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はじめに

　今日の地域社会において、その取り巻く環

境は大きく変化し、社会的孤立、生活困窮、

権利侵害などの様々な問題が顕在化する中、

個人や世帯で複数の課題を抱え、個人等の努

力や既存の制度の枠組みだけで解決すること

は難しいのが現状です。

　そのため、これら地域の個人や世帯等が抱

える多様な課題に対して、地域全体で支える

力の再構築と総合的な支援のあり方が、今求

められています。

　こうした状況を踏まえ、地域の新たな生活課題や福祉課題の解決に向けて

取り組むため、第2次さいたま市地域福祉活動計画の見直しを行い、改訂版

を策定いたしました。

　今回の策定にあたっては、皆様にさいたま市社会福祉協議会の活動につい

ても分かりやすい計画となるよう工夫するとともに、子ども・高齢者・障害者

など誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを安心して続けることができ

るよう、地区社会福祉協議会をはじめとする地域の皆様やボランティアの皆

様とさいたま市の地域福祉の推進を目指す計画といたしました。

　今後、この計画に基づき、さいたま市の地域福祉推進に向け、これまで以

上にさいたま市と連携して取り組んでまいりますので、皆様のより一層のご

支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　最後に、この計画の策定にあたりまして、熱心にご審議をいただきました

さいたま市地域福祉推進委員会の委員の方々をはじめ、アンケート調査を通

じて貴重なご意見をいただいた皆様に心からお礼を申し上げます。

　平成29年3月　　 　　　社会福祉法人　さいたま市社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 会　長　　清 水　勇 人
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１　第２次さいたま市地域福祉活動計画とは

２　改訂の経緯

　さいたま市社会福祉協議会では、地域の実情を踏まえ、さいたま市においてこれからの地域福祉をどの
ように進めていくかを体系的に整理し、特に重点的に取り組むべき課題を中心にまとめた「さいたま市地
域福祉活動計画」（以下、「当初計画」という）を、平成16年3月に策定しました。その後の見直し、改訂を
経て、平成25年3月には新たに「第2次さいたま市地域福祉活動計画」（以下、「第2次計画」という）を策定し、
同計画に基づき事業を展開してきました。
　第2次計画は、計画期間を10か年とし、当初計画策定後の新たな地域課題の発生や社会情勢の変化、本
会の取り組み状況等を検証し、改めてさいたま市社会福祉協議会が目指す方向性と取り組むべき課題を明
らかにしたものとなっています。
　また、さいたま市においては、現在、平成25年9月に策定された「第2期保健福祉総合計画（地域福祉計
画）」に基づき、各施策が推進されています。
　同計画では、地域福祉を実現するための仕組みとして、行政、さいたま市社会福祉協議会、地区社会福
祉協議会の3層構造により地域福祉を推進していくことが位置づけられています。そのため、第2次計画
においても、3層構造の推進体制の下、地域福祉活動が具体的に進展するよう、整合性を図っています。

　第2次計画策定から4年が経過し、この間、子どもの貧困対策法、生活困窮者自立支援法の施行、地域
包括ケアシステムを構築するための介護保険制度の大幅な改正、障害者差別解消法、成年後見制度利用促
進法の施行、社会福祉法の改正といった、地域福祉活動に関連する重要な法律・制度の施行や改正が行わ
れました。こういった地域福祉を取り巻く状況の変化に際し、新たな視点から事業や活動を見直す必要性
が高まったことから、第2次計画の改訂を行いました。
　また、改訂にあたり、地域福祉関係団体に対して、平成28年4月にアンケート調査を実施し、地域で新
たに生じている生活課題、福祉課題の把握・分析に努めるとともに、重点事業の成果と課題を踏まえ、計
画内容の見直しを行いました。

　最終年度にあたる2022年には評価・見直しを行います。また、計画の期間中に、社会情勢等の変化や
関連計画との整合性を図るため、必要に応じて見直しを行います。
　なお、新たなニーズに対応した事業の開発を行う際には、財政面において行政に働きかけるとともに、
既存事業の廃止や統合等の整理を併せて検討していきます。

計画期間　10年

見直し

平成25年度

2013

平成26年度

2014

平成27年度

2015

平成28年度

2016

平成29年度

2017

平成30年度

2018

平成31年度

2019

平成32年度

2020

平成33年度

2021

平成34年度

2022

見直し

評価■計画の期間
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３　計画の位置づけ

　この計画は、さいたま市社会福祉協議会が地域のニーズを把握し、住民・事業者・行政などと連携し、地
域における様々な福祉問題を計画的に解決していくための基本指針となるものです。
　地域福祉活動計画は、さいたま市保健福祉総合計画と整合性を持ち、これを具現化していくことで誰も
が住み慣れた地域で暮らしやすいまちづくりを進めていきます。

48地区社会福祉協議会

地域福祉行動計画
さいたま市総合振興計画
（後期基本計画）

さいたま市社会福祉協議会

地域福祉活動計画

・住民が共に支えあう活動の推進
・住民個々に対する福祉サービスの充実
・権利擁護の推進
・ボランティアの育成と活動の充実
・福祉活動の協働と連携
・社会福祉協議会組織の機能強化

第２次計画の
基本目標

さいたま市第２期保健福祉総合計画
【地域福祉計画】
（平成25～34年度）

国の関連計画

ヘルスプラン２１（第２次） （平成２５～３４年度）

障害者総合支援計画 （平成２７～２９年度）

子ども・青少年のびのび希望プラン
（子ども・子育て支援事業計画） （平成２７～３１年度）

第６期高齢者保健福祉計画　介護保険事業計画
 （平成２７～２９年度）

障害者基本計画

健康日本21

健やか親子21

その他の関連計画

教　　育

住　　宅

交　　通

環　　境

情　　報

スポーツ

県の関連計画

埼玉県５か年計画

埼玉県障害者支援計画

健康埼玉２１・埼玉県健康長寿計画

埼玉県地域福祉支援計画

埼玉県子育て応援行動計画

埼玉県高齢者支援計画

埼玉県地域保健医療計画
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■さいたま市の関連計画

計画名 計画の期間 計画
年数 計画の内容

さいたま市
　保健福祉総合計画
【地域福祉計画】

平成25年度～
　平成34年度 10年

「社会福祉法に位置づけられる『市町村地域福祉計
画』」として、また、関係する各課との連携のもとに、
「保健福祉分野の関連諸計画間の整合や連携を意図す
る計画」として、さらに、「市民生活に関連の深い教
育・住宅・労働・まちづくりなどに関連する事業と連携
を図った計画」を総合的に策定した計画

さいたま市
　高齢者保健福祉計画

さいたま市
　介護保険事業計画

平成27年度～
　平成29年度 3年

【高齢者保健福祉計画】
介護保険以外のサービスや生きがいづくりなど、高
齢者の地域における福祉水準の向上を目指す計画
【介護保険事業計画】
介護保険給付サービスの見込量とその確保策、制度
の円滑な実施に向けた取組内容を定める計画

さいたま　子ども・
　青少年のびのび希

ゆ
望
め
プラン

【さいたま市子ども・
子育て支援事業計画】

平成27年度～
　平成31年度 5年

すべての子ども・青少年がその個性を尊重され、健や
かに育ち、自立し、社会で輝いて生きられるよう、「子
ども・青少年の幸せと命の尊さを第一に考える地域社
会」の実現を目指す計画

さいたま市
　障害者総合支援計画

平成27年度～
　平成29年度 3年

次の3つの位置づけを持つ計画を一体的に策定した
総合支援計画
【市町村障害者計画】
障害者基本法に基づき、さいたま市の障害者施策全般
にわたる推進の方向性と具体的な方策を示した計画
【市町村障害福祉計画】
障害福祉サービスの提供体制の確保やその他障害者
総合支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画
【さいたま市誰もが共に暮らすための
　障害者の権利の擁護等に関する条例】
条例に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するた
め策定する計画

さいたま市
　ヘルスプラン21

平成25年度～
　平成34年度 10年

市民一人ひとりが生涯を通じて健やかで生き生きと
した生活を営むことができるように策定した健康づ
くりの計画

４　計画の進行管理

　計画の内容を着実に推進し、実現を図るため、各事業の進捗状況の調査･把握、評価といった進行管理
を毎年行います。
　なお、さいたま市社会福祉協議会役員と市民代表などの第三者で構成される「さいたま市地域福祉推進
委員会」を年２回以上開催し、適切な進行管理を行い、各事業の進捗状況の調査・把握、評価を行います。
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第2章

社会福祉協議会のあり方



8

１　社会福祉協議会（社協）とは

２　地区社会福祉協議会（地区社協）とは

３　地域福祉とは

　社会福祉協議会（社協）は、住民と公私の社会福祉関係者、団体・機関等によって構成される民間非営利
組織（社会福祉法人）であり、地域福祉の実現を具体的・計画的に推進する中心的担い手として、社会福祉
法に位置づけられています。
　民間組織としての自主性と広く住民と関係者に支えられた公共性という二つの特徴を併せ持ち、住民主
体の原則に基づき、地域が抱えている様々な福祉課題を地域全体の問題として捉え、皆で考え、話し合い、
活動を計画し、協力して解決を図ることを通して、福祉コミュニティづくりと地域福祉の推進を目指すこ
とを目的としています。
　特定の福祉課題の解決だけを目的とせず、既存の福祉の枠組みでは対応できない課題、複合的課題、潜
在化している課題に取り組んでいくことが他の組織にはない特徴であると言えます。

　地区社会福祉協議会は、地域福祉を推進していく中核的な役割を担う団体のひとつとして、市町村より
も小さい区域に組織された社会福祉協議会です。
　住民にとって最も身近な社会福祉協議会として、住民が主体となり組織されている任意団体で、自治会、
民生委員児童委員協議会を中心に、老人クラブ、子ども会、福祉施設等、地域の様々な組織・団体で構成
されています。
　さいたま市内には、48の地区社会福祉協議会があり、それぞれの特色を活かした事業を展開しています。
なお、さいたま市では、地域福祉活動の中心となっていた自治会連合会及び民生委員児童委員協議会の活
動エリアと地区社会福祉協議会の区域をほぼ一致させることにより、地域福祉活動の基礎単位として設定
しています。
※詳細は、本計画92ページ以降を参照

　地域福祉とは、誰もが身近な地域で安心して自分らしく暮らせるように、住民と関係団体・社会福祉協
議会・行政等の協働により地域生活の環境整備を行い、地域社会の福祉課題の解決に取り組んでいく活動
を言います。そして、住民の地域福祉活動の活性化を通じて、地域特性に応じた個性ある地域社会をつく
っていくものです。
　社会福祉法第4条には、地域福祉の推進として「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及
び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構
成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えら
れるように、地域福祉の推進に努めなければならない。」と規定されています。
　住民の主体性のもとで、多様な地域福祉の担い手と関係機関や行政等との協働をさらに進めていくこと
により、新たな支えあいや共助の仕組みづくりにつながっていくと考えられます。



9

４　社会福祉協議会のめざすもの

　昨今の法律や制度の改正により地域福祉への期待が増大する中、平成28年7月に厚生労働省は「我が事・
丸ごと」地域共生社会実現本部を立ち上げました。ここでは高齢者や障害者、子育て家族、生活困窮者等
の地域住民が必要に応じた支援を受けつつも役割を持ち、支えあいながら、自分らしく活躍できる地域コ
ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」
の実現を目指し、今後の福祉改革を進めていくことを基本コンセプトとして位置づけています。
　こういった新しい地域福祉時代の到来を見据えて、全国社会福祉協議会（全社協）は、平成22年12月に
「全社協福祉ビジョン2011」を、また、平成24年10月には「社協・生活支援活動強化方針」を発表しています。
　この2つの提言では、社会福祉協議会が「いま、重点的に取り組む重要課題」として、「地域における総
合相談・生活支援体制の強化・確立」、「地域での公益活動の展開強化」、「地域住民等の地域コミュニティへ
の参加環境づくり」、「福祉人材の確保・育成・定着の取組強化」等を示しています。また、社会福祉協議会
の役割として、住民主体を旨とする地域福祉推進の中核的な組織として、地域のあらゆる生活課題を受け
止め、その解決にあたることを使命とし、深刻な生活課題や社会的孤立の予防などの新たな地域福祉の課
題に向き合い、誰をも排除しない福祉のまちづくりに取り組むことが求められており、改めて現在の社会
福祉協議会活動において、その使命を果たせているのかということを自ら真 に点検し、事業や活動の強
化を図る重要性を指摘しています。
　このような状況を踏まえ、さいたま市社会福祉協議会は、これまで取り組んできた地域活動支援に加え、
個別の生活課題の解決を地域住民や専門職と共に支援する「個別支援」を通じ、地域に必要な社会資源を創
出する「地域支援」の取り組みへと展開していきます。
　また、「地域福祉の理解を広げる基盤づくり」、「地域福祉の担い手づくり」、「支えあう地域づくり」をさ
いたま市、地区社会福祉協議会、関係機関、地域住民と連携・協働しながら推進し、誰もが安心して暮ら
せるまちをめざします。
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第3章

地域福祉の現状と課題
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１　さいたま市の地域福祉を取り巻く現状

【人口及び高齢化率の推移】
①将来推計人口
　さいたま市の将来推計人口について見ると、市の人口は今後も漸増を続け、2025年度には、2014（平
成26）年10月1日時点より3万4千人余り増加し、1,294,118人になると見込まれます。しかし、増加の
速度は年平均3千人程度であり、2006（平成18）年から2014（平成26）年までの年平均1万人余りの増加
と比べるとおよそ3分の1以下になります。
　また、高齢化率は平成26年度に21.4％から2017（平成29）年度には22.8％、更に2025年度には24．
0％まで増加すると見込まれます。

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 2020年度
(平成32年度)

2025年度
(平成37年度)

総人口 1,259,858 1,265,414 1,270,481 1,275,016 1,285,686 1,294,118

15歳未満 171,555 170,389 169,234 167,949 164,832 157,450

15～64歳 818,349 816,472 816,005 816,603 820,555 826,647

65歳以上 269,954 278,553 285,242 290,464 300,299 310,021

高齢化率：さいたま市 21.4% 22.0% 22.5% 22.8% 23.4% 24.0%

高齢化率：全国 26.1% 26.8% 27.5% 28.0% 29.1% 30.3%

資料：さいたま市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画より
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②年齢階級別人口分布
　さいたま市は、他市からの転入が転出を上回る社会的増加傾向が続いており、平成26年10月1日時点
での人口は1,259,858人となっています。人口分布を見ると、全国では団塊の世代と団塊ジュニアの世
代は大差がないのに対して、さいたま市では、団塊ジュニアの世代が、団塊世代を大きく上回っています。

【合計特殊出生率】
　さいたま市の合計特殊出生率は、平成26年で1．29と全国値に比べて低くなっています。

資料：さいたま市ホームページ　埼玉県と全国は、埼玉県ホームページより

資料：さいたま市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画より

年齢区分
さいたま市（人） 全国（万人）

年齢区分
さいたま市（人） 全国（万人）

男性 女性 男女 男性 女性 男女
0～4歳 28,778 27,018 522 50～54歳 42,571 39,480 779
5～9歳 29,052 27,668 531 55～59歳 36,518 33,870 765

10～14歳 30,228 28,811 571 60～64歳 37,766 37,546 898
15～19歳 31,575 30,193 600 65～69歳 38,660 41,733 916
20～24歳 34,336 32,452 620 70～74歳 34,158 38,095 793
25～29歳 37,731 35,073 668 75～79歳 23,926 28,203 627
30～34歳 42,474 40,013 747 80～84歳 14,583 20,369 487
35～39歳 49,418 46,512 867 85～89歳 6,989 12,720 306
40～44歳 57,432 54,559 979 90～94歳 2,036 5,961 131
45～49歳 50,520 47,680 861 95歳以上 471 2,050 41

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
さいたま市 1.30 1.28 1.27 1.33 1.29
埼玉県 1.32 1.28 1.29 1.33 1.31
全国 1.38 1.39 1.41 1.43 1.42
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【要支援・要介護認定者の状況】
○年齢階級別認定率（第1号被保険者）
　さいたま市全体の要支援、要介護認定率は、65歳から69歳までは2.8％と少ないですが、75歳から79
歳で13.5％、85歳から89歳までで52.5％と急増します。団塊の世代が75歳を迎え認定者が大幅に増加
する、いわゆる「2025年問題」の根拠となっており、それまでの間に年齢階級別認定率の低下を目指した
介護予防の強化、認定者数の大幅な増加に対応する体制の整備等を進める必要があります。

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上 合計

男性 3.0% 5.7% 11.5% 23.1% 41.2% 65.7% 11.4%

女性 2.5% 5.8% 15.2% 34.8% 58.2% 79.5% 19.1%

計 2.8% 5.7% 13.5% 29.9% 52.2% 76.3% 15.6%

資料：さいたま市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画より
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【認知症の方の状況】
○年齢階級別認知症有病率（日常生活自立度Ⅱ以上）
　要介護及び要支援の認定者について、年齢階級別に認知症有病率を見ると、男女ともにおおむね90歳
までは、5歳ごとに認知症の有病率が2倍になっており、その後も増加傾向は続きます。

※平成24年9月末の介護保険要介護認定データにおける「認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上」の高齢者の性別・年齢階級別数を平成24
年10月1日現在の性別・年齢階級別人口（さいたま市ホームページ）で割って算出
資料：さいたま市第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画より

　 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95歳以上

男
性
日常生活自立度Ⅱ以上 510 882 1,369 1,576 1,351 645 206

認知症有病率 1.4% 2.8% 6.1% 12.2% 22.9% 37.7% 45.3%

女
性
日常生活自立度Ⅱ以上 407 887 1,990 3,188 4,078 3,015 1,206

認知症有病率 1.1% 2.6% 7.5% 17.2% 36.1% 55.7% 64.6%
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２　さいたま市の地域活動の現状

【市民の意識・動向】
　さいたま市が市民を対象に実施した次のアンケート調査から、地域活動への参加に関する市民の意識・
動向を整理しました。

　「自治会」（34.1％）が目立って多く、
その他の項目は、すべて全体の1割に
満たない結果でした。一方、「特にな
い」（40.6％）は、全体の4割に達して
います。
　過去2年間の調査結果と比較すると、
「自治会」、「PTA」、「子ども会」が、平
成26年度よりも減少しています。

