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平成３０年度  事 業 計 画 

 

《 基 本 方 針 》 

少子化と超高齢社会が進行する中、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年問題が目前に迫って

います。要介護高齢者や単身・低所得の高齢者世帯の増加が見込まれる一方、社会保障制度を支える

労働者人口の減少や福祉サービスを提供する人材の不足等が問題となっています。また経済格差の広

がりや家族機能の弱体化、地縁関係の希薄化等が、社会的孤立者や子どもの貧困など、生活課題の複

合化と複雑化を招いています。このような中、国では、制度、分野ごとの縦割りや支え手、受け手と

いう関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世

代や分野を超えて「丸ごと」つながる「地域共生社会」の実現に向けて、地域のあらゆる住民が役割

を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成すること。それと同時に、

福祉・介護・医療・住まい・就労・教育に関する、行政を始めとした専門の関係機関が連携し、包括

的な支援体制の充実を図ること。この地域の力と公的な支援とが協働し、助け合いながら暮らすこと

のできる仕組みづくりを進めています。 

藤沢市においても、藤沢型地域包括ケアシステムとして同じ取り組みが進められる中、本協議会で

は、第３次藤沢市地域福祉活動計画のもと、藤沢市とともに支えあいの地域づくりに取り組んでいま

す。  

今年度は、計画の策定から３年目の中間の年になりますが、同計画の推進に向けて、次の重点目標

に取り組んで参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次藤沢市地域福祉活動計画と市社協の主な事業

～藤沢市地域福祉推進ビジョン～

「一人ひとりが主役 共に支えあい安心して暮らせるまち ふじさわ」

地域に関心をもち、行動できる人材づくり

施策の

方向性

(1)地域福祉の普及・啓発

(2)ボランティアの育成

(3)地域福祉を支える人材の育成

基本目標１

お互いが見守り、支えあい、つながる地域づくり

施策の

方向性

(1)福祉団体等の活動促進

(2)活動の場・交流の場づくり

(3)課題を早期発見・早期対応でき

る地域づくり

(4)災害時の避難支援体制づくりの

推進

基本目標 2

誰もが安心して暮らせるしくみづくり

施策の

方向性

(1)相談・支援ネットワークの拡充

(2)福祉サービスを必要とする人へ

の自立支援・生活支援

基本目標 3

【市社協の主な事業】

◆機関紙の発行 ◆ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等による情報提供 ◆福祉大会の開催 ◆ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ養成講座 ◆介護職員初任者研修 ◆福祉・介護職員就業支援研修

◆市民後見人の養成及び活動支援 ◆民生委員・児童委員活動の支援 等

【市社協の主な事業】

◆ふじさわﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの運営 ◆いきいきパートナー事業(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ

制度)  ◆地区社協等、地域福祉活動への各種助成事業 ◆地域の縁側事業

◆老人福祉ｾﾝﾀｰ事業 ◆生活困窮者自立相談支援事業(ＣＳＷの配置) ◆

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進事業 等

【市社協の主な事業】

◆生活困窮者自立相談支援事業(ＣＳＷ及び「バックアップふじさわ社協」相

談支援員の配置) ◆第１層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業 ◆社会福祉法人や民

間企業等との地域貢献事業 ◆農福連携事業 ◆あんしんｾﾝﾀｰ事業（権利擁

護事業） ◆障がい福祉事業 ◆在宅福祉事業 ◆資金貸付事業 等
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＝重点目標＝ 

 

 

１．地域福祉を支える人材づくり 

   支えあいの地域づくりを推進するために必要な担い手の育成と、専門性の高い福祉人材の養成・

確保に取り組む。 

 （１）ボランティアや地域活動の担い手の育成 

     新たな人材が地域活動に参加するきっかけとなるよう、各世代の興味や地域の課題に応じた

テーマ設定によるボランティア講座等を開催する。また、ボランティアグループの組織化や支

援に取り組む。 

  （２）専門性の高い福祉人材の養成 

     市内の社会福祉法人やＮＰＯ法人等との協働による養成研修や福祉有資格者の就業支援講

座を開催するなど、市内の介護人材の養成・確保を重点に取り組む。 

 

