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令和３年度 事業報告 

 

 

令和 3 年度は、新型コロナの長期化による地域活動の制限、経済活動への影響などにより、先の

見えない深刻な状況が続きました。 

 福祉の分野では、引き続き高齢者介護、児童虐待、子どもの相対的貧困、若年層自殺者の増加、

引きこもり等社会的孤立の問題など、コロナ禍による経済的な課題と相まって地域生活課題への対

応が求められました。 

 市社協では、様々な要因を背景に複雑・多様化する地域福祉課題に対し、地域で暮らす住民を始

め自治会・町内会や地区社会福祉協議会などの地域活動団体、NPO 法人や社会福祉法人などの専門

事業者、そして行政機関が一体となって課題解決に取り組む指針としての「第 4次地域福祉活動計

画」の策定に取り組み、令和 4年度の早い段階でのまとめと活動のスタートをめざします。 

また、社会福祉法の改正による重層的支援体制の整備、成年後見制度の利用促進、制度のはざま

への対応として基金の活用による新規事業の検討など、重点目標のもと各種事業に取り組み、地域

福祉の推進を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域に関心を持ち、行動できる人材づくり

(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

お互いが見守り、支えあい、つながる地域づくり

(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

誰もが安心して暮らせるしくみづくり

(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１

【市社協の主な事業】

●機関紙の発行 ●ホームページ等による情報提供 ●福祉大会の開催 ●ボラ

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

基本目標2

【市社協の主な事業】

●ふじさわボランティアセンターの運営 ●いきいきパートナー事業（ボランティア養
成講座）●地区社協等、地域福祉活動への活動支援及び助成事業 ●地域の縁

側事業 ●老人福祉センター事業 ●生活困窮者自立支援事業（CSWの配置）

●災害ボランティア推進事業 ●地域福祉活動センターの運営 等

基本目標3

施策の

方向性

【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） ●生活支援コーディネーター事業 ●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 ●社会参加事業 等

施策の

方向性

施策の

方向性

～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」

第3次藤沢市地域福祉活動計画と市社協の主な事業



2 

 

＝ 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 

新型コロナウイルス感染防止に配慮し、ボランティア養成講座・交流会はビデオチャットツ

ール「Zoom」のウェビナー（配信）機能を活用し、会場参加とオンライン参加を合わせたハイ

ブリッド開催で実施した。ボランティア交流会では、実際に活動の様子を取材した動画を用い

た活動紹介など、配信を通してもわかりやすい資料作成に努めた。 

精神保健ボランティア講座は、令和 3年度も新型コロナウイルス感染防止の観点から開催中

止となったが、市社協ホームページに精神保健ボランティアの紹介ページを新たに作成し、ミ

ニ講座の動画を配信するなど、精神保健ボランティアに関する普及啓発を行った。 

 

 

 

 

 

                             

  （２）地域福祉活動団体への助成金制度の充実 

     柔軟な助成の在り方についての検討チームを組織内に設置し、既存の公的助成制度の申請要

件を満たすことが難しい活動に対する支援や、第 4次地域福祉活動計画の推進を図るための新

たな助成金制度について検討を行った。制度化については、次期活動計画策定後の具体的推進

を検討する委員会での調整を踏まえ進めて行くこととした。 

 

  （３）専門性の高い福祉人材の養成 

今年度は、ビデオチャットツール「Zoom」の活用や、実技演習における手指消毒・室内換気

と参加者の体調管理の徹底等、新型コロナウイルス感染防止に配慮した講座・研修の開催に努

めた。  

介護職員初任者研修では、市内１３社会福祉法人との協力開催のもと生活困窮者参加枠を含

む 6人が受講し資格を取得した。 

                        

 

 

 

 

  

 

 
 



3 

 

２．生活支援の仕組みづくり 

生活支援コーディネーター（第１層・市域全域、第２層・市内１３地区）を配置し、各地域の生

活支援ニーズを把握、多様な主体が提供する生活支援等サービスやネットワーク化、ボランティア

活動などへの支援に取り組んだ。 

また、コロナ禍での影響を踏まえ各地区における地域生活課題の明確化、社会資源の把握などに

取り組むために、協議体の開催や関係機関・団体などとの連携を図るとともに、地域の実情に基づ

き「つどう」「見守り」「健康増進」などの身近な仕組みや活動への支援に取り組んだ。 

こうした取り組みにより、生活支援体制整備、重層的支援における地域づくり及び、藤沢市が進

める藤沢型（全世代、全対象）地域包括ケアシステムにおける共生社会の充実を図った。 

 

