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はじめにー平成 29 年度の要点― 

 

急速な少子高齢化、生活様式の多様化に伴って地域社会や家庭の様相は大きく変容し、ひきこも

り等の社会的孤立、貧困、差別や虐待といった権利擁護の問題等々、地域には非常に多くの生活課

題が山積しています。2025 年問題を控え、「我が事・丸ごと」の地域包括ケアシステムの構築が急

務となっています。 

このような課題に対し、所沢市社会福祉協議会（以下、所沢社協）は、誰もが安心して暮らせる

福祉のまちづくりのため、『第 4 次地域福祉活動計画』『第 2 次発展・強化計画』を踏まえながら、

コミュニティソーシャルワーカーの配置をはじめとする各種事業を通じ、地域福祉を地域住民、関

係機関・団体の皆様と進めました。 

また、平成 29 年度は法人化 50 年という大きな節目を迎えました。そして、所沢市こどもと福

祉の未来館に移転してから 1 年が経過しました。これまでの歴史を振り返り、これからの地域福祉

や所沢社協の方向性を確認する機会に恵まれた一年となりました。 

所沢社協の運営における平成 29 年度の主な要点は下記 7 点です。 

 

1 社会福祉法改正（平成 29 年 4 月 1 日施行）に伴う各種例規や体制整備を進めました。 

 

2 介護保険認定調査事務受託法人として県から指定を受けるとともに、所沢市における認定調査

事業実施について所沢市と協議を進め、平成 30 年度からの実施に向け、体制整備を進めました。 

 

3 所沢市第 2 層生活支援コーディネーター業務の委託を所沢市から受け、地域包括ケアシステム

の推進を図りました。 

 

4 法人化 50 周年を記念し、記念式典の開催やホームページのリニューアル、記念誌の発行等を進

め、これまで支えていただいた地域住民、関係機関・団体の皆様へ感謝するとともに、これから

所沢社協がさらに発展していくための方向性を確認しました。また、こども未来基金を設置し、

総額 200 万円弱の寄付金を集めることができました。 

 

5 行政区毎にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、地域福祉の推進を図りました。 

 

6 第 4 次地域福祉活動計画の中間見直しを地域福祉活動推進会議が中心となり行いました。 

 

7 第 3 次発展・強化計画を、管理職と現場担当者会議担当職員（各所属の中堅～リーダー級職員）

とともに検討し、策定を進めました。 

 

 

 

 

 

 

※コミュニティソーシャルワーカー（ワーク）（CSW）…個別の支援を行いながら、ニーズの

共通性に着目し、地域の生活課題解決に向け、住民と協働して新しい仕組みづくりに取り組

む専門職。 
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Ⅰ 法人運営 

■主な財源：会費、寄付金、市補助金、共同募金配分金、収益事業収入 

 

１．法人運営事業 

法人の健全経営や、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体としてふさわしい事業を適正に

行うため、経営基盤の強化を図るとともに、提供する福祉サービスの向上、事業経営の透明性に努

めた。特に社会福祉法改正に伴う法人の基盤体制の整備、第 3 次発展強化計画の策定、法人化 50

周年記念事業に力を入れた。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 会議等の開催 

① 役員・委員による会議等 

ａ 評議員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ｂ 監事会 

 

 

 

 

 

 

ｃ 理事会 

 

 

 

 

（1） 会議等の開催 

 ① 役員・委員による会議等 

  ａ 評議員会 

  【第 1回】平成 29年 6月 15日（木） 

   平成 28 年度事業報告・決算、平成 29年度補正

予算、役員（理事・監事）の選任  

  【第 2回】平成 29年 8月 25日（金） 

   平成 29年度補正予算 

  【第 3回】平成 29年 11月 15日（水） 

所沢市第 2 層生活支援コーディネーター業務委

託、平成 29年度補正予算、愛の福祉基金の運用、

役員（監事）の選任 

【第 4回】平成 30年 2月 16日（金） 

 平成 29 年度補正予算、指定要介護認定調査事

務、定款の一部変更 

【第 5回】平成 30年 3月 27日（火） 

 平成 29 年度補正予算、平成 30 年度事業計画及

び予算、規程改正 

ｂ 監事会 

【第 1回】平成 29年 5月 12日（金） 

 平成 28年度事業運営（経営関係）及び会計処理

状況（決算関係）について 

【第 2回】平成 29年 10月 13日（金） 

 平成 29年度上期事業運営（経営関係）及び会計

処理状況について 

ｃ 理事会 

【第 1回】平成 29年 5月 25日（木） 

 平成 28年度事業報告・決算、平成 29年度補正 

予算、評議員選任・解任委員会委員の補充選任、 

規程改正 
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ｄ 評議員選任・解任委員会 

 

 

ｅ 福祉サービスの適正運営に関する

第三者委員への報告会 

 

 

ｆ 理事・監事・評議員等研修の実施 

 

 

② 職員による会議 

ａ 管理職会議 

 

 

ｂ 調整会議 

 

ｃ 現場担当者会議 

 

 

 

【第 2回】平成 29年 6月 16日（金） 

会長の選任、副会長の選任、常務理事の選任、 

   評議員選任・解任委員会委員の選任 

  【第 3回】平成 29年 8月 10日（木） 

   平成 29年度補正予算、評議員会の開催、 

職員人事 

  【第 4回】平成 29年 11月 1日（水） 

   所沢市第 2層生活支援コーディネーター業務委 

   託、平成 29年度補正予算、規程規則改正、愛の

福祉基金の運用、評議員会の開催、役員候補者

の選任、評議員候補者の推薦、評議員選任・解

任委員会委員の補充選任 

  【第 5回】平成 30年 2月 6日（火） 

   平成 29 年度補正予算、指定要介護認定調査事

務、定款の一部変更、規程制定、規程規則改正、

評議員会の開催 

  【第 6回】平成 30年 3月 13日（火） 

   平成 29 年度補正予算、平成 30 年度事業計画及

び予算、規程規則改正、職員人事、評議員会の

開催 

ｄ 評議員選任・解任委員会 

【第 1回】平成 29年 11月 7日（火） 

評議員の選任について 

ｅ 福祉サービスの適正運営に関する第三者委員

への報告会 

・平成 29年 7月 31日（月） 

・事業説明、苦情についての情報共有 

ｆ 理事・監事・評議員等研修の実施 

   ・平成 29年 8月 10日（木）（第 3回理事会閉会後） 

   ・所沢市立きぼうの園・所沢市立プロペラの見学 

② 職員による会議 

ａ 管理職会議 月 1回、計 12回開催 

  各所属情報及び課題共有、第 2 次発展・強化計

画の進行管理、第 3次発展・強化計画の検討 

ｂ 調整会議 月 1回、計 12回開催 

 課題についての協議 

  ｃ 現場担当者会議 月 1回、計 11回開催（4月

以外実施） 

各所属情報及び課題共有、第 2次発展・強化計

画の進行管理、第 3次発展・強化計画の検討 
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ｄ 研修担当者会議 

 

 

ｅ 衛生委員会 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ 医療的ケア検討委員会 

 

 

（2） 各種法令に基づく諸規程の整備 

 

 

 

 

 

 

（3） 社会福祉法人会計基準による適正 

な会計処理の実施 

 

（4） 個人情報保護法及び行政手続にお

ける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づ

く情報管理の実施 

（5） 第 2 次発展・強化計画の進捗管理 

 

 

 

 

 

 

（6） 職員提案制度の推進 

 

（7） 福祉人材育成の実施 

① 本会職員研修の実施（「人材育成方針」

「平成 29 年度職員研修計画」に基づき実施） 

  ｄ 研修担当者会議   

・毎月 1回、計 11回開催（4月以外実施） 

  ・研修計画の進行管理、課題共有等 

  ｅ 衛生委員会 

【第 1回】平成 29年 4月 25日（火）実施 

衛生推進者について、平成 29年度の各種取り組

みの確認、ハラスメント相談員の選出 

【第 2回】平成 29年 11月 7日（火）実施 

次年度予定の確認、上半期の各種取り組みにつ

いて、各事業場の状況、課題について共有及び

意見交換   

 ｆ 医療的ケア検討委員会 

・年 4回開催、査察１回 

・要領の改正、医療的ケア実施の協議 

（2） 各種法令に基づく諸規程の整備 

・個人情報保護に関する法律の改正に伴い、個

人情報保護規程を改正（第 5 回理事会にて上程） 

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、

育児休業・介護休業等に関する規則を改正（第

5回理事会にて上程） 

（3） 社会福祉法人会計基準による適正な会計処理

の実施 

   会計指導 5回実施。経理規程を一部改正 

（4） 個人情報保護法及び行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく情報管理の実施 

   規程に基づき管理を実施 

（5） 第 2 次発展・強化計画の進捗管理 

・管理職会議・現場担当者会議にて評価シート 

 を使用し課題の抽出等を実施 

・第 3 次発展・強化計画策定に向けて第 2 次の

計画を継承しつつ、管理職・現場担当者で構

成される策定委員会を立ち上げ課題の抽出及

び重点項目について協議 

（6） 職員提案制度の推進 

   ・提案実績なし 

（7） 福祉人材育成の実施 

 ① 本会職員研修の実施  

  ○職業倫理研修 
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② 所沢市内の福祉事業所等の職員に 

対する研修の実施 

③ 人材育成に関する調査研究 

 

 

 

 

   ・平成 29年 4月 21日（金）18時～20時 

   ・内容：福祉職としての職業倫理 

   ・講師：近藤宏一弁護士 

   ・参加者：32名 

  ○階層別研修 

  【新任研修】平成 29年 4月 11日（火） 

・内容：今後の自分のキャリアプランについて 

・参加者：8名 

【中堅職員研修】平成 29年 4月 25日（火） 

   ・内容：キャリアプランの視点から振り返りこ

れからを考える 

・参加者：35名参加 

【リーダー職員研修】平成 29年 4月 18日（火） 

・内容：リーダー職員の役割について 

・参加者：12名 

   上記階層別 3研修は、時間はいずれも 18時～20

時、会場は所沢市こどもと福祉の未来館、講師

は下村信子社会保険労務士 

  【管理職研修】平成 29年 5月 22日（月） 

・内容：目標管理と人材育成 

・講師：大舘 勉副市長 

・参加者：10名 

  〇庶務事務研修（全 4回） 

時間はいずれも 16時～17時 30分、会場は所沢

市こどもと福祉の未来館、講師は本会職員 

  【基本事務編】平成 29年 4月 7日(金) 

参加者：18名 

  【文書事務編】平成 29年 4月 10日(月) 

   参加者：21名 

  【会計編】平成 29年 4月 12日(水) 

   参加者：25名 

  【目標管理編】平成 29年 4月 14日(金) 

   参加者：12名 

②③ 所沢市内の福祉事業所等の職員に対する研修

の実施及び人材育成に関する調査研究 

埼玉県西部地域社協及び福祉事業所の職員（福

祉人材）のスキルアップを図ることを目的に平

成 29年 9月～12月の間にかけて計 12本実施し

た（公益財団法人日本社会福祉弘済会助成事

業）。参加者延 123名。実施する中で、人材育成
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（8） 法人情報の発信 

 ① 広報紙・パンフレット等の発行 

 

② ホームページ等のリニューアル及 

び運営 

 

 

 

 

 

 

