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令和元年度社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 

事業報告書・事業報告附属明細書 
 

自 平成３１年 ４月 １日 

 至 令和 ２年 ３月３１日 

Ⅰ 活動概要 
 

【地域福祉を取り巻く状況】 

 地域社会の関係性の希薄化、家族形態の変容などを背景として、地域では孤独死やゴ

ミ屋敷の増加、社会的孤立、ひきこもり、８０５０問題、貧困や格差など、様々な地域

生活課題が顕在化しているとともに、児童虐待、ＤＶの増加、高齢者や障害者への虐待

も増加している。また、令和元年１０月台風第１９号災害をはじめとした水害や地震な

ど大規模な災害が多発しており、災害時の対応体制も大きな課題となっている。 

これらの課題の解決に向けては、住民相互の「つながり」や「絆」を深め、地域の福

祉力を向上させることが一層強く求められており、国は住民が地域、暮らし、生きがい

を共に創り、高め合うことができる地域共生社会を実現させるためには、住民一人ひと

りの主体的な参加と協力が不可欠であり、関係団体、市民活動団体、社会福祉施設等と

の連携のもと、体制整備を進めている。 

 

【諸課題への対応】 

 本会では、地域福祉の諸課題に対応するため、令和元年度においては、「地域活性化の

ための基盤整備」、「生活支援体制整備事業の推進」、「権利擁護の推進」、「災害時における

対応及び組織基盤の強化」の４つを重点事業として取り組んできたところである。 

地域活性化のための基盤整備については、住民の地域に対する理解と関心、自ら地域活

動に参加する気持ちを高めるため、体験を通じたボランティア学習・福祉教育を推進した。 

また、住民主体の地域福祉活動が活性化されるよう、各地区社会福祉協議会の自主的な

活動展開を支援するため、地区社会福祉協議会ごとに策定される地域福祉行動計画の策

定支援や、見守り活動等を対象とした地域福祉活動補助金の交付等を行った。 

生活支援体制整備事業の推進については、さいたま市からの委託により第１層地域支

え合い推進員を配置し、日常生活圏域ごとに配置されている第２層地域支え合い推進員

の活動支援を行った。 

権利擁護の推進については、日常生活自立支援事業や法人後見事業等を実施し、住み慣

れた地域で安心して生活が送れるよう支援した。 

また、地域における権利擁護体制の一体的拡充を図るため、成年後見制度に関する相談、

後見等開始申立てに関する支援、ひとり暮らし高齢者等の入院や施設入所の際の保証機

能などのサービスを実施した。 

災害時における対応及び組織基盤の強化については、災害ボランティアセンター運営

に係る体制整備として、災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの再策定に向け

た検討を行った。また、計画的な人材育成を行うとともに、自主財源確保に向けた取り組

みを行った。 



 

Ⅱ 重点事業報告 

１ 地域活性化のための基盤整備 

身近な地域に対する理解と関心を持ち、自ら地域活動に参加する気持ちを高めるた

め、体験を通じたボランティア学習・福祉教育を推進した。また、社会福祉法人の地域

における公益的な活動との連携を図り、さいたま市や関係機関等と協働しながら、住民

が主体的に地域課題を把握して解決を試みる地区社会福祉協議会の体制づくりを支援し

た。 
 

 【内容】 

１ ボランティア体験学習事業 

 社会福祉法人やボランティア・市民活動団体等と協働で実施することにより、地域ぐ

るみでボランティアを育成する気運を高めた。初めての試みとして、聴覚障害者との関

わりをとおし、手話学習と障害理解を促進するボランティア体験学習を実施した。また、

低年齢層が参加しやすいプログラムの内容へ見直しを行う他、教育委員会が実施した

「チャレンジＵＰさいたま」と連携したことで、若い世代へのボランティア活動への参

加促進につながった。 

〇参加者数 ８７３名 
 

２ ボランティア各種講座 

  新たな人材の発掘及び育成を図るため、ボランティアグループや関係機関と協働し、

区ごとにボランティア講座等を実施した。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

３ 福祉教育・ボランティア学習推進事業 

  学校や地域団体・企業等からの福祉教育に関する企画相談や助言等を通じて、地域を

基盤とした福祉教育・学習活動の推進を図った。 

 

４ 社会福祉法人の地域における公益的な活動との連携 

  地区社会福祉協議会と地域の社会福祉法人が地域ニーズを 

共有し、連携・協働して取り組む活動に対して補助金を交付し 

地域福祉活動の一層の発展を促した。 

○交付地区数：２２地区 
 

・特別支援教育ボランティア講座（共催：大宮北特別支援学校） 

・点訳ボランティア講座（共催：大砂土虹の会） 

・学校支援ボランティア養成講座(共催： 大宮ろう学園) 

・地域の場づくりで使えるアイスブレイク（共催：NPO 法人ハンズオン！埼玉） 

・保育ボランティア入門講座（共催：子育て支援センターみぬま） 

・絵手紙ボランティア養成講座（協力：絵手紙ボランティアさなえの会、さいたま市みずき園） 

・桜区災害ボランティアセンターの支援活動について（共催：桜区ボランティア連絡会） 

・ボランティア体験講座（協力：浦和トイライブラリーおもちゃ箱） 

・料理ボランティア養成講座（共催：料理ボランティアやすらぎ会） 

●西浦和地区社会福祉協議会 

「保育園児と地域のお年寄りの 

交流（七夕）」 

【地域福祉課】 



 

５ 地区社会福祉協議会活動への支援 

市内の地区社会福祉協議会がそれぞれの地域のニーズに基づいた計画を策定し、見守

り活動や地域の支えあい活動等、住民主体の地域福祉活動が活性化されるよう、地区社

会福祉協議会の自主的な活動展開を支援した。 

（１）地域福祉行動計画の策定 

市内の地区社会福祉協議会に対し、地域の福祉ニーズや地域の特性に応じた地域福

祉行動計画が策定されるよう支援した。 

○計画策定地区数：１２地区 【内訳】新規：１地区、再策定：１１地区 

（２）地域福祉行動計画の進行管理・評価 

地域福祉行動計画の再策定、進捗状況の把握、評価を行う「地域福祉推進委員会」

が設置されるよう働きかけた。 

○新規設置地区 ７地区 （設置地区数合計４６地区） 

（３）活動拠点の整備（地区社会福祉協議会事務所設置場所の検討） 

誰もが気軽に立ち寄ることができる地区社会福祉協議会の活動拠点を、公共施設

や社会福祉法人等に設置されるよう、地区社会福祉協議会と連携・協働して取り組

んだ。 

（４）地域福祉活動補助金の交付 

地区社会福祉協議会の活動を支援するため、補助項目を設定のうえ、地域福祉活動

補助金を継続的に交付し、地域福祉活動の活性化を図った。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（５）会議・研修の開催 

・地区社会福祉協議会連絡会 

地区社会福祉協議会相互の情報共有、地区社会福祉協議会が抱える課題の把握と

その解決に向けた検討等を行うための連絡会を市及び区単位で開催した。 

・地区社会福祉協議会役員研修 

地区社会福祉協議会役員等の専門知識の習得等を図

るための研修を開催した。 

・見守り・支えあい活動に関する研修 

各地域のニーズに合わせて、見守りや支えあい活動     

が活性化するよう地区社会福祉協議会の活動に関する  

研修を実施した。 
●岩槻区地域福祉研修 

「地区社協活動の勘所 

～よりよい地区社協活動のために～」 

・地域住民への情報提供      ○交付地区数：４９地区 ○交付金額：２，２２１，６７３円 
・地域住民を対象とした福祉講座  ○交付地区数：４１地区 ○交付金額：１，７１６，７９２円 
・地域福祉推進委員会の設置・運営 ○交付地区数：３５地区 ○交付金額：  ５６１，４４２円          
・地域の社会福祉法人や福祉施設と協働した取り組み 

○交付地区数：２２地区 ○交付金額：  ７１４，２２５円 
・障害者や子育て中の親子などを対象としたサロン活動 

                 ○交付地区数：３５地区 ○交付金額：１，５５３，９５７円 

・その他             ○交付地区数：４２地区 ○交付金額：１，１２９，５２８円 
・高齢者を対象としたサロン活動  ○交付地区数：４８地区 ○交付金額：２，３２５，１２０円 
・ゆるやかに見守る活動      ○交付地区数：１３地区 ○交付金額：１，０９９，０００円 

・ゆるやかに見守る活動・訪問による見守り活動 

                 ○交付地区数：３５地区 ○交付金額：４，６３３，０６６円 

・支えあい活動          ○交付地区数： ８地区 ○交付金額：  ６４７，０００円 

 



 

２ 生活支援体制整備事業の推進 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするために、地域におけ

る一体的な生活支援・介護予防サービス（以下、「生活支援等サービス」という。）の

提供体制を整備し、地域包括ケアシステムの構築を推進した。市内全域における生活支

援・介護予防の基盤整備に向けた取り組みを行い、第２層地域支え合い推進員が日常生

活圏域を単位とした地域ごとに、地域の実情に即した高齢者の生活を支援する体制づく

りに取り組めるよう支援した。 

令和元年度は、第１層地域支え合い推進員を１名増員し３名の配置とし、支援係の行

う地域包括支援センターの支援と連携しながら、新任の第２層地域支え合い推進員の情

報交換会の実施や、区地域支え合い推進員連絡会等への出席など、第２層地域支え合い

推進員の更なる支援に努めた。 
 

【内容】 

１ 高齢者生活支援推進協議会に関すること 

第１層地域支え合い推進員が地域で円滑に活動するための組織的補完として、高

齢者生活支援推進協議会を開催した。第２層地域支え合い推進員の活動上の悩みや

課題から議題を選定し、協議を行った。 
 

開催回数 ２回 ※新型コロナウイルスの影響により中止：１回 

 

２ 第２層地域支え合い推進員の支援に関すること 

（１）連絡会及び研修会開催 ５回 

第１回 令和元年度の事業について 

第２回 地域の担い手養成研修修了者の活用に向けて意見交換 

第３回 地域資源の見える化（地域資源マップ作成） 

第４回 研修会「生活支援コーディネーターにとっての地域ニーズ把握・協議・資

源開発の視点と方法」 

講師：東洋大学 社会学部 社会福祉学科 教授 加山 弾 氏 

第５回 研修会「協議体の運営ポイントについて」 

講師：埼玉県社会福祉協議会 地域連携課 生活支援アドバイザー 佐藤 潤一 氏 

第６回 ※新型コロナウイルスの影響により中止 

 

（２）新任地域支え合い推進員情報交換会の実施 
 

対 象 実働が１年未満の地域支え合い推進員 

内 容 生活支援体制整備事業の説明 

地域支え合い推進員による実践報告 

 

（３）各区地域支え合い推進員連絡会、地域支え合い連絡会等への参加、支援 
 

出席回数 ６５回 

 

【在宅サービス課】 



 

３ 情報発信・啓発活動 

（１）「いきいき活動リスト」、「活動インフォメーション」の周知 

第２層地域支え合い推進員が把握した地域資源の情報を日常生活圏域ごとに集め

た「いきいき活動リスト」や、地域活動や地域支え合い推進員の活動を紹介する

「活動インフォメーション」をさいたま市ホームページに掲載した。 

 

（２）「まちづくりフォーラム in さいたま２０１９」の開催 

共に支え合う意識の醸成と、自分たちの地域のことを考える、“地域デビュー”の 

きっかけづくりのため、フォーラムを開催した。 

 

   日 時 令和元年１１月８日（金）１０：００～１５：３０ 

   内 容 地域活動団体によるパネルディスカッション、ポスターセッション 

   会 場 浦和コミュニティセンター１０階 

   参加者 ４００名 

 

 

 

 

 

 
 

（パネルディスカッション）        （ポスターセッション） 
 

４ 地域の担い手養成研修事業（たまねっこ養成講座）の開催 

修了者が、新たな人材として、自治会や地区社会福祉協議会、ボランティア団体、

NPO 法人などの多様な活動の場において活躍できるよう、全３日間の研修を１０区で

開催した。 

 

期 間 令和元年１１月１１日（月）～１２月２３日（月） 延２２日間 

 修了者 ８９名 

 

・カリキュラム 

１日目 ２日目（５区合同開催） ３日目 

さいたま市の介護保険 
地域福祉について 

社会福祉協議会の地域活動 

生活支援体制整備事業 
地 域 支 え 合 い 推 進 員 の  
役割・助け合い体験 

防犯のまちづくり 地域活動について 

地域とつながるグループ 
ワーク（地域活動の紹介） 

高齢者の理解 対人援助技術 

認知症の理解 コミュニケーション 



 

３ 権利擁護の推進 

認知症や知的障害・精神障害などで判断能力が低下した方が、地域で安心して生活が

送れるよう成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用を促進した。 

また、市民に対する権利擁護的相談及び支援を行う関係機関に対して、専門性を更に

強化するための相談等を実施した。 

この他、成年後見制度に関する相談、後見等開始申立てに関する支援、ひとり暮らし

高齢者等の入院や施設入所の際の保証機能などのサービスを実施し、地域における権利

擁護体制の一体的拡充を図った。 

 

 【内容】 

１ 法人後見事業の実施 

親族、資産及び所得の状況から、他に適切な後見人等が得られない方に対し、本会

が受任し後見活動を行うことにより、成年被後見人等の権利擁護に努めた。 

また、法人で受任した事案のうち、状況が安定しているものについては、家庭裁判

所と調整の上、市民後見人へ移行を図り、本会は後見監督人として、市民後見人の活

動が適正なものとなるよう監督を実施した。 

 

