
事業名 所管部署 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

1 高齢者ふれあいサロン 福祉課

６５歳以上の家に綴じ込みりがちな高齢者に対

し、地域のボランティアによる協力者によって開催

されるサロンです。対象となるサロンに対し、開催

実績に応じて運営するための助成を行います。

＊協力者が固定され、運営をしていく負担感から解

散するところが出ている。協力者の交代をいかにスムー

ズに行うかが課題。

◇申請、報告などの協力者が負担する役割を軽減で

きるよう様式等の簡素化を検討する。

報告書の様式見直しに加えて、バスハイクの行き先案を提供すること

で、協力者の負担を軽減を図った。

H29　サロン数：229サロン

H30　サロン数：229サロン　　※1/31現在

2
新たな居場所づくり

（地域の絆づくり事業）
福祉課

地域のボランティアやNPOによるカフェの開設など

を目指し、特別なプログラムを設けず、高齢者や

障がい者、子育て世帯などが、自由な雰囲気の

なかで、気軽に交流できる場となることを目指しま

す。

＊開催されているコミュニティカフェが市内に広がり始

め、設置設置助成金も11団体が利用されているが、

申請団体を校区社協と限定しているため、校区社協

の未設置地区や校区社協と関係性が薄い方の取り

組みに繋がりにくい。

◇設置助成金の交付対象の見直しが必要。

平成28年度から立ち上げ初年度の費用助成を整備した。1団体

（単位自治会範囲）につき助成上限額6万円

実績：H28　1団体　　H29　2団体　　H30　8団体

平成30年度内に助成金交付対象の見直し予定。

3 在宅高齢者会食会事業など 福祉課

高齢者（概ね６５歳以上）が公民館などに一

堂に会し、食事などの提供そ通して、地域づくりの

見守り活動に向けた「気づき」「実践」の場となる

ことを目的に地区社協などが行う会食会などに助

成を行います。

＊会食会時、行事用保険は地域に任せた状況であ

り、すべての地域で担保されていない。

＊校区全体での範囲で行う事業であり、公民館等ま

での送迎手段。

◇食をとおして、校区での住民同士の繋がりの支援を

行っていく。公民館等に集まることで、互いに見守る意

識づけをすすめて行く。

会食会開催時の行事用保険加入と送迎手段については、各実施

団体に一任している。

送迎手段としては市社協福祉バスを可能な限り活用してもらってい

る。

H29　団体数：20団体（15校区）　開催数：57回

　　　　参加者数：6,145名　　助成額：1,716,500円

H30　団体数：20団体（15校区）　開催数：43回

　　　　参加者数：4,910名　助成額：1,362,500円

　　※H30は12/31現在

4 子育てサロンの開催 地域子育て支援センター
子育てサークルによる「子育てサロン」を行うことに

より、子育て親子の交流を図ります。

＊ボランティアの高齢化が進んでおり、今後は人材育

成が急務である。

＊当事者ママへの支援を通して、サロンの拡充を図る

必要がある。

◇親子の交流が図りやすい環境づくりを目指します。

地域のボランティアによる「子育てサロン」を実施し、子育て親子や地

域の方との世代間交流を図った。

当事者ママの現役復帰やボランティアの高齢化等、難しい問題はあ

るが、広場利用者の方々に声掛けをしたりしながら、出来る範囲で

サロン運営に協力してもらっている。

H29  場所：6ケ所　実施回数：293回　利用者数：6,796人

H30  場所：6ケ所　実施回数：193回　利用者数：4,365人

5 地域高齢者生活支援事業 諸富支所

高齢者に対し、生活に関する講話や軽運動、レ

クリエーションなどを実施することにより、介護予防

や健康づくり、体力の維持を図ります。

＊地域住民に身近な公民館に出向くことにより、参加

率も高く、より多くの高齢者と直に接することができる機

会であるため、今後は生活課題や高齢者のニーズ把

握に結び付けるような内容を盛り込む必要があると考

える。

◇今後他の団体・組織へ移管を図る。

高齢者の介護予防、健康に対する意識の向上を目的として、血圧

測定・握力測定や健康チェック、軽運動等を実施した。

H29　開催地区：24地区　参加者：515名

H30　開催地区：24地区　参加者：520名

6 レクリエーション講習会 東与賀支所

地域でのサロン事業や集まりなどで活用に資する

ため、脳トレーニングやレクリエーションの講習会を

実施します。

＊高齢者支援に興味・関心のある地域の人材を発

掘・育成することにより、地域ぐるみで高齢者を支える

まちづくりを推進すること。

＊町内の事業所や高齢者サロン等との連携を図り、

活動の場の充実を図ること。

◇今後は高齢者ふれあいサロン事業の中でレクレー

ション講座を開催し、技能を習得してもらう。

サロン活動中の支援者からは、サロンでの役に立つということで好評で

あるが、サロン活動以外の地域の方の参加が少なく、新たなサロン設

立へ繋げることが難しい状況。

H29　開催数：3回　参加者数：32名

H30　開催数：3回　参加者数：76名

7 高齢者食生活支援事業 東与賀支所

高齢者が食事を楽しめるよう、食の改善を図ると

ともに、生活の質・維持向上のために老人クラブと

協働で料理教室を実施します。

＊本事業をきっかけに、より多くの高齢者に日頃の食

生活の改善・健康意識の向上を図ってもらうこと。
◇今後は地域住民主体の事業へ移行する。

老人クラブと協働開催していたが、対象を老人クラブ会員と限定して

いたため、社協事業としてはH29年度を持って終了となった。引き続

き老人クラブの事業として継続されている。

H29　開催数：1回　参加者数：30名

■第３期計画　関連する主な取り組み一覧

　基本目標1　みんなの主体的な活動を促す環境づくり

　　施策1　地域での参加機会の充実

　　　取り組み1　顔が見える交流の場の充実と相互理解の推進

資料３
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事業名 所管部署 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