（9） 社協会員の拡充 

① 広報・PRの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の今後のあり 方について検討を行った。

なお、検討結果については、助成元である公益

財団法人日本社会福祉弘済会に報告を行った。 

・内容：「仕事の進め方研修」「キャリアデザイン

研修」「ナレッジマネジメント研修」「OJT

研修」「リスクマネジメント研修」「問題

解決技法研修」「コミュニケーション研

修」「ハラスメント研修」「コーチング研

修」「メンタルヘルスⅠ研修」「メンタル

ヘルスⅡ研修」「ケアマネ受験対策研修」 

・講師：株式会社インソース、安藤亘氏（㈱ビヨ

ンドザボーダー株式会社）、下村信子氏

（社会保険労務士）、内田英一氏（埼玉県

介護支援専門員協会） 

（8） 法人情報の発信 

 ① 広報紙・パンフレット等の発行 

 社協だより及び社協のしおりを作成、発行した。 

 ② ホームページ等のリニューアル及び運営 

○リニューアルについて 

   リニューアルに向け、構成や掲載内容の整備を 

   実施し、平成 30年 4月リニューアルホームペー 

   ジ公開 

  ○運営について 

   ホームページ内の 6 件の更新、各種行事・職員

募集等の案内を掲載し情報発信を実施 

（9） 社協会員の拡充 

 ① 広報・PRの充実 

各地区自治連合会のご協力のもと、住民会員の推

進を図るとともに、個人・団体・法人・事業所等

にご協力いただき、福祉会員、賛助会員、特別賛

助会員の推進を図り、多くの市民からご協賛をい

ただいた。 

  ○住民会員会費 

地区 平成 29年度 平成 28年度 

松井 1,387,005円 1,347,460円 

富岡 897,000円 918,370円 

小手指 1,079,483円 1,201,459円 

山口 1,118,914円 1,117,620円 

吾妻 1,165,165円 1,279,475円 

柳瀬 488,333円 537,070円 
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② シール式会員証の発行 

 

 

（１０） 収益事業の実施 

① 自動販売機 

 

 

 

 
 

 

② 斎場売店 

 

 

 

三ヶ島 1,727,355円 1,709,805円 

新所沢 578,373円 602,108円 

新所沢東 746,745円 748,236円 

所沢 903,113円 897,374円 

並木 351,346円 427,853円 

その他 400円 3,100円 

合計 10,443,232円 10,789,930円 

  ○福祉会員会費 

区分 平成 29年度 平成 28年度 

個人 9,500円 5,000円 

団体 149,200円 157,000円 

法人 10,000円 13,000円 

合計 168,700円 175,000円 

  ○賛助会員会費 

区分 平成 29年度 平成 28年度 

個人 459,000円 459,000円 

団体 13,068円 35,000円 

法人 117,000円 48,000円 

合計 589,068円 542,000円 

  ○特別賛助会員会費 

区分 平成 29年度 平成 28年度 

個人 140,000円 110,000円 

団体 0円 20,000円 

法人 230,000円 230,000円 

合計 370,000円 360,000円 

  ②シール式会員証の発行 

   市民を対象に会員証デザインを募集し、作成・

発行をした。 

（１０） 収益事業の実施 

① 自動販売機 

 平成 29年度 平成 28年度 

販売機設置台数 93台    93台 

手数料等収入額 12,634,605円 12,892,067円 

電気料等支出額 290,298円 280,879円 

差引後の額（a） 12,344,307円 12,611,188円 

② 斎場売店 

 平成 29年度 平成 28年度 

売上等収入額 25,450,834円 27,242,715円 

仕入費等支出額 22,870,296円 24,150,182円 



9 

 

 

③ 市民プール売店 

 

 

 

 
         

 

 

 

④ 自主財源の確保及び資金調達に関

する調査研究 

（１１） 埼玉県共同募金会への協力 

（１２） 社会福祉士・介護福祉士養成課程

の学生等の実習の受入 
    

 

（１３） 後援名義の使用許可 

 

（１４） 災害時の対応に向けた所沢社協の

組織基盤の整備（事業継続計画

（BCP）の整備等） 

（１５） 基金の運営（寄付の受入） 

① 所沢市愛の福祉基金 

 

 
    

② 所沢市こども未来基金 

 

 

③ 一般寄付 

 
    

 

（１６） 出前講座（福祉のことを学びま専

科）の開催 

   福祉の専門職としてのノウハウを活か

し、職員を講師として派遣する。 

差引後の額（b） 2,580,538円 3,092,533円 

③ 市民プール売店 

 平成 29年度 平成 28年度 

売上等収入額 2,233,032円 2,147,700円 

仕入費等支出額 2,081,856円 2,054,268円 

差引後の額（c） 151,176円 93,432円   

 

差し引き後の額の合計（a）＋（ｂ）＋（ｃ） 

平成 29年度 平成 28年度 

15,076,021円 15,797,153円 

 

 ④ 自主財源の確保及び資金調達に関する調査研究 

   実施に至らなかった。 

（１１） 埼玉県共同募金会への協力 

（１２） 社会福祉士・介護福祉士養成課程の学生等の

実習の受入 

社会福祉士養成課程の 10大学より実習生 12名

の受入 

（１３） 後援名義の使用許可 

   後援名義使用許可件数：32件 

（１４） 災害時の対応に向けた所沢社協の組織基盤の

整備（事業継続計画（BCP）の整備等） 

   具体的な整備の着手には至らなかった。 

（１５） 基金の運営（寄付の受入） 

① 所沢市愛の福祉基金 

 平成 29年度 平成 28年度 

件数 85件 161件 

金額 3,269,376円 8,204,218円 

② 所沢市こども未来基金 

件数 23件 

金額 1,923,392円 

 ③ 一般寄付  

 平成 29年度 平成 28年度 

件数 11件 21件 

金額 503,435円 289,467円 

（１６） 出前講座（福祉のことを学びま専科）の開催 

  ・市内福祉団体、関係機関等の申請に対し職員を

派遣 

  ・実施件数 
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（１７） 法人化 50 周年記念プロジェクト

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１８） 社会貢献プロジェクトの実施 

 

 

 

 

 

 

（１９） 調査研究 

  「短期金銭管理事業」「あんしん生活

サポート事業」「指定事務受託法人」に

ついての調査研究 

平成 29年度 36件 

平成 28年度 28件 

（１７） 法人化 50 周年記念プロジェクトの実施 

  下記の取り組みを実施した。 

 ○50周年記念マーク・ロゴの掲載 

○記念式典・講演会の開催（平成 29年 11月 23 

日（木・祝）、所沢市こどもと福祉の未来館） 

○記念誌の発行 

○ホームページのリニューアル 

○パネル展示（未来館 3階社協前、各拠点等） 

○法人内啓発 

○こども未来基金の創設及び寄付募集 

（１８） 社会貢献プロジェクトの実施 

  職員の社会貢献活動及び社協 PR を目的とし、「未

来館まつり」「ところざわまつり」「所沢市民フェ

スティバル」「サンタを探せ」「健康まつり」等各

種イベントに参加した。職員 68名が参加し、模擬

店出店で得られた収益 7 万円相当を生活困窮者支

援のためのフードドライブへ寄付した。 

（１９） 調査研究 

   「短期金銭管理事業」「あんしん生活サポート事

業」「指定事務受託法人」について平成 28 年度

に実施した先進地へ視察等を踏まえ、実施につ

いて検討を行った。 
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Ⅱ 地域福祉活動推進 

■主な財源：会費、市補助金、共同募金配分金、愛の福祉基金運用益 

 

１．地域福祉活動推進事業 

地域の中で起こっている様々な生活課題など地域住民のニーズに対して柔軟に対応するととも

に、CSW が社会的孤立になっている人や制度の狭間で苦しんでいる人に寄り添い、関係機関・行政

とも連携・協働して公的制度の隙間を埋め、支えあいの地域づくりを進めた。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 地域福祉活動計画の各種施策の取り組み 

① 住民のボランティア活動を支援  

 

② ボランティアコーディネーターの

育成（災害時を含む） 

 

③ 地域の中で気軽に相談できる場や

機会の拡充 

④ いつでも相談できる「福祉相談窓

口」の展開 

⑤ ふくし掲示板の推進 

 

 

 

⑥ インターネットなどによる福祉情 

報の発信と活用 

 
        

 

⑦ 生活困窮者や社会的孤立への支援 

⑧ 日常生活自立支援事業・成年後見制

度の活用 

⑨ 地域福祉サポーターの育成と活動

の強化 

 

 

 

 

 

 

（1）地域福祉活動計画の各種施策の取り組み 

① 住民のボランティア活動を支援  

 2.ボランティアセンター運営事業に記載 

② ボランティアコーディネーターの育成（災害時 

を含む） 

2.ボランティアセンター運営事業(3)に記載 

③ 地域の中で気軽に相談できる場や機会の拡充 

  1．地域福祉活動推進事業（2）⑩ a 参照 

④ いつでも相談できる「福祉相談窓口」の展開 

※相談支援課が担当 

⑤ ふくし掲示板の推進 

 平成 29年度 平成 28年度 

新規設置数 24ヶ所 17ヶ所 

設置台数合計 109ヶ所 

⑥ インターネットなどによる福祉情報の発信と 

活用 

メール配信及び SNSアプリ「LINE」を用いてボラ

ンティア情報等の福祉情報の発信 

登録者数（メール配信及び「LINE」 629名 

情報配信 103回 

⑦ 生活困窮者や社会的孤立への支援 

⑧ 日常生活自立支援事業・成年後見制度の活用 

※相談支援課が担当 

⑨ 地域福祉サポーターの育成と活動の強化 

○地域福祉サポーター養成講座の開催（2回） 

【第 1回】平成 29年 7月 22日（土）、23日（日） 

・受講者：7月 22日（土）23名 

7月 23日（日）21名 

・修了者：20名 

※うち新規登録者 20名（男性 10名、女性 10名） 

【第 2回】平成 29 年 11 月 25 日（土）、12 月 9 日（土） 
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⑩ 地元の商店や企業などによる地域

貢献活動の促進 

 

 

 

 

⑪ 地区社会福祉協議会（地区社協）を

はじめとした地域福祉推進の組織

づくり 

⑫ CSWの実践（11行政区） 

 

⑬ 参加型交流体験ができるふくし学

習プログラムの開発 

 

⑭ ふくし学習の場や機会の拡充 

 

 

⑮ 地域サロンをはじめとする活動拠

点の開拓 

 

⑯ 空き家・空き店舗（空きスペース）

の活用 

 

 

（2） その他の地域福祉活動の推進 

① 地域福祉活動推進会議の開催及び

作業部会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

・受講者：11月 25日（土）32名 

12月 9日（土）33名 

・修了者：32名 

※うち新規登録者 21名（男性 6名、女性 15名） 

○各地区サポーターの連絡会を実施（月 1回） 

⑩ 地元の商店や企業などによる地域貢献活動の

促進 

市内の商店、企業、社会福祉法人等に呼びかけ、

共同募金、社協会員、車いすちょい借りステーシ

ョン、福祉掲示板等に参加・協力を得ることがで

きた。 

⑪ 地区社会福祉協議会（地区社協）をはじめとし

た地域福祉推進の組織づくり 

  1.地域福祉活動推進事業（2）②参照 

⑫ CSWの実践（11行政区） 

  1．地域福祉活動推進事業（2）参照 

⑬ 参加型交流体験ができるふくし学習プログラ

ムの開発 

  2.ボランティアセンター運営事業参照 

⑭ ふくし学習の場や機会の拡充 

1.地域福祉活動推進事業（2）②③④⑦⑧⑨⑩参照 

2.ボランティアセンター運営事業（2）②③参照 

⑮ 地域サロンをはじめとする活動拠点の開拓 

 サロン活動・こども食堂・学修支援活動への支援

（立上げ支援含む）を行った。 

⑯ 空き家・空き店舗（空きスペース）の活用 

所沢地区・新所沢地区活動拠点を個別相談や居場 

所づくり・ボランティアグループの会議等の場と 

して活用した。 

（2） その他の地域福祉活動の推進 

① 地域福祉活動推進会議の開催及び作業部会の 

開催 

ａ 地域福祉活動推進会議 

【第 1回】平成 29年 5月 15日（月） 

   新任委員委嘱状交付、前期（平成 27・28年度）

評価、平成 29年度地域福祉活動計画進行管理 

【第 2回】平成 29年 9月 11日（月） 

   第４次地域福祉活動計画（中間見直し）進捗状

況・市内福祉団体へのヒアリング・今後のスケ

ジュール 
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【第 3回】平成 29年 11月 13日（月） 

