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あいさつ 
 
「地域福祉活動計画の見直しにあたって」 
 

東海村社会福祉協議会 会長 黒羽根 弘一 

 

 

 

 

まだ年号が平成だった 2018 年にスタートした第 4 次東海村地域福祉活動計

画も，3 年目を迎えました。令和 2 年 2 月頃からは，新型コロナウイルスの感染

拡大が広がり，我々の生活は一変しました。これまで，本会が大切に紡いできた

人と人とのつながりは分断され，ソーシャルディスタンスという名のもとに，あ

えて距離をとらなければならないもどかしさは，現在もなお続いています。 

そうした中，本計画の見直しの着手も予定していました令和 2 年度当初から

遅れること半年，令和 2 年 10 月にスタートいたしました。新しい生活様式の中

で，当初計画した内容を修正する必要はないか，2 年間で見えてきた効果や課題

はどうか，そして令和 3 年 4 月から施行される改正社会福祉法に位置付けられ

る「重層的支援体制整備事業」を見据えた視点をもって委員の皆さまと議論を重

ねてきました。時に，緊急事態宣言が発出され会議を開催することができなかっ

たり，オンラインツールを駆使して遠隔で行ったりするなど工夫しつつも，委員

の皆さまからの貴重な意見を反映することができたものと考えております。 

地域福祉活動においても，新たな生活様式下で多くの知恵や工夫を求められ

ることとなりました。地区社協活動においては，食事会の開催やサロン活動が困

難となりましたが，その分，高齢者宅へ情報をお届けする「つながるふくしんぶ

ん」の発行を行ったり，寄付資材を持って見守り訪問を行ったりと，地域の皆さ

まのつながりを切らさないご努力には頭が下がる思いです。また，本会におきま

しても 12 の「新型コロナウイルス対策緊急応援事業」を企画し，その時々の住

民ニーズに立脚した事業を展開できたものと考えております。 

今なお，新型コロナウイルスの収束には至っておらず，感染拡大に予断を許さ

ない状況は続いておりますが，「つながりをきらさない」「新たなつながりのかた

ちを構築する」ためにできることはないか，常に考え行動し「かけがえないない

一人ひとりの想いと行動」を紡いでいきたいと思います。 

結びに，本計画の策定にあたりご尽力いただきました策定委員会の皆さまを

はじめ，ご協力いただきましたすべての皆さまに心より厚くお礼申し上げます。 

 

令和 3 年 5 月 
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「地域福祉の本領が問われ試されるとき」 

 

東海村地域福祉活動計画推進委員会 

委員長 西田恵子 

 

 この度，『第 4 次東海村地域福祉活動計画』『第 3 次東海村社会福祉協議会発

展・強化計画』（2018 年度～2022 年度）の中間見直しをいたしました。 

当計画の策定は，綿密な検討と合意形成により 2017 年度に成されたものでし

た。中間年を迎え，東海村地域福祉活動計画推進委員会において各事業の事業評

価を行いましたところ，計画内容の妥当性を確認するとともに，計画の着実な取

り組みが明らかとなり，東海村の地域福祉課題に資する成果をとらえることが

できました。その一方，計画事業の進展と東海村の地域福祉活動を巡る状況の変

化に照らして，いくつかの変更が必要であることも明らかとなりました。計画の

変更は安易に行うものではありません。慎重に取り扱うべきことです。そして，

それとともに当初計画に拘泥して必要な対応をはからないことがあってもなり

ません。東海村という地域が住民にとって望ましい福祉コミュニティであり続

けるために，虫の目・鳥の目・魚の目をもって，常に最適な選択ができる体勢で

あることが求められます。この中間見直しによる変更事項は，様々な立場の委員

と事務局とが複数回に渡って検討を重ね，変更することが東海村の地域福祉を

進めていく上で欠かせないことであると判断したことによるものです。住民の

皆さまにご理解をいただき，引き続き，当計画の基本理念，基本目標のもと，各

計画事業を進めていくことについて，お力添えをいただくことをお願い申し上

げます。 

 現在，世界を苦境に陥れている新型コロナウイルスが日本でも感染している

と明らかにされたのは 2020 年 1 月のことでした。以降，感染拡大の歯止めをは

かる努力が各方面でなされていますが，人々の生活は不安と困難に晒され続け

ています。東海村にも大きな影響が及んでいます。制度による社会福祉が困窮し

た人々を支えるべく力を尽くす存在であるとともに，地域による，住民による地

域福祉はお互いを支え合う大切な営みであることを，多くの方々がこの 1 年余

を通じて一層，実感をもってとらえたことと思います。新型コロナウイルスの猛

威の収束の見通しはまだまだつかない状況にあります。厳しい事態に臨み続け

る今，少しでも不安を取り除き，人とつながる福祉的環境がこの『第 4 次東海村

地域福祉活動計画』『第 3 次東海村社会福祉協議会発展・強化計画』を基盤とし

て様々な立場の方々との協働でもたらされることを祈念しています。 
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】 

 

 

 

第１部 総論 
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第 1 章 第４次東海村地域福祉活動計画の概要 

６．第４次東海村地域福祉活動計画 見直し方針概要 

 

（１）趣旨 

 地域福祉活動計画は，地域の暮らしの中にある「生活課題」や「生きに

くさ」などを幅広く取り上げ，地域住民がどのように主体的に関わり解決

していくか，また，社会福祉協議会が住民の主体的な活動に対してどのよ

うに支援するか，といった“地域福祉の推進方策”をまとめたものです。 

第４次東海村地域福祉活動計画（以下，「第４次計画」という）は，社

会福祉協議会をはじめ地域住民や関係機関が話し合い，東海村における

総合的な生活支援体制の構築を目指して策定されました。 

 令和２年度はその中間年にあたり，これまでの取り組みを評価しつつ，

現在の社会状況に合わせて計画の見直しを行います。これまでの取り組

みに対して単に良し悪しを決めるのではなく，日々変化する地域社会の

実情と向き合いながら，地域住民や関係機関と共に「一人ひとりの想いと

行動を紡ぐまちづくり」を推進するため，私たちが何をすべきかを考えま

す。 

（２）見直しの視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４次計画 

総合的な生活支援体制の構築 

《活動計画》 

⚫ 地域住民の主体的な参加による

地域福祉活動の推進 

⚫ 地域住民，関係機関，社協の協働

による地域福祉活動の展開 

 

《発展・強化計画》 

⚫ 組織のガバナンス強化 

⚫ 事業運営の透明性の確保 

⚫ 社協職員の資質向上 

第５次計画 

重層的支援体制の構築 

《活動計画》 

⚫ 誰もが地域社会の一員として役

割を持てる地域づくり 

⚫ 専門職の伴走型支援から，地域

でのつながり・見守りへの展開 

 

《発展・強化計画》 

⚫ 住民目線に立った広報活動 

⚫ 自主財源の確保と活用 

⚫ 社協職員の中長期的な育成計画 
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（３）スケジュール  

年度 月 会議名 作業内容 

令和２ １０月 第１回推進委員会 ⚫ 会長諮問 

⚫ 見直し方針の決定 

１２月 第２回推進委員会 

【延期】 

⚫ 実施計画の見直し 

２月 第２回推進委員会 

【書面】 

⚫ 重点事業の見直し 

⚫ 新規・改善・統廃合事業の見直し 

３月 第３回推進委員会 

【書面】 

⚫ 改善・統廃合事業の決定 

令和３ ５月 第４回推進委員会 ⚫ 計画素案の精査 

会長答申 ⚫ 答申後，６月理事会へ議案提出 

 

（４）組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員会 

東海村社会福祉協議会定款第３５条の規定に基づき設置。社会福祉

団体や子育て世代，企業，医療機関，教育機関，行政等の関係者に

よって構成する。 

ワーキングチーム 

東海村地域福祉活動計画推進委員会設置規程第８条の規定に基づき

設置。見直しにあたっては，社協職員のみで構成する。分野別にチ

ームを設けてリーダーを配置し，協議を行う。 

社協会長 

答 申 

報 告 

諮 問 

作業指示 

社
協
事
務
局
（
企
画
総
務
係
） 準備・調整 

準備・調整 
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（５）『地域福祉計画』との関係性 

本村での地域福祉推進のための計画として，行政が策定している『地域福祉計画』があ

ります。これは，高齢・障がい・子育て・健康・食育など各分野に細分化された行政施策

を横に結び，『東海村第６次総合計画』における取組のひとつである「安心して暮らし続け

ることができるまちづくり」の実現に向けて，福祉施策をまとめたものとなっています。 

一方，『地域福祉活動計画』は，地域住民や民間団体が主体となって，地域福祉を計画的

に推進するための“道しるべ”となるような実施計画であることから，『地域福祉計画』の具

現化を担うアクションプランであると言えます。つまり，『地域福祉計画』と『地域福祉活

動計画』は連携・補完し合いながら地域福祉の推進を目指す“車の両輪”のような関係です。 

 そのため，本会からは，地域支援担当職員及び活動計画策定担当職員が『地域福祉計画』

推進委員会に参画し，行政からは福祉部福祉総務課職員に『地域福祉活動計画』推進委員

会へ参画いただいています。そのようにして情報を共有しながら，相互の計画の方向性を

確認しています。 

 

 
 

 

  

 

第
４
次 

東
海
村
地
域
福
祉
活
動
計
画 

行政 社協 

連
携
・
相
互
補
完 

「第６次総合計画」における福祉分野の基本理念 

安心して暮らし続けることができるまちづくり 

第４次東海村地域福祉計画 
 

第
８
期
東
海
村
高
齢
者
福
祉
計
画
・ 

介
護
保
険
事
業
計
画 

東
海
村
「
い
の
ち
を
支
え
る
」
計
画 

東
海
村
障
が
い
者
プ
ラ
ン 

第
３
次
東
海
村
健
康
づ
く
り
推
進
計
画 

東
海
村
国
民
健
康
保
険
保
健
事
業
総
合
計
画 

第
２
期
東
海
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 
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７．本計画における東海村の圏域 

 本計画では，東海村における地域福祉を最も有効かつ効率的に推進していくために，「圏

域」を設定しています。圏域ごとに，目標や計画を達成するためにどの圏域にどのようにア

プローチしたら良いかを示しています。 

 圏域の詳細については，以下のとおりです。 

 

①第 1 層圏域 

 東海村全体を指します。村社協では，第 1 層圏域に「絆まるっとプロ

ジェクト」という協議体を設置し，村全体で考える課題や新たな社会資

源開発を行っています。また，中学校区ごとにコーディネーターを各１

名配置しています。 

 

②第２層圏域 

 小学校区を指します。東海村には６つの小学校があり，そのエリアは

右図のとおりです。 

 第２層協議体として，地区ごとに協議体の設置を目指しており，令和

２年度末現在，真崎地区，村松地区に設置されています。第２層協議体

では，第３層協議体からのニーズ収集や住民同士の支え合い活動につい

て協議しています。 

 村社協職員は各地区に６名コーディネーターとして配置しています。 

  

③第３層圏域 

 単位自治会のエリアを指します。第２層エリアをさらに細分化し４～

７つのエリアに分かれています。 

 お茶会レベルから専門的な話し合いまで多様に地域の実情に応じて，

より身近な課題について話し合える場づくりを目指しています。 

 

④第４層圏域 

 班・個人の単位を指します。「向こう三軒両隣」で支え合い，異変や困りごとに気づける

関係性となるようなきっかけづくりを推進しています。 
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第２章 これまでの東海村地域福祉活動計画の取り組みと評価 

３．中間時点までの効果と課題（追記） 

 

基本目標１ 住民同士が「つながる」「支え合う」「助け合う」地域づくりの推進 

効 果 

⚫ 住民の「気づき」を相談につなげる仕組みの整備や，住民座談会のフォロ

ーアップを行うことで，地域資源開発や支え合い活動につなげることがで

きました。住民の「気づき」やアイディアから地域づくりを行う基盤がで

きました。 

⚫ ボランティア団体及び有償サービス団体では，ボランティアの活動情報を

掲示板や LINE を活用して発信しました。また，研修会や交流会を開催す

ることで，団体・会員同士の横断的交流ができました。 

⚫ 全世代対象の「福祉共育」を掲げたことで社協職員の意識が変わり，学校

での福祉体験に留まらず，ふれあい福祉まつりといった多世代交流の場や

地区社協・サロンといった住民同士の活動の場にも福祉共育の要素を取り

入れるようになりました。さまざまな機会を活用し，多世代の住民を対象

に地域福祉の意識を醸成することができました。 

⚫ 社協ホームページへの東海村"支え合い"資源マップ掲載や公式 LINE アカ

ウントの開設，YouTube での動画配信など，インターネットを活用した情

報発信体制を整備したことで，村社協の窓口へ行かずとも地域の活動情報

を得られるようになりました。 

課 題 

⚫ 住民の気づきの視点は養われつつありますが，相談経路や見守り対象者の

個人情報の取り扱い等の整備が課題です。また，動画配信による情報発信

や郵便を活用したニーズキャッチ等，時勢に合わせた事業展開を引き続き

行っていく必要があります。 

⚫ ボランティア団体及び有償サービス団体共にオープン参加形式の研修会

開催など様々な仕掛けを行いましたが，研修の参加者や新規活動者の増加

にはつながらず，新規人材確保が課題になります。また，各団体の活動に

役立つ情報の発信や，会員・団体同士の交流にとどまらず，ニーズ共有や

意見交換をする機会をもてるよう働きかける必要があります。 

⚫ 「担い手不足」の課題に取り組む地域活動者や団体，福祉学習に取り組む

学校，地域貢献に取り組む企業等と協働しながら全世代対象の「福祉共育」

を推進し，多くの住民に地域づくりへの参加を呼びかけていくことが必要

です。 
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⚫ ボランティア・市民活動センターの情報バンク機能に関して，活動者情報

とニーズ・課題情報をマッチングし，実際の活動に結び付ける仕組みを充

実させていく必要があります。 

 

基本目標２ 一人ひとりの想いを尊重する地域生活支援の充実 

効 果 

⚫ 児童センターを利用する親子に寄り添いながら，情報提供すると共に適切

な関係機関に繋ぎ地域で見守り支援していく体制を整えることや児童セ

ンターの機能の一部をコミュニティセンターでも同様に活動できる環境

を整備することができ，地域とのつながりが深まりました。 

⚫ 児童発達支援事業においては，母子通所を行うことで保護者への子育て支

援や家庭での療育また，きょうだい児の課題解決に必要な関係機関へ紹介

するなど利用児のみならず，家庭全体への支援を行いました。 

⚫ 障がい児相談事業において，サービス事業所・幼稚園・特別支援学校や村

立小学校との連携を図ることで切れ目のない支援につなげることができ

ました。 

⚫ 地域における身近な介護保険相談窓口としての機能や社協内部の各部署

との連携強化を図ったことで，地域で暮らす利用者の見守り体制を整え住

み慣れた地域での生活が送れるように寄り添うことができました。 

⚫ 特定相談事業では，地域で暮らすために家庭環境にも視野を広げることで

保護者の高齢化により介護保険や権利擁護など総合的な支援の必要性が

見えたことで課題解決に繋げることができました。 

⚫ 生活介護・自立訓練事業での通所は，コロナ禍において活動の自粛や変更

が多い中，集団支援から個別に対応することで利用者の新たなストレング

スの発見や強化につなげまた，リハビリでは理学療法士と共に作業療法士

のリハビリを行うことで介護者の負担軽減が図り，地域での生活が継続で

きるように身体機能の維持が図れています。 

⚫ 各事業の展開にあたっては，地域住民にボランティアや生活支援員として

参画してもらう機会をできるだけ設け，権利擁護の意識の醸成を図ること

ができました。 

⚫ 相談者の生活再建に向けて各種制度・事業・を検討・立案しながら，関係

機関と連携することで，伴奏型支援が定着してきました。また，住民同士

の支え合いの呼びかけを意識しながら，フードバンクを実施することで，

住民同士の相互扶助意識が根付いてきました。 
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課 題 

⚫ 児童センターでは，活動の中で来館した養育者同士が情報交換できる場と

して環境づくりに取り組んできましたが，保育園を利用する家庭が増加し

利用児が低年齢化しているため，乳幼児に合わせた活動内容が求められて

います。また新生活様式を踏まえ，家庭でも楽しく体を動かすリズム遊び

や体操，手遊びなど魅力ある動画配信が必要となっています。 

⚫ 児童発達支援事業においては，発達障害等の専門病院の不足や，コロナ禍

により医療機関でのリハビリの機会が減少していることから，通所事業所

にも専門職によるリハビリが求められています。 

⚫ 居宅介護支援事業所における居宅介護支援事業は，地域包括ケアシステム

の取り組みに向け関係機関との連携が重要です。再度，村社協として果た

すべき役割は何か，捉え直す必要があります。また，介護保険制度の動向

を注視した事業経営の方向性を明らかにしていく必要があります。 

⚫ 障がい者相談支援事業において，本人の望む地域生活と家族の高齢化によ

り変化する生活を見据えた，サービス利用を行うとともに将来に向けて関

係機関と連携を行う必要があります。 

⚫ 障がい児相談支援事業においては，切れ目のない支援を提供するため，子

供の成長と個々の発達に応じ連続した情報共有が必要です。そのため，養

育者と関係機関が継続した連携と情報共有を図る必要があります。 

⚫ 誰もが住みやすい地域にするためにも引き続き，関係機関や地域住民との

連携を強化していく必要があります。また，制度自体を知らない住民も多

いと思われるため，広報・啓発を強化し，様々な媒体を活用しながら制度

利用を促進します。さらに，多様で複雑な生活課題はまだまだ潜在化して

いるため，アウトリーチを強化するためにも，村内の医療機関や企業とも

連携し，生活課題の早期発見に努める必要があります。 

⚫ 伴走型支援は長期化するため，マンパワーが必要になります。そのため，

人材をどのように確保していくか検討する必要があります。 

 

基本目標３ 多様な生活課題に応える地域ネットワークの確立 

効 果 

⚫ 支え合いの仕組みづくりのひとつとして第２層協議体を６地区中３地区

で設置し，小地域を単位とした地域課題に対して話合いが展開され，地区

担当職員が第２層 SC として配置されたことで，地域課題の把握につなが

りました。 

⚫ ワンストップ相談機能を高めるため，専門相談や職員による毎日型の生活

相談等のほか LINE 相談を開設し，自ら窓口へ来れない方（若年層やひと
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り親家庭）からの生活課題を受け止め，適切なサービスや専門機関につな

げることができるようになりました。また，定期的にケース会議を開催す

ることで，職員間の資質向上につながりました。 

⚫ SNS の活用など多様な相談ツールを用意するとともに，「年末ごみ出しお

助け隊」やデマンドタクシー業者との連携を通じて地域生活課題を抱える

住民ニーズをキャッチできる体制を強化しました。また，地域課題を抱え

る方を発見した際は，こちらから出向いて相談支援を展開するアウトリー

チを積極的に行い，きめ細やかな体制が構築できています。 

課 題 

⚫ 他部署の職員にもケース会議等への参加を働きかけ，組織内のワンストッ

プ相談体制に向けて強化していくことが求められます。 

⚫ 地区担当と共に各地区の協議体と連携し，地域課題についてともに考え話

合う土壌整備を進めていく必要があります。 

⚫ 生活課題を抱える利用者を早期発見し，迅速に個別支援へとつなげられる

よう，民生委員や関係機関・近隣住民とのさらなる連携や支え合いの仕組

みづくりを整備していくことが求められています。 

⚫ 住民の移動手段の一つであるデマンドタクシーでは，福祉的配慮が必要な

方や他の福祉サービス移行が見込まれる方などの早期発見の場ともなっ

ています。そのため，社協組織内や行政・関係機関との連携体制を整えつ

つ，課題発見から解決に向けたルートの確立を強化していくことが求めら

れています。 
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第３章 地域福祉の動向と課題 

２．地域福祉を取り巻く法改正の動向（追記）  

 

 地域福祉を取巻く情勢は日々変化しており，多様化する法律や制度の見直しも随時行われ

ています。ここでは，平成 30 年～令和２年度に法改正が行われた法律や制度についてまと

めます。 

 

○ 社会福祉一般 

平成 30 年 
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を

改正する法律 

平成 31 年 

令和元年 
― 

令和２年 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（公布） 

 

 生活保護受給者数の増加を背景として，生活困窮者の自立促進を目的に早期の就労・相談

支援を行う生活困窮者自立支援法が改正され，生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化

が図られました。自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施の

促進や，生活困窮世帯における「子どもの学習支援事業の強化」として，学習支援のみなら

ず，生活習慣・育成環境の改善に関する助言等が追加され，いわゆる “困窮の連鎖”への対

策が強化されました。 

 また，地域共生社会の実現を目指し，社会福祉法が改正され，地域住民の複雑化・複合化

した支援ニーズへの対応の強化が図られました。一つの世帯において複数の課題が存在して

いる状態（8050 世帯・介護と育児のダブルケア等）や，世帯全体が地域から孤立している

状態（ごみ屋敷等）など，従来の属性別の支援体制では対応が困難な支援ニーズの増加を背

景に，属性や世代を問わない相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援を通じ，継続的

な伴走支援を実施する市町村の包括的な支援体制の構築を進めることが示されました。さら

に，包括的な支援体制を具現化し，重層的なセーフティネットを強化するための新たな事業

として「重層的支援体制整備事業」が新設されました。 
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○ 障がい者福祉 

平成 30 年 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童

福祉法の一部を改正する法律（施行） 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法

律（施行） 

平成 31 年 

令和元年 

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（公布・令和 2

年施行） 

令和２年 ― 

 

障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう，「生活」と「就労」に対する支援

の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直し

を行うとともに，障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図

るほか，サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行われました。主に，「障害

者の望む地域生活の支援」「障害児支援のニーズの多様化へのきめ細やかな対応」「サービス

の質の確保・向上に向けた環境整備」として従来の障害福祉サービス等の改正や，「就労定

着支援」「自立生活援助」「居宅訪問型児童発達支援」のサービスの新設，共同生活援助（グ

ループホーム）の新類型として「日中サービス支援型共同生活援助」が新設されています。

また，介護保険法に基づくサービスと障害福祉サービス・障害児通所支援の類似サービス（ホ

ームヘルプサービス，デイサービス，ショートステイ）について，既に指定を受けている事

業所が他の指定を受けやすくするための特例を設けた「共生型サービス」が追加されました。 
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○ 児童福祉 

