第4期
あきる野市地域福祉活動計画
平成 28 年度～平成 32 年度

社会福祉法人
あきる野市社会福祉協議会

はじめに
支え合う心が
お互いを笑顔にする
社会福祉法人
あきる野市社会福祉協議会
会長 坂 本 栄 司
平成２８年３月３１日
この計画は、あきる野市社会福祉協議会（以下「社協」という。
）
が、今後５年間、市民や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福祉を実現していくための考え方と
方法を示したものです。
本計画の基本理念「ともに支え合い 笑顔のまち あきる野をめざ
して」は、今後５年間の社協の合言葉・スローガンとなります。とも
に支え合うには、自分の周りにだれか困っている人はいないか、もし
いたら、何が問題・課題になっているのか、まず気付くことが大切で
す。気付いたら自分のできることで支え合い活動に参加する。一方的
な活動ではなく、お互いが支え合う活動に参加すれば、そこから笑顔
が広がっていきます。そんな活動が広がれば、あきる野市は「笑顔の
まち」に変わっていくことでしょう。
一方で、社会福祉法の改正をはじめとする「社会福祉法人改革」
、
社会福祉法人の社会貢献事業など、今後の社協を取り巻く環境も大き
く変わってきています。本計画策定に際し、過去５年間の事業の見直
しとともに、今後５年間の計画に「財源」という項目を増やし、検討
してきました。地域福祉活動計画を「絵に描いた餅」として終わらせ
ることがないように、
「財源」に着目し、計画した事業ができるのか、
できないのかを明確化しています。
最後に「第４期あきる野市地域福祉活動計画」の策定に当たり、多大
なるご尽力を賜りました地域福祉活動計画策定委員会の委員の皆様を
はじめ、アンケート調査にご協力いただきました各種団体の皆様、ま
た、ヒアリングをさせていただきましたふれあい福祉委員の皆様に対
しまして、深く感謝し、心より御礼申し上げます。
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本計画における
「あきる野市社会福祉協議会」の表記について
1 「あきる野市社会福祉協議会」と「社協」について
「あきる野市社会福祉協議会」と略さずに表記する場合と、略称としての「社協」
という表記は、同義語であり、あきる野市の社会福祉協議会を指します。本文中で
は、特別な場合以外は、略称である「社協」という表記で統一しています。
2 「社会福祉協議会」について
「社会福祉協議会」という表記については、社会福祉法に定める「社会福祉協議
会」のことであり、全区市町村に存在する一般的な意味としての「社会福祉協議会」
を指します。
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第 1 章 計画の目的と枠組み
1

計画の目的
地域福祉とは、地域に暮らす誰もが、住み慣れた自宅や地域で継続して、生き生
きと自立した生活が送れるよう、地域全体で支えあっていく仕組みを作ることをい
います。
そのためには、市民一人一人が、日頃から人と人との絆を大切にしながら、お互
いに支えあい、たすけあっていくことが重要になってきます。
地域福祉活動計画は、様々な市民活動やボランティア活動、行政の施策や社会福
祉協議会の活動などを組み合わせて、支えあい、共に生きて行く地域社会を創り上
げることを目的とした行動計画です。

2 計画の位置づけ
（1） 計画の根拠
「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。
社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であり、事
業を企画し実施することが、社会福祉法で規定されています。
「あきる野市地域福祉活動計画」は、あきる野市社会福祉協議会が中心とな
り、市民とともに策定し進める、あきる野市における地域福祉の今後の方向性
を指し示すものです。

【今までのあきる野市地域福祉活動計画の基本理念】
●第 1 期（平成 10 年度～14 年度）
「ボランティア市民社会の実現をめざして」
●第 2 期（平成 18 年度～平成 22 年度）
「みんなでつくる安心して暮らせる福祉のまちづくり」
●第 3 期（平成 23 年度～平成 27 年度）
「市民の参加と支えあいによる福祉のまちづくり」
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（2）

社会福祉協議会の経営計画としての側面
様々な社会情勢による国や都の施策の変化は、地方自治体にも波及し、その
影響は、社会福祉協議会の事業にも及んでいます。
あきる野市地域福祉活動計画は、中長期における、社協の経営計画としての
側面も併せ持ち、既存事業の評価、新規事業の取組、人材・財源の確保を含め
た安定した運営基盤についても検討し、方向性を示していきます。

（3）

あきる野市地域保健福祉計画との連携
あきる野市では、平成 27 年度から平成 31 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」を基本理念としています。
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
することや社協の役割などが示されており、共通の認識のもと連携を図りなが
ら双方の計画を進めることで、あきる野市の地域福祉をより一層発展させるこ
とができると考えます。

3 計画の期間
（1） 活動計画の期間
あきる野市地域福祉活動計画（第 4 期）の計画期間は、平成 28 年度から平成
32 年度までの 5 年間です。

実施
28 年

（2）

実施
29 年

実施

再評価

次期計
画策定

30 年

31 年

32 年

計画の進行管理と評価
あきる野市地域福祉活動計画（第 4 期）の計画は、平成 32 年度までの 5 年間
のため、計画最終年の前年である平成 31 年度から計画の取組と成果を集約する
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、地域福祉に関する調査等の実施を検討します。
また、最終年度である平成 32 年度には、地域福祉活動計画（第 5 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 33 年度から平成 37 年度まで
の 5 年間の計画を策定します。
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第 2 章 地域の現状を踏まえた社協の取組と課題
1

第 3 期あきる野市地域福祉活動計画の評価と課題
前期の地域福祉活動計画では、「市民の参加と支えあいによる福祉のまちづくり」を基
本理念に、6 つの分野において、各事業の実施計画を策定、実施してきました。
① 地域が支える協働と支えあいの仕組み作り
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組
③ 社会参加と自立を目指す障がい者福祉への取組
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組
⑥ 市民だれもが理解できる開かれた仕組みと組織作り
上記分野の全ての事業について、職員で組織した「地域福祉活動計画プロジェクト」メ
ンバーを中心に、各係において、内容・実施状況の検証、評価及び課題についての検討を
行い、第４期地域福祉活動計画への基礎データとしました。

（1）地域が支える協働と支えあいの仕組みづくり

ふれあい福祉委員会事業（小地域福祉活動事業）
事業内容
住民参加による地域福祉

5 年間の評価

自主事業
残された課題

市内 82 の町内会・自治会

ふれあい福祉委員の高齢

の充実を図ることを目的に、 においてふれあい福祉委員

化と担い手不足や若い世代

市内の町内会・自治会にふれ

会を設置し、声かけ・見守り

と一緒に取り組む活動によ

あい福祉委員会を設置し、高

活動を展開して、孤立防止と

る次世代育成が課題となっ

齢者、障がい者及び児童等へ

地域のつながりをつくる取

ています。

の声かけ・見守り活動や交流

組を行うとともに、係内での

また、地域及び家庭状況

行事等の事業を各地域の実

地区担当者が会議や活動に

の変化により、関係団体・

情に合わせて実施していま

参加し、連携を深めることが

関係機関との連携と情報共

す。

できました。

有の強化が必要になるとと

アンケート結果からも、約

もに、類似組織の設立によ

6 割の方がふれあい福祉委

り、ふれあい福祉委員会の

員会事業を認知しており、市

活動の明確化と区別化が求

民にも浸透してきています。

められています。
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ふれあいサロン事業（小地域福祉活動事業）
事業内容

自主事業

5 年間の評価

残された課題

市内における在宅福祉の

前期計画中に、3 サロンが

世話人の高齢化等により

充実を図るため、意欲ある住

新規登録し、1 サロンが解散

活動を辞めてしまうサロン

民自身の申請により、交流や

しました。

があったほか、他団体や行

ふれあいの場を設け、高齢

定期的に開催して参加者

政がサロンと同様の活動を

者、障がい者、子育て中の親

が顔を合わせて会話をする

行っています。毎月の参加

などが地域の中で孤立しな

ことで交流し、不参加の方に

機会が多くなり負担を感じ

いことを目的として、定期的

は連絡及び訪問により様子

ている方もいるため、既存

に集まり茶話会や手工芸及

を確認するなど、孤立防止に

のサロンより小規模で誰も

びカラオケ等を行います。

取り組みました。

が参加しやすいサロン作り
（他団体が実施するサロン
との区別）を検討する必要
があります。

ふれあい食事サービス事業
事業内容

自主事業
5 年間の評価

残された課題

70 歳以上のひとり暮らし

地場野菜を使用した手作

1 回当たりの提供食数が

高齢者、高齢者のみの世帯及

り弁当及びボランティアの

増加しており、今後も利用

びこれに準ずる世帯、障がい

「ふれあい型」の配達によ

者 の 増加 が見 込ま れる一

者世帯を対象に週１回（水曜

り、1 回当たりの利用者数が

方、配達するボランティア

日又は木曜日）の「ふれあい

増加しています。また、民

の 登 録数 が減 少し ていま

型」食事サービスを、調理・

生・児童委員や地域団体への

す。

配食ボランティアの協力に

お弁当の試食を通じて事業

より 1 食 500 円で提供してい

の周知をしました。

ます。

本事業の拡大及びサービ
ス向上のため、ボランティア
連絡会等を開催し、情報交換
及び研修を行いました。

5
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討が必要となります。

第2章

あきる野市地域福祉活動計画

ボランティア活動推進事業

自主事業

事業内容

5 年間の評価

残された課題

ボランティア・市民活動に

平成 23 年度にあきる野ボ

ボランティア・市民活動

多くの市民が自発的に参加

ランティア・市民活動センタ

団体の高齢化により、活動

できるよう、情報収集を行

ーを設置し、市民へのボラン

の継続が懸念されており、

い、市民からの相談に対し、

ティア活動の啓発を進めま

幅広い年代によるボランテ

ボランティア活動をコーデ

した。

ィア活動への参加が重要で

ィネートしています。

また、平成 23 年度から踊

す。

また、ボランティア情報誌

りや歌、楽器演奏などの趣味

今後も様々なボランティ

の発行、朗読、点字及び手話

を生かした演芸ボランティ

ア活動を必要とする市民へ

などの専門講座等を開催し、

ア登録を行い、社協が情報提

情報提供を進める必要があ

ボランティア活動への参加、

供することにより、施設及び

ります。

啓発を行っています。

町内会・自治会の行事等で活
躍しています。

ボランティア活動推進事業（災害ボランティアセンターの設置・運営）
事業内容

5 年間の評価

残された課題

災害に備え、効果的なボラ

災害時に効果的なボラン

あきる野市地域防災計画

ンティア活動が市民の協力

ティア活動が行えるよう、あ

において、多摩直下型地震

により行えるよう、災害ボラ

きる野市災害ボランティア

や豪雨等による災害が想定

ンティアセンターの設置・運

センター設置・運営マニュア

されており、災害時に効果

営訓練を実施するとともに、

ルを策定し、市と平成 25 年

的なボランティア活動が行

市民への啓発のため、災害ボ

9 月にあきる野市災害ボラン

えるよう、災害に備えた関

ランティア養成講座等を開

ティアセンターの設置等に

係機関及び団体等とのネッ

催しています。

関する協定を、さらに、あき
る野青年会議所との災害時
相互協力協定を締結し、災害
時に備えるとともに、市民の
協力により毎年訓練を行う
など着実に成果を上げてい
ます。

6
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ボランティア活動推進事業（団体助成）
事業内容

自主事業

5 年間の評価

残された課題

ボランティア・市民活動へ

各団体メンバーの高齢化

団体事業費助成により、

の幅広い市民の参加及び活

等により、助成の対象となる

ボランティア・市民活動団

動の活性化を図り、地域福祉

事業を行うことが難しくな

体が活発化し、その活動に

を推進するため、あきる野市

ってきていることから、申請

多くの市民が参加し、地域

内におけるボランティア団

する団体が減少しています。

福祉を推進するよう有効な

体・市民活動団体に対し、そ

助成金のあり方等を検討す

の団体が市民向けに実施す

る必要があります。

る事業に対し、助成（1 団体
5 万円を上限）しています。

有償家事援助サービス事業（家事援助サービス）
事業内容

5 年間の評価

自主事業
残された課題

社協会員を対象に 1 時間

前期計画作成時と比べ、年

各区市町村は、平成 29 年

800 円の利用料をいただき、

間の延べ利用者数及び利用

度までに介護保険制度にお

サービスを提供しています。

時間ともに若干の減少傾向

ける総合事業を行わなけれ

サービスの担い手は、協力

にありますが、一方で、協力

ばならず、当市においても

員と呼ばれ、１時間 700 円の

員不足も解消されていませ

本事業への期待度は高いと

謝礼が支払われます。協力員

ん。これは、定年の延長や女

思われます。

は、一般市民で特に資格等は

性の社会進出、また、町内

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。

会・自治会等の業務も多く、
今後も急速に改善される見
込みは低いと思われますが、
当初の計画どおり、障がい児
（者）一時預かり事業と本事
業を一体的に行うこととな
りました。
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一方、担い手である協力
員は、年に何度も公募して
いるものの、人員不足は解
消されておらず、住民のニ
ーズに十分応えられていな
い状況です。
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有償家事援助サービス事業（移送サービス）
事業内容

自主事業

5 年間の評価

家事援助サービス同様、1

前期計画作成時に比べ、担

時間 800 円の利用料をいた

い手である協力員は大きく

だき、サービスを提供するも

減少（25 人⇒18 人）しまし

のです（協力員謝礼は家事援

たが、送迎時の待機時間を有

助と同額）
。

効に利用するなど、コーディ

協力員は、平成 18 年度の

ネート業務の改善により、利

道路運送法の改正により、運

用者数や利用時間に大きな

転協力者講習の受講（受講費

変化はありません。また、近

は、約 15,000 円で半額補助

年増えている人工透析患者

しています。）が義務付けら

の送迎について、介護タクシ

れました。

ーより安価なサービスとし
て、依然、期待度が高い状況
です。

残された課題
定年の延長等により、新
たに協力員となる人が増え
ない状況にあり、協力員の
高齢化が進んでいます。
一方、サービスの希望者
は、年々増えており、特に
人工透析患者は、定期的か
つ長期的な利用となること
から、希望に応えられない
場合もあります。また、ガ
ソリン代の高騰や消費税の
引き上げ等により、車両の
維 持 管理 費が 増加 してお
り、事業継続に向けた検討
が必要です。

福祉用具等貸出事業

自主事業

事業内容

5 年間の評価

残された課題

市民が必要とする福祉活

車椅子の貸し出しは横ば

アンケートから約 4 割の

動に対し、福祉用具等を貸し

いで推移していますが、民間

方が本事業を認知している

出すことにより、地域福祉の

企業からの寄付により新し

という結果が得られ、社協

向上を図っています。

い車椅子への入替えが行え

との関係が薄い市民にも周

【貸し出し品目】

ています。

知して、地域福祉の向上に

・車椅子 ・印刷機

また、平成 26 年度にはイ

（講習用）

ベント機材として、かき氷製

・点字機・白杖・アイマスク

造機とプレイサークルを追

・高齢者体験キット

加し、地域福祉向上に向けて

（イベント用）

物品を揃えることができま

・テント ・綿菓子製造機

した。

・ポップコーン製造機
・かき氷製造機
・プレイサークル
8

つなげていく必要がありま
す。
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ひとり親家庭親子レクリエーション事業
事業内容

自主事業

5 年間の評価

残された課題

ひとり親家庭は、日頃遠方

ひとり親家庭の利用人数

親子の交流、思い出づく

への外出が比較的困難であ

が減少傾向にあり、バスの車

りの機会を提供することも

ることから、親子の交流、思

内及びテーマパーク内での

大切ですが、参加者アンケ

い出づくりの機会、世帯間の

世帯間の交流も活発にでき

ートの結果では、ひとり親

交流を促進する機会を提供

ていません。

であることで生じる生活課

することを目的に親子レク

また、毎回実施するアンケ

題の解決に向けた具体的な

リエーションを実施してい

ートを基に、実施時期の調整

取組には、寄与していない

ます。

を行い、行き先を変更してみ

のが現状です。

内容の決定は、当事者への

ましたが、利用の拡大につな

アンケートなどを参考に行

がらなかったため、根本的な

っています。

改善が必要です。

サンタクロースボランティア

災害ボランティアセンター設置・運営訓練
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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組

