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事 業 報 告 書 

 

平成２７年度は、介護保険制度の改正や生活困窮者自立支援法の施行、障害者差別解消

法施行に向けた動きなど、国における各種福祉政策の改革が行われる中、藤沢市において

も、子どもから高齢者、障がい者、生活困窮者の区別なく、全ての市民が住み慣れた地域

で安心して暮らし続けることができる「藤沢型地域包括ケアシステム」の実現に向けた取

り組みが始まりました。 

本協議会におきましても、市と協働して藤沢市の地域づくりを進めていくために、市民

や地域の福祉関係者との連携・協働による地域福祉の推進を図るための行動指針として「第

３次藤沢市地域福祉活動計画」の策定に取り組みました。また、平成２８年度からの総合

的な相談支援ネットワークの基盤づくりに向け、組織の体制整備を図るとともに、次の重

点目標のもと各種事業に取り組みました。 

 

 

［重点目標］ 

 

１．地域福祉事業の推進 

（１）総合相談機能の強化 

   生活福祉資金貸付事業や権利擁護事業（あんしんセンター）、在宅福祉事業やボラン

ティア活動推進事業（地域支援担当）など、生活支援に関連する各部署間における情

報共有やケース検討会議の実施など、本協議会内部の総合相談機能の強化を図るとと

もに、地域包括支援センターやバックアップふじさわ等、公的な相談支援機関との連

携をはじめ、地域の縁側事業（まちかどの相談室）の推進による身近な地域での相談

機能の充実など、市域全体での総合相談機能の強化に向けて取り組みました。 

（２）地域包括ケアへの取り組み 

   藤沢市が目指す「藤沢型地域包括ケアシステム」の実現に向けた庁内検討委員会へ

の参加や、新たな介護保険制度下におけるサービスの提供体制、生活困窮者自立支援

相談の充実など、平成２８年度からの新たな事業展開に向けて市や関係機関を含めた

協議検討をおこないました。 
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２．人材育成の推進 

  ボランティア養成講座や福祉講演会等を開催し、藤沢型地域包括ケアシステムの実現

に向けて、益々重要となるボランティア等の地域福祉の担い手育成に取り組むとともに、

介護職員不足が社会問題となる中、人材養成の一助となるよう、介護職員初任者研修や

就業支援研修を市内の社会福祉法人と協働し、受講しやすい受講料や研修日程により実

施しました。 

 

３．地域福祉権利擁護の推進 

（１）ふじさわあんしんセンターにおいて、日常生活自立支援事業の推進と成年後見制度

の普及啓発や利用支援・相談業務等に取り組むとともに法人後見業務については、日

常生活自立支援事業と一体的な運営を行うことにより、相談機能及び支援体制の充実

を図りました。 

   その他、藤沢市権利擁護ネットワーク連絡会を開催し、地域における権利擁護のあ

り方の検討等を行い、併せて関係機関等の連携強化に取り組みました。 

（２）藤沢市における市民後見人を「意思決定における支援場面において意思の確認やそ

のための方法について最大限に配慮することのできる新たな権利擁護の担い手」とし

て位置づけ、神奈川県社会福祉協議会、藤沢市と一体となって、市民後見人第一期生

の養成に取り組みました。また、通常の研修に加え本人に寄り添った支援ができるよ

うに「支援員研修」を実施しました。 

 

４．障がい福祉サービス事業・在宅福祉事業への取り組み 

地域の状況や総合相談の機能充実も含めて、前年度から引き続き取り組んでいる障が

い福祉サービスの計画相談支援事業の体制強化を図り、事業所の参入が少ない市内の計

画相談事業の実施に取り組みました。また、公的事業の実施も含めて、セーフティネッ

トとしての役割を意識して、対応が複雑な方でサービスの利用に至らない方に対して関

係機関等と連携して支援をおこないました。 

ホームヘルプ事業については、障がい者居宅介護事業の取り組みに努めるとともに、

公的事業では、地域包括支援センター等関係機関と連携をして、利用者に支援をしまし

た。 

在宅福祉事業の円滑な事業運営をおこなうとともに、平成２８年度から実施される介

護保険の総合事業開始に向けて市や関係機関等と連携を図り検討をおこないました。 
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５．いきいきシニアセンター（藤沢市老人福祉センター）の運営 

 いきいきシニアセンター（老人福祉センター）の指定管理者として、３センターの施 

設維持管理と健康講座や教養講座など生きがい対策事業を実施するとともに、独自の介

護予防事業を実施しました。 

 また、地域団体や障がい者団体との交流並びに地産地消を目的としたミニマルシェの 

開催やクールシェア・ウォームシェア運動の推奨による施設利用の促進等、高齢者の閉

じこもり防止や社会参加を目的とした事業を実施しました。 

 

６．第３次藤沢市地域福祉活動計画の策定 

  平成２８年度から平成３２年度までの５年を計画期間とする、第３次藤沢市地域福祉

活動計画の策定に取り組みました。この計画は、市の地域福祉計画２０２０の地域福祉

推進の理念や方向性を共有し、「藤沢型地域包括ケアシステム」を実現するために必要な

支えあいの地域づくりに向け、地域住民・社会福祉の関係団体・市社協等が互いに協力

し行動するための指針となる計画です。 

策定にあたっては、高齢・障がい・児童等各分野の地域福祉関係者からなる策定委員

会を立ち上げ、全５回の委員会を開催し、また藤沢市の地域福祉計画と一体的に進める

計画として、市の地域福祉計画推進委員会への参加や、地域の福祉課題を共有するため

に市と協働して１３地区の意見交換会を実施しました。 
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実 施 事 業 ※［ ］は、平成 26 年度の実績 

１．地域福祉推進事業 （6,373,882 円） 

  市社協が進める地域福祉事業への理解と参加・協力を求めるために、機関紙やホーム

ページによる周知や社会福祉大会等の行事による啓発事業を実施した。 

（１）機関紙「市社協ふじさわ」の発行 

   市民や関係機関等に、市社協への理解と協力を得るために機関紙を発行し、事業周 

知や福祉情報の提供と賛助会員募集をおこなった。 

   【発行回数】 年３回（第３６号・第３７号・第３８号） 

   【発 行 月】 ５月・９月・１月 

   【発行部数】 １回に８，０００部 

 

（２）市社協ホームページによる福祉情報の提供 

   より多くの方に本協議会の取り組みを知ってもらうことを目的に、ホームページに

よる情報提供をおこなった。 

 

（３）第４７回藤沢市社会福祉大会（市共催事業） 

   市民に向け地域福祉への協力と理解を深める機会として、藤沢市と共催による社会 

福祉大会を開催した。 

   【開催日】 １１月１３日（金） 

   【参加者数】２０６人 ［194 人］ 

【内  容】 ＜一部＞式典 

「福祉功労者に対する表彰・感謝」 

          ◆表彰       個人  ７人 

              ボランティア個人  ８人 

              ［個人 1 人・団体 0 ／ ボランティア個人 14 人・団体 2］ 

          ◆感謝           個人  １人・団体 ３団体（寄附） 

                    ［寄附 個人 1・団体 7］ 

         ＜二部＞講演会 

          ◆テーマ 「支え合いの地域づくり」～地域の絆で課題解決～ 

                    ◆講 師  豊中市社会福祉協議会 

                事務局参事兼地域福祉課長 勝部 麗子 氏 
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（４）第３次藤沢市地域福祉活動計画の策定 

   市民や社会福祉の関係者等が、互いに協力して地域社会の生活課題等の解決に取り

組むための行動指針となる地域福祉活動計画を策定した。 

  ①策定委員会の開催  

【開催回数】  全５回（６月１８日、８月２７日、１０月２９日、１月２９日、

２月２６日） 

②藤沢市地域福祉計画推進委員会の事務局として参加し、情報の共有化を図った。 

 【参加回数】  全３回（５月２８日、１１月２６日、２月５日） 

③市民センター・公民館長会議に参加し地区意見交換会に向けた事前説明を実施した。 

 【実 施 日】  ７月２１日 

④地区意見交換会を実施し地域の活動課題の把握をおこなった。 

   