平成 30 年 
児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律（施

行） 

平成 31 年 

令和元年 

児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法

律（公布・令和 2 年施行） 

令和２年 ― 

 

 障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか，サー

ビスの質の確保・向上を図るための環境整備等が行われました。 

近年，子どもへの「しつけ」を名目にした虐待により子どもの生命が奪われる等の重大な

児童虐待事件が後を絶たないことを受け，虐待を受けている児童等の保護を図るため，里親

委託・施設入所の措置の承認の申立てがあった場合に，家庭裁判所が都道府県に対して保護

者指導を勧告することができることとする等，児童等の保護についての司法関与を強化する

等の措置を講じています。具体的には①虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への

司法関与（児童福祉法），②家庭裁判所による一時保護の審査の導入（児童福祉法），③接近

禁止命令を行うことができる場合の拡大（児童虐待の防止等に関する法律）などが定められ

ています。 

また，児童虐待防止対策の強化を図るため，児童の権利擁護，児童相談所の体制強化及び

関係機関間の連携強化等の措置として，児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化や

児童相談所の設置促進，関係機関間の連携強化が図られました。 
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○ 高齢者福祉 

平成 30 年 
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法

律（平成 29 年公布・平成 30 年施行） 

平成 31 年 

令和元年 

介護報酬改定 

※令和元(2019)年 10 月 1 日より消費税率が 8%から 10%に改正されるこ

とに伴い，介護報酬改定 

令和２年 
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（公布・

令和２年施行） 

 

 高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止，地域共生社会の実現を図るとともに，制度

の持続可能性を確保することに配慮し，サービスを必要とする方に必要なサービスが提供さ

れるようにするため，地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険制度の持続可能性の確

保が図られました。 

 とりわけ，「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービス実現」「多様な人材の確

保と生産性の向上」「介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の

確保」を進めています。PDCA サイクル構築の中で，プロセス評価やアウトカム評価の指標

を新たに定め，報酬に反映させることで介護保険サービス事業者の安定的な経営の確保等の

視点も踏まえた制度改正が行われています。 

また，地域共生社会の実現に向けた取組みの推進として，地域の特性に応じた認知症施策

や介護サービス提供体制の整備等の推進（介護保険法，老人福祉法），医療・介護のデータ

基盤の整備の推進（介護保険法，地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する

法律），介護人材確保及び業務効率化の取組の強化が図られています。 
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】 

 

 

 

第３部 実施計画 
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基本目標 
２．一人ひとりの想いを尊重する地域生活支援の充実  

 

 

基本計画 
① 子育て世帯が心身ともに豊かに夢や希望を持って生活できるよう環境を整え、地域ぐ

るみで支援していきます。 

② 地域で暮らす障がい者や高齢者に対して、領域やサービスの包括性を意識した事業展

開をすることで、地域生活の維持・継続を支援していきます。 

③ 子どもから大人まで、誰もがその人らしさを大切にした地域生活を送ることができる

よう、地域住民と共に権利擁護を推進します。 

④ 生活のしづらさを抱える地域住民に対し、貸付・援護事業などを通じて、その人の将

来を見据えた自立生活を支援します。 

 

 

実施計画 
事業 NO. 基本目標 基本計画 事業名 

12 2 ① 【改善】地域子育てサポート拠点 

13 2 ① 【改善】子育て支援事業 

14 2 ① 育児支援講座「いっしょにあそぼう」 

15 2 ① 児童発達支援事業 

16 2 ② 居宅介護支援事業 

17 2 ② 障がい児・者相談支援事業 

18 2 ② 生活介護・自立訓練事業 

19 2 ② 点字・録音サービス事業 

20 2 ③ 福祉後見サポート事業 

21 2 ③ 日常生活自立支援事業 

22 2 ③ 学習支援事業 

23 2 ④ 家計相談支援事業 

24 2 ④ 福祉貸付・支援事業 
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事業名

事業概要

事業目的

圏域ごとの
ねらい・
働きかけ

現状と課題

計画終了時
の達成目標

連携・協働する
社会資源

委員や住民など
からの事業に対

する
想いや意見

見直し

具体的な
推進方法

社協各係，地区社協，主任児童委員，村内子育て支援センター，村内各保育所，幼稚
園，こども園，小・中・高等学校，近隣大学，地域ボランティア

・近隣大学や高校にボランティアを依頼し，未就学児とその保護者が小集団活動の中で
相互体験出来る事業を展開します。
・地域ボランティア団体や関係機関と連携を強化し，孤立しないよう養育者と地域の間を
つなぎます。
・小，中，高校生が長期休みを利用して，未就学児と触れ合うと共に，学区や学年を超え
た異年齢交流が出来る事業を実施します。

繰り返し利用したい魅力的な場の提供

・子育て支援の拠点としてボランティア団体や関係機関と連携を継続し，地域で子育てや
子育ちの環境を整えます。
・１８歳未満の児童や大学生が遊びにくる場のほかに未就学児と触れ合うことにより，乳
幼児など児童福祉に興味を持つきっかけ作りを強化します。

地域子育てサポート拠点
事業No.

事業分類
12

2-①

・核家族化が進み，地域のつながりが希薄化し養育者が孤立する傾向が強まっている
ため，地域のボランティア団体や関係機関と連携し子育て世帯と地域のつながりをサ
ポートする必要があります。
・小，中，高と学校に通う児童＊は塾や少年団，部活動などがあり未就学児との関わり
が急激に減少しています。親・地域住民だけではなく異年齢同士が一緒に活動し，命の
尊さを実感するなど関わりを持つことが重要です。

子育てサポートの拠点として，利用児・者に健全な遊びを提供しつつ，当事者が互いに交
流できるよう支援を行います。また，日頃の活動の中で，地域ボランティアと協働し，特色
を活かした活動を促します。養育者も地域とつながりを感じながら子育てを楽しめる事業
を開催します。

地域のボランティアと協働し，乳幼児・養育者には楽しい遊びや体験を通して子育てをサ
ポートし，児童には安全に考慮した集団活動の中で情操教育や健全育成を推進すること
を目的とします。また，利用児・者とボランティアが一緒に活動することで相乗効果を高め
るとともに，養育者同士が地域情報を共有できる環境を整えます。

事業展開
範囲（圏域）

第1層圏域
（村内全域）

第2層圏域
（小学校区）

第3層圏域
（自治会）

第4層圏域
（班・個人）

村内外の乳幼児親
子，小中高生が気軽
に利用できるよう周
知徹底

実施 実施

　地域子育て支援センター（地域子育て支援拠点事業児童館型）として，乳幼児から学
童，中・高生を対象とした子育て支援事業を展開しており，村内において幅広い年齢層
が集える機能を有しているセンターであるため，今後ますますの機能強化を期待してい
ます。

年次計画

2018年度
（1年次）

2019年度
（2年次）

2020年度
（3年次）

2021年度
（4年次）

2022年度
（5年次）

＊児童
　広義では18歳未満のすべての者とされる

実施 実施
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事業名

事業概要

事業目的

圏域ごとの
ねらい・
働きかけ

現状と課題

計画終了時
の達成目標

連携・協働する
社会資源

委員や住民など
からの事業に対

する
想いや意見

親と子がともに遊び，さまざまな活動を通して子どもの健やかな成長を見守りながら，自
由に交流できる場を提供します。また，子育ての不安や悩みに寄り添い，相談支援を実
施するとともに，他機関と連携し総合的な支援につなげることを目的とします。

子育て支援事業
事業No.

事業分類
13

2-①

身体の発達に合わせた表現活動や季節に合わせた制作遊びなどを開催します。また，
養育者の抱える不安や悩みについて，主任児童委員・子育てコーディネーターの協力を
得ながら対応するとともに，各分野に特化した講師による講演会などを企画・実行しま
す。母子に限らず，父親の育児参画の促進および祖父母への助言なども行います。

子育て支援会議へ
の参加，村内関係機
関との連携

・来館親子への遊びの支援，育児不安解消への相談活動の推進
・行政，主任児童委員との連携・協力
・相談事業の周知・啓発

事業展開
範囲（圏域）

第1層圏域
（村内全域）

第2層圏域
（小学校区）

第3層圏域
（自治会）

第4層圏域
（班・個人）

実施 見直し 実施 実施

　今後も子育て中の保護者と地域ボランティア及び行政の子育て支援担当者が，出会う
場所としてのセンター機能を有しつつ，寄せられた子育ての不安や悩みを子育て当事者
同士が相互に支え合える仕組みの構築の検討をお願いします。

実施

年次計画

2019年度
（2年次）

2020年度
（3年次）

2021年度
（4年次）

2020年度
（5年次）

※子育て支援コーディネーター
　村の子育て支援センターにコーディネーターを設置し，子育てに関する不安，幼稚園・保育園の相談，お母さん自身の相談を受
ける。

2018年度
（1年次）

保育施設を利用する入所児が増加し，また幼稚園の３年保育が整備されたことにより，
利用児の低年齢化が顕著にみられます。そのため，乳児とその母親を中心とした活動
が必要です。相談事業においては，主任児童委員や子育て支援コーディネーター・ボラン
ティアの協力も得ながら対応するとともに，多様な相談内容に対応するため職員のスキ
ルアップも必要です。

・育児に対しての悩みや不安を養育者が一人で抱え込まないよう，他部署・他機関と連
携を図りながら，養育者の気持ちに寄り添った支援を行います。
・母親だけでなく家族で参加できる新たな企画を立案し，特に父親の育児参画を強化しま
す。

・主任児童委員や子育て支援コーディネーター※と共に養育者の話に耳を傾け，悩みを共
有し寄り添った支援や情報提供を行います。
・保健センターや障害者センター・村内子育て支援センターなどと事業の連携や共通理
解を図りながら支援を行います。
・専門性が高い研修に参加し，職員の資質向上を図ります。
・父子での来館が増える土曜日に，親子同士が一緒に楽しめるよう運動遊びや伝承遊び
を展開します。

具体的な
推進方法

地区社協，保健センター，主任児童委員，村内子育て支援センター，村内各保育所，幼
稚園，こども園，地域ボランティア
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基本目標 
３．多様な生活課題に応える地域ネットワークの確立 

 

 

基本計画 
① 多様なネットワークを紡ぎ、地域住民とともに築く支え合いの仕組みづくりや社会資

源を創出します。 

② 地域住民一人ひとりが抱える多様な生活課題を受け止め、地域や関係機関との連携の

もと、解決に向けた支援を行います。 

 

 

実施計画 
事業 NO. 基本目標 基本計画 事業名 

25 3 ① 地域支え合い体制整備事業 

26 3 ① 多機関の協働による包括的支援体制構築事業 

27 3 ② 【統合】総合相談支援事業 

28 3 ② きれい！スッキリ！年末ごみ出しお助け隊 

29 3 ② デマンド交通運営事業 
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事業名

事業概要

事業目的

圏域ごとの
ねらい・
働きかけ

現状と課題

計画終了時
の達成目標

連携・協働する
社会資源

委員や住民など
からの事業に対

する
想いや意見

総合相談支援事業
事業No.

事業分類
27

3-②

　概ね月1回の弁護士や行政書士による相談，毎日型（平日の月～金）の生活相談のほ
か，直接相談が難しいケースを対応するためLINE相談を開設しています。相談内容は，
複合化・複雑化しているものが多く，職員一人ひとりのアセスメント※力の向上や多機関と
の強固なネットワーク構築がますます求められています。

　「どこに相談したら良いのかわからない」「利用できる窓口や制度を知りたい」「家族の
ことや近所の人のことで相談したい」「既存の制度や仕組みでは解決が難しい」といった
生活上の心配ごとや困りごとなど，あらゆる相談に応じます。また，専門機関・地域住民
などと協働し，ニーズ解決に向けた支援のみに留まらず，新たなサービスや仕組みづくり
を展開します。

　安心して住み慣れた地域で生活を送れるよう，相談を通じ，さまざまな課題の解決に向
けて支援を展開することを目的とします。また，地域へのアウトリーチ，住民ニーズの把
握や不足する資源を明らかにしながら，つながりの再構築・社会的包摂の意識醸成を図
ります。

事業展開
範囲（圏域）

第1層圏域
（村内全域）

第2層圏域
（小学校区）

第3層圏域
（自治会）

第4層圏域
（班・個人）

　社協職員誰もが，あらゆる相談に対応できる資質を向上させるとともに，各セクション
が常に連携し，解決に向けて支援を展開できるような体制を整えます。
　また，セルフネグレクト※ケースやひきこもり，適切な住環境を整えることが困難なケー
スでは，丁寧なアセスメントを実施し，関係機関と連携し，効率的にアウトリーチする体制
を整えます。

要支援世帯へのアウトリーチ，住民による早
期発見・支援連携

あらゆる生活課題に
対するワンストップ相
談支援体制の構築

地区社協などと連携
した要支援世帯に対
するアウトリーチ※

実施 実施

　総合相談事業が悩みごとの課題解決のきっかけとなればよいと思います。また，専門
機関へつなぐというスタンスでこの事業は良いと思います。

年次計画

2018年度
（1年次）

2019年度
（2年次）

2020年度
（3年次）

2021年度
（4年次）

2022年度
（5年次）

具体的な
推進方法

・他部署の職員にもケース会議等への参加を働きかけ，組織内のワンストップ相談体制
に向けて強化します。
・生活課題を抱えるケースを発見した際は，「東海村住まいるリセットプロジェクト」等へつ
なげられるよう，地域住民や関係機関と連携しながら支え合いの仕組みを整備します。
・社協職員誰もが，セルフネグレクトケースや自ら相談に来られない方に対するアウト
リーチの姿勢や相談支援スキルを習得するための研修を強化します。

東海村，社会福祉施設，地区社協，自治会，民生委員・児童委員，サロン，ボランティア
登録者（個人），村内企業，弁護士，司法書士，行政書士，その他のあらゆる関係機関

実施 実施 見直し

※アウトリーチ
　英語で「手を指し伸ばす」という意味。社会福祉を利用する人々の全てが，自ら進んで申請をするわけではなく，むしろ社会福祉
の実施機関がその職権により潜在的な利用希望者に手を指し伸べ，利用を実現させるよう積極的な支援を行うこと。

※アセスメント
　支援を行うにあたり事前に面談や観察，調査などを行い，利用者の課題を明らかにし，支援の方向性や目標を把握するために
評価・分析すること。

※セルフネグレクト
　生活に必要な行為を行わない，あるいは行う能力がなく，そのため生活環境や健康状態が悪化しても周囲に助けを求められな
いこと。
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】 

 

 

 

第４部 重点施策 
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第４次東海村地域福祉活動計画重点事業の効果と課題【中間報告】 

 

重点事業１ 地区社会福祉協議会協働事業 

効 果 

⚫ 「ほっとけないシート」の開発・活用により，新たなニーズキャッチの

手法が加わったことで，関係機関だけでなく住民と協働・連携して支援

する仕組みが生まれつつあります。 

⚫ 住民座談会のフォローアップを通して，支え合い活動や人材リストの活

用に向けて話し合いを重ね，住民の発想で主体的に地域活動に取り組む

ことができました。 

⚫ これまで行ってきた「社協だより」等の紙媒体での広報に加えて，新た

に SNS やケーブルテレビ等を活用することで，多くの住民や様々な世代

の方に地区社協の事業を周知することができつつあります。 

課 題 

⚫ 新たなニーズキャッチの手法として「ほっとけないシート」を導入しま

したが，新型コロナウイルスにより地域活動が停滞してから相談件数が

伸び悩んでいます。そのため，「ほっとけないシート」の相談経路の確立

や周知方法の見直しだけでなく，他のニーズキャッチの手法を検討して

いく必要があります。 

⚫ 新型コロナウイルスの影響で多くの事業が中止となり，ふれあい食事会

や敬老会など従来通りの形で活動ができない状況となりました。新しい

生活様式にそった事業形態へ転換し，地区社協活動が継続できるよう，

地域ごとに協議して事業を見直す必要があります。  

⚫ 様々な手法で地区社協活動を広報しましたが，担い手不足は解消されて

いないため，学生への１DAY ボランティア依頼や地区を超えて自分の居

住地区以外でも活動ができるようにするなど，さまざまなアプローチを

する必要があります。 
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重点事業２ ボランティア・市民活動センター事業 

効 果 

⚫ ボランティア市民活動センターの情報バンク機能について，スキーム図等

の可視化を図り整備に向けたロードマップを示すことで，センター機能の

充実化が段階的・計画的に行えました。小地域福祉活動の情報把握や SNS

活用等，情報発信面での強化が図れました。 

⚫ 人材バンク等の整備を進めるなかで，一部地区社協をモデルに地域人材リ

ストの作成を始めるなど，地域分野との連携が広がってきました。また，

地域で活躍する人材を福祉教育分野へつなぐなど，地域と連携したコーデ

ィネートが行えるようになってきました。 

課 題 

⚫ 企業や趣味活動団体等，福祉分野以外の団体との連携については未だ不十

分といえます。情報把握を進めるだけでなく，今後の連携の在り方につい

ても検討し，示していく必要があります。 

⚫ 人材バンク機能の充実化についても未だ不十分といえます。ホームページ

や SNS による情報発信面を整備し，ストックした情報にアクセスしやす

くなるような体制を構築する必要があります。 

⚫ 対応困難事例のケースストックを引き続き行い，ニーズの高いボランティ

ア活動について把握し，ニーズに則した新規ボランティア活動者の育成や

コーディネートにつなげていきます。 

 

重点事業３ 福祉教育推進事業 

効 果 

⚫ 全世代を対象とした福祉共育として「寸劇・ワークショップ」の出前講座

の実施や「ふれあい福祉まつり」での学生ボランティア体験等，地域を巻

き込んだ福祉共育を実践しました。また地域活動自粛に伴い出前講座を映

像化し，ＳＮＳでの配信を行ったことで地域活動者に対して気づきの視点

を養う学びにつながりました。 

⚫ 村内小学校でのコミュニティースクール導入に伴い，地域活動実践者が学

校に参画する機会が多くなったため，「福祉教育推進校研修会」の手法を

変更し，コミュニティースクールのメンバーへ参加していただき，地域・

学校と連携した研修会の開催につながりました。研修会を通じて，地域・

学校と連携したメニューの開発，実践をしたことで，学校以外での地域を

基盤とした福祉共育の取り組みができました。 

⚫ ＳＮＳ，社協だより等，情報発信媒体が充実化したことで福祉体験学習の

紹介や研修会等の参加募集を様々な方法で周知することができ，参加する

きっかけづくりにつながりました。 



- 25 - 

 

課 題 

⚫ 全世代を対象として福祉共育を取り組んでいますが，継続したボランティ

ア活動や地域の担い手獲得には繋がっていない現状があります。地域活動

者や学生だけでなく，現役世代や企業と連携した福祉共育を推進し，活動

につながる普及・啓発の場の拡充が必要です。 

⚫ コミュニティースクール導入に伴い，福祉教育推進校研修会等，地域・学

校と協議する場が増えましたが，新型コロナウイルスの影響により協議の

場が滞っています。また学校教育では疑似体験や単発体験型の福祉教育出

前講座が主となっており，地域と絡めたメニューの実践については地域差

がでている状況です。それぞれ地域に合わせた形で地域と協働した実践メ

ニューを検討していく必要があります。 

⚫ 単発での研修会等の参加から継続した活動につなげるため，今後は講座や

研修会で把握・育成した人材を個人ボランティアへ登録してもらう等，人

材バンクとしての仕組みを整備し，その後の福祉教育関連や地域活動，ボ

ランティアにつながるよう支援していくことが必要です。 

 

 

重点事業４ 多機関の協働による包括的支援体制構築事業 

      地域支え合い体制整備事業 

効 果 

⚫ 行政内部および多機関との連携を意識した支援を推進するために，行政関

係課との協議をしながら，各種研修会の実施やさまざまな複合課題を抱え

る世帯への支援を通じて連携を深め，地域共生社会の実現に向けた取り組

みを着実に進めました。 

⚫ 行政内部への働きかけとしては，職員対象とした庁内連携推進通知を福祉

総務課から発出するとともに，全職員参加型の行政内部研修を実施し庁内

連携の強化を図ったことで，福祉部以外の部署（税務課や水道課等）から

相談がつながるケースも増えてきています。 

⚫ 「ほっとけないシート」を活用して地域から挙げられたケースに対して，

地域住民や関係機関と協働しながら支援を展開することで，住民の気づき

の視点や助け合いの視点の醸成を図りました。 

⚫ 「絆まるっとプロジェクト」では，住民の移動手段の問題やコロナ禍にお

ける課題などについて，社会情勢に合わせた課題の吸い上げや社会資源開

発に向けた協議を継続的に実施することができました。 

⚫ 支え合いコーディネーターを中心に各地区で第 2 層・第 3 層協議体の設置

が着実に進んでいるほか，住民座談会を通じて地域ごとに吸い上げた地域
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課題や資源を整理し，各地区の実情に合わせたコーディネートを展開する

ことができました。 

課 題 

⚫ 複合的な地域生活課題を抱える世帯の相談を包括的に受け止め，本人を中

心とした伴走型支援を行いつつ，支え・支えられる関係を越えてつながり

続けることのできる地域共生社会の実現に向けた体制整備を引き続き進

める必要があります。また，伴走型支援における手法や体制等のあり方に

ついても検討を図る必要があります。 

⚫ 次年度以降，重層的支援体制整備事業への移行を鑑みつつ，「相談支援」

「参加支援事業」「地域づくり事業」を一体的に進めていくためにさらな

る横断的な連携強化が求められています。村全体で分野・領域を超えた仕

組みを構築するために，行政とも連携しながら構想していくことが必要で

す。同時に社協内部においてもセンター・係を越えたチームで協議し，相

互連携を促進していきます。 

⚫ 「絆まるっとプロジェクト」では地域課題などの情報共有が図られていま

すが，社会情勢は変化し，地域課題も複雑・複合化しているため，新たな

社会資源開発やネットワークの重層化を図ります。 

⚫ 第 2 層・第 3 層協議体の設置は進んでいるが，未設置の地区もあります。

地域における活動状況や地域特性を踏まえながら，未設置である地区の第

2 層・第 3 層協議体の整備を進める必要があります。 

⚫ 地区社協や地縁的なボランティア活動と連携を図りながら，地域の居場所

をまとめた「支え合い資源マップ」の活用方法や拡充を検討し，地域住民

とともに地域のコミュニティを基盤としたニーズキャッチ，相談機能，地

域支え合い活動などの仕組みを整備していく必要があります。 
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総合的な支援体制づくりを具現化するための基幹的事業① 

