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平成２８年度 事 業 報 告 

平成２８年度は、５年計画となる第３次藤沢市地域福祉活動計画の初年度として、計画

の推進ビジョン「ひとり一人が主役 共に支えあい 安心して暮らせるまち ふじさわ」

の実現のため、計画推進の基盤となる地域の福祉関係機関による相談支援ネットワークの

構築や、市民を中心とした助け合い支えあいの地域づくりに向け、各種事業に取り組みま

した。特に、モデル事業として鵠沼・六会・湘南大庭の３地区に配置をしたコミュニティ

ソーシャルワーカーを中心に、これまでのような待ちの姿勢から積極的に地域に出向いて

いくアウトリーチ型の活動へと、社会福祉協議会として本来あるべき活動展開に重点を置

き、地域の住民や団体、福祉関係者等との協力関係の強化や、生活困窮者の自立相談窓口

「バックアップふじさわ社協」の開設により、生活福祉資金貸付事業や権利擁護事業など

組織内部における連携や、地域の相談支援機関、行政の相談窓口等との関係が深まり、様々

な背景により生活課題を持つ方々に対する支援の幅が広がるなど総合相談機能の充実を図

りました。なお、当年度の重点的取り組みや、各種実施事業の実績は次のとおりです。 

 

［重点目標］ 

１．地域福祉事業の推進（相談・支援事業の充実・強化） 

市の生活困窮者自立支援相談窓口の支所として、「バックアップふじさわ社協」を開設

し、資金貸付や権利擁護事業等と連携した社協の相談機能を活かした相談体制の構築を

図ると共に、鵠沼・六会・湘南大庭地区にコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）

をモデル配置し、市民センターを拠点に民生委員児童委員や地区社協との連携協力のも

と、地域での孤立や制度の狭間の問題を抱え相談につながらない方に対するアウトリー

チ型の相談支援と地域課題の解決に向けた関係機関のネットワークづくりや地域活動の

支援等を行い生活困窮者の相談支援の充実と支えあいの地域づくりの推進に取り組みま

した。 

  また、支えあいの地域づくりの取り組みにおいては、新たに第１層生活支援コーディ

ネーターを配置し、ＣＳＷとの連携を図りながら地域における社会資源等の実態や課題

の把握、担い手の養成に取り組みました。更に市内東西南北の４ブロックを担当する４

名の地域支援担当職員により、身近な地域における相談支援ネットワークの拡充に向け

て、気軽に立ち寄れる居場所とまちかどの相談室としての機能が期待される「地域の縁

側」ついて、対象者を限定した「特定型」の新たな類型を加え、拡大に向けた開設支援

に取り組みました。 
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２．人材育成の推進 

  ボランティア活動や地域活動へのきっかけづくりとしてのボランティア養成講座や老

人福祉センターでのボランティア相談窓口開設、小中学生の福祉教育としての講座の開

催に取り組みました。 

  福祉・介護の人材養成に向けては、市内の社会福祉法人等との協働による介護職員初

任者研修の開催が３年目となる今年度は、児童養護施設の入所者・退所者や生活困窮者

の受講枠を設け、研修をとおして資格取得と就業に向けた自立支援をおこないました。 

  また、介護保険改正による介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、市内のＮＰ

Ｏ法人と協働により、「訪問型サービスＡヘルパー」の養成研修に取り組みました。 

 

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を図るとともに、

判断能力が十分でない高齢者・障がい者等の方々の権利をまもり、地域生活を支える

ため、成年後見制度の普及啓発や利用支援・相談業務等を実施しました。さらに、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おこなうことにより、

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、市民後見人第二期生

の養成に取り組みました。養成研修を修了した方は、市民後見人候補者バンクに登録

するとともに生活支援員に登録し資質向上を図りました。 

 

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、事業所の参入が少なく、市内の体制が充

分ではない障がい福祉サービス（居宅介護事業、計画相談支援事業等）に引き続き取り

組み利用者に支援をおこないました。 

在宅福祉事業の取り組みとして、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、地域包括

支援センター等関係機関と連携して利用者に支援をおこないました。 

平成２８年度から実施された介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な事業運営をお
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こなうため、市や関係機関等と連携を図りました。 

 

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 

やすらぎ荘、湘南なぎさ荘、こぶし荘の３センターの指定管理者として、高齢者の生

きがいづくりや健康づくりに資するための運営と、快適で安全に利用していただくため

の施設維持管理に努めました。藤沢市がめざす健康長寿日本一の一助として、健康講座

や趣味・教養講座など生きがい対策事業を実施するとともに、職員自らが講座や研修の

講師を担えるよう関係資格の取得等を推進し、事業運営の充実を図りました。また、地

域の方々や障がい者との交流を目的としたイベント開催や、地産地消によるミニマルシ

ェの開催、食堂の地域開放など、地域に開かれた施設運営に取り組みました。 

なお、指定管理期間が残り２年となり、平成３０年度の次期指定管理期間に向けて管

理運営計画の策定会議及び作業部会を設置し、新たな計画策定に着手しました。 
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実 施 事 業 ※［ ］は、平成 27 年度の実績 

１．地域福祉推進事業 （4,407,668 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３９号・第４０号・第４１号） 

    【発 行 月】 ５月・９月・１月 

    【発行部数】 １回に８，５００部 

 

（２）市社協ホームページによる福祉情報の提供 

   本協議会が実施する各種事業や講座・研修・イベント等の取り組みを周知するため

に、ホームページによる各種情報の提供をおこなった。また、組織運営の透明性の向

上に向けて、事業計画・予算や事業報告・決算、財務諸表や法人組織の現況報告等、

組織の運営面に関する情報を掲載する他、高齢者や視力の弱い方等、幅広い利用者層

への対応として新たに音声ガイダンスを導入した。 

 

