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令和３年度社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

  近年の社会福祉を取り巻く状況は、少子高齢化の進行や単身世帯、高齢者世帯の増加

に伴う世帯構成の変化、社会的孤立、非正規雇用等の増加に伴う生活困窮、ダブルケア、

８０５０問題、子どもの貧困や虐待等により身近で深刻な生活課題が顕在化しています。 

  特に、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、社会・経済活動の停滞による高齢

者等の孤立、収入の減収や失業等による生活困窮世帯の増加等の新たな課題が発生して

います。また、昨年の九州・中部地方などでの豪雨や、２月の福島県沖地震災害が発生

し、甚大な被害に見舞われました。自然災害を教訓として、平時における身近な地域で

のたすけあい活動やボランティア活動の重要性が大きく取り上げられており、これらの

様々な問題を解決するためには、感染症対策をしながら、住民相互のつながりの構築や

地域の福祉力向上が一層強く求められています。 

  一方、依然として、福祉サービスにおける人材確保及び財政面では厳しい状況が続い

ております。事業を担う介護人材不足に対応するため、訪問介護事業や居宅介護事業な

ど訪問介護に関連する事業部門につきましては、引き続き見直しをしているところです。

財政面においては、積立資産等を取り崩して事業を実施する状態が続いており、本会の

収支状況、実施すべき事業、職員の配置等を考慮した組織に改編し、財務状況の改善を

図ってまいります。 

本会としては、第２次さいたま市地域福祉活動計画の基本理念である「地域に生きる

一人ひとりがその人らしく、安心して暮らせるまちをつくります。」「住民一人ひとり

の主体的な参加と協力のもとに、共に支えあい、お互いを理解し合う地域福祉をめざし

ます。」の実現を目指し様々な分野における福祉団体、福祉関係機関等との連携を図り、

今年度は「地域福祉推進のための取組」「地域包括ケアシステムの推進」「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つの取り組みについて重点を置

き、活動を展開してまいります。  
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                      【地域福祉課】 

１ 地域福祉推進のための取組 

「共生の地域づくり」を進めるため、地域社会に「共に生きる」という意識が共有され

るよう、地域に根差した様々な人々との協働やつながりの下で、福祉観を育む実践を展開

する。また、本会の使命として、地区社会福祉協議会を中心とした地域支援を進めている

ところであるが、地域において生活上の課題を抱える人々に対し、その生活圏や環境面に

配慮した援助ができるよう、地域を基盤とする支援活動へのつなぎや、問題解決の一助と

なる取り組みへの働きかけなど、地区社会福祉協議会等の住民活動の支援を行い、更なる

地域福祉活動の充実をめざす。 

 

 【内容】 

１ ボランティア体験学習事業 

 市内のボランティア・市民活動団体、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

する。参加者の「ともに生きる大切さ」の意識醸

成や新たな気づきの支援をするとともに、地域ぐ

るみでボランティアを育成する機運を高める。ま

た、引き続き、聴覚障害者との関わりをとおして、

手話学習と相手を理解しようとする豊かな心を育

む体験学習を実施する。 

 

２ 福祉教育・ボランティア学習推進事業 

  学齢期での福祉教育にとどまらず、生涯学習の視点を持ち、地域に暮らす住民等に   

対する福祉の学びの機会を推進する。住民の主体性を育む福祉教育を実践するために、

学校や地域団体、企業等からの福祉教育に関する相談に応じ、助言、提案、企画を行う。 

また、市内で活動するボランティアグループや市民活動団体、地区社会福祉協議会等と

福祉教育・ボランティア学習を共に推進していくことができるよう、働きかけていく。 

 

３ 地区社会福祉協議会活動への支援 

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、課題の解

決に向けた地域福祉活動が推進されるよう、地区社会福祉協議会の主体的な活動を支

援していく。また、地域の方の活動と気づきから個別のニーズを吸い上げて潜在化し

ていた課題の把握をしていくことと、地域の中でその課題解決につながる取組みがな

されるよう、地区社会福祉協議会を中心とした地域活動支援を総合的に展開する。 

 

 

Ⅱ 重点的な取組 

 

●ボランティア体験学習事業 
手話を学んで会話にチャレンジ！ 
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（１）地域福祉行動計画の策定 