２．総合的な相談支援体制の構築 

   コミュニティソーシャルワーカー、バックアップふじさわ社協を始めとする組織内部の各相談セ

クション相互の連携と、行政ほか各種相談支援機関と連携した総合的な相談支援体制の充実を図る。 

  （１）コミュニティソーシャルワーカーによる相談支援及び地域支援体制の拡大 

     鵠沼、村岡、六会、湘南大庭、長後の５地区に配置しているコミュニティソーシャルワーカ

ーを、新たに３地区増員し、市内８地区における配置体制により個別相談支援及び地域支援体

制の拡大を図る。 

  （２）地域における総合的な相談支援ネットワークの構築 

     地域の相談窓口機能（まちかど相談室）を持つ地域の縁側の推進や、社会福祉法人が連携し

市内の高齢・障がい・児童関係の各施設に、住民に身近な相談窓口を設置して生活上の困りご

とに対応して行く相談支援ネットワークの仕組みづくりなど、地域の各種相談窓口の拡充と各

相談窓口が有機的に結びつく総合的な相談支援ネットワークの構築を進める。 

 

３．生活困窮者等の地域で孤立する方への支援 

   ひとり親家庭や一人暮らし高齢者、引きこもりの方等、支援を必要とする方に対する各種支援事

業の実施。 

（１）生活困窮者の自立支援関係事業の推進 

     生活困窮者の生活再建、自立の一助となるよう、食料や家電寄付品の提供等を行政及び関係

機関と連携して実施する。 

     また、フードバンク運営団体との連携によるしくみづくり等、新たな事業の実施について検

討を行う。 

  （２）引きこもり等社会参加支援事業の推進 

     引きこもりや生活困窮者等、地域で孤立しがちな方を対象に、社会参加のきっかけづくりを

目的としたボランティア活動や就業体験の提供に取り組む。 
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４．関係機関や民間企業等との連携 

  （１）社会福祉法人による地域の公益的な取り組みの推進（新規） 

    藤沢市に拠点を置く社会福祉法人が、連携・協働して既存の福祉制度では対応できない制度

の狭間の問題や、多様化・複合化する生活課題等の解決に向けて、社会福祉法第２４条第２項

に基づく地域の公益的な事業に取り組むことを目的に設置される藤沢市地域公益事業推進法

人協議会の事務局として、会の運営や必要な事業実施に取り組む。 

  （２）地域福祉関係者の協働による支えあいの地域づくり 

     子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合う

ことができる「地域共生社会」の実現に向け、地域福祉の関係者が連携し地域福祉の推進を図

ることを目的に連絡会を開催。団体間の情報共有や今後の連携した地域づくりに向けて意見交

換等を行う。 

（３）民間機関や民間企業等との連携 

     民間企業等が市民や地域を対象に取り組む社会貢献活動への支援として、貢献事業の協働運

営や寄付品の受け入れと提供先の調整等を行う。また、地域の企業に地域福祉推進への協力が

得られるよう啓発活動に取り組む。 

 

５．権利擁護の推進 

  （１）成年後見申し立ての支援 

     成年後見制度の申し立てが必要な状況であるにもかかわらず、さまざまな課題から成年後見

開始の審判について家庭裁判所に申し立てることが困難な方へ、申し立て手続きに関する支援

及び費用の助成を行う。 

  （２）市民後見人の養成及び、市民後見人候補者バンク登録者の研修・支援 

     成年後見制度の担い手として本人に寄り添った意思決定支援を行うため、地域で支える人材

の育成と活用に向けた市民後見人の養成を行うとともに、市民後見人候補者バンク登録者の資

質向上を目的とした研修会及び支援を行う。また、バンク登録者の候補者推薦に結びつけるた

めの関係機関との連携及び、市民後見人の後見事務の定期的な相談等の支援を行い監督的な機

能を果たす。 

 