福祉理容サービス事業

自主事業

事業内容

5 年間の評価

残された課題

寝たきりや障がいなどの

「あきる野市福祉理美容の

社協としては、利用申請

理由で外出困難な方を対象

会」の総会に参加するなど、

の受付及び調整事務が中心

に「あきる野市福祉理美容の

連携を図るとともに、利用者

となり、利用者の生活状況

会（会員 12 名）
」の協力を得

の事務手続きの簡素化に取

の把握や生活支援の相談等

て、訪問により理容（散髪の

り組みました。

のニーズ把握まで至ってい

み）を行う利用券を発行（発

申請人数は横ばいですが、

ないため、
「あきる野市福祉

行 3 枚まで 1 枚 1,500 円、4

以前は申請しても利用しな

理美容の会」と一層連携し

枚以上 12 枚まで 3,000 円）

い方もいましたが、年々利用

て在宅福祉の向上に努める

し、実施しています。高齢者

率が増加しており、在宅にお

必要があります。

の増加により、利用件数は、

ける福祉向上に取り組みま

平成 19 年度の 1.4 倍と増加

した。

傾向にあり、外出困難な高齢
者から大変喜ばれています。

居宅介護支援事業（ケアプランの作成など）
事業内容

5 年間の評価

介護保険法に基づき、社協

前期計画作成時に比べ、要

と契約した利用者のケアプ

介護認定者のケアプラン作

ランを作成しています（要介

成数は、ほぼ同じですが、要

護 1 から要介護 5 までの利用

支援認定者に対する介護予

者約 90 人）。

防ケアプラン数は、倍増して

また、地域包括支援センタ

います。また、以前は、法人

ーからの委託により、要支援

からの繰入金により事業を

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）。

行っていましたが、今では反
対に法人に繰入れるまでに
なりました。さらに、平成
24 年 3 月から新規の要介護
認定申請者に対する認定調
査が行えるよう指定を取り
ました。
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自主事業
残された課題
現行では、ケアマネジャ
ー1 人に対し、要介護者は
35 名、要支援者は制限なく
担当できますが、実務的に
大差がないため、社協では、
ケアマネジャー1 人につき、
おおむね 30 名が適正と考
えています。
一方、社協は、公共性の
高い団体であることから、
比較的利用希望者が多いも
のの、上記理由により、担
当できない場合もあること
から人材確保への対応が重
要な課題となっています。
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訪問介護（予防訪問介護）事業
事業内容

自主事業
5 年間の評価

残された課題

介護保険法に基づき、利用

前期計画作成時に比べ、国

3 年に 1 度の法改正にお

者宅にホームヘルパーを派

家資格である介護福祉士の

いて、報酬はその都度減少

遣しています。

取得率は、ほぼ横ばいです

傾向ですが、地域区分の改

また、平成 16 年度から他

が、平成 26 年に 3 名、平成

定等により、収益を維持し

事業所に先駆け、ホームヘル

27 年に 1 名がそれぞれ合格

ています。

パーを職員（非常勤職員）と

しました。また、法人への繰

一方、今後は、同一法人

して雇用し、年次有給休暇や

入金も、支出の削減等により

のケアマネジャーから紹介

ヘルパーの移動に要する時

大きく改善しています。

間を給料に反映するなど、各

さらに、結婚後に子育てが

種福利厚生の充実に努めて

一段落し、復職する場として

います（平成 27 年度 28 名と

有益な業務であり、この 5 年

雇用契約）
。

間で 30 才代のヘルパーが 3
人入職しました。

地域包括支援センター事業の受託 [あきる野市]

できる比率が 90％から 80％
に下がることから、他社と
の連携がこれまで以上に必
要になります。そのために
は、居宅介護支援事業同様、
人材の確保が非常に重要と
なります。

受託事業

事業内容

5 年間の評価

残された課題

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
向けた取組をワンストップ
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」が社協
の地域包括支援センターの
特徴です。

高齢者の介護予防や生活
の安定、福祉の向上及び虐待
防止等の相談をワンストッ
プで対応しています。同時に
社協のネットワーク力を生
かし、ふれあい福祉委員、ボ
ランティアグループ、五日市
地域の自治会、高齢者クラブ
及び民生委員等と連携した
相談事業や、介護予防講座等
で地域全体への働きかけも
行いました。

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最大
限に生かし、様々な団体と
連携し、介護予防や虐待防
止を進めることが必要で
す。
今後、地域に根差した、
きめ細やかな地域包括シス
テムの実現のためにも、本
事業を社協が継続的に受託
していくことができるかが
課題です。

11

第2章

あきる野市地域福祉活動計画

高齢者在宅サービスセンターの運営の受託 [あきる野市]
事業内容
萩野・開戸・五日市センタ

5 年間の評価
高齢者在宅サービスセン

ーにおいて、おおむね 65 歳

ター（萩野センター・開戸セ

以上の介護保険非該当の高

ンター・五日市センター）に

齢者を対象として、生きがい

ついては、指定管理の更新時

づくりを目的としたプログ

に委託料の減額により、社協

ラムを提供し、孤独感の解消

としては運営が困難となり、

や地域でより生き生きとし

市が行ったプロポーザル方

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

指定管理
残された課題
平成 25 年度より、指定管
理を受けていません。

式の競争入札に参加しなか
ったため、平成 25 年度より、
指定管理を受けていません。

職業体験等、地域と連携した
事業等を行っています。

介護支援ポイント制度受託事業
事業内容
介護保険法に規定する介
護予防事業として、高齢者の
社会活動及び地域貢献を奨
励・支援し、ボランティア活
動を通じて高齢者が生き生
きと元気に暮らす事ができ
る地域社会を目指すことを
目的としています。
市内の老人福祉施設で介
護支援ボランティアとして
活動し、実績に応じてポイン
トが付与されます。活動によ
って付与されたポイントに
応じて交付金が受けられる
制度です。

[あきる野市]

3 年間の評価

受託事業(平成 25 年度～)

残された課題

前期計画策定後の平成 25

課題として、事務手続き

年 10 月 1 日から事業を実施

の煩雑さや受入施設の対応

しています。申請者数の増加

に格差等があり、申請せず

及び対応施設数の増加に伴

に活動だけを続けている方

い、事業の拡大が図られまし

も増えています。

た。
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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組

こすもす福祉作業所の運営

自主事業

事業内容

5 年間の評価

残された課題

利用者が自立した日常生
活や社会生活を営むことが
できるように、障害者総合支
援法等の関係法令に基づき、
就労や創作的活動、生産活動
等の機会を提供しています。
また、排せつや食事等の支
援や介護を行い、利用者一人
一人に合った生活訓練を行
ってきました。
さらに市内外の行事、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。

平成 25 年 4 月に障害者自
立支援法（当時）の指定生活
介護及び指定就労継続支援
Ｂ型の多機能型事業所に移
行しました。着替えや食事等
の生活訓練のほか、創作的活
動や授産活動の機会を提供
するとともに、各利用者の個
別支援計画に基づき、一人一
人に合った支援方法を検討
しながら事業を実施してい
ます。
現在の利用者数は、指定生
活介護 5 名、就労継続支援Ｂ
型 13 名、計 18 名となってい
ます。

授産活動（生産活動）の
実施方法や内容を工夫しな
がら、工賃の増額等の努力
を続けていくだけでなく、
生活訓練等においても利用
者に合わせた支援を進めて
いく必要があります。
また、生活介護、就労継
続支援Ｂ型、共に定員に達
していないため、利用者の
確保、利用者の出席率を上
げることが安定した施設運
営をするために必要である
ことから、より積極的に地
域や関係機関などへ施設の
周知を図るなど、こすもす
福祉作業所の認知度を上げ
ることが、今後の課題とい
えます。

希望の家の運営の受託

[あきる野市]

指定管理

事業内容

5 年間の評価

利用者が自立した日常生
活や社会生活を営むことが
できるように、障害者総合支
援法等の関係法令に基づき、
就労や創作的活動、生産活動
等の機会を提供しています。
また、一人一人の個別支援
計画に沿って利用者に合っ
た生活訓練を行ってきまし
た。
さらに、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。

平成 25 年 4 月に障害者自
立支援法（当時）の指定生活
介護事業所へ移行しました。
それに伴い、授産活動から生
活訓練等に力を入れるよう
活動内容の見直しを行いま
した。利用者の障がいの種類
や程度が幅広いため、一人一
人の個別支援計画に基づき、
一人一人に合った活動を取
り入れられるよう工夫を行
っています。

残された課題
一人一人の個別支援計画
を作成し、それぞれに合った
活動を取り入れられるよう
工夫を行っていますが、活動
プログラムの種類が少ない
ことが課題となっています。
今後は、障がいの程度が幅
広い利用者に対して、多くの
活動プログラムを提供でき
る体制が必要です。
また、定員に達していない
ため、利用者数の増加を目標
とした施設のＰＲが重要で
す。
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ひばり分室の運営の受託
事業内容
利用者が自立した日常生
活や社会生活を営むことが
できるように、障害者総合支
援法等の関係法令に基づき、
排せつや食事等の支援や介
護、創作的活動や健康維持活
動などを利用者一人一人に
合った形で実施しています。
さらに、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

[あきる野市]

指定管理

5 年間の評価
平成 25 年 4 月に障害者自
立支援法（当時）の指定生活
介護事業所へと移行しまし
た。毎日の基本動作、衣服の
着脱、トイレや食事の際の支
援指導などを中心に、創作活
動や体力維持活動などを実
施しました。
前期計画時と比べて、日中
活動の幅、種類などを豊富に
し、保護者からも好評を得て
います。利用者も前期計画時
に比べて増え、現在は定員に
達しています。

残された課題
音楽や美術などの芸術的
活動、体操や歩行訓練など
の健康維持活動に日々取り
組んでいますが、利用者一
人一人のニーズへの対応が
不完全であると感じていま
す。利用者・保護者面談な
どを通じて、家族と支援の
課題を共有しながら、利用
者一人一人に合わせた、支
援サービスの提供が必要で
す。

す。

身体障がい者施術助成事業
事業内容

自主事業
5 年間の評価

残された課題

身体障害者手帳 1～4 級の

申請人数が減少傾向にあ

法改正に伴い医療保険の

方を対象に、鍼・灸・マッサ

り、申請しても使用しない利

適用範囲が拡大されたこと

ージ代等施術料金の一部助

用者もいます。指定事業所も

もあり、本事業の必要性が

成をすることにより、身体障

申請人数が少なく、利用につ

低くなっていること、身体

がい者の機能回復と健康の

ながらないことで登録に至

障がい者であることで生じ

増進を図ることを目的とし

っていません。

る生活課題の解決に向けた

て、市内の施術所に協力を得
て実施しています。

平成 24 年度にニーズ調査
をしましたが、施術以外の福

施術費用 1 回当たり

祉ニーズを抱えているため、

2,000 円を補助し、年間 4 回

他の事業で障がい者支援を

まで利用できます。

行うよう変えていくことが
望ましいと考えられます。
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親子レクリエーション事業（障がい児（者）家庭）
事業内容

5 年間の評価

自主事業
残された課題

障がい者家庭は、日頃遠方

障がい児（者）家庭の利用

障がい者に対し、
各団体や

への外出が比較的困難であ

人数が減少傾向にあり、バス

公的な支援により外出でき

るとの考えから、親子の交

の車内及びテーマパーク内

る環境が整ってきており、事

流、思い出づくりの機会、世

での世帯間の交流も活発に

業の必要性を検証し、企画の

帯間の交流を促進する機会

はできていません。

転換等も含め検討するほか、

を提供することを目的に実
施しています。

また、毎回実施するアンケ

参加者アンケートから得ら

ートを基に、実施時期の調整

れた、障がい者家庭であるこ

を行い、行き先を変更しまし

とから生じる生活課題の解

たが利用の拡大につながら

決に向けた具体的な取組を

なかったため、根本的な改善

検討します。

が必要です。

障がい児（者）一時預かり事業
事業内容
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（特別支援学級な
どでは、軽度の障がいのた
め、障がい者手帳が取得でき
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。

自主事業
5 年間の評価

残された課題

障害者総合支援法事業や

今後は、有償家事援助サ

放課後等デイサービスの出

ービス事業の中で対応して

現により、前回の計画時に

いくことになるため、利用

「本事業は、一定の役割は終

者はこれまでの倍額を支払

わりつつある」として、有償

うこととなりますが、サー

家事援助サービスへの統合

ビスの質を低下させること

を計画しました。

のないようにすることが重

この間、利用者をはじめ、
関係者への周知を図り、平成
27 年 3 月をもって同事業を
廃止し、有償家事援助サービ
ス事業の中で対応していく
ことになりました。
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障害福祉サービス事業（障害者総合支援法事業）
事業内容

5 年間の評価

障害者総合支援法に基づ

社協が運営する障がい 3

き、利用者宅にホームヘルパ

施設に通う利用者のうち、休

ーを派遣しています。

日に移動支援事業を利用す

併せて、各市町村が行う移

る人がいるため、各施設と連

動支援事業（地域支援事業）

携を図りながら事業を行っ

にも取り組み、障がい者（児） ています。また、法人への繰
に対する社会参加活動を支

入金は、当時とほぼ同額であ

援しています。

り、利用者数自体に大きな変

（身体、知的、精神及び視覚

化はありません。

の各障がいに対応）

一方、放課後等デイサービ
スの出現により、特に 18 歳
以下の依頼が、ほとんどない
のが現状です。

手話通訳奉仕員派遣事業の受託 [あきる野市]
事業内容

自主事業
残された課題
5 年前から市内における
障がい者（児）に対するホ
ームヘルプサービス事業者
が増えていない現状におい
て、社協が果たす役割は大
きいと思いますが、介護保
険制度以上に介護報酬が引
き下げられたり、利用者一
人一人の多様なニーズに
は、きちんと応えられてい
ない現状があります。
（例 移動支援の帰りにヘ
ルパーの車両で自宅まで送
って欲しいなど。
）

受託事業

5 年間の評価

残された課題

あきる野市からの委託に

前期計画作成時では、奉仕

奉仕員は、一定数確保さ

より、日常生活において、手

員が大きく不足しているこ

れましたが、日中は仕事を

話通訳が必要な場合、あきる

とから、奉仕員に登録する条

している人も多く、現実的

野市に登録されている奉仕

件を撤廃しました。これによ

に活動できない人も多いの

員を派遣しています。

り、それまで 6 名であった奉

が現状です。また、夜間や

利用料は、無料（交通費等

仕員が 13 名となり、一気に

土日祝日等の急な依頼にも

が発生する場合は実費）で、

奉仕員不足が解消されまし

対応できないなど、多くの

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。

た。
また、平成 24 年度から、
毎月 20 日に事業の啓発と手
話の普及宣伝を目的に、あき
る野市役所に案内ボランテ
ィアを配置しました。
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（4）生活を守る総合的な相談・支援体制の実現

受託事業
事業内容
生活福祉資金貸付事業は、
東京都社会福祉協議会から
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、民生
委員の相談援助活動ととも
に実施してきました。

5 年間の評価
貸付件数と相談件数の推
移を見ると、①23 年度（貸
付 13 件、相談 273 件）
、②24
年度（貸付 3 件、
相談 211 件）
、
③25 年度（貸付 2 件、相談
119 件）、④26 年度（貸付 19
件、相談 819 件）となります。
26 年度は教育支援資金の貸
付・相談が飛躍的に増加し、
教育費に対する経済的な支
援の必要性を示しています。

残された課題
貸付事務については、相
談件数が飛躍的に伸びてい
る反面、償還事務がなかな
か進んでいないのが現状で
す。貸付の相談から貸付決
定までの事務量が多いた
め、きめ細かな償還事務ま
で手がつけられない状況に
あります。
今後の課題として、貸付
担当と償還担当とを分けて
配置するなどの検討が必要
です。

受託事業
事業内容

5 年間の評価

住居のない離職者で、公的

平成 23 年度から 26 年度ま

給付制度又は公的貸付制度

での 4 年間の貸付け実績は 0

の申請を受理されている方

件でした。生活保護の受給決

で、なおかつ給付等開始まで

定を受け、初回の保護費が支

の生活に困窮している方に

給されるまでの間の生活費

対し、給付開始までの生活を

のための貸付事業です。

送れるようにすることを目
的に、10 万円までの資金の
貸付けを実施してきました。
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地域福祉権利擁護事業の受託

受託事業

事業内容
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、併せて公共料金等の
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。

