
社会福祉法⼈⿊部市社会福祉協議会 総務課⻑補佐 経営戦略係 ⼩柴徳明

お互いさまの社会の実現に向けて



黒部川扇状地



2024年 黒部から黒部ダムに行けるようになる！予定



4

前提
みんな良くしようと思っている。

仮説
「気づくきっかけ」と「動くきっかけ」

をつくりだせば良い。
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みんなヤバい（うすうす）と思ってる。

分かるとドキドキする…
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黒部の地域を見える化する

・黒部の実態や現状などを見える化
（客観的データ）

・市民の声や活動が見える化
（活動実態/現状把握）

・将来のイメージを見える化
（ネガティブ/ポジティブ）

見て、気づく

疑問に思う、課題に思う
喜ぶ、悲しむ、不安に思う

さらに調べる、見る

心が動く、Actionにつながる
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参加を促進するしくみ

・参加したい活動を見つける
（気づきからのActionへ）

・活動したことが個人に残る
（貢献度の可視化）

・活動した量が見える
（活動の可視化）

WEB上で活動を探せる環境
活動が見える、参加できる環境
個人にログ（活動記録）が残る
しくみ
個人の貢献度が見え、意識が高
まるしくみ



黒部市社会福祉協議会の経営理念
「誰もが安心して暮らせるやさしい福祉のまちづくり」の推進

経営戦略係の仕事

10歩先を見て考える
5つの概念で物事を考えていく

人・物・金・時・情報



社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
平成28年度シンクタンク事業報告書（8調査 241頁）

〇シンクタンク事業
・中高生の地域や福祉に関する意識調査（経年）

・地域福祉推進の拠点に関するあり方

〇社内横断型プロジェクト
・介護保険事業に関するPT

・活動計画策定PT

〇経営戦略（中長期計画）
・黒部市全域での包括的な見守り体制「くろべネット」

・地域福祉分野でのICT利活用

・小地域福祉活動強化プロジェクト
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承認機関ではなく

みんなで学び、
考え、つくる場

The承認会議！

参加型の活動計画づくりへ！
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くろべネット
包括的な

地域での見守り

地域福祉分野
での

ICT利活用

小地域福祉
活動の強化

オール黒部で取り組む３つの重点事業
（5ヵ年推進）

地域福祉に関わる全ての団体や人々と
共に目指す5の目標と15の取り組み

人口減：統計データ
・人口減少 約42,000人→2045年約32,600人
・少子化 出生数 2017年283人(前年比▲3.1％3年連続減)
・高齢化 高齢化率 2015年30.5％→ 2045年38.8％

地域での孤立・孤独の進行
・近所付き合いの希薄化
・核家族化
・老々介護、2025問題
・8050問題

課題の複雑化
・高い専門性が必要
・作業の複雑化
・デジタル化についていけない
・学ぶ時間がない、術がない

担い手不足
・リーダー不足、福祉人材の不足
・地域活動者の減
・福祉専門職の不足

連携・協働の難しさ
・行政や社協との連携不足
・どこを頼ればよいか分からない
・話し合う場や時間がない
・制度やサービスに頼り過ぎてしまう

【良いところ】活動している人にとって
・いろんな世代とつながるきっかけがつくれる
・ネットワークが広がる
・いろんなことを学べる
・感謝される、やりがいや生きがいにつながる

現状やこれからの課題
（調査結果）

黒
部
市
社
会
福
祉
協
議
会
が
中
心
と
な
っ
て
推
進
す
る
事
業

そ
れ
ぞ
れ
が
ゴ
ー
ル
に
対
し
て
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す

黒部市社会福祉協議会
くろべネット推進事業
ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
…etc.

黒部商工会議所青年部
生活困窮者への生活環境整備の協力

黒部市民生委員児童委員協議会
市民生委員児童委員研修
子育てすくすくネットワーク
…etc.