平松老人福祉センター

＊クラブの数も増えているとはいえないため、利用者が

固定化されてきており、また、使用者数も若干減少し

ている。

◇平松老人福祉センターや平松清風大学について、

周知のため情報提供が必要である。また、施設が昭

和５３年に設置されており建て替え時期には来てい

るが難しい状況。施設運営についての周知や、施設

整備に予算を最大限に活用して、必要であれば予算

を獲得して整備を行っていきたい。

平松老人福祉センターや平松清風大学の認知度を高めるために、

報道機関へのニュースリリースの他、社協機関紙「愛あい」や「市報さ

が」を利用した広報を行った。また平松清風大学や巨勢・金立・大

和の各老人福祉センターで行っている高齢者教養講座について、共

同でチラシを作成し市内全戸に回覧した。

巨勢老人福祉センター

＊新規の利用者が増えず、減少傾向にある。新たな

クラブの誘致やセンター主導でのクラブの設置が必要で

ある。また、施設周知のために、巨勢公民館主催の

通学合宿の子どもたちにお風呂を開放し、センターの

紹介に役立てている。表に看板がないため何の施設か

わからないという声がある。

◇クラブ活動や巨勢シルバーカレッジについての情報

提供を市民へ積極的に実施する。

また、センター内の掲示板を増やし利用者への周知を

図り、新規クラブの誘致及びクラブ会員の利用者増加

を図りたい。

引き続き近隣施設へも周知を図る。

『平松老人福祉センター』同様に情報提供したが、加えて市民情報

テレビでクラブ員の様子やカレッジの講義風景を放送してもらう。また

センター内に増やした掲示板でクラブ活動表や各クラブ発行の利用

者促進のチラシ掲示などを行い、周知・案内を図っている。

近隣の巨勢小児童と『通学学習（上級生）』、『生活科町たんけ

ん（2年生）』などを通じて利用者との交流を実施している。

開成老人福祉センター

＊開成地域の老人福祉センター及び福祉避難所の

立場から、開成まちづくり協議会の福祉部会に参加

し、地域福祉の充実に努めているが、今後さらに推進

する必要がある。

◇開成まちづくり協議会福祉部会が主催する「頭と体

の健康体操」に参加・協力する。また、各町区のサロ

ンに職員を派遣し、楽しいレクリエーションのやり方を実

践して見せる。

「頭と体の健康体操」へは、レクの講師役として職員３名を派遣する

とともに、イベント運営にも協力した。また、サロン等からの依頼にもレ

ク指導という形で年２回職員を派遣した。

大和老人福祉センター

＊施設の老朽化による不便さ、各校区にコミュニティー

センターができサークル活動の場が移行したことで利用

者数は横ばいである。今後、ひとが集まる高齢者大学

の実施などの新しい仕掛けが必要である。

◇入浴サービスの廃止により利用者の大幅な減少が

予測されるがこれまで利用がなかった対象者の掘り起

こしとして他のセンターに倣い高齢者大学の実施や広

報紙によるセンターの魅力の紹介を行う。

入浴サービス廃止の影響で約1/3に激減したが「大和支所だより”ま

ほろば”」に掲載したことで、これまで利用がなかった対象者の掘り起

こしができた。

H29　教養講座：2講座　１講座終了後自主サークルに移行

H30　高齢者文化講座を開講

金立いこいの家

＊（運営事業）「このような施設があることを、今まで

知らなかった。」など、利用者の声をよく聞く。まずは、

施設の存在自体を市民に広く知ってもらうような取り

組み方法を検討する必要がる。

＊高齢者の健康増進への意識を高めるために、健康

器具等の充実を進める必要がある。

◇施設利用者に対しては、周辺の方々に、当施設を

広く紹介してもらうよう働きかけを行っていき、また、近

隣の施設・団体等にはPR推進に取り組んでいく。

◇健康器具等を設置している談話室を、快適な雰囲

気を提供するサロン化を進めていく。

近隣の施設・団体、民生委員や市高齢福祉課との連携・協力によ

り、周知・広報、利用者の活動指導や新たな事業を働きかけた。

H29　健康マージャンクラブ：週2回から3回へ活動日数増

　　　　音楽サロン：参加者約30名で開始

H30　音楽サロン：自主活動のクラブ活動として発展　月1回

　　　　ダンベル体操クラブ（コスモス会）：4月から開始　週1回

　　　　気功クラブ：月2回から4回へ活動日数増

　　　　認知症カフェ（おたっしゃ本舗金泉）：定期会合を開催

富士支所

高齢者の生きがいづくりや介護予防を推進していくため、銭太鼓養

成を行ってきたが、団体としての自立に向けた働きかけにより同好会

として自主運営となったため、平成29年度で事業としては終了した。

三瀬支所 今後サークル活動への移行と経費の自己負担を依頼している。

諸富支所
＊より多くの高齢者が参加できるよう、周知の在り方・

内容の充実を図る。

地域の一人暮らし高齢者を対象にバスハイクを実施。外出の機会を

提供し親睦を図った。

H29　開催数：4回　参加者数：65名

H30　開催数：4回　参加者数：70名（予定）

三瀬支所
＊民生委員と連携を図り、参加されたことがない、閉

じこもりがちな方の参加を促す。

サロン活動団体へ、福祉バスを活用した地域探訪会を案内している

とともに、ふれあいサロン設立の呼びかけを行った。

H29　開催数：4回　参加者数：77名

H30　開催数：2回　参加者数：42名　※H30は残り1回予定

東与賀支所
＊より多くの高齢者が参加できるよう、周知の在り方・

内容の充実を図る。

開催時期や行先、移動等を考慮し計画を立てているが、年齢や体

調・体力面への不安から不参加者が増えてきているため、より参加し

やすくなるよう企画内容の見直しが必要。

H29　開催数：1回　参加者数：16名

H30　開催数：1回　参加者数：20名

久保田支所

＊より多くの高齢者が参加できるよう、周知の在り方・

内容の充実を図る。

＊実施回数の増加

＊企画内容の充実

この事業を楽しみにしている高齢者は多く、非常に喜ばれている。参

加した方たち同士の交流も深まっている。

H29　開催数：3回　参加者数：32名

H30　開催数：3回　参加者数：48名

10 地域探訪会
高齢者の外出の機会となるよう、地域を探訪、

散策する会を開催し、相互の親睦を図ります。
◇今後は同じ目的の他団体の事業を活用するなどに

より廃止する。

9

スマイル事業

　・楽しい生け花教室

　・ふれあい食事教室

　・男専科事業

　・ひだまり布の会事業

　・銭太鼓養成

体や心に障がいのある人たちが気軽に集える場を

提供します。ものづくりや語り合う機会のなかで、

生活意欲を高め、引きこもりの防止や解消を進め

ます。また、高齢者の生きがいづくりや介護予防を

推進していくため、銭太鼓養成に取り組みます。

＊新規参加者の開拓

＊会員減少と高齢化

◇今後は公民館事業とも協議していくなどし、住民主

体の事業へ移行する

8 老人福祉センター事業
高齢者の交流の機会や生きがいづくりに資する老

人福祉センターを運営します。
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事業名 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