成年後見制度推進事業
事業内容

5 年間の評価

残された課題

利用者は 11 人で、前期計

アンケート調査結果から

画時よりもわずかですが増

も分かるように、地域での

加傾向にあります。生活支援

この事業に対する認知度が

員は 4 名で、期間中に増減が

低い状況です。少しでも地

あったものの前期計画時と

域の人に知ってもらえるよ

変わっていませんが、賃金は

うな継続的な周知活動を行

1,000 円に上げました。成年

っていくことが必要です。

後見制度推進事業の開始に

また、全国的に年々利用

より、地域福祉権利擁護事業

者数が増加している事業で

から成年後見制度へ移行す

あり、専任の専門員、生活

る際の切れ目のない支援が

支援員兼事務員などの体制

行える体制づくりに努めて

整備を状況に応じて検討し

きました。

ていく必要があります。

]

受託事業（平成 24 年度～）

4 年間の評価

残された課題

成年後見制度推進機関は、

成年後見に関する基本的

国や都からは社協に対

あきる野市に住む高齢者、障

な相談から後見人等へつな

し、市民後見人の養成や市

がい者等が心配ごとや悪質

ぐ支援、直接専門家に相談で

民後見人の監督、法人後見

商法等による被害に遭うこ

きる機会を設けることや一

の必要性を問われていま

となく、住み慣れた地域で安

般市民向けの講演会や講座

す。

心して暮らすことができる

を開催し、成年後見の理解や

ように、また、成年後見制度

周知を図っています。

の普及と利用を促進するた
めに、市民からの相談や利用
に関する支援を行ないます。

対象者や家族の意向で、す
ぐに制度へつながらないケ
ースでも定期的に連絡し、進
捗状況を確認して成年後見
の必要性について、説明して
います。

あきる野市では現状とし
て、後見人は親族や専門家
で対応できていますが、今
後、対応できなくなる可能
性もあるため、市民後見人
の養成及び監督、法人後見
について、関係機関を交え
て検討する必要がありま
す。
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受験生チャレンジ支援資金貸付事業
事業内容
受験生チャレンジ支援資
金貸付制度は、学習塾、各種
受験対策講座、通信講座、補
習教室の受講料や、高校や大
学などの受験料の捻出が困
難な一定所得以下の世帯に
必要な資金の貸付を行いま
す。
さらに、高校、大学等に入
学した場合には、返済が免除
されます。

]

受託事業

5 年間の評価
あきる野市からの委託事
業として計画作成後の平成
23 年度から実施しています。
①平成 24 年度 貸付 25 件
（受講 14 件、受験 11 件） 相
談 139 件
②平成 25 年度 貸付 35 件
（受講 20 件、受験 15 件） 相
談 213 件
③平成 26 年度 貸付 51 件
（受講 28 件、受験 23 件） 相
談 406 件
平成 26 年度の実績増加は、4
年間で本事業が受験生を持
つ世帯に浸透した結果とい
えます。

残された課題
学習塾の各種講座、受験
料等については、受講や受
験の期日に間に合わせるよ
うに駆け込みで申し込む場
合が多く、緊急の対応とな
る場合がありますが、その
ような場合でも迅速かつ丁
寧な対応が求められていま
す。

地域福祉権利擁護事業

成年後見制度推進事業
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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組

ボランティア推進事業（福祉教育支援）
事業内容

自主事業

5 年間の評価

残された課題

福祉教育の問合せがあっ

小・中・高校等の教育機関

安心して暮らせる福祉の

た際に、ボランティア団体等

で実施する福祉教育のアド

まちとなるには、教育機関

の協力を得て、調整していま

バイス、また、必要に応じて

での福祉教育だけでなく、

す。

ボランティア団体の紹介・連

次世代を担う子供たちに、

絡調整を行っていますが、コ

福祉の心を根付かせるため

ーディネート件数は、3 件ほ

の新たな取組が必要です。

どとなっています。福祉教育
については、高齢、障がい等
の相談機関の対応が進んで
いることから減少している
と考えられます。

ボランティア推進事業（夏！体験ボランティア）
事業内容
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の協
力を得て、ボランティア体験
を実施しています。

自主事業

5 年間の評価
受入施設及びボランティ
ア・市民活動団体のプログラ
ムの増加、市内小・中・高校
への周知の強化、夜間の受付
及び受付期間の延長等によ
り、小・中・高生を中心とし
て参加者数が増加、平成 23
年度は 387 人、平成 24 年度
は 527 人、平成 25 年度は 529
人、平成 26 年度は 623 人と
年々増加しています。
ボランティア体験から、日
常的な活動に発展するよう
な取組が求められています。

残された課題
今後も小・中・高校生が
福祉に興味を持ち、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の
福祉関係施設等と協力して
いくことが必要です。
また、参加者の増加によ
り、受付初日に申込者が多
く、混雑が激しいことから
受付方法の検討が必要で
す。
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ふれあいサロン事業（子育てサロン支援）
事業内容

自主事業

5 年間の評価

残された課題

子育て中の親等が地域の

市内の子育てに関する団体

子育て支援の 1 事業とし

中で孤立しないことを目的

の活動に参加し、活動者及び

て今後も子育て応援サロン

として、意欲ある住民自身の

参加者の意見を聞き、ニーズ

の運営を行いながら、子育

申請により、交流やふれあい

や課題を確認した上で、平成

て支援ボランティアを育成

の場として「子育てサロン」

26 年 8 月から子育て支援ボラ

し、子育て中の親が身近な

を開設しています。

ンティアの育成を行いまし

地域でサロンに参加できる

た。

よう取組を行う必要があり

本の読み聞かせ、リトミッ
ク体操、育児相談、工作など、

平成 27 年 1 月からは、子育

親子が共に楽しめる内容で

て応援サロンの運営を開始す

活動しています。

るなど成果を上げています。

ます。

また、子育てサロンの登録数
も増加しています。

福祉の心を育てる学校への支援事業

自主事業

事業内容

5 年間の評価

残された課題

「福祉の心を育てる」こと
を目的に市内の学校に対し、
様々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。
また、社協が運営する障が
い 3 施設では、市内の中学
生・高校生を職場体験インタ
ーンシップとして、受け入れ
ています。

社協の障がい 3 施設では、
市内の中高校生の職場体験
を延べ 40 名受け入れまし
た。
五日市はつらつセンター
では、五日市地区の小中学生
約 1,700 人に認知症サポー
ター養成講座や高齢者の人
権擁護の授業を実施しまし
た。
次世代を担う子どもたち
へ高齢者や障がい者への理
解を深めるための活動を行
いました。

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、その方法は様々です。
この事業を推進するに
は、学校側のニーズを聞き、
内容について協議する場が
必要です。

21

第2章

あきる野市地域福祉活動計画

（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

秋川ふれあいセンターの運営の受託[あきる野市]
事業内容

5 年間の評価

指定管理
残された課題

地域に根付いた福祉活動

老朽化による設備・機器の

秋川ふれあいセンターに

の拠点として、多くの市民が

故障については、その都度市

ついては、業務開始から 20

活用できるよう施設管理・運

と協議しながら速やかに対

年以上が経過し、空調機な

営事業を実施しました。施設

応しています。

ど様々な設備・機器の故障

管理については、市民が安全

また、市民が利用しやすい

や雨漏りなどが多く発生し

で安心かつ快適に使用でき

施設にするため、職員による

ています。この老朽化が引

るよう、設備・機器の点検・

活性化プロジェクトを立ち

き起こす問題に対する対策

保守などの業務を行い、ま

上げ、キッズコーナーの設

と、利用しやすい施設にす

た、利用者の利便性の向上を

置、ボランティアの協力によ

るための取組を継続してい

図りながら、「ふれあいホー

る花壇づくりや施設内の装

くことが今後の課題です。

ル」
「会議室」
「寿の間」の貸

飾活動などを行った結果、利

出業務を実施しています。

用者数は増加傾向にありま
す。

災害見舞金給付事業
事業内容
災害見舞金支給規程に基

自主事業
5 年間の評価
被災者支援について、迅速

残された課題
情報源となる市生活福祉

づき、火災などの被災者又は

に対応しました。

課と連携を密にし、迅速な

その遺族に対し、行政の対応

①平成 24 年度

対応が求められています。

に準じて見舞金又は弔慰金

半焼 1 件 全焼 1 件

を贈ります。

支出総額 30,000 円
②平成 25 年度

また、甚大な災害に対し、
社協として、本事業を継続
できるかが今後の課題であ

半焼 3 件 全焼 2 件
支出総額 70,000 円
③平成 26 年度
火災による死亡 1 件
支出総額 20,000 円
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事務局事業

自主事業

事業内容
・東京都共同募金会事業
・高齢者クラブ連合会事業
・遺族会事業
・日本赤十字社事業
・介護事業者連絡協議会事業
・チャリティゴルフ事業
・福祉バザー事業
・ふれあいクリスマス会事業

5 年間の評価
①東京都共同募金会は、平
成 23 年度から配分推薦委員
会を設置し、年２回委員会を
開催しています。②高齢者ク
ラブ連合会は、平成 23 年度
の 40 クラブから平成 27 年度
の 45 クラブへ増加しまし
た。③介護事業者連絡協議会
は、介護の日に独自の行事を
実施するなど活発な活動を
行っています。④チャリティ
ゴルフ事業・福祉バザーは、
実行委員会方式により実施
し、市民の認知度も高く、安
定して実施しています。

残された課題
社協が事務局を担当する
のであれば、社協らしい事
務局運営をすべきであり、
社協が持っているネットワ
ークの活用等、社協らしさ
を生かせるかが課題といえ
ます。

組織体制

自主事業

事業内容

5 年間の評価

残された課題

理事会を執行機関、評議員

現在、職員体制は、①社協

福祉業界の変革期におい

会を最高議決機関として、

プロパー18 人、②市派遣 2

て、様々な事業の内容が国

合理的・効率的な福祉事業の

人、③嘱託・非常勤 80 人、

レベルで変わってきていま

推進と財政基盤の強化に努

計 100 人です。最近 4 年間で

す。

めています。

は、大きな変化はありませ

また、職員の適正配置と

ん。

今後、正規職員の配置が
今 ま でど おり にで きるの

ＯＡ化による事務処理能力

ただ、看護職の正規職員に

か、また、国レベルの事業

の向上により効率的な事務

ついて、2 回募集しました

の統廃合に伴う、社協内部

事業の推進に努めています。 が、応募者は無しという結果

の課と係の組織改正の検討

であり、保健師・看護師の確

も今後の大きな課題です。

保が困難な状況となってい
ます。
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広報事業「あいネットあきる野」の発行・ホームページ
事業内容

5 年間の評価

自主事業
残された課題

市民に対して社協事業を

①あいネットあきる野は、

ホームページについて、

はじめ地域における福祉活

見やすい紙面づくりと 1 面 4

どうすれば見てもらえるよ

動等の情報提供や福祉の啓

面のカラー化、広報紙の設置

うなホームページとなるの

発を目的に、社協広報紙「あ

場所を増加、町内会・自治会

かの研究が必要です。

いネットあきる野」を平成

長への取材記事の掲載等に

ホームページに関するプ

22 年度から発行回数を増加

より、高い評価を得るように

ロジェクトを立ち上げて、

し、奇数月の 15 日に発行し

なりました。②ホームページ

職員全体として検討する仕

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
に心掛け、申請書類がダウン
ロードできるようにしまし
た。

は、アンケートでは 76％が
見ないとの回答でした。各係
で更新しているために、全体

組みを作ることが課題とい
えます。

としての統一感がなく、定期
的な更新についても担当職
員の力量に大きく左右され
ています。

社協会員の募集
事業内容

自主事業
5 年間の評価

個人会員については、町内

① 平 成 23 年 度 （ 個 人

会・自治会を中心にお願いし

8,694,000円、団体 3,587,000

ています。

円 計12,281,000円）

団体会員については、秋川

② 平 成 26 年 度 （ 個 人

地区は、役職員でお願いに回

8,319,500円、団体 3,376,000

り、五日市地区は、自治会に

円 計11,695,500円）

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。

この4年間で、585,500円（4.7
％）の減額となり、漸減して
いるのが現状です。町内会・
自治会からの意見（一口500
円の会費、町内会・自治会任
せの集金方法等）が寄せられ
る中、4か国語表記の説明文、
募集時期を日赤社資と合わせ
る試みも行いました。
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残された課題
個人会員会費に関して
は、町内会・自治会に入っ
ていない人へどのようにア
プローチすべきか。団体会
員会費については、どのよ
うにして会員を増やしてい
くのかが課題です。
根本的には、社協につい
て、より多くの市民に理解
し て もら うこ とは もとよ
り、会費がどのような事業
に使われているのかを市民
にどう伝え、どう理解して
もらえるかが大きな課題と
いえます。
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苦情解決に関する体制
事業内容
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、社協の
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。

自主事業
5 年間の評価
これまでに、第三者委員会
に諮る苦情は寄せられてい
ませんが、苦情解決に対する
意識を全職員が共有できる
よう職場内の研修が必要で
す。苦情解決に関する体制づ
くりを行った当初に比べ、苦
情に対する体制の明確化や
職員としての理解が薄れて
いるように思われます。ま
た、各部署に報告される苦情
内容を社協職員として共有
する仕組みがないため、苦情
の共有ができていないのが
現状です。

残された課題
各部署に報告される苦情
内容を社協職員として共有
し、社協総体として対応す
るシステムの構築が課題と
なります。

個人情報保護に関する体制
事業内容

自主事業
5 年間の評価

残された課題

個人の人格尊重の理念の

前期活動計画の、今後の方

マイナンバー制度の開始

もとに、関係法令等を遵守

向性中では「個人情報を正確

に伴い、個人情報保護の問題

し、実施するあらゆる事業に

な状態に保つとともに、漏え

は、これからの社協活動に大

おいて、個人情報を慎重に取

い、滅失、毀損などを防止す

きく関わってくると思われ

り扱うため、個人情報に関す

るため、定期的に評価し、見

ます。

る方針を定め、個人情報保護

直し又は改善を行っていき

定期的な評価と見直しを

管理者を設置し、個人情報の

ます。」とありますが、定期

行うシステムづくりが大き

保護に 努 め て い ま す 。

的な評価・見直しを実施でき

な課題と言えます。

ていないのが現状です。
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2 地域の現状
（1）
地域福祉活動計画策定のためのアンケート調査結果
あきる野市社会福祉協議会では、平成 26 年 10 月から 12 月にかけて、
「地域福祉活
動計画策定に伴うアンケート調査」を実施しました。この調査は、1,252 人に配付し、
850 人から回答を得て、回答率は 68％でした。アンケートは、基本調査とオプション
調査の 2 種類を実施し、基本調査は全員への共通事項、オプション調査は、社協役員
用、協力者用、当事者用、利用者用及び福祉関連事業者用の 5 種類の調査を行いまし
た。
ア

基本調査から
今回の調査は、社協が所有している名簿等により実施しましたので、社協と関係の
ある人に対して行った調査といえます。基本調査から見える社協の関係者像は、「あ
きる野市に 20 年以上住み続け、現在は無職で、単身又は夫婦のみの世帯であり、60
歳以上の高齢者層」となります。また、逆に社協と関係が薄い対象者像としては、
「比
較的最近、あきる野市に移り、職業を持っている、家族で住む 50 歳代以下の若い家
族層」と言えます。
①あきる野市社会福祉協議会各種事業の認知度
順位

