
牧山東地区にお住いのみなさまへ 

牧山東地区では、平成 7 年からふれあいネットワーク活動に取り組み、社協の基本理念 

「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」を目指し、住民主体の地域福祉活動

を日々進めてきました。 

近年、私たちが今まで長く続けてきた地域活動の根底を大きく覆す感染症の拡大があり

ました。人と人とのつながりが薄れて行く中で、いまこそ「小地域福祉活動計画策定」を

し、自分たちの地域の課題を話し合い、将来のまちの姿を描き、５年間で具体化していく

ために取り組む必要があるのではないかと思いました。 

今までの活動をより強く、より確かなものにするため、そして新しいつながりづくりの

ための取り組みを、新たに動かすチャレンジ元年の策定を目指します。 

 

  

2022～2026 年 

牧山東地区社会福祉協議会  

小地域福祉活動第一次計画 

◆計画の期間 

２０２２年（令和４年）～２０２６年(令和８年)までの５ヵ年です。 

ただし、計画期間中、地域を取り巻く状況に大きな変化があれば、見直しを行います。 

◆第一次計画の推進体制と進行管理 

 計画の実施項目は、多様な関係団体・機関の協働

によって実行されます。 

今後、策定委員は、推進委員として、計画の進行

を管理していきます。 

◆第一次計画策定委員会の開催実績 

回 開催日 人数 主な協議事項 

１ 令和３年１０月２５日 

令和３年１０月２７日 

１９ 

  15 

これまでの取り組みを体系的に整理する 

基本理念（スローガン）を考える 

２ 令和３年１２月 ２日                ３４ 
地域の福祉課題の洗い出し・整理する 

目標や具体的な取り組みを考える 

３ 令和４年 １月２０日 ２１ 
実施項目を確認し、重点項目を決定する 

(感染防止対策の為、人数制限実施開催) 

４ 令和４年 ２月１７日 22 
計画書をまとめる 

広報や推進について考える 

  

地域は家族だ！ 

牧山東 

計画策定を進めるにあたり連携や協力をいただいた団体様 

 

 

 

 

◆にし脳神経外科クリニック 

◆さいきクリニック 

◆社会福祉法人いわき福祉会 

  介護老人福祉施設 やすらぎの郷牧山 

◆医療法人 医和基会  

介護老人保健施設 牧山いわき苑  

◆医療法人 医和基会  

療養介護事業所 牧山療養院 

◆木曽工業株式会社 グループホームわらい 

◆社会福祉法人 北九州市手をつなぐ育成会 

インクルとばた 

◆社会福祉法人 北九州市手をつなぐ育成会 

  障害者自立訓練施設 飛翔館 

◆株式会社さわやか倶楽部 介護付有料老人ホーム  

さわやかパークサイド新川 

◆NPO 法人 老いを支える北九州家族の会 

◆NPO 法人 アクティブキャリア北九州 

 

◆NPO 法人 日本ソーシャルスポレク協会 

◆戸畑沖台郵便局 

◆セブンイレブン沖台店 

◆ファミリーマート戸畑沖台通り店 

◆福岡県立戸畑工業高等学校 

◆北九州市立高等学校 

◆北九州市立高生中学校 

◆北九州市立牧山小学校 

◆社会福祉法人 いわき福祉会 はつねほいくえん 

◆社会福祉法人 北九州市戸畑民生事業協会 牧山保育園                

◆牧山東まちづくり協議会 

◆牧山東地区自治会 

◆牧山東年長者の会 

◆牧山東地区民生委員児童委員協議会 

◆牧山東市民センター 

◆戸畑区役所 

◆北九州市社会福祉協議会 戸畑区事務所 

 

 

できる人が、できる時に、できることを楽しく活動できる、 

それが牧山東地区社協です。 

サロン活動の手伝い、登下校や日常の見守り活動、 

土曜日のセンター行事、日曜日の川清掃など、 

空いた時間に一緒に活動をしてくださる方を 

募集しています。 

 

牧山東市民センター 

 

牧山東ちいき情報局 

Facebook 

 牧山東社協 

 活動を随時更新中！ 

YouTube 

 

牧山東地区社会福祉協議会 HP 

 

