
1 

 

令和４年度  事 業 計 画 

 

《 基 本 方 針 》 

 

新型コロナウイルス感染症が、私たちの日常生活を揺るがせて 3年目に入ります。さらに、少子

高齢化の進展、人口減少、温暖化による風水害、国際紛争による生活の危機など、将来を見とおせ

ない状況が続いています。 

私たちが暮らす身近な地域社会においても、子育て・障がいのある方・長寿社会への生活環境整

備、生活困窮や社会的孤立など生きづらさを抱えた方を支える仕組み、担い手の確保、災害への備

えなど、全ての人が支えあい、自分らしく活躍できる地域づくりが重要となっています。 

こうしたなかで、「藤沢市地域福祉計画２０２６」を具体化するために地域福祉活動計画が策定

されています。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等の地域活動団体、

民生委員児童委員、社会福祉法人や NPO法人等の専門機関、行政機関等が一体となって地域生活課

題へ取り組むための活動指針となっています。 

6年間の市社協の中期的な展望を取りまとめるとともに、「第 4次地域福祉活動計画」の基本目標

と施策の方向性の具体化に取り組みます。 

 

 

   

 

 

 

地域に関心を持ち、行動できる人材づくり

(1) 誰一人取り残さない地域づくりに向けた周知・啓発

(2) 地域福祉活動の普及・啓発

(3) 地域福祉の担い手の育成・参加促進

お互いが見守り、支えあい、つながる地域づくり

(1) 地域における交流の促進
(2) 課題を早期発見・早期対応できる地域づくり
(3) 福祉団体等の活動推進

(4) 災害時に備えた地域づくりの推進

誰もが安心して暮らせるしくみづくり

(1) 地域福祉の基盤づくりとネットワークの強化
(2) 包括的な相談・支援体制の強化
(3) 権利擁護のための支援の充実

(4) 更生支援に向けた地域づくり

基本目標１

施策の

方向性

「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４次藤沢市地域福祉活動計画の基本目標と施策の方向性

施策の

方向性

基本目標２

施策の

方向性

基本目標３
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＝ 重 点 目 標 ＝ 

 

１．第４次地域福祉活動計画の推進（新） 

策定初年度は、当該計画が広く浸透するよう市民や地域活動団体、福祉関係機関等への積極的な

周知とコミュニティソーシャルワーカー（CSW） 等による活動支援に努める。 

また、計画がめざす具体的な活動展開の推進を図るため次の事項に取り組む。 

（１）計画の推進を検討する委員会の設置 

 計画の推進を検討するための委員会を設置し、その事務局を担う。 

【委員会の主な役割】 

・計画推進のあり方検討及びその実践 

・地域活動等への支援策の検討 

・活動の評価指標の検討及び評価の実践 

・テーマごとの課題検討及び対策の提案 など 

 （２）計画を推進する地域活動の支援 

     計画を推進するための新たな助成制度を創設し、地区別計画の策定やその実践活動の支援に

取り組む。 

      

２．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。各事業は新しい生活様式に即し、安全に配慮しながら実施する。 

 （１）ボランティアや地域活動の担い手の育成 

     ボランティア意識の高い市民をはじめ、地域の誰もが地域福祉に関心を持ち、新たな担い手

として参加するきっかけとなるよう、各種ボランティア講座等を開催するとともに、地域福祉

活動を行うボランティアグループの組織化や支援に取り組む。また、市内の地区ボランティア

センターの活動を支援し、地域活動の活性化を図る。 

（２）専門性の高い福祉人材の養成 

     人材不足が深刻化する介護人材の養成研修については、市内の社会福祉法人との協働を継続

しながら、コロナ禍の状況等を踏まえ、新たな実施方法等を検討する。 

また、福祉就業していない介護や保育など福祉有資格者や無資格者で福祉就労を目指す方に

対する就業支援講座の開催や人材と福祉職場との橋渡しとなる事業を検討する。 

 

３．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む。 

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む。 

さらに、地域共生社会の実現に向けて、第 4次地域福祉活動計画に基づいた誰一人取り残さない

地域づくりに向けた活動を進める。 
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４．包括的な相談支援体制の構築  

   総務課、地域福祉課、あんしんセンターの各セクション相互の連携を深め、行政、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る。さらに、複合的な課題に対応するための連携