新規受任件数：６件 年度末受任件数：１９件 終了件数：６件 

 

年度末後見監督受任件数：５件 
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【高齢・障害者権利擁護センター】 



 

２ 成年後見制度利用総合支援事業の実施 

成年後見制度の利用に際し、制度に関する相談に応じるとともに、後見等開始申立

てに関する支援を行った。 

 

問合せ・相談件数：１１８件 

継続支援件数：１６件 （累計支援回数：５４回） 

 

 

３ 日常生活自立支援事業の実施 

複雑化するケースに対応するために、関係機関との連携を強化するとともに、専門

員、生活支援員に対して、適切な援助のために必要な知識や技術を得ることを目的と

した研修を実施した。 

 

 

 

 

４ 高齢者くらしあんしん事業の実施 

契約能力がある高齢者と契約し、入院や施設入所時の保証機能等を担うことで住み

慣れた地域で自立した生活を続けることが出来るよう支援した。 

 

問合せ・相談件数：７３件 年度末契約件数：５件 
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４ 災害時における対応及び組織基盤の強化 

  平成３０年度に実施した、関東ブロック都県・指定都市社協災害協定に基づく幹事業 

務や平成３０年７月豪雨災害に伴う広島県への職員派遣等の経験を活かし、災害時にお

ける本会の体制整備を行った。また、計画的な人材育成を行うとともに、自主財源の確

保に向けた取り組みを積極的に行い、組織の基盤強化を図った。 

 

【内容】 

１ 災害ボランティアセンター運営に係る体制整備 

   災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルについて、より実効性の高いも

のとするため、他県の災害ボランティアセンターの運営状況や、毎年実施している

災害ボランティアセンター運営訓練での意見、令和元年１０月台風第１９号災害に

おける市及び各区に災害ボランティアセンターが設置され、その運営を担った経験

等を参考に、マニュアルの再策定に向けた検討を行った。 

特に近年では、地域住民と連携し、災害ボランティアセンターの支所的な位置づ

けとした「サテライト」を設置・運営している災害ボランティアセンターが増えて

いるため、その運営方法等を参考に、「サテライト」の設置について、また、ボラ

ンティアバスの受入れ等、状況に応じた対応を求められていることから、センター

設置のあり方、設置場所等についても併せて検討を行った。 

 

  【主な検証事項】 

    ①災害ボランティアセンター設置のあり方及び設置場所 

    ②災害ボランティアセンター班構成等の見直し 

③災害ボランティアセンター活動時の使用様式の見直し 
 

 

２ 人材の育成 

（１）人材育成基本方針に基づく人材育成 

本会地域福祉活動計画等に基づき、地域福祉を推進し、また、質の高い福祉サー

ビスを提供するために欠かせない活動や事業、組織運営を担う人材を、計画的且つ

継続的に育成していくことを目的に策定した人材育成基本方針に基づき、育成を行

った。 

 

（２）地域福祉活動推進研修 

コミュニティソーシャルワークを行うための知識・技能の習得、また、地区社会

福祉協議会支援業務の具体的な支援手段を学ぶことを目的に、地域福祉活動推進研

修を実施した。 

なお、本研修については、本会職員の基本的な研修とし、すべての事業実施におい

て「個別支援を通じた地域支援」の視点を持てるよう研修を行った。 

【総務課】 



 

 

     
 

 

３ 収益事業の強化 

遺贈寄附の受入れや不要入れ歯の回収等について、福祉関係機関、団体及び企業等に

周知を行った。 

特に自動販売機設置事業においては、設置台数の増加を図るため、賛助会員加入依頼

と併せて企業に依頼し、新たに１台を設置した。 

 

   【自動販売機設置台数】 

     ○公共施設   ９５台 

     ○公共施設以外  ３台（うち令和元年度新規設置台数：１台） 

 

     

 

  

【公共施設以外への自動販売機の設置】 

 

 新たに自動販売機を設置 

 自動販売機をラッピングするとともに、

地域福祉推進に活用されていることをＰＲ

している。 

 

【地域福祉活動推進研修】 

 

日 時：令和元年７月２３日（火） 

９：３０～１６：３０ 

テーマ：「コミュニティソーシャルワークと 

小地域福祉活動」 

講 師：日本社会事業大学 社会福祉学部 

    准教授 菱沼 幹男 氏 



 

Ⅲ 事業実施報告 

【会務の運営】 

１ 理事会の開催 

○第６６回理事会  令和元年６月３日（月） 出席理事１５名 

・議案第１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

・議案第２号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会評議員選任・解任委員の欠員に

伴う評議員選任・解任委員の選任について 

・議案第３号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会理事、監事の任期満了に伴う理

事、監事候補者の選定について 

・議案第４号 平成３０年度社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会事業報告及び決算

の承認について 

・議案第５号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会第５６回評議員会（定時評議員

会）の招集について 
 

○第６７回理事会  令和元年６月２４日（月） 出席理事１２名 

・議案第１号   社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会会長、副会長及び常務理事の選

定について 
 

○第６８回理事会  令和２年３月１３日（金） 出席理事１１名 

・議案第１号   専決処分の報告及び承認を求めることについて 

・議案第２号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会評議員の欠員に伴う評議員選任

候補者の選定について 

・議案第３号   社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会第４回評議員選任・解任委員会

の開催について 

・議案第４号   社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会職員就業規則の一部を改正する

規則の制定について 

・議案第５号   社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会職員福利厚生給与金規則の一部

を改正する規則の制定について 

・議案第６号   社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会職員給与規則の一部を改正する

規則の制定について 

・議案第７号 

 

・議案第８号 

 

・議案第９号 

 

・議案第１０号 

 

・議案第１１号 

 

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会役員報酬等に関する規則の一部

を改正する規則の制定について 

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会情報公開規則の一部を改正する

規則の制定について 

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会個人情報保護規則の一部を改正

する規則の制定について 

令和２年度社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会事業計画及び収入支

出予算について 

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会第５７回評議員会の開催につい

て 



 

２ 評議員会の開催 

  ○第５６回評議員会 令和元年６月２４日（月） 出席評議員２３名 

・議案第１号  専決処分の報告及び承認を求めることについて 

・議案第２号 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会理事、監事の任期満了に伴う理

事、監事の選任について 

・議案第３号 平成３０年度社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会事業報告及び決算

の承認について 
 

○第５７回評議員会 決議の省略による開催 

 ※決議があったものとみなされた日：令和２年３月２７日（金） 

・議案第１号   専決処分の報告及び承認を求めることについて 

・議案第２号 

 

・議案第３号 

社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会役員報酬等に関する規則の一部

を改正する規則の制定について 

令和２年度社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会事業計画及び収入支

出予算について 

 

３ 評議員選任・解任委員会の開催 

○第４回評議員選任・解任委員会 

・開 催 日：令和２年３月１９日（木） 

・議  題：社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会評議員の選任について 

・出席委員：３名 
 

４ 監査会の開催 

○令和元年度監査会 

・開 催 日：令和元年５月２２日（水） 

   ・議  題：社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会平成３０年度事業・会計監査等 

・出席監事：２名 
 

５ 三役会の開催 

  ○令和元年度第１回三役会 

・開 催 日：令和元年５月２９日（水） 

・議  題：①理事会、評議員会について 

②評議員選任・解任委員の選任について 

③理事・監事候補者の選定について 

④平成３０年度事業報告及び決算の承認について 

⑤評議員会の開催について 
 

  ○令和元年度第２回三役会 

・開 催 日：令和２年３月５日（木） 

   ・議  題：①理事会、評議員会について 

②欠員評議員選任候補者の選定について 

③評議員選任・解任委員会の開催について 

④規則の改正等について 

⑤令和２年度事業計画及び収入支出予算について 

⑥評議員会の開催について 



 

６ 委員会の開催 

（１）ボランティアセンター運営委員会 

 ○令和元年度第１回ボランティアセンター運営委員会 

    ・開 催 日：令和元年７月１２日（金） 

・会  場：浦和ふれあい館 

    ・議  題：①令和元年度ボランティア団体活動助成金及び各区ボランティア連絡会活動助

成金交付の審査について 

          ②令和元年度さいたま市夏のボランティア体験学習事業について 

 

   ○令和元年度第２回ボランティアセンター運営委員会 

    ・日  程：令和２年３月５日（木） ※新型コロナウイルスの影響により中止 

 

（２）地域福祉推進委員会 

  ○令和元年度第１回地域福祉推進委員会 

    ・開 催 日：令和元年７月８日（月） 

 ・会  場：浦和ふれあい館 

    ・議  題：令和元年度重点事業の取り組みについて 

 

   ○令和元年度第２回地域福祉推進委員会 

    ・日  程：令和２年３月１２日（木） ※新型コロナウイルスの影響により中止 

 

７ さいたま市地区社会福祉協議会連絡会の開催 

地域福祉のより一層の推進を図るため、地区社会福祉協議会相互の福祉課題の共有や情報交換を行

うことを目的としたさいたま市地区社会福祉協議会連絡会を開催した。 
 

 ○令和元年度第１回さいたま市地区社会福祉協議会連絡会 

・開 催 日：令和元年１０月２９日（火） 

・会  場：浦和ふれあい館 

    ・議  題：見守り活動について 
 

 ○令和元年度第２回さいたま市地区社会福祉協議会連絡会 

    ・開 催 日：令和２年２月２５日（火） 

・会  場：浦和ふれあい館 

    ・議  題：各地区社会福祉協議会重点事業・活動に関する取組みについて 

 

８ 区地区社会福祉協議会連絡会の開催 

○西区地区社会福祉協議会連絡会 

令和元年５月２２日（水）、令和元年８月２６日（月）、令和２年３月１９日（木）【中止】 

 ○北区地区社会福祉協議会連絡会 

   令和元年５月２２日（水）、令和元年８月２８日（水）、令和２年３月２６日（木）【中止】 

  ○大宮区地区社会福祉協議会連絡会 

   令和元年５月２９日（水）、令和元年８月２７日（火）、令和２年３月２３日（月）【中止】 



 

  ○見沼区地区社会福祉協議会連絡会 

   令和元年６月１４日（金）、令和元年８月７日（水）、令和２年３月２６日（木）【中止】 

  ○中央区地区社会福祉協議会連絡会 

   令和元年５月２１日（火）、令和元年８月２０日（火）、令和２年３月１８日（水）【中止】 

  ○桜区地区社会福祉協議会連絡会 

   令和元年５月３０日（木）、令和元年８月２１日（水）、令和２年３月１７日（火）【中止】 

  ○浦和区地区社会福祉協議会連絡会 

   令和元年５月２９日（水）、令和元年９月３日（火）、令和２年３月１８日（水）【中止】 

  ○南区地区社会福祉協議会連絡会 

   令和元年５月１３日（月）、令和元年８月２１日（水）、令和元年１０月２８日（月）、 

令和２年３月２３日（月）【中止】 

  ○緑区地区社会福祉協議会連絡会 

   令和元年５月２４日（金）、令和元年９月２日（月）、令和２年３月１７日（火）【中止】 

○岩槻区地区社会福祉協議会連絡会 

   令和元年５月２９日（水）、令和２年３月１８日（水）【中止】 

 

※【中止】 新型コロナウイルスの影響により中止 

 

９ 政令指定都市社会福祉協議会としての対応 

政令指定都市社会福祉協議会としての業務に対応するため、各種会議に出席した。 
 

   ○指定都市社協・民児連連絡協議会 

    ・開 催 日：令和元年７月１８日（木） 

７月１９日（金） 

    ・会  場：新横浜グレイスホテル 

・主な議題：①区社会福祉協議会（区事務所・区支部）等のあり方について 

          ②地域共生社会の実現に向けた地域福祉活動計画・地域福祉計画の策定・推進 

について 

③個別の課題を地域で支える 

～民生委員・児童委員と社協が進める地域づくり～ 

          ④大規模災害に備えた地域における日頃の関係づくりについて 

⑤一斉改選に向けたなり手確保のための具体的な取組みについて 

          ⑥民生委員・児童委員活動を円滑に進めるには 

 
 

○都道府県・指定都市社会福祉協議会常務理事・事務局長会議 

    ・開 催 日：令和２年１月３１日（金） 

    ・会  場：全国社会福祉協議会 

    ・主な議題：①令和２年度全社協事業の重点について 

           ②令和２年度全社協事業の重点事項に関する取り組みについて 
 

 



 