６．障がい福祉サービス事業・在宅福祉事業等への取り組み 

  （１）障がい者福祉サービス事業の推進 

総合相談体制の機能を生かし、市内の体制が充実していない障がい者福祉サービス事業等

（計画相談支援事業や居宅介護事業等）に引き続き取り組む。事業実施においては個別支援と

あわせて世帯支援に取り組むと共に、関係機関との連携を深め総合的な支援の向上に努める。 

（２）共生社会に向けた在宅福祉事業の推進 

在宅福祉サービス事業や介護保険事業、介護予防・日常生活支援総合事業の今後に向けた検

証を行うため、事業実施に関係している機関等からの実態把握を行う共に、共生社会の実現に

資するよう事業の内容について市と検討を進める。 
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７．いきいきシニアセンターの運営 

   新たに、平成 30 年度から平成 34 年度までの 5 年間の老人福祉センター管理事業者として指定

を受け、地域福祉推進の拠点施設として、設置目的に沿った事業の充実を図るとともに、本協議会

の組織機能の活用や市、関係機関等との連絡により、地域の課題解決に向けた様々な要請に柔軟に

対応する地域の福祉施設として、新たに事業展開に取り組みます。 

今年度は、新たに「地域の担い手づくりの支援」「地域開放日の拡大」「子どもデイの開催」「相談

支援体制の充実」「介護者・家族へのサポート」に取り組みます。 
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《 実 施 事 業 》 

 

１． 地域福祉推進事業（4,481 千円） 

（１）機関紙“市社協ふじさわ”の発行 

機関紙を発行し、事業や福祉情報等の提供と会員募集を行う。 

◆発 行：年３回 （５月・９月・１月） /  各９，０００部 

 

（２）市社協ホームページ等による福祉情報の提供 

多くの方々に本協議会の取り組みを周知するとともに、ボランティア募集や助成金、活動ポイン

ト制度など、地域福祉活動の促進に向けた福祉情報の提供を行う。 

    

（３）第５０回藤沢市社会福祉大会の開催（市共催事業） 

   市民に対し地域福祉への理解や関心を深めることを目的に、社会福祉大会を開催する。 

【期 日】 平成３０年１１月１６日（金） 午後１時３０分 

【会 場】 藤沢市民会館小ホール 

【内 容】 福祉功労者表彰、福祉講演会等 

 

（４）障がい者週間キャンペーン事業 

   市内の障がい者団体とともに街頭にて啓発物品を配布し共生社会を推進していく。  

 

 

２．地域の縁側事業（9,552 千円）(市受託事業) 

  住民同士のつながりや支えあいを大切にしながら、人の和を広げ、誰もが地域でいきいきと健やか

に暮らせるまちづくりを目的とした藤沢市の「地域の縁側事業」を推進するため、市と協働で実施団

体への運営支援等を行う。また、専門職による地域の縁側の相談機能に対する支援や地域の関係機関

と連携したネットワークづくりに取り組む。 

  ①制度設計（見直し）に関する支援の実施 

  ②事業普及に向けた地域の調査、協議等の実施 

  ③運営団体等に対する支援 

  ④事業評価等に関する支援 

  ⑤事業の普及啓発、推進に向けた支援 

  ⑥開設を希望する任意団体に向けた情報提供等支援 

  ⑦運営従事者向け研修の実施 

  ⑧縁側ポイントの普及啓発 

 

 

３．社会福祉法人や民間企業等との地域貢献事業 

（１）藤沢市地域公益事業推進法人協議会（新規） 

市内の高齢・障がい・児童関係の分野を超えた社会福祉法人が、協働で地域における公益的な取

り組みを進めて行くための「藤沢市地域公益事業推進法人協議会」の事務局として、会の運営や必

要な事業実施に取り組む。 
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（２）民間企業連携事業 

   地域の民間企業等による地域貢献事業（生活が困窮している若者支援等）を支援し、連携した事

業実施を検討する。 

 

 

４． 援護事業（5,955 千円） 

（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交通費を支給する。 

 

（２）学童援護事業 

   生活困窮世帯の小学校・中学校入学児童へ入学祝金を贈呈する。 

 