　「趣味・娯楽の同好会・サークル」
（17.8%）が最も多く、次いで「スポー
ツの同好会・サークル」（11.3%）、「文
化芸術の同好会・サークル」（8.3%）
と続いています。一方、「特にない」
（34.1%）は、3割台となっています。 
　過去2年間の調査結果と比較すると、
上位項目を中心に減少傾向にあります。
一方、「特にない」は、平成27年度から
やや増加しています。

○地域活動等への参加状況・参加意向

アンケート調査名称 調査対象 調査期間 配布・回収状況

さいたま市民意識調査
（平成28年度）

住民基本台帳に基づく
層化多段無作為抽出

平成28年
6月2日～6月18日

5,000人
有効回収数 2,417人
有効回収率 48.3％

趣味・娯楽の同好会・サークル

スポーツの同好会・サークル

文化芸術の同好会・サークル

自治会

福祉分野でのボランティア

まちづくり分野でのボランティア

子育て分野でのボランティア

国際協力分野でのボランティア

環境分野でのボランティア

その他

特にない

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50%

24.2%24.2%

34.1%34.1%

24.9%24.9%

4.6%4.6%

4.8%4.8%

5.8%5.8%

6.4%6.4%

6.5%6.5%

8.2%8.2%

8.3%8.3%

11.3%11.3%

17.8%17.8%

自治会

スポーツの同好会・サークル

趣味・娯楽の同好会・サークル

PTA

子ども会

文化芸術の同好会・サークル

老人会

福祉分野でのボランティア

防犯分野でのボランティア

その他

特にない

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50%

10.4%10.4%

40.6%40.6%

9.2%9.2%

1.7%1.7%

2.1%2.1%

2.2%2.2%

3.7%3.7%

4.3%4.3%

7.7%7.7%

8.7%8.7%

9.4%9.4%

34.1%34.1%

資料：さいたま市民意識調査（平成28年度）より

現在参加している地域活動

今後参加したい地域活動
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３　アンケート調査の結果

　さいたま市の地域福祉をめぐる現状と課題を明らかにするために、平成28年4月に48地区社会福祉協
議会と27地域包括支援センターを対象にアンケート調査を実施し、調査結果を抜粋・分析しました。
※詳細は、本計画95ページ以降のアンケート調査結果を参照

【アンケート調査概要】
　第2次計画策定後の取り組みの結果、「地域福祉行動計画の策定」、「拠点となる事務所の設
置」、「地域福祉コーディネーターの配置」については、47地区社会福祉協議会で完了し、さい
たま市における地域福祉活動を推進する基礎単位である地区社会福祉協議会の基盤は整ったと
言えます。今後は、それぞれの地域の特性や課題に応じた活動の強化を支援していくことが求
められています。
　一方、地域福祉における喫緊の最重要課題として、介護保険法の改正に伴う高齢者の生活支
援体制の整備が挙げられますが、さいたま市では、その中核的役割を地域包括支援センターが
担うことから、その推進には地区社会福祉協議会との連携が重要とされています。
　そこで、今回は地区社会福祉協議会活動の強化に向けた支援体制の構築及び生活支援体制整
備に焦点を当て、アンケート調査を実施しました。

【アンケート調査対象】
　①地区社会福祉協議会 ＝ 48地区
　②地域包括支援センター ＝ 27センター

【地区社会福祉協議会・アンケート調査結果】

Ⅰ　地区社協の基盤整備について

質問１  地域福祉行動計画策定の効果について（計画を策定したことにより得られた効果）

　質問1の調査の結果、「策定の過程で、地区社協関係者間の連携や地域課題や目標を共有することが
できた」、「地区社協として取り組むべき活動を、中長期的な見通しを持って取り組むことができた」、「地
区社協関係者の地域福祉に対する理解が深まった」、「今まで実施していなかった新たな事業や活動に取
り組むことができた」が、地域福祉行動計画策定の効果があったものとして上位に挙げられています。
　その一方、「今まで関わりの少なかった地域の関係者や住民との連携が生まれた」や「調査や計画の公
表によって、地区社協活動について広く地域住民の理解と協力が得られた」の2つの項目について、あ
まり効果がなかったと回答した地区が多いという結果になりました。
　次期地域福祉行動計画の策定は、地域の福祉課題を地域全体で解決していくための方向性や取り組み
を、地域全体で話し合い、共有することが大切であるため、より多くの地域の関係者や住民の参画が得
られるような仕組みづくりが必要となります。
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質問２  地区社協事務所の設置について（設置したことにより得られた効果）

　質問2の調査の結果、「パソコンやコピー機等の設置により、事務がスムーズに行えるようになった」、
「地区社協関係者が立ち寄るようになり、地区社協関係者間の関係性が深まった」、「会議や打ち合わせ
の会場として活用し、活動が充実した」が、事務所を設置したことにより得られた効果として上位に挙
げられています。
　その一方、サロンをはじめとする事業の会場として活用できるスペースまで確保することは難しく、
事業を実施するうえで場所の確保が課題となっています。また、地域住民が気軽に立ち寄れる場所とな
るよう地区社会福祉協議会の認知度を高めていく取り組みが必要となります。

質問３  地域福祉コーディネーターの配置について（配置したことにより得られた効果）

　質問3の調査の結果、「会議資料の作成などの事務処理がスムーズに行えるようになった」、「地区社
協関係者や関係機関との連絡がスムーズに行えるようになった」、「各種事業の実施がスムーズに行える
ようになった」が、地域福祉コーディネーターを配置したことにより得られた効果として上位に挙げら
れています。
　その一方、「住民の個別の相談に応じることが増えた」と回答した地区は少なく、今後は地域福祉コー
ディネーターの役割及び育成方法について、明確にしていく必要があります。

Ⅱ　地区社協の活動について

質問４  事業を実施した効果について（各種事業や活動を行ったことにより得られた効果）

　質問4の調査では、「地区社協関係者間の連携が良くなった」、「関係機関や地域内の他団体等との連
携が深まった」の2つの項目において、特に効果が得られたという結果でありました。
　その一方、「各種事業の担い手が増えた」と回答した地区は少なく、地区社会福祉協議会活動の充実を
図るためには新たな担い手の掘り起こしや育成が大きな課題となっています。

質問５  地区社会福祉協議会の活動について（活動にあたっての課題）

　 質問5の調査の結果、「活動協力者の確保が難しい」、「活動資金の確保が難しい」、「活動場所の確保
が難しい」、「地域住民の地区社協の認知や理解が不十分である」、「活動にあたってのノウハウが不足し
ている」が、課題として上位に挙げられています。
　地区社会福祉協議会の主な活動者は、自治会役員や民生委員児童委員であることが窺え、多くの地区
社会福祉協議会が活動協力者の確保を課題に挙げています。今後は、様々な分野で活動するボランティ
アグループとの連携を強化していくとともに、担い手確保につながる取り組みが必要となります。また、
活動資金の確保が難しいという回答の理由としては、地区社会福祉協議会運営費の主な財源である賛助
会費や共同募金の実績額の減少、事業対象者の増加等が影響しているものと考えられます。
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質問６  今後、必要な事業や活動について（今後の取り組みとして重要と考えるもの）

　質問6の調査では、「高齢者サロンなどの高齢者の居場所づくりや交流」、「広報紙の発行やインター
ネットの活用などによる福祉情報の発信」、「見守りや声かけなどの安否確認や孤立防止」、「福祉講座の
開催などの福祉意識の啓発」が、今後の取り組みとして重要な活動として上位に挙げられていますが、「家
事や外出の手伝いなど日常生活上の支援」、「経済的に困窮している方への支援」の2つの項目について
は、取り組んでいきたいと回答した地区が少ない結果でありました。
　既存事業の発展とともに生活課題に対応する新たな生活支援サービス等が各地区で展開されるよう働
きかけていく必要があります。

Ⅲ　既存の制度で対応できない課題について

質問７  既存の制度で対応できない課題について
（既存の公的制度やサービスでは対応できずに、困っていること）

　質問7の調査の結果、「就労や社会参加を希望しているが、できていない」、「身寄りのない方が緊急
入院した際や他界した場合の対応に困っている」、「ゴミ屋敷のようになっているが、拒否して受け入れ
ない」が、対応に困った相談として上位に挙げられています。

質問８  課題解決のための連携について
（課題等を解決するために、どのような機関・団体等と連携することが必要か）

　質問8の調査の結果、地区社会福祉協議会の主な活動者である「民生委員・（主任）児童委員」との連携
がとても重要であると回答した地区が最も多く、次いで「地域包括支援センター・在宅介護支援センタ
ー」、「自治会」、「福祉事務所」の順となっています。
　地域のあらゆる生活課題に対応するためには様々な関係機関との連携を図りながら総合的に支援する
仕組みが求められています。特に、平成28年10月に各地域包括支援センターに配置された、高齢者生
活支援コーディネーターと連携が図られるよう調整していく必要があります。

　

【地域包括支援センター・アンケート調査結果】

Ⅰ　圏域における社会資源について

質問１  地域の社会資源について（社会資源やサービス等について、現状で不足するもの）

　質問1の調査の結果、「ボランティアの育成」、「外出支援などの支援」、「高齢者の就労支援」、「学校
等と協力した福祉教育」、「調査などによる地域住民のニーズ把握」が、現状で不足するものとして上位
に挙げられています。
　地区社会福祉協議会と同様に、固定化・高齢化による担い手不足や、今後の地域包括ケアシステムの
構築に向け、新たな人材の確保が大きな課題になっていることが窺えます。また、将来に亘り継続的に
地域福祉の推進を図るための学校等と協力した福祉教育の取り組みが現状では不足していることが挙げ
られています。
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Ⅱ　社会福祉協議会について

質問２  さいたま市社協について（期待すること）

　質問2の調査の結果、「あんしんサポートさいたまや法人後見等の判断能力が低下した方への支援」、
「地区社協やボランティア団体等の活動の充実についての支援」、「あおぞらサービス等の介護保険外の
生活支援サービス」、「ボランティア団体等の地域の社会資源の把握と情報提供」、「ボランティアの育成」
に関する活動が期待するものとして上位に挙げられています。
　高齢者等を支える仕組みとしての生活支援サービス等の充実や、住民主体の地域福祉を推進する社会
福祉協議会がどのような役割を果たしていくべきか、今後の方向性が示された結果となっています。

Ⅲ　既存の制度で対応できない課題について

質問３  既存の制度で対応できない課題について
（既存の公的制度やサービスでは対応できずに、現在、困っていること）

　質問3の調査の結果、「ゴミ屋敷のようになっているが、拒否して受け入れない」、「身寄りのない方
が緊急入院等した際の対応」、「周りに支援してくれる人がいない」、「経済的に困窮しているが、利用で
きる制度がない」、「外出の手伝いが必要だが十分でない」といったことが対応できない課題として上位
に挙げられています。
　地域には、「制度の狭間の問題」や「複合的な課題」が存在しており、公的なサービスでは対応しきれな
い福祉課題や生活課題があります。現行の仕組みでは対応しきれない課題への対応について、改めて検
討していく必要があります。

質問４  課題解決のための連携について
（課題等を解決するために、どのような機関・団体等と連携することが必要か）

　質問4の調査の結果では、すべての地域包括支援センターが「福祉事務所」、「民生委員・（主任）児童委
員」、「自治会」との連携がとても重要であると回答しています。
　自治会や民生委員･(主任)児童委員をはじめ、地区社会福祉協議会等の地域の関係団体と連携し、課
題等を解決していく体制づくりが必要となります。
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４　第２次計画策定後における重点事業の成果と課題

　第2次計画では、6つの基本目標に基づき、さいたま市とさいたま市社会福祉協議会が連携し、取り組
みを推進してきました。計画の改訂版の策定に向け、重点事業に関する成果と課題の整理を行いました。

○地区社会福祉協議会の今後の事業内容を体系的に整理し、活動することを目的とした地域福祉行動計
画策定のための支援活動を行い、新たに12地区社会福祉協議会で行動計画が策定されました。

○地区社会福祉協議会事務所の設置及び地域福祉コーディネーターが配置されるよう支援活動を行い、
13地区社会福祉協議会で設置・配置が完了しました。

○地域福祉コーディネーターの資質向上を図るため、すべての地域福祉コーディネーターを対象とする
研修及び新任の地域福祉コーディネーターに対する研修を開催し、また、区ごとの単位でも研修を実
施しました。

○48地区中、47地区社会福祉協議会で地域福祉行動計画の策定が完了しましたが、地域福祉行動計画
は5年間の計画であるため、今後は、次期計画が切れ目なく策定されるよう支援していく必要があり
ます。

○今後については、それぞれの地域の特性や課題に応じた活動の充実が図られるよう連携・協働して取
り組んでいく必要があります。特に、地域包括ケアシステムの構築に向け、地域住民相互による見守
りや支えあい活動等の充実が求められています。

〇地域福祉コーディネーターの役割や育成方法を明確にし、さいたま市社会福祉協議会及び地区社会福
祉協議会の共通理解の上で取り組んでいく必要があります。

（１）地域福祉行動計画の策定を支援します。
　市内の地区社会福祉協議会すべてに地域福祉行動計画が策定されるように積極的に支
援活動を行っていきます。

（２）地区社会福祉協議会事務所の設置及び地域福祉コーディネーターの配置をします。
　市内の地区社会福祉協議会すべてに地区社会福祉協議会事務所を設置し、地域福祉コ
ーディネーターを配置できるようにします。

（３）地域福祉コーディネーターを育成します。
　地域福祉コーディネーターの役割を明確にし、区事務所職員と協働して地区社会福祉
協議会の活動支援を行っていく体制を構築していきます。

基本目標１　住民が共に支えあう活動の推進

重
点
事
業

これまでの主な取り組み・成果

課　題
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○多問題を抱える世帯等の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、相談者と関係機関との連絡調整等
を行いました。また、既存事業で解決できない課題に対して、新規事業立ち上げの必要性を検討する
とともに、既存事業の実施方法を見直すことによる対応も検証すべきという観点から、全社協の「社
協・生活支援活動強化方針」に基づき、独自に作成したチェックリストを用いて、第2次計画見直しに
おける各事業の個票を作成しました。また、個票作成の際に表出した、既存の制度で対応できない事
例をもとに支援検討会議において協議を行い、新規事業の立ち上げを提案し、本計画に盛り込み、実
施に向け取り組むこととしました。

○介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、生活支援体制整備事業（第2次計画策定後の新規事業）
について、平成27年9月に第1層（市全域）協議体の運営等について受託し、高齢者生活支援コーディ
ネーターを配置しました。また、第1層協議体である高齢者生活支援推進協議会を3回開催するとと
もに、地域住民への広報・啓発及び生活支援の担い手養成・確保に向けたフォーラム等を開催しました。

○多問題を抱える世帯等の対応困難なケースについての情報共有の仕組みが十分でないことや、会議の
開催方法が明確になっていません。

○既存事業及び必要に応じて新規事業を実施する際に掲げた目標が実現可能となるよう、区事務所を
中心とした組織のあり方や、既存事業の廃止・統廃合等の検討を進めるとともに、職員研修等を行い、
多問題を抱える世帯等への支援体制についても整備していく必要があります。

○平成28年10月より第2層（日常生活圏域）協議体及び高齢者生活支援コーディネーターが市内すべて
の地域包括支援センターに設置・配置されましたが、さいたま市の現状に即した体制となっていない
ため、区を単位とする支援体制の確立等について今後もさいたま市と協議していく必要があります。
また、第2層協議体である高齢者生活支援推進会議の運営について、地域の実情に応じた方法で円滑
に行われるよう、支援していく必要があります。

○地域包括ケアシステムの構築は、公的な福祉サービスの充実とともに住民参加による支えあいの仕組
みづくり、地域づくりが重要であるという認識に立ち、地域住民や地区社会福祉協議会、専門職など
の関係者の理解と合意を背景に進むことが大切であり、理解を深めてもらうための情報提供等の取り
組みが必要となります。

（１）多問題を抱える世帯等への支援を検討していきます。
　多問題を抱える世帯などの、既存の制度が機能していない、または既存の制度では対
応できないケースについて、支援検討会議を開催し、その対応を検討していきます。

基本目標２　住民個々に対する福祉サービスの充実　

重
点
事
業

これまでの主な取り組み・成果

課　題
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○法人による後見活動は、親族、資産及び所得の状況から適切な後見人等が得られない方を中心に２５
件受任し、主に身上監護面の対応と日常生活に関する金銭管理の支援を行いました。また、本会が後
見人等として就任した事案について、市民後見人候補者に移行できるよう受任調整を行った結果、市
民後見人による受任が１件となりました。同案件については、本会が後見監督人として市民後見人の
活動を監督・支援しています。

○日常生活自立支援事業については、専門員及び生活支援員の資質向上を図ることを目的とした研修を
開催しました。

○今後も法人後見の受任件数が増加した場合、個々の事案に対する十分な配慮を欠くおそれがあること
から、実施体制の整備が必要となります。また、市民後見人については、当面、本会が後見人等に就
任した案件からの移行を中心に候補者として登録する方の中から後見人等候補者として推薦していく
こととしていますが、移行が適切と思われる事案が少ない状況にあります。

○日常生活自立支援事業は、利用者数が増加しており、また、複雑・多様な課題のある事案に対して適
切に援助を行うにあたり、専門員や生活支援員の資質向上を図るための計画的・体系的な研修を実施
していくことが必要となっています。

○法人後見活動や日常生活自立支援事業の相談・問合せ等において、成年後見制度の利用が必要なケー
スであっても、申立てが進まず、制度利用につながらない事案が数多くみられます。そのため、成年
後見、保佐または補助の開始申立てを行う申立人に対し相談に応じるとともに、申立てに関する書類
の作成等を支援し、速やかな制度利用につなげる仕組みが不足している現状にあります。

（１）成年後見活動等の利用の促進をします。
　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でも、安心して地域で生活
ができるように、法人による後見活動や日常生活自立支援事業による福祉サービスの利
用援助を行っていきます。

基本目標３　高齢者・障害者の権利擁護の推進

重
点
事
業

これまでの主な取り組み・成果

課　題
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○事業の周知、参加者の増加を目的に、活動の様子や参加者の声をホームページ等に掲載し、また、ニ
ーズを取り入れたプログラムに改善できるよう、参加者及び協力団体に対し、実施後にアンケートを
行いました。