（３）第４８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１８日（金） 

    【参加者数】１８０人 ［206 人］ 

【内  容】 ＜一部＞式典 

「福祉功労者に対する表彰・感謝」 

          ◆表彰       個人  ３人 

              ボランティア個人 １３人・団体 １団体 

              ［個人 7 人／ ボランティア個人 8 人・団体 0］ 

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

                    ［寄附 個人 1・団体 3］ 
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         ＜二部＞講演会 

          ◆テーマ  菊地流・魅力的人生のすすめ 

～ご近所の力で安心安全な地域づくり～ 

                    ◆講 師  弁護士 菊地幸夫 氏 

        

（４）第３次藤沢市地域福祉活動計画の推進 

   計画の推進に向け、地域における主体的な取り組みが広がるよう「地域福祉活動の

てびき」を作成し、市民が集う地域福祉のシンポジウムや地域の各種会合の場等での

周知をおこなった。また、市社協が推進すべき事項として、重点目標で示す各種事業

への取り組みをおこなう他、本計画と地域福祉の推進ビジョンや基本目標を同じくす

る市地域福祉計画推進委員会へ参加をし、情報の共有化を図った。 

   

 

２．地域の縁側事業 （市受託事業）（9,077,105 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２９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。平成２８年度は新たに「特定型」の縁側が

５箇所開設した。 

【開所数】 ２６箇所（基幹型３・基本型１８・特定型５） 

       ［14 箇所（基幹型 2・基本型 12）］ 

（１）地域の縁側の募集及び開設状況 

 

       

【平成２８年度（新規）開設】

種別 名称 運営母体 地区 備考

基幹 きらり 社会福祉法人福寿会 村岡

おしゃべり処「大福」 おしゃべり処「大福」 長後 自宅開放

七ツ木の里 七ツ木の里 長後 市民の家活用

みんな・de・六会 社会福祉法人藤沢育成会 六会
マルチパートナーシップ協定に
よるマクドナルド店舗活用

えん
特定非営利活動法人
ＮＰＯサポーターズ

善行

藤沢地区みらいサロン 藤沢地区みらいサロン 藤沢 自宅開放

コミュニティハウス片瀬山 コミュニティハウス片瀬山 片瀬 空き家活用

基本

１２箇所（基幹型１・基本型６・特定型５） 
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（２）支援事業 

①制度設計等に関する支援 

地域の縁側事業の運営状況に関する実績調査結果等に基づき、市と共に補助体系の

在り方を検討した。 

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６８人 ［5 回 参加者 59 人］ 

    【地域の縁側情報交換会】  １回 参加者２２人 ［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１０３回  相談・講座等 ２６回 １６７件 

        ［訪問回数延べ 91 回  相談・講座等 20 回 219 件］ 

   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】 ７団体 ［3 団体］ 【登録者数】 ４５人 ［29 人］ 

 

 

３．援護事業  （3,061,399 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】 ３６人  ７，３００円 ［43 人  8,600 円］ 

おれんじリング湘南 おれんじリング湘南 明治
認知症当事者、家族、地域住民、
専門職等・市民の家活用

まめっこ
特定非営利活動法人善行団地
自治会立ちびっこ幼児教室

善行
子育て親子・老人憩いの家活
用

まめや
ＮＰＯ法人
アート・ビーンズ・ファクトリー

藤沢 高齢者

地域交流サロン ふれあい コンフォール藤沢自治会 藤沢 高齢者・市民の家活用

地域の縁側　亀吉
ＮＰＯ法人
シニアライフセラピー研究所

鵠沼
高齢者、子育て親子、
障がい者等(曜日により異なる）

特定
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（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】 １２人（小学生 １人・中学生 １１人） 

                  １２０，０００円（@10,000 円） 

                       ［14 人 140,000 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】 ３人 １５０，０００円（@50,000 円） ［4 人 200,000 円］ 

（高校卒業 ２人 ／ 中学校入学 １人） 

  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】   ３人  ９０，０００円（@30,000 円）［4 人  120,000 円］                        

     【図書カード】  ９人  ９０，０００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】 １１６世帯   ３４８，０００円  ［141 世帯 423,000 円］ 

（世帯@3,000 円） 

【年 末】 １１１世帯 ２６０人  １，３３５，０００円 

          （世帯@5,000 円  人員@3,000 円） 

                        ［137 世帯 304 人 1,597,000 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） ［10 施設 700,000 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】 ６件  ９５，０００円 ［21 件 370,000 円］ 

（全焼：２件   半焼：１件   死亡：３件 ） 

     （全焼@20,000 円・半焼@10,000 円・死亡@15,000 円・重傷@10,000 円） 
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４．福祉人材養成事業  （739,312 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。 

①家庭介護教室～ヘルパーと学ぶらくらく介護術～」 

     【開 催 日】 １１月２０日   

【受講者数（延）】 ６人［１４人］ 

   【会  場】 こぶし荘 

 

（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。なお、    

児童養護施設等入・退所者が受講しやすいよう配慮や支援を実施した。 

     【開 催 日】 ９月１７日～３月１９日（２８日間） 

     【受講者数】 １６人 ［16 人］ 

            受講料免除対象者 ４人（児童養護施設２人・生活困窮２人） 

    【修了者数】 １３人 （男７／女６ 年齢１５～６７歳）未修了者３人 

            ［15 人、辞退者 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。 

①福祉・介護の資格取得者への就業支援研修 

     【開 催 日】 ３月１９日 

【受講者数】 １９人［13 人］ 

 

（４）介護予防・生活支援サービスの担い手養成（訪問型ｻｰﾋﾞｽＡﾍﾙﾊﾟｰ研修）（新規） 

   藤沢市介護予防・日常生活自立支援事業（総合事業）の訪問型ｻサービスＡヘルパー

養成のため、藤沢市・ふじさわ福祉ＮＰＯ法人連絡会が主催する養成研修の事務局を

務めた。 

    【開催回数】 ３回  【受講人数】 ６８人 
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５．助成事業  （16,757,943 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）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、連絡協議会の運営の支援をおこなった。 