３．包括的な相談支援体制の構築 

   藤沢市社会福祉協議会としての総合相談機能を、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）を中心に貸付やあんしんセンター、相談支援等各セクション相互の連携を意識し

て行った。また市、社会福祉法人ほか各種相談支援機関との多機関連携の充実を図りながら、重層

的支援体制整備の本格実施に向けた話し合いを行政担当課と重ねた。 

さらに、コロナ禍において社会的に孤立している方々の厳しい状況を踏まえ、各地域の住民や活

動等との連携は非常に難しい状況ではあったが、地道な連携と相談、実践を重ねた。 

（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充実 

     市内１３地区にコミュニティソーシャルワーカーが配置され 2年目となり、世代を問わずあ

らゆる相談を受ける専門家を交えた支援体制を強化しながら、各地区の市民センター、地域包

括支援センター及び市担当課、市社協の連携を土台に、個別相談支援及び地域活動支援体制の

拡大と充実を図った。 

  （２）地域における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」の運営支援を行った。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については、コロナ禍

において連携することが非常に難しい状況だった。しかし、zoom等のコミュニケーションツー

ルを使用しながらの打合せや会議、研修等の実施も開始し、令和４年度以降改めて各相談窓口

が連携した総合的な相談支援ネットワークの構築を進めていくこととした。 

  （３）重層的支援体制整備事業本格実施に向けての取組 

     「属性を問わない相談支援」はもちろんのこと、地域におけるネットワークの中で、相談を

受けた事業所が多機関連携のもと、解決に結びつけることが重要なため、相談の中心となる包

括的相談支援事業所や相談支援機関を所管する市担当課と情報共有、方向性の確認を行った。 

 

４．ひきこもりや生活困窮者等の地域で孤立しがちな方への支援 

     ひとり親家庭や一人暮らし高齢者、障がいのある方、ひきこもりの方等、支援を必要とする

方に対する各種支援事業を実施した。 

（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、市やフードバンク運営団体、企業等関係機

関と連携して、食料や家電寄付品の提供等を実施した。また、コロナ禍を背景とした生活困窮



4 

 

世帯に対する生活福祉資金特例貸付相談を通して顕在化した生活課題への支援の他、ゴールデ

ンウィークや年末年始の連休期間に相談専用フリーダイヤルを開設し、生活の維持が難しい方

への緊急対応として食料品の提供や 1万円以内の生活資金貸付等、一時的な支援を行った。 

     また、これまで民生委員児童委員との協働により実施していた「年末たすけあい見舞金事業

（夏期・年末見舞金）」における対象者の把握及び申請の協力機関にコミュニティソーシャルワ

ーカーを含む生活困窮者自立相談支援機関を加え、支給対象者把握の拡充を図った。 

  （２）ひきこもり等社会参加事業の推進 

分庁舎 2階に設置された「社会参加活動室」に支援員 2名を配置し、コミュニティソーシャ

ルワーカーとの連携を基盤に、ひきこもりや生活困窮者、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、活動者同士が好きなことを共有す

る時間と場の提供に取り組んだ。 

利用される方がものづくりやイラスト作成等好きなことができる場、過ごしやすい場となる

よう工夫を行うとともに、情報収集ができるインターネット環境の整備を行った。昨年 12 月

からは月に 1回、活動者からやりたいことを募り、「クリスマス映画会」「遊行寺への初詣」等

を実施した。 

また、ひきこもりや不登校に関する専門家とのアドバイザリー契約により、家族や関係者が

専門家に相談ができる場として、毎月第 3木曜日の午後、相談の日を設定し実施した。 

なお、本事業の重層的支援体制整備事業「参加支援」への位置付けについて、市と協議を行

い今後の事業の在り方について検討をしていく。 

 

 

 