⑤各地区社会福祉協議会連絡協議会定例協議会議に参加し計画説明及び意見交換を実

施した。 

 【実施開数】  全３回（６月２９日、９月１日、平成２８年２月１２日） 

⑥御所見地区地域福祉活動計画検討会へオブザーバーとして参加した。 

 【参加回数】  全３回（１０月１６日・３０日、１１月１２日） 

  ⑦藤沢市老人クラブ連合会との意見交換会 

   【実 施 日】  １２月９日 

 

 

 

開催日 地区名 会議名
９月１０日 　片瀬 　地区社協／理事会
９月２５日 　長後 　地区社協／役員・調整部会

　藤沢東部 　地区社協／役員会
　御所見 　地区社協／民児協・役員合同会議
　藤沢西部 　地区社協／理事会
　遠藤 　地区社協／常任理事会

１０月６日 　辻堂 　地区社協／役員会
　六会 　地区社協／三部会合同委員会
　鵠沼 　地区社協／常任理事会

１０月２７日 　村岡 　地区社協／事業部会
１１月６日 　湘南台 　地区社協／理事会／自治連定例会
１１月９日 　善行 　地区社協／常任理事会

１１月２０日 　湘南大庭 　地区社協／常任理事会
１２月１１日 　明治 　地区社協／理事会

９月２９日

９月３０日

１０月７日
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２．地域の縁側事業 （市受託事業）（7,704,858 円） 

藤沢市の「地域の縁側事業」を推進するため、市と協働で実施団体の募集及び審査・

選考、選定団体の運営支援を実施するとともに、平成２８年度に向けた新たな地域の縁

側の制度設計についての検討をおこなった。 

【開所数】 １４箇所（基幹型２・基本型１２） ［3 箇所（基幹型 1・基本型 2）］ 

（１）地域の縁側の募集及び開設状況 

   

   

（２）支援事業 

①制度設計等に関する支援 

   市の地域の縁側検討会議等へ参加するとともに、平成２８年度に向け、地域のサロ

ン活動等の調査結果等に基づき、全対象型の基本型に加え、対象世代等を特定した

特定型の基準等について検討をおこなった。 

 

№ 名称 地区 備考

かわうそ

すこやか

たきのさわパラダイス

ひだまり片瀬

かるがも

ヨロシク♪まるだい

わいわい善行

ぬくもり

ちょこっと湘南台

特定非営利活動法人ぐるーぷ藤 藤沢

特定非営利活動法人 地域市民
みんなでつくるわいわい善行

善行

長後あかり

運営母体

片瀬地区ボランティアセンター
運営委員会

片瀬

社会福祉法人いきいき福祉会 明治

社会福祉法人　光友会 御所見

パートナーシップ善行 善行

地域福祉交流事業
ちょこっと湘南台運営委員会

湘南台

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

長後

yell（エール）
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

長後

辻堂地区ボランティアセンター 辻堂

湘南大庭地区社会福祉協議会

地域交流サロン「ゆい」

6

7

8

9

基本型

基本型

基本型

基本型

ワーカーズ・コレクティブ「実結」 湘南大庭

社会福祉法人　一石会 御所見

交流スペース　ほっと舎

ごしょみ元気

基本型

基幹型
地域ささえあいｾﾝﾀｰ

４月運営開始団体（平成２６年度は、モデル事業として実施）

７月運営開始団体

１０月運営開始団体

基本型

基本型

基本型

基本型

基本型

基幹型
地域ささえあいｾﾝﾀｰ

基本型

基本型

湘南大庭

地域交流サロン「ゆい」 善行

1

2

3

4

5

10

11

12

13

14
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②地域の縁側運営団体に対する支援 

ア．準備検討段階の団体を含め、地域の縁側希望団体に対して、募集情報の提供や

申請手続きの他、運営に関する支援をおこなった。 

イ．運営団体へは、開設後の運営全般の支援をおこなうとともに、相談業務従事者

等の研修や情報交換会等の開催や専門職（保健師）の定期訪問による研修や相談

会等を実施した。 

    ◆相談業務従事者等の研修 ５回 参加者５９人 ※相談ガイド資料を作成 

    ◆地域の縁側情報交換会  １回 参加者１９人 

    ◆専門職（保健師）による訪問・相談等  

            訪問回数延べ９１回  相談・講座等 ２０回 ２１９人 

   ウ．地域の縁側における１６歳以上６５歳未満のボランティア活動者を対象とした

ボランティアポイントの付与による活動支援をおこなった。 

     【登録団体数】 ３団体  【登録者数】 ２９人 

 

３．援護事業  （3,818,885 円） 

  低所得世帯等の福祉増進を図るため、各種援護事業を実施した。 

（１）行旅人援護事業（市受託事業） 

   目的地まで移動中の旅費困窮者に対して、隣接市までの交通費を支給した。 

   【支給人数】 ４３人  ８，６００円 ［75 人 15,300 円］ 

 

（２）学童援護事業 

   低所得世帯の福祉増進を図るため、該当世帯の小・中学校入学児童に対して、祝金 

を支給した。 

   【低所得世帯児童への祝金】 １４人（小学生 ４人・中学生 １０人） 

                 １４０，０００円（@10,000 円） 

                       ［23 人 230,000 円］ 

（３）交通遺児援護事業 

①県社協交通遺児援護基金事業により、該当世帯の中学校入学及び高校卒業の遺児に

対して、激励金を支給した。 

   【激励金】 ４人 ２００，０００円（@50,000 円） ［5 人 250,000 円］ 

（高校卒業 ２人 ／ 中学校入学 ２人） 
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  ②市社協交通遺児援護事業により、小学校・中学校入学及び中学校・高校卒業の遺児 

に対して激励金の支給と、２０歳未満の遺児に対して図書カードを贈った。 

【激励金】    ４人 １２０，０００円（@30,000 円）［5 人  150,000 円］                        

    【図書カード】  １２人 １２０，０００円（@10,000 円）［12 人 120,000 円］ 

 

（４）年末たすけあい見舞金事業 

  ①生活困窮世帯に対して、夏期・年末見舞金を支給した。 

   【夏 期】 １４１世帯   ４２３，０００円 ［155 世帯 465,000 円］ 

（世帯@3,000 円） 

【年 末】 １３７世帯 ３０４人  １，５９７，０００円 

         （世帯@5,000 円  人員@3,000 円） 

                ［166 世帯 365 人 1,925,000 円］ 

②地域活動支援センターⅢ型に対して、支援を実施した。 

【地域活動支援センターⅢ型】 １０施設     ７００，０００円 

（@70,000 円） ［11 施設 770,000 円］ 

 

（５）災害援護事業 

   火災の罹災世帯に対して、見舞金を支給した。 

   【火災見舞金】 ２１件 ３７０，０００円 ［14 件 225,000 円］ 

（全焼：１５件   半焼：２件   死亡：２件   重傷：２件） 

     （全焼@20,000 円・半焼@10,000 円・死亡@15,000 円・重傷@10,000 円） 

 

４．福祉人材養成事業  （671,124 円） 

市内の福祉・介護人材の養成を図るため、社会福祉法人等と協働し介護職員初任者研

修や就業支援研修、家庭介護知識習得のための家庭介護研修を実施した。 

（１）家庭介護研修事業 

家庭介護に役立つ知識や技術の習得を目的とした研修を、在宅福祉サービスセンタ

ーのホームヘルパー及び老人福祉センターと連携し実施した。 

 ◆「家庭介護教室～ヘルパーと学ぶらくらく介護術～」（会場、やすらぎ荘） 

     【開 催 日】１０月１８日   

【受講者数（延）】 １４人（男０／女１４、平均年齢６２才） ［18 人］ 
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（２）介護職員初任者研修事業 

