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役割

「福祉共育」とは、福祉の心（地域社会で暮らす高齢者や子ども、障がいのある人等さまざまな支
えを必要とする多様な人々を理解する心、他人を思いやる心、自他の生命や人権、生き方を尊重す

本計画は、福祉共育の推進を目的とし、それぞれの地域のなかでの協働を進め、
さらに具体的な取り組みの提案を示すものです。

る心、社会性を重んじる心など）の醸成を図りながら、大人も子どもも地域のなかでともに生きる
力を育んでいくための福祉のまちづくりと定義し、地域で暮らす人たち（地域住民も福祉課題を抱

（１）福祉共育の取り組みにおける連携・協働の推進

える当事者も）が相互に助け合い、支え合いながら、地域のさまざまな福祉課題に自ら気づき、そ

（２）福祉共育の取り組みの具体化に向けた指針の提案

の解決のための手法（プロセス）を工夫しながら、お互いに共有し学び合い、地域の福祉力を育み、

（３）地域福祉活動や学校教育との連携

高めていく取り組みです。
とも

基本理念

いく

未来につなぐ福祉共育を目指して

計画期間

平成 28 年度（2016 年度）から平成 32 年度（2020 年度）までの 5 か年

推進体制

推進主体は山形県社会福祉協議会とし、市町村社協や行政機関、学校、社会福祉施設・福祉関係
団体、ボランティア・NPO などと連携し、協働しながら推進します。

〜子どもと大人がともに学び育ち合うために〜

基本目標
※基本理念の
実現に向けた目標

基本目標

1

共生社会（ともに助け合い、支え合う）の
実現に向けた福祉のまちづくり

基本目標

2

「いのち」
を大切にする豊かな心の 育み

3

地域とのつながりの構築

課 題

課 題

● 障がいのある人とない人との相互理解を

● いじめや不登校など子どもをめぐる

● ボランティア活動へのかかわりを通じて自主性

● 高齢者、
子ども、障がい者、他国の人等の

生活や文化、課題等について理解を深める

● 認知症高齢者等の地域での支え合い

や社会性を育み、住民主体の地域づくりを図る
● 多様な世代の学び合いの場、つどいの場づくり
● 地域から孤立しがちな人の社会的自立や地域の
なかでのつながりづくり
● 防災意識の向上
● 社協ボランティアセンター活動の機能充実
（見える化）

さまざまな問題を背景とした地域や
家庭の「教育力」の低下

● 青少年によるいじめや非行の防止、

早期発見

● 自殺者のいない、
自殺に至らせない

社会づくり

※基本目標を達成する
ための取り組み

基本目標

課 題

深める機会づくり

取り組みの
提案

やまがた福祉共育推進計画の位置づけ

障がいの有無や年齢、性別などにかかわらず、

自分の生命と存在を大切に思う気持ち（自 尊感

ボランティア活動の振興を図り、さまざまな機

誰もが地域のなかでいきいきと明るく、
心豊か

情）を高め、自他の生命、
人権、生き方を尊 重す

関や地域が一体となって地域福祉の基盤とな

に暮らせるための共生社会の実現を目指しま

る豊かな人間性を育てるための取り組み を推

る住民同士のつながり（助け合い、支え合い）づ

しょう。

進しましょう。

くりを推進しましょう。

社協
行政
学校

施設
団体
とも いく

「子どもと大人がともに学び育ち合う福祉共育」
1

ボランティア
NPO

さまざまな関係機関や団体、社会資源が一体となって福祉共育
の取り組みに向けた「多者協働の場（プラットフォーム）」づく
りを推進しましょう。

2

■

ともいく

福祉共育の具体的な取り組みの提案

01

※1 バリアフリー

主に建築技術等において、高齢者や障がい者な
どの生活上の障壁を取り除くこと。

共生社会（ともに助け合い、支え合う）の実現に向けた
福祉のまちづくり

※3 インクルーシブ教育システム

障がいのある子どもとない子どもができるだ
け同じ場でともに学ぶことができる仕組みづ
くり。

※4 ゲートキーパー

自殺対策として、家族、隣人、民生委員など、思
い悩む人のそばに寄り添うサポーター。

※5 コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）
保護者や地域住民などで構成される学校運営
協議会を設置し、学校運営方針や教育活動など
について、学校と保護者、地域が一緒に協議し
ながら、
「地域とともにある学校づくり」を進め
る仕組み。平成 27 年度までに県内では、大石
田町、長井市、
川西町、小国町で取り組んでい
る。