   ○関東甲信越静ブロック都県・指定都市社会福祉協議会会長会議 

    ・開 催 日：令和２年２月６日（木） 

    ・会  場：ホテル横浜キャメロットジャパン 

    ・主な議題：①大規模災害に備えた関係団体との連携について 

          ②同一労働同一賃金の具体的な対応方法について 

          ③市町村域での社会福祉法人連絡会の設置運営支援について 

          ④成年後見制度利用促進に係る推進策について 
 

   ○関東甲信越静ブロック都県・指定都市社会福祉協議会常務理事・事務局長会議 

    ・開 催 日：令和元年８月２３日（金） 

    ・会  場：グランディエールブケトーカイ 

 ・主な議題：①社会福祉協議会の経営分析指標について 

②働き方改革への対応について 

③寄付文化の醸成・ファンドレイジングについて 

④社協活動のＳＮＳによる発信等について 

⑤生活福祉資金貸付事務費の確保について 
 

○関東甲信越静ブロック都県・指定都市社会福祉協議会総務部課長会議 

    ・開 催 日：令和元年７月５日（金） 

    ・会   場：東京都社会福祉協議会 

    ・主な議題：①内部監査の体制、実施方法、実施状況等について 

②働き方改革への対応について 

③同一労働同一賃金への対応について 

④嘱託職員の給与水準について 

⑤正規職員採用の応募資格について 

⑥障がい者雇用について 
 

○春季関東甲信越静ブロック都県・指定都市社会福祉協議会組織・ボランティア業務担当部・ 

課長会議 

・開 催 日：令和元年６月１０日（月） 

・会  場：東京ボランティア・市民活動センター 

・主な議題：①協議題に対する意見交換 

           ②秋季研究協議会に向けた課題整理 
 

    ○関東ブロック・郡市区町村社協職員合同研究協議会 

      ・開 催 日：令和元年７月２９日（月） 

               ７月３０日（火） 

         ・会  場：国際ファッションセンター 

     ・主な議題：①生きづらさを抱える人たちに寄り添う居場所づくり 

           ②地域住民や多様な主体との連携、協働から地域の課題解決方法を考える 

                 ③災害に負けない地域を共に創る 

                 ④地域福祉課題解決と財源確保 

                 ⑤生活困窮者支援事業を切り口に考える社協の役割とは 

                 ⑥社会福祉法人との連携ですすめる地域づくり 



 

１０ 災害に対する取り組み 

（１）台風第１５号・台風第１９号災害への支援活動 

○災害ボランティアセンターへの職員派遣 

   令和元年９月台風第１５号災害において、被災地で活動するボランティアの受入れやニーズ

調整を行う「災害ボランティアセンター」の運営支援のため、職員を派遣した。 
 

   ・派 遣 先：君津市災害ボランティアセンター（千葉県） 

   ・派 遣 期 間：令和元年９月２０日（金）～１０月１１日（金） 

   ・派遣職員数：５名 
 

○栃木県佐野市へのボランティアバスの運行 

（令和元年１０月台風第１９号災害被災地へのボランティアバスの運行） 

・日  程：令和元年１１月２３日（土） ※悪天候により中止 

 

（２）災害ボランティアセンター設置・運営 

    令和元年１０月台風第１９号により、市内においても被害が発生し、床上浸水等によって住民

に被害があった世帯の支援のため、市及び各区に災害ボランティアセンターが設置され、本会が

その運営を担った。 
 

    ・ニーズ依頼数：６７件 

   ・ボランティア活動延人数：２０６名 

名称 運営期間 

さいたま市災害ボランティアセンター １０月１５日（火）～３１日（木） 

西 区災害ボランティアセンター １０月１５日（火）～２８日（月） 

北 区災害ボランティアセンター １０月１６日（水）～１８日（金） 

大宮区災害ボランティアセンター １０月１６日（水）～２０日（日） 

見沼区災害ボランティアセンター １０月１６日（水）～２１日（月） 

中央区災害ボランティアセンター １０月１５日（火）～２８日（月） 

桜 区災害ボランティアセンター １０月１５日（火）～３１日（木） 

浦和区災害ボランティアセンター １０月１６日（水）～１８日（金） 

南 区災害ボランティアセンター １０月１６日（水）～１８日（金） 

緑 区災害ボランティアセンター １０月１６日（水）～１８日（金） 

岩槻区災害ボランティアセンター １０月１６日（水）～１８日（金） 

 

（３）災害ボランティア活動に関する情報提供 

   本会ホームページにおいて、災害ボランティア活動に関する情報提供を行った。 

   ・令和元年９月台風第１５号災害に関する災害ボランティア関連情報 

   ・令和元年１０月台風第１９号災害に関する災害ボランティア関連情報 

   ・災害義援金情報 

 

 



 

（４）災害ボランティアセンター運営訓練 

   ○令和元年度災害ボランティアセンター運営訓練 

実際の被災時の運営に役立てられるよう、九都県市合同防災訓練時に災害ボランティアセン

ター運営訓練を行った。 

    ・開 催 日：令和元年９月１日（日） 

    ・会  場：岩槻区役所 

    ・参加職員：２４名 
 

○令和元年度さいたま市震災対策図上訓練  

さいたま市主催の図上訓練に参加した。  

・開 催 日：令和２年１月２１日（火）  

・会  場：浦和ふれあい館  

・参加職員：２名 

 

  



 

【総務課所管事業】 

１ 社会福祉大会事業 

さいたま市と共催し、福祉活動に対する協力者及び浄財寄贈者へ感謝の意を表することによって

福祉の高揚と推進を図った。 

 

  ○令和元年度さいたま市社会福祉大会 

・開 催 日：令和２年１月２０日（月） 

・会  場：さいたま市民会館おおみや 

・会長表彰：２４３名 ２３団体 

   ・講 演 会：講 師 松下 賢次 氏 

テーマ 「人間力を上げる豊かな発想」 

 

２ 歳末たすけあい事業 

高齢者・障害者・福祉施設等に対し、地区社会福祉協議会と協力し、歳末慰問及び歳末福祉事業

を行った。 

（１）歳末福祉事業 

事業内容 対象者 金  額 

交流イベント・各種サロン・ 

ふれあい会食事業等 
一人暮らし高齢者等 ２４，９７０，８８９円 

 

（２）歳末慰問事業 

区  分 件  数 金  額 

高

齢

者 

高齢者全般 １，９７５件 ２，４６０，９００円 

要介護高齢者 １５２件 １，０２８，０００円 

要支援高齢者 ６９件 ３９５，０００円 

高齢者世帯 ９０５件 ８６２，７６４円 

介護者・家族 １０４件 ８７９，０００円 

障

害

児 

・ 

者 

障害児者全般 １８９件 １，３８１，２３２円 

知的障害児者 ２１１件 １，１００，０００円 

身体障害児者 ４０８件 ２，０５３，０００円 

精神障害者 ５件 ５５，０００円 

心身障害児者 １６件 １３０，０００円 

介護者・家族 １４件 ７１，０００円 

児

童 

・ 

青

少

年 

乳幼児 １件 １５，０００円 

児童 １８３件 ５３２，３６８円 

青少年 ２１７件 ２６７，１６１円 

一人親家族 ４８件 ４１５，０００円 

養護児童 １０件 ２１１，０００円 

家族 １件 ５，０００円 



 

住

民

全

般 

住民全般 ２件 １４０，０００円 

災害等被災者 １件 ２０，０００円 

低所得者 ５７件 ７６７，０００円 

長期療養者 ４９件 ５００，０００円 

ボランティア １９件 ６３２，３７０円 

その他 ３件 ２２０，０００円 

合   計 ４，６３９件 １４，１４０，７９５円 

                          ※地区社協の持出金９４２，５６４円を含む 

 

３ 地域福祉情報・研修センターの運営 

（１）研修部門 

地域福祉情報・研修センターの研修体系に基づき、「福祉施設等従事者研修」、民生委員・児童委

員研修を含む「地域福祉推進研修」と地域住民を対象とした「市民向け研修」を開催した。 

また、市内における研修実施機関との連絡会を開催し、今後のさいたま市の福祉人材育成につい

て意見交換を行った。 

①研修 

 研 修 名 開 催 日 募集人数 申込者数 参加者数 

福

祉

施

設

等

従

事

者

研

修 

１ 
福祉職員キャリアパス 
対応生涯研修課程 
（初任者コース） 

令和元年６月５日 

令和元年６月１２日 
３０名 ３５名 延べ６９名 

２ 対人援助研修Ⅰ 令和元年７月２２日 ４２名 ５３名 ４５名 

３ 介護技術研修Ⅰ 
令和２年２月８日 

令和２年２月２２日 
２０名 ２１名 延べ３１名 

４ 
福祉職員キャリアパス 
対応生涯研修課程 
（中堅職員コース） 

令和元年７月 ５日 

令和元年７月１２日 
３０名 ３８名 延べ６４名 

５ 対人援助研修Ⅱ 令和元年６月１０日 ３６名 ３６名 ３２名 

６ 介護技術研修Ⅱ 
令和元年１１月２３日 

令和元年１２月７日 
２０名 １９名 延べ３２名 

７ 
福祉職員キャリアパス 
対応生涯研修課程 
（チームリーダーコース） 

令和元年９月２０日 

令和元年９月２７日 
３０名 ２５名 延べ４２名 

８ 管理者研修 令和元年５月２７日 ３０名 ４３名 ３８名 

９ 労務担当者研修 令和元年９月１３日 ４０名 ２６名 ２３名 

10 人材育成担当者研修 令和２年２月５日 ４０名 ５６名 ４１名 

11 福祉職場の救急救命法 
平成３１年４月２６日 

令和２年１月１５日 

３０名 

３０名 

３３名 

６０名 

３１名 

３０名 

12 苦情対応研修 令和２年１月２９日 ４０名 ５９名 ４８名 

13 権利擁護研修 令和元年１２月４日 ４０名 ５４名 ４７名 

14 スーパービジョン研修 令和元年１２月３日 ４０名 ３６名 ２９名 

15 記録の書き方研修 
令和元年７月２４日 

令和元年７月３１日 

５０名 

２０名 

７８名 

３２名 

５８名 

２６名 

16 多職種連携研修 令和元年１０月１５日 ４０名 ２７名 ２２名 

17 施策・制度研修 令和元年１２月１８日 ４０名 ６５名 ４８名 



 

地 

域 

福 

祉 

推 

進 

研 

修 

１ 広報上手★になる研修 令和元年１１月２２日 ４０名 ２７名 ２６名 

２ 
レク上手★になる研修 

（高齢・障害者対象編） 
令和元年５月２３日 ５０名 ２９名 ２６名 

３ 
コミュニケーション上手

★になる研修 
令和元年５月３０日 ５０名 ３６名 ３２名 

４ 
地域の活動者と施設で育

む ぽけっとカフェ 
令和２年１月３１日 ３０名 ２７名 ２４名 

民
生
委
員
・ 

児
童
委
員
研
修 

       

１ 

会長・副会長研修 

～民児協の運営とリー

ダーの役割～ 

令和２年２月２８日 
(新型コロナウイルスの 
影響により資料のみ送付) 

１５５名 １５５名  

２ 

Ⅰ 

個人情報の利用と保

護 

令和元年６月２１日 １００名 ９４名 ９１名 

３ 

Ⅱ 

性の多様性から、生き

方の多様性を考える 
令和元年７月１７日 １００名 ９９名 ９６名 

４ 

主任児童委員研修 

こころの不調を抱え

る親と、その子どもの

支援 

令和元年１１月１８日 １００名 ９０名 ７４名 

５ 

新任民生委員・児童委

員研修 

民生委員･児童委員の

役割や活動の意義と

支援の基本を学ぶ 

令和２年１月２２日 

令和２年１月２３日 

― 

― 

１８４名 

１５４名 

１５９名 

１４２名 

６ 

新任主任児童委員研

修 

主任児童委員の役割

や活動の意義と支援

の基本を学ぶ 

令和２年２月２６日 ― ２４名 ２３名 

市
民
向
け
研
修 

１ 

私たちにできることは児

童相談所への通告だけで

すか 

～児童虐待から孤立を考え

る市民講座～ 

令和元年１２月２日 ５０名 ５４名 ４７名 

２ 

仕事と介護の両立準備講

座 

―親の介護が始まる前に、

考える― 

令和２年２月２４日 ３０名 ３６名 ３２名 

合  計 ３６日間 1,353 名 1,805 名 1,528 名 

 

②市内研修実施機関連絡会 

   ・開 催 日：令和２年１月１４日（火） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・参加団体：・さいたま市老人福祉施設協議会 

・さいたま市介護保険サービス事業者連絡協議会 



 

         ・さいたま市介護支援専門員協会 

         ・さいたま市障がい者施設連絡会 

         ・さいたま市私立保育園協会 

         ・さいたま市社会福祉事業団 

         ・さいたま市福祉総務課 

   ・内  容：①令和元年度の各機関の研修実施状況について 

         ②来年度の研修予定について 

         ③その他 

 

（２）情報部門 

広報紙は、地域の福祉情報、各種活動についての情報を発信し、市民の福祉意識の向上や地域福

祉活動への参加につながることを目的として発行した。 

ホームページでは、ユーザーのアクセシビリティに配慮し改善を図り、また、市民の地域福祉活

動への参加を促すため、本会主催行事に加え、地域の福祉団体のイベントや講座等に関する情報を

掲載した。 

 

①広報紙 

号 発行日 発行、配布部数 特集 

第６９春号 平成３１年４月１日 ５９３，５００部  
こんにちは！ 
地域支え合い推進員です！ 

第７０夏号 令和元年７月１日 ６０３，１００部  
選べる！夏休みの“ちょボラ”体験 
～夏のボランティア体験２０１９～ 

第７１秋号 令和元年１０月１日 ６０３，１００部  ヘルプマークを知っていますか？ 

第７２冬号 令和２年１月１日 ６０３，１００部  
民生委員・児童委員、主任児童委員
が活躍しています 

 

②ホームページ 

ホームページアドレス http://www.saitamashi-shakyo.jp/  

ホームページアクセス数 １６１，５３３件（平成３１年 ４月 １日～令和２年 ３月３１日） 

フェイスブックリーチ数  ２１，６４２件（平成３１年 ４月 １日～令和２年 ３月３１日） 

 

