令和３年６月
北区内の企業・店舗・団体等のみなさまへ
第 4 次北区地域福祉活動計画 推進委員会
社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会
第４次北区地域福祉活動計画
北区「きづき・つなぐプロジェクト」への協力のお願い
日頃は、北区の地域福祉推進にご協力を賜りありがとうございます。
平成 30 年度、「誰もが健康で安心して住み続けられるまちづくり」を目指し、区民のみ
なさまや関係機関との協力のもと、第 4 次北区地域福祉活動計画の策定を行いました。令
和元年度から 5 年間かけ、区民のみなさまとともに推進しております。
その一環として、困りごとを抱えている人の声に気づき、必要な支援につなぐことので
きる北区にしていくことを掲げ、「きづき・つなぐプロジェクト」を進めています。そこ
で、みなさまに下記の事項をお願いできたらと考えております。
記
１

ご協力いただきたいこと
（１）「日常的な見守り」と「何かお気づきになられたときのご連絡」や「つなぎ役」
地域の中には、困りごとを抱えているにも関わらず、必要な支援につながって
いない方がいらっしゃいます。ご近所の方やお客さんなど、日常的に会う人の中
で「様子がおかしい」「大丈夫かな？」など気にかかる方がいらっしゃった場合、
または何か相談を受けられた場合、そのままで終わらせず、ぜひ相談窓口（＊）ま
でご連絡ください。どちらの相談先へつないでよいかわからない場合には、「北区
社会福祉協議会」「ソーネそうだん」へご連絡ください。状況をお伺いし、必要な
支援におつなぎします。
また、「北区社会福祉協議会」「ソーネそうだん」の連絡先の記載された相談先
カード（名刺サイズ）を作成しています。窓口等に設置していただいたり、対象
の方にお渡しください。
＊…別紙「北区の相談先一覧」をご参考としてください。

（２）「あなたの声に気づける先一覧」への掲載（任意）
地域の中で困りごとをキャッチしてつないでくれる（本プロジェクトにご協力
いただける）企業・店舗・団体等を一覧やマップにまとめて、北区社会福祉協議
会のホームページに掲載させていただきます。
[掲載事項]
企業・店舗の場合…
団体等の場合
…

一覧に企業名や店舗名、所在地等、マップでの位置情報。
一覧に団体名や協力人数のみを掲載。
（裏面あり）

（３）ステッカーの掲示（企業や店舗、拠点のある団体に限る）
本プロジェクトのステッカーをお渡しします。目につくところに掲示していた
だければ幸いです。

２

申込方法
ご協力いただける企業・店舗・団体等は、別紙「きづき・つなぐプロジェクト登録用
紙」に必要事項をご記入の上、北区社会福祉協議会まで郵送・メールまたは FAX にて
ご提出ください。申込みは随時受け付けています。

社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会
〒462－0844

名古屋市北区清水 4 丁目 17－1
北区在宅サービスセンター内
F A X： ０５２－９１５－２６４０
E-mail :

３

kitaVC@nagoya-shakyo.or.jp

その他
ご協力いただける企業・店舗・団体等のみなさまを対象に、ミニ講座と交流会を予定
しています。詳細が決まりましたら、改めてご案内させていただきます。ぜひご参加く
ださい。

事務局：北区社会福祉協議会（担当：佐野・伊藤（二））
電話 915-7435 FAX 915-2640

きづき・つなぐプロジェクト

登録企業・店舗・団体へのお願い
●ご登録いただいたみなさまにお願いすること

※②③への協力は任意です。

① 困っている方に気づいたら、相談窓口につないでいただきます。
地域の中には、困りごとを抱えているにも関わらず、必要な支援につながっていない方がいらっしゃい
ます。ご近所の方やお客さんなど、日常的に会う人の中で「様子がおかしい」
「大丈夫かな？」など気に
かかる方がいらっしゃった場合、または何か相談を受けられた場合、そのままで終わらせず、ぜひ相談窓
口までご連絡ください。状況をお伺いし、必要な支援におつなぎします。
★つなぐ先については、裏面の「北区の相談先一覧」をご活用ください。
どこにつないだらいいのかわからないことがありましたら、下記のいずれかにご連絡ください。
北区社会福祉協議会（電話

915－7435 / 月～金曜日 8：45～17：30）

ソーネそうだん

910-9101 / 月・水～土曜日 10：00～17：00）

（電話

また、
「北区社会福祉協議会」
「ソーネそうだん」の連絡先の記載された相談先カード（名刺サイズ）を
窓口等に設置していただいたり、対象の方にお渡しください。（不足した場合は、ご連絡ください。
）

②「あなたの声に気づける先一覧」に企業・店舗・団体の情報を掲載させていただきます。
地域の中で困り事をキャッチしてつないでくれる企業・店舗・団体等を一覧やマップにまとめて、北区
社会福祉協議会（以下、北区社協）のホームページに掲載させていただきます。
※右の QR コードから見ることができます
★掲載事項
企業・店舗…企業・店舗名、所在地、PR、マップに位置情報を掲載。