（３）交通遺児援護事業 

①県社会福祉協議会交通遺児援護基金により、小学校・中学校入学及び中学校・高校を卒業する

遺児へ激励金の給付と、新たな交通遺児世帯へ見舞金を給付する。 

②交通遺児寄附金により、小学校・中学校入学及び中学校・高校を卒業する遺児激励金の給付と

２０歳未満の遺児へ図書カードを贈呈する。 

 

（４）年末たすけあい見舞金事業 

①民生委員・児童委員活動を通じて、生活困窮者世帯に対して、夏期・年末見舞金を支給する。 

②地域活動支援センターⅢ型へ施設援護費を支給する。 

 

（５）災害援護事業 

火災等の罹災世帯に対して、見舞金を支給する。 

（全焼・全壊・流失、半焼・半壊、死亡、重傷） 

 

 

５． 福祉人材養成事業（945千円） 

（１）介護職員初任者研修事業 

介護職員初任者研修を市内に拠点を置く社会福祉法人等と協働で実施する。また、受講を希望す

る児童養護施設の入・退所者や生活困窮者等に対し、受講料の一部免除や履修支援等を行い、研修

を通じて資格取得と就業に向けた自立支援を行う。 

   ◆通学コース：定員２０人・カリキュラム全１３０時間 

 

（２）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

や、福祉に興味があり就業を希望する方を対象に、県社協かながわ福祉人材センターとの共催事業

を開催し、就業に向けた支援をする。 
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（３）介護予防・生活支援サービスの担い手養成 

   介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、市やＮＰＯ法人等と協働で「藤沢市訪問型サー

ビス Aヘルパー養成研修」を実施し、地域における担い手の養成に取り組む。 

 

 

６． 助成事業（11,408 千円） 

（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との連携や協力を図ることを目的とする連絡協議

会の活動に対して支援を行う。 

 

（２）地区社会福祉協議会への活動費の助成事業 

１４地区社会福祉協議会へ運営活動費の助成を行う。 

 

（３）愛の輪福祉基金補助金交付事業事務（市受託事業） 

障がい児・者、高齢者など援護を必要とする人の自立や社会参加と、地域で展開する福祉ボラン

ティア等の活動の促進を目的とする、藤沢市の愛の輪福祉基金補助金交付事業の申請等に関する手

続きや審査会の運営を行う。  

 

（４）地域福祉推進事業補助 

   市民への福祉意識の普及と地域福祉への関心を高めるため、地区社協等が行う地域の課題を解決

するための事業や講座、地域交流事業などに対して補助を行う。 

 

（５）地域福祉活動増進事業（一部新規） 

地域福祉の増進を目的に、市民団体が取り組む地域のつながりで暮らしを支え合う活動等に対し

て助成を行う。 

また、新たな地域課題の解決に向けた取り組みへの支援の拡大や、複数の活動団体が連携・協力

して取り組む活動への支援など、助成対象の見直しを図る。 

 

 

７．ボランティア活動推進事業（10,773 千円）〔地域福祉ネットワーク事業（市受託事業）〕 

（１）ボランティアセンター運営事業 

     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

援する。また、地域ボランティア活動の活性化・組織化のための支援を行うと共に、各地区ボラン

ティアセンターとの協力を図る。 

   ①相談事業 

      福祉ボランティアに関する相談や、依頼者とボランティアとのコーディネート等を行う。 
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     ②ボランティア等養成事業 