③全国社会福祉協議会出版図書の斡旋 

本会実施事業、会議、研修、講座等において、図書チラシの配布により利用を周知した。 

 

４ 自動販売機設置事業 

市内各公共施設等に自動販売機を設置し、自主財源の確保に努めた。 

    ○設置台数 ９８台 

 

５ 賛助会費 

  企業や福祉施設等を訪問し会員加入の更なる促進を図った。また、個人を除く１万円以上の特

別賛助会員については、本会広報紙やＨＰへ団体、企業名を掲載することにより、会員加入への

意識啓発に努めた。 

http://www.saitamashi-shakyo.jp/


 

区 名 金 額 

西 区 ６，３４１，４４６円 

北 区 ６，８２９，７３０円 

大宮区 ７，２２７，２５８円 

見沼区 ６，８１８，７１４円 

中央区 ５，７９７，３００円 

桜 区 ２，５８７，２２０円 

浦和区 ３，６５７，３００円 

南 区 ８，７２３，７１０円 

緑 区 ６，０５６，５００円 

岩槻区 ７，４７２，１１４円 

事務局扱い ６８３，０００円 

計 ６２，１９４，２９２円 

                            ※前年比：９９．４％ 

 

６ 赤い羽根共同募金 

本会各区事務所に支会を設置し、埼玉県共同募金会が実施する赤い羽根共同募金に協力した。 

支会名 金 額 

西 区支会 ６，３４０，７１０円 

北 区支会 ８，７７２，３５７円 

大宮区支会 ８，８２５，６６４円 

見沼区支会 ９，５５１，０７６円 

中央区支会 ７，３７９，９０６円 

桜 区支会 ５，８１９，２７１円 

浦和区支会 ９，１５３，８７７円 

南 区支会 ９，９６８，６８９円 

緑 区支会 ８，７３８，５７３円 

岩槻区支会 １０，４６１，８９８円 

計 ８５，０１２，０２１円 

                           ※前年比：９８．２％ 

 

７ 実習生の受け入れ 

埼玉県内在学・在住の学生を対象に人材育成を目的として、社会福祉士養成相談援助実習４名の

受け入れを行った。 

 

○社会福祉士養成相談援助実習 

   令和元年８月２日（金）～９月２６日（木） １８日間 

 

  



 

【地域福祉課所管事業】 

１ 地域福祉活動推進事業（地区社会福祉協議会への活動支援） 

（１）地区社会福祉協議会に運営費等の補助を実施した。 

（賛助会費実績分）３３，５９５，３７３円 

  （共同募金実績分）２１，３６２，０００円 

 

（２）地区社会福祉協議会の「地域福祉行動計画」の策定を援助した。 

地区名：内野、大砂土、大宮中部、下落合、大谷場、大谷口、尾間木、美園、和土、慈恩寺、 

河合、東岩槻 

 

（３）地区社会福祉協議会事務所の設置、運営について援助、補助を実施した。 

  ５１地区 ２０，１４７，９４９円 

 

（４）地区社会福祉協議会が実施する事業について、援助、補助を実施した。 

  ５１地区 ２０，３８３，５１２円 

 

（５）地区社会福祉協議会と地域福祉の推進を目的とし、研修を開催した。 

○地区社会福祉協議会役員研修（見守り研修） 

   ・開 催 日：令和元年７月２６日（金） 

  ・会   場：浦和ふれあい館 

  ・講   師：田園調布学園大学 人間福祉学部 教授 村井 祐一 氏 

   ・内   容：地域で支え合う充実した見守り活動に向けて ～立ち上げから進め方～ 

   ・参 加 者：８７名 

 

２ 住民参加型在宅福祉サービス事業 

（１）あおぞらサービス事業の実施 

在宅で生活するひとり暮らし高齢者等で家事などの支援を必要とする方に対し、登録する協力会

員を紹介し有償で援助を行った。 

   協力会員 １０６名  利用会員 １２８名  相談件数 １７７件 

   延利用／活動件数 １，４４８件  延利用／活動時間数 ２，０６５時間 

 

  ○あおぞらサービス協力会員研修の開催 

   ・開 催 日：令和元年１２月２５日（水） 

・会   場：大宮区役所 

・講   師：さいたま市救急課 

・内   容：救急車が必要なのはどんなとき？ 

・参 加 者：１４名 

 

（２）住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会の開催 

市内の住民参加型福祉サービスの効果的な推進と団体間の連携を図るために、連絡会を開催し

た。 



 

○令和元年度住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会 

・開 催 日：令和２年２月１７日（月） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・参加団体：６団体 

・内  容：①生活支援体制整備事業について 

         ②テーマに基づく情報交換について 

          ・緊急時、災害時の対応について 

          ・会計処理について 

         ③各団体の活動状況について 

 

３ 宅配食事サービス事業 

調理や買い物などの食事の支度が困難なひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯に対し、地域のボラ

ンティアの協力により、夕食を届けた。 

  延べ配食数７７，０８７食（利用者４３５名） 

 

４ ふれあい会食推進事業 

７０歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、地区社会福祉協議会及びボランティアの参加と協力

を得て会食会を実施した。 

  延べ実施回数 ４１３回 ※新型コロナウイルスの影響により中止：５２回 

実 施 団 体 数 ５２団体 

延べ参加人数（ひとり暮らし高齢者）１４，３９８名 

  延べ参加人数（ボランティア）    ９，９５７名 

 

５ ボランティアセンター運営事業 

（１）ボランティアセンターの運営 

ボランティアに関する情報提供、相談、育成、福祉需要の把握及び連絡調整を図るためボランテ

ィアセンターを運営した。 

 

○相談等取扱件数 

活動希望 募集 福祉教育 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険 資料請求 その他 合計 

１６２件 １６７件 ８４件 １，１８３件 ６８件 ２００件 １，８６４件 

  

○ボランティア実績 

個人ボランティア 

把握数 

ボランティア団体 

把握数 

コ―ディネート 

延件数 

ボランティア 

保険加入者数 

９０名 ３０９団体 ５，７７３名    １０４件 １４，４６６名 

 

（２）ボランティア団体・ボランティア連絡会活動助成金の交付 

  ボランティアグループを育成・支援するために助成金を交付した。 

○一般活動助成金交付      １３９団体 １，３８１，０００円 

○立ち上げ助成金交付        ６団体   １５４，７５０円 

○特別活動助成金交付        ６団体   ４０１，３３９円 

○ボランティア連絡会活動助成金   ６連絡会  １６２，０００円 



 

（３）ボランティア啓発パンフレットの作成・発行 

  ボランティア活動の普及、啓発を目的にボランティア関連広報を作成・発行した。 

   ○さいたまボランティア情報 年３回 総発行部数 ６，０００部 

   ○さいたま夏のボランティア体験プログラム関連（ポスター）  １，７００部 

（メニュー冊子）４，２００部 

 

（４）ホームページにおけるボランティア関連情報の提供 

本会ホームページ上で、「ボランティア募集」、「ボランティア団体会員募集」を掲載する他、 ボ

ランティア団体や NPO などを対象とする「民間助成金」、「表彰」及び「匠ボランティア」の紹介

を行った。 

情報提供項目 件数 

ボランティア募集 １３９件 

団体会員募集 １０８件 

民間助成金 ３６件 

匠ボランティア紹介 １５６件 

合  計 ４３９件 

 

（５）ボランティア地域普及啓発事業 

ボランティア団体と共に講演会・イベントの開催や区民まつりへ参加し、多くの住民に福祉意識

の高揚と地域福祉の推進について啓発した。 

 

○イベント開催及び区民まつり等参加状況 

区 名 日程 催し物 実施形態 

西 区 令和元年１１月９日（土） 第１７回西区ふれあいまつり 参加 

大宮区 
令和元年７月２５日（木） ふれあいぱーく２０１９ 参加 

令和元年１０月２６日（土） ２０１９大宮区民ふれあいフェア 参加 

見沼区 令和元年１１月９日（土） 第１７回見沼区ふれあいフェア 参加 

中央区 
令和元年１１月２日（土） 
令和元年１１月３日（日） 

中央区区民まつり 参加 

浦和区 

令和元年９月２９日（日） 浦和区ボランティアフェスティバル 協力 

令和元年１１月３日（日） 浦和区民まつり 参加 

令和元年１２月１日（日） 浦和トイライブラリーおもちゃ箱クリスマス会 共催 

令和２年２月１４日（金） 浦和区ボランティアネットワーク講演会 協力 

南 区 
令和元年９月７日（土） 
令和元年９月８日（日） 

南区ボランティアの集い 共催 

緑 区 令和元年１０月１９日（土） 第１７回緑区区民まつり 参加 

岩槻区 
令和元年１０月１３日（日） 
※台風第１９号の影響により中止 

岩槻やまぶきまつり  

 

６ 福祉教育・ボランティア講座の開催 

（１）ボランティアの育成 

○令和元年度さいたま夏のボランティア体験学習事業の実施 



 

 市内のボランティア・市民活動団体や福祉施設等と協働し、ボランティア活動の体験機会を企

画し、新たなボランティア・市民活動を行う人材の発掘及び育成を図るため、夏のボランティア

体験学習事業を実施した。 

  ８４団体・施設  参加者数 ８７３名 

 

○ボランティア関係講座の開催 

  ボランティア入門・専門分野ボランティア養成、資質向上など様々な分野や活動ニーズに応

じた講座を開催し、福祉意識やボランティア・市民活動への意識の高揚を図った。 

   ９講座 参加者数 ２７０名 ※新型コロナウイルスの影響により中止：２講座 

 

（２）職員派遣協力 

  学校や地域等で行う福祉講座等に職員を派遣し協力した。 

   １０回 参加者数 ８９５名 

 

（３）福祉教育の推進 

  学校・地域の団体から相談があり、福祉の授業の企画相談や講師紹介を行った。 

   相談・紹介件数 ８４件 

 

７ 福祉機器等貸出事業 

（１）一般用車椅子貸出 

傷病等で一時的に車椅子が必要な方に対し、貸出期限３ヵ月を限度に車椅子の貸出を行った。 

貸出件数 １，２６２件 

 

（２）福祉教育用機器貸出 

   福祉教育の普及及び促進を図ることを目的に福祉機器等の貸出を行った。 

車椅子 アイマスク 白杖 点字器 
高齢者疑似 
体験セット 

５７件 ３８２台 ４８件 ５１件 １４件 ７４件 

 

８ 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

（１）手話通訳者・要約筆記者派遣 

聴覚障害者の社会参加を促進するため、手話通訳者や要約筆記者を派遣した。 

登録手話通訳者 ５３名 

登録要約筆記者 手書き ２２名  パソコン １７名 

 

   ○手話通訳者派遣件数４，３４９件 派遣人数４，９７５名 

 分類 

 
生活 医療 教育 職業 

市等

実施

事業 

団体 
活動 

区役所

業務 
その他 あっせん 

電話 

通訳 
合計 

派遣 

件数 
408 2,534 314 68 244 232 49 7 34 459 4,349 

派遣 

人数 
446 2,534 469 76 426 437 55 10 63 459 4,975 



 

   ○要約筆記者派遣件数２８６件 派遣人数５９０名 

（手書き）派遣件数２６０件 派遣人数４８７名 

 分類 

 
生活 医療 教育 職業 

市等 

実施 

事業 

団体活動 
区役所

業務 
その他 あっせん 合計 

派遣 

件数 
14 88 31 0 56 59 1 10 1 260 

派遣 

人数 
29 88 64 0 109 173 2 20 2 487 

 

（パソコン）派遣件数２６件 派遣人数１０３名 

 分類 

 
生活 医療 教育 職業 

市等 

実施 

事業 

団体活動 
区役所

業務 
その他 あっせん 合計 

派遣 

件数 
0 0 1 0 12 12 0 1 0 26 

派遣 

人数 
0 0 4 0 48 48 0 3 0 103 

 

（２）手話通訳者等派遣事業連絡協議会の開催 

聴覚障害者の生活状況・課題等を正しく反映した運営を行うことを目的として開催した。 

 日程 

第１回 平成３１年４月２５日（木） 

第２回 令和元年６月２７日（木） 

第３回 令和元年８月２２日（木） 

第４回 令和元年１０月２４日（木） 

第５回 令和元年１２月１９日（木） 

第６回 令和２年２月２０日（木） 

 

（３）手話通訳者・要約筆記者研修の開催 

手話通訳・要約筆記技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上を図るため研修会を開催した。 

 

○手話通訳者研修会の開催 

・手話通訳者基礎研修 年５回 

  ・手話通訳者専門研修 年１回 

（登録１０年以上または手話通訳士の資格を有する登録手話通訳者対象） 
 

   ○要約筆記者研修会の開催 

・要約筆記者研修会 手書き  年５回 

パソコン 年５回 
 

   ○手話通訳者・要約筆記者合同研修の開催 

・開 催 日：平成３１年４月６日（土） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・内  容：①委嘱式 

   ②パネルディスカッション 

 ～手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業をより良いものにするために～ 



 

   ○手話通訳者・要約筆記者新人研修の開催 

・開 催 日：平成３１年４月７日（日） 

・会  場：浦和ふれあい館 

   ・内  容：事業概要の説明等 

 

（４）手話通訳者選考試験補講講座の開催 

手話通訳者選考試験受験候補者を対象に実技技術向上及び試験合格を目指し開催した。 

 