事業名

％

1位

福祉バザー

78％

2位

歳末たすけあい運動

64％

3位

ふれあい福祉委員会

60％

4位

ふれあい食事サービス

58％

5位

訪問介護事業（介護保険のホームヘルパー派遣）

49％

6位

ふれあいサロン

46％

7位

こすもす福祉作業所

45％

8位

広報あいネットあきる野

44％

9位

有償家事援助サービス

43％

10 位

チャリティゴルフ

40％

11 位

あきる野市社会福祉協議会会員会費

39％

11 位

福祉用具等貸出事業

39％

13 位

東京都共同募金会事業

38％

14 位

希望の家

36％

15 位

障害福祉サービス（障害者の外出支援）

34％

15 位

居宅介護支援事業（介護保険のケアプラン作成）

34％

15 位

日本赤十字社事務局

34％

15 位

夏！体験ボランティア

34％
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19 位

各種ボランティア講座

31％

20 位

秋川流域ふれあいクリスマス会

27％

21 位

福祉理容サービス

26％

21 位

ボランティア情報誌の発行

26％

23 位

地域包括支援センター事業

24％

23 位

成年後見制度推進事業

24％

25 位

秋川ふれあいセンター施設貸館事業

23％

26 位

ひばり分室

20％

27 位

親子レクリエーション

18％

28 位

手話通訳奉仕員派遣事業

17％

29 位

高齢者クラブ連合会事務局

16％

30 位

生活福祉資金貸付事業

14％

30 位

身体障がい者施術助成事業

14％

32 位

介護支援ポイント制度事業

12％

33 位

援護事業（火災等の被災者への見舞金等）

10％

34 位

地域福祉権利擁護事業

9％

35 位

遺族会事務局

8％

36 位

受験生チャレンジ支援貸付事業

7％

社協事業で知っている事業の第 1 位が「福祉バザー」ということは、社協は「福
祉バザー」を行っているところというイメージが一番強かったことになり、20 回
（平成 27 年度）を数える福祉バザーが、広く市民に浸透した結果と捉えることも
できます。第 2 位の「歳末たすけあい運動」は、前回の調査でも高い認知度があり
ました。バザーとともに市民の皆さんにご協力をお願いしている事業であるという
ことで上位になったものと思われます。
3 位の「ふれあい福祉委員会事業」と 4 位の「ふれあい食事サービス」は、市民
とともに進めている事業であり、社協を代表する事業です。
②社協広報紙は 66％が読まれ、ホームページは 76％が見られていない。
社協広報紙「あいネットあきる野」を読んだことがありますかとの問いに、「い
つも読んでいる（35％）」、「たまに読む（31％）」を合わせると 66％が読んでいる
と回答しています。「あいネットあきる野」は市民に社協を理解してもらう一番の
手段と自覚し、より良い紙面づくりをこれからも心掛けていきます。
一方、社協のホームページについては、
「全く知らない（39％）」、
「知っているが
見ない（37％）」となり、76％がホームページを見ていないことになります。ホー
ムページについて、どのようにしたら見てもらえるホームページになるかの研究と
定期的な内容の更新が今後の課題といえます。
ただし、今回のアンケート調査の対象者の多くが、60 歳以上の高齢者層である
27

第2章

あきる野市地域福祉活動計画

ことを考えると、ホームページ等を見る環境が整っていないということも考えられ
ます。
③誰もが安心して暮らすために、地域で必要なことは何ですか。
順位

地域で必要なこと

％

1位

見守りや安否確認

48％

2位

高齢者支援の充実

39％

3位

医療の充実

28％

4位

子育て支援の充実

18％

5位

障がい者支援の充実

17％

6位

福祉サービス情報の充実

15％

6位

ボランティア・市民活動の充実

15％

6位

健康づくりや介護予防の充実

15％

6位

防災・防犯体制の充実

15％

10 位

災害時の避難誘導・たすけあい

14％

今回の調査の中心的対象である社協関係者像（あきる野市に 20 年以上住み続け、
現在は無職で、単身又は夫婦のみの世帯であり、60 歳以上の高齢者層）からする
と、1 位の「見守りや安否確認」、2 位の「高齢者支援の充実」、3 位の「医療の充
実」は、今後、回答者自らがその立場に成り得る身近な問題として挙げられている
ものと思われます。
④地域の中で特に支援が必要と思われる方はどのような方ですか。
順位

支援が必要な方

％

1位

ひとり暮らしの高齢者

67％

2位

認知症等で介護が必要な方

48％

3位

高齢者や障がい者を介護している方

47％

4位

高齢者のみの世帯

38％

5位

障がい者

29％

1 位の「ひとり暮らしの高齢者」、2 位の「認知症で介護が必要な方」、そして 3
位に「高齢者や障がい者を介護している方」、と続いています。これも自分の近い
将来像として重ねた場合、自身の問題として捉えた結果だと思われます。
イ

社協役員用（オプション調査）から
社協の理事、評議員、委員会委員に対する調査を実施しました。社協事業で評価で
きる事業では、1 位が「ふれあい福祉委員会事業」
、2 位が「福祉バザー」、3 位に「ふ
れあい食事サービス事業」が挙げられました。逆に、社協事業で見直しが必要と思わ
28

第2章

あきる野市地域福祉活動計画

れる事業では、1 位が「福祉バザー」、2 位が「チャリティゴルフ」となっています。
評価できる事業と見直すべき事業に福祉バザーが挙げられているのは、評価として、
福祉バザーを開催する側（ボランティアやふれあい福祉委員）が一生懸命やっている
姿への賛辞であり、一方、見直すべき点として、冠婚葬祭等での引き出物等がカタロ
グとなり、バザー品を提供することが難しくなったことなど、市民の大変さに対する
配慮が意見として挙げられています。
社協が今後、より良くなるためには、既存事業の充実とともに、社協事業のＰＲ活
動の必要性が挙げられています。「役員になって社協事業を知り、社協が行っている
事業について、市民は本当に知らないので、社協事業への理解が得られるようＰＲ活
動に力を入れてほしい」という内容でした。
ウ

協力者用（オプション調査）から
協力者調査とは、社協事業の担い手となっている人たちで、有償家事援助サービス
協力員や各種ボランティアを対象に行いました。
活動への「やりがい」と「負担感」については、やりがいを感じているが 84％。
負担感については、感じている 34％、強く感じている 5％を合わせると 39%が負担感
を感じていることが分かります。ボランティア等の活動は、負担を感じながらも、そ
れに勝る「やりがい」が、活動を継続させる原動力といえます。
活動で困っていることについては、1 位が「メンバーの高齢化（49％）」、2 位が「団
体内に外部からの問合せや相談を受ける体制がない（35％）」、3 位が「活動のマンネ
リ化（28％）」、4 位が「若い人が興味を持ちやすい活動をしていない（27％）」、５位
には「地域の付き合いが薄くなっている（22％）」となっており、活動を受け継ぐ次
世代が加わってこないことと併せて、グループメンバーの高齢化が進み、会としての
体制が整わないことがうかがえます。
社協事業の担い手である、協力員やボランティアの高齢化とともに、若年層への活
動の呼びかけ、人材の確保が大きな課題といえます。

エ

当事者用（オプション調査）から
当事者調査は、障がい者団体、高齢者団体、子育て中の母親等に対して行った調査
です。
現在、利用している事業所を選んだ理由については、1 位は「安心感がある（72％）
」、
2 位が「担当者の対応が良い（59％）」、3 位が「他のサービスを知らない（34％）」と
なっています。事業者選びには、安心感と担当者の対応が重要と言えます。
現在、困っていることについては、1 位が「自分の健康（41％）」、同率 1 位で「家
族の健康（41％）
」、3 位に「将来の不安（25％）」と続いています。やはり、健康への
不安とともに、漠然とした将来への不安が上位を占める結果は、現代の世相を反映し
ているのかも知れません。
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オ

利用者用（オプション調査）から
利用者調査とは、社協の行っているサービスを受けている方に行った調査です。社
協の事業を選んだ理由については、1 位が「安心感がある（47％）」、2 位が「担当者
の対応が良い（26％）」、同率 2 位が「公共的な団体が行っているため（26％）
」とな
り、社協事業を選ぶポイントとしては、安心感と担当者の対応、それに社協が公共的
な団体というイメージが強いことが挙げられます。
また、社協が行うサービスの満足度については、1 位が「大変満足している（42％）」、
2 位が「まあまあ満足している（31％）
」と合わせて 73％の利用者が満足されている
ことがうかがえます。その理由として「担当者の対応が良い（69％）」ことが挙げら
れています。担当者の対応がサービスの満足度に直接つながっていることから、事業
を維持するための人材確保が重要な課題といえます。
利用者の方の困りごととしては、1 位が「自分の健康（63％）」、2 位が「家族の健
康（29％）」、3 位が「通院や買い物等の外出（27％）」、４位が「将来の不安（23％）」
となっています。自分の健康と家族の健康の次に、外出が困難な状況が挙がっており、
買い物難民といわれるような状況が現れていると思われます。

カ

福祉関連事業者用（オプション調査）から
福祉関連事業者調査とは、市内の高齢者福祉関連の事業所、障がい者福祉関連の事
業所、児童福祉関連の事業所に行った調査です。
今後、社協の事業の中で関わっていきたい事業については、1 位が「夏体験ボラン
ティア（35％）」、2 位が「障害福祉サービス（24％）」、3 位が「居宅介護支援事業（20％）」、
同率 3 位が「訪問介護事業（20％）」となっています。
福祉関連事業者と社協とのつながりで 1 位の「夏！体験ボランティア事業」は、夏
休み期間中の活動先として、子どもから大人まで多くのボランティアを受け入れてい
ただいています。夏ボラ事業は、社協としては、20 年にわたる施設や事業所との協働
の事業となっていて、各事業所の協力がなければ成り立たない事業です。
また、あきる野市介護事業者連絡協議会の事務局を社協が担当していることも福祉
関連事業所との大きなパイプといえます。
自由記載の欄では、「今後、地域で高齢者を支えていくには、社協の役割が重要と
なっていきますので、リーダーシップを発揮してほしい」と社協への期待が寄せられ
ていました。

（2）

ふれあい福祉委員会地区会議でのヒアリング結果
平成 27 年 7 月 2 日から 7 月 29 日までの期間に、社協職員で組織する「地域福祉活
動計画プロジェクト」のメンバーが、ふれあい福祉委員会地区会議（6 地区に分かれ
て開催）に参加し、「住民相互でできるたすけあい活動について」をテーマに、地域
の様子や課題を聞くことができました。
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ふれあい福祉委員会地区会議でのヒアリングの様子

ア

地域の共通課題
①近所付き合いや行事参加の低下
町内会・自治会の加入率低下に合わせ、高齢による退会が増加しているほか、若い
世代の地域行事への参加及び協力が減少しています。住民同士のつながりとして顔を
合わせたお付き合いを進め、異世代交流などを通じてお互いを知ることが大切になっ
ています。
②担い手の不足と高齢化
ふれあい福祉委員及び地域の役員として活動することを負担に感じている住民が
多く、活動を担う人が見つからず後任を依頼しても断られることもあり、結果として
同じ人が長期にわたり務めなければならないことから、高齢化が進んでいる状況がう
かがえます。
③連携とネットワークの強化
地域では住民個人による見守り、住民組織による見守り及び専門的な見守りなどが
行われていますが、お互いに連携して情報を共有する機会がないため、住民が参加で
きるネットワークの整備と必要に応じた連携が必要です。
④気軽に集まれる場づくりと移動手段の確保
高齢、障がい及び疾病等の身体的理由により、長距離の移動が困難であり階段や坂
道を歩くことが負担となる方に対して、行事開催場所までの移動手段が確保できない
ため参加の機会が減少しています。自宅から近い場所で気軽に集まれる場を設定する
こと、移動手段を確保することが求められています。

イ

住民相互でできるたすけあい活動
住民相互で、庭の草刈りのお手伝い、犬の散歩のお手伝い、買い物のお手伝い及び
幼児の面倒を見るお手伝い等のたすけあい活動が行われており、ふれあい福祉委員と
しても地域で様々な活動に取り組んでいます。
住民相互のたすけあいの多くは、自然発生的に行われており、その根本には住民
同士の付き合いの程度が大きく影響していると推測されるため、今後も、住民同士
の距離が近くなるよう、住民同士の付き合いを強め、広げていくことが重要です。
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3

福祉業界の変革期と社会福祉協議会との関わり
平成 27 年 4 月から施行された生活困窮者自立支援法や改正介護保険制度、また一部改
正案が挙がっている社会福祉法等、現在、社会福祉協議会を取り巻く法律や制度が大きな
変革の時期に来ています。その中で、全国社会福祉協議会又は東京都社会福祉協議会の提
言等から、社会福祉協議会に期待される新たな機能・職種についてまとめてみました。

（1）

生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るた
め、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他の
支援を行うための制度です。生活困窮者自立支援制度における自立相談支援員は、相
談者の支援プランの作成を始め、相談者と一緒に申請窓口に同行するなど、相談者本
人への寄添い支援が求められています。

（2）

地域福祉コーディネーター
地域では、複合的な課題を抱え、かつ既存施策では対応しきれない制度と制度の狭
間への対応が喫緊の課題となっています。東京都社会福祉協議会では、一定の小地域
圏域にアウトリーチ（職員が現場に出向く事）し、住民と協働して地域の課題解決に
取り組むコミュニティワーカーを「地域福祉コーディネーター」として位置づけまし
た。役割としては、①個別支援、②地区社協等の基盤づくり・小地域の生活支援の仕
組みづくり、③小地域で解決できない問題を解決していく仕組みづくり、の 3 点です。
地域包括支援センターの対象が介護保険ベースの 65 歳以上に対し、地域福祉コー
ディネーターは、対象や課題分野を限定しない、より幅広い個別ニーズに対応するこ
とが求められています。

（3）

生活支援コーディネーター
改正介護保険制度の生活支援コーディネーターについては、区市町村区域（第１層）
と中学校区域（第 2 層）への配置が想定されています。第 1 層の生活支援コーディネ
ーターは、ネットワーク構築と社会資源開発が主な役割とされており、一方、第２層
の生活支援コーディネーターは、第 1 層の機能の下で具体的な活動を展開するものと
されており、一定の圏域に配置されている地域福祉コーディネーターの役割と重なる
ところが少なくないとの指摘もあります。違いは、生活支援コーディネーターは、あ
くまでも介護保険分野内であり、対象は高齢者中心となります。

（4）

社会福祉法人の社会貢献事業
社会福祉法人制度改革により社会福祉法人には、地域における公益的な取組を実施
する責務が求められています。厚生労働省の通達（主旨）では、「社会福祉法人の今
日的意義は、社会福祉事業に係る福祉サービスの供給確保の中心的役割を果たすとと
もに、他の事業主体では対応できない様々な福祉ニーズを充足することにより地域に
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貢献していくことにある。社会福祉法人の本旨に基づき果たすべき社会的使命として
積極的に取り組んでほしい」というものです。社会福祉法人である社会福祉協議会に
ついても当然その対象となります。
4

計画に盛り込まれる課題
前期計画の評価と課題、市民へのアンケート調査、ふれあい福祉委員へのヒアリング、
福祉業界の変革期における社会福祉協議会との関わりを通して、あきる野市社会福祉協議
会を取り巻く状況についてまとめてきました。
4 年後（平成 31 年）のあきる野市の現状は、人口が 1,000 人減の 81,127 人で、65 歳以
上の人口が、全体の 29.4％になると予想されています。社協が進める地域福祉の内容も
時代の変化に合わせて少しずつ変えていく必要があり、今回の地域福祉活動計画に盛り込
まれる課題について、次のようにまとめてみました。

（1） 人材の確保と資質及び処遇の向上
ここでいう人材は、社協の職員としての人材の確保です。平成 27 年 7 月から、嘱託・
非常勤の定年を 70 歳に引き上げ、就労年齢に幅をもたせました。また、アンケート調
査から、職員の対応が利用者の満足度と直結していることから、職員の資質の向上とと
もに、質を維持するためにも職員に長く働いてもらうための処遇の向上についての検討
が必要です。
（2） 予算の確保と事業の精査
今後 5 年間の事業を展開するには、具体的に予算をどう確保するのかを明確にしてい
く必要があります。また、費用対効果を考慮し、事業の評価の中で当初の目的を果たし
たものについては、事業を精査して、真に必要な事業に予算を回すことが必要となりま
す。
（3） 次世代育成（福祉教育）
ふれあい福祉委員会もボランティア団体も、高齢化や次世代の後継者不足が大きな問
題となっています。ボランティア・市民活動の次の担い手、人材育成がこれからの大き
なテーマです。アンケートから浮き彫りにされた、社協と関係が薄い対象像である「比
較的最近あきる野市に移り、職業を持っていて、家族で住む 50 歳代以下の若い家族層」
に対し、どのようにアプローチするかが鍵です。また、20 年に及ぶ夏！体験ボランテ
ィア活動を福祉体験から福祉の担い手へと転換することが、次のステップとして求めら
れています。
（4） 異世代交流
住民相互でできるたすけあい活動とは、福祉の対象者を担い手に変えていく活動とい
えます。福祉の対象としての子どもが、敬老大会に参加すれば、お年寄りを元気づける
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立派な担い手に変わります。足腰の弱ったお年寄りが、若い母親たちに子育てについて
語れば、子育て講座の講師です。
これから訪れる少子高齢社会では、誰もが「福祉の担い手」であるというように発想
の転換をしなければ、住民相互のたすけあいは難しいと考えられます。住民みんながで
きることをする。それが、本当の支えあいとなるのです。
（5） 今後社協に求められる事業
福祉業界の変革期において新たに設置が求められている職種や事業を行うには、人件
費や事務・事業費等の予算が必要です。今後、社協が事業を実施するかどうかについて
は、あきる野市との協議や、予算の調整を行いながら、取組への検討を重ねていきます。

