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はじめに
都筑区では、
平成18年度に第１期計画として都筑区地域福祉保健計画
「つづき あ
い」
がはじまり、
区民の皆さまとともに地域の福祉保健の取組を進めてきました。
この度、
第３期計画の終了を受け、
令和３年度から令和７年度までを計画期間とする第４期計画
を新たに策定しました。
これからの５年間は
「2025年問題」
として言われるように、
後期高齢者の急増、
単身世
帯の増加など都筑区においても、
地域社会を取り巻く状況は大きく変化し、
支援を必要
とする人がますます増えていくことが予想されます。
都筑区は、
地域活動が盛んで様々
な活動が行われていますが、
転入して新たに都筑区にお住まいになる方も多く、
身近な
地域の支え合いやつながりづくりが特に求められています。
第４期計画でも、
『 人と人との
「であい ささえあい わかちあい」
』
を基本理念に掲げ、
地域の福祉保健活動等を通じて、
つながりを強め、
誰もが安心して健やかに暮らすこと
のできるまちを目指していきます。
本計画の策定に当たりましては、
都筑区地域福祉保健計画推進委員会の皆さまに熱
心に御議論いただくとともに、
区民意見募集や新型コロナウイルス感染防止に配慮して
開催された地域懇談会などを通じ、
区民の皆さまをはじめ、
関係者の皆さまから多くの
貴重な御意見・御提案をいただきました。
心から感謝申し上げます。
令和3年3月
都筑区長 中野 創
本計画の策定にあたりご尽力いただきました都筑区地域福祉保健計画推進委員会
委員の皆様をはじめ、
区民や関係団体の皆様に心から感謝申し上げます。
地域福祉保健計画は、
住民組織と関係機関が協力して
「誰もが安心して自分らしく健
やかに暮らすことのできる地域」
の実現を目標としています。
これまで計画推進の中で
大切にしてきたことは、
「 住民主体」
と
「協働」
です。
より良い地域を創るためには、
私たち
一人ひとりが自分の街に関心を持ち、
自治会町内会等の住民組織、
関係団体、
施設、
行
政等が協力して取り組むことが重要です。
都筑区は、
令和元年11月に区制25周年を迎えました。
人口増加が続き、
若い世代が
比較的多く暮らす活力ある街で、
各種の取り組みも力強く実行されていますが、
今後は
高齢化の進展や人口減少も予測されています。
また、
社会的孤立や生活困窮など、
生活
課題は複雑化・多様化しており、
加えて、
新型コロナウイルスの影響は今後も続くことが
予想されます。
このような社会情勢を踏まえ、
身近な地域のつながり・支えあいが推進されるよう、
困
りごとのある人の支援体制づくりや地域づくりを進め、
区民の皆様や関係機関等との
協働により地域共生の実現を目指し取組を加速させていきます。
皆様には、
引き続き計画の推進にお力添えをいただき、
都筑区の福祉保健と地域の
発展を進めていきましょう。
都筑区社会福祉協議会 会長

令和3年3月
村田 輝雄
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