   第 4次地域福祉活動計画（中間見直し）進捗状 

況・市内福祉団体へのヒアリング実施報告・骨   

子案・今後のスケジュール 

【第 4回】平成 30年 2月 19日（月） 

   第 4次地域福祉活動計画（中間見直し）最終案・ 

平成 30年度 推進会議スケジュール 

ｂ 地域福祉活動推進会議作業部会 

【第 1回】平成 29年 4月 10日（月） 

   29年度地域福祉サポーター養成講座、前期（平 

成 27・28年度）評価原案 

【第 2回】平成 29年 5月 8日（月） 

  前期（平成 27・28 年度）評価原案、29 年度年

間スケジュール、第 1回地域福祉活動推進会議 

【第 3回】平成 29年 6月 5日（月） 

   中間見直し作業方法 

【第 4回】平成 29年 7月 3日（月） 

中間見直し作業方法、具体的なとりくみ（案）、 

ヒアリング実施方法 

【第 5回】平成 29年 8月 1日（火） 

  中間見直し作業方法、具体的なとりくみ（案）、

ヒアリング調査項目 

【第 6回】平成 29年 9月 4日（月） 

中間見直し」作業方法、具体的なとりくみ（案）、

ヒアリング調査項目・方法、第 3回地域福祉活

動推進会議 

【第 7回】平成 29年 10月 12日（木） 

中間見直し・ヒアリング調査実施状況、地域福

祉サポーター養成講座 

【第 8回】平成 29年 11月 6日（月） 

中間見直し・ヒアリング調査実施結果、具体的

な取り組み、第 3回地域福祉活動推進会議 

【第 9回】平成 29年 12月 18日（月） 

中間見直し・具体的な取り組み、中間見直し周

知（発行）方法 

【第 10回】平成 30年 1月 29日（月） 

   中間見直し 掲載内容・発行 

【第 11回】平成 30年 3月 12日（月） 

中間見直し 掲載内容・発行、平成 29年度計 

画進捗状況評価、平成 30 年度作業部会年間ス

ケジュール 
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 ② 地域づくりを推進する組織（地区社

協・まちづくり協議会等）への連

携・協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 地域づくりを推進する組織（地区社協・まちづ 

くり協議会等）への連携・協力 

【松井地区】 

○松井地区社会福祉協議会への協力 

・正副会長会議 

 ○地区社協の具体的な取り組みについて 

・松井ちょこっと相談 

 ○毎月第 1月曜日開催（1月は休み、年 11回開 

催） 

・アンケート調査の実施 

・サロン助成事業の実施 

・住民懇談会の実施 

・福祉体験講習会…平成 30年 1月 27日（土） 

【三ヶ島地区】 

・三ヶ島まちづくり推進会議地域福祉部会（奇

数月の第 1月曜日） 

・情報交換、地域福祉活動の検討（年 6回） 

  地域の団体（16団体）、オブザーバー（関係

機関等 11団体） 

・ふくし体験 

 ・ところざわ自動車学校主催の「とこじまつり

2017」で、ふくしコーナーを開催。（子ども

あそびひろば、車いす体験、福祉バザー、綿

あめ販売、和太鼓） 

○啓発活動 

・YOSAKOI in さやフェス 2017に参加 

・地域福祉講演会 

    テーマ「自分らしく生きるために、これか

らの高齢者医療を考える」 

参加：100名参加 

○視察研修 

  ・「石坂産業株式会社」「三芳町社会福祉協議

会」を視察。 

参加：27名参加 

○講座、訓練 

  ・認知症声かけ訓練を実施 

参加：135名参加 

○赤い羽根共同募金 

  ・10 月 2 日（月）、5 日（木）の 2 日間、狭山ヶ

丘駅前にて街頭募金を実施。 

参加：関係機関・団体から約 30名参加 

（募金金額合計 49,058円） 

【小手指地区】 

○小手指地区防災訓練 

   ・9 月 2 日（土）上新井小学校会場にて、車い

すの基本的な操作について訓練を実施。 
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③ 地域福祉未来フォーラムの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・敬老会 

・住民懇談会 

【新所沢地区（しんとこ福連）】 

○運営会議（年 12回） 

   ・それぞれが取り組んでいる活動や福祉課題、

社会資源について情報交換を行なった。 

・しんとこ生活お役立ちマップの製作・発行 

   ・生活お役立ちマップ（高齢者版 2017～）を発

行。地区全戸配布や行事等にて配布。 

③ 地域福祉未来フォーラムの開催 

～その一歩が大きな輪になる～ 

・所沢市地域福祉センターと共催 

・開催日：平成 30年 3月 3日（土） 

・会場：所沢市こどもと福祉の未来館 体育館 

・参加者：約 140名 

・内容 

【オープニング】 

チアダンス『スマイル・パイレーツ』によるダ 

ンス披露 

【第 1部】 

基調講演：シニアエイジへの“食楽”と“動楽” 

ススメ 

講師：早稲田大学スポーツ科学学術院  

樋口 満 教授 

【第 2部】 

○分科会 1テーマ 

「こどもは地域の宝！こども支援活動」 

発表団体等：明峰校区こども支え合い活 

動・増田さんち 

○分科会 2テーマ 

「みんなが主役！活き活きサロン活動」 

発表団体：松郷ふれあい交流会・ 

こてよんサロン 

○分科会 3 テーマ 

「あんしん！地域のお助け活動」 

発表団体：久米上組安心お助け隊・ 

椿峰買い物支援隊 

【その他】 

・みらいかんマルシェの開催 

・市民活動団体のパネル展示 
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④ 住民懇談会など福祉情報交換の機

会の実施開催（全地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

⑤ 所沢市自治連合会との懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

④ 住民懇談会など福祉情報交換の機会の実施開

催（全地区） 

地区 日程 共催 参加者 

松井 1 月 27 日（土） 

主催：松井地区社会福

祉協議会（協力：所沢

市社会福祉協議会、松

井まちづくり協議会健

康福祉部会） 

33 

富岡 2 月 9 日（金） 富岡福祉プロジェクト 102 

小手指 2 月 4 日（日） 
小手指まちづくり協議

会地域福祉部会 
55 

山口 2 月 24 日（土） 
山口まちづくり協議会

福祉部会 
75 

吾妻 1 月 15 日（月） 
吾妻地域包括支援セン

ター 
32 

柳瀬 1 月 20 日（土） 
柳瀬地区まちづくり協

議会地域福祉部会 
29 

三ヶ島 2 月 17 日（土） 

光輪会 なかよしこど

も園・第 2なかよしこ

ども園 

53 

新所沢 3 月 17 日（土） 
共に暮らすしんとこの

街 
56 

新所沢東 3 月 17 日（土） 
新所沢東部地区自治連

合会 
38 

並木 3 月 6 日（火） 
主催：並木地区まちづ

くり協議会 
120 

所沢 

2 月 22 日（木） 
（共催）所沢地区町内

会連合会、所沢商工会

議所（野老澤町造商

店）、所沢地区民生委

員・児童委員協議会 

18 

2 月 28 日（水） 12 

⑤ 所沢市自治連合会との懇談会 

【第 1回】平成 29年 7月 13日（木） 

・参加者：各地区自治連合会会長 10 名、社協役

職員 14名、市役所地域づくり推進課 2

名、市役所高齢者支援課 1名、地域福

祉センター1名（28名） 

・会 場：所沢市こどもと福祉の未来館 3階 

     多目的室 3・4号 
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⑥ 社協だより『ちゃお！』、ホームペ

ージ、CSW通信の発行等による発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内 容：自己紹介、各地区の状況について、地

域福祉サポーター養成講座について、

車いすちょい借りステーションにつて、

こどもと福祉の未来館通信について、

第 69回赤い羽根共同募金運動について 

【第 2回】平成 30年 1月 22日（月） 

・参加者：各地区自治連合会会長 9名、各地区

自治連合会副会長 10名、社協役職員 13 名、市

役所地域づくり推進課 2 名、市役所高齢者支援課

2 名、地域福祉センター1 名（37名） 

・会 場：所沢市こどもと福祉の未来館 3階 

      多目的室 4号 

・内 容：生活支援体制整備事業について、第

1層生活支援コーディネーターの取

り組みについて 

⑥ 社協だより『ちゃお！』、ホームページ、CSW通

信の発行等による発信 

 ○社協だより 

【80号（平成 29年 6月：行政回覧）】 

社協会費が地域福祉に役立っています！／認

知症になっても安心して暮らせるまちづくり

の取り組み／認知症 SOS模擬訓練／認知症サポ

ーター養成講座を地域で開催しませんか？／

わたしのまちの車いすちょい借りステーショ

ン／夏のボランティア体験 2017in所沢 参加者

募集／地域福祉サポーター養成講座 受講者募

集!／わたしのまちの相談窓口／第 41回所沢市

社会福祉大会／寄付報告 みなさまの善意 

【81号（平成 29年 8月：行政回覧）】 

地域で子育てを応援しています！～学習支援

の場の巻～／自信をもち夢を育む荒幡っ子／

学校でも 塾でも 家でもない みんなの居場所

／わたしのまちの車いすちょい借りステーシ

ョン／社会への一歩を踏み出すお手伝い／所

沢市こども未来基金を創設しました！／共同

募金にご支援・ご協力いただきありがとうござ

いました！／無料弁護士相談 成年後見・権利

擁護あんしん相談を開設しています／寄付報

告 みなさまの善意 
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⑦ 各地区行事・イベント等への参加・

協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

【82号（平成 29年 10月：行政回覧）】 

地域で子育てを応援しています！～こども食

堂・コミュニティ食堂の巻～･／ユニバーサル

スポーツって知ってる？／わたしのまちの車

いすちょい借りステーション／こども支援事

業が始まりました！／地域福祉サポーター養

成講座 4期生受講者募集！／平成 29年度 介護

者リフレッシュバス旅行のご案内／所沢社協 

平成 30 年シンボルマークデザイン募集！／平

成 29 年度共同募金運動がスタートしました！

／寄付報告 みなさまの善意 

【83号（平成29年12月：行政回覧）】 

生活お役立ちマップ完成！／一人ぼっちをつ

くらない取り組み／こども食堂ボランティア

研修会を開催しました！／わたしのまちの車

いすちょい借りステーション／避難所運営ゲ

ーム（HUG）／市民フェスの『福祉コーナー』

に今年も地域福祉サポーターが大勢集まりま

した！／寄付報告 みなさまの善意／平成 29

年度 介護者リフレッシュイベントのご案内」 

【84号（平成 30年 2月：行政回覧） 】 

手に取って買える喜び、週 1回の買い物が待ち

遠しい！／これならひとりご飯もいける！！

／住まいについてタウンミーティングを開催

しました！／わたしのまちの車いすちょい借

りステーション／所沢市社会福祉協議会は法

人化 50周年を迎えます！／地域福祉未来フォ

ーラムを開催します！／平成 30年度 所沢社協

シンボルマーク 十二支デザインが決定しまし

た！／寄付報告 みなさまの善意 

⑦ 各地区行事・イベント等への参加・協力  

松井 松井まちづくり協議会、松井西地区地域 

包括ケア会議、松井東地区地域包括ケア 

会議、トコロみまもりネット会議、所沢・ 

松井ブロック地域ケア個別会議、松井地 

区社協正副会長会議、まつい三世代まつ 

り、長生を祝う会、アリスサロン地域開 

放支援、東所沢和田秋祭（社協コーナー）  

松井ふれあい情報交換会 
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新所沢 新所沢地域ケア会議、トコロみまもりネ