あきる野市社会福祉協議会
２０年記念式典

平成 28 年 1 月 23 日（土）午後１時 30 分～4 時
秋川キララホール
第１部 記念式典（来賓あいさつと表彰）
第２部 記念講演（毎日新聞論説委員 野澤和弘氏）
第３部 記念演奏会（キララバンド）
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第 3 章 基本理念

ともに支えあい

笑顔のまち

あきる野をめざして

あきる野市は、少子高齢化が進み、子どもから高齢者まで支援が必要な方の
生活課題は、多種多様化し、公的なものを含めた既存の福祉サービスだけでは
カバーしきれないのが現状です。その一因に、核家族化が挙げられ、大家族が
担ってきた精神的・経済的支援が受けられず、地域の中での孤立化が進みつつ
あります。
今、重要なのは、地域住民同士の支えあいではないでしょうか。地域住民と
は、そこに住む子どもから高齢者まで全ての人をいいます。地域の支えあいの
基本は、周りに困っている人がいないか、まず「気付くこと」です。そして、
自分のできることを考えて、支えあい活動に「参加すること」です。
高齢でも、障がいがあっても、子育て中でも、子どもでも、自分のできるこ
とで、支えあい活動に参加する。みんなでともに支えあえば、笑顔になります。
それが地域に広がれば「笑顔のまち」になるはずです。
あきる野市社会福祉協議会は市民とともに、
「ともに支えあい 笑顔のまち
あきる野をめざして」いきます。
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第4章

実施計画

実施計画の体系
基本理念

基本目標

ともに支えあい 笑顔のまち あきる野をめざして

1 住民の自主的な活動を支援する
あきる野市民の自主的な活動が活発となるように支援することは、社
協のもっとも基本的な事業であり、基本理念にある、「ともに支えあい」
の場が、これらの事業です。市民が自分のできることで支えあい活動に
参加して、互いが笑顔になる、笑顔あふれる活動を支援していきます。

2 安心して相談できる体制を強化する
市民の中には、様々な課題を抱えながら生活している方がいます。様々
な課題解決の入口は「相談業務」です。誰でも安心して相談ができる体制
について強化します。

3 市民との協働を中心に事業を進める
社協の福祉サービスの多くは、市民の協力なしでは成り立たないものが
多く、
「市民との協働」が欠かせません。社協の福祉サービスを通して市民
の皆さんとともに「笑顔のまち あきる野」を目指します。

4 法に基づき、地域と歩む福祉サービスを提供する
社協の事業には、介護保険事業や障がい者の施設など、法律に基づいて
運営しているものがあります。法令遵守はもちろんですが、社協のネット
ワーク力を生かし、地域とともに歩む福祉サービスを提供します。

5 身近な組織として、分かりやすい経営を行う
社協を市民に理解してもらうには、市民の身近な存在となることが大切
です。社協を知ってもらう努力や市民が活動しやすくなる体制づくり等、
市民にとって分かりやすい経営を行っていきます。

6 今後、社協に期待される事業について検討する
福祉業界の大きな変化の流れの中で、社協に期待が寄せられている事業
について、経営的観点から検討を進めていきます。
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※各事業名の後ろの[C3・P38]は、PLAN（計画）⇒DO（実行）⇒CHECK（見直し）の C と P を表しています。
従って[C3・P38]は、この事業の前計画の評価は 3 頁、今計画は 38 頁にあるという意味です。

実施事業
①ふれあい福祉委員会事業[C4・P39]
⑧あきる野市介護事業者連絡協議会事務局[C23・P42]
②ふれあいサロン事業[C5・P39]
⑨福祉バザー実行委員会事務局[C23・P42]
③ふれあいサロン事業（子育てサロン）[C21・P40] ⑩あきる野市高齢者クラブ連合会事務局[C23・P42]
④ボランティア活動推進事業[C6・P40]
⑪あきる野市遺族会事務局[C23・P43]
⑫あきる野市赤十字奉仕団事務局[C23・P43]
⑤ボランティア・市民活動団体助成事業[C7・P40]
⑥夏！体験ボランティア事業[C20・P41]
⑦チャリティゴルフ実行委員会事務局[C23・P41]

①地域包括支援センター事業の受託[C11・P45]
②地域福祉権利擁護事業の受託[C18・P45]
③成年後見制度推進事業の受託[C18・P45]
④生活福祉資金貸付事業の受託[C17・P46]
⑤受験生チャレンジ貸付事業の受託[C19・P46]
①ふれあい食事サービス事業[C5・P48]
⑩災害ボランティアセンター事業[C6・P51]
②有償家事援助サービス事業[C7・P48]
⑪福祉教育支援事業［C21・P51］
③移送サービス事業[C8・P49]
④介護支援ポイント制度事業[C12・P49]
⑤手話通訳奉仕員派遣事業[C16・P49]
⑥福祉理容サービス事業[C10・P50]
⑦ふれあいクリスマス会実行委員会事務局[C23・P50]
⑧親子レクリエーション事業（ひとり親家庭）[C9・P50]
⑨親子レクリエーション事業（障がい児（者）家庭）[C15・P51]
①こすもす福祉作業所の運営[C13・P53]
②希望の家の運営の受託[C13・P53]
③ひばり分室の運営の受託[C14・P54]
④居宅介護支援事業[C10・P54]
⑤訪問介護事業[C11・P55]
⑥障害福祉サービス事業[C16・P55]

①組織体制（人材確保）[C23・P57]
⑧福祉用具等貸出事業[C8・P59]
⑨個人情報保護に関する体制[C25・P60]
②秋川ふれあいセンター運営の受託[C22・P57]
③社協会員の募集[C24・P58]
⑩苦情解決に関する体制[C25・P60]
④広報「あいネットあきる野」の発行[C24・P58] ⑪災害見舞金給付事業[C22・P60]
⑤社協ホームページの充実[C24・P58]
⑥日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局[C23・P59]
⑦東京都共同募金会あきる野地区協力会事務局[C23・P59]
①生活困窮者自立支援事業との連携[P62]
②生活支援コーディネーター事業[P62]
③地域福祉コーディネーター事業[P62]
④社会福祉法人の社会貢献活動[P63]
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1

住民の自主的な活動を支援する

ふれあい福祉委員会活動

あきる野市の地域保健福祉計画では、高齢者の割合が増加し、4 年後（平成 31 年）には、
人口の 29.4％が 65 歳以上の高齢者になるという予測を立てています。町内会・自治会の加
入率も 6 割を切り、年々減少傾向にあります。地域福祉活動計画策定に伴うアンケート調査
結果からも、地域住民のつながりの希薄化が挙げられ、住民の孤立化が進む傾向にあります。
特に高齢者については、孤立化による孤独死、介護をしている家族の心と体のケアも大き
な課題となり、日頃から地域で声かけ・見守りを広める仕組みとともに、高齢者等が孤立、
孤独とならないよう身近な地域で集まれる場づくりが必要です。社協では、82 の町内会・
自治会の協力を得て、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・訪問活動」を行っています。
また、孤立化については、高齢者にとど
まらず、特に就学前の子育て中の母親の孤
立から、育児の悩み、育児放棄、わが子へ
の虐待等につながるケースがあり、あきる
野市の地域保健福祉計画でも、子ども家庭
支援センターへの相談件数の増加の実態が
報告されています。
そのような課題に対して、社協では地域
住民に協力していただき、あきる野市内に
24 か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。平成 26 年度からは、子育て支援ボランティアの
育成に取り組み、子育て中の母親を対象とした「子育て応援サロン」を、ボランティアの
協力を得て開設することができました。
子育てサロン
一方、様々な活動の担い手であるボラン
ティア活動についても高齢化の波は押し寄
せ、多くのボランティア団体で、メンバー
の高齢化とともに、活動を継承していく若
い世代の参加がないことが、高齢化に拍車
をかけ、団体そのものが成り立たない状況
になりつつあるのが現状です。
これからの大きなテーマは「若い世代の
参画」です。町内会・自治会では、異世代
交流イベントに力を入れたことにより、若
い家族世帯の加入が増えたとの報告もあり、
「異世代交流」も一つのキーワードといえます。
社協では、夏！体験ボランティア事業において、毎年延べ 600 人の児童・生徒・学生・社会
人に「地域でのボランティア体験の場」を提供してきました。今後は、夏！体験ボランティ
ア事業に参加した若い市民に「地域での支えあい活動の場」に参加してもらうことが目標と
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なり、若者世代が地域に目を向ける仕組みづくりが早急に求められています。
あきる野市民の自主的な活動が活発
夏！体験ボランティア事業
となるように支援することは、社協の
もっとも基本的で、大切な事業であり、
基本理念にある、
「ともに支えあい」の
場が、これらの事業です。
今後も、市民が自分のできることで支
えあい活動に参加して、お互いが笑顔
になる、笑顔あふれる活動を支援して
いきます。

1－①

ふれあい福祉委員会事業
各ふれあい福祉委員会による子どもから高齢者までの声かけ・見守り活動を推進
し、見守り、声かけ活動がより有意義になるよう、他の見守り活動（市高齢者見守
り事業や民生委員活動など）とのネットワークづくりを検討するとともに、子ども

実施計画

から高齢者まで地域住民同士がつながるよう、社協とふれあい福祉委員会が一体と
なって、日頃から地域での声かけ・見守りを広める取組を行います。また、地区担
当制を社協全職員に変更し、社協がより一層地域に顔の見える存在となることによ
り、地域の課題を把握し、地域住民とともに解決できるよう取り組みます。
各ふれあい福祉委員会が、それぞれの地域状況に応じて実施する地域同士がつな

財

源

がる取組などの自主的な活動には、社協会員会費など、安定した自主財源が必要不
可欠です。

1－②

ふれあいサロン事業
ふれあい福祉委員会地区会議における聴き取り調査において、増加する高齢者等
が孤立、孤独とならないよう、身近な地域で、集まりやすいサロンが必要だとの意
見が多く挙がりました。今後も現在登録しているサロンの自主活動が、より一層活

実施計画

動しやすいよう活動費の補助や参加者に関係する情報提供等の支援を継続して実施
するとともに、地域住民が主体となり、身近な場所で、集まりやすいサロンを設置
できるよう、地域住民へのきっかけづくりを行います。
ふれあいサロンが継続して自主活動を実施するには、世話人の負担とならないよ

財

源

う、サロンの運営に要する経費等の補助が必要であり、社協会員会費など安定した
自主財源が必要不可欠です。
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1－③

ふれあいサロン事業（子育てサロン）
高齢のみならず子育て世代においても、地域のつながりの希薄化により孤独、孤
立が懸念されています。
今後も継続して子育てサロンの立ち上げ支援及び運営支援、並びに子育て応援サ

実施計画

ロンを継続して実施するとともに、子育て応援サロンの協力者が地域の中で自主的
な活動を行えるよう支援します。また、子育てサロン参加者等の子育て中の親や子
育てに関係する機関との意見交換等を行い、積極的に子育て世代の福祉課題を把握
するとともに、子育て世代と地域がつながりを深め、地域の中で子育て世代も安心
して暮らせるよう課題の解決方法を検討します。

財

源

1－④

本事業は、社協会員会費等の自主財源のみが財源となっていることから、今後も
自主財源の有意義な活用を検討します。

ボランティア活動推進事業
多くの高齢者がボランティア活動に参加できるようボランティア啓発事業を継続
して実施します。また、若年世代がボランティア活動に興味を持ち、地域に目を向
けるきっかけとなる啓発事業を実施するとともに、市内中高生がボランティア活動

実施計画

へ参加するきっかけづくりも行います。
さらにボランティア活動を希望する地域住民等とボランティアを必要とする施設
等につなげるコーディネート業務を継続して行います。ボランティアがやりがいを
持って活動できるよう、日頃から施設等との関係づくりを進めるとともに、ボラン
ティアの活動先の開拓を行います。

財

源

1－⑤

本事業は、市補助金及び社協会員会費等自主財源が財源なっていることから、多
くの市民が地域に目を向けるきっかけとなるよう有意義な活用を検討します。

ボランティア・市民活動団体事業費助成事業
ボランティア・市民活動団体（以下「団体」という。）は、メンバーの高齢化が課
題であり、今後、団体の活動自体が難しくなることが考えられます。
団体事業費助成の目的である、市民を対象とした事業を団体が独自で行ってきま

実施計画

したが、今後は、団体が行う事業に対し助成するという支援だけではなく、団体の
活性化を進めるために、助成金による新たな団体の立ち上げに重点を置き、本事業
の内容の変更を検討します。

財

源

本事業は、市補助金及び社協会員会費等の自主財源により実施しています。有効
活用できるよう助成内容等の変更を検討します。
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点字サークル「まど」の活動風景

夏！体験ボランティア

1－⑥

夏！体験ボランティア事業
今後も多くの市民が参加し、福祉やボランティア活動に興味を持つきっかけとな
るよう保育園や特別養護老人ホームなどの施設やボランティア団体等に体験ボラン
ティアの受け入れに協力をいただき、継続して実施します。また、受け入れ施設等

実施計画

に、日頃からボランティアの受入れが円滑に行えるよう支援を継続します。
なお、参加を希望する施設に偏りがあり、早朝からの受付順番待ちや長時間の待
ち時間の発生など、初日の受付体制について、スムースな受付方法等を検討します。

財

源

1－⑦

市補助金及び会員会費等が財源となっているので、受益者負担の観点からボラン
ティア保険料等を参加者負担に変更することを検討します。

チャリティゴルフ実行委員会事務局
社会奉仕団体及び個人ボランティア（以下「社会奉仕団体等」という。
）により組
織されている実行委員会が、地域福祉の推進を目的として実施する年 2 回（春・秋）
のチャリティゴルフ大会を事務局として支援しています。実行委員会は、チャリテ

実施計画

ィゴルフ大会の収益金により、社協に福祉車両を寄贈し、これを高齢や障がい等で
外出が困難な方の通院等に使用して、地域福祉の推進・向上を図っています。
社協は、今後も社会奉仕団体等により組織されるチャリティゴルフ実行委員会を
継続して支援します。

財

源

有償家事援助サービス事業（移送サービス）で使用する福祉車両等の購入に当た
って、大変貴重な財源となっています。
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1－⑧

あきる野市介護事業者連絡協議会事務局
平成 27 年 4 月 1 日現在、110 の介護サービス事業者が加入する連絡協議会（以
下「介護事業者連」という。
）の事務局に社協が選任されています。
現在、介護サービス事業所の運営は、介護報酬の減額により非常に厳しい状況に

実施計画

あり、併せて介護事業者連の活動が活発になるほど事務局としての事務負担が増大
しているのが現状です。
しかしながら、社協が公共性の高い団体であること、また、介護事業に関する情
報を素早くキャッチできるなどのメリットもあり、今後も介護事業者連の事務局を
担当する意味は大きいと言えます。

財

源

1－⑨

現在、加入事業者からの負担金により連絡協議会を運営しています。

福祉バザー実行委員会事務局
ふれあい福祉委員及び町内会・自治会から推薦された地域住民等で構成された実
行委員会により福祉バザーが実施されます。実行委員会から寄附された収益金は、
社協が実施する有償家事援助サービス、ふれあい食事サービス等の地域福祉活動を

実施計画

充実する財源とさせていただいています。
社協は、地域住民により構成された実行委員会の事務局として、今後も継続して
支援します。

財

源

1－⑩

実行委員会からの寄附金は、有償家事援助サービスやふれあい食事サービスなど
の貴重な自主財源となっています。

あきる野市高齢者クラブ連合会事務局
高齢者クラブは、地域の高齢者が、活動を通して仲間づくりをし、互いに支えあ
い励ましあいながら、社会活動に積極的に参加しています。また、各高齢者クラブ
が実施するレクリエーションやスポーツは、介護予防対策にもなり、健康で明るい

実施計画

社会を作る活動として大きな意義があります。会員増強や数多くの事業実績が認め
られ、全国老人クラブ連合会から表彰されましたが、より魅力ある活動が継続して
いけるよう内容的にも高められるよう支援していきます。
今後は、より多くの方が加入したいと思える高齢者クラブを目指し、市担当部署
やあきる野市高齢者クラブ連合会役員とともに検討していきます。

財

源

これからも、あきる野市からの高齢者支援に対する予算を確保するよう、あきる
野市に要望していきます。
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1－⑪

あきる野市遺族会事務局
今日の平和と繁栄が尊い犠牲により築かれたことは、決して忘れてはならない事
実であり、英霊を慰霊し顕彰するとともに、悲惨な戦争での体験等を後世に伝え、
戦争の惨禍が再び繰り返されないよう、平和を堅持することに会の大きな意義があ

