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『流山市地域福祉計画』と 

『流山市地域福祉活動計画』 

  

流山市の地域福祉推進の指針となる「流山市地域福

祉計画」の第 2 次計画が平成 24 年度にスタートし

ました。この計画に対応し、流山市社会福祉協議会の

『流山市地域福祉活動計画』が策定されました。それ

らの中で地域福祉に関する活動への住民の参加の重

要性が記されています。地域福祉という用語は社会福

祉法の第四条に関連するものですが、川越市がわかり

やすく解説していますので次に紹介します。福祉とい

うと「行政の活動」と考えてしまいがちですが、地域

福祉は住民も含めた幅広い活動に対する言葉です。 

これらの計画にご関心があり、インターネットをご

利用可能の方、後述のリンク先を是非、ご覧ください。 

 

『地域福祉』は「年齢や性別、障害の有無などに

関係なく、すべての住民の方が安心していきいきと

生活できるよう、住民、地域の団体、民間企業、福

祉サービス事業者、行政等のあらゆる主体が協力し

あうことによって、地域の様々な活動を活性化し、

一人ひとりが自立した生活を送ることができる地域

社会を実現する取り組み」のことを指します。 

 

自治会と地区社協 
 南流山地区社協の活動する南流山小学校区の人口

は約 13,000 人（流山市は 167,699 人（4 月 1 日

現在））、高齢化率（65 歳以上の人口割合）は約 13%

で流山市（約 22%）の中で若い地域といえます。南

流山地区社協のメンバーは自治会(表１)、婦人会、老

人会、小学校、民生委員・児童委員、ボランティア等

で構成され、自治会は『いきいきシニアの会』(裏面)

の開催等を地区社協のメンバーとして支え、地域福祉

を実践しているといえます。 

東日本大震災を契機に、流山市地域防災計画が平成

24 年 8 月に改訂・発行され、自治会は自主防災組織

の要と位置づけられています。自主防災組織は流山市

のように自治会を単位とする場合が大多数ですが、阪

神・淡路大震災で被害を受けた神戸市では小学校区単

位の「神戸市防災福祉コミュニティ」が自治会等の

様々な組織の協力で構成されています。発災時は防災

活動と福祉活動が同時に必要で、地域の様々な人が協

力して対応の必要があるとの認識からといえます。 

「住民同士の協力しあえる地域づくりが重要」とい

う意識が東日本大震災で高まりました。しかし、時間

の経過とともにその意識が薄れつつあることが懸念

されます。『しあわせ南流』（52 号）で「ご近所の異

変に気づいたら」と題して流山市地域見守りネットワ

ーク（☎04-7168-1009）を紹介しました。ご近

所同士の日常の挨拶が異変の早期発見につながり、大

きな助けとなる場合もあります。 

自治会等の行事への参加を通して知己を増やすこ

と、散歩の時間を子供たちの登下校時間にあわせて見

守ること、住民同士で挨拶を交わすこと等、全て地域

福祉につながるもので、地域を支える原動力として、

いざという時の大きな力になるといえます。 

 

表 1 南流山小学校区と各自治会の活動エリア 

自治会名（活動拠点） 活動エリア（目安） 

木自治会（木集会所） 大字木 

大字流山 2400～2500 番地台 

南流山自治会 

（南流山自治会館） 

大字流山 2400 番地台の一部 

南流山 2-8 ～ 2-15、 

南流山 3-1 ～ 3-18、 

南流山 6-7 ～ 6-28、 

南流山 6-30 ～ 6-33、 

南流山 7-1 ～ 7-34、 

南流山 8-1 ～ 8-5、 

南流山 8-7 ～ 8-24 

南部自治会 

（南部自治会館） 

南流山 2-1 ～ 2-7、 

南流山 2-16 ～ 2-29、 

南流山 6-1 ～ 6-6 

南流山壱番街自治会 

（マンション内集会所） 

南流山 6-29-1 

南流山弐番街自治会 

（マンション内集会所） 

南流山 8-6-1 

 

流山市地域福祉計画｜流山市 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/ information/ 

82/467/472/002703.html 

流山市地域福祉活動計画 

http://www.nagareyamashakyo.com/pdf/ 

ng-katudoukeikaku.pdf 

流山市地域防災計画｜流山市 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/35/011373.html 

南流山地区社会福祉協議会 

広報部会事務局 

会長 市川 誠 

南流山 8-6-1-1-705 

TEL 7140-7152 

南流山地区社協第 53 号(平成 25年 5 月)   www.minami-nagareyama.org/shakyo/ 



『私のまちの福祉活動カタログ』 

 