協働の視点での重層的支援体制の整備を図る。 

（１）CSW による相談支援及び地域支援体制の充実 

     市内１３地区に配置された CSW の取り組みを基盤に、市社協のあらゆるセクションの連携

と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部局と連携し、個別相談支援と地域活動支援体制

の両輪の取り組みの拡大と充実を図る。 

さらに、重層的支援体制整備事業における多機関協働による支援体制整備事業・アウトリー

チ等を通じた継続的支援事業・参加支援などの取り組みを進める。 

  （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設置の推進や、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。 

 

５．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の実施。 

（１）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、CSW 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、一人一人の意向に合った場を

提供するとともに、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、映画会の開催

や外出等、利用される方のニーズに合わせたメニューを創出し支援の充実を図る。 

     また、「ひきこもりの当事者」の方たちが集う場として「ひきこもり女子会」の実施や、当事

者のみならず、家族等の関係者が話や相談の出来る場等として柔軟に対応できる場づくりに取

り組む。 

さらに、社会福祉法の改正による重層的支援体制整備事業移行年度として特に「参加支援」

等の事業化の市の動向を考慮し、当事者やその家族の意向を踏まえながら、市や関係機関との

連携の中で、より社会とのつながりをもちづらい方が利用しやすい場づくりを実現する。 

（２）社会的孤立等生活支援事業の検討（新） 

     地域との関わりの希薄化や社会的孤立、複合的な課題を抱える家族の増加等の地域課題が多

様化・複雑化する中、子どもの貧困、不登校、ニート、ひきこもり、ヤングケアラー等、子ど

もを取り巻く諸課題に対して支援事業の検討をすすめる。 

具体的には、ひとり親家庭に対する子育てや家事支援、ひきこもり等の生活支援や外出支援

等を、CSW、在宅福祉サービスセンター、ボランティアセンターの連携により、生活の安定や

自立に向けた事業を段階的に実施する。財源については、こうした事業を行うための理解を得

ながら基金や寄付の活用も含めて、安定的な事業の実施に取り組む。 
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６．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 

    市内社会福祉法人の連携組織（藤沢市地域公益事業推進法人協議会）による地域の公益的な

取り組みの推進を図る。今年度は、コロナ禍で活動が停滞している「福祉なんでも相談窓口」

の充実と、第 4次地域福祉活動計画の推進に向けて、当該連携法人としての新たな活動展開の

方向性や具体的取組について検討を進める。 

  （２）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。 

（３）地区社会福祉協議会等との連携 

     地域福祉を推進する地区社会福祉協議会等の様々な活動を支援することを目的に、地区社会

福祉協議会連絡協議の事務局支援を行い、今後の情勢に合わせた情報提供や、市社協と各地区

社会福祉協議会同士の連携の強化を推進する。 

また、民生委員児童委員活動については、個別相談における困難ケースへの CSW による支

援の他、担い手不足が課題となるなか今年度 12 月の一斉改選に向けて民生委員児童委員協議

会と協議しながら、当該制度や役割等の普及啓発活動を支援する。 

 

７．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、成年後見制度の具体的な事例や申立て手続き、制度利用に即した

相談に応じることができるよう、職員及び各専門職団体の連携による相談機会の充実を図る。

あわせて、成年後見制度がより利用されやすくなるよう、あんしんセンターと藤沢市及び専門

職団体で利用支援の充実に向けた取り組みを行う。 

（２）成年後見制度中核機関の運営 

成年後見制度に関する広報、相談、利用促進、及び後見人支援等の機能を担い、地域連携ネ

ットワークの中核となる機関として適切な運営を図り、判断能力が十分でない方の意思決定を

尊重した権利擁護支援を推進する。  

 

８．在宅福祉事業等への取り組み 

（１）制度事業への取り組み 

市内のサービス供給体制が充足していない介護保険事業の軽度者への訪問介護事業や障が

い者居宅介護等事業、相談支援事業への取り組みは、採算等運営上の課題があるが引き続き市

内の安定したサービス提供の一助となるよう適切な取り組みを継続していく。 

（２）共生社会に向けた新たな生活支援の実施（新・重点目標 5-(2)の再掲） 

新たな福祉課題等への対応として、ひとり親家庭に対する子育てや家事支援、引きこもり等

の生活支援や外出支援等を、CSW、在宅福祉サービスセンター、ボランティアセンターの連携

により、生活の安定や自立に向けた事業を段階的に実施する。 
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９．いきいきシニアセンターの運営 