 

地区社会福祉協議会協働事業 
 

１．事業の概要 

各小学校区を活動エリアとする地縁に基づくボランティア組織である 6つの地区社協

と協働し，住民主体による助け合いの地域づくりを推進しています。職員の地区支援担

当制の下，行政と連携した財政支援や運営支援，活動者の困りごとなどへの相談対応や

連絡調整・地区社協同士の情報交換支援や役立つ情報提供などを行っています。 

 

２．スキーム図の解説 

 村社協は図の左側に示されている村全体（第１層）を，地区社協は図の右側に示され

ている村内にある６小学校区（第２層）を活動範囲とし，パートナーシップを結び福祉

活動を行っています。 

 第 1 層では，支え合いコーディネーター（CSW）と各地区社協を担当する地区支援担

当職員（CW）が，地区社協だけでなく，ボランティア団体や専門機関等，全村民，村全

体の団体と連携・協働を図りながら福祉活動を展開しています。また，地域単位（第 2

層）であがったニーズを第 1 層につなぎ，情報共有をし，社会資源の活用・開発するこ

とで個の課題を村全体の課題として捉え支援しています。 

 第 2 層では，ふれあい協力員が各地区社協で活動し，地域内で活動する各団体と連携

しながら，見守り活動や敬老会，世代間交流，広報等の活動を通して地域住民とのふれ

あいやつながりを作っています。第 2 層からあがったニーズの中で住民同士では対応困

難な場合，村社協と連携して課題解決に向け支援し，住民同士が支え合う関係性を築い

ています。 

 このように，村社協と地区社協がそれぞれの対象圏域を中心としながら，互いの圏域

でも協働・連携を図り，ニーズ把握や情報交換，相談，助言等の福祉活動を行うことで，

誰もが安心して暮らせるふれあい支え合いの地域づくりを実現していきます。 

 

３．計画終了時の達成目標（当初） 

⚫ 活動者と共に各地区の状況に応じた活動内容や組織の在り方などを協議しながら，

住民同士のふれあい・支え合いの関係性を深めます。 

⚫ 地域の困りごとや把握できたニーズに対し，地域団体や関係機関などと連携を図り

ながら，誰もが安心して暮らせる地域づくりを行います。 
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４．事業の経過 

【平成３０年度】 

地域住民によるニーズキャッチや相談につなげる取組みについては，普段の活動を通

じて気がかりな住民や地域課題をキャッチするための「ほっとけないシート（情報収集

シート）」の試験的導入や，寸劇による気づきの視点の醸成などを行い，足掛かりができ

ました。一方で，第２～３層協議体の整備は滞っており，住民座談会のフォローアップ

を通じて第２層コーディネーターが関わりながら開発資源を行っていくことになりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

情報共有については，地域の事業開催時に合わせたＰＲや，新規活動者の人材発掘を

意図したアンケート調査を実施しました。また，地域で活動する各団体の好事例の情報

発信において広報紙や SNS を活用しました。新規活動者獲得につなげるため，次年度以

降は，一部地区で導入されたケーブルテレビ等の新たなメディアの活用を強化すること

になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲寸劇形式によるワークショップ  ▲ほっとけないシート  

☚住民座談会をケーブルテレビが 

取材・オンエア 
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地区支援担当制の強化に関しては，「絆まるっとプロジェクト」内での第 2 層コーディネ

ーター機能の協議や，地域からのニーズキャッチの仕組みづくりに取り組むことで，各地区

担当職員の意識付けを行いました。地域住民と地区担当職員のペア制も検討されたため，住

民代表のコーディネーターの在り方についても協議を進めることになりました。 

 

【平成３１（令和元）年度】 

住民によるニーズキャッチの意識醸成のため，寸劇形式の出前講座や，役員会等の会議や

ふれあい協力員研修の場を通じて，「ほっとけないシート」の活用を促しました。また，集

会所解放型活動への出張相談を試行実施することで，複数件の相談実績や次年度以降の導入

につなげました。 

 

 

各地区社協の実情に合わせた取組みとしては，寄せられた相談に対する対象者への継続

支援のため，「住まいるリセットプロジェクト」に地域からの協力を得るなど，調整を図る

ことができました。また，各地区社協で課題となっている役員の担い手不足や運営にかかる

負担の軽減策として，会長連絡会等を通じて各地区の情報共有・対策会議を行い，地区担当

職員が関わりながら検討を重ねました。 

さらに，「地域支え合い体制整備事業」の第 2 層協議体と連携し，地区社協で住民の移動

手段に関するアンケート調査を行うなど，資源開発に向けた取り組みも展開しました。 

加えて，全地区で住民座談会を開催し，次に取り組むべく地域課題について情報共有を図

した。第２～３層協議体の整備と併せ，上がってきた相談を地域で議論する場を整えていく

ことが課題となりました。 

 

  

▲気づきの視点を養う出前講座  ▲集会所開放型活動時に出張相談  
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▲「住まいるリセットプロジェクト」 

当事者と地域住民が適切な住環境を整える作業を協働で行うことで，問題解決にあたりながら地

域のつながりの再構築や当事者の地域生活の再生を図る。 

BEFORE 

AFTER 

▲村松地区「ママ☆サポートプロジェクト」 

地域の課題から足りない事業を検討実践に 

移す際は地域資源を活用   

▲地区社協会長連絡会にて地域の課題から 

各地区の情報共有ワークショップ 
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【令和２年度（上半期）】 

情報発信の手法に関しては，往復はがきによる安否確認や「つながるふくしんぶん」

などの情報紙の定期発送を紙媒体で行う他，寸劇による出前講座を動画化し SNS での

配信を行いました。また，新生活様式下での地域活動支援の方法を検討し，感染症予防

のチェックシートの配布や，訪問型事業を支援する「地域活動応援セット」を立案し，

呼びかけを行いました。 

地域資源の再調査については未着手であるため，調査を進めると共に，調査後の連携

（地域人材リストへの登録等）についても呼びかけを行うことが課題となりました。 

食事会や世代間交流事業，住民座談会等，集合型の事業は今後も開催困難な状況が続

くことが予想されるため，事業形態の変更等，地域ごとの特性に応じて担当職員が協議

に入りながら進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．達成目標（当初）の達成状況［現段階での評価］ 

⚫ 活動者の負担軽減を図るため会議回数の削減や，地域のニーズに合わせて新たな事業を

開始する際に支援しました。 

⚫ 「ほっとけないシート」の導入や気づきの視点を養うための寸劇を出前講座にて実施，

出張相談をすることで地域のニーズを把握しました。 

⚫ 把握したニーズに対して，住民や関係機関と連携して必要に応じて支援しました。対象

者が住み慣れた地域で暮らしていけるよう，住民とのつながりをつくり，再び支援が必

要状況にならないよう継続して支援しています。 

 

▲地域電話相談窓口の設置と 

往復はがきによる安否確認    

▲「ふくしんぶん」を定期的に発送    
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６．達成目標（当初）の見直し 

⚫ 活動者と共に各地区の状況に応じた活動内容や組織の在り方等を協議しながら，住民同

士のふれあい・支え合いの関係性を深め，活動の担い手確保や地区社協活動が継続できる

よう支援します。 

⚫ 地域の困りごとや把握できたニーズに対し，地域団体や関係機関などと連携を図りなが

ら，誰もが安心して暮らせる地域づくりを行います。 

 

７．達成目標（見直し）の実現に向けた具体的な取り組み 

⚫ 他の地区の好事例を知ることで，自分の地区での活動や組織のあり方へ活用できるよう，

社協だよりや SNS 等多様な媒体で地区社協活動を周知し，活動の担い手確保につなげま

す。 

⚫ 引き続き，出前講座（寸劇）や出張相談の実施，「ほっとけないシート」を周知し，地域

からのニーズ収集に努めます。そして，把握したニーズに対して適切な支援ができるよ

う，支え合いコーディネーターや社協内部，地域住民，関係機関と連携を図ります。 
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総合的な支援体制づくりを具現化するための基幹的事業② 

 

ボランティア・市民活動センター事業 

 

１．事業の概要 

村内にある地域団体や福祉施設・企業・NPO 法人など，住民や地域をつなげるあら

ゆる社会資源の情報を収集し，個人や地域の課題・要望に合わせたボランティアコーデ

ィネートの他，地域ボランティアの相談窓口として，地域や世帯・個人などの生活ニー

ズの把握を行います。 

また，助成情報の収集・提供を行い，各団体などの活動を支援します。 

 

２．スキーム図の解説 

ボランティア・市民活動センターが持つ機能を３つの柱に整理しています。従来のボ

ランティアセンターのイメージでは，ボランティア活動に対する相談やコーディネート，

ボランティア養成講座などの人材育成が中心的な内容として捉えられていました。しか

し，センターの重要な機能として，市民活動を支援する助成事業の情報提供がある他，

ボランティアコーディネートと言っても，相談に対する受動的なコーディネートのみで

なく，常日頃からボランティア情報の収集・発信を行う能動的な形もあります。そのた

め，それぞれの機能を別に明記し，見える化を図りました。また，これらの機能は相互

に関係しており，例えば新規活動者向けの助成情報を提供することで新たな活動（人材

発掘・育成）に繋がったり，発掘した人材を新たに活動者情報として把握し，次のコー

ディネートにつなげたり（情報バンク）といった点も表しています。 

 

３．計画終了時の達成目標（当初） 

⚫ 情報収集した社会資源を活動内容や範囲・対象などに整理し，情報を共有・活用し

やすい仕組みをつくり，ボランティア・市民活動センター内外の資源を視野に入れ

たボランティアコーディネートを行います。 

⚫ 各団体・機関などの社会資源情報を収集し，情報バンク機能をさらに充実します。 

⚫ 各団体の活動を支えるための助成情報を周知します。 
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４．事業の経過 

  【平成３０年度】 

ボランティア市民活動センター運営委員会において，情報バンク・人材バンク機能の

概要を示しました。しかし，情報バンク機能の整備に関しては，ボランティア市民活動

センターのみで整備するのではなく，村社協全体としてシステム化・情報管理体制の構

築が必要であると判断し，他部署と連携して取組みを進めることにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報発信に関しては，「社協だよりとうかい」や「かわら版」などの広報媒体を用いて，

小地域単位でのボランティア活動情報を発信しました。また，地域内のワークショップ

や住民座談会のフォローアップ等の場面も活用しました。件数は少ないものの，問い合

わせやコーディネートにつながりました。 

人材発掘・育成に関しては，地区社協主催の行事でのボランティア活動紹介やアンケ

ートによる意向調査，有償サービス研修会の一般参加枠の設置など，さまざまな方法で

人材発掘につながる取組みを行いました。一方で，企業への呼びかけ・アプローチは不

十分でした。企業への依頼に加え，就労者個人に向けてボランティア情報を発信するな

ど，手法を工夫しながら行うことにしました。 
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【平成３１（令和元）年度】 

情報バンク機能として，協議体やデマンド交通などの各事業からニーズキャッチを行

い，新たな資源開発の協議や有償サービス等活動のコーディネートにつなげました。人

材バンクについては，地区社協が行う住民座談会のテーマとして取り上げ，他事業と連

携を図りながら情報の充実化に向けて取り組みました。なお，情報システムの統一につ

いては，地区で整備した情報と合わせて情報発信できる仕組みを構築することになりま

した。 

情報発信に関しては，対応困難事例を基に，ボランティア・有償サービス活動の拡大

について協力会員から意見聴取しました。また，対応困難事例から見えてきた住民ニー

ズについて，活動者によるニーズキャッチ・相談や，会員同士の意見交換・協議などに

つなげられました。以降は，好事例の情報発信につなげられるよう，検証や情報整理を

進めることになりました。 

災害ボランティアセンターに関しては，備蓄用具の拡充や物品リストの整理を行いま

した。併せて，個人登録ボランティアの更新を行い，有事の際の連絡体制を整えました。

2 月には，茨城県社協との共催で『災害ボランティアセンター運営訓練』を実施するこ

とができ，個人登録ボランティアの更新や新規加入を呼びかける機会になりました。ま

た，LINE による情報提供体制を整備しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和２年度（上半期）】 

  情報バンク機能に関しては，各地区での活動が低調ということもあり，あまり進みま

せんでした。引き続き調査を行いつつ，地域人材リストへの登録等，今後の連携につい

て考慮します。 

情報発信に関しては，4～5 月の緊急事態宣言下において LINE や SNS による情報発

▲「絆まるっとプロジェクト」にて 

対応困難ケースから新たな資源開発の協議 

▲災害ボランティアセンター運営訓練の様子 
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信体制を強化し，ボランティア団体の PR 動画や出前講座を配信しました。情報発信の

機会は増えてきましたが，全ての世代が対応できるものではないので，インターネット

配信した情報を紙媒体にも転用して発信するなど，さまざまな手段を臨機応変に活用す

るようにします。また，コロナ禍における活動保険や災害ボランティアセンターなどの

情報発信にも注力します。 

人材発掘・育成に関しては，コロナ禍においてニーズが高まるボランティア活動をマ

ッチングしたり，講座を実施したりしました。その際には，「若者応援プロジェクト（一

人暮らしの若者を対象に地元の食材と生活支援情報を配布する事業）」の申請者へボラ

ンティア協力を依頼するなど，部署間での連携を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．達成目標（当初）の達成状況［現段階での評価］ 

⚫ 「地域支え合い体制整備事業」と絡め，地域支え合い活動やサロン活動等の居場所

について整理し，地域資源情報としてホームページ掲載等の情報発信を行いました。

また，地区社協を基盤とした地域における人材リストの整備も一部の地区をモデル

に行っています。 

⚫ 社会資源情報の収集について，企業や文化活動団体等，福祉分野以外の活動団体情

報の把握を視野に入れていましたが，十分な聞き取り調査には至っておらず，引き

続き課題が残っています。 

⚫ 助成情報を含めた情報発信機能について，市民活動センター公式 LINE アカウント

の開設によるメール情報発信や情報掲示板の活用を行いました。インターネットや

紙媒体など多様な情報媒体を用いながら充実化を図りました。 

 

 

▲ステイホーム期間中に LINE 等 SNS を活用した 

ボランティア団体の動画を配信 

▲「LINE はじめて講座」では 

若者のボランティアが活躍 
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６．達成目標（当初）の見直し 

⚫ 情報収集した社会資源を活動内容や範囲・対象などに整理し，情報を共有・活用し

やすい仕組みをつくり，ボランティア・市民活動センター内外の資源を視野に入れ

たボランティアコーディネートを行います。 

⚫ 各団体・機関などの社会資源情報を収集し，情報バンク機能をさらに充実します。

得られた情報の活用方法についても検討し，活動者同士のマッチング機能向上を目

指します。 

⚫ 各団体の活動を支えるための助成情報を周知します。また，申請情報のみでなく，

助成決定団体の報告なども発信し，活用方法の PR に繋げます。 

 

７．達成目標（見直し）の実現に向けた具体的な取り組み 

⚫ 整理した社会資源（人材・支え合い活動・居場所等）の情報発信方法について充実

化を図ります。地区社協活動等と連携をしながら，小地域単位でのボランティア活

動もセンターが取り扱う情報に位置づけ，ホームページ・メール配信等のデジタル

情報発信と，紙媒体を活用したアナログ情報発信を併せて行っていきます。 

⚫ 企業や文化活動団体等，福祉活動分野以外の情報収集については，情報収集後の連

携方法等の情報活用を充分に検討し，情報収集目的を明確にしたうえで行います。

具体的には，企業の地域貢献セクション間のネットワーク化や，文化活動団体等へ

の定期的な情報発信の仕組みづくり等を検討していきます。 

⚫ 助成情報発信については，LINE 等の新たなメディアを積極的に活用し行っていき

ます。 
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総合的な支援体制づくりを具現化するための基幹的事業③ 

 

福祉教育推進事業 

 

１．事業の概要 

   自治会や地区社協，村内小・中学校への「福祉体験出前講座」やふれあい福祉まつり

など，さまざまな住民との協働による事業を通じて，住民同士が共に支え合う福祉の心

を育むための啓発を行っています。 

 

２．スキーム図の解説 

   福祉教育推進事業のスキーム図では推進項目を３つ挙げており，推進項目①年齢層や

興味・関心に沿った福祉教育プログラムや事業による働きかけ（縦軸），推進項目②興

味，関心（４段階）に合わせた福祉教育の展開（横軸），推進項目③全世代を対象に「地

域を基盤とした福祉教育」推進に向けた地域の社会資源との連携・協働となっています。 

推進項目①では，園児～高齢者（退職者・活動者層）までそれぞれの年齢層にあった

働きかけをしていくことを示しており，下段（ピンク色）では若年層，中段（緑色）で

は現役世代，上段（青色）では高齢者（退職者・活動者層）と年齢層ごとに色分けをし

ています。 

推進項目②は，地域活動へと繋がる「きっかけ」「興味」「体験」「活動」を表していま

す。若年層では，福祉体験学習を一つのきっかけとし，エンジョイサマースクールやボ

ランティア体験へつながっていきます。現役世代では，ボランティア養成講座等をボラ

ンティア活動へのきっかけとしています。高齢者（退職者・活動者層）では，福祉講演

会をきっかけにサロン活動や地区社協活動に繋がっていくなど世代別に「きっかけ」「興

味」「体験」「活動」につなぐ仕掛けがあることを表しています。また，ふれあい福祉ま

つり，世代間交流会での体験は各世代をまたぎ，全世代対象とした「きっかけ」のひと

つと考えています。 

推進項目③では，全世代を対象とし，村社協が福祉教育に関わる社会資源をつないで

いくことで地域住民同士が共に考え学びを高め合い，住民全体の「福祉意識の醸成」「地

域の福祉力向上」「人材育成」の仕組みづくりがなされることを目指しています。 

 

３．計画終了時の達成目標（当初） 

⚫ 福祉教育の対象を児童・生徒から全世代へと広げ，地域を基盤とした福祉教育を推
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進します。 

⚫ 継続的な福祉教育の実践により，「きっかけ」から「興味」「体験」「活動」へとつな

がる人材育成の仕組みを確立します。 

⚫ 地域で開催されるさまざまなイベントを活用し，福祉に興味や関心を高めていくた

めの普及・啓発の場を拡充します。 
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４．事業の経過 

   

【平成３０年度】 

   上半期は，「ふれあい福祉まつり」での学生ボランティア体験や寸劇を見て生活課題

の発見・相談の流れを考えるワークショップ形式の出前講座など，さまざまな機会を福

祉教育の場と捉えて事業を展開しました。また，真崎地区で開始したコミュニティスク

ールの取組みに参加し，地域との連携事業について情報提供・提案を行いました。 

下半期は，福祉教育の幅を広げ，地域活動での気づきの視点を養う寸劇・ワークショ

ップを出前講座に追加するなど，地域行事など学校以外での福祉教育を意識しました。 

また，地域行事に参加し，地区社協等ボランティア活動の PR や新規人材獲得のための

意向調査などを行いました。さらに，「福祉教育推進事業研修会」の手法を変更し，地域

住民と福祉担当教員が共に福祉教育メニュー開発を行うワークショップを実施しまし

た。研修会で出されたアイディアについては，コミュニティスクール制度導入校と連携

を図り，実践に移しました。 

翌年度に向けては，コミュニティスクール制度導入の動きも加速するため，学校側と

連携を図りながら地域を巻き込んだ福祉教育の実践につなげていくことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲村松小学校と地域の講師による「絵はが

き交流」の取組み 
▲白方小学校における福祉教育プログラ

ム（障がいの理解） 

▲ワークショップでつながったシルバー

リハビリ体操指導 

 

▲教員と地域住民による福祉教育ワーク

ショップ 

 



43 

 

【平成３１（令和元）年度】 

上半期は，全世代対象型の「福祉共育」を展開すべく，対象者ごとに様々な取り組み

を展開しました。地域活動実践者に対しては，寸劇を用いての出前講座を通じてニーズ

キャッチや相談機関へのつなぎ方を啓発し，学校に対しては地域の人材が福祉学習に参

画できるよう，コミュニティスクールを絡めて調整を図りました。「福祉教育推進校研修

会」についても，教員だけでなくコミュニティスクールに参加している地域活動実践者

に参加してもらうなど，地域との連携・調整方法について情報を共有しました。 

下半期も「福祉共育」を広めるべく，幅広い世代に対して呼びかけを行いました。出

前講座については，寸劇のバリエーションを増やすなどの工夫を行った結果，好評を得

ることができました。新規相談につながるなど，実績も上がっています。また，一部地

区の住民座談会のテーマ設定について，福祉マップ（人材リスト）の整備を取入れて協

議を行いました。 

翌年度に向けては，順次導入されるコミュニティスクールへの参画を通じ，情報提供

をはじめ，地域に応じたコーディネートに注力していくことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲学校だけでなく地域活動実践者に対し

てもニーズキャッチの視点を醸成 

 

▲コミュニティスクールのメンバーを絡

め地域と学校の連携方法を考える 

 

▲「楽しい」「分かりやすい」福祉共育を

目指し PR 
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【令和２年度（上半期）】 

   企業向けアンケートの素案を作成し，社会貢献活動に対する関心やボランティア活動

への参画の可能性について，意向調査を行いました。また，住民座談会のフォローアッ

プにおいて，地域の人材のリストアップや支え合い活動の推奨を行うなど，新しい人材

の発掘につなぐための素地づくりを行いました。さらに，大人向けの福祉教育として実

施していた出前講座を動画化し，SNS で配信しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲住民座談会のフォローとして進行中の 

地域人材リスト整備（中丸地区） 

 

▲災害時の地域やボランティアの動きに

ついて福祉教育のラインナップに追加 
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５．達成目標（当初）の達成状況［現段階での評価］ 

