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生活困窮世帯等に対して、生活の安定と
経済的自立を図ることを目的に、各種資
金の貸付を実施しました。
●総合支援資金の貸付
　（相談件数 延べ158件、貸付件数 0件）
●福祉資金の貸付
　（相談件数 延べ936件、貸付件数 19件）
●教育支援資金の貸付
　（相談件数 延べ4,306件、貸付件数 74件）
●不動産担保型生活資金の件数
　（相談件数 延べ227件、貸付件数 1件）
●臨時特例つなぎ資金
　（相談件数 延べ11件、貸付件数 0件）
●小口資金の貸付（貸付件数 422件）
●修学旅行貸付事業（12校、22人）

障がい児・者やその家族を支援するため
次の事業を実施しました。
●障がい児・者の一時預かりホーム運営
　事業（利用者数延べ 740人）
●地域活動ホーム運営事業（利用者数延べ 285人）
●就労支援売店運営事業（藤沢市斎場売店を運営）
●藤沢市ふれあい実行委員会事務局業務

生活困窮者の相談窓口「バックアップふじ
さわ社協」及び8地区に配置されたコミュ
ニティソーシャルワーカー等により、地域
に出向いて生活問題を抱えた世帯の相談
に対応し、また地域の福祉活動等の支援
に取り組みました。
●生活困窮者自立相談支援（相談件数 768件）
●コミュニティソーシャルワーカーの
　相談支援・地域活動支援
　・個別相談支援（相談件数 832件 ）
　・地域活動等への参加支援
　 （参加回数 1,845回）

地域で支えあい、安心して暮らし続けられ
る地域づくりを推進するため、地域ごとの
活動や事業の把握とネットワークづくり、
講座等の開催に取り組みました。
●生活支援サービス等の提供状況及び
　社会資源の把握（調査訪問回数 129回）
●資源開発（講座等開催 17回）
●ネットワーク構築のための各種会議の
　参加（参加回数 213回）
 

判断能力が不十分なため、日常生活に困っ
ている方に、住み慣れた地域で安心して暮
らせるよう支援を実施しました。また、成年
後見制度の啓発事業や、制度利用が必要
な方に相談や利用の支援を実施しました。
●日常生活自立支援事業の実施
　（相談件数 4,102件、新規相談人数 108人、

平成30年度  事業報告

地域福祉事業への理解と参加・協力を求
めるため、次の啓発事業を実施しました。
●「市社協ふじさわ」の発行
　（年3回、9,000部/1回）
●市社協ホームページによる福祉情報の提供
●第50回藤沢市社会福祉大会の実施（251人参加）

市民が気軽に立ち寄れる居場所「地域の
縁側」の開設支援、運営支援、スタッフ研
修、利用者相談等を実施しました。
●新たな開設「基本型」3カ所、（累計「基
幹型」4カ所、「基本型」22カ所、「特定
型」9カ所、合計35カ所）

さまざまな法人、企業等と連携した事業を推進しました。
●藤沢市地域公益事業推進法人協議会
の設立・運営支援

　昨年度、法人協議会設立に向け、各法
人分野から選出された委員で構成する
「準備会」「検討会」の場で協議してきた
内容を分野別社会福祉法人代表者の
会に対して報告説明をおこない、11月
29日に設立に至りました。
●民間企業連携事業 ひとり親世帯の子ど
もの就学支援等を目的とするアズビル
山武財団「あすなろフレンドシップ就学
支援制度」の実施に伴い、申請の相談・受
付事務をおこないました。（申請193件）

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ました。

●行旅人援護事業（37人）
●学童援護事業（14人）
●交通遺児援護事業（激励金3人、図書カード7人）
●年末たすけあい見舞金事業
　（夏期106世帯、年末110世帯 266人、
地域活動支援センターⅢ型 7施設）
●災害援護事業（火災見舞金 6件）