※6 フードバンク

1960 年代にアメリカで始まった活動で、品質
に問題がないにもかかわらず市場で流通でき
なくなった食品を企業などから寄付していた
だき、それを生活困窮者などへ配給する活動。
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身近な地域やくらしのなかでバリアフリーやユニバーサルデザインについて考えましょう。

社会福祉施設等における体験学習を通じて、サービス内容や利用者、職員、
施設の機能について理解を深めましょう。

■

当事者の思いを共有し、他者を理解する心を育みましょう。

■

身近な地域やくらしのなかでのバリアフリーやユニバーサルデザインに

※1

※2

ついて考えましょう。
※3

■

インクルーシブ教育システムを推進しましょう。

■

高齢者を理解する機会づくりを推進しましょう。

02 「いのち」を大切にする豊かな心の育み
■

家庭、学校、地域が一体となった青少年の健全育成に向けた取組みを推進

体験学習でレクリエーション（輪投げ）実施
特別養護老人ホーム愛日荘にて

駅でバリアフリー体験
天童市立津山小学校

身近な子どもや高齢者とのふれあいを通じて、
家庭、学校、地域が一体となった青少年の
尊厳のある生き方などについて理解を深め
健全育成に向けた取組みを推進しましょう。
ましょう。

バリアフリーマップづくり
車いすを体験することで身近な生活のバリアに
気づくことがあります
長井市社協

心の健康づくりを推進しましょう。

しましょう。
■

身近な子どもや高齢者とのふれあい・交流事業を通じて、尊厳のある生き
方などについて理解を深めましょう

■

インターネットの適切な活用に向けて情報モラルについての
理解を深めましょう。
※4

■

ゲートキーパーの養成を推進しましょう。

■

学校、職場、地いいにおける心の健康づくり（メンタルヘルスケア）を推進
しましょう。

■

03

命の尊さや大切さを実感できる交流の場をつくりましょう。

地域とのつながりの構築
■

※2 ユニバーサルデザイン

あらかじめ年齢差や障がいの有無などの区別
なく、すべての人々にとって使いやすいように
製品、建物、環境等をデザインすること。

サービス内容や利用者、職員、施設の機能に
ついて理解を深めましょう。

いっしょにあそぶべ！じいちゃんばあちゃんと
NPO 法人クリエイトひがしね

フリースペースと連携しましょう。

キッズタウン大石田にて
子どもたちとのふれあい

若い世代の地域活動・地域交流を
推進しましょう。

いのちとこころを考えるつどい
自殺予防のために「私たちにできること」
特定非営利活動法人ぼらんたす

除雪ボランティア活動などの地域の除雪体制
づくりを推進しましょう。

県内地域青少年ボランティア活動（YY ボランティア）との連携
普及・促進を図り、若い世代の地域活動・地域交流を推進しましょう。

■

身近なボランティア活動（ちょっとしたボランティア）を推進し、誰も
が地域のボランティア活動に参加しやすい環境づくりを推進しましょう。
※5

■

地域公益活動、社会貢献活動、コミュニティ・スクールの活用

■

子どもたちにかかわるセーフティネットの取り組みを推進しましょう。

■

赤い羽根共同募金運動などを通じた寄付文化の醸成を図りましょう。

■

若い世代のひきこもりに対する自立支援を推進しましょう。

■

地域のふれあい活動・仲間づくり活動を推進しましょう。

■

防災教育の普及・啓発を推進しましょう。

■

除雪ボランティア活動などの地域の除雪体制づくりを推進しましょう。

■

地域の生活課題の解決に向けた多者協働の場（プラットフォーム）づくり

若者向けフリースペースの活動
ぷらっとほーむ
赤い羽根共同募金運動などを通じて、
寄付文化の醸成を図りましょう。

要援護者世帯の家屋周辺の
除雪ボランティア活動
尾花沢市社協

〈YY ボランティア〉
山形県では地域を単位とした青少年ボランティア活動が盛んに行われており、他
県にはあまり例を見ないことから「山形方式」として注目されています。山形県の
Ｙと青少年（ヤング）のＹに、楽しくにぎやかな「わいわい」をかけて、
「 YY ボラン
ティア」と呼ばれています。学校の粋を超えて、地域に根ざした活動を展開し、
平成 28 年 6 月現在で 67 サークルが活動しています。