（３）子ども支援モデル事業の実施 

    ひとり親世帯や障がい児世帯等への生活支援や子育て支援等、児童及びその世帯の福祉増

進を図るための事業を、基金活用の対象となる支援事業の具体化に向けて試行的に実施した。

在宅福祉サービスセンター・ボランティアセンター・コミュニティソーシャルワーカーが協

働で、ひとり親家庭の母の国家資格取得のための子ども支援や、夫婦が別居中で実質ひとり

親世帯だが制度が利用できない家庭に生活支援を提供した。 
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５．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 

    地域の公益的な取り組みの推進を目的に、市内４１の社会福祉法人が分野を超えて連携・協

働していくための協議体、「藤沢市地域公益事業推進法人協議会」の参加法人兼、事務局として

当該組織の運営を支援。 

     令和 2年度から続くコロナ禍の影響により、基本事業として始めた「福祉なんでも相談窓口」

の運営が停滞する中、今年度は、当該事業の充実と法人協議会の今後の活動展開をテーマに運

営委員会を開催した。検討においては、策定中の第 4次地域福祉活動計画が示す地域福祉の推

進目標を念頭に社会福祉法人に求められる役割や、参加法人が連携して取り組むべきこと等を

ポイントに話し合いを行い、おもには次のような取り組みの方向性が提案された。①災害時の

地域拠点としての役割。②子どもを地域で育てることへの支援。③社会的な孤立や生きづらさ

を抱える方の支援。④社会福祉法人の枠を越えた連携の推進。 

また、社会福祉法の改正により福祉専門職に求められる役割の重要性が増す中、1月 24日に

全体研修会を開催し、会員法人それぞれの運営や当該法人協議会による連携・協力した活動展

開に向けた学習と情報の共有を図った。 

   

（２）民間機関や民間企業等との連携 

    ①JAさがみの農福連携事業 

     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、子どもや若者

に対する支援事業を行う団体が、子ども食堂や食育の一環として活用する事業として、今年度

も継続的に実施した。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言期間中は配送

ボランティアの参加は控え、野菜の配送は職員が行った。 

     また、農家の方々からの定休日前日にも実施をお願いしたいという要望があり、市や団体、

配送ボランティアと調整し月 1回（火）を増回した。 

 

 

 

 

 

②アズビル山武財団「あすなろフレンドシップ就学支援制度」との連携 

     経済的支援が必要なひとり親世帯の子どもの就学支援等を目的に支援金を支給するアズビ

ル山武財団「あすなろフレンドシップ就学支援制度」の実施にあたり、同財団、藤沢市、市社

協の三者が連携に関する協定により、市社協が支援金申請の受付事務を担い制度の運営支援に

取り組み、必要に応じて相談支援を実施した。 

 

      

 

 

 

 

食材の引き取り・提供回数 36 回（令和 2 年度：34 回） 

提供団体数（延） 178 団体（令和 2 年度：140 団体） 

配送ボランティア登録数 6 人（令和 2 年度：4 人） 

 

 

＜対 象＞ 市内在住で児童扶養手当の全額給付認定者 

（生活保護受給世帯は除く） 

＜支給額＞ ①令和 4 年 4 月に高校進学又は就職 5 万円 

      ②令和 4 年年 4 月に中学進学 3 万円 

＜申込期間＞ 令和 3 年 11 月 1 日から 12 月 28 日まで 

＜申請件数＞ 164 件 
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  （３）地区社会福祉協議会等との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．権利擁護の推進 

