、自分たちの地域が、誰にとっても暮らしやすい地域となるよう、地域住民が社会福祉協議会・行政・
福祉施設・ボランティアグループ・NPO法人などの関係機関・団体と協働しながら、地域の状況に応じた
地域福祉活動を実施しています。

■�推進協の名称は、学区名（小学校名）を付けて、“○○学区地域福祉推進協議会”といいます。
■�推進協の活動資金
　名古屋市社会福祉協議会からの「名古屋市福祉基金」を財源とした助成金、区社会福祉協議会から
　の「赤い羽根共同募金」「賛助会費」を財源とした助成金などを活動資金としています。

地域住民の生活課題を把握して、
必要な活動を考えていくために、
生活の場に近い範囲である学区ご
とに組織しているんですね。

公益性の高い組織だから、さまざまな
関係機関や団体の協力を得られやすい
んだ。推進協活動だけでは対応できな
い課題は、専門機関につないだり、解
決方法を話し合ったりしているんですね。

発行年月 ２０２2年１月

このパンフレットは、名古屋市福祉基金４０周年を記念して制作しました。

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 地域福祉推進部
〒４６２-８５５８ 名古屋市北区清水４-１７-１ 名古屋市総合社会福祉会館５F
TEL 052-911-3193  FAX 052-917-0702
E-mail nagoyaVC@nagoya-shakyo.or.jp

区社協名 住所等 TEL・FAX

千種区社会福祉協議会 〒４６４-０８２５ 
千種区西崎町２-４-１ 千種区在宅サービスセンター内

TEL ７６３-１５３１
FAX ７６３-１５４７

東区社会福祉協議会 〒４６１-０００１
東区泉２-２８-５ 東区在宅サービスセンター内

TEL ９３２-８２０４
FAX ９３２-９３１１

北区社会福祉協議会 〒４６２-０８４４
北区清水４-１７-１ 北区在宅サービスセンター内

TEL ９１５-７４３５
FAX ９１５-２６４０

西区社会福祉協議会 〒４５１-８５０８
西区花の木２-１８-１ 西区在宅サービスセンター内

TEL ５３２-９０７６
FAX ５３２-９０８２

中村区社会福祉協議会 〒４５３-００２４
中村区名楽町４-７-１８ 中村区在宅サービスセンター内

TEL ４８６-２１３１
FAX ４８３-３４１０

中区社会福祉協議会 〒４６０-００１３
中区上前津２-１２-２３ 中区在宅サービスセンター内

TEL ３３１-９９５１
FAX ３３１-９９５３

昭和区社会福祉協議会 〒４６６-００５１
昭和区御器所３-１８-１ 昭和区在宅サービスセンター内

TEL ８８４-５５１１
FAX ８８３-２２３１

瑞穂区社会福祉協議会 〒４６７-００１６
瑞穂区佐渡町３-１８ 瑞穂区在宅サービスセンター内

TEL ８４１-４０６３
FAX ８４１-４０８０

熱田区社会福祉協議会 〒４５６-００３１
熱田区神宮３-１-１５ 熱田区在宅サービスセンター内

TEL ６７１-２８７５
FAX ６７１-４０１９

中川区社会福祉協議会 〒４５４-０８７５
中川区小城町１-１-２０ 中川区在宅サービスセンター内

TEL ３５２-８２５７
FAX ３５２-３８２５

港区社会福祉協議会 〒４５５-００１４
港区港楽２-６-３２ 港区在宅サービスセンター内

TEL ６５１-０３０５
FAX ６６１-２９４０

南区社会福祉協議会 〒４５７-００５８
南区前浜通３-１０ 南区在宅サービスセンター内

TEL ８２３-２０３５
FAX ８２３-２６８８

守山区社会福祉協議会 〒４６３-００４８
守山区小幡南１-２４-１０ 守山区在宅サービスセンター内

TEL ７５８-２０１１
FAX ７５８-２０１５

緑区社会福祉協議会 〒４５８-００４１
緑区鳴子町１-７-１ 緑区在宅サービスセンター内

TEL ８９１-７６３８
FAX ８９１-７６４０

名東区社会福祉協議会 〒４６５-００２５
名東区上社１-８０２ 上社ターミナルビル２F 名東区在宅サービスセンター内

TEL ７２６-８６６４
FAX ７２６-８７７６

天白区社会福祉協議会 〒４６８-００１５
天白区原１-３０１ 原ターミナルビル３F 天白区在宅サービスセンター内

TEL ８０９-５５５０
FAX ８０９-５５５１

■名古屋市福祉基金（地域福祉推進・子育て支援基金）

名古屋市社会福祉協議会では、地域福祉活動の財源として、市民の皆様からの寄付などを積み立
てている「名古屋市福祉基金」を設置・運営しています。
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学区のお祭り会場にて……