⚫ コミュニティスクール制度や福祉教育推進校研修会を活用し，地域・学校と連携を

図りながらサービスラーニングの視点を活かしたメニュー開発を行い，実践に繋げ

たことで地域を基盤とした福祉共育を意識した取り組みができました。しかし，依

然として疑似体験，単発体験型の福祉体験出前講座が主となっていることが課題と

なっています。 

⚫ 社協 SNS や広報，ケーブルテレビ等でボランティア紹介の動画配信や社協が主催

する講座のボランティア募集を行ない，地域活動へ参加する「きっかけ」や「興味」

につながる働きかけができたが，参加者の継続した「活動」につながりづらい状況

となっています。地区社協においては，住民座談会のフォローアップとして，地域

における人材リストの作成に向けた整備を進めています。 

⚫ 地域の世代間交流会やふれあい福祉まつりの場を通して，学校以外での福祉教育を

意識した取り組みができ，継続的にボランティア活動に参加できる環境づくりにつ

なげました。 

 

６．達成目標（当初）の見直し 

⚫ 福祉教育の対象を児童・生徒から全世代へと広げ，地域を基盤とした福祉教育を推

進します。 

⚫ 継続的な福祉教育の実践により，地域活動への「きっかけ」「興味」「体験」「活動者」

の一連プログラムに沿った人材育成の仕組みを確立します。 

⚫ 地域で開催されるさまざまなイベントなども活用し，福祉に興味や関心を高めてい

くための普及・啓発の場を拡充します。 

 

７．達成目標（見直し）の実現に向けた具体的な取り組み 

⚫ コミュニティスクール制度や福祉教育推進事業研修会の場を活用し，地域と絡めた

メニューの開発を行い，学生がそこで得た学びを地域で生かせるようなサービスラ

ーニングの視点を踏まえた体験メニューを揃えます。 

⚫ 社協主催の講座で把握・育成した人材を個人ボランティアとして登録してもらう等，

人材バンクとしての仕組みを整備し，その後の福祉教育関連やボランティア活動に

つながるよう支援します。また，学生や地域活動者だけでなく，現役世代に向けた

福祉共育の推進につながるよう，企業と連携した研修会や講座の開催を検討し，全

ての世代がボランティア活動につながるようなコーディネートを提供していきま

す。 
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総合的な支援体制づくりを具現化するための基幹的事業④ 

 

多機関の協働による包括的支援体制構築事業 

地域支え合い体制整備事業 

 

１．事業の概要 

 《多機関の協働による包括的支援体制構築事業》 

相談支援包括化推進員を配置し，複合的な課題を抱える方（世帯）のアセスメントや

支援プランの作成を行います。 

また，「絆まるっとプロジェクト（第 1 層協議体）」を中心として，地域に不足する資

源開発などを行うとともに，生活課題を抱える方（世帯）と地域との連携やつながりの

再構築に向けた支援を行います。 

 

 《地域支え合い体制整備事業》 

地域にあるさまざまな資源をつなぎ，複雑多様化する地域課題に対応できる体制を整

備していく事業です。調整役を担う「支え合いコーディネーター」を村圏域に配置し，

サービスの担い手同士が集う協議体を圏域ごとに開催しながら，新たな地域資源開発の

実現，担い手同士のネットワーク構築などについて協議・検討を行い，地域住民と専門

職の連携による支え合いの仕組みを築きます。 

 

２．スキーム図の解説 

  東海村における総合的な生活支援体制を構築するため，「民の領域」として東海村全域

で必要とされる社会資源開発やネットワークづくりを行う「絆まるっとプロジェクト」を

設置し，住民や専門職，行政各課の参加による話合いを展開します。また，小学校区や自

治会区独自の課題やニーズに対して話合いを進めるために，地域支え合い体制整備事業に

おける第 2・3 層協議体の設置も推進します。これらの話合いのコーディネートやファシ

リテーターは，支え合いコーディネーター（CSW）が中心になって行います。 

  「公の領域」では，専門機関や関係機関のネットワークを広げる取組みを図ります。特

に，東海村行政内部における横の連携を進め，福祉部内外問わず発見・つなぎの機能を高

めます。それらの働きかけは，相談支援包括化推進員（CSW）が中心となって行います。 

  また，どこにもつながっていないあらゆる相談を受け止めたり，自ら声を上げられない
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人に対するアウトリーチ機能を持つ「生活支援・相談センター（仮称）」を村社協に設置

することを構想しています。 

 

３．計画終了時の達成目標（当初） 

 《多機関の協働による包括的支援体制構築事業》 

⚫ 東海村と協議の上，福祉部をはじめとする全ての部署と連携し，生活課題を抱える

方（世帯）が適切な相談支援機関につながる仕組みを構築します。 

また，支援における連携の仕組みづくりを確立し，住民が“我が事”として捉える意

識の醸成や東海村における総合的な生活支援体制を構築します。 

 

 《地域支え合い体制整備事業》 

⚫ 第 1 層協議体を活性化し，新たな資源開発やネットワークの重層化を図ります。 

⚫ 第 2 層協議体を整備し，地域のコミュニティを基礎としたニーズキャッチ，相談機

能，地域支え合い活動調整などの仕組みを強化します。 

⚫ 地域資源やニーズ調査結果をデータとして整理し，地域単位でのコーディネートや

課題共有・資源開発などに活用します。  
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４．事業の経過 

   

【平成３０年度】 

多機関連携の推進を図るため，専門機関向けの研修会や事

例集の発行・報告会を開催しました。 

第 1 層協議体である「絆まるっとプロジェクト」では，全

村域における課題の把握や社会資源開発に向けた検討を行

いました。第２層協議体はモデル地域での設置，第３層協議

体は未設置に留まったものの，「ほっとけないシート」の導

入等に合わせて地域へアウトリーチしつつ，地域生活課題発

見の視点を住民と共有する仕組みの構築を推進しました。ま

た，住民の発見力を高めるための職員による寸劇（出前講座）

を開始しました。 

また，ニーズ解決のひとつとしてひきこもりがちな方への

内職等の多様な働き方を提案できる仕組みを企業と連携し

ながら推進しました。 

 

【平成３１（令和元）年度】 

総合的な生活支援体制の構築に向けて，「東海村“つながる” 

サミット」や多職種連携・関係づくり強化促進のための「ケ

ースカンファレンス研修会」を開催しました。また，民生委

員・児童委員へ「地域での支援が困難な方に関する調査」を

実施し，潜在的な課題の把握やアウトリーチを行いました。 

行政に対する働きかけとして，行政職員を対象とした庁内

連携推進通知を主管課である福祉総務課から出すとともに，

平成 30 年度に引き続いて行政内部研修を実施し，庁内連携

の強化を図りました。 

さらに「絆まるっとプロジェクト」では，住民の“足”問題

について継続的に協議をしました。第 2 層協議体の設置は 3

地区に増え，引き続きほっとけないシートも活用しながら，

住民の抱えるさまざまな生活課題を早期発見し，多職種連

携・協働しながら地域で支えあえる仕組みをさらにおしすす

めました。 

▲多機関連携の事例集完成報告会 

▲在宅での内職に取り組んでいる様子 

▲ケースカンファレンス研修会 

▲ほっとけないシートの説明 
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【令和２年度（上半期）】 

新型コロナウイルスの影響を受け，新たな生活様式下での

ニーズキャッチや相談支援のあり方を検討しました。多様な

媒体による継続的なニーズの吸い上げ方法のひとつとして

LINE 公式アカウントを開設し，誰もが相談しやすい環境の

整備を行いました。 

「絆まるっとプロジェクト」では，コロナ禍において住民

が直面している課題等の情報を共有しました。第 2・３層協

議体の設置においては地域住民同士が集うことが困難であ

る状況が続いていたため，地域とのつながりを切らさないよ

う適宜コミセン職員等への情報提供・意見交換を継続的に行

いました。  

 

 

 

５．達成目標（当初）の達成状況［現段階での評価］ 

《多機関の協働による包括的支援体制構築事業》 

⚫ 行政内部および多機関との連携を意識した支援については，適宜東海村との協議を

進めながら，各種研修会の実施や各種ケースにおける連携を深め，地域共生社会の

実現に向けた取り組みを着実に進めることができました。 

⚫ 「ほっとけないシート」を活用して，地域から挙げられたケースに対して，地域住

民や関係機関と協働しながら支援を展開し，住民の気づきの視点や助け合いの意識

の醸成を図りました。 

 

《地域支え合い体制整備事業》 

⚫ 「絆まるっとプロジェクト」においては，社会情勢に合わせた課題の吸い上げや社

会資源開発に向けた検討を継続して実施しています。 

⚫ 第 2 層協議体は 3 地区，第３層協議体は２か所で設置され，着実に設置が進んでい

るほか，各地区におけるニーズ調査や支え合いコーディネーターのバックアップに

より，活動の充実や深化が見られました。 

⚫ 地域における居場所をまとめた「支え合い資源マップ」を作成しました。 

⚫ 住民座談会を通じて地域ごとに吸い上げた地域の資源や課題を整理し，各々の地域

の実情に合わせたコーディネート（地域内人材リストの整備や地域支え合い活動等

の資源開発）を継続的に展開しました。 

▲コロナ禍での「絆まるっとプロジェクト」 
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６．達成目標（当初）の見直し 

《多機関の協働による包括的支援体制構築事業》 

⚫ 東海村と協議の上，福祉部をはじめとする全ての部署との連携し，生活課題を抱え

る方（世帯）が適切な相談支援機関につながる仕組みを構築します。 

⚫ 重層的支援体制整備事業※への移行を鑑みつつ，「断らない相談支援」「参加支援」

「地域づくりに向けた支援」を一体的に進めます。併せて，複合的な地域生活課題

を抱える世帯の相談を包括的に受け止め，本人を中心とした伴走型支援を行いつつ，

支え・支えられる関係を越えてつながり続けることのできる地域共生社会の実現に

向けた体制を整備します。 

⚫ 社協内部においてもセンター・係間で活発に議論を進める体制を整え，相互連携・

協働の推進を図ります。 

 

※重層的支援体制整備事業 

…市町村において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する断らない包括

的な支援体制を整備するため、①相談支援（包括的相談支援事業、多機関協働事業、

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業）、②参加支援事業、③地域づくり事業を一

体的に実施する事業。 

 

《地域支え合い体制整備事業》 

⚫ 「絆まるっとプロジェクト」を活性化し，新たな社会資源開発やネットワークの重

層化を図ります。 

⚫ 地域における活動状況や地域特性を踏まえながら，第 2・３層協議体の整備を進め，

地域のコミュニティを基礎としたニーズキャッチ，相談機能，地域支え合い活動調

整などの仕組みを強化します。 

⚫ 地域資源やニーズ調査結果をデータとして整理し，地域単位でのコーディネートや

課題共有・資源開発などに活用します。 

 

７．達成目標（見直し）の実現に向けた具体的な取り組み 

《多機関の協働による包括的支援体制構築事業》 

⚫ 専門職同士のネットワークをさらに強化するとともに，より専門的な分野に特化し

て協議するため，多機関の専門職で構成される新たな協議体の設置を検討します。 

⚫ 社協内部の相互連携を促進するため，センター・係を越えたチームで協議する機会

を拡充します。 
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⚫ 重層的支援体制整備事業の受託に向けて，行政に働きかけるとともに，多機関・多

職種との連携を強化します。 

 

《地域支え合い体制整備事業》 

⚫ 第 2 層協議体の整備を進めながら，地域の実情を踏まえて，第３層協議体の先行設

置も検討していきます。 

⚫ 開発した支え合い資源マップやこれまで把握してきた地域の資源を活用する方法を

検討しながら，地域支え合い活動の活性化を促します。 

⚫ 地区社協活動をはじめとした地縁的なボランティア活動と連携を図りながら，小地

域単位でのニーズキャッチ・コーディネート機能の充実を図ります。 
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第３次東海村社会福祉協議会発展・強化計画【見直し】 

 

 

 

第２章 

東海村社会福祉協議会 

発展・強化計画の取り組みと評価 
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第 3 次東海村社会福祉協議会発展強化計画の効果と課題【中間報告】 

 

経営目標Ⅰ 社協の総合力を生かした自律的組織の確立 

効 果 

⚫ 理事会・評議員会の運営のあり方等について，法人運営強化検討委員会で

協議し，一定の方向性を示すことができました。 

⚫ 人材育成基本方針や職員採用適正化計画の改定を行い，人事評価制度を基

軸に，長期的な視点で人材を育成していく視座を持つことができました。 

⚫ コロナ禍における災害対応や災害ボランティアセンターの設置に関して

指針を定め，平常時及び感染拡大下でも対応できるよう準備しました。 

⚫ 企画経営会議や地域福祉活動計画の評価過程において，部署を超えて話し

合える環境を整えたととともに議論しながら意思決定を行う素地が整い

ました。 

⚫ 各種 SNS を開設し，コロナ禍においてもスピーディーかつ正確に情報を

伝達することができました。 

課 題 

⚫ 理事会・評議員会においては，法人運営強化検討委員会の答申を踏まえて，

具体的な人選，会議の運用等を定め，機動力のある理事会・評議員会を運

用していく必要があります。 

⚫ 人材育成基本方針を職員一人ひとりに浸透させ，人事評価と連動しながら

より効果的に人材の育成を図る必要があります。そのためにも，人事評価

の考課者に対する再研修や評価基準の再考も必要になっています。 

⚫ 第 5 次東海村地域福祉活動計画を見据えて，目まぐるしく変わる福祉施策

に注視しつつ，東海村社協として取り組むべきニーズを見極め，戦略的か

つ着実な計画を策定する必要があります。 
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経営目標Ⅱ 住民や関係機関・団体からの理解と協力に基づく 

安定した経営基盤の確立 

効 果 

⚫ 基金や会費等の自主財源の使途や運用について，明確化かつ有効に活用す

るため，「寄付財源と使途・広報を考えるワーキングチーム」で協議し，組

織の方針を決定しました。 

⚫ 使途の明確化や有効な活用の他，広報の方法も検討し住民に対して社協の

自主財源の活用方法を周知したにより，社協会費や基金等に効果が現れて

います。新型コロナの影響により法人会費の件数がコロナ禍以前に比べ大

幅に減少（29 件減）したにもかかわらず，一般等その他の件数が増加した

ことにより，会費総額は微減（約 5％の減）で収まっています。また，2020

年度の明日への架け橋基金と善意銀行の総額については，大口の寄付を除

いた額で例年の約 1.5 倍増額しています。 

⚫ 東海村総合福祉センター「絆」の利用人数については，2020 年度は新型コ

ロナの影響による臨時休館対応により激減しましたが，2019 年度 1 月ま

では例年と同等の推移となっています。 

⚫ 2018 年度に本センター利用者に対して，アンケートを実施し，集計後，総

合福祉センター運営協議会で協議しました。アンケートを基に環境整備や

運営面の改善を図り，利用者ニーズに沿った運営に繋げました。 

課 題 

⚫ 現在保有している財源の使途等を整理・明確化し，公的財源や自主財源の

適正な支出管理を踏まえて，将来を見据えた財源運用管理の戦略を検討す

る必要があります。 

⚫ 福祉の拠点としてさらに幅広い活動を支援していくため，事業やイベント

等一時的な活動に限らず，住民同士の交流や福祉情報の共有ができる仕組

みづくりと新型コロナウィルス等の感染症対策を踏まえた環境整備を進

めていく必要があります。 

⚫ アンケート調査の未改善部分については，新型コロナ感染対策も考慮しつ

つ，協議・改善を継続します。またアンケート調査等のフィードバック方

法についても，福祉情報の共有できる仕組みづくりと合わせて，検討して

いきます。 
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第３次東海村社会福祉協議会発展・強化計画【見直し】 

 

 

 

第４章 実施計画 
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経営目標 
Ⅰ．社協の総合力を生かした自律的組織の確立 

 

 

経営戦略 
① 全ての役職員がそれぞれ備えている専門性を生かし連携・協働することで、組織とし

ての総合力を強化するとともに、自律的な組織運営を行います。 

② 社協組織の一員として、地域住民の生活を総合的に支援できる人材（財）育成を行

い、住民とともに築く福祉コミュニティの実現を目指します。 

③ さまざまな広報手段により、必要な情報を必要な人に発信するとともに、地域住民の

福祉意識の醸成を図るための提言を行います。 

④ 地域住民とともに地域福祉活動計画を策定し、住民参加による評価を得て、地域福祉

を着実に実行します。 

 

 

実施計画 
事業 NO. 基本目標 基本計画 事業名 

29 Ⅰ ① 【統合】理事会・評議員会の運営 

30 Ⅰ ① 災害時対応体制整備事業 

31 Ⅰ ② 【改善】職員研修事業 

32 Ⅰ ③ 広報啓発推進事業 

33 Ⅰ ④ 東海村地域福祉活動計画の策定・推進 
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事業名

事業概要

事業目的

圏域ごとの
ねらい・
働きかけ

現状と課題

計画終了時
の達成目標

連携・協働する
社会資源

委員や住民など
からの事業に対

する
想いや意見

実施 実施

　理事の所属団体との有機的な関係により，地域の中で求められる社会福祉法
人としての機能を発揮することを期待します。

※ガバナンス
　組織を統治すること（統治能力），またそのための体制や方法。健全で公正な組織運営が行われるように経営を監視
する仕組みのことをいう。

評議員会，理事および監事が所属する関係団体

年次計画

2018年度
（1年次）

2019年度
（2年次）

2020年度
（3年次）

2021年度
（4年次）

2022年度
（5年次）

実施 実施 見直し

具体的な
推進方法

社会福祉施設，社
会福祉に関係のあ
る団体との情報共
有・福祉ニーズ把
握，活動における
連携・協働

地区社協・地区自
治会などとの情報
共有・福祉ニーズ
把握，活動におけ
る連携・協働

自治会などとの情
報共有・福祉ニー
ズ把握，活動にお
ける連携・協働

・理事会に職員や各委員会から課題や検討すべき議題が提起され，活発に議論
が展開される理事会を運営します。
・理事会と評議員会が一定の緊張関係をもち，評議員会が議決機関として正確
に決断できる体制を構築します。

・村社協の現状や課題，企画経営会議での重要施策などについて理事会に積極
的に提案し，情報共有や協議を行い，理事が所属する団体などとの連携・協働
につなぎます。
・理事が各委員会に参画することで課題等を把握するとともに，議論の内容を理
事会にフィードバックすることで，理事会の活性化を図ります。
・監事の参画を増やすことで，組織のガバナンス強化を図ります。
・コンパクト化した評議員会においては，議論の方法や資料の出し方を工夫し，
より議論が活発化するよう工夫します。

理事会・評議員会の運営
事業No.

事業分類
29

1-①

・法人運営強化検討委員会での議論を経て，理事・評議員会のあり方・定数等に
対し，一定の方向性を示すことができました。
・法人運営強化検討委員会の答申結果を踏まえて，これまで以上に機動力のあ
る理事会・評議員会を運用するための工夫が求められます。

　理事会は，村社協の事業方針や事業計画などの重要事項について検討・協議
を行う執行機関です。評議員会は，理事会で検討・協議された村社協の事業方
針や事業計画の決定，役員の選任・解任等，重要事項について議決を行う機関
です。

　村社協の高い公益性や住民ニーズ基本の原則を踏まえ，住民代表からなる理
事・評議員でそれぞれ構成されています。いずれの会も多くの住民ニーズを吸い
上げ，地域生活課題を解決する話合いや組織のガバナンス強化の場とすること
を目的に設置しています。

事業展開
範囲（圏域）

第1層圏域
（村内全域）

第2層圏域
（小学校区）

第3層圏域
（自治会）

第4層圏域
（班・個人）
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事業名

事業概要

事業目的

圏域ごとの
ねらい・
働きかけ

現状と課題

計画終了時
の達成目標

連携・協働する
社会資源

委員や住民など
からの事業に対

する
想いや意見

職員研修事業
事業No.