      地域福祉の担い手となるボランティアの養成講座や交流会を開催する。 

      ・ボランティア養成講座の開催 

      ・ボランティア交流会の開催 

      ・精神保健ボランティア講座の開催：６日コース（実習含む） 

③福祉講演会 

      福祉やボランティアに関心を持ってもらうきっかけづくりとして、福祉講演会を開催する。 

   ④地区ボランティアセンターとの情報交換と連携 

    各地区のボランティアセンターとの情報の共有と協力体制を構築するとともに、活動従事者に

向けた講習会を実施し、活動の支援を行う。 

    ・ボランティアコーディネーター講座の開催 

⑤福祉体験教室 

    小学生が様々な福祉体験を通し、「思いやりの心」を育み、「支え合う気持ち」の大切さを学

び、福祉やボランティア活動への理解と関心を深めることを目的として実施する。  

   ⑥広報活動 

    地域福祉活動の促進に向け、講座・研修の案内やボランティア活動に関する各種情報を市民に

提供するため、情報紙「ふじさわボランティアニュース」の発行と「ふじボラメールマガジン」

の配信を行う。また、新たに開設するフェイスブックを活用した情報発信に取り組む。 

   ⑦当事者組織等への支援 

    当事者組織やボランティアグループ等の組織化や運営の支援を行う。今年度は、子育てに関わ

る団体やサークルが一堂に会し、互いの交流と来場者に子育てに関する情報を提供する「子育

て応援メッセ」の活動支援等に取り組む。 

 

（２）車イス等貸出事業 

   ①車イスの貸し出し 

   ②高齢者疑似体験セットの貸し出し 

 

（３）災害ボランティア推進事業 

   地震等災害時に備えて、藤沢市および NPO法人藤沢災害救援ボランティアネットワークとの共催

による「災害ボランティアコーディネーター養成講座」の開催や、団体活動への支援を実施する。 

   

（４）いきいきパートナー事業(市受託事業) 

   高齢者によるボランティア活動を促進・支援することにより、介護予防とともに地域活動の活性

化を図ることを目的としたいきいきパートナー事業を実施する。 

 

（５）生活困窮者の自立支援関係事業 

市民の善意による寄付物品（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する。また、フードバンク運営団体と連

携した事業等、生活困窮者の支援に必要な事業等について検討を行う。 
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（６）農福連携事業 

子どもや若者に対する支援事業を行う団体に対し、JA さがみの協力のもと、地域の農家の方々か

らの厚意で提供された野菜等を、子ども食堂や食育の一環として活用する事業を実施し、活動の支

援を行う 

 

（７）引きこもり等社会参加支援事業の推進（一部新規） 

昨年度より試行実施の引きこもりや生活困窮者等、地域で孤立しがちな方を対象とした社会参加

支援事業について、今年度は、試行実施の結果を踏まえ、支援の対象やボランティア活動、就業体

験など社会参加活動の拡充を図る。 

 

（８）地域活動のリスク管理（一部新規） 

ボランティアなど地域活動における事故等に関するリスクへの備えとして、弁護士による専門相

談の場を提供する。昨年度は、段階的な実施として地区ボランティアセンターを対象に周知を行っ

たが、今年度は、市内の地域活動全般へ周知をおこない事業の拡大を図る。 

 

 

８．資金貸付事業（28,099 千円） 

  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に対して、生活の安定経済的自立

を図ることを目的に、各種資金の貸付を行う。  

（１）生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業） 

   低所得世帯等に対する各種資金貸付の相談・受付 

      ①総合支援資金         

      ②福祉資金            

      ③教育支援資金         

      ④不動産担保型生活資金  

 

（２）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貸付を行う。 

 

（３）修学旅行費貸付事業 

低所得世帯への中学校修学旅行費の貸付を行う。 

 

 

９．障がい福祉事業（29,906 千円） 

（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・援護することができない場合、保護者に代わり一

時的に援助する一時預かり事業を実施する。 

 

（２）地域活動ホーム運営事業 

   障がい児者や家族の生活支援を目的に、湘南台の地域活動ホームで放課後等の一時預かり事業を

実施する。また、障がい児者のボランティアグループ活動を支援する。 
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（３）就労支援売店運営事業 

   障がい者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、市営斎場内の売店の運営を行う。 

 

（４）藤沢市ふれあい実行委員会事業の支援 

   ふれあい実行委員会の事務局として、障がい児者関係機関及び行政と協働し、活動を支援する。

また、実行委員会のあり方及び実施事業の検討を進める。 

 

 