助成額 １８０，０００円    ［ 0 円］ 

 

①第１回連絡協議会 

    【開 催 日】 ７月６日 

    【内  容】 平成２７年度事業報告・決算並びに平成２８年度事業計画・予算 

           第３次地域福祉活動計画の報告 

    【参加者数】 ３５人（地区社協会長等、市民ｾﾝﾀｰ長、市関係課等） 

 

②第２回連絡協議会 

【開 催 日】 １１月９日 

【内  容】 各地区社協の防災への取り組みの報告・意見交換 

    【参加者数】 １４人（地区社協会長）  

 

③第３回連絡協議会 

【開 催 日】 ３月９日 

第１部 

【内  容】 地区社協連絡協議会要綱の改正について 

【参加者数】 １２人（地区社協会長） 

    第２部 

【内  容】 被災地における地域団体・地域住民活動の実際 

       講師：（公社）SL 災害ボランティアネットワーク 

           SL 湘南ネット代表 葉木 洋一 氏 

【参加者数】 ２９人（地区社協会長ほか関係者） 
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（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 １，０６２，０００円 ［1,060,000 円］ 

     ・協力者育成費 １，０５８，０００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 

      

②愛の輪福祉基金審査委員会 

 【開催日】 第１回 ７月１２日   

第２回 ３月２４日 

 

 

件 事業

1 1 300,000

［001］［001］ ［0,300,000］

3 5 346,000

［003］［005］ ［0,356,000］

12 20 1,237,000

［013］［022］ ［1,261,000］

21 21 1,710,000

［022］［022］ ［1,913,000］

14 44 2,314,400

［014］［040］ ［2,217,200］

111 111 1,939,000

［116］ ［116］ ［2,159,000］

162 202 7,846,400

［169］ ［206］ ［8,206,200］

助成件数
金額(円）

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

その他福祉事業補助

合　　計

助成内容
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（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 １，８５０，０００円 ［14 団体・14 事業 1,815,000 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。 

    ７団体・７事業 １，８９５，０６０円  ［5 団体・5 事業 1,500,000 円］ 

 

６．ボランティア活動推進事業 （7,506,714 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や地域の活動団体への支援や関係づくり

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】    ４１９人（男１５８／女２６１） 

（うち新規登録者数 ２６２人） 

                       ［366 人（217 人）］ 

【ボランティア団体の登録数】   １３０団体（うち新規登録数 １１団体） 

                          ［133 団体（21 団体）］ 

【ボランティアに関する相談件数（延）】  ２，７８７件 ［（延）2,429 件］ 

【その他の相談件数（延）】          ４７１件 ［（延） 514 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）】            １，０６１人 ［（延） 980 件］ 

【マッチング数】            ３４２件 ［ 154 件］ 
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  ②ボランティア等養成事業    

   ア．「ボランティア養成講座」を開催した。 

     【開催日 】 ２月１８日 

    【テ ー マ】 輝けボランティアライフ 

    【講  師】 特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 

           三田 響子 氏 

     【受講者数】 ３５人（年齢 ２０～８２歳） ［16 人］ 

   イ．「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１７日・１０月１日・１５日・２９日・１１月２６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】 １４人（年齢２１～７７歳） ［17 人］ 

ウ．「ボランティア交流会（講座）」を開催した。 

     【開 催 日】 ３月１１日 

    【テ ー マ】 上手な言葉の表現法 

    【講  師】 湘南話し方センター 所長 松永 洋忠 氏 

     【受講者数】 ２３人（男１０／女１３、年齢４４～８２歳） ［13 人］ 

③福祉講演会 

     【開 催 日】 １１月１２日 

    【テ ー マ】  発達障がいの地域生活支援 ～制度の活用と相談支援事業所～ 

      【講  師】 特定非営利活動法人ふじさわ相談支援ネットワーク えぽナビ 

           所長 尾上 義和 氏 

【受講者数】 ３７人 ［57 人］     

  ④地区ボランティアセンターとの情報交換と連携 

   ア．市内ボランティアセンター連絡会の運営支援 

    【開 催 日】  １１月２４日 

   イ．「ボランティアコーディネーター講座」 

        【開 催 日】  ３月２日 

        【テ ー マ】 事例より学ぶ！！ボランティアコーディネート力を高めよう 

    【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】  ２３人 ［27 人］ 
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  ⑤藤沢市ボランティア連絡会の事務局運営 

   ア．総会            【開催日】 ６月 ９日 

   イ．ボランティアトークの会   【開催日】 ７月 ６日 

   ウ．第２０回ボランティア講演会 【開催日】 ７月２１日 

   エ．藤沢市民まつりへの参加   【開催日】 ９月２５日 

   オ．福祉講演会         【開催日】 ２月 ８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３日 【会 場】 大和市渋谷学習センターIKOZA 

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。 

ア．福祉体験教室 

【開 催 日】    ８月２日・３日 

     【受講者数（延）】 １６人 （男 ６／女 ３） ［16 人］ 

   イ．車イス講習・高齢者疑似体験講習 

    【実施回数】 7 回  [9回] 

    【実 施 先】  湘洋中学校、高倉中学校、大庭中学校、滝の沢中学校、 

           羽鳥小学校、湘南学園、羽鳥中学校 

   ウ．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２７日 

    【参加者数】 ８３人 ［83人］ 

  ⑧地区社協事業への職員派遣 

   地区社会福祉協議会が主催する「お楽しみ昼食会」等において、さまざまなテーマ

を題材に寸劇を実施した。 

    【実施先団体】遠藤地区社会福祉協議会、善行地区社会福祉協議会、御所見地区

老人クラブ（御所見ゆめクラブ） 

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】 ３０４件（３，０５６人） ［323 件（2,825 人）］ 