事業分類
31

1-②

職員一人ひとりの中長期的な能力開発や専門職としての資質向上を図ることは，人材の
育成・確保（定着化）のみならず組織力強化にも関わるものです。組織内の風通しを良く
しつつ，職員が未来展望を描くことができる組織づくりを目指すため，令和2年度改定し
た「人材育成基本方針」を基に目指すべき職員像・組織像の意識統一とその実現を図る
ことや，既に運用している「人事評価制度」をより有意義な人材育成の仕組みとなるよう
改善を図る必要があります。

　「人材育成基本方針」が定める，村社協において目指すべき職員像・組織像の実現に
向けて，各施策に取組みます。また，研修ニーズに基づき，職員研修計画を策定・実施
します。

「人材育成基本方針」を基盤とした人材育成が目的です。職員に対してOJTやOFF-JT，
SDSを推進し，職員一人ひとりの専門性の確立や村社協の理念を実現するために必要
な能力・技術の向上を目指します。

事業展開
範囲（圏域）

第1層圏域
（村内全域）

第2層圏域
（小学校区）

第3層圏域
（自治会）

第4層圏域
（班・個人）

とその実現を図ります。
・ 職員個人と組織の研修ニーズに即してOJT・OFF-JT・SDSを一体的に推進し，職員の
能力・資質向上を目指します。
・「人事評価制度」を人材育成のための仕組みとして捉え直し，評価体制や記録管理方
法を改善します。

実施 実施 見直し

具体的な
推進方法

取組みの内容を丁寧に説明します。

行います。

実施 実施

　計画的な職員育成に力を入れていることは，大変素晴らしいことだと思います。研修を
受けて終わりとせず，職員の求める職員像と職員自身が描く自分を折々で照らし合わせ
ながら，より村民に愛される社協職員を目指してください。

※OJT
　オン・ザ・ジョブ・トレーニングの略。職務を通じての研修。

※OFF-JT
　オフ・ザ・ジョブ・トレーニングの略。職務を離れての研修。

※SDS
　セルフ・ディベロップメント・システムの略。自己啓発支援制度。

全社協，茨城県社協，東海村

年次計画

2018年度
（1年次）

2019年度
（2年次）

2020年度
（3年次）

2021年度
（4年次）

2022年度
（5年次）
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第３次東海村社会福祉協議会発展・強化計画【見直し】 

 

 

 

第５章 重点施策 
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第 3 次東海村社会福祉協議会発展・強化計画重点事業の効果と課題【中間報告】  

 

 

重点事業５ 職員研修事業 

効 果 

⚫ キャリアパスに関する情報収集と先進地視察研修を実施し，制度導入に向

けての課題を確認できました。 

⚫ 人材育成基本方針の見直しを行い，これまでの課題と改善に向けた取組み

を明確化しました。 

⚫ 職員の自発的な研修や資格取得を支援するため，自主研修助成要項を改正

したことにより，より多くの職員が助成を活用できるようになりました。 

課 題 

⚫ 既に導入している人事評価制度の課題解決および人材育成基本方針に対

する組織内の意識統一を優先的に行う必要があります。 

⚫ 福祉業界においては，人材の育成・確保（定着化）および組織価値の向上

が求められています。本会でも人材育成・人材配置を連動させ，組織の社

会的価値を高める仕組みを導入する必要性が高まっています。管理職や係

長級が中心となり，適正な人事管理および中長期的な人材育成のあり方を

検討する必要があります。 
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重点事業６ 理事会・評議員会の運営強化 

効 果 

⚫ 法人運営強化検討委員会の設置及び委員会内での議論を踏まえ，理事・評

議員会のあり方・定数等に対し，一定の方向性を示すことができました。 

⚫ 専門委員会の設置については，法人運営強化検討委員会の議論の中で，部

会と委員会の違いの明確化を図り，ニーズに応じて設置していく必要性を

確認することができました。 

⚫ 令和 3 年度からの方向性として，理事の各委員会への参画が示されたこと

から，理事がこれまで以上に社協事業を知る機会が増え，主体的な議論が

期待できるようになりました。 

課 題 

⚫ 理事会・評議員会においては，法人運営強化検討委員会の答申を踏まえて，

具体的な人選，会議の運用等を定め，機動力のある理事会・評議員会を運

用していく必要があります。 

⚫ ニーズ発生時に部会，委員会を迅速に立ち上げられるよう体制を整えてお

くことが求められます。 

⚫ 法人運営強化検討委員会の答申に示されているように，常任理事会のよう

なよりコンパクトな会議体のあり方を検討する必要があります。 
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組織基盤及び人材育成強化を具現化するための基幹的事業① 

 

職員研修事業 

 

１．事業の概要 

   村社協における独自研修および外部研修への参加を実施しています。独自研修は，福

祉専門職の資質を高めるものから住民とのコミュニケーション能力向上のための研修

など，多岐にわたります。また，これまで蓄積した人材バンク情報を活用した職員研修

の企画を行います。外部研修は，職員一人ひとりの課題に応じて必要とされる研修への

参加を実施しています。 

 

２．スキーム図の解説 

   第４次東海村地域福祉活動計画の推進に向けて，組織力強化と人材育成は重要なポイ

ントです。そこで，組織におけるキャリアアップの枠組みを描き，職員一人ひとりの中

長期的な能力開発および専門職としての資質向上に取組むために，キャリアパスの構築

を目指します。 

   キャリアパスにおいては，人材育成基本方針とキャリアパスフレーム（等級制度）に

基づきキャリアパス面談を行います。面談では，職員と上司が話合いを通じて，①中長

期の個人目標，②年間目標，③研修計画を設定し，定期的な振返りを行うことで，職員

が組織における未来展望を描きながら自己の成長を図れるようにします。また，職員研

修計画（年間）の策定・実施と自己啓発支援制度（SDS）の周知・活用を図り，職員の

目標達成を組織的に支援します。 

   なお，キャリアパスと人事評価制度を連動は不可欠であり，人事評価を通じて，職員

が自己の成長を業務に生かしながら自己啓発に励む姿勢を育みます。 

 

３．計画終了時の達成目標（当初） 

⚫ 所属長を中心に OJT を推進し，組織内での人材育成力を強化します。 

⚫ 生涯研修計画（キャリアパス）に基づいた研修計画を策定し実施します。 
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４．事業の経過 

   

【平成３０年度】 

   上半期はキャリアパスに関する情報収集を行い，キャリアパスの在り方について担当

係内で協議を行いました。キャリアパスの基礎となる「役割体系図」「役割基準書」の

原案を作成しました。 

下半期は，キャリアパスに取り組む５つの社協に電話で聞き取りを行い，また本格的

にキャリアパスを導入している２つの社協（豊岡市社協と甲賀市社協）を視察し，その

運用方法や効果を確認しました。併せて，職員が望むキャリアパスの在り方を検討する

ため，正規職員及び嘱託職員を対象にアンケート調査を実施しました。 

翌年度に向けては，職員全員がキャリアパスの目的を理解した上で導入できるよう，

情報共有を徹底しながら制度構築を進めていくため，アンケート結果のフィードバック

及び今後の職場の在り方や働き方の話し合いの場「未来会議」を企画しました。 

 

【平成３１（令和元）年度】 

   上半期はキャリアパスの構築や「未来会議」を実施することはできませんでしたが，

より良い組織づくりを進めるために「ハラスメント防止研修」や「組織マネジメント研

修」を開催しました。 

   下半期に改めて「チームワーク」「コミュニケーション」をテーマとしたワークショ

ップ形式の「未来会議」の実施を検討しましたが，他の内部研修を優先したため年度内

の実施は見送りました。 

   翌年度に向けては，組織づくりのための研修を進めていく中で，平成３０年度の視察

で得た知見を踏まえ，本会におけるキャリアパスの導入は時期尚早であり，まずは組織

内の風通しを良くしつつ，職員が未来展望を描くことができる組織づくりが必要である

との判断がなされ，『人材育成基本方針』並びに『人事評価制度』の見直しを行うこと

になりました。 

 

【令和２年度（上半期）】 

   キャリアパスという新たな制度の導入は見送り，既に運用している方針や制度の改

善・周知に向けて，現在は，地域福祉活動計画の組織基盤強化ワーキングチームにおい

て，『人材育成基本方針』の第一次改定作業を進めています。併せて，『人事評価制度』

をより有意義な仕組みとするための見直しを行っています。 
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５．達成目標（当初）の達成状況［現段階での評価］ 

⚫ OJT の推進については，外部研修を活用し，係長１年目の職員が「OJT スキルアッ

プ講習会」，係長２年目以上の職員が「スーパービジョン研修」を必ず受講していま

す。 

⚫ 『キャリアパス』の導入に向けては，担当係内での制度設計や先進地視察研修を実

施しましたが，本会での導入は時期尚早との結果になりました。 

 

６．達成目標（当初）の見直し 

⚫ 『人材育成基本方針（第一次改定）』を周知し，目指すべき職員像・組織像の意識統

一とその実現を図ります。 

⚫ 職員個人と組織の研修ニーズに即して OJT・OFF-JT・SDS を一体的に推進し，職

員の能力・資質向上を目指します。 

⚫ 『人事評価制度』を人材育成のための仕組みとして捉え直し，評価体制や記録管理

方法を改善します。 

 

７．達成目標（見直し）の実現に向けた具体的な取り組み 

⚫ 『人材育成基本方針（第一次改定）』を職員全員に配布しつつ，改定の目的や今後の

取組みの内容を丁寧に説明します。 

⚫ 『人材育成基本方針（第一次改定）』に定められた各施策に取組みます。 

⚫ 職員研修計画の策定時は，研修ニーズの把握と所属長との研修情報の共有を着実に

行います。  

⚫ 『人事評価制度』の考課者を対象として，スキルアップ研修を開催します。 

⚫ 中長期的な評価ができるように，『人事評価制度』の単年度評価を蓄積・分析します。 
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組織基盤及び人材育成強化を具現化するための基幹的事業② 

 

理事会・評議員会の運営強化 

 

１．事業の概要 

 《理事会》 

   理事会は，村社協の事業方針や事業計画などの重要事項について，検討・協議を行う

執行機関です。また理事会は，代表理事などの職務のチェック役を担っています。村内

の社会福祉および社会福祉施設の代表者や行政関係者，学識関係者で組織しています。 

 

 《評議員会》 

   評議員会は，理事会にて検討・協議された村社協の事業方針や事業計画の決定，役員

などの選任・解任などの重要事項について議決を行う機関です。各地区自治会や地区社

協の代表，福祉関係団体の代表などといった住民代表者により組織されています。 

 

２．スキーム図の解説 

   2016 年改正社会福祉法において「福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るた

め，社会福祉法人制度について経営組織のガバナンス強化，事業運営の透明性の向上等

の改善を進めるとともに，介護人材の確保を推進するための措置，社会福祉施設職員等

退職手当共済制度の見直しの措置を講ずる」と示され，社会福祉法人としての責任や義

務が法に明確に位置付けられることになりました。 

   それを受け，法人運営（理事会・評議員会）の在り方について検討する場として，(仮

称)組織検討委員会を設置し，会長からの諮問に基づき，理事・監事・評議員の選任や

定数の在り方について検討を行うこととしています。また，(仮称)組織検討委員会の検

討結果によっては，課題に応じた専門員会の設置も構想しています。 

 

３．計画終了時の達成目標（当初） 

 《理事会》 

⚫ 理事会が村社協の経営や事業運営について一層理解を深め，課題などを協議できる

機能や体制を整えます。 

⚫ 業務執行機関として，またインターグループワーク※の機能が発揮できる理事会の

運営を確立します。 
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 《評議員会》 

⚫ 地域における福祉課題や意見を吸い上げる場としての機能や地域情報が共有でき

る機能を評議員会に持たせ，積極的な議論展開を図り，ガバナンス強化のための体

制を確立します。 
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４．事業の経過 

   

【平成３０年度】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成３１（令和元）年度】 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

【令和２年度（上半期）】 

    

 

   

 

 

 

 

（仮称）組織検討委員会としていた会議の名称

を「法人運営強化検討委員会」とし，その所掌事

務や委員会の審議スケジュールについて社協内

部で合意形成を図り，3 月の理事会で説明しまし

た。 

 また，理事会において地域福祉活動計画に位置

付けられている事業の進捗状況や重点施策につ

いて課題や事例をパワーポイントで紹介するな

どし，理事会・評議員会における意見が活性化す

るような工夫を行いました。 

 

11 月に第 1 回法人運営強化検討委員会を開

催し，同日に本会会長から安藤雄太委員長に諮

問しました。さらに 2 月に第 2 回を開催し，村

社協のおける理事会・評議員会のあり方や村社

協組織のガバナンス強化について検討を行いま

した。 

とりわけ，担当理事制についてのメリット・

デメリットについてや，村職員・村議会議員の

「利益相反」関係を中心に議論を交わしました。 

新型コロナウイルスの影響によりスケジュー

ルは遅れつつも，8 月に委員のうち 3 名による

小委員会，10 月に第 3 回委員会，11 月に第 4

回の委員会を経て，12 月 1 日に安藤委員長から

本会会長に答申されました。 

答申内容は，理事・監事・評議員の選任のあ

り方や報酬に対する考え方，部会・委員会の考

え方の整理などです。これを踏まえて，理事会・

評議員会の改革に取り組みます。 
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５．達成目標（当初）の達成状況［現段階での評価］ 

⚫ 法人運営強化検討委員会からの答申を受けて，理事会・評議員会の在り方，定数等

について一定の方向性を示すことができました。 

⚫ 法人運営強化検討委員会の答申結果を理事会・評議員会に提案し，合意を得たため，

具体的な人選や報酬額等を協議し，令和３年 6 月の一斉改選に向けて準備を進める

段階です。 

 

６．達成目標（当初）の見直し 

《理事会・評議員会》※事業統合 

⚫ 理事が村社協の経営や事業運営に主体的に参画できるよう職員とのコミュニケー

ションを活性化させ，課題などを協議できる機能や体制を整えます。 

⚫ 理事が社会的課題や地域ニーズを適切に把握したうえで，理事会に意見を集約でき

る仕組みを構築し，新たなアクションにつなげていきます。 

⚫ 多様な領域から選出された評議員による活発な議論を図れるよう，人数・人選・開

催方法に工夫を凝らし，理事の執行状況を適切に把握の上，助言や意見を吸い上げ

られる体制を整えます。 

 

７．達成目標（見直し）の実現に向けた具体的な取り組み 

⚫ よりコンパクトに議論できる場として常任理事会のような少人数の会議体を検討

し，実施します。 

⚫ 既存の各種委員会へ理事が参画できる仕組みを構築し，各種委員会で発見された住

民ニーズを理事会へ集約できるよう取り組みます。 

⚫ 新たなニーズや地域生活課題が確認された際や村社協の重要な検討事項が発生し

た際は，理事会・評議員会での検討を経て，委員会や部会を設置します。 
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】 

 

第３次東海村社会福祉協議会発展・強化計画【見直し】 

 

 

 

関係資料 
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】　実施計画評価一覧１－①

No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

LINEやケーブルテレビを活用して幅広い年代に活動

内容を情報発信し，新たな担い手の確保につながる

よう働きかけた。

各地区において会議回数の削減や事業等の簡略化な

ど，地域の実情に合わせた活動者への負担軽減を図

り，活動が継続できるよう支援した。

ふれあい食事会や会議に参加した際，「ほっとけな

いシート」の説明をし，地域からのニーズ収集を行

い，必要に応じて支援につなげた。

活動者が課題を発見し，自ら相談につなぐことがで

きるよう，気づきの視点を養うための出前講座（寸

劇形式）を開始し，地域に出向いて実施した。

今後

の

課題

SNSやケーブルテレビなど新たな手法で情報発信を

したが，活動者の増加にはつながらなかった。他事

業と連携し，多方面からアプローチしていく必要が

ある。

新しい年度を迎えるたびに，継続が困難な地域（第3

層圏域）が出始めている。これまでの運営方法の見

直しなどをして負担を軽減し，やりがい感が持てる

よう支援していく。

地域の課題協議を自主的に行っている地域はまだ少

ない。地区社協担当職員が引き続き地域の会議等に

参加し，働きかけていく必要がある。

「ほっとけないシート」の説明を寸劇を交えて行っ

たが，一部の地域や固定された方しかシートを活用

していないため，広く普及させていくことが課題で

ある。

主な

働き

かけ

サロン情報紙を発行し他サロンの活動内容の情報発

信やサロン交流会を開催しサロン同士の交流の機会

の提供を行い，側面的な支援を実施した。また，子

育てサロンの啓発を行い，活動団体の立ち上げ支援

を行った。

今後

の

課題

団体の活動内容・年齢層に合わせた交流会の開催を

検討する。

子どもの成長に伴い子育て系サロンの活動が休止す

る傾向にあるため，つながりを切らさないように必

要な情報の提供を行い，支援する。

主な

働き

かけ

課題発見につながるアプローチとして「ほっとけな

いシート」を作成・普及をした。また，参加者に対

してニーズ調査をするため，はがきを送付した。

手作りの食事にこだわらず，既製品も使用したり，

実施回数を変更するなど，活動者への負担軽減を

図った。

地区社協担当職員がふれあい食事会に参加し，参加

者・活動者のニーズを収集し，必要に応じて訪問し

たり関係機関につないだりした。

寸劇などの出前講座や「ほっとけないシート」の説

明を通して，参加者や活動者が気づきの視点を持っ

て活動できるよう働きかけた。

今後

の

課題

「ほっとけないシート」へ記入して相談する方が少

なく，電話や対面での相談が多い現状がある。その

ため，記入式ではなくカードにするなどあり方や普

及方法を見直し，住民が相談を身近な存在に感じら

れるようアプローチしていく。

活動者の減少や活動存続の危機を迎えている地域も

ある。地域の居場所として活動が継続できるよう，

対象者の見直しや負担軽減につながる支援をしてい

く。

新型コロナウイルスの影響で，再開のめどが立って

いない状況である。そのため，対面型以外での住民

同士のつながりづくりやニーズ把握方法を地域の実

情に合わせて検討していく。

ふれあい食事会が新型コロナウイルスの影響で中止

になっており，住民同士のつながりが希薄になりつ

つある。そのため，新たな支え合い活動に転換でき

るよう支援していく。

主な

働き

かけ

住民座談会全体にかかる調整として，共通テーマの

設定や，各地区における協議内容の報告等，情報共

有を定期的に行ってきた。

各地区担当職員と共に，地区の実情に応じたテーマ

設定や開催後のフォローアップなど，個別に支援を

行った。

今後

の

課題

話し合いで出されたアイディアの具現化までは時間

を要するため，参加住民の達成感につながりづら

い。開催方法やテーマ設定にも工夫が必要である。

フォローアップの実施については，テーマ設定によ

るところもあるが，一部地区での開催に留まるなど

偏りも見られる。全地区への拡大と定着化を図る必

要がある。

当初目標にある小地域単位での開催には至っていな

い。しかし，地域ごとのフォローアップや第3層協議

体など，課題を協議する代替の場ができつつあるの

で，実情に応じた変更が必要。

フォローアップで話し合いが進められている資源

（人材リスト・支え合い活動等）については，各個

人に呼びかけを行い，整備を進めていく。

基本計画

基本目標

基本理念

①　 地域のふれあい・支え合いの関係がさらに深まるよう、地域団体や関係機関などと連携を図りながら、地縁に基づく住民主体の福祉活動を推進します。

１．住民同士が「つながる」「支え合う」「助け合う」地域づくりの推進

かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐまちづくり

開催後のフォローアップを通じて，必要に応じて単位自治会圏域に働きかけを行い，人材リストの整備や

支え合い活動発足等の資源開発支援を行った。

地区社協担当職員とサロンを訪問し，「ほっとけないシート」の説明や寸劇形式によるニーズキャッチの出前講座を実施し，地域のニーズの把握や住民同士の

見守り意識の醸成を図った。

未だ訪問できていないサロン団体もあるため，地区社協担当職員と連携し，気になることや困りごとのニーズの吸い上げや気付きの視点を醸成できるよう支援

する。

1

2

3

4

住民座談会（コ

ミュニティトー

ク）

ふれあい活動推

進事業

ふれあい・いき

いきサロン事業

地区社会福祉協

議会協働事業
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】　実施計画評価一覧１－②

No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

各サービス団体とも周知活動強化し，地区社協等他

団体の活動時での呼びかけや，オープン参加形式の

研修会開催等を行った。

行政と折衝し，一部サービスの委託事業化など，基

盤強化につなげた。

ファーストステップや相談支援等の利用者につい

て，有償サービスの協力会員（支え手）側に回って

もらうなど，他事業との連携に取り組んだ。

「ほっとけないシート」の活用や往復はがきによる

ニーズキャッチなど，個人に対する働きかけを行

い，複数件コーディネートにつなげた。

今後

の

課題

様々な取り組みを行ってきたものの，大きな効果は

得られなかった。セカンドキャリアとしての働きか

けなど，新たな視点での呼びかけが必要である。

対応困難事例や好事例等のケースストックを行い，

情報発信していくことで活動周知につなげていく必

要がある。ストック数が少なく，発信の仕組みが確

立に至っていないことが課題である。

主な

働き

かけ

加盟団体の情報を掲示版やSNS，郵送等で発信し活

動PRができるよう働きかけている。研修会，交流会

だけでなく，国体ボランティアに参加し横断的交流

を図る機会を作った。

今後

の

課題

加盟団体同士の交流の場が研修会，交流会と限られ

ているため新たな交流の機会を検討し，活動PRでき

る場やニーズ共有する機会がもてるよう働きかける

必要がある。

ボランティア連絡協議会や加盟団体が主体的に活動

できるよう事務局として働きかけが必要である。

基本理念 かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐまちづくり

基本目標 １．住民同士が「つながる」「支え合う」「助け合う」地域づくりの推進

基本計画 ②　さまざまな特技や知識を持つボランティア活動者・団体が楽しくやりがいをもって取り組めるよう、活動や運営の支援・調整を行うとともに、つながりの輪を広げる活動を推進します。

5
有償サービス事

業

地区社協や小学校など小学校圏域の団体に対し，活動周知やニーズキャッチに向けた呼びかけなどを行

い，活動につなげる取り組みを行った。

第1層と同じく，様々な周知活動を行うものの新規活動者の獲得には至っていない。しかし，新規利用の面

では新たにつながっており一定の効果もある。定期的に行う仕組みづくりが必要である。

6

ボランティア連

絡協議会支援事

業
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】　実施計画評価一覧１－③

No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

大人向け福祉教育として寸劇を用いた出前講座を始

めたが，今年度は新型コロナウイルスの影響により

地域活動が自粛となったため，幅広い世代を対象に

SNSでの寸劇動画の配信や「LINEはじめて講座」を

実施した。

社協・学校・地域住民の協働で福祉教育推進校研修

会を開催し，多機関連携による福祉教育メニューの

開発に繋げた。

福祉教育推進校と連携し，福祉教育推進校研修会で

開発したメニュー（絵はがき交流，シルバーリハビ

リ体操）を地域住民との交流の場で実践した。今年

度は新型コロナウイルスの影響で例年実施している

疑似体験（アイマスク体験，車椅子体験等）の依頼

が減少したため，地区担当職員・学校職員と共にコ

ロナ禍で実施できる福祉教育メニュー（防災につい

て考えよう）を検討し実践に繋げた。

福祉教育メニューの絵はがき交流を通じて，新たな

地域人材の発掘に繋がった。またSNSを活用し，社

協が主催する講座やボランティアの募集を行い，新

たな人材を発掘した。

住民座談会フォローアップで人材リストの作成に向

けた整備を進めている。

今後

の

課題

幅広い世代を対象にボランティア活動へ参加する

きっかけに繋がるような機会やボランティア体験が

実施できる場を検討し，展開できるよう協議してい

く。

疑似体験や単発体験型の福祉体験出前講座が主と

なっている。単発な体験で終わることなく，学生が

体験で学んだことを地域で生かしていけるような体

験メニューを揃え，他の地区でも実践できるよう，

地域や学校への働きかけや好事例の紹介を行う必要

がある。

現在登録している個人ボランティアや社協主催講座

で把握・育成した新たな人材について，その後の福

祉教育関連講座やボランティア活動に繋げ，活躍の

場を提供・定着させていくことが必要である。

地区社協で作成している人材リストを，学校や地域

の場に繋げていけるよう仕組みづくりを行う。

主な

働き

かけ

有償サービスのボランティア養成講座や新たな講座

を実施し，新規人材の獲得につなげた。LINEやその

他のSNSを活用し，若い世代を中心に情報発信を

行った。また，企業へ社会貢献に関するアンケート

調査を実施し，連携の可能性を探った。

新規ボランティア活動団体の発掘につなげるため，

支え合いコーディネーターや地区社協担当職員と連

携して小学校区域で活動している団体の情報収集を

行い，地域の社会資源の把握を行った。

サロンや支え合い活動団体など，小地域圏域で行わ

れている活動団体に出向き，活動の情報収集やニー

ズ把握を行った。

今後

の

課題

企業へのアンケート結果を踏まえ，企業と連携した

講座の開催や企業からの新規ボランティア獲得につ

なげる。また，SNSなどのデジタルな情報媒体の活

用だけでなく，紙媒体等アナログでの情報発信方法

も強化する必要がある。

社会資源の情報収集を行ったのみでとどまっている

ため，活動者へのアプローチ方法を検討する。ま

た，地区社協などの地域活動団体と連携し，活動の

PR方法や新規人材を獲得するための方法を検討す

る。

小地域圏域の居場所や支え合い・助け合い活動を

SNSやケーブルテレビを通して発信し，既存の活動

者のエンパワメントにつなげたり，一般住民へ周知

することで活動の興味を持つきっかけをつくる。

主な

働き

かけ

ボランティア団体や行政にも働きかけ，多世代交流

ができる新たな体験ブースを設けた。

近隣市町村への視察研修では，障がい者スポーツな

ど障がい者理解につながるさまざまな福祉体験を取

り入れており，当事者との交流・体験ブースが多く

見られ，今後継続していく点と改善すべき点の洗い

出しにつながった。

中高生ボランティアが福祉に関心が持てるきっかけ

となるよう参加団体と調整した。交流や障がい理解

などの場につながり，ボランティア活動を通して，

双方の自己有用感を高められた。

また，隔年開催となるため，フォローアップの一環

として，学生対象の朗読ボランティア養成講座を開

催し，継続的にボランティア活動に参加できる環境

づくりにつなげた。

今後

の

課題

新型コロナウイルスの影響により，次年度に開催延

期となったため，新生活様式に合わせて参加者が安

心・安全に参加できるよう内容を実行委員会にて検

討する。

「福祉共育」の場として，学生だけではなく，現役

世代の方にもボランティア活動に気軽に参加しても

らえるような内容を実行委員会で検討する。

また，新規参加団体獲得に向けたPR方法の仕組みも

併せて検討する。

基本理念 かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐまちづくり

基本目標 １．住民同士が「つながる」「支え合う」「助け合う」地域づくりの推進

基本計画 ③　多くの人が助け合い活動に関心を持ち、活動を始めるきっかけとなるよう、全世代の地域住民を対象に社会資源を生かした「福祉共育」を行い、継続的な人材育成を推進します。