   介護職員初任者研修を、市内の社会福祉法人や藤沢市等と協働で実施した。 

     【開 催 日】  ９月１９日～１月９日（２６日間） 

     【受講者数】  １６人 ［21 人］ 

    【修了者数】  １５人（男７／女８、年齢 １８～６９才） 辞退者１人  

［20 人 補講対象者 1 人］ 

    【協力法人】  １５法人（高齢・障がい） 

 

（３）福祉・介護人材の就業支援研修事業 

福祉・介護の資格を取得しても、福祉・介護サービスの仕事に従事していない潜在 

的な有資格者の就業支援を目的とした研修を、市内の社会福祉法人やハローワークふ 

じさわの協力により実施した。 

   ◆「介護の資格取得者への就業支援研修」 

     【開 催 日】  ２月６日、１３日 

【受講者数】  １３人（男１／女１２、年齢 １４～５１才） ［9 人］ 

 

５．助成事業  （26,842,877 円） 

地区社協やボランティアグループ等が進める地域福祉活動の振興や、地域福祉の増進

につながると認められる事業に対して助成を行い、地域福祉活動の促進を図った。 

（１）各地区社会福祉協議会連絡協議会への支援 

地区社協相互のつながりと、市社協と地区社協の連携や協力を図ることを目的とす 

る連絡協議会の事務局として、定例協議会運営の支援をおこなった。 

◆第１回定例協議会議 

    【開 催 日】 ６月２９日 

    【内  容】 平成２６年度事業報告・決算並びに平成２７年度事業計画・予算 

    【参加者数】 ２１人（地区社協会長等） 

◆第２回定例協議会議 

【開 催 日】 ９月１日 

【内  容】 藤沢型地域包括ケアシステムにおける地区社協の活動について 

    【参加者数】 ３５人（地区社協会長、市民センター長、市関係課等）  
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◆第３回定例協議会議 

【開 催 日】 ２月１２日 

【内  容】 第３次藤沢市地域福祉活動計画策定の進捗状況について等 

【参加者数】 ２１人（地区社協会長等） 

 

（２）地区社協への活動費の助成事業 

   地区社協の年度中の地域福祉事業にかかる活動費を助成した。 

     １４地区 ４，８２０，０００円 ［4,820,000 円］ 

  ＜内訳＞    

・地区社協育成費   ６００，０００円   ,［600,000 円］ 

     ・組織活動推進費 １，０６０，０００円 ［1,060,000 円］ 

     ・協力者育成費 １，０６０，０００円 ［1,060,000 円］ 

     ・地区独自活動費 ２，１００，０００円 ［2,100,000 円］ 

 

（３）愛の輪福祉基金助成事業（市受託事業） 

   藤沢市愛の輪福祉基金の利息等により、社会福祉に関するボランティア活動の振興、 

障がい者（児）の自立及び社会参加の実現を促進する事業等を行う団体に対して、助 

成をした。 

  ①助成内容及び件数 

      

 

 

件 事業
1 1 300,000

［001］［001］［0,300,000］
3 5 356,000

［003］［005］［0,344,000］
13 22 1,261,000

［013］［021］［1,389,000］
22 22 1,913,000

［022］［022］［1,967,000］
14 40 2,217,200

［014］［041］［2,219,660］
116 116 2,159,000

［113］［113］［2,075,000］
169 206 8,206,200

［166］［203］［8,294,660］

その他福祉事業補助

合　　計

助成内容 金額(円）
助成件数

施設設置補助

地域福祉推進補助

団体事業補助

ボランティア活動補助

地区社協福祉事業補助
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②愛の輪福祉基金審査委員会 

 【開催日】 第１回 ７月１４日   

第２回 ３月２５日 

 

（４）地域福祉推進事業補助 

   地区社協等がおこなう研修・講座や、世代間交流事業などの地域交流事業等に対し 

て助成をした。 

    １４団体・１４事業 １，８１５，０００円 ［13 団体・13 事業 1,610,000 円］ 

 

（５）地域福祉活動増進事業 

地区ボランティアセンター等の新規事業立ち上げ経費や、必要備品購入等の一時的

な経費に対して助成をした。 

    ５団体・５事業 １，５００，０００円  ［2 団体・2 事業 430,000 円］ 

 

（６）地区ボランティアセンター事業補助（市受託事業） 

   地区ボランティアセンターへの支援や連携等を図るとともに、１１センターに対し

て運営費等を助成した。 

    １１センター  １０，３２５，０００円 ［10 ｾﾝﾀｰ 9,155,000 円］ 

 

６．ボランティア活動推進事業 （8,039,034 円） 

ボランティアについての相談や情報提供、活動先の紹介等を実施したほか、ボランテ 

ィア養成講座や福祉講演会、福祉体験教室等の開催により、市民の福祉に対する理解と

関心を高め、ボランティア活動への参加促進とボランティア活動を支援した。 

また、地区社協・地区ボランティアセンターの総会に出席したほか、市内ボランティ 

アセンター連絡会に出席し情報共有を図った。 

（１）ボランティアセンター運営事業 

①相談事業 

【個人ボランティアの登録数】    ３６６人（男１２１／女２４５） 

（うち新規登録者数 ２１７人） 

                      ［287 人（161 人）］ 
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【ボランティア団体の登録数】   １３３団体（うち新規登録数 ２１団体） 

                          ［133 団体（26 団体）］ 

【ボランティアに関する相談件数（延）】  ２，４２９件 ［（延）2,358 件］ 

【その他の相談件数（延）】          ５１４件 ［（延） 369 件］ 

【被災地支援に関する相談件数（延）】      ７３件 ［（延） 145 件］ 

【来所者数（延）】              ９８０人 ［（延）1,299 件］ 

  ②ボランティア等養成事業    

   ◆「ボランティア養成講座」を開催した。 

     【開催日 】 １０月２日 

    【テ ー マ】 ボランティア活動の基本・ルールについて 

    【講  師】 NPO 法人藤沢市市民活動推進連絡会 理事長 手塚 明美 氏 

     【受講者数】 １６人（男５／女１１、年齢 ４０～７６才） ［24 人］ 

   ◆「藤沢市精神保健ボランティア講座」を開催した。 

     【開催日 】 ９月１２日・１９日、１０月１０日・２４日 

           １１月２８日 全５回 

            上記に加え、講座開催期間中に体験実習及び精神保健関係事業所

見学ツアーを実施した。 

     【受講者数】 １７人（男５／女１２） ［34 人］ 

◆ボランティア交流会（講座）を開催した。 

     【開 催 日】 ３月２６日 

    【テ ー マ】 楽しいボランティアライフ 

    【講  師】 公益財団法人さわやか福祉財団 卯尾 直孝 氏 

     【受講者数】 １３人（男４／女９、年齢 ５５～８２才） ［30 人］ 

③福祉講演会 

     【開 催 日】 １１月１４日 

    【テ ー マ】  自閉症・発達障がいについて～幼児期における個性を知る・見る

理解する～ 

      【講  師】 （社福）青い鳥 川崎西部地域療育センター園長：幸田 栄 氏 

【受講者数】 ５７人（男１１／女４６） ［69 人］     
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  ④地区ボランティアセンターとの情報交換と連携 

