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２ 最重点・重点事業の推進について  

  平成 27 年度運営方針及び「みたか社協 2015 地域福祉活動計画Ⅴ」（平成 27 年策定）

の今年度に取り組むべき１２の実践目標等は下記の通りですが、詳細は「みたか社協 2015 

地域福祉活動計画Ⅴ」をご参照ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

様々な課題を抱える方を、住民が主体となって地域で支えていくために、本会に地区担

当者を配置するなどのしくみを作り、地域の力で課題解決できるよう支援していきます。 

地域の支え合い作りのしくみを作ることを目的に地区担当者を配置し、支援を展開します。 

 

 

「住民力」を活かし、災害ボランティアセンター運営と復興期の生活支援を行うことを

目的に、様々な団体、市民とネットワークを構築し、災害ボランティアの啓発・養成を行

います。 

災害ボランティアセンターの周知と災害時の災害ボランティアセンター設置・運営を効率

的、効果的に行うため地域の防災組織との連携を図るとともに、災害時要援護者の情報共有

のあり方について検討します。 

 

 

 様々な課題解決には、住民のマンパワーが大きな力を発揮します。地域の課題を知り、

向き合う「きっかけ」を社協が提供し、地域で活躍するマンパワーを増やす取り組みを強

化します。 

様々な福祉課題を解決するための人材養成を図ります。また、養成した方たちが活動につ

ながるようにフォローアップも行います。 

 

 

 

年齢、性別、国籍など違いや障がいの有無に関わらず、すべての人は誰かの支えになる

力を持っています。「お互いさま」で支え合う地域づくりを推進します。 

ほのぼのネット活動を軸とした助け合い・支え合い活動を推進し、地域福祉課題の発掘と

解決に取り組みます。 

 

実践目標２ 災害ネットワーク・災害時対応 

 

実践目標４ 助け合い・支え合い（異世代交流） 

 

実践目標１ ネットワーク・コーディネート 

 

実践目標３ 人材育成・確保 
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高齢者が健康で元気を保てるよう、介護予防事業の拡充を推進し、社会参加の促進を応

援します。 

 介護保険法改正に関連して、従来の要支援者の方々に介護予防に関心を持っていただくこ

とにより、社会参加の機会を増やし、いつまでも元気を保てるよう応援していきます。 

 

 

 

 子どもと子育て中の方が地域の方たちとつながることで孤立を防ぎ、安心して過ごせる

地域を目指します。 

社会資源とマンパワーを活用した子育てサロンを拡充するとともに、子育てサークルなど

の立ち上げる支援などを行います。 

また、学童保育所と地域の連携を強化し、子どもが安心して過ごせる地域づくりを推進し

ていきます。 

 

 

  

 認知症の方を含め、当事者や介護者が地域で安心して暮らしていけるよう支援します。 

 認知症や介護の問題を家族が抱え込むことが無いように、地域の方々の協力を得ながら支

援していきます。 

 

 

 

課題を抱えている方が地域で安心して生活できるように福祉サービス・成年後見制度の

利用を支援します。 

より利用しやすい権利擁護センターを目指して、相談方法の改善・他機関との連携・担い

手の確保などについて検討を行います。 

 また、市民後見人等の養成について、情報共有を目的に近隣市とのネットワークを強化し

ます。 

 

 

 

 地域で生活困窮者を支援する体制づくりに取り組みます。 

実践目標６ 子育て支援 

実践目標１ 孤災害ネットワーク・災害時対応 

実践目標１ 孤災害ネットワーク・災害時対応 

実践目標１ 孤災害ネットワーク・災害時対応 

実践目標１ 孤災害ネットワーク・災害時対応 

実践目標１ 孤災害ネットワーク・災害時対応 

実践目標１ 孤災害ネットワーク・災害時対応 

対応 

 

実践目標５ 介護予防・高齢者の生きがい 

実践目標７ 認知症の方の支援、介護者支援 

 

 

実践目標９ 生活困窮者支援 

実践目標８ 権利擁護 
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 平成２７年から施行される、「生活困窮者自立支援法」に関連する市の事業に対して、内

容の周知や利用についての案内などを行うとともに、困窮されている方々を支える体制づく

りに取り組みます。 

 

 

 

 地域の課題に応じた事業運営の方法や組織の見直しをするとともに、災害時などの社協

運営の整備を図ります。 

 新川防災公園・多機能複合施設（仮称）への社協事務局の移転を踏まえ、事業の実施効果

を測定し、事業体系と組織体制の再編を検討します。また、多様なニーズに対応するため職

員のスキルアップに取り組みます。 

 

 

 

