


は じ め に  

― 地域愛と協働で安心して暮らせる地域社会の実現を ― 

この計画は、あきる野市社会福祉協議会が、今後５年間、市民、ボランティアの皆様、社会福

祉団体、行政と協働して、安心して暮らせる地域社会をどのように実現して行くか、その方法と

考え方を示したものです。 
私たちのくらすあきる野市には、地域を愛する多くの市民がおり、市民の自主的な活動や

ボランティア活動が盛んな土地柄です。あきる野市社会福祉協議会は、市民が相互に助け合

い地域を支えてきた伝統を力に、ふれあい福祉委員会や市民参加型の事業の展開などの先駆

的活動で実績を上げてまいりました。 

しかしながら厳しい経済状況の中、今も地域には、高齢者や障がい者などいろいろな困難

な状況にある方々が、日々くらして行くなかで、行政や家族だけでは解決しにくいさまざま

な問題があります。このような暮らしの福祉ニーズを満たす方法として、地域の新しい形の

相互扶助の仕組みを作ることによって、あるいは、今あるものを上手に生かすことによって

問題を解決できるのではないかと私たちは考えています。 

具体的には、あきる野市社会福祉協議会が、ボランティア、地域の市民組織、ふれあい福

祉委員会を中心に地域に協働の仕組みを作ることによって、高齢者や障害者がくらしやすく

なり、活動の担い手となる市民も自分の能力をいかし、「生きがい」や「喜び」が得られ、生

き生きとした活気あるあきる野市がつくられると思います。 

今期の地域福祉活動計画の策定に先立って行ったアンケート調査でも、あきる野市民は、

地域とのかかわりを強く意識し、地域のボランティア活動にも高い関心をもっていることが

わかりました。小学生から高齢者まで、各世代に新たなボランティア活動の担い手を育成し

て行くことがますます重要になっています。この地域福祉活動計画が、市民の皆様に広く認

識され、地域の福祉を進める役割を果たせるように願います。 

終わりに､計画の策定にあたり､多大なるご尽力を賜リました地域福祉活動計画策定委員会

の萩原勇次委員長をはじめ､委員の皆様､また、アンケート調査にご協力をいただきました市

民､ふれあい福祉委員の皆様、資料の提供をいただきました関係機関の皆様に対しまして､心

から御礼中し上げます。 

 

平成２３年３月３１日 

 

社会福祉法人 

あきる野市社会福祉協議会 

会 長  坂 本 栄 司 



 

 

第１章 計画の目的と枠組み 1 

１．計画の目的 1 

２．計画の性格と考え方 １ 

３．計画の期間 ２ 

 

 

第２章 私たちの地域福祉を取り巻く現状と課題 ３ 

１．これまでの計画での取り組みと成果 ３ 

２．アンケート調査の結果に現れた地域の現状 ５ 

３．計画に盛り込まれるべき課題 7 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 この計画が目指すもの ９ 

１．基本理念 9 

２．基本目標 9 

 

 

 



 

 

 

第４章 実施計画 11 

１．地域が支える協働と支えあいの仕組みづくり 13 

２．誰もが地域でいつまでも暮らせるための高齢者福祉への取り組み ２１ 

３．社会参加と自立を目指す障がい者福祉への取り組み 2５ 

４．生活を守る総合的な相談・支援体制の実現 ３１ 

５．福祉の心を地域に根付かせる次世代育成への取り組み 3４ 

６．市民だれもが理解し参加できる開かれた仕組みと組織づくり 3７ 

 

 

第５章 計画の周知と推進 4３ 

１．計画の周知 4３ 

２．計画の推進 4３ 

 

 

資料 

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 4５ 

地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 4６ 

地域福祉活動計画策定の経過 4７ 

Sp 



 



 

 

あきる野市地域福祉活動計画 

平成 23 年度～平成 27 年度 



 1

 

１．計画の目的 

地域福祉とは、高齢者も障がい者も地域にくらす誰もが、住み慣れた自宅や地

域で継続して、いきいきと自立した生活が送れるように、さまざまな市民の活動

やボランティア活動、行政の力や社会福祉協議会の活動などを組み合わせて、支

えあい共に生きてゆく地

域社会をつくり上げるこ

とです。 
地域福祉活動計画は、そ

うした地域社会をつくっ

て行くための行動計画で

す。 
 

２．計画の性格と考え方 

（1）計画の策定主体 

「地域福祉活動計画」は、

三相の計画（東京都が策定

する計画を「地域福祉推進

計画」、区市町村の行政が策定する計画を「地域福祉計画」、住民が策定する計画

を「地域福祉活動計画」）としてスタートしたものです。 
「地域福祉活動計画」は、市民の自主的・自発的な活動を前提としています。

地域福祉の推進を図ることを目的とした社会福祉協議会が中心となり、市民が参

加して、主体的に策定する地域福祉の計画が「あきる野市地域福祉活動計画」な

のです。 
 

（2）市民・ボランティア市民団体と行政の協働をつくる計画 

高齢者の孤独死などの問題が起こっていますが、これは、家族関係や地域との

関係が希薄になっているためだと言われています。市民と地域とのつながりが強

化されるよう、ふれあい福祉委員の声かけ・見守り活動などの社協と市民そして

行政との協働が、ますます重要になっています。 
一方、行政の力だけで「できること」の限界が認識される中、地域の課題を行

政と市民が協力して解決し、サービスの向上や運営の効率化を目指す考え方は時

代の主流となっています。「地域福祉活動計画」では、その中心的なテーマとし

て、協働のあり方についても具体的な提案を行います。 
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（3）あきる野市地域保健福祉計画との関係 

あきる野市では、平成２２年度から平成２６年度までの５か年計画である「あ

きる野市地域保健福祉計画」を策定し、「笑顔あふれる安心して暮らせる保健福

祉都市をめざして」います。あきる野市社会福祉協議会が策定する「地域福祉活

動計画」は、市の計画と連携して、あき

る野市の地域福祉を推進していきます。 
あきる野市地域保健福祉計画の中で

も、市民自らが積極的に地域社会に参加

することやあきる野市社会福祉協議会

の役割や連携についても示されていま

す。共通の認識のもと双方の計画が連携

をとり進めることにより、あきる野市の

地域福祉がより一層推進できるのです。 

３．計画の期間 

活動計画の期間 

あきる野市地域福祉活動計画（第３期）の計画期間は、平成２３年度から   

平成２７年度までの５年間です。 

 

計画の進行管理と評価 

あきる野市地域福祉活動計画（第３期）の計画は平成２７年度までの５年間の

ため、計画 終年の前年である平成２６年度から計画の取り組みと成果を集約す

るなど再評価を開始するとともに、次期地域福祉活動計画策定に向けて地域の現

状と課題を取りまとめるため地域福祉に関するアンケート調査の実施を検討し

ます。 
また、 終年度である平成２７年度には、地域福祉活動計画（第４期）策定の

ため地域福祉活動計画策定委員会を設置し、平成２８年度から平成３２年度まで

の５年間の計画を策定します。 
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１．これまでの計画での取り組みと成果 

前回の地域福祉活動計画では、「みんなでつくる安心して暮らせる福祉のまちづ

くり」を基本理念として、次の 4 つの基本目標の達成を目指しました。 
１ 住民参加と協働による福祉のまちづくりの推進 
２ 総合的な相談・支援体制の強化 
３ 利用者本位の福祉サービスの実現 
４ 市民から信頼される開かれた組織体制の実現 

ここでは、これらの取り組みの内容を概括します。 
 

（1）住民参加と協働による福祉のまちづくりの推進 

市民参加の福祉活動を進めるため、ふれあい福祉委員会、ふれあいサロンへの

助成、ふれあい食事サービスや有償家事援助サービス、ボランティア活動を活発

にするための様々な事業を実施しました。 
その中心となる小地域福祉活動については、市内８２の町内会・自治会にふれ

あい福祉委員会を設置し、高齢者等への声かけ・見守り活動を展開しました。 
また、ふれあい福祉委員会とふれあいサロンとの連携強化を図りながら、高齢

者等の個別の福祉課題や地域の福祉課題等を把握し、地域住民とともに解決の方

法を検討するため、職員地区担当制を導入しました。 
ボランティア活動の推進として、市民がボランティア・市民活動を気軽に確認

できるように、秋川ふれあいセンターふれあい広場へ、ボランティア・市民活動

団体の紹介パネルを展示し参加促進を図るとともに、ボランティア団体等の活動

がより充実するようにボランティアコーナーを開設しました。 
ボランティアが、心のこもったお弁当を作り、配達することで、独居高齢者等

の安否確認も行う「ふれあい食事サービス」は、市民参加型の事業として高い評

価を得ています。 
同じく市民参加型の在宅福祉事業である有償家事援助事業では、道路運送法改

正による運転協力員の講習受講義務化の影響を受け撤退する事業所が出ている

中、利用者も増加するとともに市民への認知も高まっています。 
 

（2）総合的な相談・支援体制の強化 

地域包括支援センター（五日市はつらつセンター）に専門職員を配置し、介護

予防事業や、保健、医療、福祉、介護等の総合的な相談と関係機関につなぐ対応

を行ってきました。 
また、厳しい雇用失業情勢を踏まえて東京都が実施した緊急総合対策３カ年事
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業である生活安定応援事業、非正規労働者に対するセーフティーネットとして機

能強化が図られた生活福祉資金貸付事業、公的給付までの生活を送れるようにす

ることを目的とした新規事業である臨時特例つなぎ資金貸付事業の開始に伴い

相談員を配置しつつ、職員全員で相談を受け対応に当たってきました。 
 

（3）利用者本位の福祉サービスの実現 

居宅介護支援事業（ケアプランの作成）運営母体が社会福祉協議会であるため、

利用者は安心感が得られるとともに、特に、本事業は介護保険事業のキーとなる

ため公共性が高い団体が実施することに非常に意義がありました。 
また、あきる野市においては、訪問介護事業所の１／３程度しか障害福祉サー

ビス事業所の指定を得ていないため、事業に参入した意義は大きいものでした。 
高齢者在宅サービスセンター３センターの利用者数は、平成２１年度    

７，４５７人であり、前年度と比べ１，９７６人、率にして３６.１％も増加す

るなど、送迎も幸いし、家に閉じこもりがちな高齢者に、趣味や生きがいづくり

活動を実践しているため、介護状態にならないための介護予防事業として介護保

険など給付費の抑制に寄与しています。 
また、あきる野市から「秋川ふれあいセンター」の管理運営を受託し、開かれ

た施設を目指し、地域に根付いた福祉活動の拠点として、多くの市民が活用でき

るよう管理運営事業を実施しました。 
障がい者の福祉作業所では、多くの通所者が自分の判断で着替えに入れるよう

になり、また、受注する様々な作業が能力向上や集中力の発揮に寄与してきまし

た。知的と身体の障がいを併せ持っている方や視覚障がいの方など、他施設では

受入れが難しい方が長年通所できているのも社協だからであり、施設を運営して

いる大きな成果と言えます。また、当番制（日直）で通所者に仕事をしてもらい、

当番の仕事を通して責任感を育て、役割を果たすことの大切さを指導しながら、

健康増進、体力維持を目的に歩行訓練を積極的に取り入れた結果、長い距離を歩

くことができるようになった利用者もでてきました。また、地域の行事や保育

園・学校等との交流を積極的に参加することにより地域の中の作業所として認知

されるようになりました。 
 

（4）市民から信頼される開かれた組織体制の実現 

社会福祉協議会は、事業運営を市民の総意で展開することを基本的な考え方と

しているところから、地域の社会福祉関係者、社会福祉に関する活動を行う団体

の関係者、行政、住民組織などの構成員の中から役員等を選考し、それぞれの立

場から地域福祉の推進のあり方や社協事業の経営について幅広く議論し事業を

進めてきました。 
また、あきる野市社会福祉協議会が提供する福祉サービスに係る利用者からの

苦情を解決するため、苦情解決に関する実施規程を制定し、苦情解決責任者・苦
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情受付担当者を置き、第三者委員会による解決の仕組みをつくりました。 
利用者からの苦情に対しては、苦情解決に関する実施規程を遵守し、速やかに