○ボランティア体験参加者が事故や体調不良等の場合に備え、緊急時の本会の対応方法を明確にし、参
加者及び協力団体が不安なく事業に参加できるよう取り組みました。

○市内の学校や地域における福祉教育・ボランティア学習指導者の情報交換会を開催し、教育委員会か
らの現状や各指導者の指導内容などを報告し合い、また、市教育研究所の教職員向けの研修に協力し、
同研究所及び参加した教職員に対し福祉教育に関する資料を配布するなど理解を広める取り組みを行
いました。

○今後も、ボランティア活動の普及促進のため、参加者数を増やすとともに、参加意欲を高めるプログ
ラムの開発や協力団体との緊密な連携を図る必要があります。

○教員等に対する福祉教育の周知を進めるだけでなく、本会で福祉教育の支援を行うにあたり、参加者
に豊かな福祉観が形成されるようなプログラム開発のために、職員間の情報共有や支援にあたっての
職員用手引き等を作成する必要があります。

○地域住民を対象とした、社会福祉に関する啓発、福祉教育を目的としたプログラムの展開を図り、人
材発掘につなげる取り組みが十分にできていないことが課題となっています。

○障害や障害のある人への理解を深め、地域社会で支えあうボランティア活動への理解と参加を促進す
るため、ボランティア体験学習やボランティア講座等、福祉教育を推進していく必要があります。

（１）ボランティア活動の体験機会を充実させます。
　「共生の理念、共に生きる力の重要性」を伝えていくため、市内のボランティア団体、
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していきます。

（２）福祉教育を充実させます。
　学校や地域団体等からの福祉教育に関する企画相談を積極的に受け、実施に関する支
援をしていくとともに、教員等学習支援者への研修も行っていきます。

基本目標４　ボランティアの育成と活動の充実

重
点
事
業

これまでの主な取り組み・成果

課　題
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○福祉従事者研修は、研修を実施する他機関と連携し、本会として計画的な研修が開催できるよう、ま
た、従事者に求められる研修を企画できるよう現場の課題把握に努めるため、高齢・障害・児童にかか
る団体に参加を呼びかけ、研修実施機関連絡会を開催しています。また、今後のキャリアパス対応生
涯研修課程の導入を見据え、県社協及び近隣県・政令指定都市社協を視察し、講師情報の収集や研修
企画方法について検討を行いました。さらに、全ての研修において、研修の質をより高めるため、研
修効果測定のためのアンケートを実施しています。これらを踏まえ、研修を企画・実施することによ
って、福祉従事者、地域福祉関係者、市民等の資質向上に寄与しました。

○地域包括支援センター職員研修において、地域包括ケアシステムの構築に向け、本会職員及び地域包
括支援センター職員を中心に、グループワーク等を行うことにより、地域づくりを考える機会とする
ことができました。

○地域支援ネットワーク会議の開催にあたっては、地域の中に、生活支援体制整備事業における第2層
協議体や地域包括支援センターの地域ケア会議、また、生活困窮者自立支援事業の支援調整会議等、
開催目的や参加機関が重複する協議体や会議があるため、既存の会議体を活かしつつ、目的や役割、
機能等を整理する必要があります。

○各種福祉制度の改正等による福祉団体・従事者のニーズの変化や市民の関心を的確に捉え、不足する
福祉人材の課題に対して、人材の確保及びその定着並びに資質向上を図るためのキャリアパスに対応
した研修体系の構築が必要となります。

（1）関係機関と協働できる体制を構築します。
　潜在化している問題など、住民が抱える問題の発見や解決に向けて、関係機関との協
力関係を構築するため、各区で地域支援ネットワーク会議を開催します。

（2）福祉人材を育成します。
　福祉従事者、地域福祉関係者、市民等への研修を企画し、地域福祉を推進するための
知識、技術の向上を図り、関係者が連携して地域福祉活動ができるよう推進していきます。

基本目標５　福祉活動の協働と連携

重
点
事
業

これまでの主な取り組み・成果

課　題
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○平成27年度に組織改編を行い、区事務所体制のみならず、組織全体の所管業務等の見直しを行いま
した。

○地域福祉推進の中心的役割を果たしていく区事務所のあり方に関する検討に取り組み、意見集約を行
いました。

○目指す職員像の整理及び研修の体系化等を図るため、人材育成基本方針（仮称）策定プロジェクトを立
ち上げ、策定に係る協議を行い、人材育成基本方針を策定しました。

○コミュニティソーシャルワークにおける個別支援や地域支援に関する知識・技能及び地区社会福祉協
議会支援業務の具体的な支援方法を習得することを目的とした地域福祉活動推進研修を開催しました。

○第2次計画の見直しにおいて検討した既存事業及び新規事業について、その目標の達成と課題の解決
が実現可能なものとなるよう、引き続き区事務所体制や事務分掌の見直し等の検討を行う必要があり
ます。

○人材育成基本方針に基づいて実施する研修等に、職員が計画的に受講できるよう検討･調整する必要
があります。

○引き続き、地域福祉活動推進研修を行い、さいたま市社会福祉協議会職員がコミュニティソーシャル
ワークを実践していくための知識・技能を高めていくことが必要となります。

（１）区事務所の機能強化を図ります。
　地域の各種関係機関と連携を深め、協働していくことができるように、また、地区社
会福祉協議会の活動を十分支援することができるように、区事務所体制の機能強化を図
ります。

（２）職員の専門性を高めます。
　コミュニティソーシャルワークを実践していく社会福祉協議会職員の専門性を高める
研修を実施します。

基本目標６　社会福祉協議会組織の機能強化

重
点
事
業

これまでの主な取り組み・成果

課　題
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第4章

計画の内容
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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、互いを理解し合う地域福祉をめざします。

１　基本理念

２　基本構想

　２つの基本理念に基づき、さいたま市の地域福祉活動を推進します。

　さいたま市地域福祉活動計画は、さいたま市が策定している「さいたま市保健福祉総合計画」と整合性を
持ち、さいたま市社会福祉協議会の役割を明確にするとともに、住民参加による地域福祉推進に向けた計
画的な支援のあり方を示したものです。
　さいたま市社会福祉協議会のあり方として、次の３点を基本構想として示します。

福祉コミュニティの推進における
中核的役割を果たすこと

地域福祉の推進と質の向上を目指した
活動をしていくこと

地域における権利擁護を
推進すること
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３　本計画における重点事業

　特に重点的に取り組むべき事業について、次のとおりとし、さいたま市と協働して実施していくととも
に、地区社会福祉協議会をはじめとした各種福祉関係機関・団体と連携し、地域福祉を推進していきます。

基本目標１　住民が共に支えあう活動の推進

基本目標２　住民個々に対する福祉サービスの充実

基本目標３　権利擁護の推進

（1）地域福祉行動計画の策定を支援します。
　地域の福祉ニーズや地域の特性に応じた次期地域福祉行動計画が計画どおり策定されるよう積極的に
支援活動を行っていきます。

  推進項目1　事業No.1　地区社会福祉協議会活動の支援  

（2）地区社会福祉協議会の活動を支援します。
　地区社会福祉協議会の会議等に出席し、組織運営や事業実施の企画立案等への支援及び課題の共有と
その解決に向けた取り組みを協働して行っていきます。

  推進項目1　事業No.1　地区社会福祉協議会活動の支援  

（3）地域福祉コーディネーターを育成します。
　地域福祉コーディネーターの役割および育成方法を明確にし、区事務所職員と協働して地区社会福祉
協議会の活動支援を行っていく体制を構築していきます。

  推進項目1　事業No.2　地域福祉コーディネーターの育成  

（1）多問題を抱える世帯への支援を検討していきます。
　多問題を抱える世帯などの、既存の制度が機能していない、または既存の制度では対応できないケー
スについて、総合支援検討会議を開催し、その対応を検討していきます。

  推進項目6　事業No.38　総合支援検討会議  

（2）地域包括ケアシステムの構築を推進します。
　住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるように、自助・互助・共助・公助を
組み合わせた地域包括ケアシステムの実現に向け、積極的に取り組んでいきます。

  推進項目2　事業No.20　生活支援体制整備事業  

（1）成年後見制度等の利用の促進をします。
　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でも、安心して地域で生活ができるよう成
年後見制度等の利用促進の取り組みを強化していきます。

  推進項目1 事業No.39　法人後見活動 
   事業No.40　（仮称）成年後見制度利用総合支援事業 
   事業No.42　日常生活自立支援事業（あんしんサポートさいたま） 
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基本目標４　ボランティアの育成と活動の充実

基本目標５　福祉活動の協働と連携

基本目標６　社会福祉協議会組織の機能強化　

（1）ボランティア活動の体験機会を充実させます。
　「共生の理念、共に生きる力の重要性」を伝えていくため、市内のボランティア団体、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していきます。

  推進項目3　事業No.51　ボランティア体験学習事業  

（2）福祉教育を充実させます。
　学校や地域団体等からの福祉教育に関する企画相談を積極的に受け、実施に関する支援をしていくと
ともに、教員等学習支援者への研修も行っていきます。

  推進項目3　事業No.52　福祉教育・ボランティア学習推進事業  

（1）関係機関と協働できる体制を構築します。
　潜在化している問題など、住民が抱える問題の発見や解決に向けて、関係機関との協力関係を構築す
るため、各地区で地域支援ネットワーク会議が開催できるよう支援していきます。

  推進項目1　事業No.53　地域支援ネットワーク会議  

（2）福祉人材を育成します。
　福祉従事者、地域福祉関係者、市民等への研修を企画し、地域福祉を推進するための知識、技術の向
上を図り、関係者が連携して地域福祉活動ができるよう推進していきます。

  推進項目2 事業No.54　福祉施設等従事者研修 
 事業No.55　地域福祉推進研修 
 事業No.56　市民向け研修 
 事業No.57　地域包括支援センター職員研修 
 事業No.58　市民に対する介護技術等の研修に関する事業 
 事業No.59　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）区事務所の機能強化を図ります。
　地域の各種関係機関と連携を深め、協働していくことができるように、また、地区社会福祉協議会の
活動を十分支援することができるように、区事務所体制の機能強化を図ります。

  推進項目2　事業No.62　区事務所体制の機能強化  

（2）職員の専門性を高めます。
　コミュニティソーシャルワークを実践していくさいたま市社会福祉協議会職員の専門性を高める研修
を実施します。

  推進項目4　事業No.64　地域福祉の実践に向けた研修  
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４　本計画における新規事業

　第2次計画を策定してから、新たに実施した事業や今後取り組むべき事業について、さいたま市と協働
して実施していくとともに、地区社会福祉協議会をはじめとした各種福祉関係機関・団体と連携し、地域
福祉を推進していきます。

（1）保育士就学資金貸付等事業 （平成28年度より実施）
　保育所入所待機児童の解消や保育を必要とする全ての子どもたちが質の高い保育を受けられる環境を
構築するには、保育人材の確保を推進する必要があるため、保育士資格の新規取得者の確保、保育士の
負担軽減と離職防止、潜在保育士（保育士資格を有するが保育士として勤務していない方）の再就職を図
ることを目的に資金の貸付を行います。

  基本目標2　推進項目1　事業No.15 

（2）ひとり親家庭高等職業訓練促進費貸付事業 （平成28年度より実施）
　経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭の自立を促進するためには、安定した就労による自立の
実現が必要であり、ひとり親家庭の親の資格取得のための修学を容易にし、資格取得を促進することを
目的に資金の貸付を行います。

  基本目標2　推進項目1　事業No.16 

（3）生活支援体制整備事業 （平成27年度より実施）　※重点事業（再掲）
　住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、これまでの地域福祉活動の実績を活かし
ながら、地域における一体的な生活支援・介護予防サービスの提供体制を整備し、地域包括ケアシステ
ムの構築を推進します。

  基本目標2　推進項目2　事業No.20 

（4）障害者生活支援センター事業 （平成26年度より実施）
　障害者本人や家族からの身近な相談機関として、障害者の生活ニーズ等を的確に把握し、地域定着支
援をはじめ、地域における生活支援、情報提供の他、差別や虐待の通報・相談窓口としての役割を果た
していきます。

  基本目標2　推進項目3　事業No.32 

（5）（仮称）成年後見制度利用総合支援事業 （平成30年度より実施予定）　※重点事業（再掲）
　権利擁護的観点から成年後見制度の利用が必要な事案について、速やかな利用に繋がるよう、申立事
務や後見人等候補者の選任等に関する総合的な相談窓口の役割を果たしていきます。

  基本目標3　推進項目1　事業No.40 

（6）（仮称）高齢者くらしあんしん事業 （平成30年度より実施予定） 
　家族や所得等により、入院・施設入所時に保証人を立てられない方や、判断能力が十分でも身体的な
理由で外出や手続きに困難を抱える方、また、本人や家族の死亡時の対応に不安がある方等が、安心し
て保証等の支援を受けられるようにします。

  基本目標3　推進項目2　事業No.43 



５　地域福祉活動計画体系

基本目標 推進項目
実   施   事   業

№ 事  業  名 区分
財源

市
受託金

市
補助金 会費 共同

募金 寄付金 介護
保険等 その他

【基本目標１】
住民が共に支えあう

活動の推進

1 地区社会福祉協議会活動の
活性化

1 地区社会福祉協議会活動の支援 重点 ○ ○ ○ ○ ○
2 地域福祉コーディネーターの育成 重点 ○ ○ ○ ○
3 地区社会福祉協議会連絡会 推進 ○ ○ ○ ○
4 地域福祉講座 推進 ○ ○ ○ ○

2 地域の福祉活動の支援
5 あおぞらサービス事業 推進 ○ ○ ○ ○
6 住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会 推進 ○ ○ ○ ○
7 当事者活動への支援 継続 ○ ○

3 地域福祉活動に関する意識啓発
8 共同募金運動の推進 継続
9 さいたま市社会福祉大会 継続 ○ ○ ○
10 歳末たすけあい配分金事業 継続 ○ ○

4 情報発信の充実 11 広報紙発行事業 継続 ○ ○ ○
12 ホームページの充実 継続 ○ ○ ○ ○

【基本目標２】
住民個々に対する
福祉サービスの充実

1 生活安定のための支援

13 緊急生活資金貸付事業 継続 ○ ○
14 生活福祉資金貸付事業 県社協受託 ○
15 保育士修学資金貸付等事業 新規 ○ ○
16 ひとり親家庭高等職業訓練促進費貸付事業 新規 ○ ○

2 地域に暮らす高齢者への支援

17 宅配食事サービス事業 市受託 ○ ○
18 ふれあい会食推進事業 継続 ○ ○ ○ ○
19 介護保険事業 継続 ○ ○

20 生活支援体制整備事業
重点
新規
市受託

○

21 地域包括支援センター事業 市受託 ○

22 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センター事業 市受託 ○

23 ひとり暮らし高齢者安否確認等事業 市受託 ○
24 生活援助員派遣事業 市受託 ○ ○
25 認知症高齢者相談事業 市受託 ○

3 地域に暮らす障害者への支援

26 手話通訳者派遣事業 市受託 ○
27 聴覚障害者相談事業 市受託 ○
28 視覚障害者情報提供事業 市受託 ○
29 要約筆記者派遣事業 市受託 ○
30 障害福祉サービス事業 継続 ○ ○
31 地域生活支援事業 継続 ○ ○

32 障害者生活支援センター事業 新規
市受託 ○ ○

4 地域に暮らす子ども
（子育て世帯）への支援 33 子育てヘルパー派遣事業 市受託 ○ ○

5 療養生活をしている人への支援 34 訪問看護事業 継続 ○ ○

6 既存制度では
対応できない人への支援

35 有償在宅福祉サービス事業 継続 ○
36 車いす貸出事業 継続 ○ ○ ○ ○
37 行路困窮者旅費支給事業 継続 ○
38 総合支援検討会議 重点

【基本目標３】
権利擁護の推進

1 成年後見制度等の利用の促進

39 法人後見活動 重点 ○

40（仮称）成年後見制度利用総合支援事業 重点
新規

41 市民後見人の育成 市受託 ○

42 日常生活自立支援事業（あんしんサポートさいたま） 重点 ○ ○ ○

2 生活基盤の安定のための支援 43（仮称）高齢者くらしあんしん事業 新規
3 対応機関への支援 44 権利擁護スーパーバイズ事業 市受託 ○

4 各種相談窓口の実施 45 心配ごと相談所事業 継続 ○ ○ ○
46 福祉サービス苦情相談窓口事業 継続 ○ ○ ○

【基本目標４】
ボランティアの
育成と活動の充実

1 ボランティア活動の
総合的窓口の充実 47 ボランティアセンター運営 継続 ○ ○ ○ ○

2 ボランティア・市民活動への
支援と連携

48 ボランティアグループ支援 継続 ○ ○ ○ ○
49 ボランティア地域普及啓発事業 継続 ○ ○ ○ ○

3 ボランティア・市民活動の
推進と福祉教育

50 ボランティア各種講座 継続 ○ ○ ○ ○
51 ボランティア体験学習事業 重点 ○ ○ ○ ○
52 福祉教育・ボランティア学習推進事業 重点 ○ ○ ○ ○

【基本目標５】
福祉活動の
協働と連携

1 支援ネットワークの構築 53 地域支援ネットワーク会議 重点

2 福祉人材の育成

54 福祉施設等従事者研修 重点
市受託 ○

55 地域福祉推進研修 重点 ○ ○ ○ ○
56 市民向け研修 重点 ○ ○ ○ ○

57 地域包括支援センター職員研修 重点
市受託 ○

58 市民に対する介護技術等の研修に関する事業 重点 ○

59 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 重点 ○

【基本目標６】
社会福祉協議会組織の

機能強化

1 財政基盤の強化 60 自動販売機設置事業 推進 ○

2 組織の基盤強化 61 賛助会員の拡充 継続 ○
62 区事務所体制の機能強化 重点 ○ ○ ○ ○

3 災害時の支援体制の整備 63 災害ボランティアセンター運営 継続 ○ ○ ○ ○
4 職員の人材育成 64 地域福祉の実践に向けた研修 重点 ○ ○ ○ ○

5 社会福祉協議会事業の
評価と検討の実施

65 さいたま市地域福祉推進委員会運営 継続 ○
66 地域ニーズ調査事業 推進 ○

※実施事業の財源については、平成28年度の財源区分となっています。新規事業等、予算が確定されていない事業については、空欄としています。
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６　基本目標及び推進項目・実施事業

基
本
目
標
１　

住
民
が
共
に
支
え
あ
う
活
動
の
推
進

　住み慣れたまちで元気で生き生きと暮らす、そのためには住民自らの課題を住民
自らが担い手となり、参加と協力で解決していく地域での支えあいのしくみが不可
欠です。
　住民の福祉活動への積極的な参加のための情報提供や、地域特性に応じた活動に
ついて、住民と共に積極的に活動を推進していきます。

※各実施事業の「区分」について

次頁からの実施事業について、各事業の方向性を示すため、次のとおりの内容で「区分」を設けております。
　・新規：新規に実施する事業
　・重点：重点的に取り組む事業
　・推進：今まで以上の充実・発展の方向性を持つ事業
　・継続：今までどおり実施する事業
なお、受託事業については、「市受託」、「県社協受託」としています。

地区社会福祉協議会
活動の活性化

地域の福祉活動の支援

地域福祉活動に関する
意識啓発

情報発信の充実

地区社会福祉協議会活動の支援
地域福祉コーディネーターの育成
地区社会福祉協議会連絡会
地域福祉講座

あおぞらサービス事業
住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会
当事者活動への支援

共同募金運動の推進
さいたま市社会福祉大会
歳末たすけあい配分金事業

広報紙発行事業
ホームページの充実

推進項目体系

重点

重点
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　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活動を計画し、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ます。

No.