東山さん

大須さん 有松さん

のぶくん

地域福祉
推進協議会
で―す。

大須さん、こんにちは。
この地域福祉推進協議会って

何ですか？

社会福祉協議会は、
全力でみなさんの地域福祉活動を支援します！
みなさん、一緒に福祉のまちづくりをしませんか！！

お問い合わせは、
お住まいの区の
社会福祉協議会へ。

なんですって！
福祉のまちづくりに日々
がんばっている推進協
を知らないの⁉

ボランティアを
募集して
いまーす。

有松さんまで……その
……知らない…です。 推

進
協
は
ね
…

ええ⁉東山さんは
地域福祉推進協議会、

略して推進協 (すいしんきょう)
を知らないの⁉

を知らないの？地域福祉推進協議会地域福祉推進協議会地域福祉推進協議会



■�推進協の主な構成
区政協力委員、民生委員児童委員、保健環境委員会、老人クラブ連合会、地域女性団体連絡協議会、
子ども会連合会、障がい者団体、ボランティア団体、NPO�法人などのほか、地域の団体に
所属していない地域住民によって構成されています。※構成は学区によって異なります。

■�推進協は、昭和５７年（1982年）から名古屋市社会福祉
協議会と区社会福祉協議会が、住民主体の地域福祉活動
を進めていくために組織化を支援してきました。現在（令
和３年３月末時点）では、すべての学区で組織されています。

※推進協により設立年度は異なります。

推進協の主な活動

ふれあい・いきいきサロン

■�推進協では、地域の状況に応じて、地域住民の困りごとを把握する事業、
地域住民の福祉意識を高めるための事業、手助けを必要とする地域住民
を支える事業、地域住民同士が交流・ふれあう事業など、さまざまな地域
福祉活動に取り組んでいます。
　※活動内容は、学区により異なります。

ふれあい・いきいきサロンとは
　地域の孤立しがちな高齢者、障がい者、親子などが身近な地
域で気軽に集まり、地域住民とともに楽しく過ごすことを通して、
地域の関係づくりを進める事業です。
　参加者は単なるお客様ではなく、一人ひとりが主役となってサ
ロンをつくっていきます。参加することで生活にメリハリが生まれ、
孤立感の緩和や閉じこもりの防止につながります。また、参加者
の会話から、心配ごとや困りごとを把握したり、気にかける必要
性に気づいたりすることができます。
※�ふれあい・いきいきサロンは、推進協に限らず、地域のさまざ
まな担い手が運営しています。

区分 会場数
高齢者サロン 174か所
障がい者サロン 2か所
子育てサロン 166か所
共生型サロン 76か所
合計 418か所

推進協のふれあい・いきいきサロン
（令和３年３月末時点）

　推進協は、日頃から地域住民とつながっている団体、地域の課題と向き合っ
ている団体で構成されてるんだ。
　各団体が、それぞれの得意分野、情報力、発信力などを持ち寄って話し合い、
協働するからこそ、それぞれの地域に必要な活動ができるんだよ。

生活課題や地域課題が多様
化して、制度や施策だけで
は解決できない課題が増え
ているんだ。ますます、推
進協の活動が必要な時代に
なっているんですね！

どうも！！
社会福祉協議会の
笹島です！

４０年！ボクが
生まれた頃から！

突然ですが、推進協の
歴史はなんと４０年！

これまで、時代の変化に
合わせながら、

地域の先輩たちの、地域を
良くしたいという

思いを受け継ぎながら活動
を続けているのです！

地域共生社会は、
まさに推進協が

取り組んでいる地域づくり
そのものだね。

ところで、推進協は
どんな地域福祉活動を
しているんですか？

あっ！知ってます！
あれって推進協の事業だったんですね。

悩みとか心配ごととか、みんなに相談できてほっとするって、
毎回楽しみにしてたなぁ。

複合化した困りごとや地域課題には、
地域のみんなの力を合わせることが

大切なんです！
地域住民が地域の課題を『我が事』として考えて、
地域全体が支えあいながら解決していく！
そうしなければ、困りごとだらけの

地域になってしまいます！
地域住民みんなが活躍する場があって、

みんなで地域を創っていく、
そんな社会を『地域共生社会』

というのです！

推進協はいろいろな地域福祉活動をしているよ。
例えば、身近な地域でみんなが気軽に交流して

地域住民同士のつながりを深めている
『ふれあい・いきいきサロン』って知らないかな？

子育て中の親子が交流する
『子育てサロン』は知ってるでしょ？
東山さんの奥さんも、のぶくんと一緒に

参加してたじゃない。

近年は社会情勢が大きく変化しています！少子高齢化、
人口減少、地域関係の希薄化とともに、8050問題、ダブルケア、
ひきこもり、ごみ屋敷、生活困窮、虐待問題などなど！