また誠実に対応するよう職員に徹底した結果、現在までに第三者委員会に諮る苦

情０件という成果をあげています。 

２．アンケート調査の結果に現れた地域の現状 

あきる野市社会福祉協議会では、平成２１年１１月１１日から１２月１３日ま

で、一般市民を対象にした「地域福祉活動計画策定のためのアンケート調査」を

実施しました。この調査では、ふれあい福祉委員の協力を得て、１,３６２人への

配布に対し、８０６人から回答を得ています。（回答率 59.2％） 
また、同時にふれあい福祉委員を対象にした「ふれあい福祉委員会事業アンケ

ート調査」を実施しました。これらの調査の詳しい内容は、「別冊資料編 地域福

祉活動計画策定のためのアンケート調査報告書」に詳しく掲載しています。 
 

（1）地域福祉活動計画策定のためのアンケート調査 

アンケートの結果、市民の地域とのつながりは深く、社会参加への意識も高い

ことがわかりました。一方、あきる野市社会福祉協議会については、認知が十分

でない実態が明らかになりました。 
 

①あきる野市では、近隣住民との関係では、比較的緊密な関係が維持されている。 

道であったら挨拶をする人は 91.1％、行

事などには参加している人は 68.7％、なん

となく気にかけている人は 48.3%と、市民

は近隣住民の存在を意識し、相互に気にか

けながら生活している実態が明らかにな

りました。 
また、４割が地域のスポーツ団体や趣味

サークルに加入しており、余暇活動を地域

で楽しむ傾向が見られます。加えて、身近

に感じる範囲を８４％の人が町内会・自治

会エリアと答えており、近隣住民相互で比

較的緊密な関係が維持されていると思わ

れます。 

②市民の悩みや心配事は、自分や家族の健康がもっとも多かった。 

市民の心配なことは、自分の健康や病気が 52.1％、家族の健康や病気が 47.3％、

など自分や家族の健康がもっとも多く、続いて、交通の便が悪い 17.0％、災害

時の身の安全や対応 14.1％と地域のインフラや安全が上がっています。 
 

近所づきあい 

お互いにあがりこんで話しをする 29.9%

お互いに悩みごとなどを相談し合う 23.9%

留守を頼んだり頼まれたりする 30.6%

一緒に買い物などに出かける 16.0%

災害時に助け合う約束をしている 17.7%

道であったら挨拶をする 91.1%

なんとなく気にかけている 48.3%

行事などには参加している 68.7%

近所の人を見かける程度 8.7%

ほとんど付き合いがない 3.6%

近所にどんな人が住んでいるかわからない 1.6%

その他 1.5%
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③ボランティア活動に参加したことがある人は 46％ と比較的多かった。 

ボランティア活動については、参加経験者が、46％と比較的多く、参加理由

も「人のためになることをしたいから」22.1％、「活動を通じて自分が成長する

ため」16.4％と前向きな回答が多くなっています。また、ボランティア活動のイ

メージでは、自発的に始めるもの、無償で行うものが、５割を超えています。 
参加したいボランティア活動では、地域での草刈りやごみ拾い、小学生などの

登下校の見守りなど地域で行われている活動が挙げられています。 
 

④社会福祉協議会の活動については、9 割近い市民が社協を知っているが、中身

の認知度は比較的低かった。 

社会福祉協議会の認知度の高

い社協事業では、広報「あいネ

ットあきる野」の発行 63.4％、

ふれあい食事サービス 55.8％、

歳末たすけあい・地域福祉募金

の実施 51.0％、赤い羽根共同募

金の実施 48.4％、ふれあい福祉

委員会活動 40.0％など町内会・

自治会の協力を得ている事業、

市民参加型の事業への回答が高

くなっています。 
一方、認知度の低い社協事業

は、生活安定応援事業 3.3％、障

がい者への針灸・マッサージな

どの施術助成 3.8％、生活福祉資

金貸付事業 5.2％など利用者が

限定されている事業となってい

ます。 
また、社会福祉協議会の組織

の成り立ちや仕組みを知ってい

る人は、市民の４分の１程度で、

広報紙「あいネットあきる野」

を読んだことがある人は、８割

近くいるものの、情報源として

いる人は、あきる野市広報

86.2％、回覧板 82.4%に比べ、

21.1％と比較的低くなっています。 
 

社協事業認知度 

広報「あいネットあきる野」の発行 63.4%

ふれあい食事サービス 55.8%

歳末たすけあい・地域福祉募金の実施 51.0%

赤い羽根共同募金の実施 48.4%

ふれあい福祉委員会(声かけ見守り活動) 40.0%

家事援助サービス事業 38.7%

秋川ふれあいセンターの施設管理 33.4%

移送サービス事業 32.1%

車椅子など福祉用具等の貸出 30.1%

日本赤十字社事務局 28.2%

高齢者在宅サービスセンターの運営 26.1%

夏！体験ボランティアの実施 23.1%

ボランティア団体等への助成 23.0%

ふれあいサロン活動の支援 22.1%

こすもす福祉作業所の運営 18.9%

福祉理容サービス 18.6%

五日市希望の家の運営 18.6%

ひばり訓練所の運営 14.8%

ボランティア情報誌の発行 13.2%

障がい児のいる家庭・ひとり親の親子レクリエーション 13.0%

心身障害児(者)一時預かり事業 12.9%

社協ケアセンターの運営（介護保険事業） 12.4%

個人ボランティア登録・紹介 11.9%

災害、火災等の被災者への見舞金の支給 11.2%

五日市はつらつセンターの運営 10.9%

高齢者クラブ連合会の事務局 8.9%

手話通訳奉仕員派遣事業 6.0%

遺族会の事務局 5.7%

地域福祉権利擁護事業 5.2%

生活福祉資金貸付（低所得者の自立支援） 5.2%

障がい者への針灸・マッサージなどの施術助成 3.8%

生活安定応援事業 3.3%
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⑤社会福祉協議会へ相談は、社協のサービスや事業の利用に限定されている。 

市民の困ったときの相談先は、家族・親戚が 89.1％
とほとんどで、次いで、地域とのつながり深さを反映

して、友人・知人が 58.8％、近所の人も 25.9％ありま

した。一方、社会福祉協議会へは 5.2％と市役所の

13.2％の半数でした。 
 

（2）ふれあい福祉委員会事業アンケート調査 

ふれあい福祉委員は、地域で支援が必要な方につい

て、高齢者を第１に考えており、障がい者、児童へ目

が向きにくい現状にあります。 
引きこもりがちな高齢者、障がい者等の支援につい

ては、声かけ・見守り活動や訪問活動が、８割の委員が重要としており、近所で

気軽にお茶飲み等ができるサロン活動の必要性を回答者の３割の方々が感じて

います。 
福祉委員会活動を行ううえで社協が力をいれるべき点について、４割の委員が、

「住民に向けた地域福祉活動の啓発」を上げています。 
 

３．計画に盛り込まれるべき課題 

地域福祉活動計画策定のためのアンケートの結果や計画策定過程での事業検討

を通じて、とりわけ問題になったのは、社会福祉協議会の事業および団体として

の存在が、市民に知られていない、もしくは、知られていたとしても正確に認知

されていない点です。 
このことは、市民の協働により事業を運営して行く社会福祉協議会にとっては、

も重要課題です。事業の計画と実施のプロセスの中に市民が直接係われるよう

な場面を増やすことによって、人から人へ伝わるような広がりが意識される必要

があります。 
また、現在実施されている主な事業については、利用者の評価は高いものの、

次のような改善すべき問題点も散見されており、計画の中で検討され改善されて

行くべきテーマとなっています。 
 

（1）小地域のネットワークづくり 

ふれあい福祉委員会活動では、新たに担当職員による地区担当制を実施しまし

たが、ふれあい福祉委員会と職員の連携により、更に地域に根ざした活動を展開

する必要があります。地域で援助を必要としている市民をどのように把握して行

くかを関係機関と連携し検討して行く必要があります。 
また、ふれあいサロンについては、アンケート結果からも、引きこもりがちな

市民の困ったときの相談先

家族・親戚 89.1%

友人・知人 58.8%

近所の人 25.9%

市役所 13.2%

職場（上司・同僚） 6.7%

民生・児童委員 6.5%

ふれあい福祉委員 6.0%

社会福祉協議会 5.2%

弁護士・司法書士等 4.1%

相談先がわからない 3.5%

他人には相談しない 3.0%

その他 1.9%

学校・教育委員会 1.5%
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高齢者等への支援として、近所で気軽にお茶飲み等ができるサロンが必要である

との回答が多く寄せられていますが、サロンを設置するには、会場の確保や世話

人が必要となるため、地域の住民と連携をはかり支援の方法を検討する必要があ

ります。 
（2）ボランティアの活動を活発にする取り組み 

ボランティア活動の推進は、市民が興味のもてる活動内容をどのように把握し、

情報提供し、コーディネートしていくかが重要な課題です。合わせて、増加する

高齢者が、地域から孤立しないよう地域の新しいボランティアを増やす活動を進

める必要があります。 
また、ボランティアにより運営されている、ふれあい食事サービス事業は、  

心のこもった美味しいお弁当と利用者から評判ですが、調理ボランティア、配食

ボランティアとも不足している状況にあり、ふれあい食事サービスの事業実施 

方法の検討が必要です。 
他にも、ボランティア団体、市民団体への援助のあり方、秋川ふれあいセンタ

ーの有効活用についても研究を進める必要があります。 
 

（3）「社会福祉協議会」を知ってもらう努力 

市民の社会福祉協議会イメージには、募金・会費などの物やお金を集めるとこ

ろというイメージが強く、行っている事業や活動の内容が十分に市民に伝わって

いません。 
事業ＰＲの方法についても、ホームページが、作成されているものの隔月発行

の広報に頼っており、新聞購読者が減少する中、ＰＲ効果の減少が懸念されます。

こうしたことから、インターネットを利用した動画配信やＰＲ用ＤＶＤの作製な

ど広範な世代を意識したさ

まざまな普及・啓蒙活動に

より、広く市民に社会福祉

協議会を知ってもらう取り

組みを検討する必要があり

ます。 
 
 
 