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次の事業を実施しました。
●介護職員初任者研修事業（15人）
●福祉・介護人材の就業支援研修事業（16人）
●介護予防・生活支援サービスの担い手養成（58人）

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を目的に各種助
成事業を実施しました。
●各地区社協連絡協議会への支援
●地区社協への活動費の助成（14地区）
●愛の輪福祉基金の助成（158件、197事業）
●地域福祉推進事業補助（14団体、14事業）
●地域福祉活動増進事業（6団体、6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
ティア活動を支援しました。
●相談事業
　・個人ボランティアの登録数506人、団体数151団体
　・ボランティアに関する相談件数 延べ2,881件
　・その他の相談件数 延べ677件
　・被災地支援に関する相談件数 延べ53件
　・来所者数 延べ1,184人
　・マッチング数386件

●ボランティア活動保険の加入手続き
　（594件、3,286人）
●ボランティア等養成事業
　（3事業、参加者数68人）
●福祉講演会（受講者数 61人）
●地区ボランティアセンターとの情報交換と連携
●福祉体験教室（3事業）
●広報活動
　・「ボランティアニュース」の発行
　 （年12回、1,453部/1回）
　・「メールマガジン」の発行
 　（年12回、登録者数266人）
●里親講座への支援
●湘南ふじさわ子育て応援メッセへの支援
●車イス等の貸出
　（車イス 118件、高齢者疑似体験セット 35件）
●災害ボランティア推進事業
●いきいきパートナー事業（登録者数 734人）
●生活困窮者の自立支援関係事業
　・リユース事業
　 寄付品受入件数（41件、144品）
　 寄付品提供件数（49件、153品）
　・フードバンク運営団体との連携
●農福連携事業
ＪＡさがみ及びリッチフィールド株式会社
の協力により、食品の引き取り・提供回
数（36回）、活用団体数 延べ（166団体）
●社会参加支援事業
　・引きこもり等、地域で孤立しがちな方を対象
　 に、ボランティア活動や就業体験など社会参
     加のきっかけづくりの場を提供。（20人）
●地域活動のリスク管理（一部新規）
　・地域団体の活動中の事故等に関する
　 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事業を10月より
　  運用開始。

地域福祉推進事業

ボランティア活動推進事業

資金貸付事業

重点
目標

地域の縁側事業

援護事業

福祉人材養成事業

助成事業

　少子化及び超高齢社会が進行する中、社会保障制度を支える労働人口の減少や福祉に携わる人
材不足等の問題、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を背景とした社会的
孤立や子どもの貧困等、生活課題がより複雑、複合的になってきています。このような中、地域福祉の
取り組みでは、支え手、受け手という関係を超えて、地域の多様な活動主体が「我が事」として参画し、
世代や分野を超えて「丸ごと」つながる「地域共生社会」の実現が求められています。本協議会におい
ても第３次藤沢市地域福祉活動計画のもと、地域の方々や藤沢市と協働した支えあいの地域づくりに
向け、次の重点目標と各種事業に取り組みました。

　契約件数 121件）
●成年後見利用促進事業
　・成年後見制度普及講座
　（年2回開催、参加者数 129人）
●成年後見制度の利用支援等
　（一般相談件数延べ 650件、専門相談件
　数延べ 80件、出張専門相談会 18件）
●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
　・藤沢市における成年後見制度利用促
　 進に関する検討会
　・藤沢市における成年後見制度利用促
　 進に関する士業連絡会
●法人後見事業（受任件数 13件、新規件数 3件）
●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の開催
　（開催回数 6回、審査件数延べ 65件）
●市民後見人事業
　・市民後見人養成講座
　 （基礎研修 5人、実戦研修 5人、支援員研修 3人）
　・市民後見人フォローアップ研修（参加者数延べ 21人）
　・後見人等受任調整会議等（推薦者数 3人）
　・市民後見人の活動実績（総活動者数 4人）
　・市民後見人候補者バンク登録（登録者数 6人）
●権利擁護支援事業