千葉県社会福祉協議会

の『私のまちの福祉活動カ

タログ第 11 集』が 3 月に

発行されました。このカタ

ログで千葉県下の地区社

協の活動事例として当地

区社協のふれあいサロン

「水仙の会」、南流山ひま

わり会の見守り活動、ホー

ムページ運営などが紹介

されました。 

『私のまちの福祉活動カタログ 第 11 集』 

（千葉県社会福祉協議会） 

http://www.chibakenshakyo.com/16kouhoushi/n1.htm 

 

「いきいきシニアの会」の 

開催は 11 月 3 日(日) 
 南流山小学校区にお住まいの 70 歳以上の方をご

招待して南流山センターの大ホールで南流山小学校、

南流山中学校の皆さんの演奏や、地域のボランティア

の皆さんによる演芸や昼食を楽しんでいただく「いき

いきシニアの会」、11 月 3 日の開催となりました。 

 10 月中旬に招待状のお届けを予定しています。 

 

平成 25 年度総会の報告 
 南流山地区社協の平成 25 年度総会が南流山自治

会館で 5 月 12 日に開催されました。そして今年度

の新しい活動として「地域ふれあい活動」を含む表の

事業計画と予算案などが承認されました。行事予定は

下記によりますが、開催日未定のものは「長寿会」、

「寿楽会」、「婦人会」、自治会などを通してご案内し

ます。 

平成 25 年度の事業の概要 

事業 概要 

健康講座 

毎月第４土曜日の

10：00～12:00、 

南流山福祉会館 

ゲーム感覚の運動を交えた体

操を行ないます。事前の申込

み、会費は不要です。タオル、

着替え、飲料水、そして歩きや

すい靴をご用意ください。 

ふれあいのつどい 

南流山小学校 

グランドゴルフ大会を開催 

（6 月 8 日、11 月 9 日） 

ふれあいサロン 

『水仙の会』 

毎月第３月曜日の

10：30～15：00、

南流山自治会館 

催し物や会食(300 円)をご高

齢の方に楽しんでいただきま

す。事前申込みは不要です。な

お、8 月はお休みです。 

「いきいき 

シニアの会」 

 (地区敬老行事) 

（11 月 3 日） 

南流山小学校区にお住まいの

70 歳以上の方を対象に、会食

や地域のボランティアの方の

演芸を楽しんでいただきます。 

独居高齢者等の 

見守り活動 

(南流山ひまわり会) 

高齢でお一人暮らし、また、ご

夫婦でも病気などで不安をお

持ちで希望される方を対象に

見守りさせていただきます。 

在宅介護教室 在宅介護や健康等に関する勉

強会を開催します。(日程未定) 

障がいの理解 障がいのある方と共生できる

地域となるように講演会など

の活動を行います。（日程未定） 

地域ふれあい活動 南流山小学校と地域の方との

交流活動です（日程等未定） 

 

平成 25 年度 南流山地区社協 役員 

会 長  市川 誠 

副会長 長田哲忍、塩谷節子 

書 記  山本裕子、牧野欽治 

会 計  岡田クラ子、大津澄子 

理 事  飯泉修司、桐谷浩、吉田淳、千田雄康、 

穐田紘、中神愛子、中島美江、育野悠紀、 

弓削美佐子、荒井公子、杉本理恵 

監 事  木我芳枝、櫻田秀樹 

 

■ 南流山地区社協の行事予定（平成 25 年度） 
月 日 実施内容 月 日 実施内容 

４月 15 日(月) 10 時 30 分～ ふれ合いサロン 10 月 27 日(土) 10 時～ 健康体操 

４月 27 日(土) 10 時～ 健康体操（屋外） 11 月 3 日(日) 10 時～ いきいきシニアの会 

５月 20 日(月) 10 時 30 分～ ふれ合いサロン 11 月 9 日(土)   ８時 30 分～ グランドゴルフ大会 

５月 25 日(土) 10 時～ 健康体操 11 月 18 日(月) 10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

6 月 8 日(土)   ８時 30 分～ グランドゴルフ大会 11 月 23 日(土) 10 時～ 健康体操 

6 月 17 日(月) 10 時 30 分～ ふれ合いサロン 12 月 16 日(月) 10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

６月 22 日(土) 10 時～ 健康体操 12 月 28 日(土) 10 時～ 健康体操 

７月 15 日(月) 10 時 30 分～ ふれ合いサロン 25 年/１月 20 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

７月 27 日(土) 10 時～ 健康体操 １月 25 日(土) 10 時～ 健康体操 

8 月 24 日(土) 10 時～ 健康体操 ２月 17 日(月)  10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

９月 16 日(月) 10 時 30 分～ ふれ合いサロン ２月 22 日(土) 10 時～ 健康体操 

９月 28 日(土) 10 時～ 健康体操 ３月 17 日(月)  10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

10 月 21 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン ３月 22 日(土) 10 時～ 健康体操 

注：「ふれあいサロン」は南流山自治会館、「健康講座」は南流山福祉会館で開催