   ◆ボランティア講習会への講師派遣 【派遣回数】 ２回 

◆市内ボランティアセンター連絡会への参加 

    【開 催 日】  １１月１７日 

   ◆「ボランティアコーディネーター講座」 

        【開 催 日】  ２月４日 

        【テ ー マ】 事例で学ぼう!ボランティアコーディネートの視点 

    【講  師】 NPO 法人日本ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ協会 唐木 理恵子 氏 

    【受講者数】  ２７人 ［28 人］ 

  ⑤藤沢市ボランティア連絡会の事務局運営 

   ◆総会            【開催日】 ６月２４日 

   ◆ボランティアトークの会   【開催日】 ８月 ５日 

   ◆藤沢市民まつりへの参加   【開催日】 ９月２７日 

   ◆第１９回ボランティア講演会 【開催日】１１月 ４日 

   ◆福祉講演会         【開催日】 ２月２４日 

⑥里親講座 

 神奈川県中央児童相談所が主催する里親講座への参加協力 

  【開催日】 １１月７日  【会 場】 白十字会林間学校（茅ヶ崎市） 

⑦福祉教育 

   小学生を対象に、福祉体験教室を老人福祉センターやすらぎ荘との連携により実施

した。また、市内中学校及び地域団体等の依頼により、車イス講習や高齢者疑似体

験講習の講師として、福祉教育の推進を図った。 

◆福祉体験教室 

【開 催 日】    ７月２２日・２３日 

     【受講者数（延）】 ３２人 （男１６／女１６）［46 人］ 

   ◆車イス講習・高齢者疑似体験講習 

    【実施回数】 ９回  [10回] 

    【実 施 先】  六会地区民児協、長後地区民児協、六会中学校、湘洋中学校 

長後中学校、大庭中学校、羽鳥中学校、湘南学園小学校 

善行市民センター 
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   ◆老人福祉センターこぶし荘世代間交流「こぶし祭り」への体験ブース出展 

   【開 催 日】 ７月２４日 

   【参加者数】 ８３人 

  ⑧地区社協事業への職員派遣 

   遠藤地区社会福祉協議会が主催する「お楽しみ昼食会」において認知症をテーマに

寸劇を実施した。 

   【開 催 日】 ６月１７日 

⑨ボランティア活動保険 

    ボランティア活動保険への加入手続きをおこなった。 

   【一   般】 ３２３件（２，８２５人） ［249 件（2,572 人）］ 

   【大規模災害】  ９０件（１６３人）     ［138 件（214 人）］ 

⑩広報活動 

   ◆ふじさわボランティアセンターが実施する講座の周知や、ボランティア活動に関

する情報、個人や福祉施設に対するボランティア活動の協力者募集等の情報提供

をおこなった。 

【ボランティアニュース】 毎月１０日・年間１２回発行（１,４３８部／１回） 

   【メールマガジン】    毎月２０日発行・年間１５回発行（登録者１４２人） 

◆辻堂海浜公園で行われた「春の公園まつり」に参加し、高齢者疑似体験ブースを

開設するとともに、ボランティアセンターパンフレット等を配布しＰＲをおこな

った。 

【春の公園まつり】 ５月２３日 【体験者数】 １２５人（男５６／女６９） 

 ◆湘南藤沢シニアネット主催の「みんないきいき地域活動見本市」に参加し、ふじ

さわボランティアセンター及び老人福祉センターの普及啓発を図った。 

 【開 催 日】  ９月１３日、２月７日 

 

（２）車イス等貸出事業 

  ①通院など、一時的に車椅子が必要な方に対して、車椅子の貸出をした。 

【貸出件数】 １１０件（３２２台） ［92 件（288 台）］  

②学校と地域など体験学習のために、高齢者疑似体験セットの貸出をした。 

【貸出件数】  ３２件（２２８セット） ［33 件（257 セット）］ 
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（３）災害ボランティア推進事業 

  ①災害ボランティアコーディネーター養成講座（入門編） 

藤沢市及び特定非営利活動法人藤沢災害救援ボランティアネットワーク（ＦＳＶ） 

との共催により「災害ボランティアコーディネーター養成講座（入門編）」を開催し

た。 

  

 

（４）いきいきパートナー事業（市受託事業） 

ボランティアポイント制度により、高齢者によるボランティア活動を奨励・支援し、

介護予防と地域活動の活性化を図った。 

【対 象 者】  ６５歳以上の要支援、要介護認定を受けていない方 

【登録者数】  ４９２人（うち新規登録 １２３人） 

［391 人（うち新規登録  181 人）］ 

【説明会開催数】  ６回 ［説明会開催数 8 回）］ 

【登録施設等数】７７団体（新規登録１４団体）［63 団体（新規登録 11 団体）］ 

 

（５）その他の活動 

①被災地との交流支援事業「未来プロジェクト in福島 マーチングバンド交流会」 

福島県南相馬市と藤沢市の小学生を中心とする、マーチングバンド活動を通した交

流会を開催した。 

【開 催 日】８月２３日（日） 

【場  所】南相馬市立原町第一小学校（福島県南相馬市原町区東町２－６６） 

【参 加 者】<南相馬市> 

原町第一小学校マーチングバンド部・Seeds＋マーチングバンド 

          <藤沢市> 

湘南ドルフィンズ・マーチングバンドの指導者等、藤沢市社協職員 

 

 

 

開催日 １２月１９日
会　場 善行公民館
受講者数 １７人 ［15人］
開催日 ２月２０日
会　場 村岡公民館
受講者数 １２人 ［19人］

第１回

第２回
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②茨城県常総市大雨災害支援活動 

茨城県常総市の大雨災害に伴い、藤沢市と災害リスク情報の利活用等の共同研究を

おこなっている国立研究開発法人防災科学技術研究所からの要請により、同研究所

の情報システムを活用した情報収集及び提供を支援する職員を派遣した。 

【派 遣 日】 ９月１９日（土）、２０日（日） 

【派遣職員数】２人 

【派 遣 先】茨城県災害ボランティアセンター 

【支援内容】 避難所被災者へのタブレット端末を活用した情報提供 

   

③「地域市民学習ひまわりプロジェクト」への助成支援 

   善行中学校が中心となり周辺地域の小中学校、福祉団体、地域住民の協力を得て、

震災で栽培できなくなった食用ひまわり約６千株を代わりに育て、収穫した約１０

０キロの種を福島県に送ることで復興を支援する当該プロジェクトに対し、助成支

援をおこなった。 

 

  ④「2015 ふくしまっ子 リフレッシュ in 湘南＆こどもの国」への助成支援 

   夏・春休みに福島県の子どもたち３７人を江の島に招き、楽しいひとときを過ごし

てもらう事を目的に市民活動団体「福島の子どもたちとともに湘南の会」が主催す

る、当該事業に対し、助成支援をおこなった。 

 

⑤リユース事業（新規） 

市民の善意による寄附物品（家電・家具）を生活困窮家庭等に提供し、生活の再建

や維持の一助として有効活用するリユース事業を関連団体と連携し実施した。 

【寄付品受入件数】 ２８件（６７品） 

   【寄付品提供件数】  ２５件（５４品） 

◆生活困窮者自立支援関係機関による情報交換会を市と協働開催 

【開催日】  ８月２６日（水） 

【参加団体】 自立支援事業受託団体（３団体）、神奈川県ライフサポート事業実施

法人（４法人）、藤沢市（バックアップふじさわ、生活援護課）、 

市社協 
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７．資金貸付事業  （29,633,800 円） 