１０．生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業）（71,446千円） 

   コミュニティソーシャルワーカー及び地域生活支援窓口「バックアップふじさわ社協」相談支援

員の配置により、藤沢型地域包括ケアシステムの実現に向けた相談支援体制の充実と地域の生活課

題に対応したしくみづくりを行う。 

   ①コミュニティソーシャルワーカーの配置を鵠沼・六会・湘南大庭・村岡・長後の５地区に加え、

新たに３地区に配置を拡大し、各配置地区の市民センター等を拠点に、地域の身近な相談者で

ある民生委員児童委員や地域の関係機関と連携し、相談支援体制の充実を図る。 

   ②複合的な課題を抱える生活困窮者等を支援するために、コミュニティソーシャルワーカーの地

域でのアプローチから、「バックアップふじさわ社協」へ相談をつなげる相談体制と、市社協の

総合相談機能（福祉資金貸付や権利擁護事業など）が連携して生活困窮者等に対する支援の充

実を図る。また、地域の相談支援機関等との連携による支援体制の更なる充実・強化を目指す。 

③コミュニティソーシャルワーカーや「バックアップふじさわ社協」の相談支援をとおして、制

度や地域の課題を明らかにし、地域のフォーマル・インフォーマルの関係者等と連携して、各

地域の特色に応じた新たなしくみづくりに取組む。 

 

 

１１．生活支援コーディネーター（第１層・市域）事業（市受託事業）（6,454千円） 

   市域（第１層）の生活支援コーディネーターを配置し、コミュニティソーシャルワーカー等と連

携し、高齢者をはじめ誰もが、地域とのつながりや生きがいを持って暮らせるよう、地域のニーズ

や課題を捉え、ＮＰＯ，事業所、社会福祉法人、民間企業、ボランティアや地域住民を始めとした

多様な主体と連携を図りながら、地域における担い手の創出や生活支援サービスの開発、利用の充

実を図る支援を行う。 

①第１・２層協議体への参加及び運営支援 

②新たな生活支援サービスの創出や運営支援の実施 

③生活支援サービスの担い手の養成及び活動支援 

④第２層の生活支援コーディネーターへの支援・連携 

⑤関係機関等のネットワークづくり 
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１２．あんしんセンター事業（権利擁護事業）（61,788千円） 

（１）日常生活自立支援事業（県社協受託事業） 

高齢者や知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が不十分な人が日常生活を送るうえで不

安を抱え、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行えない場合に、住み慣れ

た地域で安心して暮らせるよう支援を実施する。 

①福祉サービスの利用援助サービス 

②日常的金銭管理サービス 

③書類等預かりサービス 

 

（２）成年後見事業 

成年後見制度の利用が必要な方への支援等を実施。 

①成年後見制度の普及啓発 

    制度の普及啓発を図るために、市民向け講座等を実施する。 

②成年後見制度の利用支援等 

    制度利用等の一般的な相談及び専門家による定例・出張専門相談を実施する。 

③地域関係機関との連携 

    地域の相談支援体制を構築するため、藤沢市と連携し関係機関によるネットワークづくりを

推進する。 

    ④法人後見業務の推進 

弁護士、医師、行政等関係者による法人後見業務適正審査会の開催により、法人後見業務の

適正な運営を図る。また、日常生活自立支援事業と一体的な運営により、藤沢市の地域福祉

権利擁護の推進を図る。 

 

（３）市民後見事業  

   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活用に向け、市民後見人の養成を実

施するとともに、市民後見人候補者バンク登録者の支援並びに受任に向けた活動を実施する。 

   ①市民後見人養成基礎研修への協力及び実践研修、支援員研修の実施 

県が主催する基礎研修に協力するとともに、基礎研修終了者が受講する実践研修、支援員研

修を市と一体となって実施する。 

②市民後見人の支援 

    市民後見人として、活動が継続できるようフォローアップ体制を確保し後見活動を支援すると

ともに、後見事務について定期的な相談及び専門家相談の支援を行うなど監督的機能を果た

す。 

   ③市民後見人候補者バンクの運営・管理 

家庭裁判所へ申し立て時に、市民後見人候補者バンクに登録された方を市民後見人として、

家庭裁判所に推薦するために受任調整会議を開催する。また、市民後見人候補者バンク登録

者の資質維持向上のため、研修会や情報交換会などを開催する。 
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（４）権利擁護支援事業（新規） 

   権利擁護の立場から、成年後見制度の申立てが必要な状況であるにもかかわらず、家庭環境、

事務能力、経済的な理由等の課題から、家庭裁判所に申立てることが難しい方に対して、申立て

手続に関する支援及び費用の助成を行う。 

 