 
 
 
 

あきる野市社会福祉協議会のホームページ      
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１．基本理念 

市民の参加と支えあいによる福祉のまちづくり 

あたたかな笑顔あふれる地域社会の実現のためには、弱者が地域で孤立するこ

とのないように地域の市民の支えあいが必要です。 
あきる野市社会福祉協議会では、市民の皆さんの参加による助け合いの活動や、

行政・ボランティア団体等との連携と協働により、支えあいや地域とのつながり

やすい環境を整えるなど、高齢者や障がい者などが孤立しない「市民の参加と支

えあいによる福祉のまちづくり」を推進するため、地域福祉を推進する民間の中

核組織としての役割を果たしていきます。 
 

２．基本目標 

① 市民とともに協働のまちづくりを進める 

市民一人ひとりが、地域を愛し支えあって共に生きる地域社会をつくる「協働」

は、福祉のまちづくりの中核をなす考え方で、地域福祉活動計画の大きな柱です。 
あきる野市社会福祉協議会で

は、平成 4 年から全国に先駆けて

取り組んだ、小地域福祉活動であ

る「ふれあい福祉委員」による「市

民による市民のための声かけ・見

守り活動」、「ふれあいサロン活

動」やボランティア活動などを、

地域福祉推進のため市民の理解

と協働により実施してきました。 
今後は、更に市民がボランティ

ア・市民活動へ気軽に参加できるよう参加促進を図るとともに、市民自らよりよ

い地域福祉の実現に向けての活動を、市民とともにより一層推進していきます。 
 

② 利用者の視点に立った福祉サービスの提供 

あきる野市社会福祉協議会では、利用者本位の福祉サービスの実現をめざし、

市民との協働により実施している有償家事援助サービス、ふれあい食事サービス
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はもとより、介護保険事業、高

齢者在宅サービスセンターの運

営、障がい者通所及び訓練施設

の運営を利用していただく市民

の立場に立ったサービスの提供

を心がけてきました。 
よりよいサービスの実現に向

けて、ヒアリング、調査の能力

を高め、利用される方々の要望

の把握に留まらず、利用される

方がご自身で気づいていない潜在的なニーズを発見して、生活の質をより高める

ために必要な提案をしていきます。 
 

③ 誰でも安心して受けられる相談支援体制の充実 

あきる野市社会福祉協議会では、地域包括支援センター（五日市はつらつセン

ター）において、専門職における総合相談支援事業や、低所得者支援のための  

生活安定応援事業・生活福祉資金貸付事業における相談員設置等を含め、職員全

員で相談を受け対応に当たって

きました。 
今後は、今以上に個人情報保護

法及び利用者の権利を擁護する

ため設置した苦情解決に関する

実施規程を遵守するとともに、市

民一人ひとりが身近で安心して、

気軽に相談できる支援体制の充

実を図ります。 
 

④ 市民の目線で見える社協の組織づくり 

市民から見える組織で、市民がわかる活動を行うことは、あきる野市社会福祉

協議会のように、市民の資産と力で運営される団体では、 も大切なことです。 
あきる野市社会福祉協議会が実施する福祉活動の情報が、市民一人ひとりに行

き渡り、福祉活動をしている市民やボランティアの様子がはっきり市民に伝わる

ことが重要です。 
また、市民の代表がどのように選ばれ、あきる野市社会福祉協議会を運営して

いるのか、その組織と仕組みが、市民に理解され、信頼されるよう広報活動を積

極的に展開します。 
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実 施 計 画 の 体 系  

基本 

理念 

基本理念のもとで 

全ての事業に共通する基本目標 

基本目標を実現するための事業の分野 

 

１．地域が支える協働と支えあいの仕組みづくり 

 

 

 

 

 

 

 

２．誰もが地域でいつまでも暮らせるための 

高齢者福祉への取り組み 

 

 

 

３．社 会 参 加 と自 立 を目 指 す 

障 がい者 福 祉 への取 り組 み 

 

 

 

 

 

 

４．生活を守る総合的な相談・支援体制の実現 

 

 

５．福 祉 の心 を地 域 に根 付 かせる 

次 世 代 育 成 への取 り組 み 

 

市

民

の
参

加

と

支

え

あ

い
に
よ

る

福

祉

の
ま

ち

づ
く

り 

 

 

 

 

市民とともに 

協働のまちづくりを進める 

 

 

 

 

利用者の視点に立った 

福祉サービスの提供 

 

 

 

 

誰でも安心して受けられる 

相談支援体制の充実 

 

 

 

 

市民の目線で見える社協の組

織づくり 
 

６．市 民 だれもが理 解 し参 加 できる 

開 かれた仕 組 みと組 織 づくり 
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実施する分野別の事業 

● ふれあい福祉委員会事業（小地域福祉活動事業） 

● ふれあいサロン事業（小地域福祉活動事業） 

● ふれあい食事サービス事業 

● ボランティア活動推進事業 

● ボランティア活動推進事業（団体助成） 

● 有償家事援助サービス事業（家事援助サービス） 

● 有償家事援助サービス事業（移送サービス） 

● 福祉用具等貸出事業ひとり親家庭親子レクリエーション事業 

● 福祉理容サービス事業 

● 居宅介護支援事業（ケアプランの作成など） 

● 訪問介護（予防訪問介護）事業 

● 地域包括支援センター事業の受託 

● 高齢者在宅サービスセンターの運営の受託 

● こすもす福祉作業所の運営 

● 五日市希望の家の運営の受託 

● ひばり訓練所の運営の受託 

● 身体障害者施術助成事業 

● 親子レクリエーション事業 

● 障害児（者）一時預かり事業 

● 障害福祉サービス事業（障害者自立支援法事業） 

● 手話通訳奉仕員派遣事業の受託 

● 生活福祉資金貸付事業の受託 

● 臨時特例つなぎ資金貸付事業の受託 

● 地域福祉権利擁護事業の受託 

● ボランティア推進事業（福祉教育支援） 

● ボランティア推進事業（夏！体験ボランティア） 

● ふれあいサロン事業（子育てサロン支援） 

● 福祉の心を育てる学校への支援事業 

● 秋川ふれあいセンターの運営の受託 

● 災害見舞金給付事業 

● 事務局事業 

● 組織体制 

● 広報事業「あいネットあきる野」の発行・ホームページ 

● 社協会員の募集 

● 苦情解決に関する体制 

● 個人情報保護に関する体制 
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１.地域が支える協働と支えあいの仕組みづくり 

あきる野市では、町内会・自治会

への加入率が低下し、住民同士のつ

ながりが希薄化するなどの地域が

増えており、高齢者等が、地域で孤

立しがちになる傾向が見られます。

このような人たちが、必要な支援に

より、住み慣れた地域で暮らしてい

くためには、地域の中で、声かけ・

見守りなどにより、孤立しないよう

地域の人たちが、つながっていくこ       ボランティア活動の推進 
と（小地域福祉活動）が必要です。 

あきる野市社会福祉協議会では、８２の町内会・自治会に協力を得て、ふれあ

い福祉委員会を設置し、地域の人たちがつながっていけるよう「声かけ・見守り

活動・訪問活動」を行っています。また、地域住民に協力していただき、あきる

野市内に２０箇所のふれあいサロンを設置し、高齢者、障がい者、子育て中の親

などが地域の中で孤立することを防ぐ役割を担っています。 
これら小地域福祉活動を活発にし、地域住民との協働をより一層進めるために、

平成２２年度から職員の地区担当制を導入しました。しかし、これらの小地域福

祉活動をより発展し、地域住民による支えあいや地域がつながるための環境づく

りを進めるためには、社協職員と地域住民の協力だけではなく、町内会・自治会、

民生・児童委員、ボランティア団体、行政や福祉関係者などとの協働を進め、地

域のネットワークをさらに広げることが重要です。 
また、介護保険法や障害者自立支援法などにより、高齢者や障がい者などへの

公的サービスの充実が図られてきました。しかし、制度の隙間にあって公的なサ

ービスの利用が難しい人や、それらのサービスを利用するほどではないけれど、

少しの手助けが必要な人がいます。このように、少しの手助けが必要な人たちが

安心して暮らせる福祉のまちとなるためには、児童から高齢者まで幅広い多くの

市民が地域や福祉に関心を持ち、気軽に

ボランティア・市民活動や住民同士の助

け合い活動などに参加できるような環

境づくりが重要です。 
あきる野市社会福祉協議会では、現在、

ボランティア・市民活動を推進するため、

福祉啓発講座等の開催やボランティア

を必要とする人、したい人との調整、ボ 
ふれあいサロン活動      ランティア・市民活動団体への支援、ボ



 14

ランティア団体との協働による事業などを行っています。また、地域住民同士が

助け合う、ふれあい食事サービス、有償家事援助サービス等の事業も実施してい

ます。 
これらの取り組みをさらに発展させ、地域があたたかな笑顔あふれる社会とな

るためには、市民が、より一層

にボランティア・市民活動に興

味を持ち、参加できるように支

援していくことが重要です。ま

た、更なる住民同士の支えあい

の仕組みづくりを行うために

も、秋川ふれあいセンターがそ

の拠点となるように、各種団体

等との意見交換などにより、ボ

ランティア・市民活動センター

設置の検討を進めます。 
五日市地区研修会（救命講習） 

 
 
 

 
 
 