ット連絡調整会議、新所沢まちづくり夢

会議、みんなの交流会、地域子ども・子

育てあったか懇話会、住まいについての

タウンミーティング、さくらまつり、新

所沢町会連合会役員会、新所沢まちづく

り協議会総会、共に暮らすしんとこの街

2017（障がい者週間イベント・交流会・

実行委員会）、新所沢地区文化祭、こども

食堂支援、新所沢・新所沢東地区地域福

祉サポーター懇談会 

新所沢東 新所沢東地域ケア会議、小地域ケア会議、

トコロみまもりネット連絡調整会議、新

所沢東まちづくり協議会 

山口 山口地区地域ケア会議、トコロみまもり

ネット会議、山口地区まちづくり協議会

総会、山口地域福祉部会、研修会、三世

代まつり、さわやか談話室常駐、迷い人

声かけ訓練、ぽかぽか広場・山口（子ど

も食堂）、一緒に食べよ（夏休み子ども食

堂）、椿峰シンポジウム 

吾妻 吾妻地区地域ケア会議、地域ケア会議, 

トコロみまもりネットワーク合同会議、 

地域ケア個別会議、チーム吾妻っぷ定例 

会、住民懇談会、地域福祉サポーター顔 

合わせ、つどいの間あらはたまんま、久 

米上組安心お助け隊、子育て広場ぽっぽ 

っぽ、母子愛育班定例会 

三ヶ島 三ヶ島第 1 地区地域包括ケア会議、三ヶ

島第 2 地区地域包括ケア会議、三ヶ島地

区ボランティア連絡協議会定例会・総会、

YASAKOI inさやフェス 2017実行委員会、

三ヶ島第 9 区支え合いネット会議、三ヶ

島地区ボランティアのつどい、三ヶ島第

13 区自治会餅つき大会（防災クイズ）、

三ヶ島地区自主防災活動訓練、認知症声

かけ訓練実行委員会、三ヶ島まちづくり

推進会議講演会、ぽかぽか広場 東狭山ヶ

丘（子どもの居場所づくり）、三ヶ島地区

懇談会・和食育講演会、和ヶ原コミュニ
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ティキッチン 

柳瀬 柳瀬地区地域ケア会議、トコロみまもり

ネット会議、地域ケア個別会議、運営推

進会議、柳瀬地区まちづくり協議会設立

総会、まちづくり協議会地域福祉部会、

地域福祉講演会、住民懇談会、地区防災

訓練、敬老会、麦刈り、脱穀、麦まき収

穫祭、戦国滝の城まつり、ほっとふる柳

瀬定期総会、やなせ福祉まつり、プロペ

ラ祭、柳瀬地区文化祭、出張相談会、秋

草学園福祉教育専門学校文化祭、地域福

祉サポーター顔合わせ 

並木 並木地区地域ケア会議、トコロみまもり

ネット会議、地域ケア個別会議、地域包

括ケアシステム検討会・中新井準備会、

よろず相談所開設(3 ヶ所)、いっしょに

食べよ(夏休み子どもの居場所)1 ヶ所、

いっしょにつくろ（夏休みこどもの居場

所）、ぽかぽか広場並木 8 丁目(夕方から

の子どもの居場所、夕食の提供) 

小手指 小手指第１地域ケア会議・トコロみまも

りネット会議、小手指第 2 地域ケア会

議・トコロみまもりネット会議、小手指

地区地域ケア個別会議、社会福祉協議会

小手指支部総会、地区防災訓練、敬老会、

椿峰シンポジウム、地域福祉サポーター

顔合わせ、ベビ＆キッズランチキッチン

（親子サロン）、安樹サロン 

富岡 富岡福祉プロジェクト、ネオポリス買物

支援隊、地域ケア個別会議、住民懇談会、 

おっぺす富岡定例会 

所沢 所沢地区地域ケア会議（4回）、町内会・

連合会定例会、敬老会、タワーまつり、

とこ地区ささえあい塾、誰でも金山食堂

ランチ 

 

○その他会議・行事等への参加協力 

  ・市民活動支援センター運営会議（毎月 1回） 

・所沢市ボランティア連絡協議会との懇談会 

（9月 5日（火）） 
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⑧ 所沢市民フェスティバル 福祉コ

ーナーの企画・運営 

 

 

 

 

⑨ 先進地区の調査・研究・視察 

 

 

 

 

 ⑩ その他、地域福祉活動に関する取 

り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・所沢市高齢者大学（10 月 4 日（水）・1 月 11 日（木））  

  ・不登校克服フォーラム（12月 9日（土）） 

・所沢市民活動見本市（2月 28 日（水）～3月 2日（金）） 

⑧ 所沢市民フェスティバル 福祉コーナーの企

画・運営 

・平成 29年 10月 28日（土）・29日（日） 

・会場：航空発祥記念公園 

・内容：福祉コーナーの企画・運営及び福祉コー

ナー合同企画（スタンプラリー）の実施 

⑨ 先進地区の調査・研究・視察 

・実施日：平成 30年 1月 4日(木) 

・視察先：三芳町社協 

・内容：福祉教育の取り組みについて、地区社協 

    の推進状況について  

 ⑩ その他、地域福祉活動に関する取り組み 

  ａ 出張相談窓口の開設 

地域の中で身近に相談できる場と機会を増や 

   すため、地区において相談窓口を開設した。 

地区 名称・会場 回数 

松井 
松井ちょこっと相談 

松井まちづくりセンター 
11 

山口 
さわやか談話室 

山口まちづくりセンター 
19 

三ヶ島 
よってくらっしぇ～ 

狭山ヶ丘コミュニティセンター 
12 

三ヶ島 
よろず相談 

和ヶ原支えあいセンター 
30 

新所沢 

ふくし何でも相談会      

コミュニティサロンぐりーんぽけっ

と 

12 

富岡 
ふくし何でも相談会 

埼玉西協同病院 
5 

並木 
よろず相談 

サロン幸福亭ぐるり 
36 

並木 
よろず相談 

スカイ 103 
41 

並木 

 

よろず相談 

こぶし自治会館・アンジューム所沢 
43 

柳瀬 
柳瀬なんでも相談 

柳瀬まちづくりセンター 

9 

 

所沢 
フリースペース 

Tokorozawaテラス（毎週木曜日開催） 
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⑪ 子ども支援事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

⑫ 孤立防止支援事業 

（3） 埼玉県共同募金会所沢市支会とし 

て募金運動の実施協力 

 ① 戸別募金 

 ② 街頭募金 

 ③ 学校募金 

 ④ 職域募金 

 ⑤ 個人大口募金 

 ⑥ 法人募金 

 ⑦ 災害義援金 

 ⑧ 広報の充実 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 福祉団体助成事業 

福祉活動団体の運営を支援するため、13団体に

対して、総額660,000円の助成金を交付した。 

ｃ 地域見守り推進費助成事業 

民生委員・児童委員の見守り活動を支援するた

め、14地区の民生委員・児童委員協議会に対し

て総額1,120,000円の助成金を交付した。 

⑪ 子ども支援事業 

  ａ 子どもの居場所づくり助成事業 

様々な事情による欠食、孤食又は学習が十分に

できない状況等にある子どもの居場所づくり

を財政面から援助することにより、住民参加に

よる活動の推進を図った。 

・助成件数 １件 

ｂ こども食堂ボランティア研修会の開催  

こども食堂を運営しているスタッフを対象に

研修会を開催しました。 

  ・開催日：平成 29年 10月 16日（月） 

  ・内 容：所沢市内のこどもの現状について、こ

ども食堂に関する助成金情報、情報交

換会 

  ・参加者：6団体 25名 

 ⑫ 孤立防止支援事業→CSWにて実施 

（3） 埼玉県共同募金会所沢市支会として募金運動

の実施協力 

 【赤い羽根共同募金】 

 ① 戸別募金    17,264,838円 

 ② 街頭募金      995,348円 

 ③ 学校募金       182,465円 

 ④ 職域募金      641,900円 

 ⑤ 個人大口募金   2,948,952円 

 ⑥ 法人募金          28,865円 

  【歳末助け合い募金】 

 ① 戸別募金     10,831,095円 

 ② 街頭募金       76,650円 

 ③ 法人・個人大口募金 172,696円 

【災害義援金】 

○ 平成 28年熊本地震義援金  81,012円 

○ 大分県豪雨災害義援金    13,847円 

○ 平成 29年 7月 5日からの大雨災害義援金 



23 

 

 

（4） 福祉団体育成支援の実施と見直し  

① 所沢市民生委員･児童委員連合会 

② 所沢市長生クラブ連合会 

③ 所沢地区保護司会所沢三芳支部 

④ 所沢地区更生保護女性会 

⑤ 所沢市遺族連合会 

⑥ 所沢市母子寡婦福祉会 

⑦ 所沢市身体障害者福祉会 

⑧ 所沢市赤十字奉仕団 

⑨ 所沢市民間高齢者福祉連絡協議会 

（福岡県）   2,798円 

（4） 福祉団体育成支援の実施と見直し  

左記①～⑨の団体の事務局支援を行った。 

 

 

２．ボランティアセンター運営事業 

 福祉に関するボランティアの人材育成や相談、情報の提供等、ボランティア活動の振興を図った。 

事業計画 事業実施結果 

（1） ボランティア活動支援 

① ボランティアに関する相談 

 

 

 

 

 
 

 

 

② ボランティア保険の加入手続き・事務 

 

 

 

 
     

 

③ 広報紙・ボランティアガイドブッ 

ク・ホームページ及び SNSの更新 

 

 

 

④ ボランティア団体及び活動状況の 

把握 

 

（1） ボランティア活動支援 

① ボランティアに関する相談（件数）  

ボランティア相談 93 

内 

訳
（
重
複
有
） 

ボランティア活動相談 41 

ボランティア要請相談 37 

ふくし学習相談 17 

市民活動・社会貢献 6 

各種情報提供 4 

その他 3 

② ボランティア保険の加入手続き・事務 

ボランティア活動保険 213件/2,075人 

天災プラン 221人 

ボランティア行事用保険 328件/39,345人 

在宅福祉サービス総合補償 11件 

送迎サービス補償 8件 

事故処理 14件 

③ 広報紙・ボランティアガイドブック・ホームペ

ージ及び SNSの更新 

・広報紙の発行 6回 

登録者数（メール配信・LINE） 629名 

情報配信（メール配信・LINE） 103回 

④ ボランティア団体及び活動状況の把握 

ボランティアグループ・市民活動団

体情報カード 

106団体 
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⑤ 「応援します！地域福祉活動助成」

及び各種民間助成の推進 

 

⑥ ボランティアに関する調査・研究 

 

（2） 学校向けふくし学習の推進 

① ふくし学習に関する相談 

 

 
     

② ふくし学習に必要な機材の貸出・調整 

 

③ ふくし学習に関するプロジェクトチ

ームの立ち上げ 

 

（3） 人材育成 

① ボランティア体験の実施 

 

 
         
 

② 各種養成講座の実施及び活動のフォ

ローアップ（ボランティア入門講

座・ボランティアフォローアップ講

座） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

⑤ 「応援します！地域福祉活動助成」及び各種民

間助成の推進 

・70団体/5,904,720円 

⑥ ボランティアに関する調査・研究 

   未実施 

（2） 学校向けふくし学習の推進 

① ふくし学習に関する相談 

相談 20件 

職員派遣 13件 

講師紹介 12件 

② ふくし学習に必要な機材の貸出・調整 

備品貸出のみ 49件 

③ ふくし学習に関するプロジェクトチームの立ち

上げ 

・準備会を開催し、平成 30年度から開始した。 

（3） 人材育成 

① ボランティア体験の実施  

夏のボランティア体験プログラムの実施 

 

② 各種養成講座の実施及び活動のフォローアップ

（ボランティア入門講座・ボランティアフォロ

ーアップ講座） 

ａ 「三ヶ島地区ボランティアのつどい公開講座」 

（共催：三ヶ島地区ボランティア連絡協議会） 

  ・平成 29年 12月 2日（土）   

・早稲田大学 100号館 

   ・講義：ソーシャルキャピタル（地域のつなが 

り）ゆたかな地域とは？～支え合うつ

ながりは、所沢（ちいき）の宝～ 

     講師：早稲田大学人間科学学術院  

教授 扇原 淳氏 

・体験しましょう!!トコろん元気百歳体操 

     講師：所沢市第 1 層生活支援コーディネーター 

ｂ 市民活動支援講座「市民活動デビューをしよ 

う！団体との交流会セミナー～」 

（共催：所沢市市民活動支援センター） 

  ・平成 29年 12月 8日（金） 

メニュー数 36 

協力団体・施設数 35 

参加者数 106名（延 181名） 
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③ 地域福祉サポーターの活動支援 