実施計画

ります。
遺族の高齢化はもちろん、遺族会役員も戦争未体験者が増えるなどの影響による
会員減少は大きな課題です。今後は、将来を担う若者たちに平和への想いを継承し
ていくことが求められていることから、戦争体験談をまとめた冊子の作成や戦争体
験を語る会等の開催について、遺族会役員と検討していきます。

財

源

事務局人件費として、あきる野市に要望していきます。

福祉バザー

あ高連 グラウンド・ゴルフ大会

1－⑫

あきる野市赤十字奉仕団事務局
あきる野市赤十字奉仕団は、日本赤十字社東京都支部あきる野市地区の活動組織
として、街頭、市内施設及びあきる野市の行事等で積極的に日本赤十字社のＰＲ活
動を行っています。また、夏！体験ボランティア、チャリティゴルフ大会及び福祉

実施計画

バザー事業等、社協又は社協が実行委員会事務局を担う事業へも積極的に協力をし
ているボランティア団体です。
日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局をあきる野市が担当するまでは、
今後も、社協が継続して事務局として支援を行います。

財

源

日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局からの交付金があります。
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2

安心して相談できる体制を強化する

市民の中には、様々な課題を抱えながら生活している方がいます。様々な課題解決の入口
は「相談業務」です。誰でも安心して相談ができる体制について強化していきます。
現在、高齢化と核家族化の進行が、様々な問題に拍車をかけているといえます。介護予防、
高齢者の虐待、権利侵害等、高齢者からの様々な相談には、「地域包括支援センター（五日
市はつらつセンター）」が対応しています。
「地域福祉権利擁護事業」や「成年
五日市はつらつセンター
後見制度推進事業」は、高齢者（認知
症も含む。）、知的障がい、精神障がい
の方の権利を守るための相談と支援
業務を行っています。
「生活福祉資金貸付事業」では、
様々な生活場面で必要な資金の貸付
けを行っていますが、特に大学の授業
料等への教育支援資金の貸付の需要
は、年々高まってきています。
東京都の事業である「受験生チャレ
ンジ支援貸付事業」では、高校、大学の受験に関わる資金への貸付相談も年々増加している
のが現状です。
安心して相談できる体制には、様々な事情を抱えながら相談窓口に来られる市民への特別
な配慮が必要となります。具体的には、相談する場所の確保、相談員の対応、守秘義務の励
行等が挙げられます。市民の立場に立ち、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を進めていきます。
地域福祉権利擁護事業
相談を受けることで、大きな不安を抱えて
いた市民の心が少しでも軽くなり、「相談し
て良かった」と思えるような相談業務を目指
します。
あきる野市が行ったアンケート調査では、
「社協に今後どのような活動を期待します
か」との設問に対し、「身近な相談窓口とし
ての機能の強化」に 32.2％の市民からの回
答があり、社協の相談業務に対する期待が寄
せられています。
社協では、職員の内部研修の充実や情報の共有化を積極的に進め、「親切な態度、正確な
説明、的確な助言」を励行し、身近な相談窓口として「あきる野市社会福祉協議会は頼りに
なる」と市民の信頼が得られるよう努めていきます。
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2－①

地域包括支援センター事業の受託

[あきる野市からの受託事業]

五日市はつらつセンターは、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、主任介護支援専門員、保健師（経

実施計画

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「チームア
プローチ」を基本にワンストップで対応していきます。
これからも社協のネットワーク力を最大限に生かし、様々な団体と連携し、介護
予防や虐待防止を進めていきます。
本事業が地域へ根付きはじめ、相談対応の件数も増加しています。総合事業の開

財

源

始や地域包括ケアシステムの取組等で事業の拡大が見込まれます。今後、地域包括
ケアシステムの実現のためにも、本事業を社協が受託していくことは重要です。併
せて、人員の拡充等の検討を市と協議していくことが必要となります。

2－②

地域福祉権利擁護事業の受託【東京都社会福祉協議会からの受託事業】
判断能力が低下している利用者の金銭管理等を行う事業であり、信頼関係がとて
も大切です。事務手続きも多く、相談から契約まで時間がかかるため、スムースな
支援が行えるよう、支援員の援助技術の向上や手続きの効率化に努めていきます。

実施計画

また、この事業は、まだまだ市民に浸透していないので、多くの市民に知っても
らえるように周知活動にも力を入れていきます。
全国的に利用者の数が増加していることから、今後は適格な生活支援員を確保
し、利用者には適切な支援を提供していきます。
地域福祉権利擁護事業は、国と都の補助金が財源です。国の予算の枠組みが平成

財

源

27 年度から変更になり、補助額の算定方法も変更され、補助金に影響が生じるこ
とから、今後の事業体制について検討していきます。

2－③

成年後見制度推進事業の受託 【あきる野市からの受託事業】
市民にとって成年後見制度の利用は、とてもデリケートな問題です。今後も成年
後見制度の説明、申立の支援、制度へスムースにつなぐ等相談体制を強化していき
ます。親族後見人に対しては、横のつながりを持てるような連絡会や研修会を開催

実施計画

していきます。また、より一層成年後見制度を一般市民に理解してもらえるよう講
演会や講座等の周知活動も引き続き行います。
市民後見人の養成や市民後見監督人、法人後見については、あきる野市の状況を
見て、必要性について検討していきます。その上でも、今後の本事業を推進するに
は、公共性の高い社協が受託していくことが重要です。

財

源

上記計画内容が実施できるよう受託金の確保について、あきる野市と協議してい
きます。
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2－④

生活福祉資金貸付事業の受託 【東京都社会福祉協議会からの受託事業】
生活福祉資金の貸付事業、特に教育支援資金は、本事業の貸付実績のほとんどを
占め、今後も貸付けの増加が見込まれます。平成 26 年度の相談件数は、年間 800 件
を超え、ほぼ毎日のように市民からの貸付相談があります。

実施計画

これらの貸付相談に対しては、迅速かつ丁寧に対応することを心がけていきます。
また、償還事務に対してもきめ細かく対応できるよう、体制強化を図っていきます。
本事業は、民生委員活動の中から生まれた事業であることから、貸付けの相談援
助、償還の見守りについて、民生委員との連絡を密にし、本事業が有効に活用され
るよう協働して進めていきます。

財

源

2－⑤

実施計画の内容を実現できるよう予算確保のため、受託金について東京都社会福
祉協議会に働きかけていきます。

受験生チャレンジ貸付事業の受託 【あきる野市からの受託事業】
本事業は、高校 3 年生、中学 3 年生の受験に関わる経費について、貸付けを行う
東京都事業です。平成 26 年度の実績として貸付 51 件（受講 28 件、受験 23 件）、相
談件数 406 件と年々伸びている状況です。貸付相談に対しては、迅速かつ丁寧に対

実施計画

応することを心掛けていきます。
本事業の周知については、余裕を持った申請ができるよう、広報「あいネットあ
きる野」に定期掲載するとともに、学校や学習塾にチラシの配布を行っていきます。
4 年間の実績により、本事業を社協が行っていることが市民に広く浸透してきま
した。本事業については、事業終了まで社協が受託していきます。

財

源

東京都からあきる野市を通して、年間 3,500,000 円の受託金収入があります。
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3

市民との協働を中心に事業を進める

有償家事 援 助 サ ー ビ ス

社協が企画、実施している福祉サービスの多くは、市民の協力なしでは、成り立たないも
のが多く、「市民との協働」が欠かせません。
社協の会員を対象とした、会員相互の支えあい活動でもある「有償家事援助サービス」は、
1 時間 800 円の利用料により、年間約 6,000 時間に及ぶ有料のサービスの提供を行っていま
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、
一般市民で特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。
「ふれあい食事サービス」は、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
事サービスです。調理ボランティア・配食ボ
ランティアの協力により、1 食 500 円で年間約
6,500 食を提供しています。
上記の活動は、社協が行うサービスに対し、
利用する側（利用者）とサービスを提供する側（協力員・ボランティア）に登録してもらう
事業です。担い手である市民が、利用者である市民にサービスを届けることにより、ありが
とうの言葉や笑顔を利用者である市民から得られる活動といえます。地域福祉活動計画策定
に伴うアンケート調査では、ボランティア等の活動は、負担を感じながらも、それに勝る「や
りがい」が、活動を継続させる原動力であるとの結果が出ました。その原動力こそ、する側・
される側、お互いの笑顔ではないでしょうか。
ふれあい食事サービス

「災害ボランティアセンター事業」は、一
般のボランティア活動とは異なり、社協主導
のボランティアであり、災害に備え、効果的
なボランティア活動が市民の協力により行な
えるよう、災害ボランティアセンターの設
置・運営訓練を実施するとともに、市民への
啓発のため、災害ボランティア養成講座等を
開催しています。
また、災害時に効果的なボランティア活動
が行えるよう、あきる野市災害ボランティア
センター設置・運営マニュアルを策定し、市と平成 25 年 9 月にあきる野市災害ボランティ
アセンターの設置等に関する協定を締結しました。さらに、あきる野青年会議所との災害時
相互協力協定を締結し、災害時に備えるとともに、市民の協力により毎年訓練を行うなど着
実に成果を上げています。災害ボランティアの原動力は「市民の命と笑顔を守る」ことだと
思います。
これらの社協の福祉サービスを通して、市民の皆さんとともに「笑顔のまち あきる野」
を目指していきます。
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3－①

ふれあい食事サービス事業
今後、高齢者の増加等に伴い、利用者の増加が見込まれ、現在の体制では対応が
困難になることが考えられます。
このことから、調理及び配食ボランティアの状況等も鑑み、実施回数等の内容の

実施計画

変更を検討します。また、本事業は、調理及び配食ボランティアの協力により実施
していることから、継続して本事業が実施できるよう調理及び配食ボランティアを
増やすための募集を積極的に行います。
本事業は、寄附及び社協会員会費も財源となっていることから、有償家事援助サ

財

源

ービス事業と同様に会員限定事業としての実施も含め、安定した財源確保を検討し
ます。

3－②

有償家事援助サービス事業
平成 29 年度までに実施される「介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合
事業」という。
）」については、これまで以上に公的制度外サービスの充実が求めら
れます。こうした中、本事業の果たす役割は大きいと思われますが、定年の延長や

実施計画

女性の社会進出等により、担い手不足は大きな課題となっています。
このような現状から、直ちに「総合事業」へ参入することは難しいと思われます
が、市の指定を受けるに当たり、市が示す条件を注視しつつ、動向を見守っていき
ます。また、住民相互のたすけあい活動を広げるため、広報等を活用して、担い手
の確保や利用者の拡大を図っていきます。

財

源

事業の趣旨から、これ以上、利用者へ負担を求めるのは難しいと思われるため、
以前のように市が事業費の多くを担ってもらえるよう働きかけていきます。
移送サービス
ふれあいクリスマス会
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3－③

移送サービス事業
地域特性から、今後も高齢者や障がい者等への足の確保は重要であり、市内唯一
の福祉有償運送事業者である社協への期待は、さらに高まることが予想されます。
一方で、定年の延長等により、新たに担い手となる人が増えない状況の中、協力

実施計画

員の約半数が 70 歳を越えている状況にあるため、今後は、これまで以上に安全性
の確保が重要となります。特に、人工透析患者は、定期的かつ長期的な利用となる
ことから、現状でも希望に応えられない場合もあるため、時間帯の変更や送迎車の
確保などを病院に働きかけていくとともに、車両の空き時間は、通院に限らず、こ
れまで以上に障がい者等の外出支援として利用できるよう、検討していきます。

財

源

3－④

ガソリン代の高騰や消費税の増税等により、車両の維持管理費が増加しているた
め、制度の範囲内において、利用料の増額を検討していきます。

介護支援ポイント制度事業の受託

【あきる野市からの受託事業】

本事業は、あきる野市から受託した事業で、65 歳以上の高齢者を対象とし、介
護予防を目的として市が指定した施設において実施したボランティア活動に対し
て、ポイントを付与し、ポイントにより交付金を支払う制度です。

実施計画

毎年、登録申請をするなど事務手続きの煩雑さや受入施設の登録者の受入れ内容
等の対応格差があることから、申請せずに活動だけを続ける方も増えているため、
今後は、委託先であるあきる野市と協議し、高齢者がより一層参加しやすい制度を
目指します。
事務費及び交付金があきる野市からの委託費となっています。今後、登録者等の

財

源

増加により、事務量が増加した場合は、人件費を含めて委託するようあきる野市と
協議します。

3－⑤

手話通訳奉仕員派遣事業の受託 【あきる野市からの受託事業】
奉仕員は、日中仕事をしている人が多く、現実的に活動できる人が限られています。
また、現状では、申請を受けた市が派遣決定をするため、土日祝日や夜間等の急な依
頼には対応できない状況であるとともに、聴覚障がい者自身が、あらかじめ、
（手話の

実施計画

できる）知人等に依頼するなど、必ずしも奉仕員が必要でない場合もあります。
一方で、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が、平成 28 年 4 月に
施行されることから、今後は、各種講演会や講座等、広く住民が集まる場面において、
手話通訳を配置する機会が多くなる可能性があることから、個人以外への派遣の仕組
みを検討する必要があります。

財

源

本事業は、受託事業であるにも関わらず、1 時間当たり 1,100 円／回の事務費の
みであるため、年間を通じた人件費相当の予算（啓発費等）を要望していきます。
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3－⑥

福祉理容サービス事業
高齢者の増加等に伴い、本事業の利用者の増加が予測されます。
今後も外出が困難な高齢者及び障がい者等が自宅で散髪等を受け、衛生面の確保
を行うなど在宅生活が向上するよう「あきる野市福祉理美容の会」との協働により、

実施計画

継続して事業を実施します。
また、
「あきる野市福祉理美容の会」の利用者の受入れ可能な状況等を確認し、対
象者への周知を進めます。

財

源

3－⑦

本事業は、社協会員会費等も財源となっていることから、有償家事援助サービス
事業と同様に会員限定事業としての実施も含め、安定した財源確保を検討します。

ふれあいクリスマス会実行委員会事務局
秋川流域の社会奉仕団体及び障がい者団体（以下「社会奉仕団体等」という。）に
より組織された実行委員会が、秋川流域の在宅障がい児（者）を対象として、クリ
スマスの楽しい一時を提供するとともに、ボランティア等との交流を図り、障がい

実施計画

児（者）の社会参加への一助とすることを目的として実施しています。秋川流域ふ
れあいクリスマス会は秋川流域の社会福祉協議会（あきる野市、日の出町、檜原村）
が事務局として支援しています。
今後も、秋川流域の社会奉仕団体等により組織される実行委員会を継続して支援
します。

財

源

3－⑧

社会奉仕団体等が事業費を分担し協働で行うことにより、多くの障がい者及びそ
の家族が楽しく参加しています。

親子レクリエーション事業（ひとり親家庭）
ひとり親家庭の支援として本事業を実施していますが、親の仕事などにより、参
加する家庭は減少しています。一方、ひとり親も含めた子育て家庭の世帯数は、減
少しているにもかかわらず、子ども家庭支援センターへの相談件数は増加、多様化

実施計画

する傾向にあり、子育て家庭の生活課題が増加していることが考えられます。
社協は、ひとり親家庭や子育て家庭（以下「子育て家庭等」という。
）の当事者及
び関係する機関との情報交換を行い、子育て家庭等の福祉課題の把握に努め、地域
の中で子育て家庭等が安心して暮らせるよう、子育て家庭等を支援する事業への変
更を検討します。

財

源

本事業は、社協会員会費等自主財源のみがその財源となっていることから、今後
も自主財源の有意義な活用を検討します。
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3－⑨

親子レクリエーション事業（障がい児（者）家庭）
障がい児（者）が、家族と外出する機会を増やし、家族の絆を深めることを目的
として家族との外出行事を実施してきました。障害者総合支援法等が施行され、公
共施設等におけるバリアフリーや福祉サービスの充実等により、障がい児（者）の

実施計画

外出環境が整備され、障がい児（者）が家族や友人と外出する機会が増加したこと
から、今後も本事業へ参加する世帯が減少することが考えられます。
今後は、障がい児（者）
、その家族及び関係する機関との情報交換を行い、障がい
児（者）の福祉課題の把握に努め、外出行事以外の障がい児（者）を支援する事業
への変更を検討します。

財

源

3－⑩

本事業は、社協会員会費等自主財源のみがその財源となっていることから、今後
も自主財源の有意義な活用を検討します。

災害ボランティアセンター事業
いつ発生するか分からない多摩直下型地震や、経験のない豪雨等の大災害発生に
備え、あきる野青年会議所や登録災害ボランティアの協力を得て、今後も継続して
災害ボランティアセンター（以下「災害ＶＣ」という。）設置・運営訓練を実施しま