  （１）成年後見制度等の相談機会及び利用支援機能の充実 

     権利擁護相談機関として、あんしんセンター職員による一般相談のほか、各専門職団体と連

携した定例専門相談、及び村岡・遠藤・湘南台地区を会場とした出張専門相談など制度利用等

に関する相談機会を提供し、相談者からは概ね満足していただいている旨の感想が寄せられた。 

また、地域できめ細やかな後見活動を担う市民後見人の育成・活用を図るための養成講座や

市民後見人候補者バンク登録者を対象としたフォローアップ研修の開催、さらに市社協が法人

として後見活動に取り組むこと等により利用支援の充実に努めた。 

（２）成年後見制度中核機関の運営 

「藤沢市権利擁護ネットワーク連絡会」の専門会議となる「藤沢市における成年後見制度利 

用促進に関する検討会」を今年度まで継続し、権利擁護に係る地域連携の中核となる機関とし 

てあんしんセンターの役割を総括するとともに、成年後見制度等の利用促進に向けて普及啓発 

のためのパンフレットの配布や講師派遣を行うなど、判断能力が十分でない方の支援に資する

よう適切な事業運営に努めた。 

また、中核機関が担う機能の充実に向けて、引き続き、行政、県社協、他市社協、及び横浜 

    家庭裁判所と連携し、情報共有を図った。 

 

７．在宅福祉サービスセンター事業等への取り組み  

  （１）セーフティーネット機能の維持 

市内の体制が充足していない障がい者福祉サービス事業を市や関係機関等と連携しながら

推進したが、ホームヘルプサービスは、新型コロナウイルス感染症の影響にて利用控えもあり、

一体的に実施している介護保険事業も含め利用者が減少し、採算面で厳しい状況となり、事業

継続に向けた体制の見直し等に取り組んだ。 

地区社協間における情報共有や、市社

協と連携した地域福祉の推進を目的とし

た地区社会福祉協議会連絡協議会の事務

局として同協議会の運営支援を行った。 

令和３年度は、5月 21日に第 1回会議

を開催し、藤沢市地域福祉計画 2026やコ

ロナ禍における敬老会事業について意見

交換を行い、11 月から 12 月にかけて連

絡協議会会長と第 1･2 層生活支援コーデ

ィネーターが 13 地区を周り各地区社協

会長にヒアリングを実施した。 

1月 13日の第２回会議では、今後の地

区社協の在り方とテーマ別専門部会の設

置についての意見が交わされ、来年度に

向けて活発な協議が行われた。 

 
※ニュースレターは、必要に応じての不定期発行 
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①居宅介護等事業（ホームヘルプサービス）利用者実績 

 

        令和 3年度 151人 （令和 2年度 175人） 

派遣回数（延べ）9,943回（令和 2年度 11,595回） 

 

 

②相談支援事業（サービス利用計画）利用者実績 

 

令和 3年度  77人 （令和 2年度 61人） 

内訳 身体障がい 5人  知的障がい 39人 精神障がい 17人 

   重複障がい（身体・知的）10人 （身体・精神）2人 

   （知的・精神）4人 

 

（２）共生社会に向けた独自在宅サービスの推進 

公的サービスの対象とならない困難な生活課題を抱えている世帯の地域での生活を支援す

るため、高齢・障がいの分野にこだわらないホームヘルプ自主事業のあり方を検討し、モデル

事業としてひとり親家庭の生活支援を実施した。 

      

８．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 

平成 30 年度から令和 4 年度までの 5 年間のいきいきシニア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、地域の福祉施設として、地域の課題解決に向けた

様々な要請に柔軟に対応するよう努めました。 

令和 3年度は、市のコロナワクチン集団接種における会場提供や運営支援に積極的に協力し、や

すらぎ荘、こぶし荘で 7月にワクチン接種が実施された。 

コロナ禍の取り組みとして、いきいきシニアセンターは、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者等

が多く集まる感染リスクの高い環境であることを強く認識した取り組みを行うとともに、フレイル

予防の取り組み、様々な手段を使った情報発信の取り組み等、高齢者が求める必要なサービスの提

供に努めた。特に、情報発信においてはホームページ上に動画配信コーナーを設け、やすらぎ荘、

なぎさ荘、こぶし荘の各 3館の施設紹介やイベント情報を発信する他、自宅で参加できる健康エク

ササイズや脳トレーニング講座等、ITを活用した健康増進に取り組んだ。 

また、次期指定管理者の指定に向け新たな管理運営計画の策定に着手した。 

 

 【３センターの利用者数】 

   

 

 

 

 

 

区  分 令和 3年度実績 

やすらぎ荘 32,235人(2 年度:14,470人) 

湘南なぎさ荘 26,247人(2 年度:10,526人) 

こぶし荘 43,074人(2 年度:17,486人) 