地域の課題はどんどん複雑になっていて、いろいろな課題を
複合的に抱える地域住民も多くなっているのです！

ところで、国が『地域共生社会』の実現を
福祉のビジョンに掲げていることをご存知ですか？

�参考�全体の会場数1,904か所
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ふれあいネットワーク活動とは
　地域で見守りが必要な方に対して、近隣住民の協力者が日常
的にさりげなく見守ったり、訪問や声かけをしたり、必要に応じ
て福祉サービスへと結びつけたりする地域住民による支えあい活
動。地域住民の気にかけあう関係づくり、住み慣れた地域で安
心して生活できる地域づくりにつながっています。

区分 数
実施学区数 101学区
対象世帯数 15,189世帯
協力者数 8,791人

ふれあいネットワーク実施状況
（令和元年度実績）

ふれあいネットワーク活動

ふれあい給食サービス事業 地域支えあい事業

ふれあい給食サービス事業とは
　高齢者などの孤独感の緩和を目的に、高齢者などとボランティ
アが食事を介してふれあいを深める事業です。昭和５１年（１９７６
年）に開始されたこの事業は、その歴史とともに地域に根づき、
現在では、２６６学区の８９．８％にあたる２３９学区で実施（令和
３年３月末時点）されています。
　推進協からの参加の声かけによる閉じこもりの防止、貴重な
共食の機会、定期的な見守り、参加する高齢者が運営を手伝う
ことで活躍の場づくりにもなる事業です。
※�ふれあい給食サービス事業は、推進協の他、名古屋市社会福
祉協議会による指定団体により実施されています。

地域支えあい事業とは
　コミュニティセンターなどの身近な場所で、地域住民の
ちょっとした困りごとの相談を受け付けます（住民相談窓口）。
把握した困りごとをご近所の助けあい（ご近所ボランティア）
によって解決したり、解決が難しい場合は専門機関につない
だりします。　
　また、地域住民と専門職などが、地域の福祉課題の解決に
向けて話し合ったり、学習する機会をつくったりする（地域支
えあい活動連絡会議）ことで、地域のつながりづくりを進めな
がら地域の福祉力の向上を図る事業です。
　地域住民に得意なことやできる範囲での参加を呼びかけるこ
とで、これまで接点のなかった地域住民の参加が得られたり、
困りごとを助けられた方が、自分の得意分野で活躍することも
できます。
　なお、ご近所ボランティアが地域支えあい事業の認定事業の
活動をした際には、活動時間などに応じてボランティアポイントが
付き、１ポイント１０円で推進協に還元され、さまざまな活動に活
用されています。