地域における住民の自主的な福祉活動を支援するために、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

う支援する。［計画策定地区数：８地区］ 

 

（２）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る。 

○地域住民への情報提供［補助上限額：５万円］ 

○地域住民を対象とした福祉講座 [補助上限額：５万円] 

○地域福祉推進委員会の設置・運営 [補助上限額：２万５千円] 

○障害者や子育て中の親子などを対象としたサロン活動 [補助上限額：５万円] 

○高齢者を対象としたサロン活動 [補助上限額：５万円] 

〇地域の社会福祉法人や福祉施設と協働した取組み [補助上限額：５万円］ 

〇障害者や子育て中の親子などを対象としたサロン活動［補助上限額：５万円］ 

〇見守り活動①ゆるやかに見守る活動［補助上限額：１０万円］ 

②ゆるやかに見守る活動＋訪問による見守り活動［補助上限額１５万円］ 

〇支えあい活動［補助上限額：１０万円］ 

○その他 [補助上限額：３万円] 

 

（３）会議・研修の開催 

地区社会福祉協議会活動の一層の活性化を目的とし、会議・研修を開催する。 

○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する。 

○地区社会福祉協議会活動の更なる推進のための研修 

地区社会福祉協議会に関わる方を対象に、地域福祉活動に必要な知識の習得及び 

地域に期待されている取組みを共有する研修を実施する。 

 

（４）地域課題の把握と仕組みづくりの検討 

個別ニーズの把握から顕在化した課題に対して、適切な関係機関や福祉サービス

につなぐ他、地域ごとの相談の傾向を分析し、課題の検討を行う。また、その課題

に対応する地域の中の仕組みづくりの研究・検討を進めていく。 
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【在宅サービス課】 

２ 地域包括ケアシステムの推進 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、新型

コロナウイルス感染拡大防止に十分配慮しながら、地域における相談窓口・介護予防の推

進・ケアプラン作成等の居宅介護支援・在宅療養者の看護や医療処置等の支援を提供する

体制を整備し、地域包括ケアシステムを推進する。 

 

１ 地域包括支援センターの運営 （地域包括支援センター社協みなみ・社協岩槻） 

地域の高齢者等の心身の健康保持及び生活の安定に資する必要な援助を行い、保健医

療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する。 

 

（１）「自立支援」を基本としたケアマネジメントの推進 

単に心身機能の向上を目指すのではなく、高齢者等本人の「したい」「できるように

なりたい」ことの実現に向けて必要な支援を行い、なじみの関係の再構築や地域活動の

参加等により、「役割や生きがいを持って生活できる」ことを目指すケアマネジメント

を推進する。 
 

（２）地域ケア会議の開催 

困難事例及び介護予防のための地域支援個別会議を開催し、関係機関や専門職からの

助言をもらい、自立を阻害する個別課題の解決に向け協議する。また個別課題の分析を

積み重ね、共通した地域課題を地域支援会議で共有し、課題解決に向けた協議を行う。 
 

（３）支え合いの地域づくりの推進 

地域課題の解決や、自立支援を基本としたケアマネジメントを推進するために、地域

資源の把握や開発、継続支援、地域で活躍する人材の発見や育成等を行い、地区社会福

祉協議会と連携してお互いに支え合う地域づくりを支援する。また地域住民の認知症へ

の理解を深める支援を行い、たとえ認知症になっても安心して暮らせる地域づくりも推

進していく。 
 

（４）高齢者等の権利擁護の推進 

高齢者等が地域において不利益を受けず、安心して尊厳ある生活が維持できるように、

成年後見制度や消費者被害等についての相談を受け、関係機関と連携しながら支援を行

う。また行政と連携しながら高齢者の虐待の防止や早期発見、早期対応に努めていく。 
 

（５）新しい生活様式のなかでの介護予防の推進 

感染症予防としてマスクの着用や手指の消毒、身体的距離の確保等に配慮しながら、

地域活動を行えるように支援し、かつ、高齢者等が自宅に閉じこもることで心身ともに

虚弱にならないよう、運動・栄養・社会参加が重要であることを啓発し、介護予防を推

進する。 
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新型コロナ勉強会           オレンジカフェみなみ 

 