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   住民参加による地域福祉

の充実を図ることを目的に、

市内の町内会・自治会にふれ

あい福祉委員会を設置し、高

齢者、障がい者、児童等への

声かけ・見守り活動や交流行

事等の事業を各地域の実情

にあわせて実施しています。 

現在、ふれあい福祉委員が

実施している声かけ・見守り

活動は、高齢者人口の増加に

伴い、高齢者の孤立防止への

対応として重要となります。 

各福祉委員会により、さま

ざまな活動を行っているが、

基本的な活動である声か

け・見守り訪問を実施する際

に、対象者の名簿がないなど

の意見があります。また、町

内会・自治会に所属しない世

帯が増加しているため、住民

同士のつながりが低下して

いる地域があります。 

ふれあい福祉委員会との

連携のため、職員の地区担当

制を導入しました。 

基本とする活動内容を明

確にして、理解を進めると

ともに、声かけ・見守り訪

問の対象者を把握できるよ

う検討をします。また、地

域のつながりについて地区

や各福祉委員会と協働し検

討します。 

住民の個別福祉課題や地

域の福祉課題の把握及び解

決を進めるため、全職員の

地区担当制を検討します。

ふれあい福祉委員会事業（小地域福祉活動事業） 自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

ふれあいサロン事業（小地域福祉活動事業） 

市内における在宅福祉の

充実を図るため、意欲ある住

民自身の申請により、交流や

ふれあいの場を設け、高齢

者、障がい者、子育て中の親

などが地域の中で孤立しな

いことを目的とします。 

サロン内容  

お茶飲み会・手工芸・カラオ

ケなど 

ふれあい福祉委員会アン

ケートからも地域に気軽に

集まることができるサロン

が必要との意見があります。

一方で世話人の高齢化等に

より、活動を止めてしまうサ

ロンがあります。 

ひとり暮らし高齢者等の

孤立化防止のため、新規サ

ロンの立ち上げの相談や支

援方法を検討し、サロンの

増加を図ります。 

自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

７０歳以上のひとり暮ら

し高齢者、高齢者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯、障が

い者世帯を対象に週１回（水

曜日又は木曜日）の「ふれあ

い型」食事サービスを、調

理・配食ボランティアの協力

により１食５００円で提供

しています。 

民間の配食サービスと違

い、地場野菜を使用した手作

りのお弁当で利用者から大

変喜ばれています。 

利用者から、利用回数の増

加を希望する声があります

が、調理・配食のボランティ

アが不足しています。 

高齢者の孤立化防止のた

め、通常の各戸への配布だ

けでなく、地域の高齢者が、

一緒に食事をする機会を

設けるなど広がりを持った

事業の展開方法を研究しま

す。 

安定したサービス提供が

できるよう、ボランティア

確保のためのＰＲ活動を積

極的に実施します。 

ふれあい食事サービス事業 自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
 
 
 

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

ボランティア活動推進事業 

安心して暮らせる福祉の

まちづくりのため、ボランテ

ィア・市民活動に多くの市民

が自発的に参加できるよう、

ボランティアコーナーを設

置して情報を収集・整備し、

各種相談に対応できるよう

に努めています。 

ボランティア情報誌の発

行や朗読や点字、手話など専

門講座や講演会を開催し、ボ

ランティア活動への参加啓

発を行っています。 

今後も、高齢者人口の増加

が見込まれており、高齢者自

身がボランティア活動など

により、地域とのつながりを

持っていくなどの取り組み

が必要です。 

また、地震などの広域災害

時に、行政等と連携し、ボラ

ンティアの受入支援などの

役割が、期待されています。

 

高齢者をはじめ、幅広い

世代のボランティア活動を

推進し、地域とのつながり、

助け合い活動に発展するよ

う取り組みます。 

また、ボランティア・市

民活動団体との連携を強化

し、ボランティア・市民活

動センターの設置の検討を

行うとともに、災害時の社

協の役割、ボランティアの

コーディネート方法等につ

いても研究します。 

ボランティア・市民活動へ

の幅広い市民の参加及び活

動の活性化を図り、地域福祉

を推進するため、あきる野市

内におけるボランティア団

体・市民活動団体に対し、そ

の事業費を助成（１団体５万

円を上限）しています。 

ボランティア事業の活性

化を目指し、平成２２年度よ

り団体に対する助成方針を

団体運営に対する助成から、

実施されるボランティア事

業に対する助成に変更しま

したが、社協の団体助成への

考え方が、助成を受ける団体

へ十分伝わっていない面が

ありました。 

助 成 を 受 け る 団 体 へ の

PR が必要です。 

ボランティア・市民活動

団体が活発化し、その活動

に多くの市民が参加し、地

域福祉を推進するよう有効

な方法を研究しながら継続

して助成していきます。 

また、多くの団体が本事

業を知り、申請できるよう

ＰＲ方法を検討します。 

自主事業 

ボランティア活動推進事業（団体助成） 自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

有償家事援助サービス事業（家事援助サービス）

１時間８００円の利用料

をいただき、有料によりサー

ビスを提供しています。 

 サービスの担い手は、協力

員と呼ばれ、１時間７００円

の謝礼を受け取ります。協力

員は、一般市民でとくに資格

等は必要としませんが、研修

等を通じて資質の向上に努

めています。 

介護保険制度が施行され

て以来、公的サービスの対象

とならない日中独居の方や

非該当の方、また、一時的に

支援が必要となった方など

が利用しています。 

ほかにも庭木の手入や身

寄りのない方の入院など幅

広く対応しています。非常に

ボランティア性が高い活動

であるため、協力員が確保し

にくいなどの課題がありま

す。 

事業の有用性は高いが、

収益性が低く、社協財源の

ほか、行政からの補助金が

必要な事業のため、今後も

行政の協力を受けながら、

協力員の確保と効率的運営

をすすめ、継続して実施し

ていきます。 

自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

 

家事援助サービス同様、１

時間８００円の利用料をい

ただき、有料によりサービス

を提供するものです（協力員

謝礼も家事援助と同額）。 

協力員は、平成１８年度の

道路運送法の改正により、運

転協力者講習の受講（受講費

は、約 15,000 円で、半額

補助しています。）が義務付

けられました。 

現在、運転協力員は、26

名（うち職員 2 名）で、

１２０名の利用者を担当し

ています。車両は、秋川事務

所に 5 台、五日市事務所に

2 台配備されています。 

 運行の許可をする国土交

通省の指導により、民間のタ

クシー等の半額程度である

ことが許可の条件のため、安

価で利用できますが、その

分、団体の負担が大きく、撤

退する社協も出ています。 

 制度の制約が多く、経営

的にも困難ですが、公共の

交通機関が発達していない

地域の実情を考慮し、今後

も継続して実施します。 

 また、簡単な介助を希望

する利用者等もあり、運転

協力員に対する定期的な研

修や運転技術の向上を図る

とともに、運行に要する経

費を継続的に維持していく

ように努めます。 

有償家事援助サービス事業（移送サービス） 自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
 
                   

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

市民の必要とする福祉活

動に対し、福祉用具等を貸し

出すことにより、地域福祉の

向上を図っています。 

【貸し出し品目】 

・車椅子 ・印刷機 

（講習用） 

・点字機 ・白杖 

・アイマスク 

・高齢者体験キット 

（イベント用） 

・テント ・綿菓子製造機 

・ポップコーン製造機 

車椅子については、制度で

対応できない、急な体調不良

等により貸し出しを行って

います。 

講習用機材については、市

内小・中学校を中心に福祉教

育などに利用されています。

イベント用機材については、

町内会・自治会等のイベント

などに利用されています。 

 

今後も本事業を継続し、地

域福祉向上を進めます。 

福祉用具等貸出事業 自主事業 

ひとり親家庭は、日頃遠方

への外出が比較的困難であ

るとの考えから、親子の交

流、思い出づくりの機会、世

帯間の交流を促進する機会

を提供することを目的に親

子レクリエーションを実施

しています。 

内容の決定は、当事者への

アンケートなどを参考に行

っています。 

２０数世帯、６０名程度が

参加しています。 

事業の目的のひとつに世

帯間の交流の促進がありま

すが、テーマパーク内では、

世帯ごとの行動となるため、

交流の機会が少なくなって

います。 

事業の実施の方法や目的

の整理と工夫が必要になっ

ています。 

事業内容を意見交換及び

アンケートなどにより検討

し、世帯間交流が図りやす

い内容とします。 

離婚などの原因により、

ひとり親家庭の増加が懸念

される中、本事業により、

ひとり親家庭の世帯間交流

を進め、その状況や関係機

関との連携により、当事者

団体の立ち上げ等を行い、

情報交換ができる場作りな

どを検討していきます。 

ひとり親家庭親子レクリエーション事業 自主事業 
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２．誰もが地域でいつまでも暮らせるための高齢者福祉への取り組み 

わが国における６５歳以上の高齢者人口は、２３.１％（平成２２年９月１５

日総務省発表）となり、過去 高となることがわかりました。同省の予想では、

１０年後には全都道府県で３０％を超える見込みです。一方、あきる野市の高齢

者人口は、２３.２％（平成２２年９月１日現在）で、全国とほぼ同じ水準です

が、市内の高齢者の分布は一律ではなく、核家族化が進み、一人暮らしの高齢者

が多い地域もあり、全体の数字には表れない問題を視野に入れなければなりませ

ん。 
あきる野市社会福祉協議会は、高齢になっても、地域で生き生きと暮らせるま

ちづくりを目指し、住民参加型の在宅福祉サービスである有償家事援助サービス

をはじめ、外出困難な高齢者を対象とした移送サービスや福祉理容サービスなど、

地域の実情にあった高齢者福祉への取り組みを積極的に展開してきました。 
また、あきる野市高齢者在宅サービスセンター運営の受託や、高齢者クラブ連

合会の事務局の担当など、市の高齢者行政と協調しながら事業を進めてきました。 
さらに、平成１２年に介護保険制度が始まると、

介護保険事業に積極的に参入し、居宅介護支援事

業や訪問介護事業を行い、それまで行政が行なっ

てきた老人家庭奉仕員派遣事業（ホームヘルパー

の派遣）から、介護保険制度への移行の受け皿と

なりました。また、あきる野市の要請に応えて、

居宅介護支援事業者連絡協議会を立ち上げ、制度

の中心的な存在であるケアマネジャーに対する

支援を行うとともに、介護サービス事業者間の情

報の共有や育成・支援等を行う居宅サービス事業

者連絡協議会の立ち上げにも関わり、現在、これ

らの団体を統合したあきる野市介護事業者連絡

協議会の事務局を担当しています。 
こうした新たな福祉制度が地域に定着し有効に働くための連絡調整の役割は、

組織の利益を求めない社協だからこそ果たせる重要な役割で、公的な高齢者福祉

制度と地域の力を結びつける大切な仕事です。 
このように、あきる野市社会福祉協議会は、地域での高齢者福祉施策に協調し

ながら、公的な制度では担えない高齢者の福祉ニーズの「狭間」を埋める自主事

業を展開するだけでなく、制度改正が続く公的サービスにも的確に対応し、関わ

っていくことが必要であると考えています。 
そのためには、民間の福祉団体として、開発力や適応力を生かした住民との協

働による事業を展開していく、「社協らしさ」を進めていくことが必要であると

考えています。 



 22

 
 
                   

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
 
                   