    【大規模災害】 １１３件（１５４人）     ［90 件（163 人）］ 
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⑩広報活動 

ア．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（１,４４８部／１回） 

    【メールマガジン】   毎月２０日発行・年間１２回発行（登録者１８１人） 

イ．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２１日 【体験者数】 １２８人 

 ウ．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１０日、２月１８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】 １１９件（３０３台） ［110 件（322 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】  ３９件（２１０セット） ［32 件（228 セット）］ 

 

（３）災害ボランティア推進事業 

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」を開催した。 

①第１回：入門編 

【開催日】 ７月１６日 

 【会 場】 鵠沼市民センター 

 【参加者】 ２７人［17 人］ 

②第２回：入門編・ステップアップ編 

 【開催日】 ７月１６日 

 【会 場】 湘南大庭市民センター 

 【参加者】 １６人［12 人］ 
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（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】  ６００人（うち新規登録 １５０人） 

［492 人（うち新規登録  123 人）］ 

【説明会開催数】  ８回 ［説明会開催数 6 回）］ 

【登録施設等数】９３団体（新規登録１６団体）［77 団体（新規登録 14 団体）］ 

 

（５）生活困窮者の自立支援関係事業 

①リユース事業 

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】  ２１件（９４品）  [２８件（６７品）] 

    【寄付品提供件数】  ２７件（４６品）  [２５件（５４品）] 

②藤沢市の農福連携事業への支援（新規） 

わいわい市場藤沢店の協力により、市内農家から出品当日に売れなかった野菜や、

出荷に至らない食材等を中心に寄付として引き取り、生活困窮世帯や生活に課題を

抱える子どももしくは若者への食育を目的とした事業を実施する NPO 法人・子ど

も食堂等実施の任意団体に提供し、食材の活用と団体活動の支援を図った。 

【食材の引き取り・提供回数】 １８回（原則第１・第３木曜日） 

【活用（提供）団体数（延）】  ６４団体 

【配送ボランティア登録数】   ２人 

 

 

７．資金貸付事業  （29,285,900 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。 
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【相談件数（延）】 １５８件 ［348 件］  

    【貸付件数】    ０件 ０円 ［4 件 1,437,600 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）】 ８７１件 ［1,068 件］ 

    【貸付件数】    １４件 ２，０４９，０００円 ［18 件 3,257,000 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）】  ４，０４１件 ［2,472 件］ 

    【貸付件数】      ８１件 ４１，７６６，０００円 ［37 件 11,169,000 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）】 ２０６件 ［187 件］ 

    【貸付件数】       ３件 １７，５１７，０００円 ［ 2 件 49,890,000 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）】  ５件 ［33 件］ 

    【貸付件数】        ０件 ０円 ［0 件 0 円］ 

             

（３）福祉資金の貸付 

   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】   ３３０件 ４，８５４，０００円 ［291 件 4,209,000 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】   １４校 ４０人 ２，２８８，０００円 

               ［12 校 53 人 2,979,000 円］ 
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８．障がい福祉事業（26,661,417 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 

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（２～３９歳） ［33 人（3～38 歳）］ 

【年間利用人数（延）】  ６６６人 ［（延）513 人］ 

 

（２）地域活動ホーム運営事業 

 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（１０～４１歳） ［10 人（9～40 歳）］ 

    【年間利用人数（延）】  ２６９人 ［（延）333 人］ 

 

（３）就労支援売店運営事業（ともしびショップ） 

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２８年度就労障がい者数 ４人 

    【運営日数】 ３６２日 

 

（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３５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２２日、９月６日、１１月３０日、１２月１７日 

２月２０日 

②ふれあい実行委員会検討会作業部会 

    【開催日】  ４月２５日、６月２日、８月２４日、３月１４日 
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③第３５回ふれあいステージ 

【開催日】  １２月１７日  

【参加者数】 ５６７人 ［1,114 人］ 

【主な内容】 麻倉未稀コンサート、はっぱオールスターズパフォーマンス、

滝の沢中学校吹奏学部演奏、ボッチャ体験コーナー他 

 

 

９．生活困窮者自立相談支援事業（新規・市受託事業）（35,970,470 円） 

  （コミュニティソーシャルワーカーモデル事業について） 

（１）生活困窮者自立相談支援（バックアップふじさわ社協） 

   生活困窮者自立相談支援窓口「バックアップふじさわ社協」を社協事務所内に開設、

相談支援員を１名配置し、貸付事業等の市社協内部の相談機能を活かした体制のもと、

モデル３地区（鵠沼・六会・湘南大庭）に各１名配置されたコミュニティソーシャル

ワーカーと連携したアウトリーチ型の相談支援を実施した。 

【相談件数】 ３４７件（内自立相談支援プラン作成 １６件） 

（内訳）バックアップふじさわ社協相談支援員 ８９件 

            （内市社協内部の連携による相談 ６１件） 

                コミュニティソーシャルワーカー  ２５８件 

        

（２）コミュニティソーシャルワーカーのモデル配置（平成２８年４月開始） 

３地区でのモデル配置事業の開始にあたり、「地域を知り、身近な存在になること」

「地域を基盤とした個別支援を行う体制をつくること」「地域住民主体の活動を支援し、

多様な主体と連携した“地域づくり”を高めること」を目標とし、地域での相談支援

に対応すると共に、地域団体活動や関係機関の会議等へ積極的に参加し、周知活動や

情報収集、意見交換等を行い関係機関のネットワークづくりや地域活動の支援を実施

した。 

  ①個別相談支援 

【定期相談窓口】 

［鵠  沼］毎週（火）午前 鵠沼東地域包括支援センター ８月 ２日～ 

            〃（水）午後 鵠沼市民センター      ７月 ６日～ 

            〃（金）午後 鵠沼南地域包括支援センター ８月１２日～ 
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［六  会］第１（火）１１時～１３時 六会市民センター ６月 ７日～ 