○手話通訳者選考試験補講講座 年１０回 参加人数１１名 

 日程 

第１～３回 令和元年１０月１４日（月） 

第４～６回 令和元年１０月２２日（火） 

第７・８回 令和元年１１月４日（月） 

第９・１０回 令和元年１１月２３日（土） 

 

（５）手話通訳者・要約筆記者選考試験 

○手話通訳者選考試験の実施 

一次試験 令和元年１２月７日（土） 

 二次試験 令和２年３月２２日（日） 合格者５名 

審査会 日程 

第１回 令和元年８月５日（月） 

第２回 令和元年１２月１２日（木） 

第３回 令和２年３月２２日（日） 

 

○要約筆記者選考試験の実施 

一次試験 令和２年２月１６日（日） 

二次試験 令和２年３月２２日（日） 合格者６名 

審査会 日程 

第１回 令和元年１０月１０日（木） 

第２回 令和２年１月２３日（木） 

第３回 令和２年３月２２日（日） 

 

９ 聴覚障害者相談事業 

（１）聴覚障害者相談 

聴覚障害者の日常生活上の各種相談に応じ、必要な助言及び情報の提供を行った。 

 

   ○相談件数  ８５６件（うち区役所出張相談９件） 

分類 

 
職業 医療 福祉制度 介護保険 

子育て 

教育 
社会活動 生活 その他 合計 

相談

件数 
21 件 84 件 154 件 51 件 0 件 150 件 396 件 0 件 856 件 

 



 

（２）聴覚障害者相談員連絡会の開催 

  聴覚障害者の相談技術を高め、聴覚障害者の諸問題の理解と解決のために会議・研修及び情報交

換を行った。 

 

・埼玉県聴覚障害者相談員連絡会出席  年３回 

・埼玉専任聴覚障害者相談員連絡会出席 年５回 

・関東ろうあ者相談員連絡会出席    年５回 

 

１０ 視覚障害者情報提供事業 

視覚障害者に対し日常生活上必要な情報を点訳や音訳等にして提供した。 

 

○点訳・朗読依頼対応 

点訳依頼対応 １１件 １９６部  音訳依頼対応 １件  相談対応 １０件 

その他 ３７件 

 

○定期刊行物 

点訳刊行物 ２８回  延利用者 ４８名  音訳刊行物 １１１回  延利用者 ５２７名 

 

○ボランティアグループへの協力 

グループ製作朗読テープ・ＣＤのダビング・発送 ２６回  延利用者 ３９２名 

 

１１ 交通遺児育成助成金支給事業 

交通事故により保護者を失った交通遺児を激励することを目的に助成金を交付した。 

 

 ○遺児等の小学校入学祝金  １件  ３０，０００円 

 ○遺児等の中学校入学祝金  ４件 １６０，０００円 

 ○遺児等の中学校卒業祝金  １件  ５０，０００円 

○遺児等の高校卒業祝金   ２件 １００，０００円 

 

  



 

【高齢・障害者権利擁護センター所管事業】 

１ 権利擁護スーパーバイズ事業 

各区福祉事務所、地域包括支援センター、障害者生活支援センター等の関係機関からの虐待及び

権利擁護関係の相談を受け、高齢者や障害者の財産の保全や処遇の改善に対し助言を行うとともに、

高齢者及び障害者に対する虐待等の問題に関する専門性を強化するため、嘱託医及び嘱託弁護士を

設置し、必要に応じ医学的または法的な視点からの専門的助言を行った。 

 

（１）相談件数 

  ①相談・問い合わせ件数 ３０４件 

 

②相談実績 

    相談内容 

対象者 
虐待事案 差別事案 対応困難事案等 

その他・センター

に関する問合せ等 
合 計 

高齢者 １４件     ０件 １９件 １３３件 １６６件 

障害者 ８件 １件 １１件 ４８件 ６８件 

高齢・障害者 ０件 ０件 １件 ２３件 ２４件 

不明・その他 ２件 ０件 ３件 ６３件 ６８件 

関係機関 ０件 ０件 ０件 ７件 ７件 

合 計 ２４件 １件 ３４件 ２７４件 ３３３件 

※相談実績は、内容重複があるため、相談・問合わせ件数との合計に差異が生じている 

 

③嘱託専門職への相談件数 

※複数回相談しているため、合計に差異が生じている。 

 

（２）会議等出席数 

出席回数 高齢 障害 高齢・障害 その他 

６９回 １９回 ４８回 ０回 ２回 

高齢関係：地域支援会議、個別会議、ケアマネ勉強会・交流会などへの出席 

障害関係：コーディネーター連絡会、サービス調整会議、自立支援協議会などへの出席 

  その他 ：DV 防止対策関係機関連携会議への出席 

 

対象者 
相談事案件数 

（報告事案件数を含む） 
弁護士 内科医 精神科医 合 計 

高齢者 ６４件 

７４件 １３件 ２２件 １０９件 

障害者 ４５件 

合 計 

１０９件 

うち 

支援者来所 ２２件 

専門職の派遣 ０件 



 

（３）研修の開催 

①虐待防止・権利擁護 基礎研修 

○令和元年度 虐待防止・権利擁護 基礎研修① 

・開 催 日：令和元年６月２８日（金） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・講  師：埼玉中央法律事務所 弁護士 増田 悠作 氏 

・内  容：高齢者及び障害者虐待防止法の理解 

虐待防止法の理解を深め、虐待事例からケースの捉え方や対応方法を学ぶ。 

・参 加 者：２２名 

 

○令和元年度 虐待防止・権利擁護 基礎研修② 

・開 催 日：令和元年７月２５日（木） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・講  師：埼玉中央法律事務所 弁護士 増田 悠作 氏 

・内  容：高齢者及び障害者虐待防止法の理解 

虐待防止法の理解を深め、虐待事例からケースの捉え方や対応方法を学ぶ。 

・参 加 者：２３名 

 

○令和元年度 虐待防止・権利擁護 基礎研修③ 

・開 催 日：令和元年８月２９日（木） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・講  師：埼玉中央法律事務所 弁護士 増田 悠作 氏 

・内  容：高齢者及び障害者虐待防止法の理解 

虐待防止法の理解を深め、虐待事例からケースの捉え方や対応方法を学ぶ。 

・参 加 者：２０名 

 

②虐待防止・権利擁護 実践研修 

○令和元年度 虐待防止・権利擁護 実践研修① 

・開 催 日：令和元年１０月１１日（金） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・講  師：日本虐待防止研究・研修センター代表 

桜美林大学／淑徳大学短期大学部兼任講師 梶川 義人 氏 

・内  容：養護者による高齢者虐待事例の検討及びグループワーク 

・参 加 者：１１名 

 

○令和元年度 虐待防止・権利擁護 実践研修② 

・開 催 日：令和元年１１月１３日（水） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・講  師：日本社会事業大学 福祉マネジメント研究科 准教授 曽根 直樹 氏 

・内  容：養護者による障害者虐待事例の検討及びグループワーク 

・参 加 者：１３名 

 



 

  ③虐待防止・権利擁護 テーマ別研修 

○令和元年度 虐待防止・権利擁護 テーマ別研修 

・開 催 日：令和元年１２月１６日（月） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・講  師：東邦大学 看護学部／大学院看護学研究科 

       日本高齢者虐待防止学会 理事 岸 恵美子 氏 

・内  容：セルフ・ネグレクトの理解と支援のポイント 

・参 加 者：１３名 

 

２ 法人後見事業 

（１）法人後見活動 

認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない方の成年後見人、保佐

人または補助人（以下「後見人等」という。）として後見活動を行うことにより、本人の権利を保護

するとともに、安心して生活が送れるよう支援した。 

また、後見監督人として、市民後見人による後見活動の監督を行った。 

 

①法人後見新規受任実績 

      対象者 

事項 
認知症高齢者等 知的障害者等 精神障害者等 合 計 

後見類型 ２件 １件 ０件 ３件 

保佐類型 １件 １件 １件 ３件 

補助類型 ０件 ０件 ０件 ０件 

合 計 ３件 ２件 １件 ６件 

 

②現在の法人後見受任件数（３月末日現在） 

      対象者 

事項 
認知症高齢者等 知的障害者等 精神障害者等 合 計 

後見類型 ７件 ３件 ４件 １４件 

保佐類型 １件 ３件 １件 ５件 

補助類型 ０件 ０件 ０件 ０件 

合 計 ８件 ６件 ５件 １９件 

 

③後見監督受任件数 

○新規受任件数  ４件 

○年度末受任件数 ５件 

○終了件数    １件（成年被後見人死亡のため） 

 

（２）市民後見人の養成と活動支援 

  ①市民後見人養成研修 

社会貢献への意欲が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた

後見人等の候補者を養成する研修を開催した。 



 

○第６期初級課程 

広く市民に呼び掛け、成年後見制度についての理解と基本的な知識を得てもらうことを目的

に開催した。 

  ・開 催 日：令和元年１１月１７日（日） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・参 加 者：６１名（うち修了者５８名） 

 

○第６期中級課程 

初級課程を修了した者のうち、後見人等候補者になることを希望する者を対象に、後見人等

としての具体的役割について基本的な知識を得てもらうことを目的に開催した。 

・開 催 日：①令和２年１月２６日（日） 

②令和２年２月２日（日） 

③令和２年２月９日（日） 

④令和２年２月２２日（土） 

⑤令和２年３月１日（日） ※新型コロナウイルスの影響により中止 

・会  場：浦和ふれあい館 

・参 加 者：１７名（うち修了者１７名） 

 

②市民後見人候補者の登録及び活動支援 

本会に登録した市民後見人候補者が、市民後見人として主体的に活動できるよう、研修会を開

催した。 

 

○市民後見人候補者登録者数 ２０名（令和２年３月３１日現在） 

 

○フォローアップ研修 

 ○第１５回フォローアップ研修 

・開 催 日：令和元年７月２５日（木） 

・会   場：浦和ふれあい館 

・講   師：東京国際大学 人間社会学部 教授 齋藤 敏靖 氏 

・内   容：成年後見制度における診断書改定と『本人情報シート』の活用について 

・参 加 者：２１名 

 

○第１６回フォローアップ研修 

・開 催 日：令和２年１月２３日（木） 

・会   場：浦和ふれあい館 

・内   容：①映 画：『夜明け前 呉秀三と無名の精神障害者の１００年』の上映会 

②講 演：精神障害のある当事者によるおはなし 

・講  師：やどかりの里 ピアサポーター 加藤 康士 氏 

・参 加 者：１５名 
 

○第１７回フォローアップ研修 

・日  程：令和２年３月１０日（火） ※新型コロナウイルスの影響により中止 

 



 

③市民後見人への移行調整 

法人で受任した事案のうち、状況が安定しているものについては、家庭裁判所と調整の上、市

民後見人へ移行を図った。また、本会は後見監督人として、市民後見人の活動が適正なものとな

るよう監督を実施した。 
 

○市民後見人新規受任件数 ４件 
 

○現在の市民後見人受任件数（３月末日現在） 

   対象者 

事項 
認知症高齢者等 知的障害者等 精神障害者等 合 計 

後見類型 ３件 １件 １件 ５件 

 

（３）法人後見運営委員会 

開催 ３回 

 

（４）成年後見アドバイザー会議 

開催 ５回 ※新型コロナウイルスの影響により中止：１回 

 

３ 成年後見制度利用総合支援事業 

 成年後見制度の利用に際し、制度に関する相談に応じるとともに、後見等開始申立てに関する支

援を行った。 
 

○問合せ・相談件数 １１８件（内訳：電話９８件、来所２０件）   ※相談内容＝重複あり 

対象者 

相談内容 
高齢者 障害者 

高齢者・ 

障害者 

不明・ 

その他 
合計 

制度概要 ４１件 ２３件 ６件 ７件 ７７件 

申立て手続き ２１件 ２０件 ３件 ４件 ４８件 

法人後見の候補者依頼 ５件 ３件 ０件 ０件 ８件 

開始事件の相談 １件 １件 ０件 １件 ３件 

任意後見 ６件 ０件 １件 ０件 ７件 

その他 １４件 ６件 ０件 ２件 ２２件 

合 計 ８８件 ５３件 １０件 １４件 １６５件 

 

○継続支援件数 １６件                           ※延べ回数 

対象者 

相談方法 
高齢者 知的障害者 精神障害者 その他 合計 

電 話 ４回 ４回 ４回 １回 １３回 

来 所 ３回 ０回 ５回 １回 ９回 

訪 問 ７回 １０回 ２回 ７回 ２６回 

その他 １回 ５回 ０回 ０回 ６回 

合 計 １５回 １９回 １１回 ９回 ５４回 

 



 

４  成年後見制度周知啓発セミナー 

成年後見制度利用促進に向けた取り組みとして、制度内容の理解を深めるためセミナーを開催し

た。 

 

○職員向け研修 

・開 催 日：令和元年７月２５日（木） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・講  師：東京国際大学 人間社会学部 教授 齋藤 敏靖 氏 

・内  容：成年後見制度における診断書改定と「本人情報シート」の活用について 

・参 加 者：３１名 

 

○関係者向け研修 

・開 催 日：①令和元年１０月３日（木） 

②令和元年１０月１８日（金） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・講  師：むつみ法律事務所 弁護士 髙宮 大輔 氏 

・内  容：成年後見制度の基礎と活用について 

・参 加 者：①３８名 

②２８名 

 