 

１３．在宅福祉事業（75,141 千円） 

（１）自主事業（ホームヘルプサービス） 

介護保険制度等や公的介護事業の対象とならない世帯や制度外のサービスを必要とする高齢者

等の世帯に、ホームヘルパーを派遣する。 

 

（２）公的介護事業（ホームヘルプサービス）（市受託事業） 

   ホームヘルパーを派遣し、日常生活を支援する。 

   ①生活支援型ホームヘルパー派遣事業 

介護保険等の対象とならない６５歳以上の在宅要援護高齢者等のいる世帯を対象に派遣する。 

   ②ひとり親家庭日常生活支援等事業 

    ひとり親家庭等を対象に派遣する。 

   ③精神障がい者地域移行体験利用事業 

    精神に障がいのある方が、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。 

 

（３）緊急通報システム事業（市受託事業） 

   慢性疾患等があり日常生活に不安のある６５歳以上の高齢者に、緊急通報装置を設置し、不

安のない在宅生活を支援する。 

 

（４）在宅福祉サービスセンター管理運営事業（市受託事業） 

   各種公的在宅福祉サービス事業の相談、調整等をするとともに、各種事業の向上に努める。 

 

（５）高齢者給食サービス事業（市受託事業） 

   食事の支度が困難な６５歳以上の高齢者等に、昼食を配達し、安否確認と健康的な生活を支

援する。 

 

 

１４．老人福祉センター事業（指定管理事業）（270,308 千円） 

いきいきシニアセンターの新たな指定管理（平成３０年度から平成３４年度）を受け、次の

６つの基本方針のもと、適正な施設運営と新たな事業展開を図る。また、高齢者の社会参加活

動支援の一環として、やすらぎ荘内に事務局を置く「藤沢市老人クラブ連合会」の活動支援に

取り組む。 
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【基本方針】 

 １．指定管理者としての責任と義務を常に意識し、適正な施設管理と利用者の視点に立っ

た運営に努め、サービスの向上を図ります。 

  ２．藤沢市が目指す「健康寿命の日本一」を推進するために、健康推進を重点にした事業展開

を図ります。 

  ３．藤沢型地域包括ケアシステムの推進による地域共生社会の実現に向け、地域の課題に対応

し、様々な市民が参加し、活用できる施設として機能の拡充に取り組みます。 

  ４．東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた応援プログラムに積

極的に参加し、機運の醸成を図ると共に、ボランティア養成や国際交流の場として施設機

能を活用します。 

  ５．災害時には、災害弱者中心の避難所運営の体制を確保すると共に、施設を拠点に地域の被

災者に対する支援活用を積極的に行います。 

６．管理運営費に残額が生じる場合は、積極的に利用者に還元します。 

 

（１）今年度の新たな取り組み 

   ①地域の担い手づくりの支援 

    ３センターにボランティアコーナーを設置し、ふじさわボランティアセンターと連携を図

りながら、人材の育成に努める。 

   ②地域開放日の拡大 

    地域住民にとって身近な施設として活用してもらえるよう、祝日等に施設を地域に開放す

る日を設ける等、地域開放日の拡大と充実を図る。 

   ③子どもデイの開催 

    利用者が、ボランティアとして子供たちの学習支援を行うほか、夏休みには「子どもデイ」

等の各種イベントや事業等を実施する。 

   ④相談支援体制の充実 

    利用者からの様々な「困りごと」の相談に対して、本協議会の総合相談機能と連携しなが

ら、解決に向けた取り組みを行う。 

   ⑤介護者・家族へのサポート 

    孤立防止や介護者へのアプローチとして、介護者サポートネットワークを構築し、センタ

ー利用者だけでなく、家族や介護者への支援を行う。 

    

 