01
事業名称  地区社会福祉協議会活動の支援
区  分  重点

事業の内容

　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次期地域福祉行動計画の策定と、行動計画の適切な進
行管理が行われるよう支援活動を行います。また、地域の課題を早期に発見する仕組みや、発
見した課題が解決につながる仕組みづくりを支援していきます

今後の取り組み

①地域の福祉ニーズや地域の特性に応じた次期地域福祉行動計画が切れ目なく策定されるよう、
また、策定した行動計画を定期的に進行管理・評価する「地域福祉推進委員会（仮称）」が全地区
で設置されるよう支援します。

②地区社会福祉協議会の課題やニーズを共有し、その課題解決に向けた取り組みの内容を「地域
支援プランシート」によって明確にし、地区社会福祉協議会と連携・協働して課題解決に向け
て取り組みます。

③地域のニーズを把握する活動を地区社会福祉協議会と連携・協働して行います。

④地域住民、地域のあらゆる団体と協働し、見守りや支えあい活動が各地区で展開されるよう
支援します。

⑤地域福祉活動補助金の補助項目等を整理し、地区社会福祉協議会活動の活性化を図ります。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①支援 
②実施
③実施
④支援
⑤整理・実施

推進
項目 1 地区社会福祉協議会活動の活性化
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No.

02
事業名称  地域福祉コーディネーターの育成
区  分  重点

事業の内容

　各地区社会福祉協議会事務所に配置されている地域福祉コーディネーターの役割を明確にす
るとともに、必要な知識を深めるための研修等を開催します。

今後の取り組み

① 地域福祉コーディネーターの知識や資質向上を図るための研修を継続して実施するともに、
地域福祉コーディネーターの育成方法を明確にしていきます。

② 地域福祉コーディネーターに求められる役割を明確化し、地区社会福祉協議会に理解を求め
ていきます。

③ 地区社会福祉協議会の課題等の把握及び情報の共有を図るため、区ごとの地域福祉コーディ
ネーター連絡会を毎月開催します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①支援 
②検討
③実施

No.

03
事業名称  地区社会福祉協議会連絡会
区  分  推進

事業の内容

　地区社会福祉協議会相互の情報の共有、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、区地区社会福祉協議会連絡会及び区代表者による市地区社会福祉
協議会連絡会を開催します。

今後の取り組み

① 開催時期や協議テーマを共有した上で、市及び区地区社会福祉協議会連絡会をそれぞれ開催
します。

② 地区社会福祉協議会相互の情報交換に資するため、活動状況や先駆的な取り組み等を共有し、
地区社会福祉協議会の活動が活性化されるよう市及び区地区社会福祉協議会連絡会のあり方
について検討します。

③ 地区の抱える課題等を解決していくため、必要に応じ調査・研究を行います。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①支援 
②検討
③実施
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No.

04
事業名称  地域福祉講座
区  分  推進

事業の内容

　地区社会福祉協議会活動の活性化と更なる地域福祉の推進を目的として、地区で課題となっ
ている問題や期待されている取り組み等をテーマに地域福祉講座を開催します。

今後の取り組み

① 他市区町村の先進事例や本会として取り組みを推進したい内容の事例等を紹介し、次のステ
ップに結びつける講座等を企画し、実施します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①企画・実施



39

地区社会福祉協議会（地区社協）を中心とした地域福祉活動の展開

地区社会福祉協議会

さいたま市社会福祉協議会

各種福祉関係機関

重点

住民一人ひとりの福祉課題を地域全体の課題として捉え、住民同士が協働して解決
を目指すことを目的とした任意団体

区事務所を中心とした、地区社会福
祉協議会への各種支援活動の展開

【主な構成団体】 ・自治会　・町内会　・民生委員・児童委員　・老人クラブ　・婦人会
 ・子ども会　・ボランティア　など

【主な機能】 ・地区の課題を把握する場 ・解決に向けて協議する場

 ・解決に向けて主体的に行動する場

【主な事業】 ・地域住民への情報提供　・ふれあい会食サービス事業の実施

 ・サロンの運営及び支援　・見守り活動の展開　・地域支えあい活動の展開

 ・福祉講座の開催　など

【地域福祉コーディネーターの主な役割】
・当該地区の「地域福祉行動計画」を把握し、計画の事業化を推進する

・地区内の保健福祉に関する課題の共有化を図り、その改善・解決のための支援に努める

・地区住民に対し、福祉サービスや地域福祉に関する情報提供を行い、その利用を支援する

【支援活動の具体例】
・地域福祉活動補助金等各種補助金の交付

・地域福祉行動計画の再策定に係る支援

・講座等による先進事例等の情報提供

・地区社会福祉協議会の課題解決に向けた取り組み

・地域包括支援センター

・在宅介護支援センター

・障害者生活支援センター

・福祉事務所　

・社会福祉法人

・ＮＰＯ法人　など

さいたま市

保健福祉総合計画をもとにし、市社協をはじめとした関係機関への指導及び支援活動
を展開

個々の機関の機能
を活かした支援活
動を行うとともに、
困難事例や要支援
事例に対し、チー
ムアプローチでき
る体制を構築し、
多層的な見守り活
動の一角を担って
いく。

連携・協働 各種支援・調整

連携・協働

連携・協働

指導・支援 指導・支援要望等 要望等

各種支援・調整
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　地域の中で、住民同士、当事者同士の活動を行っている団体等に対し、連絡会の開催
等を通じ、その活動の活性化を支援します。

No.

05
事業名称  あおぞらサービス事業
区  分  推進

事業の内容

　在宅で生活するひとり暮らしの高齢者等で家事などの支援を必要としている方に対し、登録
する協力会員を紹介し、有償で援助を行います。

今後の取り組み

① 今後の介護保険制度の改正等を踏まえ、利用希望の増加が予測されることから、全市的に協
力会員の確保に努めます。

② 利用会員の生活課題等を把握する仕組みを検討し、実施します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②検討・実施

No.

06
事業名称  住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会
区  分  推進

事業の内容

　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、連絡調整のための定期的な連絡会を開催します。

今後の取り組み

① 連絡会参加団体の活動状況等を把握するための調査を実施し、共有を図ります。

② 広報紙やホームページで各団体の活動状況等を掲載し、地域住民の理解がより深まるような
取り組みを行っていきます。

③ 新たな団体の発掘を行い、連絡会の活性化と連携強化を図っていきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②実施
③実施

推進
項目 ２ 地域の福祉活動の支援
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No.

07
事業名称  当事者活動への支援
区  分  継続

事業の内容

　当事者団体の活動充実と推進のため、補助金を交付します。

今後の取り組み

① 交付基準等の見直しについて、引き続き検討していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①検討
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　募金活動や社会福祉大会の開催を通じて、地域における福祉活動の活性化と福祉意識
の啓発を図ります。

No.

08
事業名称  共同募金運動の推進
区  分  継続

事業の内容

　共同募金の趣旨や仕組みに対する理解を住民に促し、地域福祉の推進を図ります。

今後の取り組み

① 地域住民、地区社会福祉協議会、ＮＰＯ法人及び市民活動団体等への周知を強化し、住民が
共同募金に関心を寄せることで、募金額の増額につながるよう努めます。また、その結果、
市民活動が活発に行えるよう支援していきます。

② 戸別募金が減少していることもあり、地域住民や自治会等に対して、共同募金の目的や地域
での活用等について丁寧な説明を行うとともに、自治会連合会に未加入の自治会に対してア
プローチしていきます。

③ 企業等に働きかけ、法人募金や職域募金による募金額の増額に努めます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施・支援
②実施
③実施

No.

09
事業名称  さいたま市社会福祉大会
区  分  継続

事業の内容

　福祉関係者が一堂に会し、地域福祉向上のため、決意を新たにするとともに、功績があった
方々を表彰し敬意を表することを目的に市と共催で式典を開催します。

今後の取り組み

① 今まで以上に社会福祉大会を地域福祉活動に関する意識啓発の機会としていくために、市内
の地域福祉活動の把握をし、被表彰者に関する規則等の見直しを検討していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①把握・検討

推進
項目 ３ 地域福祉活動に関する意識啓発
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No.

10
事業名称  歳末たすけあい配分金事業
区  分  継続

事業の内容

　支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう配分金を財源とし、地区
社会福祉協議会の協力を得て、各種福祉活動を実施していきます。

今後の取り組み

① 地域の実情や福祉ニーズ等の状況に基づき、地区社会福祉協議会が地域で支援を必要とする
方に対して適切な事業展開ができるよう、また地域福祉活動の推進につながるよう支援して
いきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①支援
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　幅広く住民に地域福祉活動への参加や関心を促し、必要な福祉情報を確実に提供でき
るよう、広報紙「ぽけっと」の充実を図るとともにホームページによる情報提供も行います。

No.

11
事業名称  広報紙発行事業
区  分  継続

事業の内容

　福祉の啓発と福祉活動への関心を高め、住民や諸団体の主体的な参加を促進するため、広報
紙「ぽけっと」を年４回発行し、全戸配布していきます。

今後の取り組み

① 地域福祉活動を促進するため、活動紹介のコーナーを創設します。

② 編集委員会、アドバイザー、市民記者など、住民参加の仕組みづくりについて検討し、実施
します。

③ 発行方法のあり方について検討します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②検討・実施
③検討

No.

12
事業名称  ホームページの充実
区  分  継続

事業の内容

　社協のＰＲと地域の福祉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
促進していきます。

今後の取り組み

① 地域福祉関連ページを拡張します。

② 全体のメンテナンスが行えるよう調整します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②調整

推進
項目 ４ 情報発信の充実
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　安心して暮らす、そのためには住民一人ひとりの状況や必要に応じ、適切な福祉
サービスが提供される環境を整備していくことが不可欠です。
　社会情勢等の変化により変わってくる住民から寄せられる情報・要望や潜在化し
ている地域の多様な生活課題を受け止め、ニーズにあったサービスを企画、開発、
提言する機能を拡充し、さいたま市をはじめ、福祉・医療等の各種関係機関や住民
と連携し、推進していきます。

【第2次計画との変更点】
※「障害者生活支援センター事業」　平成26年度より実施
※「生活支援体制整備事業」　平成27年度より実施
※「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事業」
　→「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センター事業」　平成29年度より事業名変更
※「保育士修学資金貸付等事業」　平成28年度より実施
※「ひとり親家庭高等職業訓練促進費貸付事業」　平成28年度より実施
※「難病患者等ホームヘルプ派遣事業」　平成25年度廃止（障害福祉サービス事業へ移行）
※「要約筆記奉仕員派遣事業」→「要約筆記者派遣事業」　平成26年度より事業名変更
※「地域包括的支援事業」→「地域包括支援センター事業」　平成29年度より事業名変更
※「支援検討会議」→「総合支援検討会議」　平成29年度より事業名変更

基
本
目
標
２　

住
民
個
々
に
対
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

生活安定のための支援

地域に暮らす
高齢者への支援

地域に暮らす
障害者への支援

地域に暮らす子ども
(子育て世帯)への支援

療養生活をしている人
への支援

既存制度では対応
できない人への支援

緊急生活資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業
保育士修学資金貸付等事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進費貸付事業

宅配食事サービス事業
ふれあい会食推進事業
介護保険事業
生活支援体制整備事業
地域包括支援センター事業
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センター事業
ひとり暮らし高齢者安否確認等事業
生活援助員派遣事業
認知症高齢者相談事業

手話通訳者派遣事業
聴覚障害者相談事業
視覚障害者情報提供事業
要約筆記者派遣事業
障害福祉サービス事業
地域生活支援事業
障害者生活支援センター事業

子育てヘルパー派遣事業

訪問看護事業

有償在宅福祉サービス事業
車いす貸出事業
行路困窮者旅費支給事業
総合支援検討会議

重点・新規

重点

新規

新規

新規

推進項目体系
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　住民が安心して暮らせるよう、生活安定のための各種支援を行います。

No.

13
事業名称  緊急生活資金貸付事業
区  分  継続

事業の内容

　不測の出費等により一時的に生計の維持が困難になった世帯に対し貸付を行い、生活の安定
と福祉の向上を図ります。

今後の取り組み

① 関連する他制度の動向を確認しながら、事業を継続的に実施していきます。

② 適切な支援に繋げるため、民生委員や自立相談支援機関をはじめとする関係機関等と連携し
ながら、相談者及び借受世帯が抱える生活上の課題の把握や生活支援を行っていきます。

③ 特例貸付の目的や継続実施の基準について整理します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②実施
③整理

No.

14
事業名称  生活福祉資金貸付事業
区  分  県社協受託

事業の内容

　他からの借入れが困難な低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯に対し貸付を行い、生活の安
定と経済的自立を図ります。

今後の取り組み

① 自立相談支援機関との役割分担や連携方法について、委託元の埼玉県社会福祉協議会や自立
相談支援機関と協議していきます。

② 継続して実施していく体制を整備するための交付金等について埼玉県社会福祉協議会と引き
続き、協議していきます。

③ 関係機関等と連携しながら、相談者及び借受世帯が抱える生活上の課題の把握や生活支援を行っていきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①協議
②協議
③実施

推進
項目 １ 生活安定のための支援
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No.

15
事業名称  保育士修学資金貸付等事業
区  分  新規

新たに対応するニーズ

　保育所入所待機児童の解消や保育を必要とする全ての子どもたちが質の高い保育を受けられ
る環境を構築するには、保育人材の確保を推進する必要があるため、保育士資格の新規取得者
の確保、保育士の負担軽減と離職防止、潜在保育士（保育士資格を有するが保育士として勤務
していない方）の再就職を図ることを目的に資金の貸付を行います。

事業の内容

　指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す方に対し、修学資金等の貸付を行
います。
　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、保育補
助者の雇い上げに必要な費用の貸付を行います。
　潜在保育士が保育士として保育所に勤務することが決定した場合、再就職の準備に必要な費
用の貸付を行います。

今後の取り組み

① 市及び指定保育士養成施設と連携しながら、保育士資格の取得を目指す方に対し、修学資金
等の貸付を行います。

② 市と連携しながら、保育士の雇用管理改善等に積極的に取り組んでいる保育事業者に対し、
保育補助者の雇い上げに必要な費用の貸付を行います。

③ 市と連携しながら、潜在保育士が保育士として保育所に勤務することが決定した場合に必要
な費用の貸付を行います。

④ 各貸付金の債権管理を行います。

期待される効果

　保育士資格の取得を目指す方に対する修学資金等や保育補助者の雇い上げに必要な費用、潜
在保育士の再就職のための準備に必要な費用の貸付を行うことで、保育士資格の新規取得者の
確保、保育所等における保育士の負担の軽減と保育士の離職防止、潜在保育士の再就職支援が
図られます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②実施
③実施
④実施
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No.

16
事業名称  ひとり親家庭高等職業訓練促進費貸付事業
区  分  新規

新たに対応するニーズ

　経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭の自立を促進するためには、安定した就労によ
る自立の実現が必要であり、ひとり親家庭の親の資格取得のための修学を容易にし、資格取得
を促進することを目的に資金の貸付を行います。

事業の内容

　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います。

今後の取り組み

① 市と連携しながら、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
及び就職準備金の貸付を行います。

② 貸付金の債権管理を行います。

期待される効果

　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、資金の貸付を行うことで、修学
を容易にすることにより、資格の取得とひとり親家庭の自立の促進が図られます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②実施
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　地域に暮らす高齢者が安心して暮らせるよう、各種支援を行います。

No.

17
事業名称  宅配食事サービス事業
区  分  市受託

事業の内容

　調理や買い物等食事の支度が困難なひとり暮らし高齢者等を対象に、夕食を届け、安否確認
を行うとともに、孤独感の解消や健康保持を図ります。

今後の取り組み

① 利用対象者の見直しやボランティアによる配送の安全実施など、今後の実施方法等について、
市と協議し、対応していきます。

② 市内の社会福祉施設やボランティアなどと連携し、地域密着型の事業展開となるよう努めて
いきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①協議
②実施

No.

18
事業名称  ふれあい会食推進事業
区  分  継続

事業の内容

　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やボランティア団体の協力
を得て、定期的な会食会を実施し、地域と交流を図ることにより、孤独感の解消や閉じこもり
の予防、また非常時の支援体制等の推進を図ります。

今後の取り組み

① より円滑に事業が行われるように、実施方法等について、検討し、必要に応じて改正してい
きます。

② 地域の社会資源である施設等に、会場としての提供や会場までの移動手段等について、協働
した取り組みを検討します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②検討

推進
項目 ２ 地域に暮らす高齢者への支援
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No.