           ※１２月より、毎週（月）１０時～１３時を追加。 

［湘南大庭］毎週（月）１５時～１７時 湘南大庭市民センター５月 ２日～

【相談件数】 ３１０件 

（内訳）生活困窮者自立支援相談 ２５８件（再掲） 

                その他の相談       ５２件 

                地区別（鵠沼）８２件、（六会）７５件、(湘南大庭)１５３件 

【相談件数（延）】 １，９６１件 

     ・相談内容は、生活全般に関すること、子育てや介護保険、金銭面、家族関係、

地域との関わり等 

  ②説明会・研修会の参加（ＣＳＷ事業等の周知含む） 

    ・相談支援機関・学校・地域の縁側・子育て支援機関等 

    【参加回数】 １４６回 

  ③地域団体会議・活動等への参加  

    ・地区民生委員児童委員協議会定例会への参加 

    ・地区社会福祉協議会、地区ボランティアセンター、自治会連合会等で開催され

る地域の活動への参加 

    【参加回数】 ４７９回 

  ④市・関係機関主催の会議等への出席   

    ・藤沢市支援調整会議、藤沢市在宅医療推進会議等 

    【出席回数】 ２９４回 

  ⑤ネットワークづくり・地域支援 

【取組例】 

      鵠沼地区：地域のボランティア団体が新たに多世代交流の場づくりの検討を

していたことと、鵠沼東地域包括支援センター内のフリースペー

スを「地域交流の場」として有効活用できないかという相談をつ

なぎ、交流スペースづくりの具体的な検討をすすめている。 

      六会地区：地区内の里山保全や農業支援の市民活動団体との関係づくりを進

めながら、ひきこもりの方等の居場所、活動の場づくりに向けた

検討をすすめている。 
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   湘南大庭地区：地域の関係機関との連携やネットワークづくりが重要になる

ことから、市民センターを中心に、これまでに無い様々な分野の

地域機関のネットワーク化（市民センター・地域包括支援センタ

ー・障がい、高齢の社会福祉法人・北保健医療センター・湘南大

庭中央図書館・市社協ＣＳＷ等）に取り組み、段階的に情報交換

を行う体制をつくっている。 

 

 

１０．生活支援コーディネーター（第一層）事業 

（新規・市受託事業）（6,478,700 円） 

市域（第 1層）の生活支援コーディネーターを配置し、高齢者をはじめ、生活支援

の必要な様々な対象者の支援ニーズや地域の課題を捉え、関係機関等と連携を図りな

がら生活支援サービスの充実と利用支援をおこなった。 

①生活支援等社会資源の把握  

地区のボランティアセンターや通いの場、地域の縁側、子ども食堂その他サロン等

を訪問し、活動の実態や利用者の状況等の把握をおこなった。 

【調査訪問回数】 １００回 

②ネットワーク構築のための各種会議の参加  

全地区の小地域ケア会議にオブザーバー出席や、第２層生活支援コーディネーター

との定例会を開催し、情報共有と連携を図る他、市と協働し地区診断や協議体設置

に向けて準備をおこなった。 

【各種会議への参加回数】 １３７回 

③各種研修・講座等の開催支援  

地域団体等が開催する、生活支援サービス等の担い手育成に向けた研修や講座への

支援をおこなった。 

【回数】 １８回 

 

 

１１．権利擁護事業（あんしんセンター事業）  （51,538,893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 
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にできない場合に、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、「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】       ２，８４９件  ［2,429 件］ 

       （内訳）認知症高齢者   １，４７７件  ［1,194 件］ 

           知的障がい者    ２９５件  ［277 件］ 

           精神障がい者    ７１７件  ［701 件］ 

           身体障がい者     ６４件  ［4 件］ 

           その他       ２９６件  ［253 件］ 

【新規利用相談人数】 ６５人［61 人］ 

【契約件数】９２件（新規３６件・継続５６件）［75 件］ 

［新規 31 件・継続 44 件］ 

       （内訳）認知症高齢者      ５２件  ［39 件］         

           知的障がい者       ７件  [5 件］ 

精神障がい者      ２２件  ［22 件］ 

身体障がい者      ３件  ［0 件］ 

その他          ８件  ［9 件］ 

【終了件数】 １５件（保佐人選任１件、本人申出９件、施設入所３件、 

死亡２件） ［19 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 

ア．講演会～あなたの暮らしを守るために～知ってあんしん 成年後見基本の「き」 

【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 

【講師】内嶋 順一 弁護士 

【開催日・場所】１月２８日：藤沢市民会館小ホール 

【参加者数】 １７３人 
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  ②成年後見制度及び市民後見人の普及啓発 

   イ．お話と相談会～あなたの暮らしを守るために～知ってあんしん 成年後見基本

の「き」 

【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 

【講師】内嶋 順一 弁護士 

【相談会】４人の弁護士（１人２組）による成年後見等の相談で合計７組  

【開催日・場所】３月１１日：湘南ＮＤビル 

【参加者数】 ４４人 

   ウ．その他福祉関係者等の会議、研修での講師等 

     包括支援センター職員研修や当事者団体勉強会など各種団体へ講師派遣をおこ

なった。 

【件  数】１３件 [9 件]  【参加者数】２６８人 [253 人] 

③成年後見制度の利用支援等 

【一般相談件数（延）】        ６６５件  ［506 件］ 

      （内訳）  高齢者     ４０３件 ［228 件］ 

            知的障がい者   ６３件 ［76 件］ 

            精神障がい者  １９１件 ［200 件］ 

身体障がい者    ４件 ［1 件］ 

            その他       ４件 ［1 件］  

【専門相談件数（延）】             ７０件 ［71 件］ 

       （内訳）   弁護士       ２６件 ［27 件］ 

              税理士        ６件 ［3 件］ 

               司法書士      ２１件 ［25 件］ 

               行政書士      １２件 ［10 件］ 

               社会福祉士      ５件 ［6 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】          １７件 ［16 件］ 