各種公的制度の対象とならない世帯へ家
事支援等をおこなうとともに、市の公的在
宅福祉事業を調整しながら実施しました。
●自主事業（ホームヘルプサービス）の実施
　（実利用者数 20人、派遣回数延べ 173回）
●公的介護事業（ホームヘルプサービス）の実施
　（実利用者数 6人、派遣回数延べ 101回）
●緊急通報システム事業の実施（実利用者数 838人）
●在宅福祉サービスセンター管理運営事業
●高齢者給食サービス事業（延べ配食数 10,723食）

指定管理者として、やすらぎ荘・湘南なぎ
さ荘・こぶし荘の施設維持管理及び生き
がい対策事業等を実施しました。（延べ利
用者数 291,993人）
●医師・看護師健康相談（延べ 29,533人）
●健康づくりや身体機能の維持・向上、生きが
　いづくりのための講座等開催（延べ 717回）
●風呂、運動浴室の利用者数（延べ 121,229人）

介護保険制度に基づいた居宅サービス計
画（ケアプラン）の作成やホームヘルパー
を派遣し、生活援助のサービスを実施し
ました。
●居宅介護支援事業（実利用者数 17人、
　ケアプラン作成件数延べ 166件）
●介護予防ケアマネジメント事業（受託
　分 4人、ケアプラン作成件数延べ 48件）
●要介護認定訪問調査事業（調査件数 78件）
●訪問介護事業の実施（実利用者数 276
　人、派遣回数延べ 16,556回）

障害者総合支援法に基づいた、サービス
等利用計画の作成や自立生活、社会参加
の支援としてホームヘルパーを派遣し、
生活援助のサービスを実施しました。
●居宅介護等事業（実利用者数 191人、
　派遣回数延べ 14,392回）
●移動支援事業（実利用者数 48人、派遣
　回数延べ 1,435回）
●相談支援事業（実利用者数 80人、調査
　件数延べ 28件）

市社協が進める事業のために個人・団体
から寄付金が寄せられました。
●一般寄付金（22件）
●善意銀行寄付金（指定寄付 3件）
●寄付物品（8件）

自主財源確保のため会員の拡充に努め、
組織運営のために理事会・評議員会等を
開催しました。
●正会員　 598人　　838,000円
●賛助会員 138人　　595,000円
●地区社協負担金　14地区　850,000円
●理事会（4回）・評議員会（2回）

●外部委員会等への参加実績
   （参加した各種委員会・会議等の数
　108、参加回数延べ 381回、参加人数
　延べ 633人）
●職員の講師派遣実績
   （63回、106人）
●各種研修への参加実績
   （33回、61人）
●実習生の受入件数
   （13件、302人）
●災害被災地「災害ボランティアセンター」
　への職員派遣
　広島県・尾道市災害ボランティアセン
　ター（尾道市社協内）
　8月12日～17日　ＣＳＷ1名

●日本赤十字社神奈川県支部藤沢市地区
●神奈川県日赤紺綬有功会藤沢支会
●神奈川県共同募金会藤沢市支会
●藤沢市遺族会
●藤沢市更生保護女性会
●藤沢市地区社会福祉協議会連絡協議会
●藤沢市障がい者共同受注促進
　協議会
●藤沢市ふれあい実行委員会
●支えあう地域づくり
　推進連絡

あんしんセンター事業（権利擁護事業）

在宅福祉事業

居宅介護等事業

会の運営

その他の実績

団体業務

障がい者総合支援事業

寄付金の状況

老人福祉センター運営事業

障がい福祉事業

生活困窮者自立相談支援事業

❶地域福祉を支える人材づくり
❷総合的な相談支援体制の構築
❸生活困窮者等の地域で孤立する
　方への支援
❹関係機関や民間企業等との連携

❺権利擁護の推進
❻障がい福祉サービス事業・
　在宅福祉事業等への取り組み
❼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