  ○市民向け講座 

成年後見制度を活用することにより、判断能力が十分でない方の権利擁護が図られ、安心して

地域で生活できるよう周知啓発を行うとともに、広く関心を持っていただくきっかけとすること

を目的に開催した。 

・開 催 日：令和２年１月１２日（日） 

・会  場：武蔵浦和コミュニティセンター 

・講  師：番町法律事務所 弁護士 菊地 幸夫 氏 

・内  容：暮らしを守る！成年後見制度 

・参 加 者：１５６名 

 

５ 日常生活自立支援事業 

（１）福祉サービス利用援助事業“あんしんサポート さいたま” 

   認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等の判断能力が不十分な方に対して、安心して生活が

送れるよう生活支援員が定期的に訪問し、福祉サービス利用援助・日常生活上の手続き援助・日

常的な金銭の支払い等の援助、また必要な方には書類等預かりサービスを行った。 

 

 

 
 



 

①相談援助件数（問合せ・相談援助件数） 

内 容 本事業の利用に関するもの 

その他 合 計       対象者 

事項 
認知症高齢者等 知的障害者等 精神障害者等 不明・その他 

問合せ件数 
（制度、事業について） 

４１件 ８件 ２１件  １５件 ０件 ８５件 

初回相談件数 
（初回相談受付） 

１０４件 ２０件 ５８件 １６件 － １９８件 

相談援助件数 
（上記以外） 

５２６件 ５６７件 ７６９件 ５５件 － １，９１７件 

合 計 ６７１件 ５９５件 ８４８件 ８６件 ０件 ２，２００件 

 

②契約締結件数及び実利用人数 

対象者 

事項 
認知症高齢者等 知的障害者等 精神障害者等 その他 合 計 

契約締結件数 １０件 ７件 １７件 ２件 ３６件 

実利用人数 
（３月末日現在） ５２名 ３６名 ６３名 ３名 １５４名 

 

（２）契約締結審査会 

  開催 ３回 

 

（３）専門員・生活支援員研修 

  開催 ７回 

 

６ 高齢者くらしあんしん事業 

  契約能力がある高齢者と契約し、入院や施設入所時の保証機能等を担うことで住み慣れた地域で

自立した生活を続けることが出来るよう支援した。 

 

（１）相談実績 

○問合せ・相談件数 ７３件 （内訳）電話６４件、来所９件 

○利用申込件数 ５件 

○契約件数   ５件 （内訳）７０歳代 ４件、８０歳代 １件 

 

（２）審査会 

  開催 ２回 

 

７ 福祉サービス苦情相談窓口事業 

福祉サービスに関する利用者の苦情に対して、公平・中立な立場から助言・提言を行い、解決に

導くための第三者機関を設置し、利用者の利益の保護と福祉サービスの質の向上を図ることを目的

として、苦情相談窓口を開設した。 
 

  ○苦情相談窓口取扱件数 ３５件 

  ○福祉サービス苦情調整委員会の開催 １回 



 

８ 心配ごと相談所の運営 

  市内５ヶ所に相談所を設置し、市民の日常生活上の相談に応じ、適切な助言や他の専門機関へ

の紹介を行った。 
 

（１）相談実績 

相 談 場 所 

大
宮
区
役
所 

中
央
区
役
所 

浦
和
区 

保
健
セ
ン
タ
ー 

南
区
役
所 

岩
槻
区
事
務
所 

合 
 

計 

開 催 日 数（日） ３７ １９ ４４ ４５ ２０ １６５ 

相 談 者 数（人） ４９ １３ ３３ ３５ １７ １４７ 

合 計（件） ４９ １３ ３９ ４７ １９ １６７ 

内 
 

 
 

 
 

訳 

生 計 １ ０ ４ ４ １ １０ 

年 金 ０ ０ １ ０ ０ １ 

職業・生業 ２ ０ ２ ２ ０ ６ 

住 宅 ５ ２ １ ３ ２ １３ 

家 族 １６ ６ １８ １３ ６ ５９ 

結 婚 ２ ０ ０ ０ ０ ２ 

離 婚 ３ ０ ０ ２ ２ ７ 

健康・保健・衛生 ３ ０ ０ ２ ０ ５ 

医 療 ０ ０ ０ ２ ０ ２ 

人権・法律 １ １ ０ ２ １ ５ 

財産・相続 ３ ０ ３ ４ １ １１ 

事 故 ０ ０ ０ １ ０ １ 

教育・青少年 ０ ０ ０ ０ １ １ 

児童福祉 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

障害福祉 ０ ０ ０ １ １ ２ 

高齢福祉 ２ ０ ０ ３ ０ ５ 

母子福祉・父子福祉 ０ ０ ０ ０ １ １ 

苦 情 ３ ２ ０ ４ １ １０ 

その他 ８ ２ １０ ４ ２ ２６ 

令和２年３月３日（火）～３月３１日（火） ※新型コロナウイルスの影響により休止：延べ１３日 

 

（２）相談員研修 

○令和元年度 心配ごと相談員研修会 

・開 催 日：令和元年１１月２８日（木） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・講  師：特定非営利活動法人埼玉カウンセリングセンター 代表理事 高倉 恵子 氏 

・内  容：傾聴のスキルアップを目指す 

 



 

９ 緊急生活資金の貸付 

 不測の出費などにより一時的に生計の維持が困難になった世帯に対し、資金の貸付を行った。 

 

貸付件数 貸付金額 

６３９件 １５，９７８，０００円 

 

１０ 生活福祉資金の貸付 

低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯を対象に世帯の安定した生活と経済的自立を図るため、埼 

玉県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の相談・受付を行った。 

 

 相談件数 貸付決定件数 

福祉資金 福祉費 ２６８件 ２３件 

福祉資金 緊急小口資金 ２３９件 １８件 

生活復興支援資金 一時生活支援費 

  ０件 

０件 

生活復興支援資金 住宅補修費 ０件 

生活復興支援資金 生活再建費 ０件 

教育支援資金 １０３件 １８件 

不動産担保型生活資金  ６８件 １件 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金 ３６件 １件 

総合支援資金 生活支援費 

８０件 

２件 

総合支援資金 住宅入居費 ０件 

総合支援資金 一時生活再建費  １件 

臨時特例つなぎ資金 １件 １件 

埼玉県障害者福祉資金 １件 ０件 

福祉資金 緊急小口資金 特例貸付 ４１８件 ６６件 

総合支援資金 生活支援費 特例貸付 ９件 ０件 

合 計 １,２２３件 １３１件 

 

１１ 保育士修学資金貸付等事業 

（１）保育士修学資金貸付事業 

指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得後に市内の保育所等で保育士業務に従事しよう

とする方に対し、修学資金等の貸付を行った。 

   ○貸付決定件数 ３０件 

○貸付決定金額 ５３，２２８，０００円 

 

 



 

（２）保育補助者雇上費貸付事業 

保育士の雇用管理改善や労働環境改善に積極的に取り組んでいる保育事業者に対し、保育士資格

を持たない保育補助者の雇い上げに必要な費用について、平成３０年度までに貸付決定した保育事

業者に継続して貸付を行った。 

 

（３）保育士就職準備金貸付事業 

潜在保育士（保育士資格を有する方であって、保育士として勤務していない方）が、保育士とし

て保育所等に勤務することが決定した場合、就職の準備に必要な費用の貸付を行った。 

○貸付決定件数 ３５件 

○貸付決定金額 ９，５１１，０００円 

 

（４）未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

保育所等に新たに勤務する未就学児を持つ保育士及び産後休暇・育児休業から復帰する未就学児

を持つ保育士に対し、当該保育士が支払うべき保育料の一部について貸付を行った。 

○貸付決定件数 ４４件 

○貸付決定金額 ９，６２８，４６３円 

 

（５）未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

保育所等に勤務する未就学児を持つ保育士に対し、子どもの預かり支援事業の利用料金の一部に

ついて、平成３０年度までに貸付決定した保育士に継続して貸付を行った。 

 

１２ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり

親家庭の親に対し、入学準備金・就職準備金の貸付を行った。 

①入学準備金 

○貸付決定件数 １０件 

○貸付決定金額 ５，０００，０００円 
 

②就職準備金 

○貸付決定件数 ９件 

○貸付決定金額 １，８００，０００円 

 

１３ 行路旅費困窮者に対する旅費支給 

不測の事態により交通費に困窮する者に対し、移動等の目的達成を支援するため、旅費の支給を

行った。 

 

件数 金額 

７４件 ２１，２３０円 

 

 

 



 

１４ さいたま市南区障害者生活支援センター運営業務 

  地域で生活する障害のある方とその家族などに対する住まいや日常生活など暮らしに関する相談

支援のほか、差別や虐待など権利侵害の通報や相談も受け付けた。また、障害のある方の自立と社

会参加を促進するため、教育や就労に関する相談や情報の提供、障害のある方一人ひとりに応じた

サービス利用援助などを行った。 

 

（１）実績 

①相談者数 

 新  規 継  続 合  計 

１８歳未満 １６名 １１２名 １２８名 

１８歳以上 ６７名 ２９９名 ３６６名 

合 計 ８３名 ４１１名 ４９４名 

②相談者年齢別内訳 

 0～5歳 6～14 15～17 18～29 30～39 40～64 65以上 合計 

男性 ２５名 ６２名 ７名 ４５名 ２２名 ９５名 １２名 ２６８名 

女性 １８名 １３名 ３名 ３４名 ３８名 １１６名 ４名 ２２６名 

合計 ４３名 ７５名 １０名 ７９名 ６０名 ２１１名 １６名 ４９４名 

③支援方法内訳 

 １８歳未満 １８歳以上 合  計 

訪  問 １８６名 ６７７名 ８６３名 

来所相談 ２２２名 ７２５名 ９４７名 

同  行 ４名 ９９名 １０３名 

電話相談 ６８０名 ３，５７８名 ４，２５８名 

電子メール ７名 １０９名 １１６名 

サービス調整会議 ０名 ５名 ５名 

関係機関 ４９７名 ５，０４８名 ５，５４５名 

権利擁護支援員 ０名 ０名 ０名 

そ の 他 ５名 ４１名 ４６名 

合 計 １，６０１名 １０，２８２名 １１，８８３名 

 

（２）基幹相談支援センター業務 

①高齢障害者等への支援 

障害・高齢福祉支援機関相互の連携による高齢障害者等への支援を目的に、行政・障害者生活

支援センター・特定相談支援事業所・地域包括支援センターを対象に研修を開催した。 

○令和元年度高齢障害者支援研修 

・開 催 日：令和元年１２月１７日（火） 

・会   場：さいたま市産業文化センター 

・講   師：大阪大学大学院 医学系研究科 准教授 蔭山 正子 氏 

・内   容：多機関連携を考える。 

・参 加 者：３０名 



 

②高次脳機能障害者支援 

高次脳機能障害者支援として、さいたま市障害者更生相談センターと連携を図り、次の研修等

の支援を行った。 
 

    ○令和元年度高次脳機能障害者支援者研修 

     ・開 催 日：令和元年８月２８日（水） 

     ・会   場：浦和コミュニティセンター 

・講   師：京都大学医学部附属病院 精神科神経科 助教 上田 敬太 氏 

・内   容：高次脳機能障害支援の流れ ～社会的行動障害の理解と対応を含めて～ 

・参 加 者：７１名 
 

○さいたま市高次脳機能障害理解促進セミナー 

     ・開 催 日：令和２年２月１５日（土） 

     ・会   場：浦和コミュニティセンター 

・講   師：三鷹高次脳機能障害研究所 所長 関 啓子 氏 

・内   容：「私の高次脳機能障害」 

      ～当事者となった本障害リハビリ専門家が語る高次脳機能障害の世界～ 

・参 加 者：９９名 
 

○高次脳機能障害スーパービジョンへの参加 

 年９回、障害者更生相談センター 
 

○高次脳機能障害者支援に関する座談会 

 医療機関の現状や高次脳機能障害者の対応について意見交換を行った。 

・開 催 日：令和元年７月２３日（火） 

令和２年２月２５日（火） 

 ・会  場：障害者更生相談センター 
 

○高次脳機能障害者地域相談会への参加 

 年４回、障害者更生相談センター 
 

③難病患者等の支援 

難病患者への支援に生かすことを目的に、行政・障害者生活支援センター・特定相談支援事

業所・地域包括支援センター・障害福祉サービス提供事業所を対象に研修を開催した。 
 

○第１回 難病の基礎知識「難病とは」 

 ・開 催 日:令和元年１１月２７日（水） 

 ・会  場：浦和ふれあい館 

 ・講  師：さいたま市保健所 疾病予防対策課 特定医療給付係 保健師 間中 奈津子 氏 

 ・参 加 者：３９名 
 

○第２回 難病の基礎知識「地域生活を支える支援機関と地域生活を送る当事者の話」 

 ・開 催 日：令和元年１２月５日（木） 

 ・会  場：浦和ふれあい館 



 

 ・講  師：障害者一人暮らし支援会 代表 久保田 さおり 氏 

       埼玉県難病相談支援センター 相談員 宮野 郁子 氏 

 ・参 加 者：２６名 

 