11
ボランティアセンター基盤整備

事業
福祉課

ボランティアコーディネート機能の強化および、ボラ

ンティア人材リストへの登録周知。また、ボランティ

ア活動の養成講座などの企画。

また運営員会を開催し適切な運営を図る。

＊ボランティア活動をしたいという人の受け皿（活動の

場）を把握できていない。

＊人材リスト登録団体が少なく、効果的な広報活動

の必要がある。

◇ボランティア保険加入者に加入条件としてボランティ

アセンター登録を検討する。

◇ボランティア及びボランティアセンターの在り方を協

議・検討する。

ボランティア保険加入に合わせてセンター登録を条件とし人材登録を

進めた。

H29　相談件数：24件

　　　　団体登録：108団体　個人登録：10名

H30　相談件数：14件　　　　　　　　　　　　※H30　1/31現在

　　　　団体登録：113団体　個人登録：32名

12 ボランティア研修会 福祉課

ボランティア活動の質を向上させるため、ボランティ

ア研修会ならびに、ボランティア活動協力校研修

会を実施します。

＊ボランティア団体の高齢化が進行しているので、どの

ようにして若い世代に活動してもらえるような研修がで

きるか。

◇研修会内容を検討する。
ボランティアセンターの在り方を含め、研修会自体の検討を行うことと

している。

安心してボランティア活動が行えるよう、ボランティ

ア活動保険を受付ます。

＊ボランティアセンターに登録している団体でも保険加

入していない団体もあり、把握と周知が不十分。

◇ボランティア団体への継続的な案内

◇ボランティア保険の周知活動の拡大

　　（市民活動プラザ等への保険パンフレット設置）

H29年度よりボランティア活動保険の案内を校区社会福祉協議

会、各ボランティア連絡協議会に拡大した。

H29　加入数：250件（団体164件　個人86件）

　　　　加入者数：2,765名

H30　加入数：195件（団体143件　個人52件）

　　　　加入者数：2,368名　　　※1/31現在

ボランティア活動を支援するための助成や、学校

ボランティアを育成するとともに、各ボランティア連

絡（推進）協議会やボランティア団体などとの連

携を図るための取り組みを進めます。

＊旧市、新市のボランティア団体の性質が異なるため

基準をどこに設けるかで助成金財源の問題がある。

◇継続してボランティア団体およびボランティア協力校

に対して助成を行い、ボランティア活動の推進・連携を

図る。

H29　団体数：38団体　助成額：750,000円

　　　　協力校数：15校（小8　中4　小中2　高等専修1）

　　　　助成額：375,000円

H30　団体数：39団体　助成額：770,000円

　　　　協力校数：8校（小3　中3　小中1　高等専修1）

　　　　助成額：200,000円

東与賀支所

サロン活動で活かせる内容として好評いただいているが、参加者が固

定化してきている。地域の方の参加状況も個人の趣味活動域にとど

まる傾向もあり、講座内容を見直し、東与賀地区の地域づくりを進

めていく必要がある。

H29　絵手紙開催数：6回　参加者数：106名

　　　　折り紙開催数 ：4回　参加者数：73名

H30　絵手紙開催数：6回　参加者数：133名

　　　　折り紙開催数 ：4回　参加者数：41名

久保田支所

久保田住民だけではなく、多方面からからも参加された。男性の参

加者もあり参加者の幅が広がっている。

H29　絵手紙開催数：6回　参加者数：68名

　　　　レクレーション開催数：6回　参加者数：88名

　　　　工芸教室開催数：4回　参加者数：34名

H30　絵手紙開催数：6回　参加者数：69名

　　　　レクレーション開催数：6回　参加者数：69名

　　　　工芸教室開催数：4回　参加者数：36名

15 赤い羽根共同募金 総務課

共同募金ならびに歳末たすけあい募金に関する

活動を支援するとともに、災害発生時に実施され

る災害義援金の募集、受付を行います。

＊今後の共同募金改革。

＊歳末たすけあい募金における地域住民の理解。

＊災害義援金における本支所間での受け付け方法、

考え方の統一。

◇「戸別募金」については、自治会加入率の低下等

の原因として長年減少傾向にある。しかしそのような時

代だからこそ、市民の募金への理解を進める必要があ

る。また、戸別募金に頼らず、他の募金額を増やして

いくことも必要である。

共同募金および歳末たすけあい募金活動を支援するとともに、災害

義援金の受付を行った。「戸別募金」は年々減少傾向にあるが、そ

の他の募金については協力依頼の幅を広げる等して、前年度並み

の実績となった。特に法人募金は民生委員児童委員の協力により、

H29.H30年は増加した。

16 日本赤十字社事業 総務課

救急法、水上安全法、幼児安全法、健康生活

支援講習などの各種講習会を開催。

防災・減災活動助成。

災害義援金の募集、受付。

火災などの罹災世帯への援助。

＊各種講習会の参加者増のためのPR。

＊防災・減災活動助成をどのように地域に広げるか。

＊災害義援金の受け付け方法、考え方の統一。

＊火災などの罹災者の負担軽減のため、市とのスピー

ディーな連携が求められる。

◇市民の皆様に各種講習会等を通して、日赤事業

を広くアピールして行きたい。

◇日赤社費について、自治会へ協力を得ながら市民

の皆様からの理解を得る。

救急法、幼児安全法、健康生活支援講習の講習会を開催し、防

災・減災活動へ助成を交付した。また、災害義援金の募集・受付を

行うとともに、火災などの罹災世帯への援助を行った。「防災セミ

ナー」についても、多くの参加者があり内容も好評であった。

会費については、前年度並みの実績をあげる事が出来ている。

　　　取り組み2　ボランティア活動の活性化

13 ボランティア活動の支援 福祉課

14 技能ボランティア養成講座

サロン活動などで活躍したり、家族などへの介護の

場で活用できる技能ボランティアを養成するため、

以下のような講座を開催します。

・絵手紙ボランティア養成講座

・折り紙ボランティア養成講座

・レクリエーション指導者養成講座

・工芸教室

・大人の福祉体験学習

＊参加者が固定化しつつある。

＊参加者が減少傾向にある。

◇絵手紙・折り紙・工芸教室は公民館事業への移

管や自主サークル化を図る。

◇レクレーション講座については、高齢者ふれあいサロ

ン事業の中でレクレーション講座を開催し、技能を習

得してもらう。
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事業名 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

富士支所

施設の夏祭り支援：高齢者福祉施設及び障が

い者福祉施設と一体となって夏祭りへの参加を

促し、ボランティアを核に施設利用者と地域住民

との交流を通して、施設利用者への理解を深めま

す。

＊ボランティア等支援者の減少、高齢化

◇高齢者福祉施設及び障がい者福祉施設にボラン

ティア（施設ボランティア、民生委員、富士っ子一輪

車クラブ）を核に施設利用者と地域住民との交流を

通して、施設利用者への理解を深める。

高齢者福祉施設及び障がい者福祉施設にボランティア（施設ボラ

ンティア、民生委員、富士っ子一輪車クラブ）を核に施設利用者と

地域住民との交流を通して、施設利用者への理解を深めた。

今後は、ボランティア等支援者の減少、高齢化に伴い、ボランティア

連絡協議会全体で協議していく必要がある。

諸富支所

障がい児・者との交流会：障がいに対する理解

を深めるため、また、障がい児・者と地域住民との

交流を深めるイベントを開催することにより、自立

と社会参加の促進を図ります。

＊地域を巻き込んだ活動にしていくには、保護者だけ

で行うにはかなり負担があり、社協が支援をして活動

の周知、地域住民・ボランティア等の巻き込みを図って

いく必要がある。

◇障がい児（者）をかかえる親の会「のびのびクラブ」

と協議し、事業のあり方を見直す。

障がい児及び保護者の自立と社会参加の促進を図ることを目的

に、障がい児をもつ親の会と一体となってイベントを開催することで障

がい児と地域住民との交流を深めた。

H29　会食交流会参加者：23名

　　　　クリスマス会参加者：21名

H30　会食交流会→参加者への負担が多いのため未実施

　　　　クリスマス会参加者：28名

諸富支所
＊今後は町内の団体等への移行も視野に入れていく

必要がある。

餅つきを通して、高齢者や児童、地域住民が世代を超えた交流を

図った。

H29　参加者：90名　　配布数：320件

H30　参加者：98名　　配布数：350件

富士支所 ＊対象者の増加とボランティアの減少・高齢化

ボランティア連絡協議会、民生委員、チャレンジ塾生と一体になって

世代間交流餅の配布を実施した。

今後は、小中学校の餅つき行事に支援をし、高齢者との交流を深

めてもらいたいが、児童生徒の減少に伴い保護者も減少しているの

で、事業内容を検討し、ＰＴＡ・育友会と協議をする必要がある。

H29　配布数：132件

H30　配布数：130件

三瀬支所

＊（しめ縄）技術者の高齢化にともなう技術伝承の

人材育成が必要。

＊（餅つき）技術者の高齢化にともなう技術伝承の

人材育成が必要。

（しめ縄）男専科の活動の一環としてしめ縄つくりを行った。

H29　参加者：41名　配布数：30　名

H30　参加者：48名　配布数：32名

（餅つき）継続して実施。

H29　参加者：135名　配布数：30名

H30　参加者：132名　配布数：32名

川副支所

＊（しめ縄）児童数の減少や希望する高齢者の減

少の減少で配布を取りやめた地区が出ている。取り組

み方など学校等と協議する必要がある。

＊（餅つき）社協事業として定着し、学校との関係

も良好。地域と学校の関係が深まるように支援すると

ともに社協の存在を周知し、立ち位置の確保を図る

必要がある。

地域の世代間交流の場として定着しており、高齢者から子どもまでた

くさんの方が参加される。伝統文化を通じた地域住民の交流の場と

なっている。

（しめ縄）

H29　実施校区：3校区　参加者数：287名

H30　実施校区：3校区　参加者数：290名

（餅つき）

H29　実施校区：4校区　参加者数：757名

H30　実施校区：4校区　参加者数：770名

東与賀支所
＊より多くの高齢者が参加できるよう、周知在り方・送

迎手段の確保・内容の充実を図る。

開催を楽しみにされているが、参加者が固定化傾向にあり、より多く

の方に参加頂けるよう送迎手段や内容見直しが必要。

各種団体の協力を得て開催しているが、手伝いという意識での協力

により、見守り活動や地域とのつながりを深める機会として理解が深

まらず、地域住民主体での取組への移行が進まない状況。

H29　開催数：2回　　　　　　　　　 参加者数：51名

H30　開催数：1回（2回予定）　参加者数：23名

　　　取り組み3　活動や行事の支援強化

17 施設・地域交流事業

18 歳末地域交流事業

歳末、地域において交流を深める活動として、以

下のような取り組みを行います。

・世代間交流しめ縄づくり

・世代間交流餅つき会及び餅の配布

・子どもたちと高齢者世帯との会食交流会

◇今後は地域の各種団体と協議を重ね住民主体の

事業へ移行する。
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事業名 所管部署 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