を推進しましょう。

■

YY ボランティア
冬の体験ボランティア「雪で遊ぼう」

※6

フードバンクやリサイクルショップなどの取り組みを推進しましょう。

連絡先
街頭募金活動

イオン三川店にて

山形県青年の家 研修課
TEL：023-654-4545 FAX：023-652-2007
4

く

い

も

と

わたしの会社祭り

歌のボランティアコンサート

ボランティア体験

「わたしの会社
（社会福祉法人ほのぼの会）」では、主に知的障がいをお持ちの方へ生
活介護
（創作的活動や生産活動の場の提供）や就労継続支援
（パン・お菓子づくりなど
のはたらく場の提供）の福祉サービスの提供を行っております。併設店
「桜舎」で、手作
りのパンや菓子を販売するほか、食事やスイーツを提供する
「桜舎かふぇ」も営業し、
雑貨屋「桜舎商店」では、利用者さんの作品を商品化し、販売しています。
わたしの会社では、施設の様子や障がい者福祉を地域のみなさんに理解していただ
くために、利用者の方とふれあいながらボランティア体験をする機会として、
「わたし
の会社祭り」を行っています。
ボランティアの方は、お祭りの際にご自分の特技を披露したり、利用者さんと一緒
に買い物、食事の補助をしたり、利用者の方や施設職員について理解を深めることが
できます。

昼食の時間も大事な交流の機会です。

ボランティアと一緒に利用者が交流しています。

く

い

上山市社協

も

と

高校生介護等体験

上山市社協では、高校生を対象として福祉への

高齢者疑似体験

介護の実技体験

車椅子体験

施設の夏祭り準備

理解と関心を高め、今後の介護問題等、福祉社会へ
の関わり方について若い世代に福祉を知ってもら
うために「高校生介護等体験」を行っています。
実技、車椅子の体験等を通して福祉への関心を高
め、若い方が福祉に興味をもつことができる場づ
くりが地域のさまざまな機関と連携のもと進めら
高齢者疑似体験とは？
子どもたちがが手足が動きづらくなるおもり
や目が見えづらくなるゴーグルなどを装着し
高齢者の身体的な状況を体験するものです。

れています。
ともいく

福祉共育の一例

全５回の講座のなかで高齢者疑似体験、介護の

車椅子に乗ってみよう

実際に介護福祉施設におい
て、施設の機能や介護の実技
を体験しています。

く

い

と

も

酒田市社協

夏のボランティア体験

酒田市社協では、中学生から一般の方を対象に
「夏のボランティア体験」を行っています。多様な
ボランティア活動のプログラムが用意され、参加
者はその中から参加したい活動を選びます。
本体験は、ボランティア活動の前にボランティ
アの心がまえを学ぶ「はじまりの会」、活動終了後
に活動を振り返る「ふりかえり会」が用意され、異
世代の参加者がともに学ぶ機会があります。
初めての方でも気軽にボランティア体験ができ
るように学習会も用意され、多世代が共に学び合
う機会づくりが行われています。

5

施設の夏まつり演出のお手伝い（灯篭作り）

ベッドメイキンングをやってみよう

夏ボラ体験「はじまりの会」

子どもと大人も一緒になってボランティア
活動の心がまえについて学びます。

ボランティア活動体験

駐車場前の清掃ボランティア活動

全部で40 種類ほどのボランティアメニューが
あり、自分がやりたい活動に参加します。
例）
子どもに関わる活動、
高齢の方たちに関わる
活動など

夏ボラ体験の活動をふりかえる
「ふりかえりの会」

自身の活動を振り返って活動中の疑問について話合っています。

夏ボラ番外編「学習会」

手話を体験してみよう

ボランティア活動は「リフレクション（ふり
かえり）」が大事です。活動の振り返りを行う
ことで次の活動の学びを深めることができ
ます。
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ともいく