 失業者や障がいのある方、介護を要する高齢者のいる低所得世帯等に対して、生活の安 

定と経済的自立を図ることを目的に、各種資金の貸付を実施した。 

（１）生活福祉資金（県社協受託事業）  

①総合支援資金の貸付 

   失業等で生活に困窮している世帯に対して、継続的な相談支援とあわせて、生活費 

   及び一時的な資金の貸付の相談・支援を実施した。 

【相談件数（延）】 ３４８件 ［270 件］  

   【貸付件数】      ４件 １，４３７，６００円 ［0 件 0 円］ 

②福祉資金の貸付 

   低所得世帯や障がい者世帯等に対して、自立更生や生活の安定を図るための貸付の 

   相談・支援を実施した。 

   【相談件数（延）】 １，０６８件 ［905 件］ 

   【貸付件数】    １８件 ３，２５７，０００円 ［16 件 2,730,000 円］              

③教育支援資金の貸付 

   一定の所得以下の世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、大学などへの 

   進学や通学に必要な経費の貸付の相談・支援を実施した。 

   【相談件数（延）】  ２，４７２件 ［2,264 件］ 

   【貸付件数】       ３７件 １１，１６９，０００円 ［60 件 16,762,000 円］              

④不動産担保型生活資金の貸付 

   高齢者世帯及び要保護高齢者世帯に対して、居住用不動産を担保とした生活資金の 

   貸付の相談・支援を実施した。 

   【相談件数（延）】 １８７件 ［214 件］ 

   【貸付件数】       ２件 ４９，８９０，０００円 ［ 1 件 21,490,000 円］ 

 

（２）臨時特例つなぎ資金（県社協受託事業） 

   離職者を支援するための公的給付制度、または公的貸付制度を申請している住居の 

ない離職者に対して、当座の生活費の貸付の相談・支援を実施した。 

   【相談件数（延）】  ３３件 ［33 件］ 

   【貸付件数】        ０件 ０円 ［0 件 0 円］ 
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（３）小口資金の貸付 

   低所得世帯の福祉増進を図るため、生活に必要な小口資金の貸付を実施した。 

   【貸付件数】   ２９１件 ４，２０９，０００円［287 件 4,199,000 円］ 

 

（４）修学旅行費貸付事業 

   低所得世帯の福祉増進を図るため、中学校修学旅行費の貸付を実施した。 

   【貸付件数】   １２校 ５３人 ２，９７９，０００円 

              ［16 校 69 人 3,831,200 円］ 

 

８．障がい福祉事業（25,903,915 円） 

障がい児・者やその家族を支援するために、一時預かり事業や就労支援事業等を実施し

た。 

（１）一時預かりホーム運営事業（554,284 円） 

保護者の都合により、障がい児者を介護することができない場合、保護者に代わり 

一時的に援助することを目的に、一時預かりホームの運営を実施した。 

【利用登録者数】      ３３人（３～３８歳） ［45 人（2～42 歳）］ 

【年間利用人数（延）】   ５１３人 ［（延）604 人］ 

 

（２）地域活動ホーム運営事業（962,804 円） 

 湘南台の地域活動ホームを拠点に、障がい児者を対象とした放課後等の一時預かり 

事業の実施や、障がい児者を支援するボランティアグループの活動の場として利用し

てもらうなど、ボランティア活動の支援をおこなった。 

   【利用登録者数】          １０人（９～４０歳） ［10 人（8～39 歳）］ 

   【年間利用人数（延）】  ３３３人 ［（延）348 人］ 

 

（３）就労支援売店運営事業（ともしびショップ）（24,386,827 円） 

障がい者等の就労を通じた社会参加の場として、県社協から「ともしびショップ」 

の認定を受けた市営斎場内の売店を運営した。 

【運営体制】  ６人（内 障がい者３人）※平成２７年度就労障がい者数 ５人 

   【運営日数】  ３６３日 
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（４）ふれあい実行委員会事務局業務 

ふれあい実行委員会の事務局として、障がい者関係機関及び行政との協働により

第３４回ふれあいステージを開催した。また、実行委員会や事業のあり方等につい

て検討をおこなった。 

  ①ふれあい実行委員会 

   【開催日】  ６月２６日、９月１７日、１１月９日、１２月１９日 

１月１８日 

  ②ふれあい実行委員会検討会 

   【開催日】  ７月２９日、９月１７日 

③第３４回ふれあいステージ 

【開催日】  １２月１９日  

【参加者数】 １，１１４人 ［723 人］ 

【主な内容】 KONISHIKI（小錦）コンサート、ボーカル＆手話ダンスパフォー

マンス、HAND SIGN（ハンドサイン）、藤が岡中学校吹奏学部演奏

他 

 

９．権利擁護事業（あんしんセンター事業）  （70,417,853円）  

（１）日常生活自立支援事業（県社協受託事業） 

高齢者や知的に障がいのある方、精神に障がいのある方などで、判断能力が不十分 

な人が日常生活を送る上で、自ら福祉サービスの利用手続きや日々の金銭管理が十分 

にできない場合に、住み慣れた地域で安心し暮らせるよう、「福祉サービス利用援助」 

「日常的金銭管理サービス」「書類等預かりサービス」による支援を実施した。 

【相談問い合わせ件数】         ２，４２９件  ［2,189 件］ 

       （内訳）認知症高齢者   １，１９４件  ［1,107 件］ 

           知的障がい者    ２７７件  ［275 件］ 

           精神障がい者    ７０１件  ［533 件］ 

           身体障がい者      ４件  ［4 件］ 

           その他       ２５３件  ［270 件］ 

【新規利用相談人数】 ６１人［48 人］ 
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【契約件数】７５件（新規３１件・継続４４件）［53 件］［新規 32件・継続 21 件］ 

       （内訳）認知症高齢者      ３９件  ［31 件］         

           知的障がい者       ５件  [7 件］ 

精神障がい者      ２２件  ［9 件］ 

その他          ９件  ［6 件］ 

【終了件数】     １９件（保佐人選任 3件、本人申出 6件、施設入所 3件、家族

管理 3件、死亡 4件） 

                 ［9件］ 

 

（２）成年後見利用促進事業 

成年後見制度の普及啓発事業を実施するとともに、制度に関する一般相談や定期専 

門相談の他、地域へ出張しての専門相談や地域における権利擁護のあり方について、 

地域関係機関との連携を図った。 

①成年後見制度の普及啓発 

◆あなたの暮らしを守るために「笑って学ぼう!！成年後見制度と相続のこと前編」 

主催：藤沢市 

共催：藤沢市社会福祉協議会・藤沢市権利擁護ネットワーク連絡会 

【開催日・場所】１月２３日・湘南台文化センター市民シアター 

【参加者数】   ２０３人 

   ②成年後見制度及び市民後見人の普及啓発 

◆あなたの暮らしを守るために「笑って学ぼう!！成年後見制度と相続のこと後 

編」 

主催：藤沢市 

共催：藤沢市社会福祉協議会・藤沢市権利擁護ネットワーク連絡会 

協力：特定非営利活動法人市民後見さざなみネットワーク 

【開催日・場所】３月１２日・湘南ＮＤビル 

【参加者数】   ７４人 

◆その他福祉関係者等の会議、研修での講師等 

【件  数】   ９件 【16件】 【参加者数】  ２５３人 【458人】 
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③成年後見制度の利用支援等 

【一般相談件数（延）】        ５０６件  ［643 件］ 

      ＜内訳＞  高齢者    ２２８件 ［323 件］ 

            知的障がい者  ７６件 ［174 件］ 

            精神障がい者 ２００件 ［127 件］ 

身体障がい者   １件 ［3 件］ 

            その他      １件 ［16 件］  

 

【専門相談件数（延）】            ７１件 ［86 件］ 

       ＜内訳＞ 弁護士       ２７件 ［29 件］ 

            税理士        ３件 ［8 件］ 

             司法書士      ２５件 ［24 件］ 

             行政書士      １０件 ［12 件］ 

             社会福祉士      ６件 ［13 件］ 

 相談日：毎月第１週から第４週の水曜日（月４回） 

 

【出張専門相談】 

◆湘南台市民センター （６月２８日） ４件（弁護士・社会福祉士） 

 ◆辻堂市民センター  （１１月２８日）６件（司法書士・行政書士） 

◆善行市民センター  （２月２７日） ６件（弁護士・社会福祉士） 

 