18 歳末地域交流事業 久保田支所

歳末、地域において交流を深める活動として、以

下のような取り組みを行います。

・世代間交流しめ縄づくり

＊参加者増のために広報内容の工夫が必要。

班回覧だけではなく小学校へチラシを配布した。参加者が増加し、

参加者同士も交流出来、非常に盛り上がった。

H29　参加者数：14名

H30　参加者数：22名

19 地域ふれあい事業 大和支所

各小中学校のPTAと児童・生徒が地域住民との

交流のため実施する地域のお祭りに対し助成を

行う。

高齢者の外出の機会を設け身近なスポーツを通

じて世代間交流を図る。

＊学校や保護者との関わりを持てる貴重な事業であ

り、児童・生徒と地域住民とのふれあいや親睦の一助

となっている。目立った課題はない。

各小中学校でお祭りが行われ住民交流に繋がった。

H29　実施学校：5校　参加者数：2,154名

H30　実施学校：5校　参加者数：850名

　※実施5校のうち報告は1校区

事業名 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

20 福祉教育の充実 福祉課
福祉体験学習などへ指導者の派遣などを行いま

す。

＊委託先であるクローバーの会の指導者の不足・高

齢化と新規の指導者の発掘。

◇福祉体験学習の指導者を派遣し、継続して地域

での福祉教育を行っていく。今後、事業を継続していく

ため、指導者の発掘が行えるようクローバーの会と連

携していく。

学校以外の企業等からの依頼が増えつつあり、福祉教育が地域で

広まりつつあるが、疑似体験以外のメニューの必要性について今後

検討が必要。

H29　延講座数：223回

　　　　派遣先：29件（学校21件　企業8件）

H30　延講座数：259回　　　　※1/31現在

　　　　派遣先：27件（学校24件　企業3件）

富士支所 ＊児童の減少

小学生の体験不足が指摘されるなか、地域のボランティアや民生児

童委員の協力を得て、ふれあいチャレンジ塾を開催した。

H29　開催回数：8回　参加者数：162名（のべ）

H30　開催回数：7回　参加者数：113名（のべ）

 ※H30は1/31現在　残り1回開催予定

三瀬支所

＊小学生の現代的特徴として体験不足が指摘される

中、地域の資源を介し体験活動を通して自然の豊か

さ、物作りの楽しさ・大切さを実感させていきたい。

学校、父兄、ボランティアの理解と協力の下、充実した体験活動が

できた。

H29　開催回数：9回　参加者数：311名（のべ）

H30　開催回数：6回　参加者数：289名（のべ）

　※H30は残り1回開催予定

富士支所

一輪車演技を通して、児童の健全育成及びチー

ムプレーによる連帯感や社会性を養うことを目的

に週１回実施します。

＊参加児童の減少 ◇地域住民主体の事業へ移行する。

一輪車演技を通して、児童の健全育成及びチームプレーによる連帯

感や社会性を養うことを目的に週２回実施した。

平成29年度までの実施事業としていたため事業終了。現在は自主

運営となった。

H29　開催回数：86回　参加者数：619名

川副支所

福祉にふれる体験学習：小学生（高学年）

に、障がい者を支援する機関・団体・企業・個人

などの見学・交流を通じて、福祉を身近に感じて

もらう取り組みを進めます。

＊児童数が多い学校は移動手段を検討する必要が

ある。また、各校の希望に合わせて見学・交流先の確

保が必要。

◇現行事業は廃止し、全体的な福祉教育としてあり

方を検討する。

児童への福祉に関する見学や事前学習、交流を行なうなど興味や

関心を持つ工夫をもって、体験の場を提供した。

H29　西川副小学校　122名

H30　南川副小学校　60名

事業名 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

22 佐賀市社会福祉大会の開催 総務課

社会福祉事業の振興発展を目的に市内の福祉

関係者が一堂に会し、今後の福祉活動推進の

意識を高める身近な福祉の課題を学ぶ場となる

よう福祉講演会などを開催します。

＊最近は、講演会を３年間実施しているが、一般市

民の福祉や社会福祉協議会活動への関心を高める

ような内容を考えていく検討が必要ではないかと思わ

れる。

◇参加者の地域福祉活動に参考となるような、講演

等を協議して選定するように努める。

参加してもらう福祉関係者の日常活動に参考となるような、講演や

事例発表等を協議して選定し実施している。

H29　参加者数：750名

H30　参加者数：750名（予定）

　　　取り組み2　身近な福祉課題の学びの場の充実

　　施策2　学ぶ機会の充実

　　　取り組み1　福祉と人権の教育・啓発の充実

21 こども育成事業

小学生の体験不足が指摘されるなか、地域の資

源を介し、体験活動を通して、自然の豊かさ、も

のづくりの楽しさや大切さを実感させることを目的

に、ふれあいチャレンジ塾を開催します。

◇今後は公民館事業への移管を図る。

◇今後は地域の各種団体と協議を重ね住民主体の

事業へ移行する。
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事業名 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