地域福祉推進の拠点施設となる、いきいきシニアセンター（老人福祉センター）の管理事業者と

して、設置目的に沿った事業の充実を図ります。取り組みにあたっては、コロナ禍における新しい

生活様式の中で生じる課題を踏まえながら、施設における感染対策の徹底やコロナ禍でのフレイル

対策事業、様々な手段を使った情報発信の推進とともに、令和 4年度は、「ねんりんピックかなが

わ 2022」の開催が予定されていることから、高齢者のスポーツを通した健康維持増進への関心の高

まりを活かした取り組みを実施する。 

また、地域の福祉施設として本協議会の組織機能の活用や市、関係機関等との連携により、地域

の課題解決に向けた様々な要請に柔軟に対応する。 

なお、今年度は本指定管理期間の最終年度となるため、市による次期指定管理者の募集・選考が

行われることから、応募に向け、次期指定管理者として再指定が受けられるよう社協組織一丸とな

って次期指定管理計画の作成等に取り組む。 

 

１０．地域福祉活動センターの運営 

障がい・疾病・介護・子育て・生活困窮・社会的孤立等の生活上の課題を抱える当事者やその家

族等の関係者及びそれらの課題解決に取り組む福祉活動団体等にセンターの設備・機能を提供する

事により、その活動を支援し、地域福祉の充実を図ることを目的とした地域福祉活動センターの運

営を行う。今年度は、サービス向上を目的とした利用団体にアンケート調査を実施し、今後の運営

を検討する。 

また、福祉情報 Webサイトの掲載情報を充実させ利便性の高い福祉情報サイトの運営をするとと

もに、SNS等活用した地域活動情報の発信を実施し、活動の活性化を図る。 

    

１１．災害対応に向けた取り組みの推進 

   災害に強いまちづくりを目指し、平時からの顔の見える支えあいの地域づくりの推進を図るとと

もに、三者協定に基づく災害救援ボランティアセンターの開設・運営に向けた課題の洗い出しや役

割の明確化、実践的運営訓練等の実施などについての継続的な検討実施を進めて行く。 

また、避難生活者等への支援や各地区におけるサテライトセンターのあり方等について、関係す

る諸機関団体等と連携した取り組みを進めて行く。 
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《 実 施 事 業 》 

 

１． 地域福祉推進事業（ 9,906 千円） 

（１）機関紙“市社協ふじさわ”の発行 

機関紙を通じて、市社協の取り組み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)  

 

（２）市社協ホームページ等による福祉情報の提供 

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。 

また、藤沢市福祉情報 Web サイトに掲載する地域情報を充実させ、市民及び福祉関係の従事者の

データベースとして機能させるほか、地域の活動状況の発信や助成金情報等の情報発信を行う。 

 

（３）第５４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】 令和４年１１月１１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 

   広く障がい者福祉についての関心と理解を深めることを目的とした障がい者週間（12 月 3 日から

9 日までの 1 週間）において、啓発物品等による周知を行う。  

 

（５）第４次地域福祉活動計画の推進（新） 

   計画の周知を図るとともに、具体的推進に向けて次の事項に取り組む。 

   ①計画の具体的推進を検討する委員会の設置と運営 

【開催頻度】 年４回程度を予定 

    【主な役割】・計画推進の在り方検討及び実践 

          ・地域活動等への支援策の検討 

          ・活動の評価指標の検討及び評価の実践 

          ・テーマごとの課題検討及び対策の提案 

   ②計画を推進する地域活動の支援 

計画を推進するための新たな助成制度を創設し、地区別計画の策定やその実践活動の支援に取

り組む。 

 

 

２．地域の縁側事業（ 3,927 千円）(市受託事業) 

  藤沢市内の高齢者、障がい児者、青少年、子ども等の多世代が集え、気軽に相談ができ、必要に応

じて専門的な相談機関につなげる「まちかど相談室」の機能を備えた居場所事業「地域の縁側事業」

を推進するため、新規開設しようとする団体への開設支援や、既存の実施団体への運営支援等を市と

協働で行う。 

また、事業の普及啓発に向けた情報発信や、縁側ポイントに係る業務のほか、専門職による地域の
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縁側の相談機能に対する支援や関係機関と連携したネットワークづくりに取り組む。 