実施計画

す。大災害が発生した際に、災害ボランティア活動が被災住民の生活支援を効果的
に行い、また、地域住民の災害ＶＣへの理解と協力が得られるよう、防災・安心地
域委員会や民生委員等の地域の関係団体等との関係づくりを進めます。
災害ボランティアを啓発すること及び災害時に災害ＶＣスタッフとして協力いた
だくことを目的に、市民を対象とした災害ボランティア養成講座を開催します。

財

源

3－⑪

実施計画

財

源

いつ発生するか分からない災害に備え、災害ボランティア活動基金を維持すると
ともに、災害ＶＣ資材等の確保を進めます。

福祉教育支援事業（福祉の心を育てる授業）
高齢者を敬い、障がい者に手を差し伸べる「福祉の心」を育てるには、児童・生
徒の学年の違いや理解力の差により、その方法は様々です。
地域包括支援センターでは、高齢者の疑似体験授業等を市内の小・中学校と企画
し、講師として職員が授業を担当しています。社協が運営する障がい 3 施設では、
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。
この事業を推進するには、学校側のニーズを聞き、内容について協議する場が必
要です。今後とも「福祉の心を育てる」ことを目的に市内の学校に対し、様々な形
で支援を行っていきます。
学校のニーズは様々です。担当する部署は予算の範囲内で、学校の授業を支援し、
福祉の心を育てていきます。
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4

法に基づき、地域と歩む福祉サービスを提供する

社協の事業には、障がい者施設や介護保険事業など、法律に基づいて運営しているものが
あります。
社協では、心身障害者通所授産施設として、
こすもす福祉作業所の活動風景
こすもす福祉作業所と五日市希望の家、心身
障害（児）者通所訓練施設として、ひばり訓
練所を運営してきました。平成 25 年度から、
障害者自立支援法（当時）に基づく法内施設
として、こすもす福祉作業所は、指定生活介
護及び指定就労継続支援 B 型の多機能型事業
所として社協が独自に運営し、また、五日市
希望の家は「希望の家」、ひばり訓練所は「ひ
ばり分室」と改名し、指定生活介護事業所と
して、あきる野市から指定管理を受け運営し
ています。
これらの施設は、障がい者の親の思いが大き
こすもす福祉作業所の作業風景
な力となり、市がその思いに応えて設置された
施設です。社協は、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を得
ながら、利用者がより充実した生活が送れるよ
う、様々な活動を企画、実施してきました。
これからも、長年培ってきた利用者とその家
族、施設職員との絆を大切にしながら、3 施設
の運営を継続していきます。
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、
「社協ケアセンタ
ー」として、ケアマネジャーが利用者のケアプランを作成する居宅介護支援事業や、利用者
宅を訪問し、ヘルパーによる支援を行う訪問介護事業を続けてきました。また、障害者総合
支援法に基づく障害福祉サービス事業は、利用者宅にホームヘルパーを派遣するとともに、
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、障がい児（者）に対する社会
参加活動を支援しています。
訪問介護事業と障害福祉サービス事業は、特定事業所加算（Ⅱ）が付加され、今後も質の
高い事業所として事業を推進していきます。
これら法に基づく事業については、法令遵守はもちろんのこと、あきる野市内を網羅する
社協のネットワーク力を生かし、地域とともに歩む福祉サービスを提供していきます。
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希望の家の活動風景

4－①

こすもす福祉作業所の運営
就労継続支援Ｂ型と生活介護の多機能型事業所の特性を生かし、利用者に就労の
機会を提供するとともに、生産活動や創作的活動などを実施し、利用者の特性にあ
った活動プログラムを提供していきます。

実施計画

さらに、地域の方に障がい者理解を深めていただけるよう、積極的に地域のイベ
ントに参加し、利用者が暮らしやすい地域づくりを進めるとともに、こすもす福祉
作業所のサービスの質の向上、利用者の視点に立った支援を目指します。
市補助金収入、自立支援給付費収入（介護給付費、訓練等給付費）など安定した

財

源

収入を確保することが、運営するためにとても重要です。そのためには、定員に達
する利用者の受け入れや、出席率の向上を図る運営を進めます。

4－②

希望の家の運営の受託

[あきる野市指定管理事業]

日中活動のプログラムが少ないため、他施設のプログラムを参考にする等活動プ
ログラムを増やしていきます。新規にプログラムを始める際は、試験的に何度か実
施して、一人一人の特性に合った活動プログラムを見つけ、定着できるようにしま

実施計画

す。現在、利用者数が定員に達していないため、地域で行う行事等に積極的に参加
し、パネル掲示等で施設のＰＲをしていきます。
ひばり分室とともに、社協の特性を生かした運営を行い、引き続き、市の指定管
理を受けていきます。
利用者が増加した際は、障がいの程度を考慮した人件費の確保が必要となってき

財

源

ます。新しく行う活動プログラムは、本格的に行っていくとなった場合、材料費等
の経費が必要となることから、財源確保について検討していきます。
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4－③

ひばり分室の運営の受託

[あきる野市指定管理事業]

活動内容については、個別支援計画に基づいて一人一人に合った内容で実施して
いきます。ひばり分室は幅広い年齢の利用者が在籍しているため、全員で一緒に行
う歩行などの軽運動についても、体力の差などにより個別の対応が必要となってい

実施計画

ます。利用者の健康状態、体力などを日々確認しながら、怪我などのトラブルの発
生を未然に防いでいきます。また、保護者との連絡、職員間の情報共有などについ
て更に徹底し、安全で、きめの細かいサービスを実施していきます。力を入れてい
る手芸等の製作活動については、新しいアイデアを取り入れていき、利用者が楽し
く取り組める内容を進めていきます。

財

源

現在は、利用者数が定員に達していますが、引き続き定員の確保に努めていくと
ともに、出席率の向上を図り、安定した経営を実施していきます。

ひばり分室の活動風景

4－④

居宅介護支援事業
社協では、現在、事業を円滑に進めることを目的にケアマネジャー1 人に対し、
要介護度に関わらず、おおむね 30 名を担当することとしていますが、ケアプラン
作成については、コンスタントに依頼がある状況です。

実施計画

こうしたことから、当初から社協が担当している方を除き、要介護認定から要支
援認定となった場合、地域包括支援センターに移行することや採算性などを含め、
経営的な検証を十分に行った上で、必要に応じてケアマネジャーを増員することも
検討していきます。併せて人材確保のため職員の処遇改善も検討していきます。
本事業は、利益が出にくい事業ですが、介護保険制度において、欠かせない存在

財

源

であり、事業の性格上、社協が行う意義が大きいことから、認定調査の受託を含め、
経営面を確認しながら事業を進めます。
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4－⑤

訪問介護事業
制度改正の度に、介護報酬は減少傾向にありますが、今後も質の高い事業所を目
指し、特定事業所加算（Ⅱ）を継続していきます。
一方で、
平成 27 年 9 月より、同一法人のケアマネジャーが紹介できる比率が 80％

実施計画

に下がったことから、これまで以上に他事業所（法人）との連携を図ることが重要
になるため、このような状況を踏まえ、利用者の確保に努めていきます。
また、担い手となるヘルパーの確保が非常に重要となることから、国家資格所得
者を中心に処遇の改善を検討し、人材の確保に努めていくとともに、「介護予防・
日常生活支援総合事業」について、市の動向を注視していきます。

財

源

4－⑥

近年は、制度改正により、短時間の支援が多くなっていますが、サービス提供の
依頼があった場合は、積極的に引き受け、収入を確保していきます。

障害福祉サービス事業
訪問介護事業同様、今後も質の高い事業所を目指し、特定事業所加算（Ⅱ）を継
続していくとともに、市内において、障がい者関係の事業者が増えていない現状で
あるため、本事業を継続していく意義は大きいと考えます。

実施計画

一方で、介護保険制度と同様のサービスであっても、同制度より介護報酬が低い
状況であることに加え、本事業の利用者は、高齢者以上に個別支援が重要です。
こうしたことから、可能な限り、利用者一人一人の多様なニーズに応える仕組み
を検討するとともに、相談支援専門員と連携を図っていきます。また、特に移動支
援事業については、社協が運営する障がい者施設との連携も図っていきます。

財

源

介護報酬の増額が見込めない中、サービス提供の依頼があった場合は、積極的に
引き受け、収入を確保していきます。
居宅介護支援事業

訪問介護事業
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5

身近な組織として、分かりやすい経営を行う

あきる野市が行った市民向けアンケート調査では、社協の活動を知っている市民の割合は、
37.3％でした。社協の役員に実施した調査でも、「社協の活動をもっと市民に知らせるべき
である」との意見が多く、さらに、社協を理解してもらうための努力が必要となっています。
そのためには、市民に社協の事業を分かりやすく伝えることと、社協をより身近に感じて
いただくことが大切です。社協と市民との接点は、広報紙「あいネットあきる野」、社協ホ
ームページ、窓口や電話での職員の対応や各種事業への参加等が挙げられます。
具体的に、
「分かりやすく伝える」とは、
広報紙「あいネットあきる野」では、写真
中心の見てすぐ分かる内容であるか。社協
ホームページは閲覧しやすいものとなって
いるか。窓口や電話での職員の対応は、分
かりやすく丁寧であるか。などが挙げられ
ます。
特に社協の会費は、他の募金と混同され、
多くの市民が会員である自覚がないのが現
状です。社協会費がどのような活動に活用されているのかを分かりやすく伝え、市民自らが
社協の会員として自覚してもらえるまで、社協を理解してもらうための努力を続けていきま
す。
また、「市民の身近な存在になっているか」については、何かあったら社協に相談したい
か。入りたくなる事務所の雰囲気か。秋川ふれあいセンターに、より多くの市民を迎える工
夫がなされているかについて、全職員が気を配っていきます。
組織の評価は、人で決まります。市民が社協
を評価する場合、その市民が接した職員が「あ
きる野市社会福祉協議会」です。したがって、
社協の評価とは、職員一人一人の評価の総和で
あることを、社協職員は理解しなければなりま
せん。地域福祉活動計画策定に伴うアンケート
調査結果でも、利用者の満足度は、担当職員の
対応の良さによるとありました。したがって、
良き社協の経営には、良き人材の確保が重要な
要素となります。
社協のサービスを選んだ理由には、「安心感がある」「担当者の対応が良い」「公共的な団
体だから」と続いています。これが市民の社協に対するイメージです。
今後も、このイメージを守り、全職員が社協職員としての誇りと責任をもって、自らの業
務に取り組んでいきます。
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5－①

組織体制（人材確保等）
福祉業界全般の課題として、人材確保が挙げられています。特に福祉施設等の現
場での人材不足が顕著です。また、福祉分野での有資格者の人材確保についても、
募集してもなかなか集まらない現状があります。地域福祉活動計画策定に伴うアン

実施計画

ケート調査結果でも、職員の対応が利用者の満足度と直結していることから、良い
人材を確保することが重要となっています。
担当職員の事務内容及び事務量の精査を行い、適材適所かつ事業内容に見合った
人員配置を行うとともに、処遇の改善を検討します。また、人材確保については「人
事計画（人事の中長期計画）」を作成し、計画的な採用を行っていきます。

財

源

補助金、委託料及び自主財源の中で、適正な人件費の確保とともに、福祉業界の
大きな流れの中で、適切な組織のあり方について検討をしていきます。

グリーンボランティア活動
デザインボランティア活動

5－②

秋川ふれあいセンター運営の受託 【あきる野市指定管理事業】
地域福祉の向上を推進するための総合福祉センターとして、市民が気軽に利用で
きるような施設を目指していきます。グリーン（園芸）ボランティアの活動による
花壇づくりや、デザインボランティアによる施設内の装飾活動などを引き続き行い、

実施計画

貸出施設の利用者のみではなく、秋川ふれあいセンターで一時を過ごす市民が増え
るような、親しみやすい施設にしていきます。
施設の老朽化による設備・機器の故障等については、あきる野市と調整を図りな
がら、利用者に影響が出ないよう速やかに対応していきます。

財

源

あきる野市からの受託金で運営しており、次期指定管理の競争入札についてもエ
ントリーしていきます。
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5－③

社協会員の募集
平成 23 年度の会員数は 18,074（個人 17,257、団体 817）、平成 26 年度の会員数
は 17,627（個人 16,847、団体 780）で、この 4 年間で 2.5％減少しました。一方、
あきる野市の世帯数は、4 年で 1,193 世帯（3.6％）増加していますが、町内会・自

実施計画

治会の加入率は減少しているのが現状です。
個人会員会費については、未加入世帯への効果的な働きかけの検討を行い、町内
会・自治会には、社協事業への理解を深めていただくための取組を行います。また、
団体会員会費については、未加入事業所への働きかけとともに、関係団体への連携
について検討し、活動の原点である社協会員の増強に挑みます。

財

源

5－④

この 5 年間で、前期計画（23～26 年度）の平均会員数 17,800（個人 17,000、団
体 800）の 3％、534（個人 510、団体 24）増、会員総数 18,334 を目指します。

社協広報紙「あいネットあきる野」の発行
社協広報紙「あいネットあきる野」は、年間 7 回、奇数月及び 6 月の 15 日に、新
聞折り込みで発行しています。広報紙の編集については、市民の声を積極的に掲載、
カラーページを採用し、できるだけ写真を活用した見せる紙面、見やすい紙面づく

実施計画

りを行い、市民により親しみをもって読んでもらえるよう心掛けていきます。
今後の目標としては、現在、27,000 部（平成 27 年度実績）の発行部数を、今後 5
年間で、1,000 部増やし、より多くの方に福祉情報を提供するため、広報設置場所
（金融機関・医療機関等）を現在よりも 30 か所以上増やしていきます。

財

源

5－⑤

広報の予算としては、社協の会員会費が主な財源となっているため、会員の増強
と併せて、広報紙も充実させていきます。

社協ホームページの充実
アンケート（基本調査）では、76％の市民が知らない、又は、見ないとの回答を
得た社協のホームページですが、どの程度活用されるものなのか等について検証す
るため、
「ホームページ見直しプロジェクト」を職員で組織し、より良いホームペー

実施計画

ジ、読まれるホームページについての検討を行います。
プロジェクトでは、ホームページを職員自ら作り直すのか、又は外部業者への依
頼するのか、その場合の費用対効果を含め、検討していき、社協ホームページの充
実を図ります。

財

源

ホームページの作成を外部業者へ依頼する場合には、その財源についても検討し
ていきます。
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5－⑥

日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局
日本赤十字社東京都支部あきる野市地区事務局として、日本赤十字社社員募集事
務等を行うほか、火災等により自宅で生活できなくなった場合に、毛布等の災害救
援品等の配付を行うなど、地域住民に身近な組織として活動しています。しかし、

実施計画

本事業は、あきる野市長が地区長となっており、多くの市では事務局は市に設置さ
れています。
当面は、社協が事務局の事務を行いつつ、今後、事務局体制について、あきる野
市との協議を検討します。

財

源

5－⑦

日本赤十字社東京都支部の交付金を、事務及び事業の費用としています。

東京都共同募金会あきる野地区協力会事務局
共同募金会の運動要綱に沿い、地域の福祉施設や利用者等の福祉向上のため、計
画的に地区募金、街頭募金及び職域募金等を展開していきます。また配分を受けた
福祉施設等に街頭募金や職域募金等を呼びかける等、募金運動をより広く展開して

実施計画

いきます。
さらに、赤い羽根共同募金運動の理解促進を図るため、積極的に募金の使い道等
の情報を公開し、市民の代表から構成されるあきる野地区配分推薦委員会と協議の
もと、適切な募金配分について検討するとともに、随時地域配分に関する説明会等
を行い、配分対象施設の掘り起こしを行います。

財

源

5－⑧

必要な事業及び福祉施設に募金が配分されるよう地域に理解を求めるとともに、
地域募金目標額 4,000,000 円の募金収入を確保できるよう努力していきます。

福祉用具等貸出事業
福祉用具等の種類のうち、特に車椅子の貸出しについては、高齢者の増加及び市
のサービスの廃止などにより、利用対象者の増加が見込まれることから、本事業を
継続して実施します。また、綿菓子機などのイベント機材についても、町内会・自

実施計画

治会行事等において活用されることが、地域住民同士のつながりを持つきっかけと
なり、地域コミュニティのより一層の向上に寄与することとなるため、継続して実
施します。
今後も、多くの地域住民及び町内会・自治会に本事業を利用していただけるよう
周知を強化します。