23 法人後見事業の実施 福祉課

判断能力が不十分なために、財産侵害を受けた

り、人としての尊厳が損なわれたりしないように、法

律面や生活面で支援するため、法人として成年

後見人となります。

＊今後受任件数の増加が見込まれるが、組織内の

体制を確保すること（職員の継続的な研修）。権利

擁護センター（仮称）化も視野に置きながら事業を

展開していかなければならない。

◇後見業務の専門性が求められる事案も増えてきて

いることから、まずは担当職員の資質向上を図っていき

たい。併せて、後見業務の受任増加に備え職員体制

の見直し等を検討していきたい。センター化についても

引き続き検討していきたい。

成年後見制度に関する相談等も増加し、受任ケースも増加してい

る。後見センター化については、中核機関設置や地域連携ネット

ワークの動向を見極めながら次年度も引き続き検討していきたい。

H29　受任件数：11件（後見7　保佐3　補助1）

H30　受任件数：16件（後見11　保佐4　補助1）

　　　  新規：6件　終了：1件　　※1/31現在

24
福祉サービス利用援助事業の

実施
福祉課

自分ひとりでの契約などを判断することが不安な

方（認知症・知的、精神障がいによる）や、お

金の管理に困っている方が安心して生活できるよ

う、日常生活に必要な金銭管理などを行います。

＊若年層の利用者が増加傾向にあり、各障害を理

解することはもとより、制度等についても熟知していか

なければならない。また、現在の対象者（認知・知

的・精神）以外の方からもニーズ等があるため、新た

なサービスとして今後検討課題としたい。

◇契約当初よりも判断能力の低下が進み、本事業

の対象とならない方が増えている。そのため、随時成年

後見制度の利用に繋ぐよう関係機関や組織内で調

整を取りながら対応していく。

◇あんしんサポートの対象にはならない（認知・知的・

精神以外）が、金銭管理の必要性がある方を支援

するために、市社協独自の事業として取り組みを検討

していく。

福祉サービス利用援助事業の利用者数、相談件数ともに増加して

おり、対象者の課題が複雑（借金問題・貧困問題・虐待問題

等）になってきているため、専門機関と連携を図りながら対象者の支

援体制を強化している。

H29　相談件数：3,935件　契約者数：118名

        後見移行：7名（内本会受任4名）

H30　相談件数：4,366件　契約者数：129名　※1/31現在

　　　　後見移行：3名（内本会受任3名）

25 福祉資金（小口）の貸付 福祉課
緊急かつ臨時的な生活費として上限３万円の

範囲内で貸付を行います。

＊相談件数も多いが、特に同じ相談何度も来るケー

スが目立つ。

◇今後も貸付に至らなかったケースについては、必要

な機関へ繋ぎ、生活の自立に向けた一助となるよう支

援に努めていく。

◇貸付方法や貸付金額を含め、新たな形での貸付

事業の考案を今後の検討していきたい。

一般向け小口は依然として貸付に繋がらないケースが多数を占めて

いるが、貸付に至らなかったケースについては、生活自立支援セン

ターや生活福祉課、その他関係機関に繋げられるような支援に努め

ている。

また、貸付内容についても検討中。

H29　要保護相談：126件　要保護貸付：126件

　　　　一般相談：57件（のべ）　一般貸付：8件

H30　要保護相談：96件　　要保護貸付：96件　※1/31現在

　　　　一般相談：33件（のべ）　一般貸付：8件

26 生活福祉資金の貸付 福祉課
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対

して貸付を行います。

＊相談件数は多いが、貸付まで繋がらないケースが殆

どである。

◇今後も貸付に至らなかったケースについては、必要

な機関へ繋ぎ、生活の自立に向けた一助となるよう支

援に努めていく。

◇実施主体である佐賀県社協と連携を密に取りなが

ら、相談受付を進めていく。

依然として貸付に繋がらないケースが大多数を占めているが、貸付に

至らなかったケースについては、生活自立支援センターや生活福祉

課、その他関係機関に繋げられるような支援に努めている。

H29　相談件数：268件　貸付件数：8件

H30　相談件数：99件　貸付件数：8件

居宅介護支援佐賀事業

所

＊正規職員３名（兼務）と嘱託職員１名（専

従）で業務を行っているが、今後継続して業務を行っ

ていくのであれば、職員体制の見直しが必須。

◇介護保険事業における市社協の立ち位置を検討

し、今後の事業の継続も含め検討が必要。
平成28年度末を持って事業の廃止。

居宅介護支援南部事業

所

＊「社協のケアマネージャー」として定着しており、安定

した運営がおこなえているが、職員の年齢を考慮した

職員体制の見直しが必要。

　介護保険の「総合支援事業」がＨ29年度から導入

予定であり、「要支援者」への対応について佐賀市の

意向を確認しながら対応を協議する必要がある。

◇居宅介護支援南部事業所については、介護保険

の制度改正に対応することが難しいため平成32年度

末をもって廃止予定。

ケアマネージャーが利用者の心身の状態や本人と家族の希望を十

分に考慮したケアプランを作成することに努めた。

事業所内で毎日の打合せ会議、定期的な職員研修の実施を行な

う他、職員の資格確保に向けての研修等を開始した。

H29　利用者数：72名（介護60・予防12）

H30　利用者数：79名（介護65・予防14）

28 通所介護事業 開成デイサービスセンター
介護保険法に基づく通所介護、介護予防通所

介護を実施します。

＊利用者に関しては、新規像が見込めない中、既存

の利用者の入院や施設入所等による利用者減で、

全体数は減少している。利用を継続して頂けるように

利用者個別の支援を行い対応する計画を実施してい

る。また職員研修や県主催の研修参加により職員の

意識改革や知識、介護技術の向上を図っている。

◇通所介護計画を充実させ、職員全員で作成できる

ように、具体的な研修会を行い、利用者本人、家

族、居宅事業所からの信頼を得るようにする。また、

地域の行事へ参加し開成デイサービスセンターの広報

を行う。

通所介護計画及び評価等については研修の成果で全員が担当を

受け持ち、個別的に支援できるようになった。地域行事についても開

成校区の高齢者ふれあい会食会や高齢者サロンに年２回、街づく

り協議会福祉部会会議に年５回、又同福祉部会主催のイベント

に参加し、開成デイサービスセンターの広報を行った。

　基本目標2　地域で安心安全な暮らしを支える体制づくり

　　施策1　福祉の取り組みの充実

　　　取り組み1　充実した福祉サービスの仕組みづくり

27 居宅介護支援事業

居宅介護支援佐賀事業所、居宅介護支援南

部事業所の２事業所において、介護保険法に

基づく居宅介護支援を実施します。
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事業名 所管部署 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