区分 実施学区数
会食方式 143学区
会食＋配食方式 82学区
配食方式 14学区
合計 239学区

ふれあい給食サービス実施状況
（令和元年度実績）

区分 実施学区数
実施学区数（※） 96学区
認定事業数 850事業
相談受付件数 4,362件
内、ボランティア
による解決件数

3,850件

延べ活動人数 120,263人
ボランティアポ
イント付与

502,649ポイント

ボランティアポ
イント還元金額

4,906,480円

地域支えあい
連絡会議

334回

ボランティア養
成講座

277回

地域支えあい事業実施状況
（令和２年度実績）

（※）�実施学区数のみ令和３年７月末
時点

ひとり暮らしの高齢者などが食事を
しながら交流する『ふれあい給食サービス』を

開催しているのを聞いたことが
ないかな？先月は小学校を会場にして、

子どもたちと交流したよ。
のぶくんもいたよね。

地域住民の困りごとを把握して、
地域住民の助け合いで解決する

『地域支えあい事業』 にも取り組んでいるよ。

東山さんのお隣のおばあちゃんから、
散歩をしたいけれど、
ひとりでは不安だから

できないって相談があって、
散歩に付き添うボランティアを探したんだ。
そしたら、毎日散歩しているご近所の人が、

一緒に歩く人がいた方が
楽しいからって
ボランティアを

引き受けてくれたんだよ。

電球の交換とか、
ゴミ出しとか、高齢だったり、
障がいがあったりして

自分だけではできないことを、
地域住民のボランティアが
手伝っているんだ。

うん、校舎が木造だったとか、
周りは田んぼだったとか、
昔の話をしてもらって
楽しかったよ！

おお！それも
推進協ですか！

おばあちゃん、
最近元気そうだもんなー。

そうか、
散歩してるんだ－。

『ふれあいネットワーク活動』といって、
生活に不安や困りごとがある方を、

近所のみんなで見守る活動をしているよ。

みんなが安心して
生活できますね。推進協って

すごいですね！

話し合ったり、
学び合ったりする場もあって、

専門機関の人とも
連携しながら、

より安心して暮らせる
地域づくりを

進めているんだよ。
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その他の推進協事業

その他の推進協事業（主なもの）
これまでご紹介した「ふれあい・いきいきサロン」「ふれあい給食サービス事業」「ふれあいネットワ
ーク活動」「地域支えあい事業」以外にも、推進協ではさまざまな取り組みを行っています。
■地域住民の困りごとを把握するために・・・・・・
　住民福祉座談会、福祉ニーズ調査、地域点検活動、地域支えあいマップづくり�など
■地域住民の福祉意識を高めるために・・・・・・
　ボランティア講座・研修会、福祉講演会、ホームページの開設、福祉情報コーナーの設置�など
■手助けを必要とする地域住民のために・・・・・・
　高齢者健康・保健教室、地域介護者教室、家具転倒防止事業、相談窓口事業�など
■地域住民が交流・ふれあいを通してつながりを深めるために・・・・・・
　福祉ふれあいまつり、世代間交流事業、敬老事業、知識・技術の伝承、福祉施設との交流�など

このパンフレットの内容は、
動画でもご覧いただけます。

名古屋市社会福祉協議会のホームページでも公開しています

https://www.nagoya-shakyo.jp

■�自分が暮らす大切な地域のために、できることを、できるときに。
推進協活動は、各事業の企画、準備、運営の他、助成金の申請書や報告書などの書類作成、会計の管理、
ホームページやチラシをつくるためのパソコン操作、イベントの写真撮影、力仕事などを、すべて地域住民
の力で行っています。ときには、不得意な分野に苦労しながら作業をしていることもあります。特に、推進協
はＩＴ・ＩＣＴの分野を苦手しているところも少なくありません。
皆さんは、得意なことやできることはありますか？
できることを、できるときに、自分も皆も安心して暮らすことができる
地域づくりに参加してみませんか？

地域の福祉のことを
知ってもらうために、

情報紙も発行しているよ。
回覧板で回ってくるでしょ？

そうなのね。
地域でどんなことが行われているか、

ちょっとでいいから関心を
持ってほしいなぁ。

そのとき、みんなが安心して
暮らすことができる地域に
なっているかどうか…。

東山さんが高齢になる
２０年後には、

住民の３人に１人が高齢者という
社会が来るのです！

それは！東山さんたち、
この地域に暮らす、
すべての人たちに
かかっているのです！

そんな大切な活動を
たくさんしているなんて
知らなかった……。
推進協のみなさんは、
地域のためにすっごく
がんばっているんですね。

今は私たちが
がんばっているけれど、

このままでは、活動を続けて
いけるかどうか……。

より良い地域にするためには、
もっともっと多くの人たちが

関わっていかなければいけないね。

最近は近所づきあいも
減ってきて、

隣近所の助け合いも
少なくなってきている。
推進協の活動がなければ、

地域がバラバラのままになってしまう。
だから、みんなで安心して
暮らせる地域にしないとね。

そうか……
そうですよね！

のぶくん、
チラシ配るの

手伝っていこうか？ 私も
手伝うよー。

うん！
手伝いたい！ 私も！

推進協事業は、
他にもいろいろ

取り組んでいるのよ。
情報紙か～。
あまり関係ない
かなって思って、
見ていないかも。
すみません……。

そんな……。

またまた
社会福祉協議会の
笹島です！！

でもね……推進協は、区政協力委員や
民生委員児童委員などの地域の役員が
中心となって
運営しているんだけど、
だんだん高齢になって
きていてね。
もっといろいろな人に
手伝ってほしなって、
今日もこうして
ボランティアを
募集しているんだけど、
なかなかね～。
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