社会福祉法人や民間企業等との地域貢献事業 生活支援コーディネーター（第1層）事業
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生活困窮世帯等に対して、生活の安定と
経済的自立を図ることを目的に、各種資
金の貸付を実施しました。
●総合支援資金の貸付
　（相談件数 延べ158件、貸付件数 0件）
●福祉資金の貸付
　（相談件数 延べ936件、貸付件数 19件）
●教育支援資金の貸付
　（相談件数 延べ4,306件、貸付件数 74件）
●不動産担保型生活資金の件数
　（相談件数 延べ227件、貸付件数 1件）
●臨時特例つなぎ資金
　（相談件数 延べ11件、貸付件数 0件）
●小口資金の貸付（貸付件数 422件）
●修学旅行貸付事業（12校、22人）

障がい児・者やその家族を支援するため
次の事業を実施しました。
●障がい児・者の一時預かりホーム運営
　事業（利用者数延べ 740人）
●地域活動ホーム運営事業（利用者数延べ 285人）
●就労支援売店運営事業（藤沢市斎場売店を運営）
●藤沢市ふれあい実行委員会事務局業務

生活困窮者の相談窓口「バックアップふじ
さわ社協」及び8地区に配置されたコミュ
ニティソーシャルワーカー等により、地域
に出向いて生活問題を抱えた世帯の相談
に対応し、また地域の福祉活動等の支援
に取り組みました。
●生活困窮者自立相談支援（相談件数 768件）
●コミュニティソーシャルワーカーの
　相談支援・地域活動支援
　・個別相談支援（相談件数 832件 ）
　・地域活動等への参加支援
　 （参加回数 1,845回）

地域で支えあい、安心して暮らし続けられ
る地域づくりを推進するため、地域ごとの
活動や事業の把握とネットワークづくり、
講座等の開催に取り組みました。
●生活支援サービス等の提供状況及び
　社会資源の把握（調査訪問回数 129回）
●資源開発（講座等開催 17回）
●ネットワーク構築のための各種会議の
　参加（参加回数 213回）
 

判断能力が不十分なため、日常生活に困っ
ている方に、住み慣れた地域で安心して暮
らせるよう支援を実施しました。また、成年
後見制度の啓発事業や、制度利用が必要
な方に相談や利用の支援を実施しました。
●日常生活自立支援事業の実施
　（相談件数 4,102件、新規相談人数 108人、

平成30年度  事業報告

地域福祉事業への理解と参加・協力を求
めるため、次の啓発事業を実施しました。
●「市社協ふじさわ」の発行
　（年3回、9,000部/1回）
●市社協ホームページによる福祉情報の提供
●第50回藤沢市社会福祉大会の実施（251人参加）

市民が気軽に立ち寄れる居場所「地域の
縁側」の開設支援、運営支援、スタッフ研
修、利用者相談等を実施しました。
●新たな開設「基本型」3カ所、（累計「基
幹型」4カ所、「基本型」22カ所、「特定
型」9カ所、合計35カ所）

さまざまな法人、企業等と連携した事業を推進しました。
●藤沢市地域公益事業推進法人協議会
の設立・運営支援

　昨年度、法人協議会設立に向け、各法
人分野から選出された委員で構成する
「準備会」「検討会」の場で協議してきた
内容を分野別社会福祉法人代表者の
会に対して報告説明をおこない、11月
29日に設立に至りました。
●民間企業連携事業 ひとり親世帯の子ど
もの就学支援等を目的とするアズビル
山武財団「あすなろフレンドシップ就学
支援制度」の実施に伴い、申請の相談・受
付事務をおこないました。（申請193件）

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ました。

●行旅人援護事業（37人）
●学童援護事業（14人）
●交通遺児援護事業（激励金3人、図書カード7人）
●年末たすけあい見舞金事業
　（夏期106世帯、年末110世帯 266人、
地域活動支援センターⅢ型 7施設）
●災害援護事業（火災見舞金 6件）