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

福祉理容サービス事業 

寝たきりや障がいなどの

理由で外出困難な方を対象

に「あきる野市福祉理美容の

会（会員 12 名）」の協力を

得て、訪問により理容（散髪

のみ）利用券を発行（発行３

枚まで１枚 1,500 円、４枚

以上１２枚まで 3,000 円）

し実施している。高齢者の増

加により、利用件数は、平成

１９年度の１．４倍と増加傾

向にあり、外出困難な高齢者

から大変喜ばれています。 

 今後も高齢者人口の増加

に伴い、利用者の増加が見込

まれます。 

一方、高齢者にとって申し

込み手続きが複雑（利用にあ

たって、各自利用券を保管し

ておかなくてはならず、ま

た、未使用券の払い戻しが期

限を過ぎてしまうことがあ

るなど）という課題がありま

す。 

 本事業は、今後も利用者

数の増加が見込まれること

から、「あきる野市福祉理美

容の会」と連携及び強化等

を行いながら、事業を継続

します。 

また、利用券発行など事

務手続き等の簡略化を検討

し、高齢者等が利用しやす

くなるような内容の変更を

検討します。 

自主事業 

居宅介護支援事業（ケアプランの作成など） 

 介護保険法に基づき、本会

と契約した利用者のケアプ

ランを作成しています。 

（要介護１から要介護５ま

での利用者約９０人） 

 また、地域包括支援センタ

ーからの委託により、要支援

１又は要支援２の方に対し、

介護予防ケアプランを作成

しています。（約７人） 

※ケアマネジャーは、現在４

名体制（うち担当係長１名

は兼務）です。 

 ケアプランの作成にあた

り、利用者からの要望や課題

を的確に把握し、サービス事

業者と調整を図る必要があ

るため、常に公平性が求めら

れます。そのため、公共性が

高い社協が担うことは意義

があり、利用者からも安心感

があるとの声が聞かれます。

 ただし、職責に比べて報酬

が低く、とくに予防プランの

委託料は要介護者の１／３

程度しかない現状です。 

 

 介護保険事業は、障害福

祉サービスとともに独立採

算であり、収益性も求めら

れています。 

 その一方で、ケアプラン

作成件数は、極端な増加は

期待できないため、今後は、

認定調査を積極的に請け負

うとともに、主任介護支援

専門員を配置したことによ

る事業所の資質向上を目的

とした特定事業所加算（Ⅱ）

の届け出を検討します。 

自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
 
 
                   

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 介護保険法に基づき、利用

者宅にホームヘルパーを派

遣しています。 

 また、平成１６年度より他

社に先駆け、ホームヘルパー

を職員（非常勤職員）として

雇用し、年次有給休暇やヘル

パーの移動に要する時間を

給料に反映するなど、各種福

利厚生の充実に努めていま

す（現在２８名と雇用契約。

なお、福利厚生に関する費用

は、別途介護報酬では支給さ

れません。）。 

 平成１８年４月の法改正

（生活援助の報酬が、１．５

時間分までに制限された）に

より、訪問介護事業所の収益

は全国的に減少しました。併

せて、安定した収入が得られ

ないなどの理由から、ヘルパ

ー数が減少したり、若い年代

層がいないなどの課題があ

ります。また、収益が大きく

減少しているため、今後は、

社協会計に繰り入れができ

ない可能性もあることを視

野に入れる必要があります。

 収益が減少しています

が、営利企業とは違い、利

益がすくないことを理由に

撤退しない安心感を掲げる

とともに、収益性の確保も

常に考えながら、高齢者福

祉の中心事業である本事業

を進めていきます。また、

地域の事業水準を維持する

立場から、あきる野市介護

事業者連絡協議会の事務局

も担当していきます。 

訪問介護（予防訪問介護）事業 自主事業 

地域包括支援センター事業の受託 [あきる野市] 

介護保険事業の一環とし

て、地域に住む高齢者の心身

の健康維持や生活の安定、福

祉の向上、虐待防止などの

様々な課題に対して、解決へ

向けた取り組みをワンスト

ップで対応しています。 

 地域の高齢者からの相談

に対して、主任介護支援専門

員、保健師（経験のある看護

師）、社会福祉士の３職種が

それぞれの立場から意見を

出し解決方法を話し合う「チ

ームアプローチ」が地域包括

支援センターの特徴です。 

 五日市はつらつセンター

は、平成２０年度より、市か

らの受託事業として、五日市

地域の地域包括支援センタ

ーとして社協が運営してい

ます。 

 課題としては、五日市地域

の自治会、高齢者クラブ、ふ

れあい福祉委員会と連携を

密に、介護予防講座、認知症

サポーター養成講座等を開

催することや、家族介護者へ

の支援等を通し、地域の介護

予防の拠点として市民から

の信頼を得ることです。 

基本業務にある、包括

的・継続的ケアマネジメン

ト支援事業では「地域のネ

ットワーク」を構築するこ

とが求められています。 

社協のネットワーク力を

大限に活かし、ふれあい

福祉委員会、ふれあいサロ

ン、ボランティアグループ

等、また五日市地域の自治

会、高齢者クラブ、民生委

員等、さまざまな団体と連

携し、介護予防や虐待防止

を進めていきます。 

委託事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   
萩野・開戸・五日市セン

ターにおいて、概ね６５歳

以上の介護保険非該当の高

齢者を対象として、生きが

いづくりを目的としたプロ

グラムを提供し、孤独感の

解消や地域でより生き生き

とした生活が営めるよう

に、趣味や教養活動を行う

デイサービス事業、小学校

や保育園などの交流行事や

中・高校生の職業体験等、

地域と連携した事業等を行

っています。 

 

 高齢社会の進行により、

利用者の増加も予想されま

すが、現在は、平均年齢

83.4 歳で、年々身体能力が

低下しており、介護保険制

度への利用移行が課題とな

っています。また、利用者

間の身体能力が様々であ

り、利用者のニーズにあっ

た生きがいプログラムの提

供が求められています。  

あきる野市における高

齢者人口は、今後も増加が

見込まれており、体操やゲ

ームを取り入れた運動や

手芸、習字などの趣味、教

養活動を通じて健康の保

持、孤立感の解消、さらに

要介護状態になることへ

の予防を行い高齢者が地

域でより生き生きとした

生活が営めるように、施設

運営を行っていきます。 

高齢者在宅サービスセンターの運営の受託 [あきる野市] 指定管理 
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３.社会参加と自立を目指す障がい者福祉への取り組み 

あきる野市社会福祉協議会では、さまざまな障がいを持つ方やそのご家族が、

地域で安心して暮らせるように、ボランティア団体や障がい者団体と協働して障

がいの種類や程度に合った福祉サービスを工夫し提供してきました。 
また、あきる野市社会福祉協議会では、心身障害者通所授産施設として、こす

もす福祉作業所と五日市希望の家、心身障害者通所訓練施設として、ひばり訓練

所を運営しています。これらの施設は、障がい者の親の思いが大きな力となり、

市がその思いに応えて造られた施設です。あきる野市社会福祉協議会は、設置当

初から施設の運営を担当し、地域の理解やボランティアの協力、ご家族の積極的

な関わりの中に、授産事業や生活訓練等を中心とした活動を行ないながら、利用

者の日常の生活についてもご家族と相談しながら、通所者が生まれて育ったまち

で自立を目指しながら暮らせる援助を実現してきました。 
このことが、あきる野市社会福祉協議会が、取り組んでいる障がい者の社会参

加と自立への活動の考え方のもとになり、障がい者に福祉サービスを利用しても

らいながら外出の機会を徐々に増やし、そこをステップに社会参加へ発展できる

ような応援体制や支援の仕組み作りにつながっています。 
今後も地域社会の障がい者への理解を深める活動を進めながら、行政、市民・

ボランティア、家族と協働して、障がい者の社会参加と自立を目指します。 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
 
                   

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

五日市希望の家の運営の受託 [あきる野市] 

一般就労が困難な心身障

がい者のために、働く場を提

供して作業訓練及び生活指

導を行い社会的自立へ向け

ての支援を行っています。 

また、市内外の行事、イベ

ントに積極的に参加し、地域

の人々に障がい者に対する

理解を求め、地域に根ざした

事業の運営を進めています。 

利用者の個々の能力に応

じて授産活動をしています

が利用者の作業能力に個人 

差があります。 

個人差のある利用者に対

してどのような支援をする

のかが課題です。 

また、受注作業も少なく

なっているので、利用者全

員が関われる作業の受注、

開 発 が 必 要 と な っ て い ま

す。 

障害程度・内容とも差が

大きく、障害者自立支援法

への移行が難しい状況で

す。当面、作業方法・内容

を工夫しながら、法外施設

の自由度を生かし、通所者

に合わせた総合的な支援を

進めます。また、障害者自

立支援法の新体系サービス

への移行については、市の

方針に沿って協議しながら

対応していきます。 
 

指定管理  

一般就労が困難な心身障

がい者のために、働く場を提

供して作業訓練及び生活指

導を行い社会的自立へ向け

ての支援を行っています。 

また、市内外の行事、イベ

ントに積極的に参加し、地域

の人々に障がい者に対する

理解を求め、地域に根ざした

事業の運営を進めています。 

 

知的・身体・視覚・統合失

調と多様な障がいを持つ利

用者がいて、個々の作業能力

に大きな差が出ています。 
また、日中の生活指導だけ

では解決出来ない課題も多

く見られ、特に軽度の知的障

がい者に対して集団生活の

ルール等を指導することが

課題となっています。 
 

障害程度・内容とも差が

あり、施設の制約も大きい

ことから、作業の方法・内

容を工夫しながら、当面、

法外施設の自由度を生か

し、通所者に合わせた支援

の強化、工賃の増額等の努

力を進めます。また、障害

者自立支援法の新体系サー

ビスへの移行については、

市と協議しながら対応して

いきます。 

こすもす福祉作業所の運営 
自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

 
 

ひばり訓練所の運営の受託 [あきる野市] 

 心身障がい者のための自

立に必要な場として、自分の

事は自分で出来るように生

活訓練を行っています。 

また、市内外の行事、イベ

ントに積極的に参加し、地域

の人々に障がい者に対する

理解を求め、地域に根ざした

事業の運営を進めています。 

 

利用者の自立を目指し、主

に着替え、食事、排泄などの

生活訓練や個々の課題に基

づいた個別支援計画を作成

し支援を行なっています。 

また、利用者の高齢化も進

んでくるので体力の低下防

止と健康維持が課題となっ

ています。 

通所者数が少なく、設備

面の制約も大きく、障害者

自立支援法への移行が難し

い状況です。当面、施設の

状況を見ながら、通所者の

増加を図るとともに、通所

者に合わせた総合的な支援

を進めます。また、障害者

自立支援法の新体系サービ

スへの移行については、市

の方針に沿って協議しなが

ら対応していきます。 
 

指定管理  



 28

 
 
 

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
 
 