29 訪問介護事業
居宅介護支援南部事業

所

介護保険法に基づく訪問介護、介護予防訪問

介護を実施します。

＊「社協のヘルパー」として定着しているとともに、他の

居宅介護支援事業所との関係も良好。現在、要支

援者と要介護者が半々の状況にあり、「総合支援事

業」の導入による収入の不透明感は否めない。佐賀

市の意向を確認しながら対応を協議する必要がある。

◇事業の安定的な運営に向けて、利用者本人や家

族ニーズを把握し、適切なサービスの提供をすることで

安定した運営に努める。

他の各種サービスへの移行による利用者の減少と、訪問介護事業

所の運営基準である訪問介護員常勤の確保が難しいためH29年7

月31日事業終了。

30
身体障がい者居宅介護支援

事業

居宅介護支援南部事業

所

障害者総合支援法に基づき、在宅で生活する

身体障害者手帳所持者にたいして、日常生活に

必要な「家事援助」を行い、自立した生活の継

続を支援します。

＊訪問介護事業の職員が兼務で訪問しており、「社

協のヘルパー」として、利用者に安心されており継続が

必要と考える。ただ、介護保険制度が優先されるた

め、事業自体の存続は不透明な状態。

◇事業の安定的な運営に向けて、利用者本人や家

族ニーズを把握し、適切なサービスの提供をすることで

安定した運営に努める。

訪問介護事業に付随する形で実施していたため、訪問介護事業の

終了に伴い、H29年7月31日事業終了。

子育てサポーターの育成：「子育て講座や研修」

を実施し、サポーターの育成を図ります。

＊サポーターの高齢化が進んでおり、養成講座の実

施や口コミ等により人材育成をしていく必要がある。

◇各広場で活動しているサポーターやスタッフの交流、

研修等を通して資質の向上や人材育成に努めます。

子育てのための知識や技能を学ぶ研修会を実施し、　子育てサポー

ターの育成を図るとともに更なるサポーターの資質の向上を図った。

H29　研修会：3回　参加者：延60人

　　　  サポーター会：5回　参加者：延51人

H30　研修会：3回　参加者：延65人

　　　  サポーター会：2回　参加者：延22人

子育てサークルなどの育成・支援：「ひろば」にか

かわるサークル同士の交流会などの開催により、

子育てサークルの育成・支援を行います。

＊年に数か所、要請を受けてスタッフやボランティアを

派遣しているが、校区担当者ともっと密に関係性を築

き、今後増やしていく必要がある。

◇子育てサークルの育成・支援に努めます。

各サークルを集め、情報交換会を実施し、育成支援を図った。

H29　サークル連絡会：2回　参加者：7サークル

H30　サークル連絡会：2回　参加者：7サークル

出前交流広場の開催：各公民館へ出向き、世

代間交流を図ります。

＊年に数か所、要請を受けてスタッフやボランティアを

派遣しているが、校区担当者ともっと密に関係性を築

き、今後増やしていく必要がある。

◇市内各地で行われているサロン等に出向き、活動

支援に努めます。

市内にある子育てサークル・施設に出向き、支援を行った。

H29　場所：市内2ケ所　実施回数：5回　参加者数：109人

H30　場所：市内2ケ所　実施回数：5回　参加者数：109人

地域世代間交流事業への参画：現代の親事

情を知ってもらうための『おじいちゃん、おばあちゃん

講座』などを企画し、実施します。

＊現代の親事情を知ってもらうための『おじいちゃん、お

ばあちゃん講座』等を企画し、子育て支援の土壌を広

めていく必要がある。

◇親子と地域のつながりを深め、世代間交流の中で

地域ぐるみの子育て支援を推進します。

地域で健やかに子どもが育つよう地域住民とボランティアが協力し、

基幹と各出張広場と連携しながら「出会いの広場」を実施した。

H29　参加者数：323人

H30  参加者数：274人

地域ボランティア「昔遊びグループ」と連携し、広場で使えるおもちゃを

作成してもらったり、一緒に遊び触れ合った。

H29　開催日：毎月第4金曜日　会員数：16人

H30  開催日：毎月第4金曜日　会員数：15人

児童の居場所づくり：子どもボランティの受け入れ

を進めます。

＊広場子どもボランティアの育成（広場に関わってくれ

るボランティアの育成）

＊学校の空きスペース等を活用して、地域のPTA等

が実施する居場所づくりを支援することにより、子どもた

ちの心の安定を図る。

◇活動できる児童の登録を推進します。

ふれあい広場に関心のある子どもボランティア登録をしてもらい、広場

の見守り、図書整理等をしてもらった。

H29　登録数：3人

H30　登録数：5人

つどいの場、ふれあい広場：親子が気軽に、自由

に利用できる場を設けるとともに、子育てサロンな

どを通して、子育て親子の交流を図ります。

よかっこ広場、ふれあいルーム、まほろば広場、な

かよし広場、みつせスマイルキッズ広場、むつごろう

広場、赤ちゃん広場、広場での乳幼児の一時預

かり、出張託児の実施。

＊つどいの場や子育て講座等を通して交流促進を

図っているが、出て来れない親や輪に入れない親等へ

のフォローが大切である。

＊サロンを実施すると、スペースが不足するため、事故

の危険がある。

＊小地域ネットワークの観点から、高齢者等と触れ合

うスペースが不足している。

◇親子の交流が図りやすい環境づくりを目指します。

◇子育て中の親の急用時や安心してイペ゛ント等に参

加できるような環境づくりを進めます。

子育て親子が自由にできる交流の場を市内6ケ所に設置した。

H29　開館日数：745日　 利用者数：16,892人

　　　　広場での一時預かり　103人

　　　　出張託児　　　　　　　21件

H30　開館日数：542日　 利用者数：12,761人

　　　　広場での一時預かり　41人

　　　　出張託児　　　　　　　　8件

32 児童館運営事業
大和支所（松梅児童

館）

松梅地区唯一の保育施設として、幼稚園・保育

所に代わる役割を担うため、就学前の保育を行う

とともに、小学生の放課後の学習などの支援を行

います。

＊受入年齢の引き下げを行い、１歳半程度から積

極的に受け入れている。しかし、人口減少により利用

児童の減少は進んでいる。今後は、地域の高齢者を

巻き込み、世代を超えた集団的保育を目指したい。

◇園児減少に歯止めをかけるため、更なる受入年齢

の引き下げ（1歳程度）や市内全域から受入可と

し、出産や他の保育園に入所するまでの一時的な利

用など短期間の利用、親の都合により急な預かりが必

要な場合などにも柔軟に対応する。

更なる受入年齢の引き下げや送迎の負担軽減のための送迎車の

確保など策を練ってはいるが実現できていない。ただし、短期間の利

用には柔軟に対応し、待機児童問題に多少の貢献はできた。

31 地域子育て支援事業 地域子育て支援センター
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事業名 所管部署 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

33 児童クラブ
大和支所（松梅児童

館）

松梅小児童が放課後や長期休暇期間に保護

者が労働などで昼間家庭にいない児童を預かり、

安全確保と健全育成を行います。

＊子ども・子育て支援新制度への移行により、今後

利用料金の高騰が見込まれ、利用児童の大幅な減

少は避けられない。子育て家庭に対して利用料金の

据え置きや別の切り口での支援が求められる。

◇利用料金が据え置かれたことで、利用児童の減少

は免れた。両親共働きが当たり前の時代にあって、児

童や保護者にとって安心して1日過ごせる場所になる

よう心掛ける。また新しく他の児童クラブに倣い、保護

者負担によるおやつの提供を始める。

以前から小学6年生までを対象としてきたがここ数年利用児童は右

肩上がりで増えている。H28年度から始めたおやつの提供も保護者

の間でもある一定の評価を得られた。H29年度からはクリスマス会な

どイベントも始めた。

34 福祉バスの利用 総務課

社協事業活動に使用する時間以外において、空

き時間を利用して、支援する福祉団体やボラン

ティア団体の研修や見学などに利用する福祉バス

を運行します。

＊本会事業が優先されることで苦情等が寄せられて

いるため利用者の方達が万遍なく利用できるように利

用内容の確認及び抽選日など検討する必要がある。

◇福祉バス本来の目的を優先して利用してもらう方

針に変更はないが、佐賀市の協力により福祉バスの

効果的な運行を行いたい。

平成28年11月から市の補助により2台運行を開始している。1台は

社協事業（校区社協含む）を優先して6か月前に予約調整して、

その他の利用については、規定通り3か月前の予約を受け付けて運

行してしており、現状では支障なく運行できている。

H29　運行回数：273回

H30　運行回数：261回　※H30は1/31現在

35 福祉団体助成 総務課
市内の福祉団体及びボランティア団体に対して運

営助成を行います。

＊繰越金額が助成金額より多い団体も見受けられる

ため、助成額について検討が必要。

◇福祉事業を目的として活動する福祉団体やボラン

ティア団体への運営費及び事業費の経費を助成する

ことで福祉活動の振興、地域福祉への貢献を図って

もらう。

佐賀市における福祉活動の振興を図るため社会福祉事業を目的と

する福祉団体やボランティア団体の運営に対して助成金を交付し

た。

運営助成：7件

36 社会福祉事業助成 総務課
市内の福祉団体及びボランティア団体に対して事

業助成を行います。

＊要領では市内の福祉団体となっているが、県単位

の団体にも助成しているため、検討が必要。

◇福祉事業を目的として活動する福祉団体やボラン

ティア団体への運営費及び事業費の経費を助成する

ことで福祉活動の振興、地域福祉への貢献を図って

もらう。

佐賀市における福祉活動の振興を図るため社会福祉事業を目的と

する福祉団体やボランティア団体の事業に対して助成金を交付し

た。

事業助成：2件

37 児童遊園地整備助成金 総務課
自治会が管理する児童遊園地において遊具の

補修や設置に対して助成金を交付します。

＊児童遊園地整備を福祉目的と結びつけることが難

しく社協が助成する必要があるのか疑問がある。

◇地域の身近な場所にある児童遊園地等で子供た

ちが安心、安全に過ごすことができることで、地域住民

と交流や見守りができるよう児童遊園地の遊具補修

及び整備に対して助成し、児童健全育成に貢献す

る。

市内地区自治会が児童福祉対策として管理する児童遊園地の遊

具の補修や新設に対して助成金を交付した。

H29　助成自治会：16件　助成額：692,700円

H30　助成自治会：6件　　助成額：859,800円

　※H30は9月末現在

38 防犯灯の設置助成金 総務課
自治会が維持している防犯灯数に応じ校区自

治会ごとにまとめて助成金を交付します。

＊平成２６年度から２８年度までの３年間限定の

助成金となっており、２９年度以降の方向性が定まっ

ていない。

◇平成28年度で事業終了予定
平成28年度で事業終了とし、平成29年度以降については、同予

算を「自治公民館備品整備助成事業」として実施した。

39 備品の貸出 総務課

佐賀市内在住の個人の生活（在宅）の利便を

図る場合や福祉団体などの福祉に関する講座な

どの開催時に、備品の貸出を行います。

＊年間を通して福祉体験等の貸出が多く個人におい

ては同じ方達の利用が多い傾向にあり本当に必要と

されている方々にも利用できるように周知したい。備品

整備等においては破損等発生後の対応になっている

現状の中、整備不良による事故等が懸念されることも

あり定期的に点検・整備を実施したい。

◇年間を通して本当に必要とされている方々にも利

用できるように周知する。備品整備等においては破損

等発生後の対応や、整備不良による事故等が懸念

されることもあり定期的に点検・整備を実施していく。

年間を通して貸出が多い福祉体験用の備品は、指導するクロー

バーの会に管理をお願いし、補修・交換等を行っている。車いすにつ

いても、貸出時の事故等がないように確認して貸し出すようにしてい

る。

H29　貸出回数：29件（派遣回数と同数）

H30　貸出回数：27件（派遣回数と同数）　※1/31現在

40 苦情解決事業 総務課
様々な苦情に対して、苦情解決システム管理要

綱に基づき適切に対応していきます。
＊特になし

◇様々な苦情に対して、苦情解決システム管理要綱

に基づき適切に対応していきます。

苦情に対しての対応は適切にできている。

H29　苦情数：4件

H30　苦情数：4件　　※1/31現在
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事業名 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