六会市民センター（６月１８日）６件（司法書士・行政書士） 

遠藤市民センター（１１月５日）５件（弁護士・社会福祉士） 

         明治市民センター（２月２５日）６件（司法書士・行政書士） 
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④地域関係機関との連携 

ア．藤沢市権利擁護ネットワーク連絡会 

 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 ［3 回］ 

【開 催 日】 ６月１６日、１０月２０日、２月９日 

 

（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】  １件  [3 件] 延べ受任件数、＜１２件＞                 

 （内訳）  後 見   ０件  [1 件] 

           保 佐   １件  [2 件] 

           補 助   ０件  [0 件] 

【終了件数】１件 ・平成 28年 11月 16日（本人死亡により解任） 

【受任件数】 １０件 

 

（４）市民後見人養成事業 

①市民後見人養成講座 

成年後見制度の担い手として地域で支える人材の育成と実践活動に向けた養成

講座を開催した。 

   ア．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１０日・３１日、９月７日・１４日 

（４日間） 

【場 所】 藤沢市社会福祉協議会 

【参加者数】 ９人 

   イ．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１４日・２１日・２８日、１１月２日・ 

４日・１１日・１８日・２５日（８日間） 

【場 所】 藤沢市社会福祉協議会 

【参加者数】 ６人 
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   ウ．市民後見人養成講座 支援員研修（市社協） 

【開催日】 平成２９年１月～２月（６日間） 

【場 所】 利用者宅など 

【参加者数】 ３人（男性１人・女性２人） 

  ②市民後見人候補者バンク登録 

    市民後見人養成講座修了者については、家庭裁判所へ後見等開始審判申立時に後 

    見人等候補者を推薦するための「市民後見人候補者バンク登録」をおこなった。 

【バンク登録者】 ３人 ［5 人］ 

③後見人等受任調整会議 

 市民後見人候補者バンク登録者を、後見人候補者として家庭裁判所に推薦するため

に市民後見人受任調整会議を開催した。 

  【開催日】 平成２９年１月１７日 

  【市民後見人受任者数】 １人 

※調整会議にて推薦した１人が３月に家庭裁判所から選任され、市民後見 

人第１号が誕生 

 

（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］（奇数月に開催） 

 【審査件数】 ４７件［44 件］ 

      （内訳） 日常生活自立支援事業 ４５件［43 件］ 

        法人後見業務      ２件［1 件］          

 

 

１２．在宅福祉事業  （76,560,112 円） 

（１）自主事業（ホームヘルプサービス） （251,768 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。 
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【実利用者数】           ３６人  ［31 人］ 

【派遣回数（延）】         ３４３回  ［300 回］ 

【派遣時間（延）】      ２４１．５時間   ［246 時間］ 

 

（２）公的介護事業（ホームヘルプサービス）（市受託事業）（6,702,776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・要介護状態等への進行予防を図った。 

【実利用者数】        １２人  ［20 人］ 

【派遣回数（延）】     ３３０回  ［380 回］ 

【派遣時間（延）】  ３３０．５時間   ［418.7 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お

こない、在宅生活の支援をした。 

    【実利用者数】         ３人   [5 人］ 

    【派遣回数（延）】      ５９回   [69 回] 

    【派遣時間（延）】     ６７時間    [78 時間] 

  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 

ス提供をおこない、在宅生活の支援をした。 

    【実利用者数】         ４人  [5 人］ 

    【派遣回数（延）】     １１５回  ［166 回］ 

    【派遣時間（延）】    １４４時間   [173 時間］ 

  ④精神障がい者地域移行体験利用事業 

   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する事業であったが、利用希望がなかった。 

    【実利用者数】        ０人  [3 人] 

    【派遣回数（延）】       ０回  [9 回] 

    【派遣時間（延）】     ０時間  [16.5 時間] 
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（３）緊急通報システム事業（市受託事業） (21,369,048 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】      ８５７人  ［847 人］ 

    【緊急通報件数】     １２７件  ［165 件］ 

    【相談通報件数】     １４０件  ［127 件］ 

    【安否確認件数】  ３５，６８２件  ［42,391 件］ 

    【受信センター数】     ９箇所  ［9 箇所］ 

    【協力員登録数】     ６２４人  ［737 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）（24,043,186 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平成２８年度新設地域包括支援センターへの

研修会等で各事業説明をするとともに、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】 ８９人［94 人］ 【枚数（延）】 １，５０８枚［1,382 枚］ 

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       ２人    ［1 人］ 

       ＜特養＞    利用日数（延）     ６日    ［2 日］ 

【生活管理支援型】, 実利用者数      ２７人     ［39 人］ 

       ＜養護＞  利用日数（延） １，０２４日    ［1,566 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。 
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【実利用者数】   １，０８２人  ［1,017 人］ 

【支給件数（延）】 ９，３２２件  ［8,516 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おこない、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】          １８５人  ［155 人］ 

【通報件数】             １件  ［4 件］ 

【位置情報提供事業利用者数】   １１人  ［12 人］ 

⑤相談・調整のみ対応した実件数 ３３２件   ［275 件］ 

 

（５）高齢者給食サービス事業（市受託事業）（24,193,334 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】     ２３１人 ［276 人］     

【配食数（延）】 ２４，８７６食 （内特別食数 ５，８５１食）［26,118 食］ 

【緊急対応件数】    ２０１件 ［263 件］ 

【配食センター数】    ６箇所 ［6 箇所］ 

【協力員登録数】     ２２人 ［24 人］ 

 

 

１３．老人福祉センター事業（指定管理事業）  （238,883,387 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った。 