19
事業名称  介護保険事業
区  分  継続

事業の内容

　介護保険法の理念に基づき、住み慣れた地域で生活できるように、在宅の要介護（要支援）高
齢者等に対して、居宅介護支援及び訪問介護、訪問看護等の居宅サービスを提供していきます。

今後の取り組み

① 介護保険における各事業のあり方（人員配置・収益・事業規模等）については、事業（訪問看護・
訪問介護・居宅介護支援）ごとに課題を整理し、「新しい総合事業」移行後の影響を含め、事業
ごとに検討していきます。

② 「新しい総合事業」の実施により影響を大きく受ける訪問介護については、情報を把握した上
で、その体制等具体的に検討し、対応していきます。また、総合事業開始後に、生活支援・介
護予防に関わる地域住民や各種団体との情報共有のあり方について検討を行います。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①整理・検討
②検討
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No.

20
事業名称  生活支援体制整備事業
区  分  重点・新規（市受託）

新たに対応するニーズ

　住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、これまでの地域福祉活動の実績
を活かしながら、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」）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ます。

事業の内容

　高齢者の在宅生活を支えるための、地域における生活支援等サービスの提供体制の構築を目
的に、資源開発（地域に不足するサービスの創出やサービスの担い手の養成及び活躍する場の
確保など）やネットワーク機能（関係者間の情報共有や連携の体制づくりなど）構築に取り組み
ます。
　また、取り組みを実施するために、高齢者生活支援コーディネーターを配置し、その活動を
補完する高齢者生活支援推進協議会を運営し、市内の生活支援体制整備の構築を推進します。

今後の取り組み

① 日常生活圏域の地域特性を活かした資源開発やネットワーク構築を推進するために、第２層
協議体運営や第２層高齢者生活支援コーディネーターの活動が円滑に行われるよう、手引き
やマニュアル等を作成します。

② 連絡会や研修等を開催し、第２層高齢者生活支援コーディネーターの孤立予防や質の向上を
図ります。

③ 第２層高齢者生活支援コーディネーター及び地域包括支援センターに対して、生活支援体制
整備事業に伴う課題解決のために個別の支援を行います。

④ これまでの地域福祉活動の実績を活かしながら、それぞれの地域の実情に即した生活支援体
制が構築できるよう、地区社会福祉協議会等と協働して事業を推進していきます。

⑤ ①～④を円滑に実施していくために第１層高齢者生活支援コーディネーターの配置人数等に
ついて、引き続きさいたま市と協議していきます。

期待される効果

　地域の特性や実情に応じた担い手養成や地域での活躍の場の確保等を地域福祉活動やボラン
ティア部門等と一体的に行い、高齢者を中心とした生活支援等サービスや関係者間のネットワ
ークにより、地域全体の福祉力の向上が期待できます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①協議・作成
②支援
③支援
④実施
⑤協議
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No.

21
事業名称  地域包括支援センター事業
区  分  市受託

事業の内容

　南区・岩槻区の一部に居住する高齢者の自立した生活を支援し、生活の質の向上を図るため、
介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネ
ジメント業務等を行います。
　また、平成28年４月より第２層高齢者生活支援推進会議及び高齢者生活支援コーディネー
ターが設置・配置されたことにより、地域包括支援センターの機能強化を図ります。

今後の取り組み

① 地域支援個別会議等で検討された個別事例を積み重ね、地域支援会議で地域の課題を抽出し、
高齢者生活支援推進会議で生活支援サービス等の資源開発について検討し、地域包括ケアシ
ステムの構築を推進します。

② 高齢者生活支援コーディネーターを中心に、既存の地域資源の把握と整理、ネットワークの
構築、資源開発を関係機関と協働して行います。

③ ①、②の課題に対応できる職員の育成を行うため、研修などに積極的に参加を促し、知識・技
術の向上を図ります。

④ これまでの地域福祉活動を活かし、地域住民や関係者と積極的に交流し、顔の見える関係を
つくることで地域情報（課題・社会資源）の把握に努め、連携体制を推進していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②実施
③実施
④実施
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No.

22
事業名称  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センター事業
区  分  市受託

事業の内容

　地域包括支援センターと在宅介護支援センターの業務の質の向上、平準化等に資する情報提
供や調整、相談等の後方支援を行う。高齢者の総合相談及び地域福祉を推進する団体や個人に
対して専門的な支援を行います。

今後の取り組み

① 地域ケア会議等で地域課題を発見し、その地域課題をどのように地域で解決していくかの仕
組みづくり（生活支援体制整備事業）を圏域ごとにできるよう支援します。

② 住民主体の地域活動及び福祉活動についての理解を、地域包括支援センターや在宅介護支援
センターを中心にケアマネジャーや介護従事者にも広げていきます。

③ 地域包括支援センターとブランチである在宅介護支援センターが連携しやすいよう、業務報
告や評価などの変更を含め、広く支援していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①支援
②実施
③支援

No.

23
事業名称  ひとり暮らし高齢者安否確認等事業
区  分  市受託

事業の内容

　在宅のひとり暮らし高齢者を対象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
に対応し、福祉の増進を図ります。

今後の取り組み

① 事業対象者、実施回数等、効果的な安否確認を行えるように、引き続き市と協議していきます。

② 利用者の身体状況や家庭環境が十分に把握できないため、本人の承諾の下、地域包括支援セ
ンターやケアマネジャー等の関係機関と連携しながら実施していきます。

③ 地域との連携方法等について、市と協議していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①協議
②実施
③協議
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No.

24
事業名称  生活援助員派遣事業
区  分  市受託

事業の内容

　65歳以上の高齢者で要支援・要介護状態になる恐れのある方にホームヘルパーを派遣し、日
常生活を営むのに必要なサービスを提供していきます。

今後の取り組み

① 事業のあり方及び今後の事業内容について、市と協議していきます。

② 利用者のニーズを把握するとともに、事業を継続して実施していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①協議
②実施

No.

25
事業名称  認知症高齢者相談事業
区  分  市受託

事業の内容

　認知症高齢者等を介護している家族に対し、認知症地域推進員等の専門の職員が電話相談に
応じます。また、専門医の面談による個別相談を実施し、対応について関係機関と連携調整を
図りながら、認知症の人やその家族を支援します。

今後の取り組み

① 現状の相談業務を行いながら、業務量の分析と整理を行います。また、必要に応じて市と協
議していきます。

② 権利擁護、精神疾患、多問題を抱える家族からの相談も増えているため、事例検討会等を開
催し、関係機関との連携、相談員の質の向上を図ります。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①整理・協議
②実施
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　地域に暮らす障害者が安心して暮らせるよう、各種支援を行います。

No.

26
事業名称  手話通訳者派遣事業
区  分  市受託

事業の内容

　聴覚・音声または言語機能障害のある方（聴覚障害者）の社会参加を促進し、コミュニケーシ
ョンを円滑に行うため、市が実施する事業や個々の日常生活に関すること等に手話通訳者を派
遣し、その福祉の増進を図ります。

今後の取り組み

　協力団体と課題を共有し、実施に向けた協議・調整をしながら進めていきます。

①発信型の取り組み方法等について、協議し、実施します。

②手話通訳者、手話通訳ができる職員のレベルアップ・スキルアップを図り、事業の効率性を上
げていきます。

③受付時間外のニーズへの対応について整理し、検討していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①協議・実施 
②実施
③整理・実施

推進
項目 3 地域に暮らす障害者への支援
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No.

27
事業名称  聴覚障害者相談事業
区  分  市受託

事業の内容

　聴覚・音声または言語機能障害のある方（聴覚障害者）の日常生活上の各種の相談に応じ、必
要な助言や情報提供などを行います。また、手話通訳者などと情報交換や連携を図り、地域の
聴覚障害者の支援に努めます。

今後の取り組み

　協力団体と課題を共有し、実施に向けた協議・調整をしながら進めていきます。

① 身近な相談機関としてより多くの方に事業を利用していただくため、協力団体等と連携し、
アウトリーチに取り組む方策について検討し、実施していきます。

②個別のケース対応を整理し、地域福祉のセーフティネットを広く築く視点で、聴覚障害に特
化した相談・連絡体制を整理し、発信していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①検討・実施 
②整理・実施

No.

28
事業名称  視覚障害者情報提供事業
区  分  市受託

事業の内容

　視覚に障害がある方や公的団体等からの依頼により、情報を点訳または音訳することにより、
情報の提供を行います。

今後の取り組み

① ボランティアグループ（奉仕者）等に調査したうえで、スキルアップ研修の内容を検討し、実
施していきます。

②相談内容等を記録し、対象者の把握に努めたうえで、事業拡大等について市と協議していき
ます。

③「さいたま市見て歩き」は、新たな活動者の確保もしくはそれに代わる新たな取り組みについ
て、市と協議していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①検討・実施 
②把握・協議
③協議 
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No.

29
事業名称  要約筆記者派遣事業
区  分  市受託

事業の内容

　聴覚・音声または言語機能障害のある方（聴覚障害者）の社会参加を促進し、コミュニケーシ
ョンを円滑に行うため、市が実施する事業や個々の日常生活に関すること等に要約筆記者を派
遣し、その福祉の増進を図ります。

今後の取り組み

　協力団体と課題を共有し、実施に向けた協議・調整をしながら進めていきます。

① 事業利用対象者やその周囲に対して、利用促進のためのＰＲをどのような形で実施できるの
かを協議し、実施していきます。

②要約筆記者養成機関（市・当事者団体）に対し、市民へのパソコン要約筆記の興味関心を深める
ための周知等を積極的に実施してもらうための働きかけを行い、担い手が増えるような取り
組みを行っていきます。

③パソコン要約筆記者派遣の利用制限の解除、対象者や派遣範囲等を拡大できるかどうかにつ
いて見定め、どのようなことが実施できるかを検討し、その時期を決定します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①協議・実施 
②実施
③検討・実施

No.

30
事業名称  障害福祉サービス事業
区  分  継続

事業の内容

　障害程度区分で区分１～区分６と判定された方への身体介護・家事援助・通院介助、更に視覚
障害がある方への外出支援など、日常生活や社会参加のための支援を行い、安心して自立した
生活ができるようにします。

今後の取り組み

① 児童相談所及び保護観察所などの関係機関と更なる連携の強化を図るとともに、組織内にお
いても支援方法等の検討、及び情報共有ができるよう体制を整備します。

②個々のニーズに柔軟に対応できるようニーズを把握し、随時、検討を重ねていきます。

③必要な人材の確保、及び育成方法等を随時検討し、実施します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①検討・整備 
②把握・検討
③検討・実施
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No.

31
事業名称  地域生活支援事業
区  分  継続

事業の内容

　社会参加のための支援や安心して地域で生活ができるよう、障害のある方に、外出時の移動
支援を行います。

今後の取り組み

① 個々のニーズに柔軟に対応できるようニーズを把握し、随時、検討を重ねていきます。

②必要な人材の確保、及び育成方法等を随時検討し、実施します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①把握・検討 
②検討・実施
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No.

32
事業名称  障害者生活支援センター事業
区  分  新規（市受託）

新たに対応するニーズ

　障害者本人や家族からの身近な相談機関として、障害者の生活ニーズ等を的確に把握し、地
域定着支援をはじめ、地域における生活支援、情報提供の他、差別や虐待の通報・相談窓口と
しての役割を果たしていきます。

事業の内容

　南区の一部に居住する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います。

今後の取り組み

① 障害者及び家族の相談支援を行い、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います。

② 多様な課題を抱える障害者を中心に、地域の様々な社会資源と連携し、支援環境の整備やネ
ットワークの構築に努めます。

③ 基幹相談支援センターとして、研修会の開催等による地域の相談支援体制の強化など、地域
の関係機関と協働して事業を実施します。

④ 相談件数の増加や多様なニーズに対応し支援体制を整えるため、市との協議や相談の分析等
を行います。

期待される効果

　社会福祉協議会がこれまでに培ってきたネットワークを活かし、障害者やその家族のニーズ
に応じた柔軟なサービスを、地域の様々な社会資源と連携・協働して展開していくことや、本
会が実施する日常生活自立支援事業、法人後見活動、権利擁護スーパーバイズ事業等と併せ、
地域における一体的な相談支援体制の拡充が図られます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施 
②実施
③実施
④協議・分析
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　地域に暮らす子どもが安心して暮らせるよう、各種支援を行います。

No.

33
事業名称  子育てヘルパー派遣事業
区  分  市受託

事業の内容

　妊娠中の方や小学校６年生までの子どもを持つ保護者が、体調不良等のため、家事・育児が
困難で昼間、他に家事や育児を行う方がいない家庭または双子以上の多胎児のいる家庭にホー
ムヘルパーが訪問し、家事援助等のサービスを行います。

今後の取り組み

①利用者の状況によっては、ヘルパーの派遣にとどまらず、障害福祉サービス利用のための医
療機関への受診や手帳取得に関する説明・促し等について、引き続き、市と連携し、実施して
いきます。

②本事業では対応できないニーズ等を共有するとともに、事業のあり方等について市と協議し
ていきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①支援 
②協議

推進
項目 4 地域に暮らす子ども（子育て世帯）への支援 
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　地域で療養生活をしている人の生活の質が向上できるように、医療機関と連携して支援を
行います。

No.

34
事業名称  訪問看護事業
区  分  継続

事業の内容

　看護師が訪問し、本人や家族の意思、ライフスタイルを尊重しながら、療養生活を送ってい
る方の健康管理や療養上のお世話、リハビリなどを行い、生活の質が向上できるように予防的
支援から看取りまでを支えます。また、本人、家族の健康状態をみて医師と連携し、病気の発
見や病気の重症化を防ぎます。

今後の取り組み

①本人や家族の意思、ライフスタイルなどを尊重し、サービス提供ができるように研修等を行い、
職員の資質向上に努めます。

②訪問看護の効果を医療機関や介護事業所等に周知し、利用者の増加を図ります。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施 
②実施

推進
項目 5 療養生活をしている人への支援 
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　既存の制度を利用するまでの間のサービス等、制度では対応できない人への支援を行って
いきます。
　また、多問題を抱えている等、新たな生活課題を抱えている世代への支援について、検討
していきます。

No.

35
事業名称  有償在宅福祉サービス事業
区  分  継続

事業の内容

　高齢者・障害がある方・傷病者（ケガ等）で一時的に支援が必要な方に、家事援助、身体介護、
外出支援を行うことにより、日常生活の向上・改善を図ります。

今後の取り組み

①介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、登録・利用者の増減やニーズの変動が予想さ
れるため、その動向を把握・評価し利用しやすい事業となるよう調整していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①把握・調整 

No.

36
事業名称  車いす貸出事業
区  分  継続

事業の内容

　一時的に車いすを必要とする市内在住等の方に対し、車いすを貸出しすることにより、日常
生活上の便宜を図ります。

今後の取り組み

①多くの市民が利用できるよう、利用貸出しの際のパンフレットを作成します。

②利用者の利便性の向上を図るため、地区社会福祉協議会事務所等での貸出しについて検討・調
整していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①作成 
②検討・調整

推進
項目 6 既存制度では対応できない人への支援 
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No.

37
事業名称  行路困窮者旅費支給事業
区  分  継続

事業の内容

　就業等の目的のため、交通機関を利用して移動途中、不測の事態により旅費に困窮している
方に交通費を支給し、移動等の目的達成を支援します。

今後の取り組み

①事業内容の見直しについて検討します。

②事業対象者が抱える生活上の課題の把握及び解決に向けた視点を持ちながら相談対応を行い
ます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①検討 
②実施

No.

38
事業名称  総合支援検討会議
区  分  重点

事業の内容

　多問題を抱える世帯など本会の既存の制度で対応できない事例等について協議し、今後の対
応や事業の実施方法について検討するため、市社協内にプロジェクトメンバーによる会議を設
置し、検討・調整していきます。

今後の取り組み

① 対応困難なケース等の情報を共有する仕組みをルール化していきます。

② 総合支援検討会議の開催方法を明確化していきます。

③ 既存の制度やサービスで対応できない福祉課題・生活課題を発見する体制づくりや新たな課題
に対応するための新規事業、既存事業のあり方等を協議・検討していきます。

④ 協議・検討した内容に応じ、新規事業や既存事業の見直し等の企画案を作成します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①検討 
②検討 
③協議・検討
④作成
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　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でも、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とともに、
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充実させ
ることにより、地域における権利擁護体制の一体的拡充を図っていきます。
　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
強化するための相談等を実施していきます。

基
本
目
標
３　

権
利
擁
護
の
推
進

【第2次計画との変更点】
※基本目標 「高齢者・障害者の権利擁護の推進」→「権利擁護の推進」　変更
※「（仮称）成年後見制度利用総合支援事業」　新規事業　平成30年度より実施予定
※「（仮称）高齢者くらしあんしん事業」　新規事業　平成30年度より実施予定

成年後見制度等の
利用の促進

生活基盤の安定の
ための支援

対応機関への支援

各種相談窓口の実施

法人後見活動
(仮称)成年後見制度利用総合支援事業
市民後見人の育成
日常生活自立支援事業
（あんしんサポートさいたま）

(仮称)高齢者くらしあんしん事業

権利擁護スーパーバイズ事業

心配ごと相談所事業
福祉サービス苦情相談窓口事業

推進項目体系

重点

重点・新規

重点

新規
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　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でも、地域で安心して生活が送れ
るよう成年後見制度等の利用促進の取り組みを強化していきます。

推進
項目 1 成年後見制度等の利用の促進

No.

39
事業名称  法人後見活動
区  分  重点

事業の内容

　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します。
　また、本会に登録している市民後見人候補者を受任調整により家庭裁判所へ推薦し、後見人
等に選任された場合は、その活動を監督・支援します。

今後の取り組み

① 後見人等として後見活動を継続して行い、成年被後見人等の権利擁護に努めます。

② 市、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成年後見制度に関
する相談に応じる窓口の設置について調整し、実施します。

③ 後見監督人として市民後見人の後見活動が適正なものとなるよう継続して監督します。

④ 成年後見制度の普及・推進を図るため、市民向けの相談会を開催します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施 
②調整・実施 
③実施
④開催
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No.