④地域関係機関との連携 

 ◆藤沢市権利擁護ネットワーク連絡会 

 ＜委員会＞ 

  ：権利擁護にかかる関係機関等の連携を深め、地域における権利擁護のあり方等

について協議、研究を進めた。 

【開催回数】 ３回   

【開 催 日】 ６月１１日、１０月２２日、３月３日 
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（３）法人後見事業 

法人後見業務については、市長申立により受任したケースや日常生活自立支援事業

の利用者が判断能力低下により、法人後見に移行したケース等の生活支援や財産管理

を実施した。 

【受任件数】  ３件  [3 件] 延べ受任件数、＜１１件＞ 

＜内訳＞ 

            後 見   １件  [1 件] 

           保 佐   ２件  [1 件] 

           補 助   ０件  [1 件] 

【現在の実施件数】 １０件（３月３１日 現在） 

 

（４）市民後見人養成事業（新規） 

①市民後見人養成講座 

神奈川県社会福祉協議会が基礎研修・効果測定を行い、実践研修を綾瀬市と共同 

開催した。さらに効果測定を行い、支援員研修を開催した。支援員研修について

は、平成２８年度４月まで継続。平成２８年５月に第一期生の修了式を予定して

いる。 

   ◆市民後見人養成講座 基礎研修（県社協） 

【開催日】基礎研修（県社協）：８月１１日・２７日、９月３日・１０日 

【場 所】長後公民館および藤沢市社会福祉協議会 

【参加者数】藤沢市民１０名・綾瀬市民３名 

＜市民後見人養成講座 実践研修＞（市社協） 

【開催日】実践研修（市社協）：１０月３０日、１１月５日・１３日・２０日 

 １１月２７日、１２月３日・４日・９日・１８日 

【場 所】藤沢市社会福祉協議会 

【参加者数】藤沢市民１０名・綾瀬市民３名 

   ◆市民後見人養成講座 支援員研修（市社協） 

【開催日】平成２８年２月～４月 

【場 所】利用者宅など 

【参加者数】藤沢市民５名（男性３名・女性２名） 
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（５）日常生活自立支援事業契約締結審査会・法人後見業務適正審査会 

それぞれの審査会は、審査事項等において関連があり、また法人後見業務適正審査 

会では、必要に応じあんしんセンターの運営に関して指導や助言等を求めることがで 

きることから、一体的運営を図るため同日に開催した。 

【開催回数】 ６回［6 回］（奇数月に隔月開催） 

          

１０．在宅福祉事業  （81,599,276 円） 

（１）自主事業（ホームヘルプサービス） （313,136 円） 

介護保険制度や障害者総合支援制度、または市の生活支援型のホームヘルプサービ 

スの対象とならない世帯（産褥期・母子・父子等を含む）や、これらの制度の対象で 

あっても、制度の適用に該当しない支援を必要とする高齢者等の世帯に、ホームヘル 

パーを派遣し、家事援助等のサービス提供を実施した。 

【実利用者数】           ３１人  ［67人］ 

【派遣回数（延）】         ３００回  ［577回］ 

【派遣時間（延）】        ２４６時間   ［446.75時間］ 

 

（２）公的介護事業（ホームヘルプサービス）（市受託事業）（6,647,038円）          

①生活支援型ホームヘルパー派遣事業 

介護保険の要介護認定において非該当とされ、日常生活を営むのに支障のある６５ 

才以上の在宅要援護高齢者等に、ホームヘルパーを派遣し、家事援助等のサービス 

提供を行い、要支援・要介護状態への進行予防を図った。 

【実利用者数】        ２０人  ［16人］ 

【派遣回数（延）】     ３８０回  ［270回］ 

【派遣時間（延）】 ４１８．７５時間   ［270時間］ 

 

  ②ひとり親家庭日常生活支援事業 

   ひとり親家庭等を対象にホームヘルパーを派遣し、家事援助等のサービス提供を行 

い、在宅生活の支援をした。 

   【実利用者数】         ５人   [2人］ 

   【派遣回数（延）】      ６９回   [42回] 

   【派遣時間（延）】     ７８時間    [50時間] 
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  ③家事・育児援助支援員（養育支援）事業 

   育児等の支援が必要な家庭を対象にホームヘルパーを派遣し、家事援助等のサービ 

ス提供を行い、在宅生活の支援をした。 

   【実利用者数】         ５人  [3人］ 

   【派遣回数（延）】     １６６回  ［159回］ 

   【派遣時間（延）】    １７３時間   [160時間］ 

  ④精神障がい者地域移行体験利用事業（新規） 

   精神障がいのある方が、長期的な入院等から退院し、地域生活に戻る際の生活体験

を支援するため、ホームヘルパーを派遣した。 

   【実利用者数】        ３人   

   【派遣回数（延）】       ９回   

   【派遣時間（延）】   １６．５時間   

 

（３）緊急通報システム事業（市受託事業） (25,805,837 円)  

６５才以上の高齢者等で、慢性疾患等により日常生活に不安がある方に緊急通報装 

置を設置することにより、自立した安全な在宅生活の支援をした。 

【実利用者数】      ８４７人  ［775人］ 

   【緊急通報件数】     １６５件  ［113件］ 

   【相談通報件数】     １２７件  ［127件］ 

   【安否確認件数】  ４２，３９１件  ［38,198件］ 

   【受信センター数】     ９箇所  ［9箇所］ 

   【協力員登録数】     ７３７人  ［749人］ 

 

（４）在宅福祉サービスセンター管理運営事業（市受託事業）（24,537,613 円） 

各種公的在宅福祉サービス事業等が、より市民の立場に立った利用しやすいものと 

なるよう、ケアマネジャー新任研修会や地域包括支援センター職員研修会等で各事業

説明するとともに、相談・調整等のコーディネート業務を実施した。 

①寝具乾燥消毒サービス事業 

６５才以上の寝たきり高齢者等に対し、寝具の丸洗い、消毒、乾燥のサービスを提 

供し、快適な日常生活の維持を図った。 

【実利用者数】  ９４人 ［101人］ 【枚数（延）】 １，３８２枚 ［1,560枚］ 
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②一時入所事業（ショートステイ） 

６５才以上の高齢者を介護している家族が、疾病等により一時的に介護できないと

きに、施設において介護を実施した。 

【生活支援型】   実利用者数       １人    ［4 人］ 

      ＜特養＞    利用日数（延）     ２日    ［35 日］ 

【生活管理支援型】, 実利用者数      ３９人     ［44 人］ 

      ＜養護＞  利用日数（延） １，５６６日    ［1,295 日］ 

③紙おむつ支給事業 

在宅において、寝たきりや認知症等のため常時おむつ使用が必要な要介護４以上の 

認定を受けた４０才以上の方（本人合計所得４００万円未満の方）、及び要支援１か 

ら要介護３までの認定を受けた市民税非課税世帯の６５才以上の高齢者に対して、 

紙おむつを支給し、経済的負担及び介護負担の軽減を図った。 

【実利用者数】   １，０１７人  ［1,032 人］ 

【支給件数（延）】 ８，５１６件  ［8,989 件］ 

④徘徊高齢者対策事業 

徘徊高齢者の早期発見と保護を目的として、警察、消防署、タクシー協議会等の関 

係機関と連携を取りながら捜索を行い、特別養護老人ホームで一時保護することに 

より、徘徊高齢者の生命の安全を図った。 

【実登録者数】          １５５人  ［125 人］ 

【通報件数】             ４件  ［4 件］ 

【位置情報提供事業利用者数】   １２人  ［6 人］ 

⑤相談・調整のみ対応した実件数 ２７５件  ［289 件］ 

 