１５．居宅介護等事業（74,311 千円） 

  介護保険制度等に基づいた、居宅介護支援及び訪問介護等の介護サービスを実施する。また、介護

報酬改定を踏まえて事業運営の検討を行う。 

（１）訪問介護事業  

   介護（予防）給付対象者等にホームヘルパーを派遣し、対象者の有する能力に応じ、自立した日

常生活を営むことができるよう必要な身体介護や生活援助を実施する。 

   また、「介護予防・日常生活支援総合事業」が実施され、新たなサービス体系に合わせて必要な

支援を実施する。 
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（２）居宅介護支援事業 

   要介護及び要支援者からの依頼により、居宅サービス計画（ケアプラン）を作成し、居宅サ

ービスを実施する事業者との連絡調整を実施する。また、市からの委託により、介護保険の要

介護認定訪問調査を実施する。 

 

 

１６．障がい者総合支援事業（79,225 千円） 

   障がい者総合支援法に基づいた、障がい福祉サービスを実施する。居宅介護事業、相談支援事業

等の体制を充実させる。 

（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 

障がい児者等にホームヘルパーを派遣し、身体介護や家事援助等を実施したり、視覚障がい者

への外出支援を実施する。 

   ②移動支援事業（藤沢市地域生活支援事業） 

    障がい児者の外出活動を援助し、自立生活や社会参加を支援する。 

 

（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する。また、市からの委託により、障がい支援区分認定調査を実施

する。 

 

 

１７．会の運営 

（１）法人運営に向け、業務の決定・執行を図るための理事会・評議員会・正副会長会の開催及び、適 

正な業務運営・執行を図るための監事による監査を実施する。 

 

（２）支えあう地域づくり推進連絡会 

市社協を含めた地域福祉の関係者が連携して地域福祉の推進についての情報の共有や意見交換

等を行う。 

 

（３）業務の執行に伴う各種委員会の開催 

①愛の輪福祉基金審査委員会の開催 

②日常生活自立支援事業契約締結審査会の開催 

   ③法人後見業務適正審査会の開催 

   ④藤沢市権利擁護ネットワーク連絡会の開催 

 

（４）情報共有や協働・連携に向けた各種外部委員会・会議への参加 

   「県社協市町村部会会長会並びに事務局長会」「湘南東部地区保健医療福祉推進員会」「藤沢市

地域福祉計画推進委員会」「藤沢市介護保険運営委員会」「藤沢市高齢者施策検討委員会」「藤沢

市障がい者総合支援協議会」「藤沢型地域包括ケアシステム推進委員会」「藤沢市自殺防止対策協

議会」「藤沢市国民保護協議会」「藤沢市都市親善委員会」「藤沢オリンピック・パラリンピック



15 

 

支援委員会」など、１０４の各種外部委員会や会議へ本協議会の役職員が参加。 

    

（５）藤沢市や藤沢災害救援ボランティアネットワーク等との連携を強化し、災害時におけるボランテ

ィア活動に関し迅速かつ円滑な連携協力体制が図れるよう、災害救援ボランティアセンターの立上

げ訓練等を合同で行う。また、災害時における藤沢市・藤沢災害救援ボランティアネットワーク・

市社協の三者協定に基づく三者の具体的な役割等について、検討を進める。 

 

（６）自主財源の充実に向け、引き続き賛助会員の拡大及び増強に努める。 

 

 

１８． 団体業務 

（１）日本赤十字社神奈川県支部藤沢市地区事務局 

   社員増強運動や災害義援金の受付など赤十字事業推進のため事務局を担当 

 

（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 

 

（３）神奈川県共同募金会藤沢市支会事務局 

   赤い羽根募金・年末たすけあい募金等、共同募金運動の実施 

 

（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 

 

（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 

 

（６）藤沢市地区社会福祉協議会連絡協議会事務局 

   各地区の社協相互間及び、市社協との連携・協力のため事務局を担当 

 

（７）藤沢市障がい者共同受注促進協議会事務局 

   生産活動等を行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 

 

（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行うための事務局を担当 

 

（９）支えあう地域づくり推進連絡会事務局 

      支えあいの地域づくりに向け、福祉関係者が意見交換等を行う連絡会の事務局を担当 

 

（10）藤沢市地域公益事業推進法人協議会事務局 

   社会福祉法人が連携して「地域の公益的な取り組み」を進めるための事務局を担当 