40
事業名称  （仮称）成年後見制度利用総合支援事業
区  分  重点・新規

新たに対応するニーズ

　権利擁護的観点から成年後見制度の利用が必要な事案について、速やかな利用に繋がるよう、
申立事務や後見人等候補者の選任等に関する総合的な相談窓口の役割を果たしていきます。

事業の内容

　低所得世帯に属する方等を対象に、成年後見制度利用に際し、後見等の開始申立てを行う方
からの相談に応じるとともに、申立てに関する書類の作成等を支援していきます。

今後の取り組み

① 事業実施方法を検討し、要綱等を整備します。

② 事業を実施します。

期待される効果

　さいたま市では、平成24年度より、成年後見制度の利用促進を目的とした「さいたま市成年
後見制度利用支援事業」を実施し、主に、市長による後見開始等審判の請求や、後見人、監督
人等に対する報酬助成等について支援を行っています。
　同事業と併せて、本事業による支援が展開されることで、さいたま市における成年後見制度
の利用を更に促進し、判断能力が低下した方の地域生活の安定と権利擁護に資するとともに、
申立ての選択肢を増やすことでケース課題の早急かつ直接的な解決を図ることが期待されます。
　また、日常生活自立支援事業、法人後見活動等の既存事業の実施と併せて、地域における権
利擁護体制の一体的拡充が図られます

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①検討・整備 
②実施
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No.

41
事業名称  市民後見人の育成
区  分  市受託

事業の内容

　社会貢献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や態度を身に付けた
市民後見人の候補者を養成するための研修を行います。また、様々な特性がある被後見人の支
援に対応できる市民後見人候補者を確保するため、市民後見人候補者として登録した方を対象
にフォローアップ研修等を行います。

今後の取り組み

① 市民を対象とした成年後見制度の普及・啓発のための講演会を開催します。

②市民後見人養成研修（初級・中級・専門課程）を開催します。

③市民後見人候補者として登録している方に対するフォローアップ研修を開催します。

④専門職による活動状況及び報告書類の確認、業務に関する日常的な相談に応じるなど、市民
後見人としての活動を支援します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①開催 
②開催
③開催
④実施
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No.

42
事業名称  日常生活自立支援事業（あんしんサポートさいたま）
区  分  重点

事業の内容

　認知症等の高齢者、知的障害者や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います。

今後の取り組み

① 事業内容（利用要件、サービス内容等）の明確化と関係者への周知を行います。

②申請から利用開始までの調査方法の適正化と期間の短縮を図ります。

③ 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
支援員の資質向上のための研修を開催します。

④ 利用料補助制度の拡充について検討し、実施します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①整理・実施 
②整理・実施 
③開催
④検討・実施
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No.

43
事業名称  （仮称）高齢者くらしあんしん事業
区  分  新規

新たに対応するニーズ

　家族や所得等により、入院・施設入所時に保証人を立てられない方や、判断能力が十分でも
身体的な理由で外出や手続きに困難を抱える方、また、本人や家族の死亡時の対応に不安があ
る方等が、安心して保証等の支援を受けられるようにします。

事業の内容

　契約能力がある高齢者と契約し、低額又は無料で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ていきます。

今後の取り組み

① 事業の実施に関する他自治体の実施状況等調査を行います。

②事業実施に向けた検討委員会を設置・開催し、要綱等を整備します。

③事業を実施します。

期待される効果

　孤立しがちな低所得高齢者世帯の、地域生活の基盤の安定を図るとともに、日常生活自立支
援事業、法人後見活動等の既存事業の実施と併せて、地域における権利擁護体制の一体的拡充
が図られます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①調査 
②検討・整備
③実施

　頼れる親族がいない等により、将来に不安を抱える高齢者が安心して暮らせるよう、支援
していきます。

推進
項目 2 生活基盤の安定のための支援
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推進
項目 3 対応機関への支援

　差別や虐待事案への対応について、相談機関等の関係機関に対して、専門的な立場から適
切な支援についての助言を行います。

No.

44
事業名称  権利擁護スーパーバイズ事業
区  分  市受託

事業の内容

　虐待や差別を含む事案及び後見的支援の必要性がある事案等への支援について、関係機関等
に対して、医師・弁護士等による専門的見地からの助言を行い、支援の専門性を強化するため
の研修を行います。

今後の取り組み

① 嘱託専門職相談、実践ケースへの助言内容の記録等を有効に活用できるよう記録を整備します。

②日々の相談への助言や会議参加を通し、さらに権利擁護センター及び嘱託専門職相談の活用
を促進します。

③支援者の課題に即した研修を開催します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①整備 
②実施
③開催
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　住民の日常生活上の相談等や福祉サービスの苦情に関する相談に応じ、福祉の増進を図る
とともに福祉サービスの改善と質の向上を図っていきます。

推進
項目 4 各種相談窓口の実施

No.

45
事業名称  心配ごと相談所事業
区  分  継続

事業の内容

　住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言援助を行うことにより、福祉の増進を
図ります。

今後の取り組み

①相談体制のあり方や関係機関との連携体制について検討します。

②相談内容の共有、対応強化を図るための内容整理、傾向・統計の把握を行います。

③相談員として必要な知識、技術等を習得するための研修会等を開催します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①検討 
②整理・把握
③開催

No.

46
事業名称  福祉サービス苦情相談窓口事業
区  分  継続

事業の内容

　福祉サービスに関する利用者の苦情を、第三者の立場から、中立かつ公平に調査及び助言等
を行うことにより、福祉サービスの改善と質の向上を図ります。

今後の取り組み

①本会広報紙、市報等への掲載方法を工夫する他、地域の会議等で住民や関係機関に対して、
事業の周知を図ります。

②相談体制のあり方について検討します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施 
②検討
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　福祉コミュニティの形成の流れを生み出す人材の育成を目指し、ボランティア意
識の啓発と参加・情報提供の機会の拡大を図ります。
　また、ＮＰＯやボランティア団体との連携・協働を推進し、団体相互の活動の活
性化を図り、新たな市民活動のあり方を研究・推進・支援します。

基
本
目
標
４　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
と
活
動
の
充
実

【第2次計画との変更点】
※「防災・災害ボランティア支援事業」→「災害ボランティアセンター運営」
　      平成28年度より事業名変更（基本目標６へ移動）

ボランティア活動の
総合的窓口の充実

ボランティア・市民活動
への支援と連携

ボランティア・市民活動
の推進と福祉教育

ボランティアセンター運営

ボランティアグループ支援
ボランティア地域普及啓発事業

ボランティア各種講座
ボランティア体験学習事業
福祉教育・ボランティア学習推進事業

推進項目体系

重点

重点
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　ボランティアセンター機能を更に充実させ、ボランティアの総合的窓口の役割を担います。

No.

47
事業名称  ボランティアセンター運営
区  分  継続

事業の内容

　ボランティア活動に関する相談・コーディネート・啓発・情報提供等を行い、ボランティア活
動の推進を図ります。
　行政・民間サービスなど、「サービスをつなぐ」総合的な相談窓口の充実を図り、地域の多様
な関係機関、団体と協働して総合的な支援体制をつくる役割を強化していきます。

今後の取り組み

① 地域の生活課題として提起する役割や、地域の多様な関係機関・団体と協力して総合的な支援
体制をつくる役割を意識してコーディネートを行い、ボランティア活動の推進を図ります。

② ボランティアグループ等の情報を適切かつ効率的に管理し、相談機能の充実を図るため、「ボ
ランティア支援システム」の見直しを行うとともに、住民にとって見やすく、関心を集められ
る広報物を作成します。

③ 災害時に備え、ボランティア団体、行政や市民活動サポートセンター等の関係機関との連携
を強化します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②見直し・作成
③実施

推進
項目 1 ボランティア活動の総合的窓口の充実
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　福祉分野を中心としたボランティアコーディネートに加え、まちづくりや環境問題、国際
交流、防災・減災を推進するような市民活動を行う個人・団体の活動の充実や自立に向けた支
援を行い、連携を図ります。

No.

48
事業名称  ボランティアグループ支援事業
区  分  継続

事業の内容

　市内に活動拠点のあるボランティアグループ及びボランティア連絡会組織を支援し、ボラン
ティア団体活動の活性化を図ります。
　ボランティアグループ及びボランティア連絡会活動にかかる資金面の支援や広報・宣伝等、
情報活動に関する支援を行います。

今後の取り組み

① ボランティアグループの課題等を把握し、活動の発展につながるよう支援します。

② 区ボランティア連絡会等の活動がより活性化されるよう、情報共有等を行い、連携を強化し
ます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①把握・支援
②実施

No.

49
事業名称  ボランティア地域普及啓発事業
区  分  継続

事業の内容

　ボランティア団体等と共に、講演会・イベントの開催や区民祭り等へ参加し、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の理解が得られるよう、啓発を行います。

今後の取り組み

① 啓発活動の充実と啓発効果を上げるため、本会のホームページ等を活用し、新たな情報発信
の方法等を検討します。

② 企業や関係機関、ボランティアグループと連携・協働して実施します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①検討
②実施

推進
項目 2 ボランティア・市民活動団体への支援と連携
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　ボランティア活動の実践や各種講座の開催等を通じ、住民の福祉意識を高めるように働き
かけます。また、学生のボランティア活動や地域・学校などにおける福祉教育への支援を行い
ます。

No.

50
事業名称  ボランティア各種講座
区  分  継続

事業の内容

　初めてボランティア活動を行う人を主な対象とした入門講座の企画、専門分野のボランティ
アを養成する講座、住民の福祉意識を高揚する講座等を企画し、新たなボランティア人材の発
掘及び育成を図ります。

今後の取り組み

① 地域の状況等に応じた講座を関係機関等と連携・協働し、全区で企画・実施していきます。

② ボランティア活動に至るまでをフォローすることのできる講座の企画・実施をしていきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①企画・実施
②企画・実施

推進
項目 3 ボランティア・市民活動の推進と福祉教育

No.

51
事業名称  ボランティア体験学習事業
区  分  重点

事業の内容

　地域でのボランティア体験を通じ、参加者が地域の社会的課題に目を向け、ボランティア活
動に対する理解を深めるとともに、本事業を福祉施設、ボランティア･市民活動団体等との協
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機運を高めていきます。

今後の取り組み

① 新たな参加者の拡大につながるようなプログラムの見直し・開発を行うとともに、幅広い関係
機関との協働したプログラムについても検討していきます。

② 新たな参加者を拡大するための周知方法の見直しを行います。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①見直し・検討
②見直し
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No.

52
事業名称  福祉教育・ボランティア学習推進事業
区  分  重点

事業の内容

　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、また、福祉教育やボラン
ティア学習に関する講師の紹介を通じて、「地域を基盤とした福祉教育・学習活動の推進」を行
い、地域の福祉力の向上を目指します。

今後の取り組み

① 福祉教育協力者の情報を整理し、活動状況等を把握します。

② 地区社会福祉協議会や福祉施設、企業等と連携した取り組みを検討していきます。

③ 学校等の福祉教育への取り組み状況等を踏まえたパンフレットを作成します。

④ 福祉教育協力者の情報交換の場を設定するなどして、課題等を共有し、福祉教育協力者の活
動がより充実するよう支援方法を検討します。

⑤ 障害や障害者についての正しい理解の促進を図るとともに、個人の尊厳・人権等の意識を深め
ていきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①整理・把握
②検討
③作成
④検討
⑤実施
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　相談を受け表面化した問題や潜在化している問題など、住民が抱える問題の発見
や解決に向けて、相談支援をする必要があります。その過程で相談を受けている事
業所が対応できない内容の場合は、事業実施している他関係機関に確実につなげ、
協働し支援していけるようにすることが必要となります。
　地域における各種関係機関との連携・協働が円滑にできるように、一つひとつの
事例を通して、しくみづくりを推進していきます。
　また、住民の福祉意識の向上を図ると共に、福祉関係機関が住民活動への支援を
効果的に行えるよう各種研修を行います。

【第2次計画との変更点】
※「福祉従事者研修」→「福祉施設等従事者研修」　平成27年度より事業名変更

基
本
目
標
５　

福
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活
動
の
協
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支援ネットワークの
構築

福祉人材の育成

地域支援ネットワーク会議

福祉施設等従事者研修
地域福祉推進研修
市民向け研修
地域包括支援センター職員研修
市民に対する介護技術等の研修に
関する事業
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

推進項目体系

重点

重点

重点

重点

重点

重点

重点
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　相談を受け表面化した問題や潜在化している問題など、住民の抱える問題の発見や解決に
向けて、相談支援をする必要があります。その過程で相談を受けている事業所が対応できな
い内容の場合は、事業実施している他関係機関に確実につなげ、協働し支援していけるよう
にすることが必要となります。
　地域における各種関係機関との連携・協働が円滑にできるように、一つひとつの事例を通し
て、しくみづくりを推進していきます。

No.

53
事業名称  地域支援ネットワーク会議
区  分  重点

事業の内容

　地域の福祉関係機関の交流を促進し、地域課題の共有や解決に向けて関係機関との協力関係
の構築をしていきます。

今後の取り組み

① あんしんサポート等、本会サービス利用者の事例を基にした検討会を開催し、個別事案検討
の積み重ねによる地域支援の展開を検討していきます。

② 住民の抱える個別のニーズを漏らすことなく把握するとともに、対応できない内容の場合は、
事業実施している他機関に確実につなげ、協働し支援していく体制を構築していきます。

③ 生活支援体制整備事業における第２層協議体や地域包括支援センターの地域ケア会議等、開
催目的や参加機関が重複する会議があるため、それら他会議との役割の整理等についての検
討を併せて行っていきます。

④ 地区社会福祉協議会等が実施する見守り活動等で、対応困難なケースの場合の支援をチーム
アプローチできるような体制を構築していきます。

　なお、既存の制度やサービスでは対応できないニーズに対しては、総合支援検討会議（事業№
38）で協議していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①検討
②検討
③検討
④実施

推進
項目 1 支援ネットワークの構築



79

　少子高齢化の進展に伴い、福祉課題が複雑・多様化する中、福祉従事者はより高い専門性、
住民は福祉意識の向上が重要視されています。「地域福祉を推進する社会福祉協議会ならでは」
の研修を目指し、研修数とともに常に質の向上を図っていきます。
　また、将来的には市内の研修機関の中核となるように、地域福祉情報・研修センター機能の
充実、強化を図っていきます。

No.

54
事業名称  福祉施設等従事者研修
区  分  重点（市受託）

事業の内容

　福祉従事者として必要とされる社会福祉の理念や知識、技術の習得などを図ることを目的と
して研修を実施していきます。また、研修への参加によって、市内従事者同士の「顔の見える」
関係づくりを促進し、より質の高い人材育成と職場定着を図ります。

今後の取り組み

①引き続き、研修実施機関連絡会や研修後アンケート、研修効果測定アンケート実施により研
修ニーズの精査を行い、研修ごとにアセスメントを行った上で、現場に即した研修を企画及
び実施します。

②階層別研修を中心に、社会福祉の理念を踏まえ地域福祉推進に関する要素を盛り込みます。

③研修時に地域福祉活動についての情報提供等を行います。

④キャリアパス対応生涯研修課程を実施するため、継続的に周知します。

⑤ 研修時のメール登録案内チラシの配布を徹底します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②企画・実施
③実施
④実施
⑤実施

推進
項目 2 福祉人材の育成
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No.

55
事業名称  地域福祉推進研修
区  分  重点

事業の内容

　社会福祉の理念に基づき、地域福祉の推進を目的とする各種専門職・団体のスキルアップを
図るための研修を実施していきます。

今後の取り組み

①アンケートや効果測定結果を踏まえ、社会福祉の理念を踏まえた研修を企画及び実施し、研
修アセスメントから次の企画につなげます。

②研修実施機関連絡会やボランティア連絡会、地区社会福祉協議会連絡会等を通して研修ニー
ズ調査を行い、その結果を参考に企画及び実施します。

③民生委員研修では、引き続き、研修かわら版という形で研修レポートの結果と講師からの講
評についてフィードバックを行います。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①企画・実施
②企画・実施
③実施

No.

56
事業名称  市民向け研修
区  分  重点

事業の内容

　社会福祉の理念を踏まえ、「福祉」に対する理解を深め、地域福祉の主体的な取り組みへの意
識向上を図るための研修を実施していきます。

今後の取り組み

① 福祉施設からの立場として研修実施機関連絡会や、地域福祉活動を行う団体の他、広報紙、
ホームページを通じた住民からの意見聴取等から、研修ニーズの把握と分析を行います。

② ①の内容及び、社会福祉の理念を踏まえた研修を企画及び実施します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②企画・実施
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No.

57
事業名称  地域包括支援センター職員研修
区  分  重点（市受託）

事業の内容

　地域包括支援センターの主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師等が業務を行う上で、必
要な知識の習得及び技能の向上を図ることにより、地域包括支援センターの適切な運営を確保
するとともに、地域包括支援センター間の情報交換の場を提供します。また、平成28年度よ
り地域包括支援センター業務として強化された、第２層生活支援体制整備事業が円滑に推進す
るための、地域包括支援センター職員向けの研修についても検討を行います。

今後の取り組み

① 地域包括支援センターと連携が不可欠な在宅介護支援センターや行政職員も参加可能な研修
を実施し、必要な情報等の共通理解につながるように内容の充実を図ります。

② 行政担当者や地域包括支援センター職員のアンケート等から研修のニーズ把握を行い、テー
マ別や職種別の研修など効果的な研修実施に努めます。

③ 研修内容については、制度の変更など地域包括支援センターが業務推進のために必要な内容
を把握し、対応に努めます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①検討・実施
②検討・実施
③検討・実施

No.

58
事業名称  市民に対する介護技術等の研修に関する事業
区  分  重点

事業の内容

　地域のニーズにあわせた講座を実施し、市民に対して相談助言・情報提供等を行っていきます。

今後の取り組み

① 身近な場所で気軽に学べる機会として高齢者サロン等でのミニ講座や介護講座等を、社会福
祉法人を含む介護事業所等と協働で実施していけるよう取り組みます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施



82

No.