（５）高齢者給食サービス事業（市受託事業）（24,295,652 円） 

   自分で食事の支度が困難な方で、近隣に食事の世話をしてくれる人がいない６５歳

以上の高齢者等に、市内の特別養護老人ホーム等で調理した食事の配達とともに、安

否確認をする給食サービスを３６５日体制で実施し、安心で健康的な生活を支援した。 

【実利用者数】     ２７６人 ［320 人］     

【配食数（延）】  ２６，１１８食 （内特別食数 ５，７３４食） ［28,436 食］ 

【緊急対応件数】    ２６３件 ［240 件］ 

【配食センター数】    ６箇所 ［6 箇所］ 

【協力員登録数】     ２４人 ［24 人］ 
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１１．老人福祉センター事業（指定管理事業）  （240,439,330 円） 

いきいきシニアセンター（老人福祉センター）の指定管理者として、３センター（やす

らぎ荘・湘南なぎさ荘・こぶし荘）の施設維持管理をおこなうとともに、健康講座や教養

講座など生きがい対策事業を実施した。 

市の受託事業として、介護予防推進事業「体力に自信のない方のためのらくらく水中運 

動講座」を実施した他、独自の介護予防事業として「コグニサイズ体操講座」や「シニア・

リフレッシュウォーキング講座」等を開催し、高齢者の健康維持・健康増進に努めた。 

地域団体や障がい者団体との交流並びに地産地消を目的としたミニマルシェを毎月開 

催し、野菜やパンなどの販売をおこなう他、各自宅の電気代の節約や環境保護につなげる

クールシェア・ウォームシェア運動を推奨し、館内でのポスター掲示や、かき氷や流しそ

うめん、お汁粉の無料配布等をおこない高齢者の外出のきっかけづくりの一助とした。 

また、新たな食堂運営団体の協力のもと、湘南なぎさ荘では食堂が新規開設され、やす

らぎ荘では食堂のリニューアルをおこなうとともに、２月からは地域への食堂開放を実施

した。 

 なお、今年度は指定管理者評価委員会による第三者評価が実施され、評価結果について

はすべての評価項目でＡ評価（Ｓ「特別良い」・Ａ「良い」・Ｂ「普通」・Ｃ「悪い」）を得

た。 

【利用者数（延）運営日数３０６日】    ３００，２６５人  ［301,296 人］ 

        ＜内訳＞やすらぎ荘        ７３，２３６人   ［73,814 人］ 

湘南なぎさ荘        ８９，３２３人   ［89,561 人］ 

こぶし荘          １３７，７０６人  ［137,921 人］ 

 

  【健康相談利用者数（延）】（保健師等の相談…原則毎日／医師の相談…月３日） 

３０，４５７人  ［25,957 人］ 

＜内訳＞やすらぎ荘           ９，２８９人    ［8,549 人］ 

湘南なぎさ荘       １１，２０８人     ［8,310 人］ 

こぶし荘             ９，９６０人     ［9,098 人］  

 

【事業回数・参加者数（延）】   ５８８回  ２５，７１５人 ［600 回  25,186 人］ 

          ＜内訳＞やすらぎ荘    １３４回   ５，２８６人 ［138 回  5,138 人］ 

湘南なぎさ荘  ２５６回  ８，４５５人 ［259 回  8,564 人］ 

こぶし荘    １９８回  １１， ９７４人  ［203回 11,484人］ 
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【風呂利用者数（延）】               ９５，５８８人  ［95,854 人］ 

            ＜内訳＞やすらぎ荘        ２６，８１６人  ［26,482 人］ 

湘南なぎさ荘      ２４，６７１人  ［25,736 人］ 

こぶし荘          ４４，１０１人  ［43,636 人］ 

 

【運動浴室利用者数（延）】          ３９，１６８人  ［40,797 人］ 

            ＜内訳＞湘南なぎさ荘       １３，４６６人  ［15,498 人］ 

こぶし荘           ２５，７０２人  ［25,299 人］ 

            ※やすらぎ荘は運動浴室設備無し。 

 

【介護予防事業参加者数（延）】  ２４回 １７１人    ［48 回 345 人］ 

＜内訳＞湘南なぎさ荘 １２回  １１４人（平成 27 年 5 月 21 日～9 月 24 日） 

こぶし荘     １２回   ５７人（平成 27 年 6 月 5 日～11 月 27 日） 

［湘南なぎさ荘 30 回 238 人・こぶし荘 18 回 107 人］ 

 

１２．居宅介護等事業（95,512,515 円） 

介護保険制度に基づいた、居宅介護支援及び訪問介護等を実施した。 

（１）居宅介護支援事業 

要介護者及び要支援者からの依頼により、日常生活を営むのに必要な福祉サービス 

等を適切に利用できるよう、居宅サービス計画（ケアプラン）を作成し、居宅サービ 

ス事業者との連絡調整等を実施した。 

①居宅介護支援事業 

【実利用者数】            ４５人 ［118 人］ 

【ケアプラン作成件数（延）】    ４２９件 (月平均 ３６件) 

                  ［894 件 （月平均 75 件）］ 

②介護予防ケアマネジメント事業（受託分） 

【実利用者数】             ８人 ［17 人］ 

【ケアプラン作成件数（延）】     ８８件  (月平均  ８件) 

                     ［168 件 （月平均 14 件）］ 
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（２）要介護認定訪問調査事業（市受託事業） 

市からの受託により、介護保険の要介護認定訪問調査を実施した。  

【調査件数（延）】         １３０件 ［233 件］ 

 

（３）訪問介護事業 

①介護給付対象者である高齢者等の家庭にホームヘルパーを派遣し、食事、排泄、入 

浴等の身体介護と、炊事、洗濯、掃除等の生活援助のサービスを実施した。 

【実利用者数】           １７０人  ［185 人］ 

【派遣回数（延）】      １４，３７７回  ［16,977 回］ 

【派遣時間（延）】  １５，３３９．５０時間  ［18,203.50 時間］ 

②介護予防給付対象者（要支援１・２）の家庭にホームヘルパーを派遣し、食事、排 

泄等の生活活動の支援を行い、生活機能の低下防止を実施した。 

【実利用者数】          １６３人  ［180 人］ 

【派遣回数（延）】       ９，７３１回  ［10,433 回］ 

【派遣時間（延）】      ９，８２２時間  ［10,428 時間］ 

 

１３．地域包括支援センター運営事業（平成２７年度で終了） 

（33,168,164 円） 

（１）地域包括支援センター運営事業（市受託事業等）（32,777,521 円） 

村岡地域包括支援センターの受託事業者として、村岡地区内の要介護認定者のうち、 

要支援１・２の介護予防支援事業、生活機能向上支援事業対象者への介護予防事業、 

高齢者への総合支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント事業などを保健師、 

主任ケアマネジャー、社会福祉士の３専門職が協働で実施するほか、村岡地区小地域

ケア会議を地域の方々等と協力して開催をした。 

 なお、平成２７年度で事業を終了することから、平成２８年度から事業開始をする

新法人と連携をして移行調整をおこなった。 

【介護予防ケアプラン実利用者数】 ３７０人 ［356 人］ 

【作成件数（延）】            ３，３０９件 ［3,149 件］ 

【認定調査件数】          ３３件 ［32 件］ 

【実相談者数】                  ３１４人 ［351 人］ 

【相談件数（延）】         １，２８９件 ［1,508 件］ 

【会議開催数】            ６回  [5 回] 
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（２）介護予防推進事業（市受託事業）（390,643 円） 

介護保険法の地域支援事業（藤沢市における介護予防推進事業）として、市内在住 

の高齢者を対象に講座や様々な活動を通じ、運動機能の維持向上、また仲間づくりや

地域活動への参加を支援した。 

【実利用者数】    ３２人 ［32 人］ 

【利用者数（延）】  ２４５人 ［275 人］ 

【開催回数】     １８回 ［17 回］ 

 