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

身体障害者手帳１～４級

の方を対象に、鍼・灸・マッ

サージ代等施術料金の一部

助成をすることにより身体

障害者の機能回復と健康の

増進を図ることを目的とし

て市内の施術所に協力を得

て実施しています。 

施 術 費 用 １ 回 あ た り 

２，０００円を補助し、年間

４回まで利用できます。 

利用者数は、例年 20 名以

内と少なくなっています。 

利用できる事業所が少な

いこと、障がい者が利用可能

な自立支援医療制度との競

合などの問題があります。 

利用方法の実態やニーズ

の内容を調査し、本事業の

必要性等を検討します。 

障がい者家庭は、日頃遠方へ

の外出が比較的困難である

との考えから、親子の交流、

思い出づくりの機会、世帯間

の交流を促進する機会を提

供することを目的に実施し

しています。 

例年テーマパークを中心

に実施し、２０世帯弱の５０

名程度が参加しています。 

一方、障がい当事者団体等

が旅行等を実施し、また、障

害者自立支援法では、移動支

援事業（外出援助）が行われ

ており、障がい者が外出でき

る環境が整ってきています。

障がい者に対し、各団体

や公的な支援により外出で

きる環境が整ってきてお

り、事業の必要性を検証し、

企画の転換等も含め検討し

ます。 

親子レクリエーション事業 自主事業 

身体障害者施術助成事業 
自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

 
 

 特別支援学級や地域の学

校等において、主に知的に障

がいのある方に対し、保護者

等が面倒を見ることができ

ない場合、本サービスを提供

しています。（とくに、特別

支援学級などでは、軽度の障

がいのため、手帳が取得でき

ないような例も出ています） 

 利用料は、1 時間４００円

で、担い手である協力員に

は、家事援助や移送同様、１

時間７００円が支払われま

す。 

 平成１５年に支援費制度

（現在の障害者自立支援法）

が施行されて以来、利用者は

減少傾向にあります。 

 一方で、知的に障がいのあ

る方が利用する場合が多い

ため、他人とコミュニケーシ

ョンが取れないようなこと

がないよう、特別支援学級の

先生方に協力員になっても

らうなどの工夫をしていま

すが、安定して協力員を確保

できるかが課題です。 

 障害者自立支援法の施行

により、多くの市民が公的

制度を活用できるようにな

りましたが、障害程度や

年齢等によって、支給量が

十分に受けられない場合も

出ています。 

 そのため、当面、公的

サービスの補完的な役割を

担っていきますが、利用者

等の状況により有償家事援

助サービスとの統合を検討

します。 

自主事業 障害児（者）一時預かり事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
 
                   

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

 障害者自立支援法に基づ

き、利用者宅にホームヘルパ

ーを派遣しています。 

 併せて、各市町村が行う移

動支援事業（地域支援事業）

にも取り組み、障がい者（児）

に対する社会参加活動を支

援しています。 

（身体、知的、精神、視覚の

各障がいに対応） 

 現在、あきる野市内におい

て、本サービスの指定を受け

ているのは、介護保険事業所

に比べて半数程度（約６社）

不足しており、社協での継続

が期待されています。 

 

 サービスを行う事業所数

が少なく、とくに視覚障が

い者への対応は、他社の有

資格者が少ない（本会は

１０名以上）ことから、地

域の水準を維持する責任か

ら今後も継続していきま

す。 

 また、障がいを持ってい

る方は、移動の手段に困る

ことが多く、移送サービス

との組み合わせや連携を図

っていくことを検討しま

す。 

障害福祉サービス事業（障害者自立支援法事業） 自主事業 

手話通訳奉仕員派遣事業の受託 [あきる野市] 

あきる野市からの委託に

より、日常生活において、手

話通訳が必要な場合、あきる

野市に登録されている奉仕

員を派遣しています。 

利用料は、無料（交通費等

が発生する場合は実費）で、

奉 仕 員 に は １ 時 間 ま で 

２，０００円、以後、１時間

ごとに１，０００円が支払わ

れます。 

 現在、あきる野市に登録し

ている奉仕員は、大きく不足

している状況にあります。そ

のため、あきる野市と協議

し、登録奉仕員を増やす方策

を検討していますが、事業開

始時に「東京都手話通訳者研

修修了者」を奉仕員条件とし

ていることから、増員には調

整が必要となっています。 

 活動できる奉仕員を増や

すため、あきる野市との協

議を継続するとともに、利

用しやすい制度にするため

検討していきます。 

委託事業 
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４.生活を守る総合的な相談・支援体制の実現 

相談業務は、社会福祉協議会の も重要な業務の一つです。言わば「社会福祉

協議会の顔」と言える業務です。 
市民が、自分の生活のことや福祉について困ったとき、どこに連絡したらいい

のだろうと悩むはずです。たまたま新聞の間に社協広報「あいネットあきる野」

を見つけ、初めて社協に電話相談した時、そっけなく「ここは担当ではない」  

「私はわからないので他をあたってください」と言われたらどうでしょう。  

きっと「もう社協には相談しない」となることでしょう。その一度の対応の仕方

で「社会福祉協議会の評価」が決まってしまうのです。それだけ、相談業務はデ

リケートな対応が求められているのです。 
生活を守る総合的

な相談・支援の「生活

を守る」とは、市民の

権利と命を守ること

です。様々な事情を抱

え日常の生活を続け

ることが困難になっ

た市民に接する「生活

福祉資金貸付受託事

業」や「地域福祉権利

擁護事業」では、相談

者への特別な配慮が

必要となります。こう

した相談・支援での配慮に加え、必要な情報と支援を一か所の窓口で提供する「ワ

ンストップ・サービスの機能」は、地域包括支援センター等の窓口業務担当者の

みに求められることではなく、社会福祉協議会の全職員に求められています。 
相談者の立場に立ち的確な情報を提供し、確実に解決に近づけるよう、関係機

関との連携や情報の共有も進めながら、成年後見制度などの地域で今後求められ

る新たな事業や協働の仕組みについても、行政と協調して研究を進めます。 
あきる野市社会福祉協議会では、職員の内部研修の充実や情報の共有化を積極

的に進め、「生活を守る総合的な相談・支援体制の実現」を目指し、「親切な態度、

正確な説明、的確な助言」を励行し、「頼りになる、あきる野市社会福祉協議会」

と市民から言われるよう努力していきます。 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
 
 

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

生活福祉資金貸付事業の受託 [東社協] 

生活福祉資金貸付事業は、

東社協からの委託事業です。 

その目的は、所得の少な

い世帯、障がい者や介護を

要する高齢者のいる世帯等

に対して、資金の貸付と必

要な援助指導を行うことに

より、安定した生活を送れ

るようにすることです。 

本事業は民生委員活動の

中から生まれた事業ですの

で、民生委員の相談援助活動

とともに実施してきました。 

平成２１年度新規貸付件

数は、以下のとおりです。 

①教育支援資金  ３件  

貸付金額６３０，０００円 

②総合支援資金  １件  

貸付金額１８０，７２０円 

③緊急小口資金  ３件  

貸付金額２２４，０００円 

本事業は給付ではなく、

あくまでも貸付事業です。

多額の負債を抱えた生活困

窮 者 の 方 々 が 増 加 す る 一

方、相談者の中には貸付対

象とならないケースも多々

あります。 

平成２１年１０月に大幅

な改正があり、資金の種類

が４種類に統合・再編成さ

れ、連帯保証人要件の緩和

や貸付利子の引き下げが行

われました。 

今後も制度の趣旨を踏ま

え、低所得世帯等に対する

セーフティネット施策とし

て、民生委員、行政、ハロ

ーワーク等と連携を図り、

真に困っている世帯への相

談援助と適切な貸付業務に

努めていきます。 

住居のない離職者で、公的

給付制度又は公的貸付制度

の申請を受理されている方

で、なおかつ給付等開始まで

の生活に困窮している方に

対し、給付開始までの生活を

送れるようにすることを目

的に、１０万円までの資金の

貸し付けを実施してきまし

た。 

平成２１年度新規貸付件

数は、以下のとおりです。 

２件（つなぎ先：住宅手当）

貸付金額２００，０００円 

本事業は平成２１年１０

月の生活福祉資金貸付事業

の大幅な改正に伴い、新設さ

れた事業です。 

対象者が住みたい区市町

村で申請できるため、貸付

後に転居した場合に、利用

者から滞りなく償還（返済）

をしてもらえるかが、大き

な課題と言えます。 

今後も制度の趣旨を踏ま

え、低所得世帯等に対する

セーフティネット施策とし

て、行政、ハローワークな

どと連携を図り、真に困っ

ている世帯への相談援助と

適切な貸付業務に努めてま

いります。 

 

委託事業 

臨時特例つなぎ資金貸付事業の受託 [東社協] 委託事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

地域福祉権利擁護事業の受託 [東社協] 

 認知症状、知的又は精神的

な障がいにより、判断能力が

不十分な方に対して、福祉サ

ービスの利用援助を中心に

支援し、合わせて、公共料金

等の支払いなどを支援する

日常的な金銭管理サービス

や年金証書などの重要書類

を預かる書類等預かりサー

ビスを有料で行う事業です。 

 利用者への直接的なサー

ビスについては、社協の非常

勤として登録された、生活支

援員が行います。 

利用者及び利用希望者は

合わせて 8 名に対し、生活

支援員 4 名で対応していま

すが、利用者は増加の傾向に

あります。 

生活支援員は、時給８２１

円でボランティア性が高い

割に責任が重く、また、利用

者の預貯金に触れるため、適

格者としての生活支援員を

確保して行くことが、課題で

す。 

 全国的に今後、利用者の

増加が予想される事業であ

り、専任の専門員、生活支

援員兼事務員などの体制整

備を状況に応じて検討しま

す。 

 また、成年後見制度推進

事業が、全国的に社会福祉

協議会を中心に普及しつつ

あり、今後、あきる野市と

の協議の上、進め方を検討

していきます。 

委託事業 
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５.福祉の心を地域に根付かせる次世代育成への取り組み 

地域福祉を推進するためには、児童から高齢者まで幅広い多くの市民が地域や

福祉に関心を持ち、気軽に活動に参加できるような環境づくりが大切です。   

特に、子どもの頃から福祉への関心と興味を育み、心豊かに、そして、健やかに

生きる力をつけるためには、学校などでの福祉教育の充実や地域での福祉啓発等

の活動が必要です。 
あきる野市社会福祉協議会では、ボランティア団体等の協力を得て、学校での

福祉教育への支援や夏休みを利用して行うボランティア体験プログラムの 

「夏！体験ボランティア」を通じて、青少年のボランティアへの参加を推進する

取り組みを行っています。 
また、心豊かに、健やかに生きる力をつけるために、子育て中の親が地域で  

孤立しないよう自主的な集団保育や交流の推進をふれあいサロン（子育て）への

支援を通して行っています。 
今後は、行政やボランティア団体、ＮＰＯ等と連携を強化し、市内の小・中・

高校等への福祉教育への一層の支援を行うとともに、「夏！体験ボランティア」

のＰＲを強化し、多くの小・中・高校生にボランティアの経験ができるように継

続して取り組むほか、地域福祉の心を根付かせることができるよう、次世代育成

への取り組みを一層に推進します。 
 

 

 

 
                   

