
第
二
次

和
光
市
地
域
福
祉
計
画
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
22
年
3
月
　
和
光
市

みんなの笑顔で和のコミュニティを築き、 
キラリと光る福祉のまちづくりを目指します 

平成22年3月 
和光市 
 

第二
次和光

市地域福祉計画
第二
次和光

市地域福祉計画



第二次和光市地域福祉計画 

平成２２年３月 



は じ め に 

現在の日本は、長引く景気の低迷による財政難、

尐子高齢社会の進行、生活形態の多様化などによる

様々な課題が表面化しています。 

地域の実情に忚じた地域福祉の推進に取り組むた

めの一つの手段として、平成１５年４月から施行さ

れた社会福祉法第107条において、市町村は「地域福

祉計画」を策定することが明記されました。 

 

本市では平成１７年度に「和光市地域福祉計画」(平成１７年度～平成２１

年度)を策定し、「和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画」(平成１９年度～

平成２３年度)と連携しながら地域福祉の向上に取り組んでまいりました。地

域の課題を住民自らが発見し解決していく動きが生まれつつあります。このた

び第二次地域福祉計画(平成２２年度～平成２６年度)を策定するにあたり、

様々な方のご意見をお聞きしながら検討を重ねてまいりました。第一次地域福

祉計画をより充実し、完成させていくこととするため、「すべての市民が住み

よい地域社会」を将来像とし、「みんなの笑顔で和のコミュニティを築き、キ

ラリと光る福祉のまちづくりを目指す」ことを基本理念として、協働して施策

を評価・推進するしくみの構築を強化しながら計画を推進していきます。 

 

社会の変容等による生活課題が多様化する中、ボランティアやＮＰＯなどの

活動が活発化し、社会福祉を通じたコミュニティ形成の動きもみられます。そ

れぞれの地域にあった福祉文化を創るためには、地域住民の主体的な参加が欠

かせません。ずっと住み続けたいと思える和光市づくりのために、市民の皆様

の一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

結びに、計画策定委員会の委員をはじめ、計画の策定にあたり貴重なご意見

をいただきました市民の皆様、関係機関、関係団体の方々に心より御礼申し上

げます。 

 

平成２２年３月 

 

                   和光市長   松本 武洋 
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