スマートフォンやタブレットなど、モバイル端末等の普及に伴い、情報機器が施設内で 

利用できるよう、新たに施設内での公衆無線ＬＡＮサービスを開始し、高齢者のＩＴ活用

を支援した。 

いきいきシニアセンターの継続的利用を促し、健康意識を高めることを目的として、「健 

康づくり運動講座」、「ふまねっと運動講座」、「表現体操」などを実施するとともに、湘南

なぎさ荘・こぶし荘では歩行浴槽（プール）を使用した「アクアビクス入門講座」や「ア

クアビクス開放レッスン」などを実施した他、教養講座、生産創造活動などの生きがい対
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策事業を多数実施した。また、「コグニサイズ」、「ファイブコグテスト」、「健康測定」など、

介護予防につながる事業を実施した。 

地域に開かれた施設運営と、いきいきシニアセンターの普及を目的として、季節まつり

等のイベントや食堂の開放（やすらぎ荘）を実施した他、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、弁当などの販売

をおこなった。 

 ボランティア活動促進事業として、ふじさわボランティアセンターと連携したボランテ

ィア相談や、ボランティアを活用した事業を実施し、活動がしやすいような働きかけを行

うなど、ボランティア活動の促進を図った。 

 今年度は、電力自由化にともなう電力会社の切替えについて検討を重ね、平成２９年４

月からは、新電力会社「（株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ」から電力の需給が開始された。また、こぶ

し荘では、３月から男性浴槽水のトイレ洗浄水の再利用を開始したことなどにより、今後

は、電気料金、水道料金の節約が期待できる。 

【利用者数（延）運営日数３０４日】 

※空調工事のため湘南なぎさ荘の運営日数は２６７日 

２８１，９５９人  ［300,265 人］ 

        ＜内訳＞やすらぎ荘        ７２，５５４人   ［73,236 人］ 

湘南なぎさ荘        ７６，８２８人   ［89,323 人］ 

こぶし荘          １３２，５７７人  ［137,706 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２日） 

２７，９１１人  ［30,457 人］ 

＜内訳＞やすらぎ荘           ８，７０４人    ［9,289 人］ 

湘南なぎさ荘        ９，７７９人     ［11,208 人］ 

こぶし荘             ９，４２８人     ［9,960 人］ 

 

【事業回数・参加者数（延）】 ５７８回  ２５，８４２人 ［588 回 25,715 人］ 

          ＜内訳＞やすらぎ荘   １４２回    ６，２０４人 ［134 回  5,286 人］ 

湘南なぎさ荘  ２４６回   ７，７１１人 ［256 回  8,455 人］ 

こぶし荘      １８７回  １１，９２７人   ［198回 11,974人］ 
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【風呂利用者数（延）】  

※空調工事のため湘南なぎさ荘の運営日数は１９６日 

８４，５７１人  ［95,588 人］ 

            ＜内訳＞やすらぎ荘        ２５，０５４人  ［26,816 人］ 

湘南なぎさ荘      １８，５７２人  ［24,671 人］ 

こぶし荘          ４０，９４５人  ［44,101 人］ 

 

【運動浴室利用者数（延）】 ※やすらぎ荘は運動浴室設備無し。 

３４，９６８人  ［39,168 人］ 

            ＜内訳＞湘南なぎさ荘       １０，３６３人  ［13,466 人］ 

こぶし荘           ２４，６０５人  ［25,702 人］ 

 

 

１４．居宅介護等事業（86,159,717 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】            ２４人 ［37 人］ 

【ケアプラン作成件数（延）】    ２５６件 (月平均 ２２件) 

                   ［341 件 （月平均 29 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 ［8 人］ 

【ケアプラン作成件数（延）】     ７５件  (月平均  ７件) 

                     ［88 件 （月平均 8 件）］ 

 

（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）】         １０８件 ［130 件］ 
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（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】           １３５人  ［170 人］ 

【派遣回数（延）】      １０，６８５回  ［14,377 回］ 

【派遣時間（延）】  １１，４１５．５０時間  ［15,339.50 時間］ 

②介護予防給付対象者（要支援１・２・事業対象者）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】          １５３人  ［163 人］ 

【派遣回数（延）】       ８，７０６回  ［9,731 回］ 

【派遣時間（延）】      ８，５３３．５時間  ［9,822 時間］ 

 

 

１５．障がい者総合支援事業  （56,534,844 円） 

障害者総合支援法に基づいた、居宅介護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                                         

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】          １８７人  ［163 人］ 

【派遣回数（延）】      １５，０９４回  ［15,292 回］ 

【派遣時間（延）】     １８，４２５時間   ［18,360.5 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】            ５１人 ［45 人］ 

【派遣回数（延）】       １，７２１回 ［1,574 回］ 

【派遣時間（延）】      １，８５１時間 ［1,628 時間］ 
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（２）相談支援事業 

   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】           ７０人   [66 人］ 

    【調査件数（延）】         ５７件   [40 件］ 

    【相談・調整のみ対応した実件数】  １７件     ［42 件］ 

 

 

１６．寄附金品の状況 

①一般寄附金 

    【個 人】 １２件  ４１，０８６，０００円 ［27 件  14,869,693 円］ 

【団 体】 １１件     ４８５，０５６円 ［15 件     664,946 円］ 

②善意銀行寄附金（指定寄附） 

    【団 体】  ３件      ９７，４４８円 ［ 3 件    140,665 円］ 

③寄附物品 

【個 人】  ０件   ［1 件］ 

    【団 体】  ５件  車イス、クオカード、落語入場券     ［6 件］ 

 

 