（３）コーディネーター連絡会議等への出席 

相談支援に係る関係機関が連携し、社会資源の開発や再検討等を行い、障害者の自立した地域生

活における支援の推進を図るため、情報交換と連絡調整、研究・協議、研修の企画運営協力等を行

った。 
 

①コーディネーター連絡会議 

出席回数：年３回 
 

②広報委員会 

障害者生活支援センターの認知度を高めるため、広報紙の作成と配布等を行った。 

出席回数：年６回 
 

③調査研究委員会 

障害者の暮らしの実態を把握し、制度の課題、社会資源不足や連携の課題について研究した。 

出席回数：年３回 
 

④教育研修委員会 

相談支援に携わる職員の力量形成のため、研修会の開催、事例検討会を行った。 

出席回数：年６回 
 

⑤権利擁護部会 

障害のある人への差別、虐待への対応のあり方を協議するとともに、連携方法や課題につい

て研究した。 

出席回数：年３回 
 

   ⑥地域移行・定着支援連絡会 

障害のある人の安心できる地域生活実現のために、医療・精神保健・福祉の連携を図り、情

報交換・事例検討を行った。 

    出席回数：年３回 

 

（４）サービス調整会議及び相談支援連絡会への出席 

さいたま市内に居住する身体障害児者、知的障害児者、精神障害児者等が地域で安心して生活で

きるよう支援し、自立と社会参加を促進しつつ権利擁護の推進を図るとともに、福祉、保健、医療、

教育、労働等の各種サービスを総合的に調整、推進するために開催された調整会議に出席した。 

また、相談支援及び計画相談支援を円滑に実施するため、行政及び事業所間における各種調整を

行うとともに、地域内の相談支援実施体制の強化及び相談支援に係る人材育成を図ることを目的と

した連絡会に出席した。 
 

○出席回数 年１０回 



 

（５）特別支援学校進路相談会 

  卒業後の進路について本人、家族、関係機関において情報提供、情報共有を行った。 
 

   ○埼玉県立大宮北特別支援学校 

    令和元年６月１３日（木） 
 

   ○埼玉県立浦和特別支援学校 

    令和元年７月２５日（木） 

 

（６）交流会開催 

利用者の社会参加の場として、仲間作り及び孤立防止を図ることを目的に開催した。 
 

○第１回交流会 

・開 催 日：令和元年６月２１日（金） 

・会  場：武蔵浦和コミュニティセンター 

・参 加 者：８名 
 

   ○第２回交流会 

・開 催 日：令和元年９月２０日（金） 

・会  場：武蔵浦和コミュニティセンター 

・参 加 者：８名 
 

      ○第３回交流会 

・開 催 日：令和元年１２月１０日（火） 

・会  場：南区障害者生活支援センターあみ～ご 

・参 加 者：９名 
 

   ○第４回交流会 

・開 催 日：令和２年２月２１日（金） 

・会  場：武蔵浦和コミュニティセンター 

・参 加 者：１０名 

 

  



 

【在宅サービス課所管事業】 

１ さいたま市社協訪問看護ステーションおおみやの設置運営に関する事業 

高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法の規定に従い、看護が必要な高齢者や難病患者

等に対し、主治医が交付した訪問看護指示書に基づき看護師や作業療法士が家庭を訪問し、訪問看

護や訪問リハビリテーションなどを行い、利用者本人や家族を支援した。 

また、２４時間連絡体制を確保し、不安を抱える利用者本人や家族の相談に応じ、また利用者の

急変への対応及び在宅での看取りなどを行った。 

 

① 訪問看護利用者数 

利 用 者 数 ６５名 

利
用
者
内
訳 

高齢者の医療の確保に

関する法律対象者数 
２７名 

健康保険法対象者数 ３０名 

生活保護法対象者数 ８名 

保険加入者適用なし ０名 

 

②訪問看護派遣状況 

 

 

③訪問看護利用者年齢別内訳数                                          

 ～29歳 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～89 90以上 合 計  

男性 ２名 ０名 ２名 ４名 ４名 １０名 ６名 ４名 ３２名 

女性 ６名 ２名 １名 １名 ９名 ９名 ４名 １名 ３３名 

合計 ８名 ２名 ３名 ５名 １３名 １９名 １０名 ５名 ６５名 

 

④２４時間連絡対応件数 

連絡電話対応 訪問回数 

      ６８件 ２１件 

 

⑤在宅看取り（エンゼルケア件数） 

対応件数 

１３（１１）件 

 

２ 有償在宅福祉サービスに関する事業 

高齢者、障害者(児）及び心身傷病者で、日常生活を営むために一時的な援助が必要な方に対し、

有償でサービスを提供した。 

 
 

延べ利用者数  ５１６名 

延べ派遣回数  ２，３９０回 

延べ派遣時間 ２，５０２時間００分 



 

○有償在宅福祉サービス利用者数・派遣状況 

項  目 有償在宅福祉サービス 

利用者数 ６８名 

派遣回数 １３７回 

派遣時間合計 ２８２時間５０分 

派
遣
時
間
内
訳 

高齢者 ２２７時間５０分 

心身傷病者 ０時間００分 

障害者 ５５時間００分 

 

３ 市民に対する介護技術等の研修に関する事業 

（家族の介護が必要となった時、苦しくなく水分補給するための介護技術研修） 

  ・日  程：令和２年３月７日（土） ※新型コロナウイルスの影響により中止 

 

４ 在宅ケアサービスの受託に関する事業 

（１）ホームヘルパー派遣事業 

介護保険対象外の高齢者にホームヘルパーを派遣して、生活援助等のサービスを提供した。 
 

○生活援助員派遣事業（高齢者）利用者数・利用状況 

利用者数 派遣回数 派遣時間 

２３名 ９５回 ９５時間００分 

 

（２）地域包括支援センター及び在宅介護支援センター総合支援業務 

さいたま市が設置している地域包括支援センター(２７ヶ所)、在宅介護支援センター(３４ヶ所)

が地域に密着した活動ができるよう、会議の開催、広報活動、関係機関との調整等の支援を実施し

た。また、さいたま市内全圏域での地域ケア会議の充実、介護予防ケアマネジメントの促進、介護

予防を推進できるよう行政と協働し、支援を行った。 
 

①さいたま市地域包括支援センター・在宅介護支援センター全体会の開催 

○第１回さいたま市地域包括支援センター・在宅介護支援センター全体会 

・開 催 日：令和元年５月２１日（火） 

 ・会   場：ときわ会館 

・内  容：【第１部】講演会 

講  師：株式会社大起エンゼルヘルプ 取締役 和田 行男 氏 

内  容：いつまでも誰もが人生の主人公であり続けるために 

【第２部】行政説明 

内  容：「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けて他 

参 加 者：１１３名 

 

 



 

○第２回さいたま市地域包括支援センター・在宅介護支援センター全体会 

・日  程：令和２年３月１６日（月） ※新型コロナウイルスの影響により中止 
 

②地域包括支援センター・在宅介護支援センター連絡調整会議 

区別開催 １０回 
 

 ③地域ケア会議等、会議出席・開催支援 

地域支援個別会議出席・開催支援        １０３回（内、出席８１回） 

地域支援会議出席・開催支援           ６２回（内、出席６１回） 

地域包括支援センター区連絡会議出席・開催支援  ２１回（内、出席２０回） 

地域包括支援センター運営協議会出席・開催支援    ６回（内、出席 ２回） 

その他の会議出席・開催支援                １０５回 
 

④地域支援活動 

   ○第１９回さいたま市消費生活展の参加 

   ・日  程：令和元年１０月１３日（日） ※台風第１９号の影響により中止 

○区民まつり等の参加 

区民まつり（４区） 

  ○各団体活動への支援、協力、情報提供等 １１９回 

○広報誌発行 ４回 
 

⑤相談、指導件数 １８件 

 

（３）認知症高齢者相談事業 

①保健師等専門職による電話及び面接認知相談 

相談者数 １６８名（延べ２０６名） 
 

②専門医師が、認知症高齢者を抱える家族等の相談者に対し、認知症の正しい知識と理解を得る

ための指導及び助言として相談事業を実施した。 

相談回数 １７回（月２回実施） ※新型コロナウイルスの影響により中止：２回 

相談者数 ２４名（男８名・女１６名） 

 

（４）ひとり暮らし高齢者安否確認等事業 

６５歳以上の単身高齢者のうち希望者に電話で安否を確認するとともに、必要に応じて各種相談

に対応することにより高齢者福祉の増進を図るため、サービスを提供した。 

  延利用者数 １，４３１名（男５１８名・女９１３名） 

  確認回数  ２，７６１回 

 

（５）さいたま市生活支援体制整備事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため、第１層地域支え合い推進

員の配置やさいたま市高齢者生活支援推進協議会の運営等を行い、地域における生活支援等サービ

スの提供体制の構築、支援を行った。 

 



 

①さいたま市高齢者生活支援推進協議会の開催 

市全域における、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進するととも

に、第１層地域支え合い推進員の組織的な補完を行うため、年３回開催し、第２層地域支え合い

推進員の活動状況や、担い手養成に関する事業の取り組みについて協議を行った。 

 

○令和元年度第１回さいたま市高齢者生活支援推進協議会 

 ・開 催 日：令和元年７月３日（水） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・内  容：①さいたま市高齢者生活支援体制整備事業概要について 

②令和元年度さいたま市高齢者生活支援体制整備事業計画について 

③令和元年度第１四半期事業報告 

 

○令和元年度第２回さいたま市高齢者生活支援推進協議会 

・開 催 日：令和元年１０月３０日（水） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・内  容：①令和元年度第２四半期事業報告 

②地域活動を継続するための工夫について 

③地域の担い手養成研修（たまねっこ養成講座）修了者への支援について 
 

○令和元年度第３回さいたま市高齢者生活支援推進協議会 

・日  程：令和２年３月２３日（月） ※新型コロナウイルスの影響により中止 

 

②フォーラムの開催（住民及び関係者への事業普及啓発） 

市全域における資源開発（不足するサービスや担い手の創出、活動する場の確保）を行うため、

元気のヒミツは“まち”にある～人と地域がつながる魅力～をテーマに「まちづくりフォーラム

inさいたま２０１９」を開催した。 

・開 催 日：令和元年１１月８日（金） 

・会  場：浦和コミュニティセンター 

・内  容：①パネルディスカッション 

      ・「花がつなげる地域交流」 

（北 区）いちごクラブ 

      ・「元気なうちから介護予防！～笑顔と一緒に歳を重ねましょう～」 

（中央区）ＮＰＯ法人介護予防普及会 

・「お腹も心も満たされるみんなの居場所『いこいの家』」 

（南 区）ボランティアグループ「いこいの家」 

     ②ポスターセッション（２６団体） 

・参 加 者：４００名 

 

③新任地域支え合い推進員情報交換会の開催 

新たに第２層地域支え合い推進員として活動される方（経験１年未満）を対象に、生活支援体

制整備事業についての理解を深め、第２層地域支え合い推進員同士の情報共有の促進とネットワ

ークの構築を図ることを目的に開催した。 



 

・開 催 日：令和元年５月２９日（水） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・内  容：①生活支援体制整備事業について 

②先輩地域支え合い推進員からの実践報告 
 

④第２層地域支え合い推進員（日常生活圏域）における体制整備推進のための支援 

○地域支え合い推進員連絡会の開催 

第２層地域支え合い推進員の活動の充実のため、推進員間の情報共有や資質向上を目的に、 

連絡会を開催した。 
 

令和元年度第１回地域支え合い推進員連絡会 

 ・開 催 日：平成３１年４月２６日（金） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・内  容：①令和元年度の事業について 

②現場視察研修報告 
 

令和元年度第２回地域支え合い推進員連絡会 

・開 催 日：令和元年６月２８日（金） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・内  容：地域の担い手養成研修修了者の支援について 
 

令和元年度第３回地域支え合い推進員連絡会 

・開 催 日：令和元年８月２３日（金） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・内  容：平成２９年度に作成した地域資源マップの更新について 
 

令和元年度第４回地域支え合い推進員連絡会 

・開 催 日：令和元年 1０月２５日（金） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・内  容：（研修）「生活支援コーディネーターにとっての地域ニーズ把握・協議・資源開

発の視点と方法」 

・講  師：東洋大学 社会学部 教授 加山 弾 氏 
 

令和元年度第５回地域支え合い推進員連絡会 

・開 催 日：令和２年１月２８日（火） 

・会  場：浦和ふれあい館 

・内  容：（研修）「協議体の運営ポイントについて・模擬協議体の開催」 

・講  師：埼玉県社会福祉協議会 地域連携課 生活支援アドバイザー 佐藤 潤一 氏 
 

令和元年度第６回地域支え合い推進員連絡会 

・日  程：令和２年２月２８日（金） ※新型コロナウイルスの影響により中止 

 

 



 

○第２層地域支え合い推進員の活動支援 

行政、区事務所等と情報交換を行い、適宜推進員に情報提供を行った。また、各区地域支え

合い推進員連絡会、地域支え合い連絡会等へ参加し、支援を行った。 
 

⑤地域の担い手養成研修事業の開催 

地域コミュニティにおける様々な課題の共通認識の醸成や地域コミュニティの維持・活性化な

どの機運の向上のため、市民が多様な主体の生活支援に関わる人材となることを目的に、令和元

年１１月１１日（月）から１２月２３日（月）にかけて各区で３日間（延２２日間）研修を開催

し、８９名を養成した。 
 

区 １日目 ２日目 ３日目 

西 区 １１月１４日（木） 

１１月２２日（金） 

１１月２５日（月） 

北 区 １１月１８日（月） １１月２６日（火） 

大宮区 １１月１１日（月） １１月２７日（水） 

見沼区 １１月１９日（火） １１月２８日（木） 

岩槻区 １１月２０日（水） １１月２９日（金） 

中央区 １２月２日（月） 

１２月９日（月） 

１２月１６日（月） 

桜 区 １２月３日（火） １２月１８日（水） 

浦和区 １２月４日（水） １２月１７日（火） 

南 区 １２月５日（木） １２月１９日（木） 

緑 区 １２月２日（月） １２月２３日（月） 

 