7
福祉教育推進事

業

8
地域活動者人材

発掘・育成事業

9
ふれあい福祉ま

つり支援事業
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No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

新たな募金手段として「寄付つき商品」を企画し，

趣旨に対して賛同を得た商店と協働しながら募金の

協力を呼びかけた。

共同募金をより地域に開かれた募金とするため，助

成団体を公募する『赤い羽根こころつなぐ助成事

業』を開始した。

『育児用品交換会』を開催し，物品の譲り合いを通

して助け合い・支え合いの気持ちを広めた。

毎年9月から10月にかけて，村内全ての小中学校で児

童・生徒を対象とした『ありがとう運動』を実施し

た。お昼の校内放送や全校集会，総合の時間を活用

して，共同募金の説明とありがとうメッセージの伝

達を行った。一部の学校には助成を受けた団体の代

表者と共に訪問した。

毎年８月に自治会長・直送組合長を対象としたアン

ケート調査を実施し，戸別募金に対する意見聴取を

行った。

毎年９月に自治会員や募金ボランティアを対象とし

た『募金ボランティア研修会』を開催し，共同募金

の目的と使いみちの説明を行った。

街頭募金活動の際は助成を受けている団体のほかに

中学校や高校からもボランティアを募り，子どもか

ら大人まで多くの人から参加協力を得た。また，共

同募金の使いみちを広く周知するため，広報誌「赤

い羽根だより」を作成し，全戸配布した。

今後

の

課題

「寄付つき商品」を通じて共同募金を身近な募金と

感じてもらえるように，より多くの商店に協力を働

きかける。

『赤い羽根こころつなぐ助成事業』に係る助成審査

を様々な角度・視点から公正に行えるように，地域

住民で構成する審査委員会を設置する。

『ありがとう運動』を社協職員のみで実施するので

はなく，助成を受けた団体が直接子ども達に「あり

がとう」を伝えられるような仕組みを検討する。

共同募金に関心を持ってもらうことを目的に，小学

生の夏休みの課題選択の一つとして共同募金運動期

間中に使用するポスターや募金箱の作成を組み込め

ないか，東海村教育委員会に働きかける。

募金の取りまとめに関しては各自治会・直送組合と

の連携が図れているが，募金の使いみちに関しては

周知が不十分な点がある。募金を依頼するだけでな

く，年４回行われている自治会長連絡会での事業報

告や４月の総会時期に合わせた広報活動を検討す

る。

新型コロナウイルスの影響により街頭募金活動は縮

小傾向にあるが，感染予防対策を徹底しながら参加

協力を働きかける。また，広報誌だけでなくホーム

ページやSNSも活用して広報活動を行い，地域住民

の共同募金への理解と協力を広める。

10
赤い羽根共同募

金事業
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】　実施計画評価一覧１－④

No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

情報バンク機能を明確化し，整備に向けた取り組み

を開始した。

企業向けのボランティア協力に関するアンケート実

施など，様々な団体を把握する取り組みを行った。

公式LINE運用など，新たな情報メディアの活用など

を開始。登録団体の活動動画紹介や助成情報の提供

など情報発信の幅を広げた。また，ボランティア情

報掲示板を作成し，アナログな媒体での情報発信も

行った。

小学校区を圏域として活動する各団体の情報を収集

し，新たにボランティア活動を担える社会資源をの

把握に努めた。

地区社協が整備する人材リストをフォローし，ボラ

ンティア活動者情報の把握拡大につなげた。

地域のニーズキャッチを促進すべく，地区社協の単

位自治会圏域での活動中心に，寸劇等の出前講座研

修や出張相談を強化してきた。

地域支え合い体制整備事業と絡め，「ほっとけない

シート」やはがき安否確認等，個別ニーズをキャッ

チする活動を強化してきた。必要に応じて有償サー

ビスやボランティア活動につなぐなどの体制を整え

た。

今後

の

課題

企業等の情報把握やLINE運用などを行ってきたが，

情報の把握や発信のみに留まってきた。これらをボ

ランティアコーディネートに活用するための新たな

仕組みづくりが必要。

情報把握を行ったものの，その後の福祉分野におけ

る活動啓発については未定のままである。把握した

団体をつなぐための新たな仕組みづくりが課題であ

る。

小地域で活動する団体の情報把握はまだまだ少ない

のが現状。把握した活動情報の整理や活用方法につ

いても考えていく必要がある。

ニーズキャッチした生活課題をうまくマッチングで

きた好事例はまだまだ少ないのが現状。また，依然

として対応困難な事例もある。ニーズキャッチと

コーディネートの前線基地となるセンター運営が求

められる。

基本計画 ④　東海村における“共助のまちづくり”を推進し、社協組織内の情報共有の強化を図るとともに、地域のあらゆる社会資源の情報収集・連携機能を充実させます。

11

ボランティア・

市民活動セン

ター事業

基本理念 かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐまちづくり

基本目標 １．住民同士が「つながる」「支え合う」「助け合う」地域づくりの推進
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】　実施計画評価一覧２－①

No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

社協内各係や村内関係機関と情報共有すると共に，館内に乳

幼児の作品や写真を展示し活動内容の報告を行った。また，

村内関係機関へ広報誌等配布の依頼を行い，新しい情報を常

にSNS等で周知を行っている。

今後

の

課題

常に感染症予防を徹底し，安心・安全で気軽に来館

できるよう努める。また，村内関係機関との連携を

さらに強化，養育者同士が情報交換できる環境作り

が必要である。

主な

働き

かけ

各関係機関と連携を密に行い情報共有を図ってい

る。また，子どもたちとふれ合いながら支援を行う

ことにより養育者と日常的な相談を受けやすい環境

を作ることができた。

今後

の

課題

利用者の低年齢化を考慮し，規模を縮小した事業の

やり方を工夫しなければならない。また，家庭でも

遊びなどの活動が出来るよう動画配信などを活用し

た方法に変更していく。

主な

働き

かけ

今後

の

課題

主な

働き

かけ

保護者と課題を共有し，保護者の意向を取り入れた

個別支援計画を作成している。

提携医や，病院のワーカーとも連携を図り，医療が

必要な児童を医療機関に繋げている。

入園を迎える児童について，幼稚園に情報提供を

行っている。

幼稚園を訪問し，幼稚園での様子や課題を確認した

うえで，夏休み中の支援につないでいる。

今後

の

課題

保護者の受容が難しい場合や，医療ネグレクトに近

い状況の親子など，適切に医療に繋げていく必要が

ある。

幼稚園が統合する予定があり，保護者からは不安の

声が聞かれているため，子育て支援課や幼稚園と連

携を強め，情報共有していく必要がある。

14

育児支援講座

「いっしょにあ

そぼう」

季節を感じられる遊びのほか，お正月，クリスマスなど伝統的な行事に向けて同年齢の乳幼児が一緒に制作をしたり，作った凧をグランドで上げたりして楽しさを共感することができた。また，養育者同士で情報

交換ができる時間を増加し，子育てについての不安などを共感することができた。

令和2年度は講座中止となったがSNS等で児童センターの情報を発信した。また，アンケートを行い家庭での様子を把握し，必要と思った家庭には連絡を取り状況を確認した。

更に講座定期便により制作キットを送付し家族で作ったり遊んだりする楽しさを味わい，親子の関わりを持てるようにした。

低年齢化と幼稚園等の入園児の増加などにより，講座開催について募集の時期，講座の在り方，人数などの見直しを行う。また，講座について広報紙や社協HPなどで周知を行い，養育者が講座に参加しやすい雰囲

気作りを進めると共に情報発信を続けていく。

講座終了後も子ども同士，保護者同士が気軽に楽しく過ごせる場を提供し来館しやすい環境を整える。

15
児童発達支援事

業

必要に応じて母子分離での支援を行い，保護者の負担を軽減している。

定期的にミニ講話を行い，保護者への情報提供や不安解消を図っている。

多問題世帯でありながら，つくし教室としかつながりがない世帯もあるため，保護者との信頼関係を維持

し，より寄り添った支援が求められている。

12
児童センター管

理運営事業

地区社協と協力して各地域のコミセンを利用した小学生の事業を行い，地域の事業に参加しやすいきっかけを作った。また，東海高校にもボランティアを依頼

し小学生の講座に協力を得た。乳幼児支援に関しては，年齢に合わせた遊びを取り入れ親子が楽しめる活動内容を行った。さらに養育者向けの事業を展開しな

がら，事業終了後アンケートを実施し，結果を踏まえ次回開催に向けて内容の充実を図った。

悩み事などを傾聴し養育者に寄り添い，状況に応じた不安の解消を図っている。

養育者へのアプローチに関しては関係機関へ広報紙等の配布を継続し，新生活様式に合わせた利用方法での周知徹底に努める。また引き続き児童センターの事

業の写真を掲示する等活動内容を「見える化」しながら，誰もが来所しやすい環境を整える。

感染症予防に努めながら利用児の健全育成活動を拡げる。また，専門分野に特化した講師を依頼し研修会を実施する。

毎月避難訓練を実施し，常に改善しながら災害に備えているが，不審者や侵入者への防犯対策の強化も必要である。

13
育児支援・相談

事業

主任児童委員，子育て支援コーディネーターと共有した情報のもと，発達等子育てについて思いや悩みに寄り添った声掛け等の支援に努め，記録を記載する場

合は記入の仕方を改善し，職員間の情報共有の円滑化を図った。

安心・安全・感染症予防を徹底した環境の中で来館した親子が楽しく過ごせる遊びの提案や声掛けをしながら支援を行っている。

土曜日など父子での利用に関しても積極的に声をかけ，乳幼児が父親と遊びやすい環境を提供している。

養育者と築き上げた信頼関係を基盤に，子育てについて共感しながら，より会話の中で相談しやすい環境整備を進めていくとともに，職員が全員参加出来る打

ち合わせを開催，連携を密にし情報共有を図りながら円滑な相談が出来るようにしていく。

多種多様にわたる相談に応じられるよう引き続き村内外の情報を集め，さらに来館者へ情報提供していけるよう努めていく。

基本理念 かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐまちづくり

基本目標 ２．一人ひとりの想いを尊重する地域生活支援の充実

基本計画 ①　子育て世帯が心身ともに豊かに夢や希望を持って生活できるよう環境を整え、地域ぐるみで支援していきます。
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】　実施計画評価一覧２－②

No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

協働する関係機関として地域包括支援センターや社

協内各係との情報提供，情報共有，支援協力を得る

ことができた。利用者だけでなく，その家族も含め

た包括的な支援体制を構築できた。

地域で生活をする上で生活支援サービスが必要であ

るが，制度だけで賄うことは難しいため，ボラン

ティア団体（はーとろーど，はーとふる等）の協力

を得て，社協内各係との連携を図りながら支援を

行っている。

介護の相談窓口としての周知を図り，気兼ねなく相

談できる体制を整えた。独居，高齢者世帯など，家

族構成も複雑多様化してきており，介護サービスの

介入のみならず，医療機関や社協内各係との調整を

図っている。

利用者の目線に立って，生活課題を捉えることがで

きている。制度，介護保険サービスの利用だけに留

まらず，地域住民や商店への働きかけを行い，利用

者の見守りに協力を得ることができている。

今後

の

課題

個別に対応するケースでありながらも，それは地域

全体の課題でもあることが多いことから，主任介護

支援専門員協議会などの情報共有の場を通じて，地

域課題を共有し，ネットワーク強化を図っていく。

生活支援ニーズの掘り起こしを行い，課題を精査す

る必要がある。生活支援のサービスを必要としてい

る利用者と地域資源や人材のすり合わせを行ってい

く。情報共有を図り，連携強化していく。

介護相談の対応を図りながら，介護保険サービス利

用に至るケースが主である。介護保険制度上の担当

者として受け持つことのできる上限があることか

ら，適切な人員体制の確保が必要である。

利用者ニーズに応じたサービスが活用できるよう，

情報収集を行い，インフォーマルサービスの働きか

けを活発化していく。地域住民の協力，見守りな

ど，利用者と担い手を結びつける役割を果たしてい

く。

主な

働き

かけ

サービス管理責任者と密に連携し，利用者の状況把

握に努めている。また，障がい福祉課に適宜情報提

供を行い，連携強化に努めている。

村立小学校や特別支援学校へ訪問し，学校での教諭

とのやり取りや学習を間近で見ることで，現在の状

況を確認し，今後の計画に反映できるように努めて

いる。

今後

の

課題

引き続き行政や関係機関との連携を強化し，情報の

共有に努める。

小学校等との情報共有や連携強化を図るとともに家

族の意向を踏まえて計画に反映させるように努め

る。

主な

働き

かけ

外・内部研修への参加や作業療法士との意見交換等

も実施した。また，各利用者への生活リハビリの提

供に努め，専門職の意見や研修を行うことで支援や

個別支援計画に反映した。

地域交流を目的として村内児童施設や高齢者施設で

の音楽交流の実施や，近隣コミセンで行われている

サロンへ参加した。また，読み聞かせボランティア

や調理実習時のボランティア等来所での交流も図っ

た。

今後

の

課題

自宅とセンター・リハビリ専門職での対応を統一

し，身体機能の維持向上が図り切れ目のない支援に

努める。

感染症対策の強化を図り，少人数での交流活動や地

域交流を実施する。

主な

働き

かけ

社協だよりにて，点字サークルや朗読ボランティア

などの活動紹介を絡めた記事を掲載。広報紙を用い

て定期的に新規利用者・活動者の獲得に向けた情報

を発信した。

チラシによる利用案内を行った。公共施設のみでな

く，眼科等医療機関にも置いてもらうなど配置場所

も拡大して行っている。

朗読・点字，それぞれのボランティア養成講座を実

施し，受講修了者を新規活動者につないだ。また，

講座以外の期間でも随時体験受入をしてもらうよう

繋ぎ，新規活動者の拡大に努めた。

今後

の

課題

若干名ではあるが新規ボランティア活動者は増えて

いるものの，活動者が少ない状況は続いている。ま

た，新規利用者の獲得にはつながっていない。潜在

的ニーズがどの程度あるか探る必要があり，障害福

祉課との連携・情報共有が必要である。

利用者拡大を図るため，弱視の方にも対象を拡大し

周知してきたが，新規利用者の獲得には至っていな

い。周知方法の工夫に加え，潜在的な個別ニーズが

どの程度あるのか，障害福祉課と連携し確認してい

く必要がある。

18
生活介護・自立

訓練事業

相談支援専門員と連携を図り本人・家族の意向に沿った個別支援計画の作成を行った。また，小グループ

で個別支援計画の評価・見直しと情報共有することで個別支援計画の周知とサービスの統一に努めた。

本人・家族の意向やサービス等利用計画に基づいた個別支援計画の作成に努め，評価・見直しを行い関係

機関との連携を図り情報共有と統一された支援となるよう努める。また，自宅での生活様式や習慣をセン

ターでも共有し，支援に繋げる。

19
点字・録音サー

ビス事業

16
居宅介護支援事

業

17
障がい児・者相

談支援事業

適宜利用者や家族からの意向の確認や状況の把握に努めながら，相談支援を進めている。利用者や家族の

高齢化が顕著に進む中，居宅介護支援事業所や生活支援ネットワーク係と引き続き連携した相談支援を提

供することができた。

利用者の置かれている生活環境に十分配慮し，状況の変化に適切に対応できるよう，将来を見据えた相談

支援に努める。８０５０問題が社会問題として顕在化する中において，居宅介護支援事業所や生活支援

ネットワーク係と引き続き連携を図る必要がある。

基本理念 かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐまちづくり

基本目標 ２．一人ひとりの想いを尊重する地域生活支援の充実

基本計画 ②　地域で暮らす障がい者や高齢者に対して、領域やサービスの包括性を意識した事業展開をすることで、地域生活の維持・継続を支援していきます。
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】　実施計画評価一覧２－③

No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

障がい者支援施設や専門職との連絡会において，成

年後見制度に関する説明を行った。その中で，事例

集を活用し，具体的な成年後見制度の活用方法を解

説した。

今後

の

課題

地域住民が成年後見制度について，関心が持てるよ

うに広報を強化していく。また，関係機関に対して

も出前講座を行い，制度利用につなげていく。

主な

働き

かけ

事業や生活支援員の活動について理解を深めるた

め，住民や関係機関に広報啓発を行った。

研修会を通じて生活支援員・職員の資質向上を図っ

た。

今後

の

課題

引き続き，住民や関係機関が本事業や生活支援員の

活動について関心を持ち，さらに理解を深めてもら

えるよう広報を強化していく。

主な

働き

かけ

学校などの関係機関と連携し，学習支援事業を活用

しながら世帯全体の支援を行った。

学習ボランティア増員に向けて，近隣大学等へのPR

も行い啓発に努めた（R2,11現在45名）。

要保護児童対策協議会やいじめ問題対策連絡協議会

へ出席し，利用者の状況共有や学校の現状把握など

から双方向による連携が図られた。

今後

の

課題

貸付や相談等であがってきた子育て中の世帯に対

し，社協組織内で連携し世帯全体の支援につなげて

いく。

各学校や関係機関との情報共有を図りつつ，課題の

ある世帯等へ継続的にアプローチをしていく。

22 学習支援事業

地域イベントへの参加やお弁当作りイベントの開催などから，学習以外の社会性習得につなげた。

事業欠席者に対しては，電話や家庭訪問などを通じて状況確認をするなど，関わりが途切れないよう働き

かけた。

関係機関や相談員と連携し，地域の活動や住民との交流を取り入れていきながら，社会性や自立心を育む

環境づくりに努める。

20
福祉後見サポー

ト事業

地域住民からの成年後見制度に関する相談に応じ，必要に応じて申し立て支援を展開した。

既存のケースにおいては，地域とつながるためにイベントの参加を促したり，民生委員・児童委員や地域住民に協力してもらい，見守りをしていただいた。

日常生活自立支援事業の生活支援員に後見支援員の取り組みを説明し，実際に活動を開始した。活動を通して，成年後見制度の理解を深めてもらった。

引き続き，地域住民や関係機関からの相談に応じ，成年後見制度利用につなげていく。

また，既存ケースにおいても，社会資源を活用した支援を展開していく。

後見支援員の活動広報し，地域住民に権利擁護の視点を醸成する。また，後見支援員に移行できそうなケースにおいても，導入を進めていく。

21
日常生活自立支

援事業

利用者の状況に応じ，地域住民に支援についての説明や情報共有を行った。また，関係機関とカンファレンスを開催し，今後の支援について民生委員・児童委

員や住民と共に対応を検討した。

ケース毎に地域住民の参加を働きかけ，関係機関と連携し，状況に即応した支援を行った。

判断能力に課題があっても，できる限り住み慣れた場所で生活できるよう利用者に合った支援を提供していく。

地域住民が見守り等の支援やカンファレンスに参加できるように働きかけていく。

関係機関や地域住民へ，本事業の理解を深めてもらうよう，出前講座やサロン等で周知していく。

基本理念 かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐまちづくり

基本目標 ２．一人ひとりの想いを尊重する地域生活支援の充実

基本計画 ③　子どもから大人まで、誰もがその人らしさを大切にした地域生活を送ることができるよう、地域住民と共に権利擁護を推進します。
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】　実施計画評価一覧２－④