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

ボランティア推進事業（福祉教育支援） 

ボランティア団体等の協

力を得て、福祉教育の問合せ

があった際に、調整していま

す。 

教育機関で実施する福祉

教育へのアドバイス、また必

要に応じ、関係機関やボラン

ティア団体の紹介・連絡調整

をしています。 

コーディネート件数１０件 

 次世代を担う子どもたち

への福祉教育については、学

校等が中心となっており、今

後、地域福祉を推進するため

には、社協としての取り組み

が必要です。 

今後も、教育機関での福

祉教育が行われるよう、関

係機関やボランティア団体

の紹介・連絡調整を行うな

ど支援を進めます。 

安心して暮らせる福祉の

まちとなるには、次世代を

担う子供たちに、福祉の心

を根付かせる必要がありま

す。子どもたちを対象とし

た講演会等の取り組みを検

討します。 

自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 

夏休み期間を利用して、小

学生から社会人までを対象

とし、保育園や高齢者施設な

どの市内福祉関係施設に協

力を得て実施しています。 

毎年、約 70 の施設や団体

に協力いただき、延べ 300

名を超える方が「夏！体験ボ

ランティア」に参加していま

す。そのうち約 90％が小・

中・高校生となっています。

ボランティア体験から、日

常的な活動に発展するよう

な取り組みが求められてい

ます。 

今後も小・中・高校生が

福祉への興味を持ち、地域

に福祉の心が、根付くよう

継続して事業を実施すると

ともに、継続的なボランテ

ィア活動に発展するよう市

内福祉関係施設等と協力し

ていきます。 

ボランティア推進事業（夏！体験ボランティア） 自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
 
                   

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

市内における在宅福祉の

充実を図るため、意欲ある住

民自身の申請により、交流や

ふれあいの場を設け、高齢

者、障がい者、子育て中の親

などが地域の中で孤立しな

いことを目的とします。 

 

子育てサロンの内容  

本の読み聞かせ・リトミック

体操・育児相談・工作など 

現在、社協へ登録している

子育てに関係するサロンは、

２グループに留まっていま

す。一方、地域には、子ども

家庭支援センター（行政）等

が関係する子育てグループ

が存在しているが、社協への

登録には至っていません。 

子育て中の親が安心して

過ごし、子どもの健全育成

が図られるように、今後も

継続して支援します。なお、

行政等が関係する子育てグ

ループ等を確認し、連携等

を検討します。 

ふれあいサロン事業（子育てサロン支援） 自主事業 

福祉の心を育てる学校への支援事業 

「福祉の心を育てる」こと

を目的に市内の学校に対し、

さまざまな形で支援を行っ

ています。 
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 

では、高齢者の疑似体験授業

を市内の小学校と企画し、講

師として職員が授業を担当 

します。 
高齢者在宅サービスセン

ター、障がい者の作業所・ 

訓練所では、市内の中学生・

高校生を仕事体験インター

ンシップとして、受け入れて

います。 

五日市はつらつセンター

では、五日市小学校６年生

全 ク ラ ス ９ ０ 名 の 児 童 が

高齢者疑似体験授業を受け

「敬老の心」を養うことが

できました。 
高齢者在宅サービスセン

ター、こすもす福祉作業所、

ひばり訓練所、五日市希望の

家を、市内の中学生・高校生

に職場体験の場として提供

しています。 
 

高齢者を敬い、障がい者

へ手を差し伸べる「福祉の

心」を育てるには、児童・

生 徒 の 学 年 と 理 解 力 に

より、その方法はさまざま

です。 
この事業を推進するに

は、社協と学校側と協議を

重ねていき、誰に対しても

優しい子どもたちが増える

よう、研究を進めながら

支 援 事 業 を 続 け て い き

ます。 

自主事業 
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６.市民だれもが理解し参加できる開かれた仕組みと組織づくり 

社会福祉協議会は民間の地域福祉を進めることを目的とした、営利を目的とし

ない地域の中核的な民間組織として、社会福祉法に基づき設置された団体です。 
地域社会の総意の中で事業を展開するために、地域の社会資源である町内会・

自治会、ボランティア団体、民生・児童委員、社会福祉関係者、行政・保健・医

療・教育などの関係機関等の参加

協力のもと、連携と協働により地

域福祉を推進してきました。 
社会福祉協議会の組織は、住民

組織などの構成員の中から役員

等を選び、それぞれの立場から地

域福祉の推進のあり方や経営に

ついて幅広く議論し事業を進め

ることが必要です。 
このために、「地域福祉活動推

進委員会」、「財政委員会」、「在宅福祉サービス推進委員会」、「心身障害者通所授

産施設及び通所訓練施設運営委員会」の４つの委員会に統廃合し、すべて定数２

５名に増員して市民の参画の機会を増やし、更なる委員会活動の充実を図り、よ

り一歩開かれた仕組みとしました。 
地域福祉活動計画策定のためのアンケート結果からは、９割近い市民が社会福

祉協議会を知っていると回答いただくなど、認知度は低くないものの、募金・会

費や福祉バザーなど、お金集めというイメージが強く、実施している事業の詳細

については、市民の方々に十分に知られていないのが現状です。募金集めの  

イメージを払拭するには、あきる野市社会福祉協議会を知ってもらう「社協の 

見える化」が必要です。 
また、町内会・自治会への加入者の減少傾向にあることや経済低迷などの影響

を受け、社協会員の微減が続いています。町内会・自治会だけに頼らない会員募

集の方法や会員であることでのメリットを求める声も聞かれます。社協組織の 

根幹である会員制度の役割と意味を整理し、理解しやすいものとする努力を続け

ていきます。 
今後は、社協が実施する福祉事業や、ボランティアや当事者団体の活動が市民

の皆様に広くご理解いただけるよう、さまざまな普及・啓蒙活動を模索し、広報

活動をより一層強化するため、ＰＲ用ＤＶＤの作成などの取り組みも検討します。 
合わせて、苦情やクレーム処理の問題を通して、お客さまに接する態度を大切

にすることの重要性が広く認識されてきておりますので、社会福祉協議会に対し

て気軽に気兼ねなく意見を出してもらうことにより、市民とともに開かれた組織

となるよう、これまで以上に市民目線に立った業務を行います。 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
 
 

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

秋川ふれあいセンターの運営の受託[あきる野市] 

地域に根付いた福祉活動

の拠点とし、多くの市民が活

用できるように施設管理・運

営事業を実施しました。 

また、市民が安全で安心か

つ快適に使用できるように、

機器・施設の点検・保守など

の業務を行うとともに、貸出

施設である「ふれあいホー

ル」「会議室」「寿の間」を利

用者が有効に使用できるよ

う窓口業務を実施していま

す。 

平成２１年度利用件数及

び利用人数は、ふれあいホー

ル・会議室・寿の間の合計で

９４１件 ２６,０７２人で

す。 

利用料免除の団体利用が

多く、利用に対して利用料収

入が少ない状況にあります。

また、築１６年を経過し空

調や電気設備などの劣化に

よる故障の発生や、建物の老

朽化が目立ってきています。

今後も良好な施設管理を

行うため、設備の点検を行

います。 

また、ボランティア団体

等の活動が充実するよう開

かれた施設を目指し、利用

の増進を図るため、市民に

分かりやすいパンフレット

の作成や展示、講演会、ホ

ームページなどを活用し利

用についての啓発を行いま

す。 

災害見舞金支給規程に基

づき、火災などの被災者又は

その遺族に対し、行政の対応

に準じて見舞金又は弔慰金

を贈ります。 

平成２１年度実績  

半焼 ５世帯 

５０，０００円 

死亡  １名 

２０，０００円 

 

今後も行政と連携し、迅

速な現地調査、見舞金の支

出を行います。 

また、日赤の毛布・タオ

ルなどの見舞品給付事業と

併せ、被災者への支援を迅

速に行います。 

指定管理 

災害見舞金給付事業 自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
 
 

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

事務局事業 

・東京都共同募金会事業 

 （都共募） 

・高齢者クラブ連合会事業 

・遺族会事業 

・日本赤十字社事業 

 （日赤） 

・介護事業者連絡協議会事業 

 （介護事業者連） 

・チャリティゴルフ事業 

・福祉バザー事業 

 

各事業の事務局とも歴史

的経緯があり、社協が担当し

ているものですが、人件費の

縮減の必要から、事務量軽減

の努力が求められています。

また、都共募の事業に係る

配分推薦委員会の設置が今

後必要となるなど対応が必

要となっています。 

東京都共同募金会の事務

については、事務の合理化

を進めつつ継続する必要が

あります。 

他の事務局についても、

事務の合理化を進めつつ、

団体構成員と協力して効率

的な運営に努めます。 

 

理事会を執行機関、評議員

会を 高議決機関として、 

合理的・効率的な福祉事業の

推進と財政基盤の強化に努

めています。 

また、職員の適正配置と 

ＯＡ化による事務処理能力

の向上により効率的な事務

事業の推進に努めています。 

顧問        １名 

理事       １５名 

監事        ２名 

評議員      ４０名 

委員会     各２５名 

①地域福祉活動推進委員会 

②在宅福祉サービス推進委員会

③財政委員会 

④心身障害者通所授産施設及び

通所訓練施設運営委員会 

職員（平成２２年９月１日現在）

   社協正規職員１８名 

   市派遣職員  ３名 

嘱託・非常勤職員 ９８名 
 

役員等の選任について

は、今後も市民の総意を反

映し開かれた組織づくりに

努めます。 

また、今後も適切な職員

の配置に努めるとともに、

職員の研修を充実させ、資

質の向上を図ります。 

自主事業 

組織体制 自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

 

広報事業「あいネットあきる野」の発行・ホームページ 

市民に対して社協事業を

はじめ地域における福祉活

動等の情報提供や福祉の啓

発を目的に、社協広報紙「あ

いネットあきる野」を平成２

２年度から発行回数を増加

し、奇数月の１５日に発行し

ています。 

また、ホームページもタイ

ムリーな情報公開・情報提供

に心がけ、申請書類がプリン

トアウトできるようにしま

した。 

現在は、新聞折り込みでの

配付を中心に行っています

が、年々、新聞購読者が減少

しています。 

また、ホームページでの閲

覧も可能にしていますが、ア

クセス数が伸び悩んでいる

ため、内容の充実が課題とな

っています。 

 

市民との協働によって、

地域福祉を推進していくと

いう点からも、広報紙など

による情報提供や福祉の啓

発は大きな要素を占めてい

くと思われます。 

従って、ホームページの

充実はもちろん、新聞折込

みだけではなく、市内の企

業等の協力を得て、広報紙

の設置スペースを作るな

ど、多くの市民の目に止ま

るように努力します。 

自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 
                   

事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 
 

個人会員については、町内

会・自治会を中心にお願いし

ています。 

団体会員については、秋川

地区は、役職員でお願いに回

り、五日市地区は、自治会に

お願いしています。 

また、個人単位での加入を

推進するため、前年加入者へ

の郵送・広報での呼びかけを

行っています。 

平成２１年度の実績は、 

個人会員：17,533 世帯 

個人会費：8,661,250 円 

団体会員：818 団体 

団体会費：3,603,000 円 

です。 

近年の経済低迷の影響に

より微減が続いています。 

また、会員募集方法の見直

しと、会員の役割の明確化と

共に、会員特典を求める要望

もあります。 

 