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次の事業を実施しました。
●介護職員初任者研修事業（15人）
●福祉・介護人材の就業支援研修事業（16人）
●介護予防・生活支援サービスの担い手養成（58人）

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を目的に各種助
成事業を実施しました。
●各地区社協連絡協議会への支援
●地区社協への活動費の助成（14地区）
●愛の輪福祉基金の助成（158件、197事業）
●地域福祉推進事業補助（14団体、14事業）
●地域福祉活動増進事業（6団体、6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
ティア活動を支援しました。
●相談事業
　・個人ボランティアの登録数506人、団体数151団体
　・ボランティアに関する相談件数 延べ2,881件
　・その他の相談件数 延べ677件
　・被災地支援に関する相談件数 延べ53件
　・来所者数 延べ1,184人
　・マッチング数386件

●ボランティア活動保険の加入手続き
　（594件、3,286人）
●ボランティア等養成事業
　（3事業、参加者数68人）
●福祉講演会（受講者数 61人）
●地区ボランティアセンターとの情報交換と連携
●福祉体験教室（3事業）
●広報活動
　・「ボランティアニュース」の発行
　 （年12回、1,453部/1回）
　・「メールマガジン」の発行
 　（年12回、登録者数266人）
●里親講座への支援
●湘南ふじさわ子育て応援メッセへの支援
●車イス等の貸出
　（車イス 118件、高齢者疑似体験セット 35件）
●災害ボランティア推進事業
●いきいきパートナー事業（登録者数 734人）
●生活困窮者の自立支援関係事業
　・リユース事業
　 寄付品受入件数（41件、144品）
　 寄付品提供件数（49件、153品）
　・フードバンク運営団体との連携
●農福連携事業
ＪＡさがみ及びリッチフィールド株式会社
の協力により、食品の引き取り・提供回
数（36回）、活用団体数 延べ（166団体）
●社会参加支援事業
　・引きこもり等、地域で孤立しがちな方を対象
　 に、ボランティア活動や就業体験など社会参
     加のきっかけづくりの場を提供。（20人）
●地域活動のリスク管理（一部新規）
　・地域団体の活動中の事故等に関する
　 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事業を10月より
　  運用開始。

地域福祉推進事業

ボランティア活動推進事業

資金貸付事業

重点
目標

地域の縁側事業

援護事業

福祉人材養成事業

助成事業

　少子化及び超高齢社会が進行する中、社会保障制度を支える労働人口の減少や福祉に携わる人
材不足等の問題、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を背景とした社会的
孤立や子どもの貧困等、生活課題がより複雑、複合的になってきています。このような中、地域福祉の
取り組みでは、支え手、受け手という関係を超えて、地域の多様な活動主体が「我が事」として参画し、
世代や分野を超えて「丸ごと」つながる「地域共生社会」の実現が求められています。本協議会におい
ても第３次藤沢市地域福祉活動計画のもと、地域の方々や藤沢市と協働した支えあいの地域づくりに
向け、次の重点目標と各種事業に取り組みました。

　契約件数 121件）
●成年後見利用促進事業
　・成年後見制度普及講座
　（年2回開催、参加者数 129人）
●成年後見制度の利用支援等
　（一般相談件数延べ 650件、専門相談件
　数延べ 80件、出張専門相談会 18件）
●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
　・藤沢市における成年後見制度利用促
　 進に関する検討会
　・藤沢市における成年後見制度利用促
　 進に関する士業連絡会
●法人後見事業（受任件数 13件、新規件数 3件）
●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の開催
　（開催回数 6回、審査件数延べ 65件）
●市民後見人事業
　・市民後見人養成講座
　 （基礎研修 5人、実戦研修 5人、支援員研修 3人）
　・市民後見人フォローアップ研修（参加者数延べ 21人）
　・後見人等受任調整会議等（推薦者数 3人）
　・市民後見人の活動実績（総活動者数 4人）
　・市民後見人候補者バンク登録（登録者数 6人）
●権利擁護支援事業