（全体会・世話役会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 市民スタッフ養成講座及びフォロ 

ーアップ研修の実施 

 

・所沢市こどもと福祉の未来館  参加者 39名 

・講義：「（初めての）地域デビューを考える」 

      講師：所沢シニア世代地域支援の会 

③ 地域福祉サポーターの活動支援（全体会・世 

  話役会） 

  【全体会】 

○平成 29年 9月 20日（水） 参加者 49名 

・所沢市こどもと福祉の未来館 

  ・内容：新ｻﾎﾟｰﾀｰ紹介、ところ WITH ﾌプランに 

      おけるサポーターの位置づけ、市民フ 

ェスティバル参加、情報交換 等 

  ○平成 29年 12月 20日（水） 参加者 21名 

   所沢市こどもと福祉の未来館 

  ・内容：社協からサポーターに期待すること、 

      グループディスカッション 等 

  【世話役会】 

   年 12回開催 

④ 市民スタッフ養成講座及びフォローアップ研 

修の実施 

【災害ボランティアセンター実地訓練（災害ボラ 

ンティアセンター市民スタッフフォローアップ研修）】 

・平成 30年 3月 21日（祝・水）   

・所沢市こどもと福祉の未来館 体育館他 

・参加者 47名（内訳：所沢社協職員 22名、市 

 民スタッフ 12名、地域福祉サポーター5名、 

ボランティア 3名、所沢市職員 5名） 

   ・講義：「関東・東北豪雨災害（鬼怒川水害・ 

常総市）と災害ボランティアセンター

について」 

講師：茨城県社会福祉協議会防災活動 

アドバイザー 滝本 栄氏  

 【台風 21号災害にかかる川越市災害ボランティ 

アセンター職員派遣】 

・平成 29年 10月 30日(月) 2名派遣 

 

３．車いすちょい借りステーション事業 

 住民及び商店、企業、福祉施設等との協働により、より身近に車いす貸出を行う地域の拠点とし

ての「わたしのまちの車いすちょい借りステーション」を設置し、一時的に車いすが必要な方（2

週間以内）に無料で貸出を行った他、一年の内で3ヶ月間を上限に貸出を行う車いす短期貸出事業

も実施した。 
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事業計画 事業実施結果 

車いすちょい借りステーション事業 ○車いす短期貸出事業 

区分 平成 29年度 平成 28年度 

保有台数 147台 119台 

貸出件数 238件 285件 

○車いすステーション事業 
 

 平成 29年度 平成 28年度 

ステーション数 39ヶ所 28ヶ所 

貸出件数 141件 88件 

 

４．社会福祉大会開催事業 

多様化する福祉ニーズに対応するため、社会福祉の関係者が総意を結集し、福祉・保健・医療等

幅広い分野との連携のもと、これらの問題に取り組む決意を新たにするとともに、多年にわたり社

会福祉の発展に功績のあった方及び団体等を表彰し感謝の意を表する機会として開催した。 

事業計画 事業実施結果 

社会福祉大会開催事業 ・日 時：平成 29年 7月 20日（木）午後 1時から 

・会 場：所沢市民文化センター「ミューズ」中ホール 

・内 容：第 1部 式典 

   ：第 2部 受賞団体活動発表 

      「こてかつ」「ジュニアボランティア 

グループはっぴぃー」  

・来場者：受賞者 222名、登壇来賓 12名、 

一般来賓 26名 

 

５．緊急援護事業 

 他の制度等では緊急な生活費の調達が困難な場合に、小口の生活費や食料品等を支給する等、生

活困窮世帯の応急的ニーズに対応し、生活の安定に向けて支援した。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 援護金の支給 

 

 
      

（2） フードドライブによる食料品等の

支給 

 

（1） 援護金の支給 

内容 
利用件数・金額 

平成 29年度 平成 28年度 

緊急援護金 
178件 

1,018,040円 

152件 

816,000円 

（2） フードドライブﾞによる食料品等の支給 

内容 
利用件数・金額 

平成 29年度 平成 28年度 

ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ 331件 217件 

お米券 11件 50件 
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６．生活改善支援事業 

 在宅で生活している高齢者や障がいのある方で、心身の状況により自分で部屋を片付けることが

困難となり、生活環境が日常生活上の不用品などであふれ、衛生的で健康的な生活ができなくなっ

ている世帯の生活環境改善の支援を行った。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 不用品の選別・廃棄 

（2） 放置されている排泄物の処理 

（3） 害虫などの死骸処理 

（4） 清掃及び整頓 

（5） 寝具、衣類、生活用品等の提供 

左記（1）～（5）について、相談受付等行った。 

・相談受付件数  28件 

・支援件数  5件 

 

７．彩の国あんしんセーフティネット事業 

 埼玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会の社会貢献支援員、登録会員と連携を図り、生活に

困窮している方・世帯からの相談に応じ、緊急的な支援が必要な方に経済的支援を実施した。登録

会員として支援を行なうとともに、既存制度やインフォーマルサービスへ繋いだり、関係機関や団

体と連携したりして支援を実施した。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 会員施設担当相談員への支援 

① 訪問同行 

② 既存制度利用、関係機関等へのつな

ぎの支援 

 ③ 経済的支援の必要性の検討 

（2） 連絡会の開催（年 2 回） 

 

 

 

 

（3） 登録会員としての事業実施 

（1） 会員施設担当相談員への支援  

・ 左記①～③について、連絡会等で情報共有を行い、

支援時に連携した。 

 

 

（2） 連絡会の開催（年 2 回） 

【第 1回】平成 29年 6月 23日（金） 

【第 2回】平成 29年 11月 24日（金） 

内容：埼玉県内・ブロック内の状況、所沢市内の

支援状況 

（3） 登録会員としての事業実施 

支援件数 13件 

 

８．介護者リフレッシュ交流事業 

寝たきりの高齢者や認知症高齢者、障がいのある方を在宅で介護している介護者を対象に、日頃

の介護負担の解消を図るとともに、介護を継続するための情報提供等を行うことを目的に事業を行

い、介護者相互の交流を行い心身のリフレッシュを図った。 

事業計画 事業実施結果 

寝たきりの高齢者や認知症高齢者、障がい

のある方を在宅で介護している介護者を

対象に、介護者相互の交流を行い心身のリ

フレッシュを図る。また、日頃の介護負担

の解消を図るとともに、介護を継続するた

○「在宅介護者リフレッシュイベント」の開催 

・平成 30年 1月 29日（月） 

・所沢市こどもと福祉の未来館 多目的室 3・4号 

・参加者：14名 

・内容：ヨガ体験、交流ランチ、ネイルケア、ハン 
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めの情報提供等を行うことを目的に事業

を行う。 

 

 ドマッサージ、ボディケア 

○「介護リフレッシュバス旅行」の開催 

・主催：さいしん福祉財団 

・協力：所沢市社会福祉協議会 

・平成 30年 2月 7日（水） 

・目的地：東京スカイツリー他 

・参加者：18名 

 

９．同行援護従事者養成研修 

所沢市内で同行援護従事者として従事することを希望する方及び既に従事している方を対象に、

重度視覚障がい者が移動する際の介助等に必要な知識や技能を有する同行援護従事者の養成を図

ることを目的に開催した。 

事業計画 事業実施結果 

同行援護従事者養成研修の実施 ・一般課程を実施 

・平成 30年 1月 13日（土）、27日（土）、2月 3日（土）

（3日間、計 20時間） 

・参加者：29名 
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Ⅲ 介護保険及び障害者総合支援法福祉サービス等 

■主な財源：介護保険事業収入、障害福祉サービス等事業収入 

 

 

１．居宅介護支援事業 

介護保険法に基づき、要支援・要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生

最後まで続けることができるように、医療機関、地域包括支援センター、地域住民・関連機関等と

連携し、適正なケアマネジメントを実施した。 

 また、在宅にもどるための退院・退所の支援や在宅介護者を含む家族の支援も併せて行った。 

事業計画 事業実施結果 

（1） ケアプラン作成および相談 

① 個々の状況に応じた生活が保障さ

れるよう、医療・介護・予防・住ま

い・各種制度等を活用しその人らし

い生活の実現をめざす。 

② 特定事業所として職員の更なる質

の向上をめざし、関係者間のネット

ワークを中核的に推進する。 

ａ 毎週 1回事例検討会等の研修会の

実施 

ｂ 毎月 1回他事業所との合同開催に

よる事例検討会 

ｃ 地域包括支援センター主催によ

る介護支援専門員情報交換会及

び地域ケア個別会議等に参加 

ｄ 所沢市介護保険サービス事業者

連絡協議会等の研修会に参加協

力 

 

 

③ 電話転送により 24 時間 365 日の緊

急相談体制を整え、必要に応じて緊

急対応を行う。 

ａ 地域包括支援センターと連携を 

図り、支援困難事例に対応する。 

④ 認知症高齢者等、自らが判断を行う

ことに不安がある方にも権利擁護

の視点で各関係機関及び医療機関

と連携し、施設入所や成年後見等の

（1） ケアプラン作成および相談 

① 個々の状況に応じた生活が保障されるよう、医

療・社会資源等を活用しその人らしい生活の実

現をめざした。 

 

② 埼玉県西部福祉事務所 

 特定事業所加算要件 法令遵守確認済 

 

ａ 毎週 1回 事業所内の研修会等実施 

 

ｂ 毎月 1回他事業所との合同開催による事例検

討会及び訪問看護勉強会実施 

ｃ 地域包括支援センター主催による介護支援

専門員情報交換会及び地域ケア個別会議等

に参加（年度内 4回） 

ｄ 所沢市介護保険サービス事業者連絡協議会

等の研修会に参加協力 

  ・全体研修 2回  

・居宅介護支援専門部会研修 1回 

 

③ 電話転送により 24時間 365日の緊急相談体 

制を整え、必要に応じて緊急対応を行った。 

 

ａ 地域包括支援センターと連携を図り、支援困 

難事例に対応する体制を整え支援した。 

④ 認知症高齢者等、自らが判断を行うことに不安

がある方にも権利擁護の視点で各関係機関及

び医療機関と連携し、その人らしい生活が送れ

るように施設入所や成年後見等の利用支援を
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利用支援を行う。 

（2） 要介護認定（更新）調査の実施 

① 所沢市の委託を受け、公平公正な

要介護認定調査が実施されるよ

う認定調査を適切に行う。 

② 認定調査員研修（県・市）に参加

し、調査の適正化に努める。また、

内部研修も充実させ、毎月 1回勉

強会を開催する。 

（3） 介護支援専門員実務研修の受け入れ 

   

（4） 地域包括ケアシステム構築への参画 

行った。 

（2） 要介護認定（更新）調査の実施 

① 所沢市の委託を受け、公平公正な要介護認定調

査が実施されるよう認定調査を適切に行った。 

 

② 認定調査員研修（県・市）に参加し、調査の適

正化に努めた。 

・事務所内勉強会 月 1回開催 

・県及び市主催研修 2回参加 

（3） 介護支援専門員実務研修の受け入れ 

  実習生 2名受け入れ 

（4） 地域包括ケアシステム構築への参画 

・包括支援センター、社協他事業職員、関係機関と

連携し、サロン活動等に参加。 

 ・主任介護支援専門員の役割として、地域ケア個別

会議についての意見交換会に参加。 

 

