
 
 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

ごあいさつ 

近年、わが国は少子化や高齢化の進展に伴い、高齢者においては健康面・生活面の不安や老

老介護の問題、障がいのある人においては自立や社会参加の難しさ、子どもにおいては子育て

家庭の孤立や子育ての不安、それぞれ公的サービスだけでは解決できない様々な社会問題が顕

在化しています。 

このような中、行政はもとより、地域住民や地域に属する専門機関や事業者など地域に関わ

るすべての人が連携して、支援が必要な人を支える仕組みをつくる「地域福祉」の重要性がよ

り一層高まっています。 

今回の計画の概念である「地域福祉」とは、住み慣れた地域で安心して生活していけるよう、

日南市、市社協、市民、ボランティア、様々な機関や団体などが協働して、「自助」「互助」「共

助」「公助」の考え方に基づき、それぞれの立場で、自分たちにできることを考え、生活上の問

題や悩みを話し合い、お互いに手を貸したり、気づかったりするなど身近なところからはじめ、

市民一人ひとりの幸福な暮らしをみんなで支え合い、助け合える社会を築いていくことです。 

さて、本市は平成27年３月に総合計画として日南市重点戦略プランを策定し、目指す将来の

姿（ビジョン）の実現に向けて様々な施策に取り組んでいるところです。 

今回、第２期日南市地域福祉推進計画の策定に当たっては、日南市重点戦略プランとの整合

性を図りながら、地域に暮らす人々が支えあい、生きがいを持って生活していけるように、市

民が主体となり、共有・協働して推進するという考え方に基づき、『一人ひとりの「思いやり

の気持ちと行動力」で地域の絆を深め、健やかに自分らしくみんなが安心して暮らせるまち日

南』を基本理念として策定しました。 

今後も、関連する計画などとお互いに連携を図りながら、人と人とのつながり、人と地域の

つながりを大切にし、その絆の中で、元気に安全で安心して暮らせる心豊かな日南市を目指し

てまいります。 

終わりに、この計画策定にあたり、アンケート調査、地域インタビュー、地区座談会にご協

力とご意見をいただきました市民の皆様をはじめ、地域インタビューの実施にあたりご協力い

ただきました企業、商店、施設の責任者の皆様、さらに貴重なご意見・ご提言をいただきまし

た策定委員会の方々に心から感謝申し上げます。 

  平成 29年３月 

日南市長 﨑田 恭平 

 



 

 

 
 
 
 

ごあいさつ 

日南市社会福祉協議会は、平成 23年度に地域福祉活動を推進する計画として、日南市と共に

第１期となる日南市地域福祉推進計画を策定し、以来５年にわたり時代とともに変化する住民

の皆さまの福祉ニーズにお応えするため、その実現に取り組んでまいりました。 

本会では、これまでの計画を引き継ぐとともに、日南市の施策とも整合性を図りながら様々

な地域福祉の課題解決に向け、住民主体の地域福祉推進の取り組み内容をまとめ、改めて日南

市と一体化した「第２期日南市地域福祉推進計画」を策定いたしました。 

この第２期計画は、少子高齢化の一層の進行や地域社会での経済的格差の増加、相互扶助機

能の低下などにより、高齢者世帯をはじめとする社会的孤立世帯の増加や、あわせて「生活困

窮者支援」、「介護サービス事業での地域支援」、「子どもの貧困対策」など、地域の福祉ニーズ

はますます複雑・多様化している中、平成 29 年度から平成 33 年度までの５年間にわたり、地

域住民の皆様とともに地域福祉の進展を図るために歩む地域福祉活動計画としております。 

また、今後はこの計画の着実な実践が大事となり、行政との協働はもちろんのこと、今まで

以上に多くの地域住民の方々や福祉関係団体の参画、特にこれからはボランティア活動に対し、

積極的な参加を促し、計画の達成に向けて役職員一丸となって力を注いでまいります。 

関係者の皆様をはじめ、より多くの住民の皆様の一層のご支援・ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

 最後に、この計画の策定にあたり、多くの市民の皆様をはじめ、多数の福祉関係者の方々に

貴重なご意見をお寄せいただき、特に「日南市地域福祉推進計画策定委員会」の皆様にはご多

忙な中に熱心にご審議いただきましたことに対し心よりお礼と感謝を申し上げます。 

 

平成 29年３月 

社会福祉法人 日南市社会福祉協議会 

会 長 福田 榮助 
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