１７．会の運営 

（１）会員加入と会費の状況 

①正 会 員〔＠１，０００円〕 ６０２件       ８６９，０００円 

［607 件   887,000 円］ 

   ②賛助会員〔＠１，０００円〕 １２１件      ５５９，０００円 

                              ［132 件   521,000 円］ 

   ③地区社協          １４地区       ８５０，０００円 

                              ［ 14 地区 850,000 円］ 

      【合  計】           ７３７件    ２，２７８，０００円 

                             ［753 件 2,258,000 円］ 
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（２）理事会の開催（６回） 

  ①第１回理事会 平成２８年４月１日 

［議題］ア．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会権利擁護事業担当理事の選任 

について 

  ②第２回理事会 平成２８年５月３０日 

  ［議題］ア．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 

      イ．平成２７年度事業報告並びに収入支出決算について 

      ウ．第３次藤沢市地域福祉活動計画について（報告） 

  ③第３回理事会 平成２８年１０月１８日 

 ［議題］ア．平成２８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 

イ．平成２８年度事業中間報告について 

ウ．社会福祉法人制度改革について（報告） 

エ．地域福祉活動計画「概要・てびき」について（報告） 

  ④第４回理事会 平成２８年１２月２０日 

［議題］ア．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会定款の全部改正について 

      イ．（仮称）地域公益事業推進法人協議会について（報告） 

ウ．理事会・評議員会等の今後のスケジュールについて（報告） 

  ⑤第５回理事会 平成２９年３月１７日 

  ［議題］ア．平成２８年度資金収支補正予算（第１号）について 

      イ．福祉資金貸付事業における借受人の返済免除について 

      ウ．平成２９年度事業計画並びに資金収支予算について 

      エ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会理事・評議員選任規程の全部改正 

について 

      オ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則 

の制定について 

      カ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程の制定 

について 

      キ．指導監査の結果について 

  ⑥第６回理事会 平成２９年３月１８日 

［議題］ア．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会会長の選任について 

      イ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会副会長の選任について 
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      ウ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会権利擁護事業担当理事の選任 

について 

      エ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会顧問の同意について 

      オ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会評議員選任・解任委員の選任 

について 

      カ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦について 

      キ．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 

      ク．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会会長職務代理者の指名について 

 

（３）評議員会の開催（４回） 

  ①第１回評議員会 平成２８年５月３０日 

  ［議題］ア．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 

      イ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会監事の選任について 

      ウ．平成２７年度事業報告並びに収入支出決算について 

エ．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） 

オ．第３次藤沢市地域福祉活動計画について（報告） 

  ②第２回評議員会 平成２８年１０月１８日 

［議題］ア．平成２８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） 

イ．平成２８年度事業中間報告について 

ウ．社会福祉法人制度改革について（報告） 

エ．地域福祉活動計画「概要・てびき」について（報告） 

  ③第３回評議員会 平成２８年１２月２０日 

  ［議題］ア．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会定款の全部改正について 

      イ．（仮称）地域公益事業推進法人協議会について（報告） 

ウ．理事会・評議員会等の今後のスケジュールについて（報告） 

④第４回評議員会 平成２９年３月１７日 

  ［議題］ア．平成２８年度資金収支補正予算（第１号）について 

      イ．平成２９年度事業計画並びに資金収支予算について 

      ウ．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 

      エ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会監事の選任について 
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      オ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会理事・評議員選任規程の全部改正 

について 

      カ．社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程の制定 

について 

      キ．指導監査の結果について 

 

（４）監事監査の開催（１回） 

  ①監事監査 平成２８年５月１３日 

 

（５）正副会長会の開催（５回） 

  ①第１回正副会長会 平成２８年５月１１日 

  ②第２回正副会長会 平成２８年１０月１２日 

③第３回正副会長会 平成２８年１１月２９日 

  ④第４回正副会長会 平成２８年１２月１４日 

  ⑤第５回正副会長会 平成２９年３月８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） 

 

 

１８．その他の実績 

（１）外部委員会等への参加実績 

市の「地域福祉計画推進委員会」や県社協の「市町村社協部会会長・事務局長会」

など、各種委員会や会議体等への参加協力をおこなった。 

【参加協力した各種委員会・会議体等の数】  ８０ 

【延べ参加回数／人数】    ３０４回／４７６人 

     ※役職員が、各種委員会や会議体の委員として参加協力をした実績。 
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（２）職員派遣の実績 

   市主催の「地域福祉シンポジウム」や民生委員児童委員協議会「新任者研修」など、

他団体等からの依頼により職員を講師として派遣した。 

    【派遣回数】       ２０回 

    【派遣職員数】      ３７人 

 

（３）各種研修参加の実績 

   職員の資質向上や業務のスキルアップを図るために県社協が開催する「新任職員研

修」や市が開催する「情報公開と個人情報保護制度について」など、各種研修へ参加

をした。 

    【参加した研修の数】  ３２研修 

    【延べ参加職員数】   １０６人 

 

（４）実習生受入の実績 

   看護専門学校生徒の実習受入や、大学生のインターンシップ、中学生の職場体験な

ど、実習生の受入をおこなった。 

    【受入件数】        １３件 

    【延べ受入人数】     １９２人 

 

 

１９．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］  

21,366,234 

 ［21,814,608］ 

②火災等の災害見舞金の支給実績 

   ［火災］全焼： ２件 ２０，０００円・半焼：１件 ５，０００円 

       水損： １件  ５，０００円 

      ［全焼：15 件 150,000 円 半焼：2 件 10,000 円 水損：8 件 40,000 円］ 
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  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８日、９日、１０日  【受講者数】 １６人 

 

（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 
32,820,000 

［32,780,000］ 

26,750,343 

［26,762,963］ 

年末たすけあい募金 
12,000,000 

［12,000,000］ 

12,608,593 

［12,965,741］ 

合   計 
44,820,000 

［44,780,000］ 

39,358,936 

［39,728,704］ 

 

（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。 

 

（８）藤沢市ふれあい実行委員会事務局 

   ふれあいステージの開催支援をおこなうための事務局を担当した。（別掲） 