２．訪問介護事業・居宅介護事業 

介護保険法及び障害者総合支援法の趣旨に従い、保健・医療・福祉等の各機関との連携を図りな

がら訪問介護サービスの提供を計画・実施した。利用した方が自身で出来る自立した生活を支え、

日々を営むことができるよう支援し、住み慣れた場所での生活が健康的に継続して行けるように対

応した。また、予防的視点及び認知症ケア・自立支援ケアを担う専門職としての研鑚に努めるため、

実際の提供に役立つ技術取得や、感染症予防対策、変化する制度理解の為の研修に参加し、事業所

内の他職員との共有を図った。そして地域における社会資源PRとして、事業所のある所沢市保健セ

ンターの「健康まつり」へ参加するとともに、地域のつながりの一助を担う事業所をめざし、取り

組んだ。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 訪問介護・居宅介護サービスの情

報提供及び相談・受付 

（2） 訪問介護サービスの提供 

① 介護保険法に基づく訪問介護事業 

ａ 訪問介護 

訪問介護員が入浴・食事・排泄等の

身体介護や調理・洗濯・掃除・その

他生活全般にわたる支援を行う。 

ｂ 介護予防及び日常生活支援総合

事業：要支援状態の維持若しくは改

善、又は要介護状態になることの予

防を目的とし、訪問介護員が調理洗

濯・掃除等の日常生活上の支援を行

（1） 訪問介護・居宅介護サービスの情報提供及び 

相談・受付 

（2） 訪問介護サービスの提供 

平成 29年度実績 
実利用

者数 

延利用

件数 

月平均 

利用件数 

介護保険 49 6,123 510 

障 害

福 祉

サ ー

ビス 

居宅介護 26 3,694 308 

行動援護 0 0 0 

移動支援 7 394 33 

同行援護 22 1,390 116 

養育支援 

訪問事業 
0 0 0 

合計 104 11,601 967 
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う。 

② 障害者総合支援法に基づく居宅介

護事業等 

ａ 居宅介護、重度訪問介護；訪問介

護員が入浴・食事・排泄等の介護

や、調理・洗濯・掃除その他生活

全般にわたる支援を行う。 

ｂ 行動援護：行動上著しく困難な障

がい児・者に対して、外出時等に

必要な支援を行う。 

ｃ 同行援護：視覚障がい者の外出に

同行し、必要な支援を行う。 

③ 移動支援事業 

障害者総合支援法に基づく地域生活

支援事業として、地域で自立した生活

及び社会参加の促進を目的とし、一人

での外出移動が困難な障がいのある

利用者の支援を行う。 

④ 養育支援訪問事業（市委託事業） 

様々な原因で養育支援が必要となっ

ている家庭に対して訪問支援を行い、

負担の軽減と養育力の向上及び環境

の改善を目指し、育児・家事の支援を

行う。 

（3） 研修 

① 各専門分野研修に参加 

 

 

 

② 内部研修の実施、定期的な会議（サ

ービス提供責任者会議、チーム会議

等）、 事例検討会等を開催し、職

員の質の向上に努める。 

（4） 実習生の受け入れ 

介護福祉士養成校の実習生を受け入

れ、実習指導者が指導を行う。 

 

平成 28年度実績 
実利用

者数 

延利用

件数 

月平均 

利用件数 

介護保険 46 6,210 518 

障 害

福 祉

サ ー

ビス 

居宅介護 31 4,091 341 

行動援護 0 0 0 

移動支援 5 387 32 

同行援護 18 1,418 118 

養育支援 

訪問事業 
0 0 0 

合計 100 12,106 1,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 研修 

① 「ホームヘルパーの業務範囲と対応しかねる

要望への対応方法」「介護保険制度改正に向け

た、これからのサービス事業者のあり方」「埼

玉県障害者虐待防止・権利擁護研修」等に参加。 

② 法人内部の「感染症予防研修」参加。 

※毎月の事業所内の会議・研修にて内容を周知

し、共有を深めた（資料についても閲覧しや

すいように整理した）。 

（4） 実習生の受け入れ 

○日本社会事業大学：1名受入 

（6月～7月、週 2日で調整） 

○秋草学園福祉教育専門学校：1名受入 

（11月のうち 10日間の実習） 
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Ⅳ 所沢市指定管理施設 

■主な財源：市受託金、障害福祉サービス等事業収入 

 

 

１．児童発達支援事業「所沢市立かしの木学園」 

身体障がい・知的障がい・発達障がいのある 0～6 歳の未就学児（在籍児 50 名）を 242 日間受

け入れ、のべ 3,866 名（前年度 3,306 名）の利用があった。一人ひとりの障がい特性や年齢、発達

の順序性を踏まえた個別支援計画のもと、グループ活動による発達支援を行った。7 月に厚生労働

省より示された児童発達支援ガイドラインに基づき、家族支援・移行支援にも積極的に取り組んだ。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 活動内容 

 ① 親子活動 

新入園児、０～２歳児を中心に、身近

な大人とのあそびを通じて楽しい経

験を積み大人への信頼感を育む。担任

は、保護者の方の不安や心配に寄り添

いながら、児童の発達状況や対応等に

ついて共通理解を図る。 

② 分離活動 

親子活動の経験を積んだ 3～5歳児（年

少～年長児）を中心に、子ども同士で

遊ぶ経験と楽しさを積み、意欲や自主

性、社会性を育む。 

③ 利用時間及び日数 

ａ 1日クラス 9:30～15:00 

（週 2日～5日の利用） 

ｂ 半日クラス 9:30～12:15 

（週 1日の利用) 

④ あそびと訓練等 

楽しいあそびを通して、社会性や言語

理解、運動機能等の発達を支援する。 

（わらべうた遊び、トランポリン、すべ

り台、ブランコ、描画、製作、粘土等） 

摂食嚥下機能を高め毎日の食事が安

心して食べられるように、所沢市歯科

医師会の先生方と共に摂食支援を行

う。 

 

⑤ 基本的動作の練習 

「食事」「排泄」「着脱」など自分でで

（1） 活動内容 

 ① 親子活動 

  平成 29年 4月から平成 30年 3月までの新入園児

23名と、継続児 14名の 37名に対し、親子活動を

実施。一人ひとりの個別課題に寄り添いながら、

遊びを中心とした生活リズムづくりへのアドバ

イスを行った。育児負担軽減のためのリフレッシ

ュ分離も適宜実施した。 

 ② 分離活動 

  13名の年少～年長児に対し、年齢や個々の状況に

応じて分離活動の回数を増やし保育者や友だち

遊ぶ経験を積み、12月のお楽しみ会では友だちと

の遊びの成果を発表した。 

 ③ 利用時間及び日数 

  ａ 1日クラス：のべ 34名利用（週 2日：11名、

週 3日：12名、週 4日：5名、週 5日：6名） 

  ｂ 半日クラス：のべ 16名利用 

 

 ④ あそびと訓練等 

 ・わらべうた遊びではやり取りの楽しさを経験し、

社会性・言語理解の発達支援につなげた。運動面

では、理学療法士のアドバイスの下、運動機能の

発達を促す遊びを工夫して行った。夏にはプール

活動を実施。季節ごとの製作にも取り組み、年間

を通して楽しい遊びの中で個別の発達課題に取

り組めるように支援を行った。 

 ・摂食支援は年 5 回実施し、延べ 41 名が歯科医師

のアドバイスを受けた。 

 ⑤ 基本動作の練習 

  年齢や発達の状況に応じて個別の支援計画を立
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きることの習得に向けて、姿勢や介助の

方法、補助具の工夫などを行い、家族と

ともに取り組む。 

 

⑥ 健康管理 

  ａ 内科健診（嘱託医による健診） 

  ｂ 歯科健診（嘱託医による検診、歯

科衛生士による指導） 

⑦ 行事 

運動会や夕涼み会では、家族で楽し

み、家族間同士の交流が図れるように

計画する。 

 

（2） その他 

 ① 地域交流 

地域の方々に学園の理解を深めると

ともに、児童とその家族には地域に出

ていくきっかけとなるよう、地域との

つながりつくりに努める。 

 ② 卒園・移行児の保護者を対象とした

活動 

  「かしの木広場」を 4回（5・6・7・9

月）開催し、保護者同士の情報交換の

場を設ける。 

 

 ③ 情報発信 

  ブログを活用し、学園の様子等を定期

的にお知らせする。 

 ④ 福祉サービス第三者評価の受審 

 

 

てて取り組んだ。家庭での様子について聞き取り

を行い、子どもにとって適切でご家族も取り組み

やすい方法を工夫し、家庭でも継続して取り組め

るようにした。 

 ⑥ 健康管理 

  ａ 内科健診：6月に 16名、11月に 13名受診。 

 ｂ 歯科検診：6月に 18名受診、歯科指導を 

11月に 23名が受ける。 

 ⑦ 行事 

  土曜日に実施し、運動会はのべ 115名(園児 27名

を含む)、夕涼み会は延べ 163 名(園児 26 名を含

む)の参加者があり、子供の成長を家族で実感し

楽しむ機会となった。 

（2） その他 

 ① 地域交流 

  富岡地区文化祭に参加。チラシ 100枚を配布し啓

発に努めた。富岡地区住民懇談会にも参加し、地

域の福祉課題解決に向けて地域の方々と共に取

り組み、関係づくりに努めた。 

 ② 卒園・移行児の保護者を対象とした活動 

  「かしの木広場」には 5月 5名、6月 9名、7月 9

名、9月 5名、計 28名の参加があった。移行後の

児童の様子について情報交換しながら保護者が

悩みを共有し前向きに子育てできるよう支援を

行った。 

 ③ 情報発信 

  ブログを年 40 回更新。療育の内容が伝わる情報

発信に取り組んだ。 

 ④ 福祉サービス第三者評価の受審 

  9 月に調査開始、11 月 17 日（金）の訪問調査を

経て 12月 7日（木）に終了、県へ報告。受審後、

ヒヤリハット書式の改善などに取り組んだ。 

 

２．就労継続支援Ｂ型事業「所沢市立きぼうの園」 

主に知的障がいを持つ利用者（定員 35 名 H29 年度 32 名 平成 28 年度 33 名）を対象に、個

別支援計画等に基づいた作業支援及び生活支援等を行った。さらに、地域の関係機関等との連携を

通じて、社会参加への支援や利用者及び家族への相談支援を実施した。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 活動内容 

① 主な作業活動 

（1） 活動内容 

① 主な作業活動 
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ａ 下請け作業 

ウェス作業・タオルたたみ作業・部

材解体作業・封入等の内職作業・納

品作業・日々の清掃作業 

 

ｂ リサイクル作業 

地域の古紙・アルミ缶・牛乳パック

等の回収作業、アルミ缶つぶし作業 

 

 

ｃ 自主生産作業 

ており作業・雑巾づくり作業・キャ

ンドル作業・各作業の注文受注・地

域での出張販売等 

 

  ｄ 自主生産品の委託販売 

所沢市役所内「福祉の店ポピンズ」 

② 委託業務作業 

ａ 市内公園清掃２ケ所 

ｂ 秩父学園清掃 

ｃ 所沢市社会福祉協議会の広報

紙・保健センター等封入作業 

 

③ 施設外支援 

ａ 松井ふれんずの喫茶実習 

ｂ 新規協力企業等の開拓 

④ 本人活動支援 

ａ 利用者自治組織活動（代表者会 

議） 

 

ｂ 「働く」という意識を身に付ける 

為の利用者ミーティング等 

 

 

 

⑤ 余暇支援 

ａ 日帰り研修旅行 

 

 

 

 ａ 下請け作業 

   新規開拓の結果、ウエスの納品先が 2ヶ所、部材

解体受注先 1ヶ所、封入作業受注先 2ヶ所増やす

ことができた。タオルたたみ作業は毎日 2,500枚

～2,800枚を納品できるようになった。 

  ｂ リサイクル作業 

 地域住民の方々や事業所等のご協力により今年

度も実施することできた。さらに、回収先の事業

所から封入作業の依頼が入る等、今までの実績が

評価されるようになってきた。 

ｃ 自主生産作業 

   作業工程を増やし、小さなステップを積上げてき

た結果、ミシン作業やアイロンかけ等の作業に携

われる利用者が増えた。特に、地域イベントでは

雑巾が好評だった。 

ｄ 自主生産品の委託販売 

 施設のＰＲにもつながった。 

 ② 委託業務作業 

ａ 年間計 60回実施 

ｂ 年間計 145回実施 

ｃ 所沢市福祉協議会の広報誌「ちゃお」封入作業

は年 6 回、保健センター封入作業は 10 種類を

12 回に分けて実施 

③ 施設外支援 

ａ 2名の方が各々週に 1回実施 

ｂ 部材解体作業所として新しく１ヵ所開拓した 

④ 本人活動支援 

ａ 代表の利用者と職員が集まり、利用者忘年会や

クリスマス会の準備・司会進行・片付け等につ

いて係を決めて対応した。 

  ｂ 「時間」を守ることの大切さや「作業中の服装」

等について話し会う機会をつくった。その

後、各作業室に時計を設置したり、タイマー

を利用して作業を行う等、時間を意識しなが

ら作業できるよう支援を行った。 

⑤ 余暇支援 

ａ 日帰り研修旅行 

平成 29年 9月 28日（木）実施。行く先は「セ

ブンパークアリオ柏」。希望者 25 名参加。5 名

は通常作業を希望された。 
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ｂ カラオケ 

 