２ 居宅介護支援事業の推進 （社協ケアプランおおみや・社協ケアプラン岩槻） 

要支援、要介護者が有する能力に応じ自立した生活を営むために、必要な保健医療  

サービスや介護サービス等の適切な利用ができるよう支援計画を作成するほか、サービ

ス提供事業者との連絡調整等を行う。 

・高齢者自身の気づきにより、生活への意欲を引き出すセルフマネジメントの推進を

図る。 

・生活ニーズや状態像を的確に把握し、本人の選択による適切なサービスの提供と地

域資源の提案を積極的に図る。 

・本人が望む地域の居場所に「戻す」「つなぐ」までの支援を行う。病気や年齢など

で本人が希望する生活をあきらめなくてよい支援を目指す。 

・オンライン研修や事例検討会への参加や協力を通じ、技術と支援力の向上を図る。 

・他機関との連携に向けた関係づくりに取組み、ネットワークの構築を図る。 
 

 

    

 

 

 

 

３ 訪問看護事業の推進 （社協訪問看護ステーションおおみや） 

要介護者が有する能力に応じ自立した生活を営むために、主治医や介護支援専門員等

関係機関と連携し疾病の重度化を予防し、療養上のお世話と心身の機能維持回復を図る。

また、24 時間連絡体制を確保し、相談への対応や緊急時訪問を行うことで、在宅で安

心して過ごせるようにする。 

・在宅療養が広がる中、期待される役割が達成できるよう、オンライン研修や会議を

効果的に活用し、引続き職員の育成に取組む。 

・高齢者慢性期疾患(呼吸器疾患や心不全等)の重症化予防に取組むため、研修を通じ

て職員の資質向上を図り、本人や家族への個別指導及び主治医との連携を推進する。 

・医療と介護の連携の一環として、退院支援について即時対応の体制を整えるために、

介護支援専門員はじめ在宅サービス事業者との連携の構築を推進する。 

  

意欲の源を見極め、なじみの関係からなるべく切り離さないことを視野に 

自立支援型ケアマネジメントに地域包括支援センターと連携して取組んでいく 



6 
 

【権利擁護推進課】 

３ 権利擁護の推進 

認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない方が、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する。 

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する。 

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する。 

 

 【内容】 

１ 法人後見事業の実施 

（１）法人による受任 

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る。 

 

（２）市民後見人への移行調整と監督の実施 

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、市民後見人へ移行する。また、本会は後見監督人等として、市民後見人の活動が

適正なものとなるよう監督する。 

 

 
 

２ 成年後見制度に関する相談窓口の設置【拡充】 

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

に関する支援を行う。また、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に規定する中

核機関として地域連携ネットワーク協議会の事務局を担い、地域における成年後見制度

利用促進に向けた課題や中核機関の在り方について協議していく。 
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法人後見事業受任実績の推移

新規受任件数 終了件数 年度末受任件数 年度末後見監督受任件数
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３ 日常生活自立支援事業の実施 

（１）事業内容の明確化及び調査方法の適正化 

利用要件やサービス内容等の明確化を図り、市民、関係者に周知するとともに、 

利用の申請から開始までの調査方法等の適正化を図る。 

 

（２）専門員、生活支援員の資質向上のための研修の実施 

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、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する。 
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【総務課】 

４ 災害時における対応及び組織基盤の強化 

 近年、自然災害が多発しており、災害発生時の初動対応をはじめ、必要な対策が円滑に

実施できるよう、職員向け災害ボランティアセンター運営訓練を実施するとともに、市内

各関係機関・団体等との連携を図り、災害時における本会の体制整備を行う。 

また、組織の透明性と信頼性を確保するため、職員一人ひとりが、コンプライアンスの

意識を持って行動し、法令及び内部規定の遵守を徹底し、業務の質の向上を目指した人材

育成を進めるとともに、自主財源の確保に向けた社協活動の一層の広報・啓発に努め、更

なる組織の基盤強化を図る。 

 

【内容】 

１ 災害時における対応 

（１）災害危機管理マニュアルの更新 

災害発生の状況、被災状況の把握等災害時の初動対応の他、本会災害対策本部の設置

及び職員の参集など、発災後の体制や行動を規定した災害危機管理マニュアルについて、

必要な見直し等を行う。 

 

（２）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スタッフの中心となる職員が、実際の被災時の運営に役立