 社協の役割をより多くの人に知ってもらえるように広報活動を強化します。 

 社協の活動をより多くの市民に伝えられるよう、今ある広報手段の更なる拡充に努めると

ともに、情報が届きにくい方々に伝わるように新たな方法を検討します。 

 

 

 

 社会情勢の変化に伴い様々なニーズが生まれています。地域の課題に応じて必要な財源

を確保できるようしくみ作りを検討します。 

助成金や配分金等を活用した財源確保を行うとともに、民間助成金を活用した事業実施を

行います。また、広く市民に会員加入を呼びかけるとともに、会費や寄付の使い道をわかり

やすくお知らせします。 

 

 

３ 全事業の概要 

（１）法人運営事業 

本会が活動する上での財源として、独自の収益事業（訪問介護事業、居宅介護支援事

業、障がい者支援事業等）の更なる拡充を図るとともに、会員会費増強キャンペーンや

寄附金など自主財源確保のため、幅広い市民の協力を得て事業を行い、その財源等を有

効に活用します。 

①役員会等の開催 

実践目標１１ 広報・PR 

実践目標１０ 組織体制の強化 

 

実践目標１２ 資金調達（財源確保）・会員増強 
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・役員会（理事会、評議員会）、部会（総務、児童福祉、地域福祉、在宅福祉、ボラ

ンティア活動推進協議会）を開催し、市民や諸団体の意見を取り入れ、市民参加

の活発化を図ります。 

・関係機関、団体などとの連絡調整を行います。 

・第三者などで構成する推進評価委員会を設置します。 

②事務局運営の充実 

・平成２８年度に完成が予定されているボランテイアセンター（三鷹市上連雀分庁 

舎）及び本部事務局（新川防災公園・多機能複合施設）の体制整備のため、必要に

応じた職員プロジェクトチームの設置を行います。 

・職員研修実施と OA 化による事務効率改善を行います。 

③寄附金運営事業 

    一般寄附、一円硬貨募金を市民からご寄附いただき、本会が行う事業の財源に活用

し地域福祉活動の充実に努めます。また、ボランティア基金・福祉基金のご寄附は、

低金利下により基金の運用が依然厳しい状況にありますが、基金運営事業の充実のた

め効果的・効率的な運営に努めます。 

  ④福祉会館、学童保育所の指定管理者として、引き続き適正な管理運営を行います。 

 

（２）地域福祉関係 

①組織強化事業 

広報誌「社協だより」、機関誌「ゆりかご」、ホームページ等を通して、本会の事業

運営を広く市民へ周知するとともに、安定的な運営基盤を築くため、会員増強を図り

ます。 

②啓発・普及宣伝事業 

   ・福祉バザー開催（11 月予定） 

・広報紙「社協だより」（音声コード付） 年 4 回発行（全戸配布） 

・機関誌「ゆりかご」   年 1 回発行（会員への報告及び寄附など啓発用） 

・「ゆりかご mini」（機関誌概要版） 年 1 回発行（会員への報告及び事業啓発用） 

・ホームページ・ブログによる情報提供と広報活動（随時更新） 

・事務局、福祉会館、ボランティアセンター、立寄りサロンなどにおける資料配布、

情報提供等 

・各種行事、イベントなどの開催時における資料配布、情報提供等 

③ほのぼのネット事業 

住み慣れた家、住み慣れた地域で暮らしている高齢者、障がい者、児童及び日常生
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活でお困りの方々が、安心してより快適に暮らせるように、同じ地域に住む住民が「ほ