No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

家計管理に対しての助言や支援に留まらず，必要に

応じて，子育て支援課や障がい福祉課と連携を図り

ながら複合的な課題に対してもアプローチを行っ

た。

民生委員・児童委員協議会の定例会や研修に参加

し，家計改善支援について説明を行った。

また，民生委員に支援状況のフィードバックを行

い，その後地域での見守りにつなげた。

小口資金貸付や法外援護を手段の一つとして活用し

つつ，家計改善意欲を引き出す支援を展開した。

日常生活自立支援事業の生活支援員に家計相談員の

取組みについて，説明を行った。

今後

の

課題

引き続き，家計管理に特化せずに幅広い分野に対し

ての生活課題に向き合う支援を展開していく。

既存ケースにおいては社会資源とつながれるよう，

地域福祉推進係とさらなる連携を図る必要がある。

関係機関に事業説明を行いつつ，各種相談受付時に

は地域へのフィードバックを意識的に行う。

既存ケースにおいて，家計相談員の活用を検討した

が，複合的な課題のあるケースが多く，導入には

至っていない。そのため，住民による家計相談支援

が可能なケースを精査する必要がある。

主な

働き

かけ

出張相談所やイベントにて相談PRカードや事業のチ

ラシを配布した。また，各種SNSを活用して，コロ

ナウイルスにより影響を受けた方への特例貸付制度

やフードバンク等の広報・啓発を行うことで，相談

件数の増加につながった。

貸付に留まらず，援護・貸付が必要な状況に至るま

でに生じた生活課題に対してもアプローチし，関係

機関への同行支援や生活レベルに合わせた転居支援

を行った。

特例貸付の相談があった世帯に対し，持続化給付金

や家賃支援給付金などの情報提供を行い，状況確認

やフォローを継続した。

今後

の

課題

引き続き，複合的課題を抱える相談者に対して，貸

付制度の他にもさまざまな社会資源や他機関との連

携・調整により支援を展開していく。また，フード

バンク活動については，SNS等を活用して，相互扶

助の醸成に向け広報・啓発を強化していく。

貸付を実施した世帯をフォローするため，事業や制

度の情報提供を行っていく。また，状況確認を定期

的に行い，必要に応じて，適切な制度につなげると

共に自立に向けた支援を行っていく。

24
福祉貸付・支援

事業

貸付相談をきっかけに民生委員とのつながりを再構築し，定期的な訪問や見守りなどの協力をしていただ

いた。

また，フードバンクの活動において，村内にある企業と定期的な情報交換を行い，フードバンクの協力店

舗を拡大した。また，商工会と連携を図り，絆BOXを設置した。

引き続き，民生委員・児童委員をはじめとする地域住民に近況報告を行い，地域での見守り活動へつなげ

ていけるよう意識して支援を展開する。

ほっとけないシート等を活用し，社協組織内の連携をさらに強化し，地域資源へのつなぎを意識的に行っ

ていく。

基本目標 ２．一人ひとりの想いを尊重する地域生活支援の充実

基本計画 ④　生活のしづらさを抱える地域住民に対し、貸付・援護事業などを通じて、その人の将来を見据えた自立生活を支援します。

23
家計相談支援事

業

基本理念 かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐまちづくり
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】　実施計画評価一覧３－①

No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

第1層協議体である「絆まるっとプロジェクト」を平

成28年度に立ち上げ，資源開発や専門職連携に向け

た研修などへつなげている。

第2層協議体を6地区中3地区で設置した。介護予防や

交通課題等，各々の地域課題に応じた話し合いを展

開している。

第2層SCを地区担当職員が兼ねる形で配置した。

一部の地区で地区社協が行う見守り活動を基にした

情報交換・協議の場を第3層協議体として位置付けて

いる。職員が話し合いに入ることで，地域課題の把

握につながることとなった。

一部地区でサロンを利用した出張相談を行い，出前

講座を用いて相談支援へのつなぎの視点・意識醸成

を図るなど，ニーズキャッチの強化に向けて注力し

てきた。

今後

の

課題

第2～3層協議体から吸い上げた課題を第1層で協議す

るという連続性を掲げているが，各々別個に機能し

ている状態で課題も残る。仕組みづくりの強化が必

要である。

協議体未設置の地区が残るため，引き続き設置に向

けた支援を行う必要がある。地区社協や地区自治会

等，地縁組織との連携も図っていかなければならな

い。

上記の取り組みは未だ一部地区のみであるため，他

地区にも同様の取り組みが広がるよう，情報共有の

仕組みづくりや働きかけを強化していく必要があ

る。

小地域単位で個別課題を吸い上げる仕組みはできつ

つあるが，個別課題を地域ニーズとして一般化して

捉え直し，資源開発につなぐなどの提言活動までは

至れていない。実績を積み，流れを築いていく必要

がある。

主な

働き

かけ

第1層協議体である「絆まるっとプロジェクト」を平

成28年度に立ち上げて以降，多機関連携や協働の啓

発など，住民や関係機関とともに新たな資源開発に

向けた話し合いを重ねた。

各種出前講座や研修会等で事例の共有化や他の活動

の紹介などを行った。

第2層協議体と連携し，地域から寄せられた生活課題

を抱える住民へのアプローチを展開した。

「ほっとけないシート」を活用しながら，相談に挙

げられたケースについては，アウトリーチや日頃の

情報共有を図り，実践を深めた。

「ほっとけないシート」や地域住民，民生委員から

寄せられた相談に対してのアプローチを展開した。

個人からの相談については，入口のあり方を工夫

し，新たな媒体を導入した。

今後

の

課題

新たな資源開発については，具体的な検討段階まで

は進むも，開発までに至っていないものも多い。不

足する資源やネットワークを再考しながら，可能な

ものから取り組みを進める。

協議体未設置の地区へのアプローチを続けるととも

に，すでに設置されている地区については活性化に

向けたアプローチを強化していく。

個別ケースの実践においては，住民や他の専門職も

多く参画できるように働きかけを継続する。

専門職からのニーズを吸い上げる仕組みを再考す

る。

住民や関係機関へのアプローチを継続し，課題のあ

る世帯の発見力の醸成するとともに，さまざまな媒

体でのニーズの吸い上げ方法を検討し，潜在的な

ニーズの把握に努める。

26

多機関の協働に

よる包括的支援

体制構築事業

基本理念 かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐまちづくり

基本目標 ３．多様な生活課題に応える地域ネットワークの確立

基本計画 ①　多様なネットワークを紡ぎ、地域住民とともに築く支え合いの仕組みづくりや社会資源を創出します。

25
地域支え合い体

制整備事業
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第４次東海村地域福祉活動計画【見直し】　実施計画評価一覧３－②

No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

今後

の

課題

主な

働き

かけ

住環境に課題がある世帯へ積極的に介入し，広報媒

体を活用し事業の周知を行った。

対象世帯に対して情報収集を行いながら，近隣住民

や関係機関に事業の周知を行ったり，実施につなげ

た。

今後

の

課題

既存ケースの中で事業実施まで至らないケースがあ

るため，近隣住民や関係機関と情報共有を図りなが

ら，実施に向けた可能性を探る。

事業をまだ把握していない住民もいるため，事業の

広報を続ける。

主な

働き

かけ

粗大ごみの回収を通じたアウトリーチの機会と位置

付け，高齢者宅を訪問し，ニーズ調査をした。

訪問中に課題を感じた人について，事業終了後に社

協内で情報共有をし，担当民生委員や関係機関へ報

告をした。

ヒアリング調査票の見直しを行ったことにより，利

用者に対して同一の質でニーズ調査をすることがで

きた。

今後

の

課題

近年，毎年利用者が20件弱ずつ増加している。今後

も人口の高齢化が進むにつれ，利用者の増加も見込

まれる。限られた期間内での訪問やニーズ把握が難

しくなるため，訪問方法の見直しが必要である。

利用者の増加にともない，生活課題を抱える利用者

を発見することも増加すると考えられる。そのた

め，適切な支援につなげられるよう，民生委員や関

係機関・近隣住民との密な連携が必要である。

事業訪問時外に利用者に心配ごとや困りごとができ

た際，自ら相談できるよう，相談窓口の啓発と必要

な情報の提供行う。また，個別の課題を地域ニーズ

として地域につないでいく体制を整備する。

29

きれい！スッキ

リ！年末ごみ出

しお助け隊

基本計画 ②　地域住民一人ひとりが抱える多様な生活課題を受け止め、地域や関係機関との連携のもと、解決に向けた支援を行います。

27 総合相談事業

【第1層】

相談窓口や行政の会議などを通じて把握した課題に対し，関係機関と連携し対応した。

相談者のニーズに合わせ，SNSを含めたワンストップの相談支援体制整備につなげた。

行政向け研修会を継続的に開催し，庁内での横断的連携により，課題解決につなげる環境づくりに努めた。

【第1-4層】

暮らしサポート相談所や出張相談などニーズの掘り起こしの機会を村内企業や集会所等の協力を得て設けた。

さまざまな広報媒体を活用し，相談事業の啓発を継続的に実施した。

【社協組織内】

あらゆる相談に対応できるよう，定期的にケース会議を開催し資質向上につなげた。

「ほっとけないシート」で寄せられた課題に，他部署間連携により課題解決を図った。

【第1層】

複合化した生活課題に対応するため，関係機関と密に情報共有し，要支援世帯に対し効率的にアウトリーチをする支援体制を整備する。

【第1-4層】

紙媒体やSNSを活用し，定期的に広報啓発をしながら，地域住民の気づきを専門機関へつなげる意識の醸成を図る。

【社協組織内】

他部署の職員にもケース会議への参加を働きかけ，組織内のワンストップ相談体制に向けて強化していく。

28

東海村住まいる

リセットプロ

ジェクト（新）

住民がニーズを把握し共有できる「ほっとけないシート」を作成し，ニーズ収集を行った。また，サロン等で「ほっとけないシート」を説明し，専門機関等に

つなげることができた。

地域福祉推進係や民生委員，近隣住民と協力しながら，事業実施後にも定期的に訪問し，再び同じような状態にならないようにフォローした。

地域担当職員と連携し，地域にある資源を活用した支援体制を近隣住民とともに検討していく。

事業実施後，地域とのつながりを再構築できるように，近隣住民や関係機関と連携しながらフォローを継続していく。

各地区の協議体と連携し，地域課題についてともに考え，話合う土壌整備を進める。

基本理念 かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐまちづくり

基本目標 ３．多様な生活課題に応える地域ネットワークの確立
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No. 事業名 第１層（村内全域） 第２層（小学校区） 第３層（自治会） 第４層（班・個人）

主な

働き

かけ

ドライバーやオペレーターから挙げられた課題のあ

る見守り対象者に対し，対象者宅を訪問し，専門機

関と連携しながら解決に向けた支援を行った。

関係機関とデマンドに関する連絡会を定期的に開催

し，課題の共有や連携を図った。

今後

の

課題

ドライバーやオペレーターから毎年10件弱ほど課題

のある利用者の報告がある。今後，デマンド利用が

困難となる利用者は増加すると想定されるため，社

協内や行政・関係機関との連携体制を整え，課題解

決に向けた体制をさらに強化する。

30
デマンド交通運

営事業
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第３次東海村社会福祉協議会　発展・強化計画【見直し】　実施計画評価一覧Ⅰ－①

No. 事業名 社協組織内 第１~４層

主な

働き

かけ

社会福祉法の改正を受け，理事・評議員の在り方を含めた組織のガバナンス強化に向け，「法人運営強化検討委員会」を設置し，検討を行っ

ている。法人運営強化検討委員会の答申は令和２年度中に行う予定であり，その答申内容を受けて理事・評議員の改変を行う予定である。

計画の前期にあたる平成３０年度，令和元年度については，理事会・評議員会の活性化を図れたとは言えず，課題は残っている。

村社協からの議題の提案が主となりがちであ

り，住民からのボトムアップとしてのアプ

ローチは不足していた。

今後

の

課題

法人運営強化検討委員会の答申を受け，新たな体制構築への準備を進める必要がある。

特に，理事・評議員の役員構成の大幅な変更が予定されているため，新たな体制の中で，積極的な議論が図られるよう，議題の提案方法，回

数の工夫など社協内部でも熟慮する。

地区社協等の活動母体からの意見を理事とし

て代表者が代弁できるよう，働きかけを行

う。

主な

働き

かけ

社会福祉法の改正を受け，理事・評議員の在り方を含めた組織のガバナンス強化に向け，「法人運営強化検討委員会」を設置し，検討を行っ

ている。法人運営強化検討委員会の答申は令和２年度中に行う予定であり，その答申内容を受けて理事・評議員の改変を行う予定である。

計画の前期にあたる平成３０年度，令和元年度については，理事会・評議員会の活性化を図れたとは言えず，課題は残っている。

村社協からの議題の提案が主となりがちであ

り，住民からのボトムアップとしてのアプ

ローチは不足していた。

今後

の

課題

法人運営強化検討委員会の答申を受け，新たな体制構築への準備を進める必要がある。

特に，理事・評議員の役員構成の大幅な変更が予定されているため，新たな体制の中で，積極的な議論が図られるよう，議題の提案方法，回

数の工夫など社協内部でも熟慮する。

地区社協等の活動母体からの意見を評議員と

して代表者が代弁できるよう，働きかけを行

う。

主な

働き

かけ

平成３０年度は４件，令和元年度は４件，令和２年度上半期４件が，企画・経営会議に付議されている。しかし，付議事項を提案する部署が

一部に限られている。係長級で共通認識を持ち，議論する場としては定着している。

今後

の

課題

係長級で議論する場としては定着しているが，付議するか否かの判断が曖昧であり，この協議体制がベターなのかも含めて検討する余地はあ

る。また，付議された事項のほとんどは，理事会・評議員会に上程されておらず，理事会・評議員会の活性化や理事・評議員の組織参画の意

味でも，上程のルール化や仕組みを再考する必要がある。

主な

働き

かけ

東海村関係課室と協議し，新型コロナウィルス感染予防を踏まえた災害ボランティアセンター及び福祉避難所のマニュアルを整備した。東海

村赤十字奉仕団等の団体と協働した災害ボランティアセンター運営訓練，行政職員との福祉避難所設置訓練を実施し，職員等運営体制につい

て共有した。

災害時の支援活動の効果的な運営を目的に，三重県菰野町並びにひたちなか青年会議所と災害協定を締結し，相互協力体制について確認し

た。また，支え合い活動啓発の一環として福祉教育に防災に関するメニューを追加し，若年層への啓発・意識醸成を図る機会となっている。

第1・4層の災害ボランティアセンター運営や

支え合い活動の啓発を目的に，災害時訓練や

社協だよりに記事掲載，各地域で寸劇での啓

発・SNS配信等を実施してきた。

今後

の

課題

地区自治会や地区社協，単位自治会等の他，社会福祉施設等との災害時における連携の在り方について，災害時要援護者の個人情報共有の仕

組み等，検討を進める必要がある。

また，生活環境等の変化と共に，災害ボランティアセンター・福祉避難所の運営マニュアルを検討・改定し，職員やボランティア等に共有を

図るため定期的に訓練を開催する。

第2・３層における地区自治会や地区社協，自

治会，社会福祉施設等との協力体制の確認・

検討が不足しており，団体との協議検討の場

を設ける必要がある。

職員一人ひとりの高い専門性と強い組織力の発揮により住民とともに築く福祉コミュニティの実現

Ⅰ．社協の総合力を生かした自律的組織の確立

①　全ての役職員がそれぞれ備えている専門性を生かし連携・協働することで、組織としての総合力を強化するとともに、自律的な組織運営を行います。

33
企画・経営会議

の運営

34
災害時対応体制

整備事業

31 理事会の運営

32 評議員会の運営

経営理念

経営目標

経営戦略
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第３次東海村社会福祉協議会　発展・強化計画【見直し】　実施計画評価一覧Ⅰ－②

No. 事業名 社協組織内 第１~４層

主な

働き

かけ

OJTの推進については，係長１年目の職員が『OJTスキルアップ講習会』，係長２年目以上の職員が『スーパービジョン研修』を受講した。

重点事業である『キャリアパス制度』の導入に向けて，先進地視察研修を実施したが，本会での導入は時期尚早となった。

SDS推進の一環として自主研修に対する助成範囲を拡充するため，「職員研修規程」および「自主研修助成要項」を改定した。

毎年度策定する職員研修計画に基づき，計画的に職場内外で研修を実施した。令和２年度は新型コロナウイルスの影響によりほとんどがオン

ライン研修に切り替わったが，受講環境を整えたり，受講方法を丁寧に説明するなどして，受講者をサポートした。

今後

の

課題

『キャリアパス制度』の導入に関しては一旦保留するが，『人事評価制度』と『キャリアパス制度』の要素を組み合わせた本会独自の仕組み

を構築できないかを検討する。

「自主研修助成要項」の概要と活用方法を定期的に周知し，各職員の自発的な学習を促進する。

内外研修の実施にあたっては，オンライン研修を積極的に活用して，職員が計画的に研修を受講できるようにする。

職員一人ひとりの高い専門性と強い組織力の発揮により住民とともに築く福祉コミュニティの実現

Ⅰ．社協の総合力を生かした自律的組織の確立

経営理念

経営目標

経営戦略

35 職員研修事業

②　社協組織の一員として、地域住民の生活を総合的に支援できる人材（財）育成を行い、住民とともに築く福祉コミュニティの実現を目指します。
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第３次東海村社会福祉協議会　発展・強化計画【見直し】　実施計画評価一覧Ⅰ－③

No. 事業名 社協組織内 第１~４層

主な

働き

かけ

Facebookに加えてTwitter・Instagram・LINE・YouTubeを新たに開設し，SNSを拡充することでより幅広い世代に向けて情報を発信 した。

行政と連携し，村の広報紙・ホームページ・LINEに情報を掲載してもらうことで，より多くの住民に向けて情報を発信した。

「社協だよりとうかい」に関して，写真やイラストを積極的に活用し，サービス・事業の説明もできるだけ理解しやすい文章に変更するなど

して，住民にとっての見やすさ・わかりやすさを意識した紙面を作成した。また，外部モニターを導入する前に村社協職員を対象とした「社

協だよりとうかい」に関するアンケート調査を実施し，まずは組織内で紙面の見直しを行った。

今後

の

課題

情報を必要とする人が迅速に情報を手に入れられるように，ホームページやSNSを活用して情報を発信しつつ，情報が届きにくい方へは広報

紙やチラシの配布，ポスターの掲示等をすることで，情報が広く届くようにする。

地域活動やボランティア活動の紹介，地域生活課題の解決に向けた取り組みの周知，寄付の活用報告等を積極的に紙面に取り入れ，住民の福

祉意識の醸成につながるような情報発信を行う，

36
広報啓発推進事

業

経営戦略

経営目標 Ⅰ．社協の総合力を生かした自律的組織の確立

③　さまざまな広報手段により、必要な情報を必要な人に発信するとともに、地域住民の福祉意識の醸成を図るための提言を行います。

経営理念 職員一人ひとりの高い専門性と強い組織力の発揮により住民とともに築く福祉コミュニティの実現



87 

 

 
  

第３次東海村社会福祉協議会　発展・強化計画【見直し】　実施計画評価一覧Ⅰ－④

No. 事業名 社協組織内 第１~４層

主な

働き

かけ

評価については，圏域を設定したことで，職員に圏域を意識した働きかけの必要性が徐々に浸透している。

これまで策定委員会と進行管理委員会に分けて開催していた会議を推進委員会に一本化したことで，評価から策定の切れ目のない展開を図る

ことができるようになった。

進行管理委員会では，ポイントを絞ったプレ

ゼンテーションを行うことにより，住民の意

見を踏襲した事業展開に活かすことができ

た。

今後

の

課題

第４次計画の見直しが，新型コロナウイルスの影響により遅れているが，第５次計画へのステップとして住民の意見を踏襲しながら，見直し

作業を進める。

第５次計画の策定に向けては，住民を含めたワーキングチームを組織し，より多くの意見を踏襲しながら５年間のビジョンを描いていく。

推進委員会の評価を根拠として，社協としての方向性を示し，事業のスクラップ＆ビルドを推し進める。

計画の評価・策定を通じ，多くの住民の参画

を得られるような働きかけを行う。

委員会だけではなく，住民座談会等の場を通

じたニーズ把握を行う。

37

東海村地域福祉

活動計画の策

定・推進

経営理念 Ⅰ．社協の総合力を生かした自律的組織の確立

経営戦略 ④　地域住民とともに地域福祉活動計画を策定し、住民参加による評価を得て、地域福祉を着実に実行します。

経営理念 職員一人ひとりの高い専門性と強い組織力の発揮により住民とともに築く福祉コミュニティの実現
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第３次東海村社会福祉協議会　発展・強化計画【見直し】　実施計画評価一覧Ⅱ－①

No. 事業名 社協組織内 第１~４層

主な

働き

かけ

法人全体の自主財源運用管理に関する「寄付財源と使途・広報を考えるワーキングチーム」を設け，住民目線で使途・広報・受入方法等の在

り方について検討した。使途を住民の理解を得やすい事業費にバランスよく配分することや，従来の自治会経由の集め方をできる限り継続す

る他，自治会未加入世帯に対し全戸配布の社協だよりに会費振込用紙を印字すること等を決定した。

会員制度の意義・使途・報告等について，住

民・自治会・事業所等から広く理解を得られ

るよう，加入依頼や社協だより・ホームペー

ジ・SNS等を通して広報活動を行った。自治

会未加入世帯等へのアプローチ方法を検討・

試行し，加入方法や会員特典等をPRするた

め，村内イベントに特設加入窓口を設けてチ

ラシ配布したり，関係機関にチラシ・ポス

ターの掲示依頼等を行った。

今後

の

課題

社協そのものの存在を知ってもらいさらなる賛同者を得られるように，デマンドタクシー車内広告掲示や，福祉教育での学校訪問時に社協や

会員制度をPRし子どもたちから親に会員加入について伝達してもらえるような働きかけを行う等，社協内の他事業との連携を図りながら広

報活動を行う。

住民や事業所等から会員制度に関するさらな

る理解を得られるよう，社協だより5月号を毎

年会員制度特集号にする等，各種広報媒体を

活用した周知活動を続ける。引き続き自治会

との連携を深め，自治会・直送組合を通して

住民の理解促進を図り，継続した協力を得ら

れるようにしていく。

主な

働き

かけ

法人全体の自主財源運用管理に関する「寄付財源と使途・広報を考えるワーキングチーム」を設け，住民目線で使途・広報・受入方法等の在

り方について検討した。寄付金の使途について，住民の理解を得やすい事業費に配分することが決定した。

寄付物品の募集や寄付後の活用場所につい

て，社協だよりやホームページで掲載し，地

域住民に広く認知され，問合わせ件数，寄付

受付実績ともに増加傾向にある。使途を精査

して受付を進め，関係機関とも連携したマッ

チングにより，寄付物品の有効活用を推進し

ている。

今後

の

課題

社協だよりやホームページでの広報活動を継続するほか，ＳＮＳでの広報活動にも取り組む。また，新たに決定したデマンドタクシー車内で

の広告掲示にも取り組み，社協内のセクションとの連携を図りながら広報活動を行う。

さらに，寄付金を原資とする「地域福祉推進基金」の使途別設定額の見直しも必要である。

新たに決定した寄付金の使途について，社協

だよりやホームページ，ＳＮＳに掲載する。

また，引き続き寄付物品の募集や寄付後の活

用場所についても，継続して広報活動に取り

組み，寄付金品の有効活用を推進する。

39
善意銀行運営事

業

経営目標 職員一人ひとりの高い専門性と強い組織力の発揮により住民とともに築く福祉コミュニティの実現

経営理念

経営戦略

38 社協会員制度

①　広報媒体を活用し、社協会員制度・募金・寄付の趣旨や使途を明確にした財源確保の増強を図ります。

Ⅱ．住民や関係機関・団体からの理解と協力に基づく安定した経営基盤の確立
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第３次東海村社会福祉協議会　発展・強化計画【見直し】　実施計画評価一覧Ⅱ－②