 

ｃ リズムダンス 

 

 

ｄ 利用者忘年会等 

 

⑥ 健康支援 

ａ 歯科検診 

 

 

ｂ 健康診断 

 

 

 

 ⑦ 地域でのイベント等への参加 

ａ 北秋津小七夕まつり 

ｂ 手しごと 

 

ｃ 市民フェスティバル 

 

ｄ 社会福祉協議会運営の施設イベント等   

（2） その他 

福祉サービス第三者評価の受審 

ｂ カラオケ 

平成 29年 11月 1日（水）、平成 30年 2月 7日 

（水）実施。延べ 40名参加。 

ｃ 利用者忘年会等 

わかばホールで 12回実施。希望者延べ 107名 

 参加。 

  ｄ 平成 29年 12月 20日（水）実施。希望者 31名 

参加。 

⑥ 健康支援 

ａ 歯科検診 

平成 29年 6月 21日(水)、滝澤歯科の協力で実 

施。26名受診。 

ｂ 健康診断 

平成 29 年 7 月 20 日（木）、所沢市保健センタ

ー健康づくり支援課及び埼玉県健康づくり事

業団により実施。30名受診。 

⑦ 地域イベント等への参加 

ａ イベント自体が実施されなかった。 

ｂ 平成 30年 2月 20日（火）～2月 26日（月）所  

  沢西武店にて実施。 

ｃ 平成 29年 10月 28日（土）、29日（日）航空公 

園にて実施。 

ｄ かしの木学園夕涼み会・プロペラ祭りに出店 

（2） その他 

・福祉サービス第三者評価を受審。 

・個人ボランティア 4名の協力により事業活動を推 

進。延べ 132名。 

・実習及び研修の受け入れ 

   地域の特別支援学校等からの実習生、学校教員や

所沢市役所職員の研修、秋草学園短期大学や武蔵

野短期大学の実習生等 

・秩父学園、藤の実会各事業所、北原町内会と連携を

して合同防災訓練を実施 

 

 

３．生活介護事業「所沢市立こあふる」 

一人ひとりの利用者（定員 20 名）に対し人としての尊厳を守り、個々のニーズを考慮した個別

支援計画のもと、充実した日中の生活を送ることができるよう支援した。 

また、地域の人たちとともに行動し情報発信を行うことで、地域の福祉資源として地域の方たち

から必要とされる施設づくりをめざした。 
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事業計画 事業実施結果 

（1） サービス内容 

① 日常生活上の支援 

ａ 食事（栄養バランスのとれた普通

食を始めミキサー食、刻み食、アレ

ルギー食等、個々の食機能と健康に

配慮した食事の提供） 

 

  ｂ 排泄（利用者の状況に応じた支援） 

 

 

ｃ 入浴（保清と心身のリラックスを 

兼ね合わせ、週 3回の実施） 

 

 

② 日中活動 

ａ 健康活動（ウォーキング、地域体

育館利用のレク、音楽を活用した

ストレッチ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 作業活動（アルミ缶・古紙回収と

業者納品、自主生産品の製作等） 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ サークル活動（カラオケ、買い物等） 

 

 

 

（1） サービス内容 

① 日常生活上の支援 

ａ 食事 

18名の利用者に対し、管理栄養士が作成した献

立を施設内の厨房にて調理し、普通食をはじ

め、刻み食、ミキサー食など個々の食機能の状

況に応じた昼食を提供した。 

  ｂ 排泄 

個々の身体状況に合った方法で、必要な介助や

見守りを行った。 

ｃ 入浴 

10名のご希望者に対し、保清と心身のリラック

を兼ね、機械浴槽等を使用し週 3 回（月・水・

金）入浴日を設定し実施した。 

② 日中活動 

ａ 健康活動 

○ウォーキング：施設近隣や早稲田大学のキャ

ンパス内にて体力の維持向上を図る目的で実

施した。 

○地域体育館利用のレク：社会資源の活用目的

も含め三ケ島まちづくりセンター三ヶ島地

区体育館を 7回利用し活動した。 

○音楽を活用したストレッチ：BGM を流しなが

らリラックスした環境の中、PT（理学療法士）

のアドバイスを受け、身体機能の維持向上を

図った。 

ｂ 作業活動 

○アルミ缶・古紙回収と業者納品：三ケ島小学

校や地域の皆様のご協力のもと、リサイクル

活動を実施した。平成 29 年 12 月 15 日 ア

ルミ缶リサイクル協会 2017年（平成 29年）

度 アルミ缶一般回収協力者表彰を受賞。 

○自主生産品の製作：施設で栽培した藍の生葉

などを使用した草木染め製品やサシェ等を

製作した。 

ｃ サークル活動 

○カラオケ：店舗利用や施設内で、自分の好き 

 な曲を選んで歌う楽しさを経験して頂いた。 

○買い物：郊外の大型小売店等に出かけ、買い 
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ｄ 社会参加（地域行事参加、外出体 

験・自主生産品の納品等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 健康管理   

ａ 嘱託医による健康相談・健康診断 

   

  ｂ 歯科医師による歯科検診 

④ 医療的ケア  

嘱託医及び主治医の指示の下、看護師

 物支援を実施 

ｄ 社会参加 

【地域行事参加】 

○とこじ祭り（平成 29 年 5 月 7 日(日)ところ

ざわ自動車学校）出店 

○第 41 回所沢市社会福祉大会（平成 29 年 7 月

20 日(木)所沢市民文化センターミューズ）出店 

○平成 29年度所沢市立障害者施設「作品展」（平

成 29 年 7 月 19 日（水）から 20 日（木）所

沢市役所）出品 

○三ケ島文化祭（平成 29年 11月 4日（土）三

ケ島まちづくりセンター）出店 

○三ケ島小学校ふれあいまつり（平成 29 年 11

月 11日（土）三ケ島小学校）出店 

○障害者週間イベント（平成 29年 12月 2日（土）

こどもと福祉の未来館）出店 

○書道展（平成 29年 12月 7日（木）から 9日

（土）三ケ島まちづくりセンター）共催 

○第 14回手しごと展（平成 30年 2月 20日（火）

から 26日（月）西武所沢店）出店 

【外出体験・自主生産品の納品等】 

○四季プログラム（春） 

・埼玉県立自然の博物館 

平成 29 年 6 月 29 日（木）参加利用者 5名 

7 月 6 日（木）参加利用者 3名 

    ・イオンモールむさし村山 

平成 29年 7月 13日（木）参加利用者 9名 

   ○四季プログラム（冬） 

     いちご園大樹（いちご狩り体験） 

     平成 30年 3月 1日（木）参加利用者 6名 

          3月 8日（木）参加利用者 7名 

○自主生産品の納品 

活動で製作した品物を所沢市役所福祉の店や

ケアハウスけやきに納品を行った。 

③ 健康管理   

ａ 嘱託医による健康相談 12回実施 

健康診断  2回実施 

  ｂ 歯科医師による歯科検診 1回実施 

④ 医療的ケア  

・嘱託医及び主治医の指示の下、看護師及び研修
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及び研修を受けた支援員が実施。 

 

 

⑤ 送迎 

リフト付きマイクロバス 1台・リフト 

カー2台 

 

（2） その他 

① ふくし学習の推進  

実習生及びボランティアの受け入れ

と近隣小中学生との障害者理解を深

める為の学習を含めた交流 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域福祉貢献活動 

草木染講習会の実施、フラワーアレン

ジメントのお届け、近隣清掃活動の実

施等 

 

 

 

 

 

③ 福祉サービス第三者評価の受審 

を受けた支援員が実施。 

・医療的ケア対象者 4名 

・実施回数 延 1,700回 

⑤ 送迎 

・リフト付きマイクロバス 1 台、リフトカー2 台を使用。 

・利用者   17名 

・延べ 6,562名 を送迎 

（2） その他 

① ふくし学習の推進  

実習生（資格取得、進路先体験）及びボランティ

アの受け入れと近隣小中学生との障害者理解を

深める為の学習を含めた交流を実施。 

・資格取得実習生  2名、延 22日間 

・進路先体験実習生 延べ 7名、延 23日間 

・ボランティア  延べ 280名 

・市内中学生職場体験  6名 延 14日間 

・三ケ島小学校 2年生  27名（PTA等含む） 

4年生  7名 

  ・教員、所沢市職員研修 延 14名 

② 地域福祉貢献活動 

・草木染講習会の実施 

 第 1回平成 29年 8月 5日(土)参加者 8名 

第 2回平成 29年 12 月 2日（土）参加者 9名 

・フラワーアレンジメントのお届け 

三ケ島小学校、三ケ島まちづくりセンター等

に利用者が製作したフラアワーアレンジメ

ントを飾って頂いた。 

・月に 2回程度の地域近隣清掃活動を実施。 

③ 福祉サービス第三者評価を受審 

  ・埼玉県知事から平成 29 年度埼玉県福祉サービ

ス第三者評価受診済証を交付される（平成 30

年 2月 23日評価機関 株式会社ブルーライン）。 

 

４．生活介護事業「所沢市立プロペラ」 

重度の知的障がいや行動障がいをもつ利用者及び医療的ケアを必要とする重症心身障がいの利

用者 41 名に対し、個々のニーズに基づいた日中活動を展開し意思決定支援を進めた。 

事業計画 事業実施結果 

（1） サービス内容 

① 日常生活上の支援 

ａ 食事（栄養バランスのとれた普通

（1） サービス内容 

① 日常生活上の支援 

ａ 食事 
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食を始めミキサー食、刻み食など

個々の食機能に応じた食事の提供） 

ｂ 排泄（利用者の状況に応じた方法

での援助） 

 

ｃ 入浴（一日１０人程度を目安に毎

日実施） 

 

 

② 創作的活動、生産活動、その他の日

中活動 

 

 

ａ 健康活動（理学療法、ウォーキン

グ、プール、スポーツレク等） 

 ※平成 29 年度から理学療法士を常勤

配置 

ｂ 文化活動（音楽、車いすダンス、

表現活動、フラワーアレンジメント

等） 

ｃ 社会参加活動（柳瀬地区文化祭・や

なせ福祉まつり参加、公民館活動への参

加等地域資源の活用、宿泊体験等） 

ｄ 作業活動（陶芸、裂き織り、紙漉

き、アルミ缶リサイクル、わり箸作

業、エコキャップ回収等） 

 

ｅ 自治活動（利用者ミーティング） 

 

 

ｆ サークル活動（カラオケ、ボウリ

ング、喫茶、買い物、季節のモノづ

くり等） 

ｇ 地域活動（近隣清掃、フラワーア

レンジメントお届け活動） 

③ 健康管理 

ａ 嘱託医による健康相談・健康診断 

 

 