59
事業名称  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
区  分  重点

事業の内容

　住民及び市内の事業所に所属する方を対象に、介護技術の知識習得と技術向上を図るため、
研修を実施していきます。

今後の取り組み

① 訪問介護事業所連絡会を通じ、事業所の士気向上とネットワーク構築に取り組むことにより、
各事業所がより良いサービスを提供できるよう、情報提供や研修の内容を充実させていきま
す。また、参加事業所が増えるよう周知方法等を検討していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施・検討
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　福祉コミュニティの推進における中核的役割を果たすためには、地域福祉を推進
する社会福祉協議会職員としての専門的知識や能力を身につけることが求められま
す。
　研修を充実させ、職員の人材育成に努めると共に、組織として体系的に取り組み
ができるよう組織の基盤強化を図ります。
　また、社会福祉協議会の存在や役割、活動内容について住民の理解が得られるよ
う積極的に働きかけていきます。

【第2次計画との変更点】
※「収益事業」→「自動販売機設置事業」　平成27年度より事業名変更
※「災害ボランティアセンター運営」　基本目標４から移動
※「浦和ふれあい館・大宮ふれあい福祉センター管理・経営」　平成26年度指定管理終了

基
本
目
標
６　

社
会
福
祉
協
議
会
組
織
の
機
能
強
化

財政基盤の強化

職員の人材育成

災害時の支援
体制の整備

組織の基盤強化

社会福祉協議会事業の
評価と検討の実施

自動販売機設置事業

賛助会員の拡充
区事務所体制の機能強化

災害ボランティアセンター運営

地域福祉の実践に向けた研修

さいたま市地域福祉推進委員会運営
地域ニーズ調査事業

推進項目体系

重点

重点
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　社会福祉協議会の現状を正確に把握し、収益事業のあり方について検討し、財政基盤強化
を図ります。

No.

60
事業名称  自動販売機設置事業
区  分  推進

事業の内容

　市内各所に自動販売機を設置し、自主財源の確保に努めます。

今後の取り組み

① 公共施設以外の場所での自動販売機設置を増やすため、福祉施設や企業、地区社会福祉協議
会等に自動販売機設置事業について周知していきます。

② 本会が設置している自動販売機の収入が、地域福祉活動に活用されていることをＰＲし、更
なる自主財源の確保に努めていきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②実施

推進
項目 1 財政基盤の強化
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　さいたま市における地域福祉の充実を目指し、社会福祉協議会を支援していただく賛助会
員の更なる加入を促進します。また、地域福祉活動の最前線である区事務所の体制と機能を
強化していきます。

No.

61
事業名称  賛助会員の拡充
区  分  継続

事業の内容

　住民・団体・企業等に本会の活動の啓発と本会事業の財源の確保を目的とし、賛助会員加入の
促進を図ります。

今後の取り組み

① 自治会連合会未加入自治会への依頼を確実に行い、賛助会員制度の理解を深めていきます。

② 地区社会福祉協議会と協働して、自動販売機の設置等と併せて企業、福祉施設等に依頼し、
加入促進に努めていきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②実施

推進
項目 2 組織の基盤強化
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No.

62
事業名称  区事務所体制の機能強化
区  分  重点

事業の内容

　地域の福祉課題の解決に向け、住民の身近な地域で特性を活かした事業ができるよう、区事
務所体制の機能強化を図ります。

今後の取り組み

① ＮＰＯ等区内で活動している団体の地域情報を地区社会福祉協議会等と協力して把握し、関
係を構築していきます。

② 適切な地区社会福祉協議会支援等が行えるよう、体系的な研修（事業№64）を実施し、組織機
能を強化していきます。

③ 区事務所での業務量等を把握し、限られた人員体制で効果的な支援が行えるよう事務分掌の
見直し等を検討していきます。

④ 新規事業の実施や事業の拡充等の場合には、適正な人員体制の整備を行えるよう、市と協議し、
要望していきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①把握・実施
②実施
③検討
④協議
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　災害時に、被災者のニーズを受け、駆けつけた多くのボランティアが円滑に活動できるよう、
支援体制を構築していきます。

No.

63
事業名称  災害ボランティアセンター運営
区  分  継続

事業の内容

　災害時における災害ボランティアセンターを市と協働し運営します。

今後の取り組み

① 引き続き災害ボランティアセンター運営訓練を行うとともに、運営マニュアルの見直しを行
います。

② 他団体が行う運営訓練にも積極的に参加し、関係構築を図るとともに、よい取り組み事例の
収集を行い、本会の活動に活かしていきます。

③ 市民団体等の関係団体との連絡会を開催し、意見交換を行うともに、連携体制を構築してい
きます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②実施
③実施

推進
項目 3 災害時の支援体制の整備
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　社会福祉協議会職員としての職業倫理やコンプライアンスの徹底等、基本的能力を確立す
るとともに、コミュニティソーシャルワークを実践するために、体系的な職員研修を行います。

No.

64
事業名称  地域福祉の実践に向けた研修
区  分  重点

事業の内容

　社会福祉協議会職員としての職業倫理・コンプライアンスの徹底等、基本的能力を確立する
とともに、コミュニティソーシャルワークを実践することを目的とした研修を実施していきま
す。

今後の取り組み

① 研修委員会を設置し、本会が実施する内部研修の企画、実施を行うとともに、人材育成基本
方針の定期的な見直しを行います。

② 人材育成基本方針で定めた育成の方法に基づき、入職３年未満の職員個々に育成計画を作成
し、その計画に基づいた研修等を実施します。

③ 受講した職員を講師とした伝達研修を行い、受講内容の共有化を図ります。
④ 職階、職制に応じた研修を計画的に受講させ、地域福祉の推進を図ります。
⑤ コミュニティソーシャルワークを行うための知識・技術を習得するために、引き続き地域福祉
活動推進研修を行います。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①企画・実施
②実施
③実施
④実施
⑤実施

推進
項目 4 職員の人材育成
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　本計画の適切な進行管理等と市における地域福祉活動の推進を図るため、引き続き地域福
祉推進委員会を設置し、運営をしていきます。

No.

65
事業名称  さいたま市地域福祉推進委員会運営
区  分  継続

事業の内容

　さいたま市における地域福祉活動の推進を図るため、地域福祉活動計画の適切な進行管理を
行う委員会を設置し、運営をしていきます。

今後の取り組み

① 地域福祉活動計画の進行管理及び必要に応じて見直しを実施します。

② 地域福祉の推進のあり方について協議していきます。

③ 地域福祉活動計画の評価・見直しを行い、第３次計画を策定します。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施
②協議
③実施

No.

66
事業名称  地域ニーズ調査事業
区  分  推進

事業の内容

　地域における福祉課題や必要とされているサービスなどを把握し、これらを解決し、地域福
祉を効果的に推進していくためのニーズ調査を実施します。

今後の取り組み

① 地域のニーズを把握する仕組み及び担い手確保等を目的とする住民意識調査を地区社会福祉
協議会や自治会等と連携して実施していきます。

② 第３次地域福祉活動計画策定時に、ニーズ調査を実施するとともに、各事業において実施す
る利用者等への調査結果を踏まえ、事業実施に反映させていきます。

【見直し（平成34年度）までの年次計画】
年次計画 平成29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
①実施・検討
③実施

推進
項目 5 社会福祉協議会事業の評価と検討の実施
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１　地区社会福祉協議会について

　地区社会福祉協議会は、住民にとって最も身近な社会福祉協議会として、住民が主体となり組織されて
いる任意団体で、自治会、民生委員児童委員協議会等を中心に、老人クラブ、子ども会、福祉施設等の地
域の様々な組織、団体で構成されています。
　さいたま市には、48の地区社会福祉協議会があり、それぞれの地域の特色を活かした事業を展開して
います。
　さいたま市社会福祉協議会は、地区社会福祉協議会の活動に必要な財政支援をはじめ、情報提供、研修
会の実施などによる支援を行います。
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地区社会福祉協議会の地域　
区 地区社協名 地　域

西　

区

指扇 大字指扇、大字指扇領別所、大字宝来、大字峰岸、大字指扇領辻、大字中釘、大字高木、
大字清河寺、大字内野本郷、大字西新井、大字平方領々家

馬宮 大字西遊馬、大字土屋、大字飯田新田、大字塚本、大字植田谷本村新田、大字二ツ宮、
湯木町1・2丁目、塚本町1～3丁目、プラザ

植水 大字島根、大字三条町、大字植田谷本、大字中野林、大字飯田、大字水判土、
大字佐知川、大字昭和

内野 三橋5・6丁目、宮前町

北　

区

日進 日進町1～3丁目、櫛引町2丁目、大成町4丁目

宮原 宮原町1～4丁目、吉野町1・2丁目、別所町、奈良町

植竹 東大成町1・2丁目、植竹町1・2丁目、盆栽町

大砂土 土呂町、土呂町1・2丁目、今羽町、本郷町、見沼1～3丁目

大
宮
区

大宮南 北袋町1・2丁目、吉敷町1～4丁目、浅間町2丁目、天沼町2丁目、大原6・7丁目

大宮中部 大門町1～3丁目、仲町1～3丁目、下町1～3丁目、東町1・2丁目、天沼町1丁目、
浅間町1丁目、宮町1丁目

大宮北 高鼻町1・3・4丁目、土手町1～3丁目、宮町2～5丁目

大宮東 堀の内町1～3丁目、高鼻町2丁目、寿能町1・2丁目

桜木 桜木町1～4丁目、錦町

大成 大成町1～3丁目、櫛引町1丁目

三橋 三橋1～4丁目、上小町

見
沼
区

大砂土東 大和田町1・2丁目、堀崎町、島町、島町1・2丁目、東大宮1～7丁目、砂2丁目、大字砂

片柳

大字片柳、片柳1・2丁目、片柳東、大字山、大字染谷、染谷1～3丁目、大字東新井、
大字笹丸、大字御蔵、大字南中野、大字南中丸、大字中川、大字上山口新田、
大字西山村新田、大字新右ェ門新田、大字加田屋新田、大字西山新田、大字見山、
加田屋1・2丁目

七里 大字膝子、大字大谷、大字蓮沼、大字風渡野、大字東門前、大字東宮下、東宮下1～3丁目、
大字新堤

春岡 大字深作、深作1～5丁目、春野1～4丁目、大字丸ヶ崎、丸ヶ崎町、大字宮ヶ谷塔、
宮ヶ谷塔1～4丁目、大字小深作、卸町1・2丁目､ 春岡1～3丁目

中
央
区

与野
上峰1～4丁目、円阿弥1～7丁目、大戸1～6丁目、上落合1～9丁目、桜丘1・2丁目、
大字下落合、下落合2～7丁目、新中里1～5丁目、八王子1～5丁目、本町東1～7丁目、
本町西1～6丁目、新都心

鈴谷 鈴谷1丁目～9丁目

桜　

区

大久保 大字上大久保、大字下大久保、大字大久保領家、大字神田、大字白鍬、大字在家、
大字宿、大字五関、大字塚本

土合
西堀1～10丁目、田島1～10丁目、新開1～4丁目、大字道場、道場1～5丁目、
町谷1～4丁目、南元宿1・2丁目、中島1～4丁目、栄和1～6丁目、山久保1・2丁目、
桜田1～3丁目
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区 地区社協名 地　域

浦
和
区

岸・神明 岸町1～7丁目、神明1丁目7～9・18～28、神明2丁目5～25

中央 高砂1～4丁目、仲町1～4丁目、常盤1～10丁目

東部 東岸町、東高砂町、東仲町、前地1～3丁目、本太1～5丁目、元町1～3丁目

北部第一 上木崎1～8丁目、皇山町、大原1～3丁目

北浦和針ヶ谷 北浦和1～5丁目、針ヶ谷1～4丁目

北部第二 領家1～7丁目、大原4・5丁目、木崎1～5丁目、大東1～3丁目、瀬ヶ崎1～5丁目、
駒場1・2丁目、大字三崎

南　

区

西 関1・2丁目、鹿手袋1～7丁目、四谷1～3丁目

西浦和 曲本1～5丁目、内谷1～7丁目、松本1～4丁目

武蔵浦和 別所1～7丁目、白幡1～6丁目、沼影1～3丁目

南部 神明1丁目1～6・10～17、神明2丁目1～4、辻1～8丁目、文蔵1～5丁目、
根岸1～5丁目、南本町2丁目8・18・19

大谷場 大谷場1・2丁目、南浦和1～4丁目、南本町1・2丁目1～7・9～17・20～25

谷田 太田窪2・4・5丁目、大字太田窪、大字円正寺

大谷口 大字大谷口、大字広ヶ谷戸

緑　

区

原山 太田窪1・3丁目、原山1～4丁目

三室 松木1～3丁目、大字三室、馬場1・2丁目、山崎1丁目、宮本1・2丁目、道祖土1～4丁目、
大字三浦、大字見沼、芝原1～3丁目

尾間木 東浦和1～9丁目、大字中尾、大字大間木、大字大牧、大字下山口新田、大字井沼方、
大字大谷口の一部

美園 大字大崎、大字南部領辻、大字中野田、大字上野田、大字高畑、大字代山、大字寺山、大字大門、
東大門1～3丁目、大字北原、大字間宮、大字下野田、大字玄蕃新田、美園1～6丁目

岩
槻
区

岩槻

本町1～6丁目、愛宕町、西町1～5丁目、日の出町、仲町1・2丁目、宮町1・2丁目、美幸町、
城南1～5丁目一部、城町1・2丁目、並木1・2丁目、本丸1～4丁目、大字岩槻一部、
府内1丁目・2・3丁目一部、加倉1丁目一部・2丁目、東町1・2丁目、西原、西原台1・2丁目、
太田1～3丁目

川通 大字南平野一部、南平野1～5丁目、大字長宮、大字大野島、大字増長、大字大口、
大字大谷、大字大戸、大字新方須賀、大字大森

柏崎 大字柏崎、原町、大字加倉、加倉1丁目一部・3～5丁目、大字浮谷、大字谷下、
大字真福寺、大字横根、城南1～3丁目一部

和土 大字飯塚、大字黒谷、大字笹久保、大字笹久保新田、大字村国、大字南下新井、
城南4・5丁目一部、府内2・3丁目一部・4丁目

新和 大字末田、大字釣上、大字尾ヶ崎、大字高曽根、大字野孫、大字釣上新田、
大字尾ヶ崎新田、美園東1～3丁目

慈恩寺 大字慈恩寺、大字表慈恩寺一部、大字裏慈恩寺、大字小溝、大字徳力、大字南辻、大字鹿室、
大字相野原、古ヶ場1・2丁目、大字古ヶ場、上野1・2丁目一部・3～6丁目、大字上野

河合 大字馬込、大字掛、大字金重、大字平林寺、大字本宿、大字箕輪、大字岩槻一部

東岩槻 東岩槻1～6丁目、上里1・2丁目、大字表慈恩寺一部、諏訪1～5丁目、上野1・2丁目一部、
大字南平野一部
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2　第2次計画の見直しに向けたアンケート調査について

❶ 地区社会福祉協議会アンケート
Ⅰ　地区社協の基盤整備について

　本計画の策定にあたっては、地区社会福祉協議会及び地域包括支援センターの皆様にご協力いただき、
地域の課題や本会の活動に期待すること等について、アンケート調査を実施しました。
　第3章（17ページ～20ページ）においても結果を抜粋し掲載していますが、調査結果の詳細を報告する
ものです。

【質問１】　地域福祉行動計画策定の効果について

特に効果があった具体的な内容  
・役員が一新した年に計画の再策定があったため、新たなスタートの土台になった。
・地域のニーズに合った（社協の）活動は何かを考えるチャンスになり、高齢者は何を求めているのか知るき
っかけとなった。

・地区社協が今後どのように進んでいくのか、今年度の取り組みがより明確になった。
・サロン活動に関心が高まり、参加者が増えた。今後、元気な高齢者の協力によって、認知症の方々へのサ
ポート、運動などを中心に健康長寿を伸ばす交流の場を増やすため、ボランティアの育成を考えていきたい。
・自治会長、民生委員児童委員とともに行動計画を策定したため、信頼関係が深まった。

7

①策定の過程で、今まで関わりの少なかった地域の
関係者や住民との連携が生まれた
②策定の過程で、地区社協関係者の地域福祉に対す
る理解が深まった
③策定の過程で、地区社協関係者間の連帯や地域課
題や目標を共有することができた
④調査の実施により、地域課題を把握することがで
きた
⑤策定を機に、今まで実施していなかった新たな事
業や活動に取り組むことができた
⑥地区社協として取り組むべき活動の優先順位を明
確にできた
⑦地区社協として取り組むべき活動を、中長期的な
見通しを持って取り組むことができた
⑧調査や計画の公表により、地区社協活動について
広く地域住民の理解と協力が得られた
⑨活動が効果的に実施できたかを振り返り、今後の
活動に生かすことができた

■Ａ=とても効果があった　　　　■Ｂ=やや効果があった　　■Ｃ=あまり効果はなかった
■Ｄ=まったく効果はなかった　　■Ｅ=無回答

2

3

1

11地区

7

6

6

7

4

17

8

27地区

22

23

30

23

24

27

21

28

9地区

18

18

9

17

16

16

6

10
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【質問２】　地区社協事務所の設置について                 

特に効果があった具体的な内容  
・地区の活動の拠点になった。
・事業等の企画を行う場として非常に有効である。
・事務所を開設できたことにより、役員や地域住民が気軽に立ち寄ってもらえるようになった。また、パソ
コンやコピー機等の設置により、事務が大変早く行えるようになった。

・事務所の開設に伴い、資料の管理がやりやすくなった。
・事務所を拠点として情報交換がスムーズに行えるようになり、各団体やボランティア福祉関係機関との連
携が取りやすくなった。

【質問３】　地域福祉コーディネーターの配置について             

特に効果があった具体的な内容  
・地区社協の事業報告等事務作業の効率化が進んだ。
・役員の負担が少なくなり、他の活動に専念することが出来るようになった。
・広報紙の作成や敬老会の実施、連絡がスムーズに行えるようになった。
・地域福祉コーディネーター間の交流がはじまり、他地区社協の情報が入手しやすくなった。
・きちんとした事務処理、広報活動、課題に対する的確な方向付けなど、地域福祉コーディネーターの助け
がなければ活動が進まない。