１４．障がい者総合支援事業  （60,497,823 円） 

障害者総合支援法に基づいた、居宅介護及び生活介護等の障がい福祉サービスを実施 

した。また、障がい福祉サービス計画の作成や生活全般の相談支援を実施した。 

（１）居宅介護等事業（55,105,823 円）※移動支援事業費を含む                                         

①居宅介護事業・重度訪問介護事業・同行援護事業 

   身体障がい者等に対して、ホームヘルパーを派遣し、食事、排泄、入浴等の身体介 

護と、炊事、洗濯、掃除等の家事援助、また生活等に関する相談及び助言、並びに 

通院時における移動の介助等のサービス提供を実施した。 

【実利用者数】          １６３人  ［176 人］ 

【派遣回数（延）】      １５，２９２回  ［15,450 回］ 

【派遣時間（延）】  １８，３６０．５０時間   ［19,277.25 時間］ 

  ②移動支援事業（藤沢市地域生活支援事業） 

   屋外での移動に困難がある障がい児者の外出及び、地域での自立生活や社会参加の

支援を実施した。 

【実利用者数】            ４５人 ［48 人］ 

【派遣回数（延）】       １，５７４回 ［1,609 回］ 

【派遣時間（延）】      １，６２８時間 ［1,518.50 時間］ 

 

（２）相談支援事業（5,392,000 円） 

   指定特定相談支援事業者として、障がい福祉サービス利用等についての相談やサー 

ビス利用計画の作成等の支援を実施した。 

   【実利用者数】           ６６人   [53 人］ 

   【調査件数（延）】         ４０件   [20 件］ 

   【相談・調整のみ対応した実件数】  ４２件     ［61 件］ 
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１５．寄附金品の状況 

市社協が進める事業のために、次のとおり個人・団体から寄附金品が寄せられた。 

①一般寄附金 

   【個 人】 ２７件  １４，８９６，６９３円 ［31 件   362,829 円］ 

【団 体】 １５件     ６６４，９４６円 ［17 件   790,189 円］ 

②善意銀行寄附金（指定寄附） 

   【団 体】  ３件     １４０，６６５円 ［ 3 件  201,449 円］ 

③寄附物品 

【個 人】  １件  将棋盤及び駒  ［0 件］ 

   【団 体】  ６件  車イス、クオカード、落語入場券 他  ［10 件］ 

 

１６．会の運営 

自主財源確保のため会員の拡充に努めた。 

（１）会員加入と会費の状況 

①正 会 員〔＠１，０００円〕 ６０７件       ８８７，０００円 

［620 件 891,000 円］ 

   ②賛助会員〔＠１，０００円〕 １３２件      ５２１，０００円 

                                ［90 件 376,000 円］ 

   ③地区社協負担金       １４地区       ８５０，０００円 

                              ［14 地区 850,000 円］ 

      【合  計】           ７５３件    ２，２５８，０００円 

                             ［724 件 2,117,000 円］ 

 

組織運営のために理事会・評議員会等を開催した。 

（２）理事会（４回） 

  ◆第１回理事会 平成２７年４月１日 

  ［議題］①社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会常務理事の指名について 

  ◆第２回理事会 平成２７年５月２７日 

  ［議題］①平成２６年度事業報告並びに一般会計・特別会計収入支出決算について 

      ②社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会評議員の同意について 

      ③第３次藤沢市地域福祉活動計画について（報告） 

      ④藤沢市老人福祉センター「やすらぎ荘」事故について（報告）       
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  ◆第３回理事会 平成２７年１０月１３日 

  ［議題］①平成２７年度資金収支補正予算（第１号）について 

      ②平成２７年度社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会被表彰者について 

      ③平成２７年度事業中間報告について 

      ④平成２８年度コミュニティソーシャルワーカーモデル事業について（報告） 

  ◆第４回理事会 平成２８年３月３０日 

  ［議題］①社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会定款の一部改正について 

      ②平成２７年度資金収支補正予算（第２号）について 

      ③平成２８年度事業計画並びに資金収支予算について 

      ④福祉資金貸付事業における借受人の返済免除について 

      ⑤第３次藤沢市地域福祉活動計画について（報告） 

   

（３）評議員会（３回） 

  ◆第１回評議員会 平成２７年５月２７日 

  ［議題］①平成２６年度事業報告並びに一般会計・特別会計収入支出決算について 

      ②社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会評議員の同意について（報告） 

      ③第３次藤沢市地域福祉活動計画について（報告） 

      ④藤沢市老人福祉センター「やすらぎ荘」事故について（報告）              

  ◆第２回評議員会 平成２７年１０月１３日 

  ［議題］①平成２７年度資金収支補正予算（第１号）について 

      ②平成２７年度社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会被表彰者について（報告） 

      ③平成２７年度事業中間報告について 

      ④平成２８年度コミュニティソーシャルワーカーモデル事業について 

  ◆第３回評議員会 平成２８年３月３０日 

  ［議題］①社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会理事の選任について 

      ②社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会定款の一部改正について 

      ③平成２７年度資金収支補正予算（第２号）について 

      ④平成２８年度事業計画並びに資金収支予算について 

      ⑤第３次藤沢市地域福祉活動計画について（報告） 

 

（４）監事監査（１回） 

  ◆監事監査 平成２７年５月１３日 
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（５）正副会長会（３回） 

  ◆第１回正副会長会 平成２７年５月１２日 

  ◆第２回正副会長会 平成２７年１０月５日 

  ◆第３回正副会長会 平成２８年３月１６日 

 

（６）業務の執行に伴う各種委員会等 

   ①愛の輪福祉基金審査委員会（別掲） 

   ②日常生活自立支援事業契約締結審査会（別掲） 

   ③法人後見業務適正審査会（別掲） 

   ④藤沢市権利擁護ネットワーク連絡会（別掲） 

   ⑤村岡地区小地域ケア会議（別掲） 

   ⑥第３次藤沢市地域福祉活動計画策定委員会（別掲） 

 

１７．団体業務 

各種団体業務の事務局を担当した。 

（１）日本赤十字社神奈川県支部藤沢市地区事務局 

①日本赤十字社社員増強運動の実績 

目標額（円） 実績額（円） 

29,458,000  

［29,458,000］  

21,814,608 

 ［22,385,174］ 

②火災等の災害見舞金の支給実績 

   ［火災］全焼：１５件 １５０，０００円・半焼：２件 １０，０００円 

       水損： ８件 ４０，０００円 

      ［全焼： 7 件  70,000 円 半焼：3 件 15,000 円］ 

   ［水害］床上浸水： ０件 ［床上浸水：35 件  175,000 円］ 

  ③地域の自主防災活動への助成事業 

   １４団体・１４事業  １，５００，０００円 

  ④水上安全法救急員Ⅱ養成講座 

   【開催日】  ６月１０日、１１日、１２日 

   【受講者数】 １０人 
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（２）神奈川県日赤紺綬有功会藤沢支会事務局 

   赤十字事業の伸展に寄与するため事務局を担当した。 

 

（３）神奈川県共同募金会藤沢市支会事務局 

  ①共同募金運動（赤い羽根・年末たすけあい）の実績 

募金名 目標額（円） 実績額（円） 

赤い羽根募金 
32,780,000 

［32,670,000］ 

26,762,963 

［26,770,601］ 

年末たすけあい募金 
12,000,000 

［12,000,000］ 

12,965,741 

［12,845,523］ 

合   計 
44,780,000 

［44,670,000］ 

39,728,704 

［39,616,124］ 

 

（４）藤沢市遺族会事務局 

   遺族の集い、研修会等の各種事業を実施した。 

 

（５）藤沢市更生保護女性会事務局 

   更生保護活動推進のため事務局を担当した。 

 

（６）藤沢市各地区社会福祉協議会連絡協議会事務局 

   各地区社協相互間及び市社協との連携・協力のため事務局を担当した。（別掲） 

 

（７）藤沢市障がい者共同受注促進協議会 

   生産活動等をおこなう障がい者事業所が共同で受注を図るため事務局を担当した。 

 