のぼのネット員」となって「班」をつくり、住みよいまちづくりを目指し、各班の独

自性を活かした活動を行っていきます。 

モデル事業の推進と、サロン活動の拡大などに対する活動費の助成のほか、見守り

グッズの配布を通じて見守り活動の推進を行います。 

④更生援護等関係 

準要保護世帯等の福祉向上を図るため、関係機関、関係団体などの協力を得て、次

の事業を行います。 

・要援護者に対する応急援護（米の支給等） 

   ・火災等罹災家庭に対する見舞品贈呈（寝具等） 

   ・社会を明るくする運動への協力 

⑤献血推進関係 

献血推進協議会を中心に、赤十字奉仕団、地域団体、事業所、町会・自治会などの

協力を得て、赤十字血液センターとの連携により献血推進運動を行います。 

・市民などに対する献血協力要請、普及宣伝活動 

・「みたか市民愛の献血デー」を設け、街頭における献血 PR と献血活動 

  ⑥地域福祉コーディネーター養成事業 

    地域福祉活動の担い手を育成するため、ルーテル学院大学との共催により、地域福

祉ファシリテーター養成講座を開催します。また、講座修了生へ活動費の助成や情報

提供などを行い、地域福祉活動の実践をサポートします。 

⑦心身障がい者(児)福祉関係                   

・身体障がい者レクリエーション事業 

日帰りレクリエーションを通じて身体障がい者同士の交流と社会参加の促進を図

ります。 

⑧児童福祉関係 

児童・ひとり親家庭の福祉向上を図るため、関係機関、関係団体などの協力を得て、

次の事業を行います。 

・ひとり親家庭レクリエーション事業 

・助産師と一緒に赤ちゃんと遊びましょう 

・子育てサロンの地域開催（赤ちゃんとママの会開催）事業 

・マタニティ・ヨーガ教室開催 

・妊婦さんと助産師さんの交流会 

・子育てサロンボランティア養成講座 
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・赤十字奉仕団による一日里親事業 

・子育てサークル等への助成 

⑨高齢者福祉関係 

高齢者の誰もが、住み慣れた地域の中で、いきいきと安心して生活できるよう、関

係機関、関係団体などの協力を得て次の事業を行います。 

   ・77 歳以上の市民を対象にした「敬老のつどい」を開催します（市との共催で、2

日間にわたり延べ 5 回開催予定）。 

・老人福祉センターで、介護予防事業として「さわやか・ゆめ体操」を継続して実施

し、介護や寝たきり予防の啓発を推進します。また、短期講座として 55 歳以上の

市民を対象に、シニアのための教室を 5 講座開催します。 

・「歩く運動奨励事業」として、市内在住・在勤の 55 歳以上の方を対象に、もっと

も手軽で安全な健康法と言われる｢歩く運動｣を奨励するため、歩数計の記録を 10

万歩ごとに承認し、10 万歩、30 万歩、50 万歩、100 万歩以後 100 万歩ごとに記

念品を差上げています。更に年に 1回 1,000 万歩達成された方を表彰します。 

・車椅子貸出し事業 

⑩家族介護者交流事業 

 ・「介護者談話室」、「男性介護者交流会」、「介護者談話室サポーター養成講座」の開

催 

 ・介護者談話室サポーターの協力のもと、地域で介護者が定期的に集える場である「６ 

丁目介護者ひろば」の開催 

・「介護者のつどい」、「介護者日帰りリフレッシュ旅行」の実施 

・「介護者支援マップ」の作成 

  ⑪権利擁護センターみたか 

・福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業） 

高齢者や障がいのある方が地域で安心して暮らせるよう福祉サービス利用手続

きのお手伝いや財産の保管、金銭管理などのサービスを提供します。 

・専門相談 

福祉サービスに関するトラブルを始め、遺言・相続、成年後見制度利用など一般

法律相談を含めて行います。 

   ・成年後見制度等利用支援相談 

  成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり人間として

の尊厳が損なわれないように法律面や生活面で支援する制度です。 

この制度の詳しい説明や具体的な利用方法等に関して司法書士による相談を行
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います。 

・成年後見制度推進機関としての取り組み 

成年後見制度の活用が促進されるよう、成年後見制度の推進機関として、三鷹市

等関係機関との連携を図ります。 

・市民後見人の活用と後見監督 

自治体７市が共同で開催する社会貢献型後見人養成講習〈仮称〉を受講し、かつ

三鷹市の独自研修を終了した者を「三鷹市市民後見人」として登録します。 

また、市民後見人が選任された際には、権利擁護センターみたかが後見監督人と

して監督業務を行います。 

・後見人等のサポート 

三鷹市内で成年後見制度を活用し、後見人等として業務を行っている方を対象に

後見人等のサポート体制を強化します。 

また、成年後見制度利用を考えている方へのサポートとして、各種啓発講座等を

開催します。 

・地域ネットワークの活用 

市民後見人の活用を進める上でも、既存の会議や研修などを有効に活用し、成年

後見制度の周知を進め、選任された市民後見人の活動を通して、多くの関係機関

と連携し、協力と協働を図ります。 

また、地域包括支援センターとの連携を図るため、「権利擁護連絡会」を開催し

ます。 

         

（３）ボランティア事業 

①ボランティア活動推進協議会の運営 

②関係団体などと共催、協働による「みたか福祉施設自主製品フェスタ（菓子フェス）」

などの行事や事業を通じて、より多くの市民が自主的に福祉やボランティアについて

考える機会を提供します。 

③新たな福祉人材発掘とボランティア養成のため、各種ボランティア講座・講習会、体

験学習等を、市民ニーズに基づき開催します。 

④ボランティアを必要としている施設などにボランティア派遣を行います。 

⑤概ね 65 歳以上の一人暮らしの方を対象にボランティアが毎週電話をかけ孤立感の緩

和や安否確認を行います。 

⑥ボランティアに関する調査 

⑦ボランティア保険の取扱事務 
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⑧市民への福祉啓発活動の一環として、社会福祉のあり方などを考える機会を提供し、