てられるよう、災害ボランティアセンター運営訓練を実施し、運営の方法を学ぶととも

に、運営訓練を通して、さいたま市及び本会で作成した災害ボランティアセンター設

置・運営マニュアルの内容の検証を行う。 
また、災害ボランティアセンターの運営が円滑に実施できるよう、市内各関係機関・

団体・企業等との連携を図り、災害時における迅速な対応及び体制づくりを行うことを

目的とした災害ボランティア活動に係る情報交換会を開催するとともに、さいたま市と

災害協定を締結している企業等に働きかけ、本会が運営を行う災害ボランティアセン

ターへの人的、物的支援の協力依頼を行う。 

 

     
【令和元年度 災害ボランティアセンター運営訓練の様子】 
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２ 組織基盤の強化 

（１）組織の透明性と信頼性の確保 

地域住民の皆様をはじめ、関係機関や団体等からの理解と信頼が必要不可欠であり、

地域に開かれた社会福祉法人として、法人運営の透明性を確保するため、わかりやすい

形で情報を発信していく。 

また、住民の皆様や関係団体からの信頼を得るためには、職員一人ひとりに対し、社

協職員としての自覚と高いコンプライアンス意識の更なる徹底が必要である。コンプラ

イアンス研修を実施するなど、職員の意識向上に努めていくとともに、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、事業や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、職員の育成を

行う。 

 
（２）収益事業の強化 

地域福祉活動の財源確保に向けて、本会に寄せられる寄附が、本会の活動財源として、

地域福祉の推進に大きな役割を果たしていることを広く啓発していくとともに、遺贈 

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

知していく。 

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、賛助会員の加入

や共同募金への協力等と併せて団体及び企業等へ依頼する。 

 

 

   

 

【自動販売機の設置】 

 

 南区の特別養護老人ホーム内に本会の自

動販売機を新たに設置。 

 自動販売機をラッピングし、地域福祉推

進に活用されていることをＰＲ。 



Ⅲ　事業実施計画  

　会務の運営

　会務の適切な運営に向けて、事業の決定・執行を図るために理事会等を開
催する。

（１）理事会

（２）評議員会

（３）監査会

（４）三役会

（５）ボランティアセンター運営委員会

（６）地域福祉推進委員会

　事業の効率的な執行を図るために、次の会議等を開催する。

（１）市地区社会福祉協議会連絡会

（２）区地区社会福祉協議会連絡会

（３）その他必要な会議

　全社協関連会議への出席等、政令市社協としての業務に対応する。

（１）指定都市社協・民児連連絡協議会

（２）都道府県・指定都市社協常務理事・事務局長会議

（３）都道府県・指定都市社協部・課・所長会議

（４）関東甲信越静ブロック都県・指定都市社協会長会議

（５）関東甲信越静ブロック都県・指定都市社協常務理事・事務局長会議

（６）関東甲信越静ブロック都県・指定都市社協総務部課長会議

（７）関東甲信越静ブロック都県・指定都市社協組織・ボランティア業務
　　　担当部・課長会議及び担当者研究協議会

（８）関東ブロック・郡市区町村社協職員合同研究協議会

　災害対応

1.防災・災害時への対応

　災害ボランティアセンターの運営について、県内外の社協、市民団体等と
訓練を通じ平時からの関係構築を図り災害時の対応に備える。また、行政と
締結している災害ボランティアセンターに関わる協定書及び設置・運営マ
ニュアルの見直しについて協議を続ける。

4.役職員の研修

概　　　要事　業　名

1.役員会等の開催

2.各種会議の開催

3.政令市社会福祉協議会として
  の対応

　人材育成基本方針に基づき、地域福祉推進の中核的役割を果たしていくた
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。
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総務課所管事業