運営費・活動費助成：校区社協に対する活動

を支援するため、運営費・活動費の助成を行いま

す。

＊地区社協活動の担い手や財源について課題を抱

えている校区社協がある。

◇専任の地域担当を配置し、地域と伴奏しながら地

域人材や資源を活用するとともに、校区社協の機能

が発揮できるようすすめる。

小地域活動の取り組みについて、地域の安心安全を担う自治会と

地域福祉の役割を担う民生委員との合意により、共に協議する機

会が増えたこと、また専任の地区担当を配置している校区において

は、他校区の状況を知らせながら関心を換気させることができてい

る。

会長会及び役員会の開催：校区社協の相互の

連携と事業の協力調整を行っていくため、会長会

及び役員会を開催します。

＊校区社協活動推進に向け、実施方法等に悩みを

抱えている校区社協があり、情報交換の場が必要。

◇定例の校区社会福祉協議会会長会を活用して、

情報交換の場を設定する。

平成30年度からは会長会の中で情報交換の場を設定し、本計画

の重点事業である福祉協力員の取り組みや、各校区社協の取り組

みについて情報交換、協議が行なわれた。

役員研修会の開催：校区社協の活性化を図っ

ていくため、県内外の先進地研修を開催します。

＊身近な地域の中で、サービスや支援活動を利用し

やすい仕組みを組み立てられる組織づくりの研修が必

要。

◇研修地の選定は、地域の規模や日常生活圏域を

考慮して選定する。

地域で相談を受ける体制を目的に先進地研修を実施した。

佐賀市での取り組みについては検討が必要。

年末・年始地域福祉交流事業：歳末たすけあ

い募金還元金による地域福祉活動の推進を支

援します。

＊世代間交流を「出会いの場」として、意図的に設定

し様々な生活・福祉課題を発見する場にする。

◇地域が希薄化した中での世代間交流は有効な仕

掛けであるため、積極的に働きかける。

伝統文化事業やスポーツでの交流事業、昔遊びの伝承などあらゆる

交流の場を設定することができた。

福祉協力員などが、地域の高齢者へ安心して暮

らせるように見守りや声かけを行う小地域見守り

活動事業を進めます。

＊福祉協力員の担い手をどこに求めるか。

◇見守り活動や日常のちょっとした手助けが行えるよ

う、地域の関係団体と協議の場を設け、人や組織が

つながれるよう地域での支えあい体制を進める。

福祉協力員が必要な地域から設置を推進した。

H29　設置校区18地区：　福祉協力員数：1,553名

H30　設置校区20地区：　福祉協力員数：1,914名

　※H30は1/31現在

懇談会の開催：小地域における福祉課題につ

いて、関係団体と話し合う場づくりの支援を行い

ます。

＊推進されているすべての校区において、校区社協、

自治会、民協の合意が取れている状況ではない。

◇校区社協がつなぎ役となり、自治会、民生児童委

員、その他関係団体と合意をとりながら地域課題につ

いて共有する。

地域懇談会の進め方はそれぞれ異なるが、地域における助け合いや

支えあいに向けた検討が行われ、福祉協力員の設置を軸に進めら

れている。

富士支所

民生委員・児童委員の協力を得て、緊急時に備

え、一人暮らし高齢者の実態を把握するととも

に、対象者に緊急連絡カードの配布を行います。

＊民生委員・児童委員などとの調整が必要であり、

取り組み内容の検討、どの機関との情報共有が必要

かなど。

◇民生児童委員の協力を得て、緊急時に備え、一

人暮らし高齢者の実態を把握するとともに、対象者に

緊急連絡カードの配布を行います。

民生児童委員、自治会長の交代に伴い緊急連絡先や未配布者

の調査を行い、民生児童委員の協力を得て、緊急時に備え、一人

暮らし高齢者の実態を把握するとともに、対象者に緊急連絡カード

の配布をした。

今後、見守り体制の強化として町内駐在所等と情報の共有化を

図っていく必要がある。

H30年1/31現在　配布数：149件

43 コミュニティバスの運行管理 富士支所

佐賀市との委託契約による自家用有償旅客運

送の取り組みや出てこん場事業・高齢者憩いの

家事業の取り組みを行います。

＊（コミュニティバス）町内一般利用者の確保

＊（コミュニティバス）増便の検討

＊（出てこん場）新規登録者の減少

＊（憩いの家）参加者の減少

◇佐賀市との委託契約による自家用有償旅客運送

の取り組みに併せて、出てこん場事業・高齢者憩いの

家事業の取り組できたが、今後出てこん場事業と憩い

の家事業については、他団体・組織への移管を図る。

佐賀市との委託契約による自家用有償旅客運送の取り組みに併

せて、出てこん場事業・高齢者憩いの家事業を実施した。

H29  運送稼働：179日　利用者：2,530名

        出てこん場：179回　利用者：1,595名

　　　　憩いの家：64回　利用者：574名

H30　運送稼働：161日　利用者：2,048名　　※1/31現在

　　　　出てこん場：161回　利用者：1,350名

　　　　憩いの家：64回　利用者：529名

44 外出支援 福祉課

市内に在住し、単独では既存の交通機関の利

用が困難な在宅の高齢者や障がい者に、運転ボ

ランティアの協力で、車いす仕様自動車で、在宅

生活の継続を支援する移送サービス事業を行い

ます。

＊運転ボランティアの高齢化やボランティアの定期的な

確保が難しい状況になっている。

＊介護タクシーや福祉有償運送団体等が増えてきて

いるが、佐賀市内でも都市部と山間部の地域性など

が違い、特に山間部の移動手段としては支援が必要

と思われる。

◇事業開始から19年が経過し、民間の移送サービス

等の普及により本会としての役割は果たしてきたため、

今後、本会としての事業展開については見直しを検討

していきたい。

民間移送サービス等の普及により、本所管内・南部（諸富、川副、

東与賀、久保田）については、H28度末で事業廃止。北部地域

（三瀬、富士、大和町松梅地区）については、民間移送サービス

の提供が困難なため引き続き事業は継続。

H29　利用者：6名　延べ利用者：12名

H30　利用者：6名　延べ利用者：15名

　※H30は12/31現在

42 小地域ネットワーク支援

福祉課

41
校区社会福祉協議会活動の

支援
福祉課

　　　取り組み2　組織的な地域福祉活動の推進

9



事業名 所管部署 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

45
地域福祉担い手組織の設立

支援

総務課

福祉課

各支所

校区社会福祉協議会などの設置により、地域の

実情に応じた福祉活動の展開が活発になるよう

努めます。

＊19校区以外の地区には地区社協が未設置となっ

ている。

◇地域における関係団体の動向確認や所管関係部

署との協議など双方向から検討を行う。

本所、支所を含めた市社協内で設置の必要性や設置に向けた課

題等の協議を行った。今後も継続的な協議・検討が必要。

事業名 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

46 ちょこっとボランティアの推進 福祉課

電球の交換やごみ捨てなど、高齢者や障がい者

が、在宅で日常生活を送るうえで「ちょっと誰かに

手伝ってもらいたい、お願いしたいこと」を、身近で

気軽に頼める地域の助け合いネットワークづくりを

進めます。

＊小地域での取り組みを促してきたが、依頼がなかな

か出てこないため、地域の機運が下がっている。

◇生活支援（ちょっとしたお手伝い）を行うために手

伝う側、手伝ってもらう側の信頼関係の構築を進め

る。

地域住民による生活支援（ちょっとした手伝い）は相互の信頼関

係がなければ依頼し辛いことが見守り活動の中で見えてきた。

今後も見守り活動を継続し、信頼関係を構築しながら生活支援に

結びつける。

事業名 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの

整備（見直し）を進めるとともに、同センターのに

かかわるスタッフの募集ならびに育成研修を実施

します。

＊（マニュアル）ボランティア等各種団体への周知と

組織内での浸透。

＊（募集・養成）実際の立ち上げ時に活動・手助け

ができるような人材育成。養成後のフォローアップを含

めた関わりについて。

◇ 災害発生時に速やかに災害ボランティアセンターを

立ち上げ、スムーズにボランティア活動できるような体

制づくりを図るため、各種団体へ周知、参加を呼び掛

け、「佐賀市総合防災訓練」の開催に合わせ、「災害

ボランティアセンター運営訓練」を開催する。

災害ボランティアセンター派遣の経験を踏まえ、本会マニュアルを実

用的なものへの変更した。また、職員研修会を行い見識を深めた。

運営訓練については実施せず、総合防災訓練に合わせてパネル展

示を行うなど市民に向けた周知・広報を行った。

H29　職員派遣：4名（福岡県朝倉市・東峰村）

H30　職員派遣：2名（広島県坂町）　職員研修：1回

青少年赤十字防災教育プログラムの普及を図る

とともに、指導を行っていきます。

＊プログラムを実施・普及に向けた学校に対しての働

きかけの方法。

◇災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練時での普

及を試みる。
ボランティアセンターにおける福祉教育においての活用も検討する。

防災や減災の活動に関連する関係機関との連

携を強化していきます。

＊防災士会等との協定締結についての取り組み方

法。

◇災害ボランティアセンター運営訓練や、各種研修を

通し、佐賀市、防災士会、ボランティア団体や地域と

の連携を図る。

総合防災訓練を通し佐賀市や地域と、定例のボランティア会議にお

いて防災士会、ボランティア団体との連携を図った。

事業名 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

子育て家族の家庭を訪問し、親の気持ちに寄り

添いながら支援するホームビジターの養成講座を

開催するとともに、フォローアップのための研修を実

施します。

＊（養成講座）利用者を地域へつなげるためのビジ

ター発掘が必要である。

＊（フォローアップ）個別の活動が多くボランティア精

神が強すぎる傾向がある。相手に寄り添うことに気づい

てもらうような研修をしていく必要がある。

◇ホームスタート事業の周知と市との連携に努めま

す。

H29　訪問家庭　38件 (訪問回数：361回)