今後は、より会費の使途

について明確にするととも

に、市民への情報公開を行

い、会員制度の役割への理

解と浸透を図りつつ、未加

入世帯に対しての加入の働

きかけを行っていきます。

また、会費の納入方法、

会員特典などの研究を進

め、個人でも加入しやすい

制度を目指します。 

自主事業 社協会員の募集 

苦情解決に関する体制 

福祉サービスに係る利用

者からの苦情を解決するた

めの体制を整備し、利用者の

満足感の向上を図り、本会の

福祉サービスを適正に利用

できるよう、苦情解決に関す

る実施規程を制定し、苦情解

決に当たっています。 

 

利用者が苦情の申出をし

やすい環境を整えるために、

苦情受付担当者を設置して

苦情の受付をするとともに、

苦情解決の責任主体を明確

にするため、苦情解決責任者

を設置しています。 

また、苦情解決に社会性や

公正さを確保し、利用者の立

場や特性に配慮した適切な

対応を推進するため、第三者

委員会を設置し、委員２名を

委嘱しています。 

これまでに第三者委員会

にはかる苦情は寄せられて

いません。 

この成果を引き続き実践

するため、今後も苦情解決

に関する実施規程を遵守

し、速やかにまた誠実に対

応するよう全職員に内部研

修などを通じ周知徹底し、

業務を遂行していきます。

併せて苦情を利用者が気

軽に申し出ることができる

環境も、整備していきます。

自主事業 
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事業内容 現状と課題 今後の方向性 

   

 

個人の人格尊重の理念の

もとに、関係法令等を遵守

し、実施するあらゆる事業に

おいて、個人情報を慎重に取

り扱うため、個人情報に関す

る方針を定め、個人情報保護

管理者を設置し個人情報の

保護に 努 め て い ま す 。  

個人情報を取得するとき

は、利用目的を明示するとと

もに、個人情報の利用目的を

できる限り特定し、その利用

目的の範囲でのみ個人情報

を利用しています。 

 

今後も個人情報を適法か

つ適正な方法で取得し、個

人情報を本人の同意なく外

部に提供しないことはもち

ろんのこと、個人情報を正

確な状態に保つとともに、

漏えい、滅失、き損などを

防止するため、定期的に評

価し、見直し又は改善を行

っていきます。 

個人情報保護に関する体制 自主事業 
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１．計画の周知 

「地域福祉活動計画」は、市民の自主的・自発的な活動を前提として、市民の

活動やボランティア活動、行政の力や社会福祉協議会の活動などを組み合わせて、

支えあい共に生きてゆく地域社会をつくり上げることを目的としています。 
そのためには、「地域福祉活動計画」を一人でも多くのに市民に知ってもらい、

計画の趣旨を理解していただき、活動に参加してもらうことが重要です。「地域

福祉活動計画」の周知は、計画実施のスタートです。 
 

（1）概要版の作成と配布 

地域福祉活動計画の内容を図やイラストを用いて、分かりやすく、簡潔に説明

した概要版を作成し、町内会・自治会を通じて市民に配布します。 
また、ふれあい福祉委員会の研修会等を通じて、ふれあい福祉委員に説明配布

するほか、民生・児童委員へも会議等の機会に配布し、地域福祉活動計画への理

解を得ます。 
 

（2）社協広報紙「あいネットあきる野」特集号の発行 

社協広報紙「あいネットあきる野」に地域福祉活動計画の概要と今後の活用方

法を掲載し、策定の過程についても紹介して、広く市民に対し、あきる野市社会

福祉協議会の事業と「地域福祉活動計画」の内容を周知します。 
 

（3）あきる野市社会福祉協議会ホームページでの詳細資料の公開 

不特定多数に対して、大量のデーターを示すことができるインターネットの 

特性を生かし、あきる野市社会福祉協議会のホームページで、計画策定の経過と

ともに、本編、資料編、概要版のすべてを PDF ファイルの形式で公表します。

これにより、概要版や広報により地域福祉活動計画に興味を持った市民が、詳細

な内容を知ることができます。 
また、インターネットを通じ、全国の地域福祉に関心を持つ国民や福祉関係者

に広くあきる野市社会福祉協議会の存在と活動内容を知らせます。 
 

２．計画の推進 

市民とあきる野市社会福祉協議会が策定したこの「地域福祉活動計画」では、

地域の課題をこの計画に沿って、市民、さまざまな市民団体、行政（あきる野市）

が、協働して解決して行く実践の過程を通じて、新たな問題の発見や実施方法の
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見直しがなされ、支えあい共に生きてゆく地域社会がつくり上げられると考えて

います。 
「地域福祉活動計画」の実行のプロセスを通じて、計画の内容が市民に認知さ

れることにより、活動への参加が促され、広がりと内容を深め、推進されていき

ます。 
「地域福祉活動計画」の推進は、このプロセスのチェックと計画の理念・目標

に沿った管理と実践と同意義です。 
 

（1）行政（あきる野市）・市民・市民団体との連携・協働 

行政（あきる野市）、町内会・自治会、ふれあい福祉委員会、民生・児童委員、

ボランティア・市民活動団体と協働して計画を実践、推進していきます。 
また、ボランティア・市民団体等への支援体制を強化するとともに、情報のネ

ットワーク化を推進し、連携を強化していきます。 
 

（2）地域福祉活動計画の年次事業計画への反映 

毎年度作成される事業計画を地域福祉活動計画に沿って作成し、当該年度の実

施内容、予定の事業量・目標、ボランティア・市民活動団体等との連携などにつ

いて、計画に示し、実施過程が市民に分かりやすいものにします。 
 

（3）年次事業報告で地域福祉活動計画の進捗状況を確認・評価 

毎年度決算時に地域福祉活動計画の進捗状況を確認・評価するとともに、事業

報告の作成を通じて、地域福祉活動計画に示された事業単位での実施内容、事業

量、ボランティア・市民活動団体等との連携状況などについて報告します。 
 

（4）地域福祉活動計画の進捗状況の公表 

上記の事業計画、事業報告をあきる野市社会福祉協議会ホームページで公開す

るとともに、社協広報紙「あいネットあきる野」で、地域福祉活動計画の進捗状

況を公表します。 
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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

平成 8 年 8 月 8 日要綱第 22 号 
(設置) 

第 1 条 あきる野市社会福祉協議会(以下「社協」という。)の地域福祉活動計画を策定し、会長

に提言するために地域福祉活動計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。 
(目的) 

第 2 条 策定委員会は、あきる野市における地域福祉の実現を目指して住民の分野における地域

福祉活動の 5 年間の計画を策定する。 
2 地域福祉とは、誰もが安心して暮らすことができる地域社会のことであり、国、地方公共団体、

社会福祉法人等がそれぞれの段階で計画化を行っている。この策定委員会は社会福祉法人とし

ての社協を中核として住民の果たすべき役割を計画にするものである。 
(委員) 

第 3 条 策定委員会の委員は、次の中から理事会の同意を得て会長が委嘱する。 
(1) 理事 
(2) 評議員 
(3) 老人福祉施設関係者 
(4) 障害者団体関係者 
(5) ボランティア関係者 
(6) 医師会 
(7) 保健所関係者 
(8) 小地域福祉活動推進関係者 
(9) 行政機関関係者 
(10) その他会長が必要と認めた者 
(委員長等) 

第 4 条 策定委員会に委員長 1 名及び副委員長 1 名を置く。 
2 委員長は、会務を総括し、必要に応じて委員会を招集する。 
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができ

る。 
5 策定委員会は、必要に応じて作業部会等を置くことができる。 

(委員の任期等) 
第 5 条 委員の任期は、第 2 条の規定による計画策定を終了したときに満了する。 

(庶務) 
第 6 条 策定委員会の庶務は、社協事務局が処理する。 

(委任) 
第 7 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 
附 則 

この要綱は、平成 8 年 8 月 8 日から施行する。 
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地 域 福 祉 活 動 計 画 策 定 委 員 会 委 員 名 簿  

（敬称略・順不同）  

氏  名 所 属 等 備  考 

萩 原  勇 次 理事（心身障害者通所授産施設及び通所訓練施設運営委員会委員）  委員長 

杉 本  秀 志 小地域福祉活動推進関係者（評議員）  副委員長 

大 西  一 基 理事（心身障害者通所授産施設及び通所訓練施設運営委員会委員）  

森 下  晴 男 理事（地域福祉活動推進委員会委員）  

平 野  辰 郎 理事（在宅福祉サービス推進委員会委員）  

南   征 夫 理事（財政委員会委員）  

吉 村   勉 評議員（財政委員会委員）  

中 井  公 康 評議員（地域福祉活動推進委員会委員）  

澤 田  章 司 評議員（在宅福祉サービス推進委員会委員）  

鈴 木  敏 男 老人福祉施設関係者（理事）  

小 西 フ ミ 子 障害者団体関係者（評議員）  

田 中 ト シ 子 ボランティア関係者（評議員）  

坂 路  行 男 ボランティア関係者（地域福祉活動推進委員会委員）  

滝 沢  孝 男 小地域福祉活動推進関係者（評議員）  

小 林  正 文 行政機関関係者（評議員）  
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社 会 福 祉 法 人 あ き る 野 市 社 会 福 祉 協 議 会 

平 成 ２２年 度  地 域 福 祉 活 動 計 画 策 定 委 員 会 の経 過  

 

日時 
平成２２年８月６日（金） 
午後１時３０分から３時１０分 

場所 秋川ふれあいセンター２階会議室 第１回 

内容 

正副委員長選出 

あきる野市地域福祉活動計画の構成（案）について 

策定スケジュール及び事業計画（案）について 

日時 
平成２２年９月１５日（水） 
午後１時３０分から午後３時０７分 

場所 秋川ふれあいセンター２階会議室 第２回 

内容 あきる野市地域福祉活動計画第１章から第３章（案）について 

日時 
平成２２年１０月１３日（水） 
午後１時３０分から午後３時３５分 

場所 秋川ふれあいセンター２階会議室 第３回 

内容 あきる野市地域福祉活動計画第４章（案）について 

日時 
平成２２年１１月２４日（水） 
午後１時３０分から午後２時１７分 

場所 秋川ふれあいセンター２階会議室 第４回 

内容 あきる野市地域福祉活動計画第４章（修正案）について 

あきる野市地域福祉活動計画第５章（案）について 

日時 
平成２２年１２月１５日（水） 
午後１時３０分から午後２時０３分 

場所 秋川ふれあいセンター２階会議室 第５回 

内容 あきる野市地域福祉活動計画 終案について 

日時 
平成２２年１２月１６日（木） 
午前９時００分から 

場所 秋川ふれあいセンター２階会議室 提 言 

内容 正副委員長から社協会長へ計画の提言 
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