北区社協 HP

団体…団体名、PR を掲載。拠点があるところはマップに位置情報、ないところは協力人数を掲載。

③ ステッカーを見えるところに掲示していただきます。
（企業、店舗、拠点のある団体等に限る）
ステッカーが完成しましたら、ご記入いただいたご住所宛てに送付いたします。
受け取られましたら、お客さままたは社員のみなさまの目に付くところにご掲示ください。

ご協力いただける企業・店舗・団体等のみなさまを対象に、ミニ講座と交流会を予定しています。詳細
が決まりましたら、改めてご案内させていただきます。ぜひご参加ください。
第 4 次北区地域福祉活動計画 推進委員会
問合せ（事務局）社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会
〒462－0844

北区清水 4 丁目 17－1 北区在宅サービスセンター内（北区役所 1 階）

電話 052－915－7435

FAX：052－915－2640

E-mail : kitaVC@nagoya-shakyo.or.jp

北区社協

生活に関する相談窓口

ホームページ

北区の相談先一覧

￮

生活上のさまざまな問題についての相談

￮

（仕事、家計、家族のことなど）


福祉の総合相談窓口
名古屋市北区社会福祉協議会（北区役所１F）



北区在宅サービスセンター内【915-7435】
ソーネそうだん【910-9101】



名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター：
大曽根:大曽根 4―17―23 イートピア大曽根
1 階【508-9611】
名駅（中村区）
【446-7333】
金山（熱田区）
【684-8131】

北区山田 2 丁目 11-62 大曽根住宅 1 棟 1F

子育てに関する相談窓口
￮

子育てに関する相談・情報提供

子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）（北保健センター）【910-6815】

高齢者に関する相談窓口
高齢者の総合相談

￮


いきいき支援センター（地域包括支援センター）
介護予防、高齢者虐待、権利擁護、認知症などに関する相談や高齢者を介護する家族の相談

東部いきいき支援センター：北区平安２－１―１０ 第５水光ビル２階【991-5432】

西部いきいき支援センター：
（北区役所１F）
【915-7545】
 西部いきいき支援センター分室：北区中味鋺３－４１４【902-7232】

障がい者に関する相談窓口
￮

障害福祉サービスの利用に関する相談等

障害者基幹相談支援センター：北区（本部） 北区田幡 1―11―31【910-3133】
北区（サテライト）
：北区大曽根 4―17―23 イトーピア大曽根 104 号【916-3665】

（参考）【問い合わせ（つなぎ）の例】
「きづき・つなぐプロジェクトに登録しております
○○〇〇（所属）の〇〇（名前）と申します。
最近お店に来るお客さんや身近な人に、少し様子が気になる方がいます。
相談させていただいてもよろしいでしょうか？
※任意（対象者情報）
名前は〇〇さんで、〇〇にお住まいの方です。電話番号は〇〇○―〇〇○です。

きづき・つなぐプロジェクト

協力企業・店舗・団体募集中！
「きづき・つなぐプロジェクト」とは？
みなさんのお住まいの地域の中には、さまざまな困りごとを抱えた方がいます。
「様子がおかしい」
「大丈夫かな？」という方に気づいたら、相談窓口につないでくれるやさしい
企業や店舗、団体の輪を北区の中で広げていきます。

協力企業・店舗・団体はなにをするの？

※②③へのご協力については任意です。

① 困っている方に気づいたら、そのままにせず相談窓口につないでいただきます。
「北区社会福祉協議会」
「ソーネそうだん」の連絡先の記載された相談先カード（名刺
サイズ）を窓口等に設置していただいたり、対象の方にお渡しください。

北区社協 HP

②「あなたの声に気づける先一覧」に企業・店舗・団体の情報を掲載させていただきます。
（北区社会福祉協議会ホームページで公開

※右の QR コードから見ることができます）

※企業・店舗…企業・店舗名、所在地、PR、マップに位置情報を掲載。
※団体…団体名、PR を掲載。拠点があるところはマップに位置情報、ないところは協力人数を掲載。

③ ステッカーを見えるところに掲示していただきます。（企業、店舗、拠点のある団体等に限る）
趣旨にご賛同いただける企業・店舗・団体等のみなさまは、下記の登録用紙に必要事項をご記入のうえ、
北区社会福祉協議会までＦＡＸ・メール等でお申し込みください。申込みは随時受け付けています。
第 4 次北区地域福祉活動計画 推進委員会
問合せ（事務局）社会福祉法人 名古屋市北区社会福祉協議会
〒462－0844 北区清水 4 丁目 17－1 北区在宅サービスセンター内（北区役所 1 階）
電話 052－915－7435

FAX：052－915－2640

E-mail : kitaVC@nagoya-shakyo.or.jp

～ きづき・つなぐプロジェクト 登録用紙 ～
記入日：

〒

年

*企業・店舗・団体名

連絡担当者

*所在地（拠点のない団体は担当者宅）

連絡先

－
北区

電話

（

）

FAX

（

）

依頼事項②③へのご協力について
②一覧への掲載（ 可・否 ） ③ステッカーの掲示（ 可・否 ）

*人数

月

日

（拠点のない団体のみ記載）

名

*企業・店舗・団体 PR （100 字以内）

*の項目は、「あなたの声に気づける先一覧」に掲載します