財

源

本事業は、社協会員会費等も財源となっていることから、有償家事援助サービス
事業と同様に会員限定事業としての実施も含め、安定した財源確保を検討します。
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5－⑨

個人情報保護に関する体制
個人情報保護とは、これまで、社協に関わる利用者や協力者等の外部情報に対す
る保護が中心でした。しかし、平成 27 年 10 月から施行されたマイナンバー制度で
は、社協職員等の内部情報についても保護の強化が必要となりました。

実施計画

今後は、個人情報保護に関する体制を強化し、紙ベースによる適切な管理及び漏
えい防止に努めるためのルール作りと、電子データによる個人情報保護に関する仕
組み作りが必要です。
個人情報に対する内部研修を行い、全職員に対し具体的な個人情報の取扱いにつ
いて周知徹底していきます。

財

源

5－⑩

鍵付書庫や機器、管理ソフトウェア等の購入を検討していきます。また、最新の
情報を収集するとともに、定期的な見直しを行います。

苦情解決に関する体制
社協が行う福祉サービスに関わる利用者からの苦情解決に当たっていますが、こ
れまでに第三者委員会に諮る苦情は寄せられていません。苦情対応は日常的な業務
の一環ですので、全職員に苦情への対応について周知徹底する必要があります。苦

実施計画

情解決に関する実施規程に則って、苦情の受付から解決に至る一連の流れについて、
定期的に全職員を対象に内部研修を行います。社協に寄せられる苦情については、
全職員が共有し、再発防止に努めます。
また、サービス利用者が、苦情を申し出しやすい雰囲気作りなど、環境面につい
ても整えていきます。

財

源

5－⑪

必要な研修については積極的に参加し、研修費としての予算計上について検討し
ていきます。

災害見舞金給付事業
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。また、日本赤十字社東京都支部あきる野
市地区事務局の見舞品給付事業である毛布やタオルなども同時に支援します。

実施計画

被災者支援について迅速に対応するため、情報源となる市生活福祉課と連携して
いきます。
ただし、甚大な災害に対しての対応や、見舞金の範囲等について、検討していき
ます。

財

源

財源については、自主財源が充てられています。
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6

今後、社協に期待される事業について検討する

平成 27 年 4 月から施行された生活困窮者自立支援法や改正介護保険制度、また一部改正
案が挙がっている社会福祉法等。現在、社会福祉協議会を取り巻く法律や制度が大きな変革
の時期に来ています。全国社会福祉協議会の方針・東京都社会福祉協議会の提言等から、社
会福祉協議会に期待される新たな機能・職種について抜粋しまとめてみます。
■少子・高齢化の進行や働き方などの生活様式の変化に伴って、地域社会や家庭の様相は大
きく変容し、さらに経済情勢や雇用環境の厳しさの長期化も相まって、孤立死や自殺、ひき
こもりなどの社会的孤立の問題、経済的困窮や低所得の問題、虐待や悪質商法など権利擁護
の問題など、地域における生活課題は深刻化し、広がっている。
誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを使命とする社協には、こうした今
日的な地域福祉の課題を受け止め、その解決に向けた取組を図ることが強く求められている。
（全国社会福祉協議会「社協・生活支援活動強化方針」より抜粋）
■生活困窮者自立支援制度における自立相談支援機関の自立相談支援員は、相談者と一緒に
申請窓口に同行するなど、相談者本人への寄添い支援が求められている。
改正介護保険制度の生活支援コーディネーターについては、区市町村区域（第 1 層）と中
学校区域（第 2 層）への配置が想定されている。第 1 層は、ネットワーク構築と社会資源開
発が主な役割とされ、第 2 層の生活支援コーディネーターは、第 1 層の機能の下で具体的な
活動を展開するものとされている。
地域福祉コーディネーターは、対象や課題分野を限らず、個別ニーズを受け止めつつ、常
に住民の立場に立ち、住民とともに地域づくりや住民の地域生活を支援していくという点が、
その特徴であり強みである。
（東京都社会福祉協議会「地域福祉推進に関する提言 2015」より抜粋）
上記の提言等により、社協に期待される事業として、以下 4 事業が挙げられています。
①生活困窮者自立支援事業との連携
②生活支援コーディネーター
③地域福祉コーディネーター
④社会福祉法人の社会貢献事業
これらの事業について、今後、経営
的観点から検討を進めていきます。
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6－①

生活困窮者自立支援事業との連携
生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図る
ため、生活困窮者に対し自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他
の支援を行うための制度です。平成 27 年 4 月から、あきる野市生活福祉課が担当部

実施計画

署として事業を行っています。
本事業と社協で行っている生活福祉資金貸付事業は、利用対象者が近いことから、
相談内容が重複することもあり、対象者が両方の部署を行き来することから、相談
員同士の連携を緊密に行っていきます。

財

源

6－②

生活支援コーディネーター事業
改正介護保険制度の生活支援コーディネーターについては、対象は高齢者で区市
町村区域（第 1 層）と中学校区域（第 2 層）への配置が想定されています。第 1 層
は、ネットワーク構築と社会資源開発が主な役割とされており、第 2 層は、第 1 層

実施計画

の機能の下で介護予防につながる具体的な活動を展開するものです。
本事業において、第 1 層（市内全域）をカバーするのは、社会福祉協議会の性質
上、ふさわしいと思われます。市の介護保険事業として社協が本事業に取り組む場
合は、あきる野市における事業展開についてのシミュレーションを行い、職員配置
や予算について検討します。事業実施については、市と協議を行います。

財

源

6－③

あきる野市と協議を行っていきます。

地域福祉コーディネーター事業
地域では、複合的な課題を抱えかつ既存施策では対応しきれない制度の狭間で苦
しむ人への対応が課題となっています。
「地域福祉コーディネーター」は、小地域圏
域に職員が直接出向き、住民と協働して地域の課題解決に取り組むコミュニティワ

実施計画

ーカーとして、個別支援、小地域の生活支援の仕組みづくり、小地域で解決できな
い問題を解決していく仕組みづくり等を担います。
社協が本事業に取り組む場合は、市の動向を踏まえつつ、市内における事業展開
についてのシミュレーションを行い、職員配置や予算について検討します。本事業
の実施については、市の事業としての位置づけをし、市と協議を行います。

財

源

あきる野市と協議を行っていきます。
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6－④

社会福祉法人の社会貢献活動
社会福祉法人制度改革により、社会福祉法人には地域における公益的な取組を実
施する責務が求められています。厚生労働省の通達（主旨）では、
「社会福祉法人の
今日的意義は、他の事業主体では対応できない様々な福祉ニーズを充足することに

実施計画

より地域に貢献していくことにある。」というものです。
社会福祉法人である社協についてもその対象となります。現時点では、はっきり
とした活動内容が見えていないため、今後、本事業の動向について注視するととも
に、情報収集を行い、社協らしい社会貢献活動を検討していきます。

財

源
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第5章
1

2

計画の周知と推進

計画の周知
あきる野市地域福祉活動計画は、あきる野市内の様々な市民活動やボランティア
活動、行政の施策や社協の活動などを組み合わせて、支えあい、共に生きて行く地
域社会を創り上げることを目的とした行動計画です。
本計画の基本理念「ともに支えあい 笑顔のまち あきる野をめざして」を一人
でも多くの市民に知っていただくとともに、計画の趣旨を理解していただき、活動
への参加を促していくことが重要です。本計画の周知は、計画実施のスタートライ
ンです。
(1)

本計画書の配布
本計画書を町内会・自治会へ配布します。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配布説明するほか、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
社協の事業と「地域福祉活動計画」の内容を周知します。

(3)

社協ホームページでの詳細資料の公開
あきる野市社協のホームページで、計画策定の経過とともに、本編、資料編
のすべてを PDF ファイルの形式で公表します。これにより、地域福祉活動計画
に興味を持つ市民が、詳細な内容を知ることができます。

計画の推進
あきる野市地域福祉活動計画の実施計画は、市民とともに推進する部分と社協の
経営面を強化していく部分に分かれます。それぞれの実施計画は、それぞれの担当
係が推進していきます。
社協の事業の多くは、多くの市民や団体との協働で成り立っています。本計画を
実施していくには、様々な市民、団体、関係機関との連携と協働が欠かせません。
市民とともに、ともに支えあい、笑顔のまち、あきる野を目指していきます。
本計画の推進には、年次の事業計画への反映、進捗状況の確認と評価が必要であ
り、次の項目により進行の確認を行っていきます。
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(1)

行政（あきる野市）、市民及び市民団体等との連携と協働
社協は、行政（あきる野市）、町内会・自治会、ふれあい福祉委員会、民生・
児童委員及びボランティア・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、予定の目標及び事業量、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進捗状況の確認と評価
毎年度決算時に地域福祉活動計画の進捗状況を確認し評価するとともに、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、
事業量及びボランティア・市民活動団体等との連携状況などについて報告しま
す。
また、策定から 4 年目には、本会の各種委員会にて、進捗状況を報告すると
ともに、委員からの意見及び評価を受け、次期計画への参考とします。

(4)

地域福祉活動計画の進捗状況の公表
上記の事業計画及び事業報告を社協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。

溝口委員長・中井副委員長より本計画を坂本会長へ提言した
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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 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の地域福祉活動計
画を策定し、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長（以下「会長」という。）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
福祉法人としての本会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、次に掲げる者の中から社会福祉法人あきる野市社会福祉協議
理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
(1) 理事
(2) 評議員
(3) 高齢者福祉関係者
(4) 障がい者福祉関係者
(5) 児童福祉関係者
(6) ボランティア関係者
(7) 小地域福祉活動推進関係者
(8) 行政機関関係者
(9) 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 人及び副委員長 1 人を置く。
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、本会事務局が処理する。
(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。
附 則
この要綱は、平成 27 年 7 月 15 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

溝口

正恵

理事（財政委員会委員）

中井

公康

小地域福祉活動推進関係者（評議員）

丸山

俊男

理事（地域福祉活動推進委員会委員）

小澤

進

理事（在宅福祉サービス推進委員会委員）

山下

宏

理事（財政委員会委員）

山中

利勝

理事（在宅福祉サービス推進委員会委員）

森田

晃夫

評議員（財政委員会委員）

浦野

典子

評議員（在宅福祉サービス推進委員会委員）

今

裕司

高齢者福祉関係者（在宅福祉サービス推進委員会委員）

山田

只夫

障がい者福祉関係者（評議員）

田中トシ子

ボランティア関係者（赤十字奉仕団委員長）

杉渕

盛治

ボランティア関係者（評議員）

中村

金作

小地域福祉活動推進関係者（評議員）

滝沢

孝男

小地域福祉活動推進関係者（評議員）

渡邉

浩二

行政機関関係者
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第 4 期あきる野市地域福祉活動計画 策定経過
1

地域福祉活動計画策定委員会の経緯

【平成 27 年度】
平成 27 年
6 月 23 日

午後 1 時 30 分

第 1 回 地域福祉活動計画策定委員会

～3 時 00 分 ・委嘱書の交付
・正・副委員長の選出
【協議事項】
・第 3 期あきる野市地域福祉活動計画について
・地域福祉活動計画策定に伴うアンケート調査報告書
について
・第 4 期あきる野市地域福祉活動計画策定スケジュー
ル（案）について

平成 27 年
7 月 29 日

午後 1 時 30 分

第 2 回 地域福祉活動計画策定委員会

～3 時 00 分 【協議事項】
・第 3 期あきる野市地域福祉活動計画内容の評価につ
いて
・第１章 計画の目的と枠組み（案）について
・第２章 私たちの地域福祉を取り巻く現状と課題につ
いて

平成 27 年
8 月 26 日

午後 1 時 30 分
～3 時 00 分

第 3 回 地域福祉活動計画策定委員会
【協議事項】
・第２章 地域の現状を踏まえた、あきる野市社協の取
組と課題（案）
・第 3 章 基本理念（案）

平成 27 年
9 月 24 日

午後 1 時 30 分

第 4 回 地域福祉活動計画策定委員会

～2 時 40 分 【協議事項】
・第 3 章 基本理念（案）について
・第 4 章 実施計画（案）について
・第 5 章 計画の周知と推進（案）について

平成 27 年
11 月上旬

・第 4 期あきる野市地域福祉活動計画（案）の全体の
調整について（策定委員会委員へ郵送し、訂正・加
筆していただき、事務局へ返送してもらった。）
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午後 1 時 30 分

12 月 9 日
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第 5 回 地域福祉活動計画策定委員会

～時分 【協議事項】
・第 4 期あきる野市地域福祉活動計画の最終案につい
て

平成 27 年

午前 9 時

12 月 10 日

2

「第 4 期あきる野市地域福祉活動計画」を地域福祉活

～10 時 動計画策定委員会正・副委員長から社協会長へ提言

地域福祉活動計画プロジェクトチームの経緯

【平成 26 年度】
日付
平成 26 年
6 月 20 日

時間
午後 4 時

内容
第 1 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議

～5 時 15 分 【協議事項】
・第 3 期地域福祉活動計画について
・第 3 期策定に伴い社協が実施した調査と市地域保健
福祉計画の策定に伴い実施した市民調査について

平成 26 年
7 月 22 日

午後 4 時

第 2 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議

～5 時 15 分 【協議事項】
・アンケート調査設問の大きな柱について
・調査方法について

平成 26 年
8 月 18 日

午後 4 時

第 3 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議

～5 時 45 分 【協議事項】
・アンケート対象者と人数について
・調査方法について
・調査票について

平成 26 年
9月4日

午後 2 時

第 4 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議
～5 時 【協議事項】
・共通調査について
・オプション調査について
・調査方法について
・街頭調査について
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午前 9 時

9 月 11 日

資料編

第 5 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議
～正午 【協議事項】
・共通調査について
・オプション調査について
・料金受取人払郵便について

平成 26 年

午後 4 時

9 月 17 日

第 6 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議
～6 時 【協議事項】
・調査票について最終確認

平成 26 年
地域福祉活動計画策定に伴うアンケート調査実施

10 月～12 月

1,252 人に配付 回答数 850 人（回答率 68％）

平成 26 年
12 月 18 日

午前 10 時
～11 時 40 分

第 7 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議
【協議事項】
・アンケート調査の集計について
・今後のスケジュールについて

平成 27 年
1 月 27 日

午後 1 時 30 分

第 8 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議

～5 時 15 分 【協議事項】
・アンケート調査の単純集計について
・今後のスケジュールについて

平成 27 年

午前 10 時

第 9 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議

～正午 【協議事項】

2 月 19 日

・アンケート調査の分析について
・今後のスケジュールについて
平成 27 年

午前 10 時

3月9日

第 10 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議

～正午 【協議事項】
・アンケート調査報告書について
・今後のスケジュールについて

平成 27 年
4月9日

午後 2 時

第 11 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議
～5 時 【協議事項】
・アンケート調査報告書について
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【平成 27 年度】
日付
平成 27 年
4 月 21 日

時間
午前 8 時 45 分
～11 時

内容
地域福祉活動計画プロジェクトチーム
課長補佐以上による事前打ち合わせ
【協議事項】
・地域福祉活動計画策定委員会委員について
・地域福祉活動計画策定委員会の進め方について
・平成 27 年度地域福祉活動計画プロジェクトチームに
ついて

平成 27 年
5 月 18 日

午後 4 時 00 分

第 1 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議

～5 時 30 分 【協議事項】
・地域福祉活動計画策定に伴うアンケート調査につい
て
・地域福祉活動計画策定委員会の進め方について

平成 27 年
6 月 16 日

午後 4 時

第 2 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議

～5 時 10 分 【協議事項】
・ふれあい福祉委員会地区会議でのヒアリングについ
て
・第 3 期地域福祉活動計画の評価について
・第 1 回地域福祉活動計画策定委員会の資料について

平成 27 年

午前 10 時

第 3 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議

～正午 【協議事項】

7 月 14 日

・第 2 回策定委員会の資料について

平成 27 年
8 月 13 日

午後 2 時

第 4 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議
～5 時 【協議事項】
・第３回策定委員会の資料について
・第３章について
・第４章について
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午後 1 時 30 分

9月4日
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第 5 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議

～5 時 15 分 【協議事項】
・第 3 章 基本理念（案）について
・第 4 章 実施計画（案）について
・第 5 章 計画の周知と推進（案）について

平成 27 年

午前 9 時 00 分

10 月 27 日

第 6 回 地域福祉活動計画プロジェクトチーム会議

～正午 【協議事項】
・第 4 期あきる野市地域福祉活動計画（案）の全体の
調整について

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員 平成 28 年 3 月現在
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