　　　　ビジター養成講座　6回(参加者：延107人)

　　　　ビジター研修会　4回 (参加者：延59人)

　　　　定例会 5回 (参加者：延65人)

H30　訪問家庭　43件 (訪問回数：287回)

　　　　ビジター研修会 4回 (参加者：延60人)

親支援プログラムについての講座を開催します。

＊連続講座のためほほえみ館での会場確保が難し

い。ホームスタートが個別支援のために、自分たちで気

づく集団支援としての講座として有効な事業である。

◇同じ子育て中の母親が、自分たちが抱えている悩

みや不安を、グループで話し合いながら解決していきま

す。子育てのスキルを高めるとともに、親同士のつなが

りを深め、サポートし合える関係をつくります。

H29　場所：市内2ケ所　回数：4回連続講座

　　　　参加者数：延120人

H30　場所：市内2ケ所　回数：4回連続講座

　　　　参加者数：延99人

　　　取り組み3　身近な助け合い体制の強化

　　施策2　いのちを守る支援の充実

　　　取り組み1　災害時の避難体制の強化

47 災害ボランティアセンター事業 総務課

　　　取り組み2　異変発見体制の充実

48 ホームスタート事業の実施 地域子育て支援センター
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事業名 実施主体 取り組み内容 課　題 今後の方針 H29・H30進捗状況

49 広報活動 総務課

社協だより「愛・あい」の発行し、その内容の充実

を図っていくとともに、読みやすく、わかりやすい社

協事業の広報及び社協のホームページを運営し

ていきます。

＊（社協だより）掲載記事が固定化してきている

＊（ホームページ）内容の更新がなされていない。目

的のページが探しにくい。

◇（社協だより）各担当者へ、広報発行日を事前

に報告し、掲載内容を幅広く取り入れるよう努める。

（ホームページ）新着情報を常時掲載している。各

校区社協だより等の広報掲載中。掲載内容がない

か、日ごろから情報取集に努める。

（社協だより）親近感がわくようできるだけ写真や顔が見える住民

の目線に立った広報に努め、手に取りやすい広報づくりに取り組ん

だ。

（ホームページ）平成29年度よりリニューアルに取り組み平成30年

度より一般に公開した。掲載内容については、各所管より公開ペー

ジの変更がおこなえるようになり、変更が素早く行えるようになった。

50

地区民生委員児童委員協議

会の運営支援（情報交換・

共有）

福祉課
地区民生委員児童委員協議会定例会への出

席など、情報の交換・共有を図ります。

＊毎月の定例会に参加し伝達・情報交換は行ってき

たが、地域の課題を収集し、課題解決に向けた動き

までは至っていない。

◇毎月開催される地区民生委員児童委員協議会

定例会へ市行政部局と共に出席し、伝達事項及び、

情報収集を行う。Ｈ28年度より専任の地区担当の

配置(9校区)が行われる。地域の課題を共有し、課

題解決に向け支援を行う。

毎月、市内26地区の地区民生委員児童委員協議会定例会に出

席した。H28年度より、専任の地区担当を2名(9校区)設置、H30

年度からは4名に増員し、各月の議題伝達後の話し合いにも参加し

たことで、個別ケースに関する相談が増加しつつあり、課題解決に向

け行政や関係機関へのつなぎ等ができている。

51
民生委員児童委員協議会会

長会の運営支援
福祉課

会長会定例会への出席など、情報の交換・共有

を図るとともに、研修会開催を支援します。

＊会長会の開催が年9回の開催となったため、地区

民生委員児童委員協議会の運営がスムーズに行くよ

うに、情報の共有を図る必要がある。

◇年10回開催される会長会に市行政部局と共に出

席し、毎月実施される地区民生委員児童委員会で

の伝達事項・情報交換が円滑に行われるようにする。

会長会研修会は、佐賀市福祉総務課と連携し、研

修内容の充実を支援する。

年10回開催された会長会へ市行政部局と共に出席し、関連事項

の説明・意見交換を行った。研修会は、会長会視察研修に同行

し、情報の共有を図った。

52 福祉総合相談支援 福祉課

福祉に関する相談を社協が対応するとともに、行

政サービスで対応できない課題を当事者と地域

住民で解決する仕組みづくりに努めます。

＊様々な相談に対応できる職員の養成・確保が必

要。また、職員の配置に伴う人件費補助について、佐

賀市と協議する必要がある。

◇従来の地域担当制をさらに強化していくために、専

任の地域担当（ＣＳＷ）を配置し、地域からの総

合相談窓口となり、地域づくりを進めるなど、相談機

能を強化していきたい。

地域担当職員（ＣＳＷ）を2名増員するなど、地域担当職員

（4名：ＣＳＷ）はもとより、社協（本所・支所・福祉まるごと相

談窓口）一丸となって総合相談としての窓口機能を強化してきた。

53
地区民生委員児童委員協議

会の運営支援（研修）
福祉課

民生委員児童委員の質の向上に向けた研修な

どに対する支援を行います。

＊各地区民生委員児童委員協議会での研修に全

て関わっている状況ではないため、今後共有できる関

係づくりを図っていく必要がある。

◇地区民生委員児童委員協議会が企画される研

修等に対し、研修内容に沿って視察先の調整等をお

こない運営を支援する。

地区民生委員児童委員協議会の視察研修に同行し、情報の共

有等を行った。また、校区で行われる研修会に行政、関係機関等と

出席し、困難事例検討を行った。また、新任研修については、市社

協の事業説明を行い、活動時の情報を伝えた。

54
地域子育て支援センターの運

営
地域子育て支援センター

地域子育て支援センターにおいて、子育てなどに

関する情報提供を行うとともに、育児などに悩む

親に対する身近な相談支援を行います。

＊個別相談がある場合、相談スペースがないため、周

りに筒抜けとなっている。

＊スタッフの相談スキル向上のための研修会への参

加。

◇子育てに不安を抱えている母親の相談に応じると

共に、スタッフの相談技術の向上に努めます。

H29　相談件数：514件

　　(来所　327件　　電話　70件　　その他　117件)

H30　相談件数：310件

　　(来所　149件　　電話　10件　　その他　151件)

55
ホ ー ム ス ター ト 事業の 実施

（相談）
地域子育て支援センター

子育てなどに関する悩みがある家庭に訪問し、相

談支援を行います。

＊一度は広場等へ出向いてきたけどそこへ馴染めな

かった方や、広場では元気だけど、一人になると不安に

なる方等へちょっとした悩みも聞けるようにするために、

各種広場等との連携も必要となる。

＊まだ周知できていない部分にいかに広報活動をすす

めていくか。

◇子育てに不安を抱えている家庭を要望により訪問

し、傾聴し、必要に応じ、関係機関との連携に努めま

す。

H29　相談件数：51件　　訪問件数：38件

H30　相談件数：45件　　訪問件数：34件

　基本目標3　福祉サービスを利用しやすい仕組みづくり

　　施策1　情報提供の充実

　　　取り組み1　わかりやすい情報発信
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