No. 事業名 社協組織内 第１~４層

主な

働き

かけ

法人全体の自主財源運用管理に関する「寄付財源と使途・広報を考えるワーキングチーム」を設け，住民目線で使途・広報・受入方法等の在

り方について検討した。寄付金や共同募金等について，住民の理解を得やすい事業費に配分することで，公的財源の削減にも繋がり，住民に

対する説明・広報を円滑に行うことによりさらに住民からの理解と協力が見込めるもので，企画経営会議で審議後，決定された。

会員制度や善意銀行寄付，明日への架け橋基

金等，社協だよりやホームページ，ＳＮＳを

通して受付，報告を行ってきた。

今後

の

課題

事業の多様化に加え，限りある資金を適切に管理執行するため，監査回数並びに内容を見直し，監査機能も高める必要がある。また，「寄付

財源と使途・広報を考えるワーキングチーム」最終報告によって確認した，福祉推進基金の使途見直しや新たな基金創設等について検討し，

組織の方針を決定する必要がある。さらに，「地域福祉推進基金」の使途別設定額の見直しやクラウドファンディング等の自主財源づくりも

視野に入れた取り組みが必要である。

広報を強化し，寄せられた資金を事業に有効

活用し，成果を報告することにより，理解・

協力が循環するよう，取り組む必要がある。

職員一人ひとりの高い専門性と強い組織力の発揮により住民とともに築く福祉コミュニティの実現

経営目標 Ⅱ．住民や関係機関・団体からの理解と協力に基づく安定した経営基盤の確立

40
法人財政運用管

理

経営目標

経営戦略 ②　安定した財源確保と適正な支出管理により、組織経営の基盤強化を図ります。
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第３次東海村社会福祉協議会　発展・強化計画【見直し】　実施計画評価一覧Ⅱ－③

No. 事業名 社協組織内 第１~４層

主な

働き

かけ

「絆」来館者アンケートによるニーズ調査を実施し，結果をもとに地域福祉活動の拠点について総合福祉センター運営協議会で協議した。協

議会ではアンケートや意見のフィードバック方法や日頃から交流できる仕組みについて意見聴取し，子どもから高齢者まで情報交換・交流で

きるスペースについて検討した。また，教室講師と利用者の体調・状態変化等を共有し，関係機関と情報共有する等連携を強化した他，全体

のリスクマネジメントを徹底する目的で，体調不良者の緊急対応マニュアルを見直し，新たにフローチャートを作成した。

今後

の

課題

情報交換・交流できる仕組みについて協議を重ねてきたが，感染症対策を考慮した内容には反映できていない。感染対策を踏まえた総合福祉

センターの利用条件・環境等について行政と協議し，地域福祉活動の拠点としての機能・仕組みについて，再度検討・協議する必要がある。

感染対策を踏まえた地域福祉活動の拠点につ

いて検討する。

経営目標 Ⅱ．住民や関係機関・団体からの理解と協力に基づく安定した経営基盤の確立

経営戦略 ③　社協が持つ専門性を生かし、住民や行政、関係機関・団体と連携しながら、福祉の拠点である総合福祉センターの指定管理者として、福祉の増進に取り組みます。

41

総合福祉セン

ター管理運営事

業

経営目標 職員一人ひとりの高い専門性と強い組織力の発揮により住民とともに築く福祉コミュニティの実現
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事業検討書  

検討事項 統合 

基本目標 ３．多様な生活課題に応える地域ネットワークの確立 

基本計画 
② 地域住民一人ひとりが抱える多様な生活課題を受け止め，地域や関係機関と

の連携のもと，解決に向けた支援を行います。 

事業名 
総合相談支援事業 

（旧・総合相談事業／旧・東海村住まいるリセットプロジェクト） 

事業目的 

安心して住み慣れた地域で生活を送れるよう，相談を通じ，さまざまな課題の解

決に向けて支援を展開することを目的とします。また，地域へのアウトリーチ，

住民ニーズの把握や不足する資源を明らかにしながら，つながりの再構築・社会

的包摂の意識醸成を図ります。 

事業概要 

「どこに相談したら良いのかわからない」「利用できる窓口や制度を知りたい」「家

族のことや近所の人のことで相談したい」「既存の制度や仕組みでは解決が難し

い」といった生活上の心配ごとや困りごとなど，あらゆる相談に応じます。また，

専門機関・地域住民などと協働し，ニーズ解決に向けた支援のみに留まらず，新

たなサービスや仕組みづくりを展開します。 

連携する 

社会資源 

東海村，地域包括支援センター，地域生活支援センター，社会福祉施設，地区社

協，自治会，民生委員・児童委員，サロン，ボランティア登録者（個人），村内企

業，弁護士，司法書士，行政書士，その他のあらゆる関係機関 

財源 村受託金・県社協受託金，自主財源（会費収入） 

予算 549,000 円（令和 2 年度） 

提案した 

理由・背景 

住まいるリセットプロジェクトは地域住民や専門機関と協働して適切な住環境整

備を行う事業ですが，本人の生活上の困りごとを解決するという観点では総合相

談事業の目的と共通することから，総合相談事業に統合します。 

開始年度 令和３年度 

終了年度 ― 

今後の予定 
東海村住まいるリセットプロジェクトについては，総合相談支援事業の一環とし

て必要に応じて活用していきます。 

企画・経営 

会議での意見 
― 

記入者職氏名 生活支援ネットワーク係 市毛 
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事業検討書 

検討事項 統合 

基本目標 ２．一人ひとりの想いを尊重する地域生活支援の充実 

基本計画 
① 子育て世帯が心身ともに豊かに夢や希望を持って生活できるよう環境を整え，

地域ぐるみで支援していきます。 

事業名 
子育て支援事業 

（旧・育児支援・相談事業／旧・育児支援講座「いっしょにあそぼう」） 

事業目的 

親と子がともに遊び，さまざまな活動を通して子どもの健やかな成長を見守りな

がら，自由に交流できる場を提供します。また，子育ての不安や悩みに寄り添い，

相談支援を実施するとともに，他機関と連携し総合的な支援につなげることを目

的とします。 

事業概要 

身体の発達に合わせた表現活動や季節に合わせた製作遊びなどを開催します。ま

た，養育者の抱える不安や悩みについて，主任児童委員・子育てコーディネータ

ーの協力を得ながら対応するとともに，各分野に特化した講師による講演会など

を企画・実行します。母子に限らず，父親の育児参画の促進および祖父母への助

言なども行います。 

連携する 

社会資源 

地区社協，保健センター，主任児童委員，村内子育て支援センター，村内各保育

所，幼稚園，こども園，地域ボランティア 

財源 指定管理受託金 

予算 137,000 円（令和２年度） 

提案した 

理由・背景 

働く母親の増加により保育施設への入所児が増え，一方で幼稚園の３年保育が整

備されたことで児童センター利用児が低年齢化し，今までのように年齢別の育児

講座の開催が難しく，来館する利用児一人ひとりの発達に合わせた活動が必要に

なりました。利用児を見守りながら養育者の不安や悩みに共感し，寄り添った関

わりを持つことが児童センターの役割として重要であると考え，「育児支援・相談

事業」と「育児支援講座いっしょにあそぼう」を統合し，これまで講座の中で行

っていた遊びや季節の行事を普段の活動の中に取り入れていきます。 

開始年度 令和３年度 

終了年度 ― 

今後の予定 
令和３年度４月より，年齢に合わせた設定活動を月６回開催します。また，設定

活動の中で季節や年齢に合わせた事業を行います。 

企画・経営 

会議での意見 
― 

記入者職氏名 児童センター 主任 澤畠 祐美 
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事業検討書 

検討事項 改善 

基本目標 ２．一人ひとりの想いを尊重する地域生活支援の充実 

基本計画 
② 子育て世帯が心身ともに豊かに夢や希望を持って生活できるよう環境を整え，

地域ぐるみで支援していきます。 

事業名 地域子育てサポート拠点 （旧・児童センター管理運営事業） 

事業目的 

地域のボランティアと協働し，乳幼児・養育者に楽しい遊びや体験を通して子育

てをサポートし，児童には安全に考慮した集団活動の中で情操教育や健全育成を

推進することを目的とします。また，利用児・者とボランティアが一緒に活動す

ることで相乗効果を高めるとともに，養育者同士が地域情報を共有できる環境を

整えます。 

事業概要 

子育てサポートの拠点として，利用児・者に健全な遊びを提供しつつ，当事者が

互いに交流できるよう支援を行います。また，日頃の活動の中で，地域ボランテ

ィアと協働し，特色を活かした活動を促します。養育者も地域とつながりを感じ

ながら子育てを楽しめる事業を開催します。 

連携する 

社会資源 

社協各係，地区社協，主任児童委員，村内子育て支援センター，村内各保育所，幼

稚園，こども園，小・中・高等学校，近隣大学，地域ボランティア 

財源 村指定管理受託金 

予算 97,000 円（令和２年度） 

提案した 

理由・背景 

核家族化が進み，自分の生まれ育った地域以外で子育てする世帯が増加する一方

で，地域のつながりは希薄化し，乳幼児を子育て中の養育者が孤立する傾向が強

まっています。そのため，子育て支援の拠点として地域のボランティア団体や関

係機関と連携し，子育て世帯と地域のつながりをサポートする必要があります。

また，高校生や大学生など，学生のボランティアが継続的に参加できる場の提供・

育成を図ることも重要です。以上のことから，地域の中で年齢に関係なく誰もが

互いにつながりが持てるよう，事業名を「地域子育てサポート拠点」と改めます。 

開始年度 令和３年度 

終了年度 ― 

今後の予定 

令和３年度に地域ボランティアや近隣大学にボランティアを要請し，乳幼児・養

育者が参加する「読み聞かせ」「ベビーマッサージ」を開催します。また，ボラン

ティアと連携した養育者のリフレッシュ講座を定期的に開催します。 

企画・経営 

会議での意見 

東海村から指定管理を受けているため，事業名が変更可能か行政に確認する必要

がある。➡子育て支援課に確認を取り，「変更可能」との回答を受けた。 

記入者職氏名 児童センター 主任 澤畠 祐美 
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事業検討書  

検討事項 廃止 

基本目標 Ⅰ．社協の総合力を生かした自律的組織の確立 

基本計画 
① 全ての役職員がそれぞれ備えている専門性を生かし連携・協働することで，

組織としての総合力を強化するとともに，自律的な組織運営を行います。 

事業名 企画・経営会議の運営 

事業目的 

会議を通じて，組織の指示命令系統について責任の所在を明確化し，情報共有体

制・組織連携強化を図ることを目的に実施します。 

また，部署を越えた事業連携や協働の意識を醸成し，職員のモチベーションと組

織を高めるきっかけとなることを目的としています。 

事業概要 

村社協内の各部署の所属長が集まり，組織の方向付けを協議する場としての会議

を定期的に開催します。新規事業の立案・実施検討，理事会などへの付議事項，

既存事業における課題などについて協議します。 

連携する 

社会資源 
― 

財源 ― 

予算 ０円（令和２年度） 

提案した 

理由・背景 

社協組織における意思決定の会議として定着しており，かつ事務的な意味合いが

強く，発展・強化計画に位置付けて評価するものとしては適切ではないため，企

画・経営会議自体は継続しますが，評価事業としては廃止とします。 

開始年度 ― 

終了年度 令和 2 年度 

今後の予定 ― 

企画・経営 

会議での意見 
― 

記入者職氏名 企画総務係 企画経営担当係長 古市こずえ 
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事業検討書 

検討事項 改善 

基本目標 Ⅰ．社協の総合力を生かした自律的組織の確立 

基本計画 
② 社協組織の一員として、地域住民の生活を総合的に支援できる人材（財）育

成を行い、住民とともに築く福祉コミュニティの実現を目指します。 

事業名 職員研修事業 

事業目的 

「人材育成基本方針」を基盤とした人材育成が目的です。職員に対して OJT や

OFF-JT，SDS を推進し，職員一人ひとりの専門性の確立や村社協の理念を実現す

るために必要な能力・技術の向上を目指します。 

事業概要 

「人材育成基本方針」が定める，村社協において目指すべき職員像・組織像の実

現に向けて，各施策に取組みます。また，研修ニーズに基づき，職員研修計画を

策定・実施します。 

連携する 

社会資源 
全社協，茨城県社協，東海村 

財源 村補助金＋自主財源 

予算 1,254,760 円（令和３年度予定） 

提案した 

理由・背景 

第４次計画当初は「所属長を中心とした OJT の推進」と「キャリアパス制度の導

入」を達成目標に掲げましたが，キャリアパス制度の構築に向けた取り組み（キ

ャリアパス制度の調査や外部視察研修）を進めるなかで，本会におけるキャリア

パス制度の導入は時期尚早であるという結果に至りました。 

そこでキャリアパス制度の導入は一旦見送り，職員一人ひとりがやりがいをもっ

て働き続けることのできる組織づくりに向けて，まずは本会の『人材育成基本方

針』の改定と周知を進め，方針を基軸とした人材育成の取組みを強化することと

します。また，OJT の推進に関して，職員の能力・資質向上には OFF-JT，SDS の

活用も含めた取組みが必要であるため，その点も変更します。 

開始年度 令和３年度 

終了年度  

今後の予定 

令和３年３月 人材育成基本方針（第一次改定）を策定 

令和３年４月 人材育成基本方針（第一次改定）を職員全員に配布 

令和３年６月 人材育成基本方針（第一次改定）を理事会に報告 

企画・経営 

会議での意見 
― 

記入者職氏名 企画総務係 企画経営担当 主事 横須賀 こごみ 
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事業検討書 

検討事項 統合 

基本目標 Ⅰ．社協の総合力を生かした自律的組織の確立 

基本計画 
① 全ての役職員がそれぞれ備えている専門性を生かし連携・協働することで，

組織としての総合力を強化するとともに，自律的な組織運営を行います。 

事業名 理事会・評議員会の運営 

事業目的 

理事会は業務執行に関する意思決定機関であり，評議員会は運営に係る重要事項

の議決機関です。村社協の高い公益性や住民ニーズ基本の原則を踏まえ，住民代

表からなる理事・評議員でそれぞれ構成されています。いずれの会も多くの住民

ニーズを吸い上げ，地域生活課題を解決する話合いや組織のガバナンス強化の場

とすることを目的に設置しています。 

事業概要 

理事会は，村社協の事業方針や事業計画などの重要事項について検討・協議を行

う執行機関です。評議員会は，理事会で検討・協議された村社協の事業方針や事

業計画の決定，役員の選任・解任等，重要事項について議決を行う機関です。い

ずれも社会福祉法上の必置機関であり，地域の福祉ニーズや福祉サービスを利用

する当事者の声を村社協運営に反映させるよう活発な議論を図ります。 

連携する 

社会資源 
評議員，理事，監事が所属する関係団体 

財源 法人運営事業 

予算 565,380 円（令和 2 年度） 

提案した 

理由・背景 

理事会は執行機関，評議員会は議決機関ということで，各々に実施計画および事

業評価書を設定していますが，実際の運用は表裏一体で展開しており，働きかけ

やねらいも相違なく，結果として目標や評価がほぼ同じになっているため統合し

ます。 

開始年度 令和３年度 

終了年度 ― 

今後の予定 
令和３年 6 月定時評議員会の一斉改選にて，新たな理事会・評議員会の体制を構

築します。 

企画・経営 

会議での意見 
― 

記入者職氏名 企画総務係 企画経営担当係長 古市 こずえ 
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東海村地域福祉活動計画推進委員会設置規程 

 

 

（設置） 

第１条 幅広い層の住民参画により東海村地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）

を円滑に推進するため，社会福祉法人東海村社会福祉協議会定款第３５条の規定に基づき，

東海村地域福祉活動計画推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進委員会は，次の事項について調査し，検討する。 

（１） 活動計画の策定に関すること。 

 （２） 活動計画の進行管理に関すること。 

 （３） その他，活動計画の策定及び進行管理に関し，必要と認めること。 

（組織） 

第３条 推進委員会は，委員１５人以内で組織し，次に掲げる者のうちから社会福祉法人東

海村社会福祉協議会会長（以下，「会長」という。）が委嘱するものとする。 

（１） 学識経験者 

（２） 医療関係者 

（３） 教育関係者 

（４） 行政関係者 

（５） 社会福祉関係者 

 （６） その他会長が認めたもの 

（委員長及び副委員長） 

第４条 推進委員会に，委員長及び副委員長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は，推進委員会を代表し，会務を総理する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代理する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は，３年とし，再任を妨げない。ただし，その職により委嘱された委員

の任期は，その職にある期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 推進委員会の会議は，委員長が招集し，議長となる。 

２ 会議は，委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決すると

ころによる。 

（意見の聴取） 

第７条 推進委員会は，必要に応じ，関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。 

（ワーキングチーム） 

第８条 推進委員会は，必要に応じ，資料の収集，現状分析，素案の作成等を行うため，ワ

ーキングチームを置くことができる。 

２ ワーキングチームは，委員４５人以内で組織し，次に掲げるもののうちから会長が委嘱

し，又は任命するものとする。 

（１） 医療関係者 

（２） 教育関係者 

（３） 行政関係者 
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（４） 社会福祉関係者 

 （５） 東海村社会福祉協議会職員 

 （６） その他会長が認めたもの 

３ ワーキングチームにリーダー及び副リーダーを置く。 

４ ワーキングチームの会議は，必要に応じてワーキングチームリーダーが招集し，議長と

なる。 

５ ワーキングチームは，必要があると認めるときは，会議に関係者の出席を求め，説明又

は意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第９条 推進委員会の庶務は，社会福祉法人東海村社会福祉協議会事務局において処理する。 

（補則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか，推進委員会の運営に関し必要な事項は，会長が定

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

 （地域福祉活動計画策定委員会規程の廃止） 

２ 地域福祉活動計画策定委員会規程は，廃止する。 

 （東海村地域福祉活動計画進行管理委員会設置規程の廃止） 

３ 東海村地域福祉活動計画進行管理委員会設置規程は，廃止する。 

 （ワーキングチーム設置要項の廃止） 

４ ワーキングチーム設置要項は，廃止する。 

 附 則 

 この規程は，令和３年６月２４日から施行する。 
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　 （敬称略）

№ 役　職 氏　名 所　属

1 委員長 西田　恵子
立教大学コミュニティ福祉学部 教授

社会福祉学博士

2 副委員長 田尾　文義
日常生活自立支援事業 生活支援員

行政書士

3 委　員 橋本　勝行 地区社会福祉協議会 代表

4 委　員 斎藤　由美子 東海村ボランティア連絡協議会 代表

5 委　員 小林　綾子 子育て世代代表

6 委　員 稲田　栄一 民生委員・児童委員協議会 副会長

7 委　員 内藤　さおり 社会福祉法人オークス・ウェルフェア ケアマネジャー

8 委　員 大串　昌弘 NPO法人まつぼっくり 計画相談員

9 委　員 宮本　絹子 東海村発達支援センター 相談員

10 委　員 鈴木　さちよ 鈴木ハーブ研究所 代表取締役社長

11 委　員 大内　康雄
村立東海病院 作業療法士

認知症作業療法と地域の会 代表

12 委　員 木村　智恵 東海村教育委員会 指導室長

13 委　員 山口　正弘 東海村福祉部 福祉総務課長補佐

任期　令和2年4月1日～令和5年3月31日

東海村地域福祉活動計画推進委員会　委員名簿
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（順不同・敬称略）

№ 選出区分 氏　　　名 備　　　考

◎ 1 生活支援課　地域福祉推進係 大内　智弘 係長

〇 2 生活支援課　地域福祉推進係 川上　有里 主任

3 生活支援課　地域福祉推進係 助川　愛理 主事

4 管理運営課　障害者センター 井上　結唯 主事

5 管理運営課　企画総務係 横須賀　こごみ 主事／事務局

（順不同・敬称略）

№ 選出区分 氏　　　名 備　　　考

◎ 1 管理運営課　障害者センター 佐藤　愛子 センター長

2 管理運営課　障害者センター 永山　奈津子 係長

3 管理運営課　障害者センター 佐藤　学 主任

4 管理運営課　障害者センター 片野　久恵 主任

〇 5 管理運営課　児童センター 鹿志村　洋子 センター長

6 管理運営課　児童センター 澤畠　祐美 主任

7 管理運営課　居宅介護支援事業所 三田　礼子 主任

8 生活支援課　生活支援ネットワーク係 阿久津　俊 主事

（順不同・敬称略）

№ 選出区分 氏　　　名 備　　　考

◎ 1 生活支援課　生活支援ネットワーク係 市毛　幸子 係長

〇 2 生活支援課　生活支援ネットワーク係 蛭田　寛子 主事

3 生活支援課　生活支援ネットワーク係 関山　静香 主事

4 生活支援課　地域福祉推進係 仲田　瑞穂 主事

5 管理運営課　障害者センター 生田目　高宏 主事

（順不同・敬称略）

№ 選出区分 氏　　　名 備　　　考

◎ 1 管理運営課　企画総務係 川崎　克彦 総括係長

〇 2 管理運営課　企画総務係 坂本　歩 係長

3 管理運営課　企画総務係 大森　文恵 主任

4 管理運営課　企画総務係 萩谷　利彦

5 管理運営課　企画総務係 古市　こずえ 係長／事務局

〇はサブリーダー

◎はグループリーダー

第4次東海村地域福祉活動計画【見直し】　ワーキングチーム名簿

１．地域づくりチーム

３．地域ネットワークチーム

２．地域生活支援チーム

４．組織基盤強化チーム