福祉・ボランティア活動の関心を高めるために福祉映画会を開催します。 

⑨災害ボランティアセンターの周知と立ち上げ訓練を行います。 

 

（４）放課後児童健全育成事業（学童保育所の運営） 

指定管理者として、本会が進める地域づくりの事業と連携をしながら市内 21 ヶ所（四

小・六小ＡＢ・南浦小ＡＢ除く）の学童保育所の効率的かつ安定した運営を行います。 

昨年度に引き続き、学童保育所地域連絡会を開催、拡充します。 

 

（５）助成事業等助成関係 

市内の社会福祉団体、福祉施設等へ活動費および運営費の一部を助成します。 

①ひとり親家庭福祉団体への活動助成 

②障がい者福祉団体等への活動助成 

③社会福祉団体等への活動助成  

④児童福祉団体等への活動助成 

⑤老人福祉団体等（老人クラブ等）への活動助成 

⑥ボランティア団体等への活動助成 

⑦福祉施設等への助成 

⑧老人クラブ等助成事業 

老人クラブ（市内 30 クラブ）への行事活動費助成を行います。 

 

（６）各種福祉資金の貸付関係 

低所得等生活困窮世帯及び生活保護世帯の生活援助、更生援護のため、民生・児童委

員及び関係機関、関係団体等との連携と協働により、次の事業を行います。 

①生活福祉資金の貸付事業（国（厚生労働省所管）の制度） 

・福祉資金       （東京都社会福祉協議会から受託） 

・教育支援資金     （       〃      ） 

・緊急小口資金     （       〃      ） 

・総合支援資金     （       〃      ） 

・不動産担保型生活資金 （       〃      ） 

・生活復興支援資金（特例貸付）（    〃      ） 

・臨時特例つなぎ資金     （    〃      ） 

②社会福祉協議会の貸付事業 

・応急援護資金の貸付・償還事務 
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    ・社会福祉事業資金の貸付・償還事務 

  ③その他の貸付等関連事業 

・低所得者・離職者対策事業「受験生チャレンジ支援」（三鷹市から受託） 

 

（７）障がい者支援事業 

障害者総合支援法に基づく地域支援事業を実施する指定事業所として法律で定める

障がい者・児（身体・知的・精神）の福祉向上を目指して、障がい者の居宅生活を支援

するため、次の事業を行います。 

①身体障がい者居宅介護、同行援護、移動支援事業（ホームヘルプ、ガイドヘルプサー

ビス） 

②知的障がい者（児）移動支援事業（ガイドヘルプサービス） 

③精神障がい者居宅介護、移動支援事業（ホームヘルプ、ガイドヘルプサービス） 

④視覚障がい者読み書き支援事業 

視覚障がい者が、日常生活において必要とする情報を得るための文書を読み書きす

る際に支援員の派遣を行います。 

 

（８）介護保険法に基づく事業 

 介護保険法に基づく事業を実施する事業所として指定を受け、次の事業を行います。 

①居宅介護支援事業（ケアマネジャー業務） 

②訪問介護事業（ヘルパー派遣業務） 

 

（９）公益事業 

次の各種公益事業を行います。 

①福祉会館管理運営事業 

三鷹市が指定する指定管理者として、福祉会館の管理運営（貸し会場（会議室等）

の管理、老人福祉センターの管理運営と行事の企画等）を行います。 

②老人レジャー農園運営事業 

    市内 5 箇所（480 区画）の農園を管理運営します。 

  ③ホームヘルパー等養成事業 

    不足している精神障がい者ホームヘルパーとして業務に携わっていただけるよう、

市内の事業所に声かけを行い現任のホームヘルパーを対象に入門講座を開催します。 

   

（10）「歳末たすけあい運動」関係 

あたたかい善意である募金を、三鷹市募金委員会と連携し自治会・町会などを通じて、
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広く市民、団体などに“歳末たすけあい”の募金活動として呼びかけ、集まった募金は

地域福祉や高齢者福祉などの市民の福祉向上のために役立てます。 

なお、配分については、三鷹市募金委員会に配分推せん委員会を設置し、配分計画書

に基づき当該年度の助成金の配分を東京都共同募金会に推せんします。 

                         

 

 

                   社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会 

                     

会 長  吉 野 壽 夫 