   

 

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 

市内の高齢・障がい・児童関係の社会福祉法人が、分野を超え協働して地域の公益的な取り組み

を進めて行くために設置した「藤沢市地域公益事業推進法人協議会」の事務局として、運営委員会

の開催や福祉なんでも相談窓口など必要な事業実施に取り組む。今年度は、コロナ禍で活動が停滞

している「福祉なんでも相談窓口」の充実と、第４次地域福祉活動計画の推進に向けて、連携法人

における新たな活動展開の方向性と具体的取組等について検討を行う。 

 

（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、物品提供等、コロナウィ

ルス感染世帯への食料支援など）を支援し、連携した事業実施を行う。 

 

 

４． 援護事業（ 5,165 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・中学校入学児童生徒へ入学祝金を支給する。 

 

（３）交通遺児援護事業 

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への激励金の給付

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・児童委員のほか、生活困窮者自立相談支援機関等の活動を通じて、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（ 920千円） 

（１）介護職員初任者研修事業 

専門性の高い福祉人材育成の一環として、介護職員初任者研修事業を実施する。新型コロナウィ
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ルス感染症の状況に応じて、市内に拠点を置く社会福祉法人等と協働を図りながら、安全に配慮さ

れた実施方法（通信制またはビデオチャット等を用いた方法）を検討する。 

また、受講に際して支援や配慮が必要な対象（児童養護施設の退所者や生活困窮者等）には、例

年通り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。 

    

（２）福祉・介護人材の就業支援研修事業 

福祉・介護の資格の有無に関わらず、福祉・介護保育分野への就業を希望する方への支援として、

現在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とした、

福祉業務に関する講座や情報提供の事業などを開催する。 

 

 

６． 助成事業（ 11,930 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ともに、地域支援担当の業務で関わる任意団体に対し、制度の普及啓発

を図る。   

 

（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） 

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。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となるよう、愛の輪福祉基金等市の助成制度との調整を引き続き検

討し、コロナ禍における新しい生活様式に配慮した活動支援助成の継続実施を含め、助成対象や内

容の見直しを図る。 

 

 

７．ボランティア活動推進事業（ 11,583 千円） 

（１）ボランティアセンター運営事業 

     ボランティア活動への参加促進を図るとともに、実状に応じたボランティアニーズの把握と適切
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なマッチングに努め、ボランティア活動を支援する。また、ボランティアセンター登録団体や地域

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ともに、市内各地区ボランティアセンタ

ーと情報交換や連携によりボランティア活動の充実を図る。 

昨年度同様に、ふじさわボランティアセンターの運営時間は、平日は夜間２０時まで、土・日・

祝も９時から１７時まで開所し、ボランティア活動の相談業務や保険の加入手続きを受け付け、サ

ービスの向上を図るとともに、ボランティアに関する情報を充実させ、閲覧できるスペースとして

整備を図る。 

   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。ボラ

ンティア相談のほか、必要に応じて相談機関等に繋がる相談支援を行う。 

     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 

       地域福祉の担い手となるボランティアの養成講座を開催する。今年度は、より対象と内容を

明確にしたボランティアの養成講座を検討する。  

      ・精神保健ボランティア講座の開催 

          精神保健ボランティアの普及、啓発等を行い、講座開催については、事業所・病院等のボラ

ンティア活動状況を踏まえて、実行委員会で新しい生活様式の中で実施できることを検討し

て行く。 

③福祉講演会 

      地域福祉やボランティア活動に関する意識啓発を目的に、支援を必要とするさまざまな人たち

に関心を持ち理解を深めるきっかけづくりとして、福祉講演会を開催する。注視される福祉的

課題に沿ったテーマや講師を選定し、オンライン配信を交えた講演会を行い、参加者の利便性

を広げ実施する。 

   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交換や連携を図るとともに、活動従事者に向けた講習

会や、ボランティア活動をしている活動者に対するフォローアップを目的とした事業を検討

し、活動の支援を行う。 

⑤福祉体験教室 

    小学生を中心として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、状況に応

じてオンラインや動画配信を取り入れた事業を実施する。また、市内の学校などからの福祉体

験教室等の依頼により、必要な器具（車いす・高齢者疑似体験セットなど）の貸出や体験内容

のコーディネートを行い、福祉に関する理解と関心を深める取り組みのサポートを実施する。 

   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情報を提供する「ふ

じさわボランティアニュース」の発行や「ふじボラメールマガジン」の配信を行う。また、地

域活動をＰＲする手段としてＳＮＳの開設を検討し導入するほか、社会資源のデータベースを

構築し、情報発信を行うための充実を図る。 

   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支援として、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「湘南ふじさわ子育
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て応援メッセ」や不登校家庭の支援団体等の活動支援に取り組む。 