事　業　名 概　　要
　　予算額　　　　単位

　（前年度）　　　千円

1,773

(1,664)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

共同募金配分金事業

【サービス区分】

社会福祉大会事業

39,776

(40,700)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

共同募金配分金事業

【サービス区分】

歳末たすけあい事業

27,467

(26,970)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

共同募金配分金事業

【サービス区分】

広報紙発行事業

1,476

(1,481)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

共同募金配分金事業

【サービス区分】

地域福祉情報・研修センター運営事業

814

(734)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

研修受託事業

【サービス区分】

社会福祉研修

(民生委員・児童委員研修)事業

9,406

(9,406)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

研修受託事業

【サービス区分】

福祉施設等従事者研修事業

3.広報紙発行事業
　広報紙「ぽけっと」を発行し、福祉の啓発と福祉
活動への関心を高め、住民や地域で活動する団体の
主体的な参加を促進する。

1.社会福祉大会事業
　社会福祉大会を開催し福祉の高揚と推進を図り、
併せて福祉活動に対する協力者及び浄財寄贈者に対
し感謝の意を表する。

2.歳末たすけあい事業
　地区社会福祉協議会等と連携して、高齢者・障害
者・福祉施設等に対して慰問及び福祉事業を実施す
る。

  本会のPRと福祉に関する情報の発信を通して、住
民や諸団体の地域福祉への主体的な参加を促進する
ため、本会ホームページの管理運営を行う。
　
  福祉従事者、ボランティア活動者、民生委員・児
童委員および市民に対し、社会福祉の理念などを踏
まえた研修を実施し、福祉人材の育成や資質の向
上、地域福祉の推進を図る。
　福祉従事者向けとして「福祉職員キャリアパス生
涯対応研修課程」における階層別４コースを実施す
る。
　また、従事者や地域で活動するボランティア等を
対象に、福祉施設と地域との連携をテーマとした研
修実施を行う。

4.地域福祉情報・研修センター
  運営事業
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事　業　名 概　　要
　　予算額　　　　単位

　（前年度）　　　千円

　公共施設等に自動販売機を設置し、その収益を自 20,842

主財源に充当する。 (22,634)

【事業区分】

○自動販売機設置台数 収益事業

　　令和３年４月１日　９８台（見込） 【拠点区分】

自動販売機設置事業

【サービス区分】

自動販売機設置事業

収入見込額

63,000

(63,000)

6.賛助会費
　会員募集運動を強化して自主財源の確保を図り、
社会福祉の向上に努める。

5.自動販売機設置事業
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地域福祉課所管事業

事　業　名 概　　要
　　予算額　　　　単位

　（前年度）　　　千円

110,439

(106,999)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

地域福祉活性化事業

【サービス区分】

地域福祉活動推進事業

高齢者見守り活動推進事業

○個別ニーズの把握から顕在化した課題に対し、適
切な関係機関や福祉サービスにつなぐ他、地域課題
の傾向を分析し、課題に対応する仕組みづくりの検
討を行う。

○あおぞらサービス 10,118

(10,053)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

○住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会 地域福祉活性化事業

【サービス区分】

住民参加型在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

113,970

(114,438)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

高齢者福祉事業

【サービス区分】

宅配食事サービス事業

22,241

(22,556)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

共同募金配分金事業

【サービス区分】

ふれあい会食推進事業

　一人暮らし高齢者等に対し、定期的に食事の宅配
をすることにより健康保持を図り、孤独感の解消や
安否確認を行う。また、事業を通じて地域住民相互
の福祉活動の活性化を図る。

4.ふれあい会食推進事業
　一人暮らし高齢者を対象に、地域を中心としたふ
れあい会食推進事業を実施することにより、孤独感
の解消などを図る。

3.宅配食事サービス事業

　地域で活動を進める住民参加型在宅福祉サービス
団体間の活動が、より円滑、効果的なものとなるよ
う、情報交換、連絡調整等のための定期的な連絡会
を開催する。

　在宅で生活する単身高齢者又は障害者（児）等の
うち、家事等の支援を必要とする者に対し、近隣住
民（登録者：協力会員）による援助を行い、その福
祉の向上を図る。

○市地区社協連絡会及び各区地区社協連絡会を開催
　する。

○地区社協ごとに地域福祉行動計画を策定し、その
　円滑な実施に向けて支援する。

1.地域福祉活動推進事業

　市内５２地区社会福祉協議会に対し、運営や活動
等の支援を行う。

○地区内の活動について、研修や情報交換等を行う
　とともに補助金を交付して活動を支援する。

2.住民参加型在宅福祉サービス
  事業
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事　業　名 概　　要
　　予算額　　　　単位