〒804-0065 

北九州市戸畑区新川町 3 番 25 号 

牧山東市民センター内 TEL・FAX（093）881-3177 

牧山東地区社会福祉協議会 
    会 長   篠 原 伸 憲 

 



地域は家族だ！牧山東  
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① 【重点１】地域生活支援活動 

 「よろず相談 光の川」の取り組み 

  ・運営基盤の整備 

 

② 牧山東まちづくり推進協力団体との

関係強化 

・認定証の発行 

・広報協力依頼のための関係づくり 

 

③ 健康づくり事業の継続 

・地域で GoGo！健康づくり事業 

 などへの協力・参画 

 

④ 見守り世帯把握の整備づくり 

  ・歳末ふれあい訪問など訪問活動での 

要支援者情報の収集・集約 

・行事参加者からの情報収集・集約 

 

⑤ 連絡調整会議の充実 

 ・活動情報の共有の場としての機能 

 
⑥ みんなが主役の取り組み 

・季節行事や高齢者対象行事の充実 

・地域敬老会への協力 

関係機関や団体と連携し、４つの目標を達成するため、２つの重点実施項目を中心に１７の項目に取り組み、ふくしのまちづくりを進めます！ 

牧山東地区社協 小地域福祉活動第一次計画 2022～2026 年 

◆令和３年度第一次計画策定委員 

育つ 

子どもたちに 

蒔こう 未来の種 

みんなが育つ 

地域共生の 

まちづくり 

育った 

このまちが 

私たちの誇り 

光の川に 

育まれる 

安心安全のまち 

⑩ 登下校時の声かけと見守りの継続 

  ・活動者確保の取り組み強化 

  ・あいさつ運動の推進 

 

⑪ 保育園・小・中・高校との連携強化 

・学年ごとの取り組みを継続支援 

・地域ボランティア参加のための広報 

 

⑫ 世代間交流の充実 

・地域行事やセンター行事への参加 

 促進の取り組み 

・多世代への広報強化 

・あらたな交流事業の検討 

 

⑬ 伝統行事の継承 

・戸畑祇園・小東山笠 

 子ども山笠(新川・東丸山) 

・後継者育成のための取り組み 

・盆踊り(新川・東丸山) 

 

⑦ 【重点２】ICT を活用した地域づくり 

  ・YouTube 牧山東ちいき情報局 
（https://www.youtube.com/channel/UCg

NW1_l8SUBAcZo7d_Lp0Xg） 

  ・Facebook 牧山東市民センター 
（ https://www.facebook.com/makiyamahi

gasshicc/） 

  ・牧山東地区社会福祉協議会 HP 
（ https://www.kitaq-shakyo.or.jp/tobata/

makiyamahigashi/） 

 

⑧ 学びの場への参加 

・福祉を学ぶ講座や養成講座などへの

参加を促進し、活動の充実を図る 

 

⑨ SDGs の取り組みの継続 

・リサイクル収益を地域に活かし、 

住み続けるまちづくりへの活動 

 

 

 

⑭ 地域活動者確保に向けた広報 

  ・集合住宅の掲示版での広報検討 

  ・社協だよりの発行 

 

⑮ 見守り活動の継続 

・生活安全パトロール隊の活動継続 

・市政だより配布時の取り組み 

 

⑯ 安全なまちづくりへの取り組み 

・避難体制づくりの取り組み強化 

・施設との共同避難訓練の実施 

 

⑰ まち美化活動の継続・発展 

・天籟寺川清掃の活動者確保の 

 ための新たな取り組み 

・花植え・愛護活動の仲間づくり 

 

松尾真一   上田 勲   後藤雅信   中川博子   井上順子   上田聖子   増岡ハル子  高田敏子   太田恵美子  合田サダエ 

小久保時代  佐藤喜代香  井筒美穂   江口 博   石橋克典   光武繁告   前野繁子   舛永駿平   吉岡英雄   松本剛重 

篠原伸憲   品川芳江   吉光孝子   下松直美   嵐山良恵   尾崎友喜   江戸端憲一  福田修二   投野 清   岡田しず子 

櫨本礼子   石田克人   末吉一馬   諸永安子   河内英子   藤脇恵智子  内平彰子   内平朱音   佐藤和子   川迫英司 

浅野美智子  武久由美子  江淵寿美   白水 綾   川原正明   山根浩子   坂田美紀子  縄手富美 
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