合  計 101,556人(2年度:42,482 人) 
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  【健康講座等の実施回数・参加者数】（※受託事業の「転倒予防講座」を含む） 

  

 

 

 

 

 

【ワクチン集団接種会場協力】 

  

 

 

 

 

 

 

９．地域福祉活動センターの運営 

（１）地域福祉活動センター活動室・ふじさわボランティアセンターの運営 

   地域福祉活動センター活動室については、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止に

配慮し、新生活様式に即した活動室利用ガイドラインを状況応じて見直しを行い、感染予防の徹底

を図りながら活動室等の提供を行った。 

   利用団体へのアンケート調査を市と準備を進めていたが、利用ガイドラインの変更やコロナの感

染拡大が繰り返される状況により、設問等の再調整が必要となり実施は令和４年度に行うこととし

た。 

   ①登録団体数                    ②活動室等の利用状況 

 

 

 

   

 

 

 

 

（２）福祉情報発信に関する取り組み 

福祉情報発信 Web サイト構築に向けて、公的機関や相談窓口のほか、インフォーマルな地域活動

を社会資源としてデータベース化し、誰もが閲覧できる福祉情報のコンテンツマネジメントシステ

ム（CMS）を構築し、福祉に関する事業所及び市内の学校や地域の縁側事業など 1177 件の登録を

行った。 

今後は様々な地域活動を掲載し、利便性に配慮をしながらコンテンツを育て、何度も訪問するサ

イト運営を目指す。 

 

区     分 令和 3 年度 令和 2 年度 

当事者会/家族会/自助ｸﾞﾙｰﾌﾟ 28 25 

福祉関係ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 13 10 

地域福祉関係団体 7 2 

福祉関係機関の協議体 18 15 

合     計 66 52 

 

区  分 令和 3年度実績 

やすらぎ荘 71回   ／1,389人（2年度:28回／502人） 

湘南なぎさ荘 308回  ／ 2,131人（2年度:64回／550人） 

こぶし荘 131 回 ／1,493人（2年度:79回／1,022人） 

合  計 494 回／4,704人（2年度:171回／2,074人） 

 

区 分 令和 3年度 令和 2年度 

活動室 

１～４ 

743件 

(7,905人) 

337件 

(3,329人) 

ロッカー 31団体 24団体 

印刷機 196件 70件 

 

区 分 実施日及び来場数 

やすらぎ荘 
7月 07日（204人） 

7月 28日（217人） 

こぶし荘 
7月 04日（231人） 

7月 25日（230人） 

※会場内の誘導係りとして、日赤ボランティア（赤十字奉仕団）が協力 
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１０．第４次地域福祉活動計画の策定（新） 

2022 年度（令和 4 年度）から 2027 年度（令和 9 年度）までの 6 年間を計画期間とする第 4次地域

福祉活動計画の策定に向けて計画策定の委員会を設置し、6 月から 3 月まで 7 回の委員会を開催し検

討協議をおこなった。 

また、事務局を担う市社協においても「内部検討チーム」や「作業チーム」等を設置し、委員会運

営の支援と市社協として計画期間に取り組むべき事等についての検討を行った。 

なお、コロナ禍の影響から、委員会開催時期の変更や通常開催がかなわず書面による開催を行う等、

十分な意見交換の時間が取れないことから、委員会での承認を受け翌年度 6月まで、策定期間の延長

を行う結果となった。 

 

１１．災害対応に向けた取り組みの推進 

  災害対応に向けては、藤沢市・藤沢災害救援ボランティアネットワーク（FSV）・市社協の 3者間に

おける災害救援ボランティアセンター設置運営に関する協定を基軸に、各種取り組みを進めている。 

  今年度は、災害救援ボランティアセンターの立ち上げ運営における市社協の役割を想定した組織内

体制の整備に向けて内部検討チームを設置し、次のような取り組みを行った。①発災時の職員参集に

ついて ②職員の安否確認と連絡方法について ③神奈川県社協や日赤、共同募金会等との支援関係

について ④MCA無線による通信訓練について  

  また、県域の取り組みとして、神奈川県主催による県と市町村の災害ボランティアセンター間の情

報伝達訓練に参加をし、県内における災害発生時の連携体制の確認を行った。 
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