 

（２）地域福祉活動センターの運営 

   地域生活課題の解決に取り組んでいる当事者団体等に活動室等のセンターの設備の提供を行い、

団体活動の支援、連携を図る。 

運営にあたっては、コロナ禍における新しい生活様式に即した利用の徹底を図るとともに、状況

に合わせオンライン設備の整備と、オンライン環境を活用した活動の支援など、安全な利用環境等

の提供に努める。サービス向上を目的とした利用団体にアンケート調査を実施し、今後の運営を検

討する。 

また、福祉情報 Webサイトの掲載情報を充実させ利便性の高い福祉情報サイトの運営をするとと

もに、SNS等活用した地域活動情報の発信を実施し、活動の活性化を図る。 

 

（３）車イス等貸出事業 

   ①車イスの貸し出し 

    療養や通院などにより一時的に車いすを必要とされる方や、学校等における福祉教育や研修に

利用される場合に、短期間の貸し出しを行う。 

   ②高齢者疑似体験セットの貸し出し 

高齢者の身体機能の特徴を疑似体験し、理解を深めるため、体験学習や企業内研修、地域の勉

強会等に活用されるよう、高齢者疑似体験セットの貸し出しを行う。 

 

（４）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。 

 

（５）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。登録説明会については、必要な研

修内容及び開催回数を市と協議するとともに、フォローアップ講座等を検討する。 

 

（６）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やフードバンク運営団体と連携した事業を関係団体と連携して

実施する。  

 

（７）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

らの厚意で寄付された野菜等を、子ども食堂やフードバンク団体等に提供し、活動の支援を行う。 

 

（８）ひきこもり等社会参加支援事業の推進 

分庁舎 2階に設置した「社会参加スペース」に、支援員 2名を配置し、ひきこもりや生活困窮者、
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地域で孤立しがちな方等を対象に、居場所としての場の提供、ボランティア活動や就業体験を支援

する事業を実施。 

   また、定期的に、ひきこもり相談を実施し、当事者のみならず、家族や専門機関の相談員等が相 

談の出来る場として活用。ひきこもり女子会の実施他柔軟に対応できる場づくりに取り組む。 

 

（９）地域活動のリスク管理 

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。 

 

 

８．資金貸付事業（ 51,140 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（ 23,724 千円） 

（１）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、湘南台地域活動ホームでの一時預かり事業を実施する。 

 

（２）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。 

なお、葬儀や法事等の規模の縮小・簡略化が進む中、就労支援売店の運営について検討する。 

 

（３）藤沢市ふれあい実行委員会事業の支援 

   藤沢市主催による障がいに対する理解を深め、障がい者福祉の推進等を目的とした事業の実施に

向け、障がい児者関係団体等が協働し、企画や運営を行う「ふれあい実行委員会」の事務局として

活動を支援する。 
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１０．包括的な相談支援・社会的孤立等支援事業 

（１）生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業）（ 99,140 千円） 

CSW（バックアップふじさわ社協）の藤沢市内全地区配置により、誰一人取り残さない地域共生

社会の実現に向けた相談支援体制の充実と、社会福祉法の改正による重層的支援体制整備事業の

「多機関協働」「参加支援」「アウトリーチ」等の事業化の動向を考慮した、当事者やその家族、

市や関係機関との連係の中での地域課題への取り組み、今後の事業の在り方について検討する。 

   ①市内１３地区全ての市民センター公民館等を拠点に、地域包括支援センター、市地域共生社会

推進室、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、弁護士やひきこもり支援、精神保健の

専門家、ファイナンシャルプランナーとのアドバイザリー契約を実施。世代を問わずあらゆる

相談を受ける体制を強化しながら、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。 

③CSW（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ながら、各地域の特色に応じた住民主

体の活動へつなげていく。 

④CSW が第２層生活支援コーディネーターを兼務し、第 1 層の生活支援コーディネーター、さ

さえあいセンターに配置されている第 2 層の生活支援コーディネーター、市の担当課と協働

し、市民センター、地域包括支援センターを中心とした地域の関係機関、地域団体、住民と連

携を図り地域の支援ニーズに対応したサービスの創出や様々な地域活動の充実に取り組む。 

  