　（前年度）　　　千円

86,444

(86,331)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

障害者福祉事業

【サービス区分】

5,108

(5,200)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

障害者福祉事業

【サービス区分】

聴覚障害者相談員事業

2,583

(2,649)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

障害者福祉事業

【サービス区分】

視覚障害者情報提供事業

6,168

(6,929)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

ボランティアセンター事業

【サービス区分】

 ボランティアセンター運営事業

手話通訳者・要約筆記者
派遣事業

6.聴覚障害者相談員設置事業
　聴覚障害者の日常生活上の相談に応じ、必要な情
報提供及び助言、その他関係機関との連携により問
題解決のための援助を行う。

10.ボランティア地域普及啓発
   事業

5.手話通訳者・要約筆記者派遣
  事業

　聴覚障害者とその他の方との意思疎通を支援する
ために、手話通訳者又は要約筆記者を派遣し、社会
参加の促進につながる円滑なコミュニケーションを
図る。

12.福祉教育・ボランティア学習
   推進事業

 市内の各区において、市民や地域の各種団体及び
学校からの、福祉教育及びボランティア学習に関す
る企画の相談から実施に至るまでを支援するととも
に、これらの企画支援を行う人材を養成し、更なる
福祉教育・ボランティア学習の推進を図る。

7.視覚障害者情報提供事業

11.ボランティア講座

　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
座を各区において企画・実施することで、福祉意識
やボランティア・市民活動への意識の高揚を図る。

　視覚障害者とその家族に対し、日常生活上必要な
情報を点訳や音訳により提供する。

8.ボランティアセンター運営

　市内の各区において、ボランティア・市民活動に
関する相談・ニーズ把握・コーディネート、効果的
な情報発信を行うとともに、各区ボランティア連絡
会や活動団体及び個人に対して、広報や団体活動助
成金等の支援を行うことで、ボランティア・市民活
動の更なる振興を図る。

9.ボランティア体験学習事業

　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、
参加者個々の「新たな発見」や「共に生きる力の重
要性」への気づきを支援するとともに、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。

　市内の各区において、ボランティア・市民活動団
体と共に普及啓発イベントや講演会を開催したり、
各区の区民祭りなどに参加し、多くの市民に対し
て、ボランティア・市民活動、福祉意識の高揚及び
地域福祉推進について啓発を図る。
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事　業　名 概　　要
　　予算額　　　　単位

　（前年度）　　　千円

298

(236)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

調査・普及・宣伝事業

【サービス区分】

調査研究事業

456

(456)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

基金運営事業

【サービス区分】

交通遺児育成基金事業

14.交通遺児育成事業
　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する。

13.地域福祉活動計画進行管理
　地域福祉活動計画の着実な実行を図るため「地域
福祉推進委員会」を開催するとともに、必要な調査
等の実施により計画の適切な進行管理を行う。
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権利擁護推進課所管事業

事　業　名 概　　要
　　予算額　　　　単位

　（前年度）　　　千円

31,145

(28,080)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

高齢・障害者権利擁護センター事業

【サービス区分】

高齢・障害者権利擁護センター事業

5,400

(5,400)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

高齢・障害者権利擁護センター事業

【サービス区分】

法人後見事業

41,837

(42,008)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

高齢・障害者権利擁護センター事業

【サービス区分】

日常生活自立支援事業

6,543

(6,543)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

高齢・障害者権利擁護センター事業

【サービス区分】

高齢者くらしあんしん事業

3.日常生活自立支援事業

　認知症等の高齢者や知的障害・精神障害等のある
方が、安心して生活が送れるように、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を
行い支援する。また、必要な方には書類等の預かり
も行う。

4.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する。
　また、本事業をさいたま市内の社会福祉法人と共
同して実施することにより、社会福祉法人による
「地域における公益的な取組」を推進する。

1.高齢・障害者権利擁護センター
  事業

　高齢者や障害者の差別及び虐待事案について相
談・通報を受けた関係機関等より相談を受け、問題
の整理・援助の方向性等について助言を行う。ま
た、虐待等対応機関の専門性を強化するため、セン
ターに医師及び弁護士を設置し、医学的・法律的視
点からの助言を行う。

2．法人後見事業

　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
よう支援する。

　受任調整により家庭裁判所へ推薦した市民後見人
候補者が成年後見人等に選任された場合は、その活
動を監督・支援していく。

　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・態度を身に付けた市民後
見人候補者を養成する研修を実施する。また、選考
により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支援する。