（参考例）
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⿊部市
社会福祉協議会

⿊部市⺠⽣委員
児童委員協議会

⿊部市ボランティア
部会協議会

NPO法⼈
ボランティア団体 etc.…

ボランティアセンター
運営事業

⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業

⼩地域福祉活動強化事業

⺠⽣委員児童委員研修会

⼦育すくすくネットワーク

〇〇〇〇

ゴールの確認 ⾃分たちが何を⽬指して何のためにやっているのか？
ターゲットに対して⾃分たちができることを考えてみる

既存事業のチェックと新規事業の企画⽴案や課題設定に活かす



黒部市社会福祉協議会
くろべネット推進事業
ボランティアセンター事業
日常生活自立支援事業
…etc.

それぞれの団体が自分たちの活動がどの
目標とリンクするのかを確認する。
もしくは、取り組みを考える。

黒部商工会議所青年部
生活困窮者への生活環境整備の協力

北日本新聞販売店
「くろべネット」企業版へ協力

地域福祉に関わる全ての団体や人々と共に目指す
５の目標と15の取り組み

黒部の福祉を良くする活動計画
Kurobe Social Welfare Action Plan

黒部市民生委員児童委員協議会
市民生委員児童委員研修
子育てすくすくネットワーク
…etc.

日本語教室IN黒部
外国人へのやさしい日本語教室

マーキングした事業を集め
る、調べる。

何が実施されていて、何が
不足しているのかを把握す
る。

急速な社会変化により計画
の微調整を行う。

黒部の福祉を良くする
活動計画推進・評価委員会
【黒部市社会福祉協議会】

マーキングの呼び掛け、
活動計画の啓発、意識付け

計画を実行していくための方法PDCAサイクル

Plan（計画） Do（実行） Check（評価）

Action（改善）

それぞれが5つの目標に向かって事業や取
り組みを進めていく。
中間支援団体、社会福祉法人、公益法人、
福祉関係団体、NPO法人、ボランティア
団体、企業、住民等

市社会福祉協議会が中心となり取り組みの
集計と評価を検証する委員を設置。
取り組み状況の把握により、次年度以降の
計画への反映、社会変化などにも対応して
いく。（2年目以降指標などの設定）

（例）

市社会福祉協議会は、活動計
画の実行と推進を図るための
活動を行う。



ＧＯＡＬ
市民の地域への参加を増やす

参 加
の定義（個人的）

行動・活動を起こす

活動に参加する

寄付・応援する

知る・学ぶ

関心を持つ・想う
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可視化と参加のプラットフォームとなる

WEBサイトの構築とactcoinの活用

目標と活動の可視化

国際交流基金日米センターの助成事業として
CIC（アメリカ）からの学びとノウハウ共有

参加のプラットフォーム

プロジェクトと参加者のマッチング
活動ログ、貢献度の可視化



５goalsのWEBサイト画像

22構築中のWEBサイト【５goals for黒部】



５goalsのWEBサイト画像

23構築中のWEBサイト【５goals for黒部】



５goalsのWEBサイト画像

24構築中のWEBサイト【５goals for黒部】



５goalsのWEBサイト画像

25構築中のWEBサイト【５goals for黒部】



26構築中のWEBサイト【５goals for黒部】



27
構築中のWEBサイト【５goals for黒部】



28構築中のWEBサイト【５goals for黒部】
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可視化と参加のプラットフォームとなる

WEBサイトの構築とactcoinの活用

このプロジェクトの
５goals for 黒部の目標

このプロジェクトの
SDGs目標

地域での安心

見守りプロジェクト

市民/住民 町内 校区 小地域 市区町村 広域圏 都道府県 日本 世界 地球
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Code for Japan
シビックテックオンラインアカデミー＃17
https://hackmd.io/@codeforjapan/BJ3IEJMZE/%
2F9MTizEIITiOO1TFMGm5vdA?type=book

YouTube
https://youtu.be/L8qy-YDJfQw

黒部市社会福祉協議会HP
http://www.kurobesw.com/
シンクタンク報告書・広報誌がダウンロードできます。

社会福祉法人 黒部市社会福祉協議会
koshiba-noriaki@kurobesw.jp
質問・疑問なんでもどうぞ。

https://hackmd.io/@codeforjapan/BJ3IEJMZE/9MTizEIITiOO1TFMGm5vdA%3Ftype=book