⑥地域資源、地域支え合い推進員の活動についての情報発信 

第２層地域支え合い推進員が把握してきた地域資源情報を日常生活圏域ごとに集約した「いき

いき活動リスト」及び、地域活動や第２層地域支え合い推進員の活動を紹介する「活動インフォ

メーション」をさいたま市ホームページにおいて情報を発信し、定期的に更新を行った。 

 

（６）地域包括支援センター事業（南区東部圏域及び岩槻区中部圏域） 

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、高齢者の心身の健康

の維持、保健・福祉の向上、医療との連携、並びに生活の安定に必要な援助を総合的に支援した。 
 

①日常生活圏域内の高齢者の総合相談及び支援 

相談者数 延回数 

包  括  別 

南区東部圏域 岩槻区中部圏域 

相談者数 延回数 相談者数 延回数 

１，８９２名 ２，１８２回 ９０１名 １，１２０回 ９９１名 １，０６２回 

 

②関係機関からの相談及び支援 

延回数 

包  括  別 

南区東部圏域 岩槻区中部圏域 

ケアマネ 医療機関 その他 ケアマネ 医療機関 その他 

７２０回 １５５回 １６１回 ３７５回 １４回 ３回 １２回 

 



 

③高齢者の権利擁護に関する相談・情報提供等の支援 

相談別 相談者数 延回数 

包  括  別 

南区東部圏域 岩槻区中部圏域 

相談者数 延回数 相談者数 延回数 

高齢者虐待 １１名 ６１回 ８名 ５２回 ３名 ９回 

成年後見制度 ８名 ２８回 ３名 １７回 ５名 １１回 

困難事例 １５名 １３８回 ２名 ９７回 １３名 ４１回 

消費者被害 ０名 ０回 ０名 ０回 ０名 ０回 

合  計 ３４名 ２２７回 １３名 １６６回 ２１名 ６１回 

 

④地域ネットワークの構築 

         南区東部圏域 岩槻区中部圏域 合  計 

地域支援個別会議 
７回 

(※１)中止：２回 

５回 

(※１)中止：１回 
１２回 

地域支援会議 
２回 

(※１)中止：１回 

２回 

(※２)中止：１回 
４回 

ケアマネジャー会議 ５回 
４回 

(※１)中止：１回 
９回 

地域活動 

（主催・共催） 
開催回数 

３０回 

(※１)中止：４回 

２６回 

(※１)中止：２回 
５６回 

地域活動 

（他機関主催） 
参加回数 

６４回 

(※１)中止：６回 

３２回 

(※１)中止：４回 
９６回 

介護者サロン 
開催回数 

２０回 

(※１)中止：２回 

２９回 

(※１)中止：４回 
４９回 

参加者人数 １１６名 ２４０名 ３５６名 

                       (※１) 新型コロナウイルスの影響により中止 
                        (※２) 台風第１９号の影響により中止 
 

（７）さいたま市生活支援体制整備事業第２層事業の実施 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることを目指し、第２層（南

区東部圏域・岩槻区中部圏域）地域で自主性や主体性に基づき、地域特性に応じた地域包括ケアシ

ステムの構築を目的に、第２層高齢者生活支援推進会議及び第２層地域支え合い推進員を配置し事

業を推進した。 
 

①主催会議・講座の開催 

   ○第２層高齢者生活支援推進会議を開催した。 

南区東部圏域 
５回 

(新型コロナウイルスの

影響により中止：１回) 

岩槻区中部圏域 ６回 
 

   ○地域福祉コーディネーターとの連絡会議を開催した。 

南区東部圏域 ２回 

岩槻区中部圏域 １回 

 



 

 ○地域活動者発掘及び継続支援のため講座を開催した。 

南区東部圏域 
５回 

(新型コロナウイルスの

影響により中止：２回) 

岩槻区中部圏域 ３回 

 

・南区東部圏域 

 ・令和元年８月５日（月）「認知症サポーター養成講座（とまとサロン）」 

・令和元年１０月２８日（月）、２９日（火）、３０日（水）「地域の活動展示会」 

・令和元年１１月７日（木）「おいしく食べて介護予防」 

・令和２年３月１２日（木） ※新型コロナウイルスの影響により中止 

・令和２年３月１３日（金） ※新型コロナウイルスの影響により中止 
 

・岩槻区中部圏域 

・令和元年 ６月１５日（土）「市民講座 認知症サポーター養成講座」 

・令和２年 １月２４日（金）「市民講座 認知症サポーター養成講座」 

・令和２年 １月３１日（金）「市民講座 認知症徘徊模擬訓練」 
 

②他機関主催会議等への出席 

○区地域支え合い推進員連絡会 

○市地域支え合い推進員連絡会 

○市介護予防ケアマネジメント検討部会 

 

（８）地域包括支援センター職員研修の開催 

 ○地域包括支援センター職員研修Ⅰ 

・開 催 日：令和元年８月８日（木） 

・会   場：浦和ふれあい館 

・講   師：神奈川県介護支援専門員協会 副理事長 松川 竜也 氏 

・協  力：さいたま市介護支援専門員協会 

・内   容：地域を基盤とした統合的なケアを目指すケアマネジメント 

・参 加 者：６５名 
 

○地域包括支援センター職員研修Ⅱ 

・開 催 日：令和元年９月６日（金） 

・会  場：浦和ふれあい館  

・講  師：日本赤十字看護大学地域看護学 教 授 石田 千絵 氏 

日本赤十字看護大学地域看護学 准教授 藤川 あや 氏 

・内  容：ニーズと課題、資源発見のための地域診断（前編） 

・参 加 者：６３名 

 

 
 



 

○地域包括支援センター職員研修Ⅲ 

・開 催 日：令和元年１０月１７日（木） 

・会   場：浦和ふれあい館 

・講   師：法テラス埼玉法律事務所 弁護士 水島 俊彦 氏 

      一般社団法人成年後見センターペアサポート 社会福祉士 小嶋 珠実 氏 

・内   容：認知症の人のための意思決定支援 

・参 加 者：４６名 

 

○地域包括支援センター職員研修Ⅳ 

・開 催 日：令和元年１１月１１日（月） 

・会   場：浦和ふれあい館 

・講   師：日本赤十字看護大学地域看護学 准教授 藤川 あや 氏 

日本赤十字看護大学地域看護学    木村 愛 氏 

・内   容：ニーズと課題、資源発見のための地域診断（後編） 

・参 加 者：５９名 
 

○地域包括支援センター職員研修Ⅴ 

・開 催 日：令和元年１２月１８日（水） 

・会   場：カルタスホール 

・講   師：社会医療法人さいたま市民医療センター 理学療法士 大熊 克信 氏 

社会医療法人さいたま市民医療センター 作業療法士 武井 伸太郎 氏 

埼玉医科大学総合医療センター 作業療法士 平田 樹伸 氏 

・内   容：介護予防のための地域支援個別会議を活かすために 

・参 加 者：６７名 
 

  ○地域包括支援センター職員研修Ⅵ 

   ・開 催 日：令和２年２月１２日（水） 

   ・会  場：浦和ふれあい館 

   ・講  師：遠藤嗜癖問題相談室 室長 

上智社会福祉専門学校 専任教員 山本 由紀 氏 

   ・内  容：多問題を抱える家族の理解と支援 

   ・参 加 者：６４名 

 

５ 在宅ケアサービスについての相談助言・情報提供に関する事業 

（１）同行訪問実習の受け入れ等 

①各種団体より同行訪問実習の受け入れを行い、介護・医療に関わる人材育成に協力した。 

   同行訪問看護実習 

   受入団体数 １３団体    受入人数 ６４名 
 

 ②看護学校に在宅看護にかかわる授業の講師派遣をし、学校教育に協力した。 

  講師派遣先  ３団体 
 



 

③医療、介護機関など他団体への依頼に応じて講師派遣をし、介護と医療の連携を推進した。 

   講師派遣先  ５団体 

 

（２）研修会開催 

  ・開催日：令和２年２月１９日（水） 

  ・会 場：さいたま市産業振興会館 

  ・講 師：さいたま市民医療センター 慢性心不全看護認定看護師 冨田 晴樹 氏 

  ・内 容：慢性心不全の理解・心不全パスについて 

  ・参加者：１４名 

 

６ 介護保険事業 

（１）居宅サービス・訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業 

居宅において介護を受ける要介護者等にホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事などの身体

介護や掃除、洗濯、料理などの生活援助のサービスを提供した。 
 

①訪問介護利用者数（３月末日現在） 

介護度 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

人 数 １２名 １０名 ２５名 ２６名 １３名 ７名 ５名 ９８名 

割 合 12.3％ 10.2％ 25.5％ 26.5％ 13.3％ 7.1％ 5.1％ 100％ 

 

②訪問介護及び介護予防訪問介護サービス利用者数・派遣状況 

項  目 訪問介護 介護予防訪問介護 

利用者数 ９９９名 ２９８名 

派遣回数 １１，４７１回 １，７１１回 

派遣時間合計 １３，４１５時間２５分 １，５７０時間５５分 

派
遣
時
間
内
訳 

身体介護 ２，９６９時間４０分 － 

生活援助 ２，６３３時間３０分 １，５７０時間５５分 

身体生活 ７，８１２時間１５分 － 

 

（２）居宅サービス・訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業 

主治医が交付した訪問看護指示書に基づいて、看護師が病状の観察や療養上の世話、または必要

な診療の補助を行った。 

  また、２４時間連絡体制を確保し、不安を抱える利用者本人や家族の相談に応じるとともに、利

用者の急変への対応及び在宅での看取りなどを行った。 
 

①介護度別訪問看護サービス利用者数（３月末日現在） 

介護度 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

人 数 １名 ４名 １１名 ６名 ８名 ６名 ７名 ４３名 

割 合 2.3％ 9.3％ 25.6％ 14.0％ 18.6％ 14.0％ 16.2％ 100％ 



 

②訪問看護及び介護予防訪問看護サービス利用者数・派遣状況 

 

 

 

 

 

③２４時間連絡対応件数 

 

 

④在宅看取り（エンゼルケア）件数 

対応件数 

７（４）件 

 

（３）居宅介護支援事業 

要介護認定を受けた利用者に適切な居宅サービス計画を作成するとともに、指定介護予防支援事

業者から介護予防サービス計画の作成等を受託するなど、当該サービスの提供が確保されるよう指

定居宅サービス事業所等との連絡調整等を行った。 

 

①介護度別居宅介護支援利用者数（３月末日現在）  

介護度 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

人 数 ６名 １３名 ７９名 ５８名 ４３名 ２５名 ９名 ２３３名 

割 合 2.6％ 5.6％ 33.9％ 24.9％ 18.4％ 10.7％ 3.9％ 100％ 

 

②居宅介護支援事業実績 

ケアプラン作成数 ２，９１０件  

新規契約者数 １０３件    

介護予防サービス計画数 ２３４件    

介護保険認定調査件数 ４８件    

 

（４）介護予防支援 

要支援認定等を受けた利用者に適切な介護予防サービス計画等を作成するとともに、指定介護予

防サービス事業者等との連絡調整等を行った。 
 

○介護予防サービス計画作成件数（ケアマネジメント含む） 

件 数 
うち 

委託件数 

包  括  別 

南区東部圏域 岩槻区中部圏域 

ﾌﾟﾗﾝ件数 うち委託 ﾌﾟﾗﾝ件数 うち委託 

６，９８５件 ４，２９４件 ３，９４３件 ２，２３４件 ３，０４２件 ２，０６０件 

項  目 訪問看護 介護予防訪問看護 

利用者数 ４１１名 ７５名 

派遣回数 １６８４回 ２８２回 

派遣時間合計 １，４２８時間３０分 １６６時間００分 

連絡電話対応 訪問回数 

２８件 ８回 



 

７ 障害福祉サービス事業（居宅介護・重度訪問介護・同行援護）及び地域生活支援 

事業（移動支援） 

障害者総合支援法により生活の支援を要する身体障害者、知的障害者、障害児及び精神障害者に

対して日常生活を営むのに必要な援助等を行った。 
 

○障害福祉サービス事業（居宅介護・重度訪問介護・同行援護）及び地域生活支援事業（移動支援） 

項   目 
身体障害者 

（難病含む） 
知的障害者 精神障害者 障害児 

利用者数 ８５３名 ８９名 ５１４名 ２７名 

派遣回数 ７，１０１回 ５７４回 ２，６４１回 １６７回 

派遣時間合計 13,787 時間 00 分 686 時間 30 分  3,171 時間 00 分 292 時間 30 分 

派
遣
時
間
内
訳 

居
宅
介
護
・
難
病 

重
度
訪
問
介
護 

身体介護 2,905 時間 00 分 ― 78 時間 30 分 289 時間 00 分 

家事援助 1,839 時間 30 分 209 時間 30 分  3,045 時間 30 分 ― 

重度訪問介護 ― ― ― ― 

同行援護 8,527 時間 00 分 28 時間 00 分 ― ― 

移
動
支
援 

身体伴う 428 時間 00 分  393 時間 30 分  47 時間 00 分 ― 

身体伴わない 87 時間 30 分 55 時間 30 分 ― 3 時間 30 分 

 
 
 

 