　成年後見制度の利用の促進に関する法律に規定す
る中核機関として地域連携ネットワーク協議会の事
務局を担い、高齢や障害分野などの専門職団体や関
係機関と連携を図り、認知症などで物事を判断する
能力が十分でない方などに成年後見制度が適切に利
用されるよう課題や中核機関の在り方について協議
していく。また、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
に関する支援を行う。
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事　業　名 概　　要
　　予算額　　　　単位

　（前年度）　　　千円

1,214

(1,214)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

心配ごと相談所事業

【サービス区分】

心配ごと相談所事業

23,637

(23,685)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

貸付事業

【サービス区分】

緊急生活資金貸付事業

62,943

(17,425)

○生活福祉資金 【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

貸付事業

【サービス区分】

生活福祉資金貸付事業

○生活福祉資金（特例貸付）

○埼玉県障害者福祉資金

5.心配ごと相談所事業

　日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言や
他の専門機関への紹介を行う。

・相談会場
  週１回：大宮区役所
  月２回：中央区役所・浦和区保健センター・
　　　　  南区役所・岩槻区事務所

6.緊急生活資金貸付事業

・生活ホーム等施設の開設に必要な建築物の購入及
  び増改築等に要する経費の貸付。

  埼玉県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金等
の相談・受付を行う。

　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、資金の貸付を行う。

・一般貸付：限度額　３万円
・特別貸付：限度額１０万円

7.生活福祉資金貸付事業

・失業者等の日常生活全般に困難を抱えている世帯
  に対する、生活の立て直しに必要な費用の貸付。

・低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対する、
  技能習得、住宅改修、福祉用具購入等に必要な経
  費の貸付。

・低所得世帯に属する方が、高等学校、大学等への
　入学に係る経費及び就学に必要な経費の貸付。

・低所得又は要保護の高齢者世帯に対する、一定の
　居住用不動産を担保とした生活資金の貸付。

・新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減
少した世帯に対する、必要な生活費用の貸付。
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事　業　名 概　　要
　　予算額　　　　単位

　（前年度）　　　千円

            219,954

(230,020)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

貸付事業（公益）

【サービス区分】

保育士修学資金貸付等事業

             33,391

(49,246)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

貸付事業（公益）

【サービス区分】

ひとり親家庭高等職業

訓練促進資金貸付事業

34,023

(43,600)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

障害福祉サービス等事業

【サービス区分】

障害者生活支援センター事業

12.障害者生活支援センター等の
   運営（南区）

9.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、修学を容易にすることにより、資格
の取得と自立の促進を図るため、入学準備金・就職
準備金の貸付を行う。

○障害者生活支援センターの運営
　障害者及びその家族、支援機関を対象に相談支援
を行い、地域での自立と社会参加を促進するため
に、各種情報の提供や一人ひとりに応じたサービス
の利用援助、関係機関との連絡調整などを行う。

○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う。

○保育士就職準備金貸付事業
・潜在保育士（保育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、就職準備
　金の貸付を行う。

8.保育士修学資金貸付等事業

○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
　を目指し、資格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、修学を容易に
　し、質の高い保育士の養成及び確保を図るため、
　修学資金等の貸付を行う。
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在宅サービス課所管事業

事　業　名 概　　要
　　予算額　　　　単位

　（前年度）　　　千円

33,814

(47,006)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

居宅介護等事業

【サービス区分】

訪問介護(介護予防訪問介護)事業

22,199

(25,639)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

介護保険事業

【サービス区分】

訪問看護(介護予防訪問看護)事業

30,082

(31,740)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

介護保険事業

【サービス区分】

居宅介護支援事業（おおみや）

22,936

(21,313)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

介護保険事業

【サービス区分】

居宅介護支援事業（岩槻）

○認定調査業務
  介護保険被保険者の要介護(支援)度を審査・判定
するために必要となる被保険者の心身の状況などに
関する調査（訪問調査）を行う。

3.居宅介護支援事業

○介護予防支援事業
　介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効
な実施を図れるように要支援者の自立の促進と重度
化予防の推進を図る。このため、個々の能力に応じ
て自立した日常生活を営むために必要な保健医療
サービス又は福祉サービス等の適切な利用ができる
よう計画を作成して提案する。また、当該サービス
の提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業
者等との連絡調整や住民主体の多様なサービスの開
発を進める。