（２）社会的孤立等生活支援事業（新） 

   支援事業の具体化については、基金活用の対象となる次の事業を基本とする中で検討を進め、段 

階的な実施に努める。 

① ひとり親世帯等への生活支援に関する事業 

② 障がい児世帯等への生活支援に関する事業 

③ 児童養護施設等からの自立支援に関する事業 

④ 就学・就労支援に関する事業 

⑤ 子育て支援活動の支援に関する事業 

⑥ 新型コロナウィルス感染症自宅療養世帯への緊急食糧支援の実施 

⑦ その他、児童及びその世帯の福祉増進を図るための事業 

 

 

１１．生活支援コーディネーター（第１・２層）事業（市受託事業）（ 33,540 千円） 

   市域を活動エリアとする第 1 層生活支援コーディネーターと、市内 13 地区ごとを活動エリアと

する第２層生活支援コーディネーターに CSW を位置づけ、相談支援と地域活動の視点から生活支

援の仕組みの充実に取り組む。 

また、13 地区毎に高齢者をはじめ誰もが、地域との繋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

はじめとする多様な主体と連携を図りながら、地域における居場所、介護予防・健康増進活動やボ

ランティアなどの身近な生活支援の充実に向けた支援を行う。 

①社会資源の実態や支援ニーズの把握 

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関係機関等のネットワークづくり 
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⑤市が設置する協議体の運営支援 

 

 

１２．あんしんセンター事業（権利擁護事業）（ 84,944千円） 

（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本人との契約により、次の支援を実施する。 

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（市受託事業 ※④法人後見業務は除く） 

成年後見制度の利用が必要な方への支援等を実施する。 

①成年後見制度の普及啓発 

市民向け講座の開催やパンフレットの配布等により、制度の周知・啓発を図る。 

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の充実を図るため、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 

市社協が法人として成年後見人等に就任し、法人職員が後見事務を行う。関係者による審

査会を設けこの業務の適正な運営を図るとともに、日常生活自立支援事業と一体的実施す

ることにより権利擁護の推進を図る。 

   ⑤成年後見制度利用促進事業 

各種専門職団体や関係機関が協力・連携して、権利擁護の支援や成年後見制度の利用促進

に向けた仕組みづくり及び、後見人・支援者・地域の関係者等で構成されるチームによる

具体的な支援の取り組み等に関し、中核的な役割を担う機関の運営を行う。 

 

（３）市民後見事業（市受託事業） 

   市民の視点を生かし、本人の意思を尊重したきめ細かな支援を行うため、市民後見人の育成

を図り、後見制度の利用を促進する。 

①市民後見人の支援 

    市民後見人として、適切な活動が継続できるようフォローアップの充実を図りつつ後見活

動を支援するとともに、後見事務についての定期的な相談及び専門家相談による支援な

ど、適切で安心した活動ができるように支援を行う。 

   ②市民後見人候補者バンクの運営・管理 

家庭裁判所への申し立て時に、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、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
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質の維持向上のため、研修会や情報交換会などを開催する。 

 

（４）権利擁護支援事業 

   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を抱えて家庭裁判所に申し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（ 28,744 千円） 

（１）自主事業（ホームヘルプサービス）（一部新） 

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。 

また、CSW、ボランティアセンターとの連携による生活困窮者等の自立支援を目的としたホーム

ヘルパーの派遣について基金の活用も含め、モデル事業を実施する等、自主事業の制度化に取り組

む。 

 

（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家事・育児援助支援員派遣事業 

    子どもの安定した養育の確保を図る世帯に派遣する。 

   ④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）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、各種事業の利用向上に努め

る。 

 

 