福祉共育に取り組みましょう！ 社会福祉協議会（社協）へご連絡ください。
市町村名

郵便番号

山形市

990-0832

山形市城西町 2-2-22

023-645-9230

023-645-9236

米沢市

992-0059

米沢市西大通 1-5-60

0238-24-7881

0238-24-7861

鶴岡市

997-0033

鶴岡市泉町 5-30

0235-24-0053

0235-23-9110

酒田市

998-0864

酒田市新橋 2-1-19

0234-23-5765

0234-24-6299

新庄市

996-0001

新庄市五日町字宮内 240-2

0233-22-5797

0233-22-0820

寒河江市

991-0021

寒河江市中央 2-2-1

0237-83-3220

0237-83-3221

上山市

999-3135

上山市南町 4 番 5-12 号

023-695-5095

023-695-5096

村山市

995-0035

村山市中央 1-5-24

0237-52-0321

0237-55-7470

長井市

993-0011

長井市館町北 6-19

0238-88-3711

0238-88-3712

天童市

994-0013

天童市老野森 2-6-3

023-654-5156

023-654-5166

東根市

999-3711

東根市中央 1-3-5

0237-41-2361

0237-42-1350

尾花沢市

999-4224

尾花沢市新町 3-2-5

0237-22-1092

0237-23-2419

南陽市

999-2211

南陽市赤湯 215-2

0238-43-5888

0238-43-3161

中山町

990-0406

中山町大字柳沢 2336-1

023-662-4361

023-662-5345

山辺町

990-0301

山辺町大字山辺 3700

023-664-7982

023-664-7988

大江町

990-1101

大江町大字左沢 887-2

0237-83-4122

0237-83-4123

朝日町

990-1442

朝日町大字宮宿 1115

0237-67-2465

0237-67-2464

西川町

990-0702

西川町大字海味 543-8

0237-74-5677

0237-74-3220

河北町

999-3511

河北町谷地字甲 2325-2

0237-72-7800

0237-72-2941

大石田町

999-4111

大石田町大字大石田丁 92-2

0237-35-3383

0237-35-3383

舟形町

999-4601

舟形町舟形 352-10

0233-32-2733

0233-32-2117

大蔵村

996-0212

大蔵村大字清水 2528

0233-75-2111

0233-75-2231

戸沢村

999-6401

戸沢村大字古口 270

0233-72-2112

0233-72-2116

鮭川村

999-5202

鮭川村大字佐渡 893

0233-55-3653

0233-55-3653

真室川町

999-5312

真室川町大字新町 127-5

0233-64-1515

0233-64-1515

金山町

999-5402

金山町大字金山 561

0233-52-2099

0233-52-7093

最上町

999-6101

最上町大字向町 43-1

0233-43-3180

0233-43-3119

高畠町

992-0351

高畠町大字高畠 454-4

0238-52-4486

0238-52-4486

川西町

999-0121

川西町大字上小松 2918-2

0238-46-3040

0238-46-3044

白鷹町

992-0831

白鷹町大字荒砥甲 488

0238-86-0150

0238-86-0155

飯豊町

999-0604

飯豊町大字椿 3642

0238-72-3353

0238-72-3532

小国町

999-1352

小国町大字岩井沢 604-2

0238-62-2825

0238-62-2825

三川町

997-1301

三川町大字横山字西田 85-2

0235-66-4410

0235-66-4539

庄内町

999-7781

庄内町余目字大塚 1-2

0234-43-3066

0234-43-3076

遊佐町

999-8301

遊佐町遊佐字田子 1

0234-72-4715

0234-72-4713
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ハートフルセンター内

東根市ふれあいセンター

老人憩いの家

清流荘内

置賜公立川西診療所内

健康福祉センター

社会福祉法人 山形県社会福祉協議会
山形県ボランティア・市民活動振興センター
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