各種公的制度の対象とならない世帯へ家
事支援等をおこなうとともに、市の公的在
宅福祉事業を調整しながら実施しました。
●自主事業（ホームヘルプサービス）の実施
　（実利用者数 20人、派遣回数延べ 173回）
●公的介護事業（ホームヘルプサービス）の実施
　（実利用者数 6人、派遣回数延べ 101回）
●緊急通報システム事業の実施（実利用者数 838人）
●在宅福祉サービスセンター管理運営事業
●高齢者給食サービス事業（延べ配食数 10,723食）

指定管理者として、やすらぎ荘・湘南なぎ
さ荘・こぶし荘の施設維持管理及び生き
がい対策事業等を実施しました。（延べ利
用者数 291,993人）
●医師・看護師健康相談（延べ 29,533人）
●健康づくりや身体機能の維持・向上、生きが
　いづくりのための講座等開催（延べ 717回）
●風呂、運動浴室の利用者数（延べ 121,229人）

介護保険制度に基づいた居宅サービス計
画（ケアプラン）の作成やホームヘルパー
を派遣し、生活援助のサービスを実施し
ました。
●居宅介護支援事業（実利用者数 17人、
　ケアプラン作成件数延べ 166件）
●介護予防ケアマネジメント事業（受託
　分 4人、ケアプラン作成件数延べ 48件）
●要介護認定訪問調査事業（調査件数 78件）
●訪問介護事業の実施（実利用者数 276
　人、派遣回数延べ 16,556回）

障害者総合支援法に基づいた、サービス
等利用計画の作成や自立生活、社会参加
の支援としてホームヘルパーを派遣し、
生活援助のサービスを実施しました。
●居宅介護等事業（実利用者数 191人、
　派遣回数延べ 14,392回）
●移動支援事業（実利用者数 48人、派遣
　回数延べ 1,435回）
●相談支援事業（実利用者数 80人、調査
　件数延べ 28件）

市社協が進める事業のために個人・団体
から寄付金が寄せられました。
●一般寄付金（22件）
●善意銀行寄付金（指定寄付 3件）
●寄付物品（8件）

自主財源確保のため会員の拡充に努め、
組織運営のために理事会・評議員会等を
開催しました。
●正会員　 598人　　838,000円
●賛助会員 138人　　595,000円
●地区社協負担金　14地区　850,000円
●理事会（4回）・評議員会（2回）

●外部委員会等への参加実績
   （参加した各種委員会・会議等の数
　108、参加回数延べ 381回、参加人数
　延べ 633人）
●職員の講師派遣実績
   （63回、106人）
●各種研修への参加実績
   （33回、61人）
●実習生の受入件数
   （13件、302人）
●災害被災地「災害ボランティアセンター」
　への職員派遣
　広島県・尾道市災害ボランティアセン
　ター（尾道市社協内）
　8月12日～17日　ＣＳＷ1名

●日本赤十字社神奈川県支部藤沢市地区
●神奈川県日赤紺綬有功会藤沢支会
●神奈川県共同募金会藤沢市支会
●藤沢市遺族会
●藤沢市更生保護女性会
●藤沢市地区社会福祉協議会連絡協議会
●藤沢市障がい者共同受注促進
　協議会
●藤沢市ふれあい実行委員会
●支えあう地域づくり
　推進連絡

あんしんセンター事業（権利擁護事業）

在宅福祉事業

居宅介護等事業

会の運営

その他の実績

団体業務

障がい者総合支援事業

寄付金の状況

老人福祉センター運営事業

障がい福祉事業

生活困窮者自立相談支援事業

❶地域福祉を支える人材づくり
❷総合的な相談支援体制の構築
❸生活困窮者等の地域で孤立する
　方への支援
❹関係機関や民間企業等との連携

❺権利擁護の推進
❻障がい福祉サービス事業・
　在宅福祉事業等への取り組み
❼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

社会福祉法人や民間企業等との地域貢献事業 生活支援コーディネーター（第1層）事業


