１４．老人福祉センター事業（指定管理事業）（ 277,725 千円） 

引き続き新型コロナウイルス感染防止に取り組むとともに、次の６つの基本方針にもとづく適

正な施設運営と事業展開を図る。 

また、今年度開催が予定される「ねんりんピックかながわ２０２２」に関連した取り組みを

含め、次の 5 項目について新たな展開を図る。 

【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
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た運営に努め、サービスの向上を図る。 

  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 

展開を図る。 

    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む。 

    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ともに、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。 

    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ともに、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う。 

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を図る。 

 

（１）今年度の新たな取り組み（新） 

①一般利用者へのアンケート調査 

新型コロナウイルス感染防止によるいきいきシニアセンターの一般利用者の利用中止から      

２年が経過したが、この期間のご利用が無い利用者に対して、無作為抽出でアンケートを

実施する。 

②食堂事業の検討 

    コロナ禍による利用者数の減少等により、各センターの食堂事業者は撤退や休業をしてお

り、コロナ禍での食堂事業について検討する。 

③地域開放事業（施設祭り、季節祭り等）・世代間交流事業等の実施 

    衛生管理、入場者管理、職員・スタッフ等の健康管理、密集のコントロール、換気等につ 

いてガイドラインを作製し、十分な感染対策を行った上で実施する。 

④高齢者向け e スポーツの検討 

    近年若者を中心に競技人口が増加している e スポーツについて、高齢者向けの e スポーツ

事業の可能性について検討する。 

⑤「ねんりんピックかながわ２０２２」の盛り上がりを生かした取組み 

「ねんりんピックかながわ２０２２」の開催が予定されており、藤沢市においては、ゲー 

トボール競技とソフトバレー競技が県立スポーツセンターにて実施されることから、いき

いきシニアセンターにおいても、高齢者のスポーツに対する関心や盛り上がりを生かした

取組みを行う。 

 

 

１５．居宅介護等事業（ 38,674 千円） 

  介護保険制度等に基づいた、訪問介護等のサービスを実施する。 

（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。 
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１６．障がい者総合支援事業（ 40,041 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の実施や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．災害活動関連事業 

藤沢市災害救援ボランティアセンター設置・運営に関する協定に基づく取り組みの推進。 

①三者の役割等について継続検討 

②災害救援ボランティアセンターの立ち上げ訓練等の実施 

③災害ボランティアの養成 

④関係機関等との検討（サテライトセンターや地域の災害ボランティア団体等との連携の仕組

み、要配慮者等の避難に関わる課題等について） 

   ⑤必要資器材の整備等（市備蓄資器材を基本に必要に応じた整備） 

 

 

１８．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。今年度は、当該連絡会の構成員を中心に取り組んできた第 4次地域福祉活動計画の推進

に向けた具体的検討を進めて行く。 

 

（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 
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（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」など、各種外部委員会や会議へ本協議

会の役職員が参加。 

 

（５）福祉系教育機関からの実習生の受入 

   人材養成の一環として、福祉系の大学や専門学校等からの実習生の受入に協力。 

 

（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。 

 

 

１９．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各種赤十字事業の事務局を担当 

 

（２）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、共同募金運動の事務局を担当 

 

（３）藤沢市遺族会事務局 

   遺族の集い、研修会等の各種遺族会事業の事務局を担当 

 

（４）藤沢市更生保護女性会事務局 

   各種更生保護活動推進の事務局を担当 

 

（５）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 

 

（６）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 

 

（７）藤沢市ふれあい実行委員会事務局 

   藤沢市主催による障がいに対する理解を深め、障がい者福祉の推進等を目的とした事業の実施に

向け、障がい児者関係団体等が協働し、企画や運営を行う「ふれあい実行委員会」の事務局を担当 

 

（８）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 
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（９）ふじさわ福祉ＮＰＯ法人連絡会事務局 

   市内ＮＰＯ法人と連携し、地域福祉の推進と福祉人材育成を進めるための事務局を担当 

 

（10）藤沢地区保護司会事務局 

   市内における犯罪予防活動及び更生保護活動の推進のための事務局を担当。 

    

（11）藤沢市老人クラブ連合会事務局 

高齢者の社会参加活動支援の一環として、「藤沢市老人クラブ連合会」の活動支援のため事

務局を担当。 

 

（12）藤沢市ボランティア連絡会事務局 

   連絡会実施の事業について、事務局を担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