①地域住民が立ち寄るようになり、地区社協の認知
度が高まった

②地区社協関係者が立ち寄るようになり、地区社協
関係者間の関係性が深まった

③関係機関やボランティア等が立ち寄るようになり、
関係性が深まった

④会議や打ち合わせの会場として活用し、活動が充
実した

⑤サロン等、地区社協事業の会場として活用し、活
動が充実した

⑥個人情報や資料の管理がより適切に行えるように
なった

⑦パソコンやコピー機等の設置により、事務がスム
ーズに行えるようになった

■Ａ=とても効果があった　　　　■Ｂ=やや効果があった　　■Ｃ=あまり効果はなかった
■Ｄ=まったく効果はなかった　　■Ｅ=無回答

1

1

1

1

2

1

1

1

8

10

2

4

3

11

3

1

21

17

25

14

12

20

11

15

27

17

28

14

23

34

①地区社協の認知度が高まった 24地区

15

22

25

25

31

38

29

15

7

20地区 111

11

1

2

2 2

1

1

4 1

4 1

3 1

3 1

4 1

27

21

18

17

14

7

15

27

20 16

②地域の福祉課題や社会資源を把握しやすくなった

③福祉制度や関係機関の情報収集がしやすくなった

④関係機関やボランティア等との連携・情報交換が
しやすくなった

⑤他地区社協との連携・情報交換がしやすくなった

⑥地区社協関係者や関係機関との連絡がスムーズに
行えるようになった

⑦会議資料の作成などの事務処理がスムーズに行え
るようになった

⑧各種事業の実施がスムーズに行えるようになった

⑨新たな事業の企画立案等に取り組むことができた

⑩住民の個別の相談に応じることが増えた

■Ａ=とても効果があった　　　　■Ｂ=やや効果があった　　■Ｃ=あまり効果はなかった
■Ｄ=まったく効果はなかった　　■Ｅ=無回答
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Ⅱ　地区社協の活動について

【質問４】　事業を実施した効果について

特に効果があった具体的な内容  
・事業を実施したことによって、一人暮らし高齢者との関わりが深まった。除々に地域の高齢者のサロンへ
の参加も増えてきている。

・高齢者サロンの開設場所を増やしたことにより、一人暮らし高齢者のみならず、広く高齢者の居場所作り
に効果があった。

【質問５】　活動にあたっての課題について        

特に課題となっている具体的な内容  
・空き家対策（サロンとして活用）と活動者のリーダーが必要。
・各種事業を広く展開していきたいが、活動資金の確保が難しい。
・事業に参加されない方の掘り起こしが課題。
・地区社協がイニシアチブをとった事業展開になりきれていない部分が多い。
・地区社協の主な活動者は、自治会役員と民生委員となっている。
・地区社協への認知や理解を深めてもらう努力が必要。

①地域の福祉課題が把握しやすくなった 15地区

9

9

22

4

19

13

18

6

28地区

32

27

25

24

23

23

24

32

5地区

7

12

1

18 2

6

12

5 1

7 2 1

②住民の福祉に対する関心が高まった

③住民相互の連携が良くなった

④地区社協関係者間の連携が良くなった

⑤各種事業の担い手が増えた

⑥関係機関や地域内の他団体等との連携が深まった

⑦関係機関や地域内の他団体等と協働して新たな事
業を行うことにつながった
⑧一人暮らし高齢者などの事業対象者が地域と関わ
りをもつようになった
⑨一人暮らし高齢者など事業対象者の生活や健康が
向上した

■Ａ=とても効果があった　　　　■Ｂ=やや効果があった　　■Ｃ=あまり効果はなかった
■Ｄ=まったく効果はなかった　　■Ｅ=無回答

①活動資金の確保が難しい 16地区

11

16

5

5

4

5

3

7

10地区

11

8

18

19

19

22

21

12

2

2

1

2

4

2

5

10

2

20地区

24

23

23

20

23

16

14

27

②活動場所の確保が難しい

③活動協力者の確保が難しい

④対象者への事業周知が難しい

⑤対象者の把握が難しい

⑥活動にあたってのノウハウが不足している

⑦地区社協関係者の活動への理解や協力が不十分で
ある
⑧地区社協と関係機関との連携が不十分である

⑨地域住民の地区社協の認知や理解が不十分である

■Ａ=とても課題となっている　　　　■Ｂ=やや課題となっている
■Ｃ=あまり課題となっていない　　　■Ｄ=まったく課題となっていない
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【質問６】　今後、必要な事業や活動について

特に取り組んでいきたいと考える具体的な活動  
・ボランティアの育成及び組織化。
・現在の組織、役員体制では限界がある。担い手を増やす取り組みが必要。
・定年を迎えられた男性の居場所づくりが少ない。
・地域住民と関連及び関係先とのつなぎ役と地域住民に対する啓発活動こそ、地区社協の役割と考える。
・一人暮らし高齢者の生活の安全、防災に取り組んでいくことが急務である。
・広報紙の発行やインターネットの活用などによる地区社協のＰＲと事業展開の発信。
・認知症の方を地域で支える取り組み。

①調査などによる地域住民のニーズ把握 14地区

32

16

27

15

13 13

2

27

35

8

24

1

22

6

14

9

23地区 9地区 11

13 3

21 11

18 3

27 5 1

1

1

1

1

22

14 30 2

219

12

1228

20 4

20 26

20 5

17 25

20 14

19 19

②広報紙の発行やインターネットの活用などによる
福祉情報の発信

③懇談会や会議の開催など住民や関係機関との連携
強化

④福祉講座の開催などの福祉意識の啓発

⑤学校等と協力した福祉教育

⑥ボランティアの育成

⑦家事や外出の手伝いなど日常生活上の支援

⑧見守りや声かけなどの安否確認や孤立防止

⑨高齢者サロンなどの高齢者の居場所づくりや交流

⑩介護者サロンなどの家族への支援

⑪子育てサロンなどの子育て世代への支援

⑫経済的に困窮している方への支援

⑬防災活動や災害時要援護者への支援

⑭住民の困り事や悩みごと等の個別相談

⑮子どもたちへの支援

⑯障害を持った方への支援

■Ａ=積極的に取り組んでいきたい　　　■Ｂ=できれば取り組んでいきたい
■Ｃ=今のところ取り組む予定はない　　■Ｄ=重要と考えていない　　　　■Ｅ=無回答
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Ⅲ　既存の制度で対応できない課題について

【質問７】　既存の制度で対応できない課題について

【質問８】　課題解決のための連携について（連携が必要な機関・団体等）

特に連携が必要な機関  
・市社協である。ぜひ、市社協も地区社協の相談に応えられる人材の育成に努力してほしい。
・地区社協との連携。事業実施状況や成果と課題点、ボランティアの参加状況や募集方法等の共有する場。

①偏見や差別による近隣トラブルがある

②虐待や悪質商法などの権利侵害に遭っている

③身寄りのない方が緊急入院した際や他界した場合の対応に
困っている

④家事の手伝いが必要だが十分でない

⑤外出の手伝いが必要だが十分でない

⑥周りに支援してくれる人がいない

⑦経済的に困窮しているが、利用できる制度がない

⑧就労や社会参加を希望しているが、できていない

⑨ゴミ屋敷のようになっているが、拒否して受け入れない

⑩相談先を教えても、自分では相談しに行くことができず生
活が改善されない

■Ａ=とても対応に困っている　　■Ｂ=やや対応に困った

■Ｃ=対応に困ったことはない　　■Ｄ=相談はなかった　　■Ｅ=無回答

8地区 36地区 1

1

1

3

6 36 24

7 27 310

6 36 33

8 35 32

6 32 37

8 30 37

3 32 24

4

7

2 35 25

8 32 34

①福祉事務所（福祉課・高齢介護課・支援課）

②保健所・保健センター

③市社会福祉協議会

④地域包括支援センター・在宅介護支援センター

⑤障害者生活支援センター

⑥子育て支援センター

⑦シルバー人材センター

⑧ハローワーク

⑨福祉施設

⑩医療機関

⑪教育機関（小学校・中学校）

⑫教育機関（高校・専門学校・大学）

⑬警察

⑭民生委員・（主任）児童委員

⑮自治会

⑯ボランティア・ＮＰＯ団体

⑰民間企業・商店会

⑱弁護士・司法書士

■Ａ=とても連携が重要だと思う　　　■Ｂ=やや連携が必要だと思う

■Ｃ=今のところ連携の必要はない　　■Ｄ=無回答

38地区

21

17地区

7

7 26

20

21 13

20

20 17

17 25

18

34

39

18 23

18 24

18

39

9

6

38

43

6

2

2

18

1

25

16 22

22

8

10

13

2

2

2

2

2

2

22

12

12

24

9 35

3592

2

2

2

2

2

2

8

4

4

4
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【質問１】　地域の社会資源について

特に充足が必要と考える具体的な内容  
・病院や金融機関に行けず困っている。
・軽易な支援（電球交換、窓ふき、草取り等）。
・住民のニーズ把握。
・ボランティア団体等に関する把握・連携・育成。
・経済的に困窮している方への支援。

❷ 地域包括支援センターアンケート
Ⅰ　圏域における社会資源について

■Ａ=とても不足している　　　　■Ｂ=やや不足している　　■Ｃ=不足していない
■Ｄ=無回答

14センター

14

7

7

7

8

8

8

16 3

3

3

15

15

15

15

4

4

4

4

5

5

17

17

8

8

8

12

620

20

13

13

10

10

9

9

2

2

2

2

19

19

19

1

1

1 1

1

1

18

18

2

13センター①調査などによる地域住民のニーズ把握

②住民への福祉情報の発信

⑤福祉講座の開催などの福祉意識の啓発

⑥学校等と協力した福祉教育

⑦ボランティアの育成

⑧買い物や調理、掃除などの支援

⑨比較的軽易なゴミ出しなどの支援

⑩外出支援などの支援

⑪見守りや声かけなどの安否確認や孤立防止

⑬介護者サロンなどの家族への支援

⑭判断能力が不十分な方への支援など権利擁護

⑮高齢者の就労支援

⑯経済的に困窮している方への支援

⑰防災活動や災害時要援護者への支援

⑫高齢者サロンなどの高齢者の居場所づくりや交流

③自治会やボランティア団体等との連携のための
調整支援

④懇談会や会議の開催など住民や関係機関との連
携強化

⑱住民の困り事や悩みごと等の個別相談に応じる
活動
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Ⅱ　社会福祉協議会について

【質問２】　さいたま市社協に期待すること

特に進めてほしい具体的な内容  
・介護保険外の生活支援サービス（あおぞらサービス事業協力会員の確保）。
・学生や住民向けに福祉分野に興味を持っていただけるような講座。
・住民のニーズ把握。
・福祉に関わる人材の育成。
・防災活動や要支援者への支援。
・ボランティアの育成。
・現場へ出向き、自ら関係機関と顔の見える関係をつくること。

②住民への福祉情報の発信

⑧学校等と協力した福祉教育

⑨ボランティアの育成

⑮介護者サロンなどの家族への支援

㉑就労支援

㉒職業として福祉に関する業務を担う人材の育成

⑯貸付事業等の経済的に困窮する方への支援

⑩訪問介護等の介護保険サービス

①調査などによる地域住民のニーズ把握

③地区社協やボランティア団体等の活動の充実に
ついての支援

④地区社協やボランティア団体等と連絡・連携に
あたっての調整支援

⑤ボランティア団体等の地域の社会資源の把握と
情報提供

⑥懇談会や会議の開催など住民や関係機関との連
携強化

⑦福祉講座の開催などの福祉意識の啓発

⑪あおぞらサービス等の介護保険外の生活支援
サービス

⑫あんしんサポートさいたまや法人後見等の判断
能力が低下した方への支援

⑬見守りや声かけなどの安否確認や孤立防止

⑭高齢者サロンなどの高齢者の居場所づくりや交
流

⑰防災活動や災害時要援護者への支援

⑱住民の困り事や悩みごと等の個別相談

⑲虐待や悪質商法被害などの権利擁護に関する支
援

⑳支援機関が対応に困難を抱えた場合の、支援機
関に対する支援

■Ａ=積極的に取り組んでほしい　　　　■Ｂ=できれば取り組んでほしい
■Ｃ=現状のままで支障はない　　　　　■Ｄ=無回答
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Ⅲ　既存の制度で対応できない課題について

【質問３】　既存の制度で対応できない課題について

特に対応に困った事例  
・入院、入所、逝去した場合等に関わる身元保証の問題。
・通院や外出時の移動支援。
・ゴミ屋敷への対応。

【質問4】　課題解決のための連携について（連携が必要な機関・団体等）

②虐待や悪質商法などの権利侵害に遭っている

①偏見や差別による近隣トラブルがある

④家事の手伝いが必要だが十分ではない

⑤外出の手伝いが必要だが十分でない

⑥周りに支援してくれる人がいない

③身寄りのない方が緊急入院した際や他界した場
合の対応に困っている

⑦経済的に困窮しているが、利用できる制度がない

⑧就労や社会参加を希望しているが、できていない
⑨ゴミ屋敷のようになっているが、拒否して受け
入れない

⑩相談先を教えても、自分では相談しに行くこと
ができず生活が改善されない

■Ａ=とても対応に困った　　　　■Ｂ=やや対応に困った
■Ｃ=特に困ることはなかった　　■Ｄ=相談はなかった
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■Ｃ=今のところ連携の必要はない
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3　用語解説

か
行

介護予防・
日常生活支援総合事業

市区町村が介護予防及び日常生活支援のための施策を総合的に
行えるよう、平成23年の介護保険制度の改正において創設され
た事業で、平成26年の制度改正により新たに再編成され、現在
は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」から
なっている。介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サー
ビス、通所型サービス、生活支援サービス、介護予防ケアマネジ
メントがあり、要介護（要支援）認定で「非該当」に相当する第1号
被保険者（高齢者）や要支援1・2と認定された被保険者を対象とす
る。介護予防訪問介護と介護予防通所介護がそれぞれ訪問型サー
ビス、通所型サービスに移行するとともに、この新しい介護予防・
日常生活支援総合事業は、平成29年度末までに全市区町村で実施
するよう、各市区町村で整備が進められている。

合計特殊出生率 各年次の出生の水準を表すもっとも代表的な指標。人口動態統計
によって、15～49歳までの女性の年齢別出生率の合計から計算
される。

子どもの貧困対策法 子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることの
ないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を
整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対
策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子ど
もの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧
困対策を総合的に推進することを目的として制定された法律。

コミュニティ
ソーシャルワーク

生活課題を抱えた人たちが暮らす地域を援助の舞台として、課題
を抱えた人たちの個別援助を行うと同時に、同様のニーズの発生
を予防するために地域の解決基盤を強化していくことを目指す実
践。

コンプライアンス 社会秩序を乱す行動や社会から非難される行動をしないこと。法
令遵守、事業所倫理、リスク管理の一環として信頼性の確保など
の意味。

さ
行

障害者差別解消法 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相
互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、
雇用、教育、医療、公共交通など障害者の自立と社会参加に関わ
るあらゆる分野を対象として、差別を解消するための措置及び支
援措置について定めている。

生活困窮者自立支援法 生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困
窮者に対し、自立相談支援事業の実施、居住確保給付金の支給そ
の他の支援を行うための所要の措置を講ずるもので、生活保護に
至っていない生活困窮者に対する「第2のセーフティネット」を全
国的に拡充し、包括的な支援体系を創設するもの。
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た
行

チームアプローチ 対象者に関係する職種や取り巻く人々すべてが、本人の生活の自
立や生活の質の向上に向けて対象者と関わるなかで、それぞれの
職種がその特徴を活かしながら自分がどの役割を担い、全体とし
てどのようなサービスを組み立てていくのかを認識すること。

地域ケア会議 保健・医療・福祉の現場職員を中心に専門家等で構成されている。
そして、介護予防・生活支援の観点から介護保険外のサービス提
供が必要な高齢者を対象に、効果的な介護予防・生活支援サービ
スの総合調整や地域ケアの総合調整を行っている。

地域福祉計画 誰もが住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らしていけるよ
うに、互いに助け合い、支えあうような関係づくりを進めるため、
住民、地域の関係団体等と行政が協働して進めていくための計画
で、各市町村単位での策定が社会福祉法第107条により規定され
ている。

地域福祉行動計画 さいたま市内の地区社会福祉協議会ごとに、住民が中心となって
地区の課題を明らかにするとともに、それらの課題解決のための
取り組みや地区社会福祉協議会活動展開の指針を示した計画。

地域包括ケアシステム 重度の要介護状態になった高齢者でも、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ができることを目的とし
ている。おおむね30分以内に必要なサービスが提供される中学校
区などの日常生活圏域内において、医療、介護予防、住まい、生
活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体
制のこと。

わ
行

我が事・丸ごと 厚生労働省が厚生労働大臣を本部長として平成28年7月に設置し
た『「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部』における、地域共生
社会への実現に向けた様々な福祉改革の方向性を指している。「我
が事」とは、他人事になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」
として主体的に取り組む仕組みづくりであり、「丸ごと」とは、市
町村がそれら地域づくりの取り組みの支援と公的な福祉サービス
へのつなぎを含め、また、対象者ごとに整備された「縦割り」の公
的福祉サービスも含めての「丸ごと」であり、その趣旨に沿って各
種の福祉改革が行われていくことになっている。

用語解説は主に次の出典を参考に作成
　「社会福祉の動向2017」(中央法規出版株式会社)
　「社会福祉用語辞典・第9版」(株式会社ミネルヴァ書房)
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4　さいたま市地域福祉推進委員会委員名簿

役職 氏　名 所属・職名 区分

委 員 長 森田　勝利
さいたま市社会福祉協議会副会長
さいたま市社会福祉審議会委員

市社協

副委員長 菱沼　幹男
日本社会事業大学
社会福祉学部福祉計画学科准教授

学識経験

委　　員 根本　淑枝
さいたま市民生委員児童委員協議会会長
さいたま市社会福祉審議会委員

民児協 平成28年12月就任

委　　員 鈴木真由美
さいたま市民生委員児童委員協議会
主任児童委員連絡会部会長
さいたま市社会福祉審議会委員

民児協 平成28年12月就任

委　　員 中村　清子 特定非営利活動法人ケア・ハンズ代表 関係団体

委　　員 田口秀之助
さいたま市障害者協議会会長
さいたま市身体障害者福祉協会会長

関係団体

委　　員 山本登志雄 有限会社ナックス代表取締役 関係団体

委　　員 邨山由紀子
社会福祉法人欣彰会
高齢者総合サービスセンター敬寿園
七里ホーム副施設長

福祉施設

委　　員 清水　恒男 さいたま市保健福祉局福祉部長 行政 平成28年4月就任

委　　員 三宅　貫三 さいたま市民生委員児童委員協議会会長 民児協 平成28年11月退任

委　　員 戸部　桂子
さいたま市民生委員児童委員協議会
主任児童委員連絡会部会長

民児協 平成28年11月退任

委　　員 志村　忠信 さいたま市保健福祉局福祉部長 行政 平成28年3月退任
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平成29年３月

さいたま市浦和区常盤9-30-22
TEL：048-835-3111
FAX：048-835-1222
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