1.訪問介護事業
（介護予防訪問介護事業、及び介
護予防訪問介護サービスを含む）

　要介護(支援)者が、その有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう、入浴、排せ
つ、食事等の介護、その他生活全般にわたり必要な
援助を行う。

2.訪問看護事業
（介護保険）

　要介護(支援)者が、その有する能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう、主治医と連携
し、疾病の重度化を予防し、療養上の世話を行うと
ともに、利用者の心身の機能の維持回復を図る。ま
た、２４時間連絡体制を確保し、電話相談や必要に
応じ訪問を行う。

○居宅介護支援事業
　要介護者が、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるように必要な保健医療サー
ビス及び介護サービスが適切に利用できるよう計画
を作成し、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者等との連絡調整等を行う。
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事　業　名 概　　要
　　予算額　　　　単位

　（前年度）　　　千円

53,937

(49,019)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

介護保険事業

【サービス区分】

地域包括支援センター事業

（みなみ）

46,590

(38,509)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

介護保険事業

【サービス区分】

地域包括支援センター事業

（岩槻）

4,809

(4,478)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

高齢者福祉事業

【サービス区分】

ひとり暮らし高齢者安否確認等事業

4,974

(4,974)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

高齢者福祉事業

【サービス区分】

認知症高齢者相談事業

30,061

(31,148)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

障害福祉サービス等事業

【サービス区分】

居宅介護事業

4.地域包括支援センター事業

○地域包括支援センター事業
　高齢者の介護・福祉・医療などに関する様々な相
談を受け付け、地域のネットワークを構築・活用し
ながら、住み慣れた地域で安心して過ごすことがで
きるように、包括的および継続的な支援を行い、地
域包括ケアシステムの推進を図っていく。
　そのため、総合相談支援、権利擁護、包括的・継
続的マネジメント、介護予防ケアマネジメントの4
つの事業を柱とし、地域ケア会議の実施や介護予防
に資する業務、認知症高齢者等総合支援等を各機関
との連携、地域のネットワークを図り推進してい
く。

5.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で、安否確認を希望する
方に対して、定期的に電話をし、安否確認及び必要
な各種相談に応じる。

6.認知症高齢者相談事業

　認知症地域支援推進員等による認知症高齢者やそ
の家族等からの電話相談と、必要に応じ関係機関と
の連絡調整を行う。また、専門の医師が認知症高齢
者やその家族等に対し、個別に相談に応じ、認知症
に対する正しい知識と理解、専門医の受診、介護方
法等について適切な助言及び指導等を行う。

7.障害福祉サービス事業

　障害者(児)及び常時介護を必要とする重度の障害
者(児)を対象に、入浴、排泄、食事介助等の身体介
護、家事援助、通院介助、視覚障害の方の外出支援
など日常生活あるいは社会参加に必要なサービスを
提供する。
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事　業　名 概　　要
　　予算額　　　　単位

　（前年度）　　　千円

2,212

(2,251)

【事業区分】

社会福祉事業

【拠点区分】

障害福祉サービス等事業

【サービス区分】

移動支援事業

29,545

(31,275)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

医療事業

【サービス区分】

大宮訪問看護ステーション設置運営事業

324

(351)

【事業区分】

公益事業

【拠点区分】

高齢者福祉事業

【サービス区分】

有償在宅福祉サービス事業

10.有償在宅福祉サービス事業

　概ね６５歳以上の高齢者、障害者(児)、ケガや病
気等で援助が必要な心身傷病者及び当訪問看護ス
テーションの利用者を対象に、日常生活を営むのに
一時的な援助が必要な方に対して、有償で家事援
助、身体介護、外出介助及び訪問看護（学校等での
吸引等の医療処置）のサービス提供を行う。

8.地域生活支援事業
　（移動支援）

障害者(児)に、地域における自立生活及び社会参
加ができるよう外出のための支援を行う。

9.訪問看護事業
（医療保険）

　高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法
の規定に基づき、疾病又は負傷により家庭において
継続して療養を受ける状態にある被保険者に、主治
医が認めた療養上の世話又は必要な診療の補助を行
う。
　また、利用する方が安心して在宅生活が送れるよ
う２４時間連絡体制を確保し、電話相談や必要に応
じ訪問を行う。
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