ｂ 歯科検診 

経管栄養 3 名を除く 38 名の利用者に対し、四

季折々に合わせた食材を使い昼食の提供した。 

ｂ 排泄 

個々の状況に合った方法で必要な介助や定時 

誘導、見守りを行った。 

ｃ 入浴 

22名の利用者に対し、週 5日の入浴日を設け 1

日平均 10 名の利用者、1 週間で延べ 50 名の利

用者に対応した。（前年度も 22名） 

② 創作的活動、生産活動、その他の日中活動 

様々な経験をすることで自分のやりたい事を選 

択、得意な事が発見出来るよう個別配慮のもと活

動を提供した。 

ａ 健康活動 

身体を動かす活動を定期的に取り入れ、必要に

応じて理学療法士によるストレッチを継続的

に行い、身体機能維持に努めた。 

ｂ 文化活動 

講師やボランティアの協力を得て自己表現の 

場として提供した。 

ｃ 社会参加活動 

「地域の人と共に」の意識を活動の中に取り入

れ、関係性を築きあげた。 

ｄ 作業活動 

年度途中に割り箸作業から分別作業に代わっ

た。作業物品や自主生産品の納品を行なうこと

で、仕事をして給料を得る流れを体験した。 

ｅ 自治活動 

他者の話を聞いたり、自分の意見を伝えたりす

ることで自信や喜びに繋がった。 

ｆ サークル活動 

活動の幅を広げ、豊かな体験を積むことで人と

の関わりが増えた。 

ｇ 地域活動 

近隣の方々との関わりを大切にした。 

③ 健康管理 

ａ 嘱託医：月 1回の健康相談や年 1回の健康診

断（尿検査・心電図・レントゲン・

血液検査）を実施した。 

ｂ 歯科検診：年 1回（歯科衛生士による歯磨き指導含む） 
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④ 医療的ケア 

嘱託医・主治医の指示の下、看護師及

び研修を受けた支援員が実施。 

 

⑤ 送迎 

バス 1 台、リフトカー4 台による 10

コースの送迎 

（2） その他 

① 実習・研修の受け入れ 

ａ 大学生の介護体験実習・保育実習 

 

ｂ 教職員、市役所職員等の研修 

 

ｃ 市民後見人養成講座インターン

シップ 

② ボランティアの受け入れ 

ａ 小・中・高校生の夏休みボランテ

ィア体験 

 

 

 

ｂ 定期ボランティア、行事ボランティ

アの受け入れ 

 

③ 教育活動への参画 

  ａ 車いす体験授業 

ｂ 音楽会交流 

 

 

 

④ 障がい者の理解をすすめるための活動 

ａ 柳瀬地区防災訓練への参加 

 

 

 

 

ｂ 手しごと展参加 

 

 

 

④ 医療的ケア 

必要な利用者に対して 3,645回、1日平均 15回の

医療的ケアに対応した。 

（昨年：年 4,730回：1日 19.6回） 

⑤ 送迎 

39名の利用者に対して安全に提供した。 

  ご家族の状況により個別送迎にも対応した。 

（2） その他 

① 実習・研修の受け入れ 

ａ 大学生の実習：21名、延べ 168日間受け入れ

た。（昨年は 22名、延べ 167日） 

ｂ 教員・市役所職員：12名、延べ 6日間受け入 

れた。（昨年は 18名） 

ｃ 市民後見人養成講座インターンシップ 

市民後見人：3名を受け入れた。 

② ボランティアの受け入れ 

ａ 小・中・高校生の夏休みボランティア体験 

・夏ボラ体験：11名参加（昨年は 14名） 

・定期ボラ：4名の方が延べ 66日間の活動をし

た。（昨年は 5 名のボランティアが

60日間） 

ｂ 行事ボランティア 

・プロペラ祭り・成人を祝う会）54名が参加し

た。（昨年は 57名） 

③ 教育活動への参画 

・柳瀬小学校音楽祭に参加し障がい者理解を広め 

た。 

・柳瀬中学校の生徒 6名、職場体験を受け入れた。 

・柳瀬中学校特別支援学級開設に伴う、ふくし教 

育の講師依頼があり、対応した。 

④ 障がい者の理解をすすめるための活動 

ａ 柳瀬地区防災訓練への参加 

地区防災訓練に参加し、地域の方達と力を合わ

せ、簡易搬送の仕方や三角巾の活用方法を学

び、地域包括支援センターと協力して車いす体

験コーナーを担当した。 

ｂ 手しごと展参加 

自主生産品の販売活動を実施、積極的に参加し 

127,000円の売上げがあった。 
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⑤ 地域活動への協力 

ａ 地域竹炭体験行事への参加 

ｂ 出前講座（手話ソング、車いす講

座）への協力 

⑥ 防災対策 

ａ 避難訓練の実施 

 

⑦ 福祉サービス第三者評価の受審者 

⑤ 地域活動への協力 

出前講座：利用者・職員が手話ソングの講師を年

8回実施した。（昨年は 7回） 

 

⑥ 防災対策 

ａ 避難訓練の実施 

避難訓練：年 2回実施した。 

⑦ 福祉サービス第三者評価の受審者 

・評価が高かった点は「地域との交流と利用者の

社会進出」「利用者の健康維持支援」「リスクマ

ネジメント体制」「利用者を尊重したサービス

提供」 

・改善を要する点は「目標管理制度」「感染症対

策」（2年に 1回受審） 
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Ⅴ 所沢市委託事業 

■主な財源：市受託金 

 

１．所沢地域包括支援センター事業 

高齢者が住み慣れた自宅や地域の中で安心して暮らし続けられるよう、「自助、互助、共助、公

助」の仕組みに基づいて効果的に提供される『地域包括ケアシステム』の構築を推進した。 

事業計画 事業実施結果 

≪地域支援事業≫ 

（1） 包括的・継続的ケアマネジメント

支援事業 

高齢者とその家族に対し包括的かつ継

続的なサービスが提供されるよう、地域

の多様な社会資源を活用したケアマネ

ジメント体制の構築を行う。 

① 高齢者及びその家族のため、主治医

及びケアマネジャー、その他の社会

資源と協働して支援する。 

 

 

 

 

 

 

② 成年後見制度に関わること、虐待の

発見・解決等、権利擁護に関する支

援を関係機関と協力して行う。 

③ ケアマネジャーからの相談を受け、

必要な助言・支援を行う。 

（2） 介護予防事業 

介護予防一般高齢者を含む地域住民を

対象に介護予防教室を開催し、介護予防

の啓発、福祉情報の提供を行う。また地

域サロンの立ち上げ等の支援を行う。 

① 通所型介護予防事業 

ａ 介護予防教室単発型 

ｂ 6回連続型介護予防教室 

 ② 介護予防地域ケア活動支援事業 

 

 

 

（1） 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

総合相談件数 2,198件 

 

 

 

 

 ① ケマネジャー情報交換会（全6回開催） 

 地域包括ケアシステム構築に向け、ケアマネジャーとの

連携強化、協力体制を作っていくため開催した。 

【第1回】平成29年6月14日（水） 

【第2回】平成29年7月12日（水） 

【第3回】平成29年10月11日（水） 

【第4回】平成29年11月15日（水） 

【第5回】平成30年1月17日（水） 

【第6回】平成30年3月14日（水） 

 ② 成年後見制度に関する相談件数 

合計件数：5件 

 

③ ケアマネジャーからの相談・助言・支援件数 

合計件数：38件 

（2） 介護予防事業 

 

 

 

 

① 通所型介護予防事業（開催回数／参加人数） 

ａ 介護予防教室単発型（14回／121人） 

ｂ 6回連続型介護予防教室（1回／62人） 

 ② 介護予防地域ケア活動支援事業 

  ａ 健脚測定（4回／111人） 

  ｂ 自主グループ向け介護予防教室（8回／146人） 
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③ 老人憩の家等で実施する健康相談

に医療職が協力 

④ 介護予防普及啓発事業介護予防講

演会 

 

 

 

 

 

（3） 介護予防地域ケア活動支援事業 

介護予防及び高齢者の孤立防止、認知症

状がある高齢者も安心して暮らせる地

域をめざし、様々な社会資源の構築及び

関連機関の連携を深める。 

① 地域ケア会議全体会議   

所沢地区の地域課題に対し、構成員や

他機関とともに、課題解決に向けたと

りくみを進める。また、開催回数の見

直しを行い所沢地区の医療・介護・住

民のネットワーク「とこ地区ささえあ

いを考える会」との連携強化を図る。 

② 地域ケア個別会議 

ブロック単位で実施 

 

 

 

③ 医療・介護連携会議 

 

 

④ 所沢地区介護保険サービス事業所

情報交換会 

⑤ 所沢市高齢者見守りネットワーク

事業（トコロみまもりネット）連絡会 

 

（4） 家族介護支援事業 

寝たきりや認知症高齢者等を在宅で介

護する家族への支援を行う。 

① 在宅介護者の集い 

（5） 訪問型介護予防事業 

要援護高齢者調査や認知症アンケート等

③ 老人憩の家等で実施する健康相談に医療職が

協力→平成29年より、事業中止。 

 ④ 介護予防講演会（年1回開催） 

  ・平成30年3月9日(金) 於中央公民館ホール／32人 

  ・内容：第一部では高齢者の疾病予防、健康維持

の観点から運動、食事、社会参加、趣味

等についての講話を実施。第二部ではト

コろん元気100歳体操のレクチャーを行

い、参加者全員で運動に取り組んだ。 

（3） 介護予防地域ケア活動支援事業 

 

 

 

 

① 地域ケア会議（全体会議、年4回開催） 

【第1回】平成29年5月18日（木） 

【第2回】平成29年8月17日（木） 

【第3回】平成29年11月16日（木） 

※第3回は「トコロみまもりネット」会議に充当。 

【第4回】平成30年2月15日（木） 

 

② 地域ケア個別会議（松井・所沢ブロック） 

【第1回】平成29年5月10日（水） 

【第2回】平成29年9月6日（水） 

【第3回】平成29年12月6日（水） 

【第4回】平成30年2月14日（水） 

③ 医療・介護連携会議 

【第1回】平成29年7月13日（木） 

【第2回】平成29年12月21日（木） 

④ 所沢地区介護保険サービス事業所情報交換会 

  ※「ケアマネジャー情報交換会」に充当。 

⑤ 所沢市高齢者見守りネットワーク事業（トコロ

みまもりネット）連絡会 

平成29年11月16日（木） 

（4） 家族介護支援事業 

 

 

① 在宅介護者の集い（4回／5人） 

（5） 訪問型介護予防事業 

合計件数：96件 
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の結果、また地域のグループなどからの

情報等により、要介護状態になる恐れが

高い高齢者を訪問し、介護予防事業対象

者の把握をし、介護予防の啓発を行う。 

（6） 介護予防ケアマネジメント事業 

市が把握・選定した二次予防事業対象者

についての介護予防ケアプランを必要

に応じて作成し、地域支援事業における

介護予防事業等が包括的かつ効率的に

実施されるよう、必要な援助を行う。 

○ 指定介護予防支援 

利用者の依頼を受けて、利用者に対し

介護保険法令の趣旨に従って、利用者

が可能な限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことができるよ

う介護予防サービス計画を作成し、指

定介護予防サービス等の提供が確保

されるようサービス提供事業者との

連絡調整等を行う。（要支援1・要支援2：

認定者ケアプラン作成・月約250件） 

(7) その他 

① 電話転送により24時間365日連絡が

可能な体制を作り、必要に応じて緊

急対応を行う。 

② 個人情報の取り扱い等細心の注意

を払う。 

 ③ 環境保全活動を推進するために

ISO14001の要求事項に基づいて実

施する環境マネジメントシステム

を理解するとともに実施にむけて

の組織体制を整備し、計画的に活動

が行えるよう市と協力する。 

④ 主任介護支援専門員、社会福祉士、

看護師等、専門職として必要な研修

を受け更なる資質の向上に努める。 

⑤ 所沢地区介護保険サービス事業所

連絡会の活動（研修・行事等）に参

加協力する。 

 

 

 

 

（6） 介護予防ケアマネジメント事業 

○総合相談件数（平成29年度） 

 2191件 

○指定介護予防支援 

  ・自前件数 1,512件 

  ・委託件数 1,661件 

  合計件数  3,173件 

○要支援1・2プラン 

月平均件数 264．4件 

 

 

 

 

 

 

 

(7) その他 

① 月曜日から金曜日までの営業時間外も電話転

送にて、相談員が応対を行った。 

 

② 個人情報ファイルは、キャビネットに施錠保管

する等、個人情報漏洩がないように対応した。 

③ 使用した紙の裏面を再利用する等、環境保全活

動の推進を行った。 

 

 

 

 

④ 内部研修、外部研修の機会を利用して、研修を

受講し、資質の向上を努めた。 

 

 

⑤ 平成29年度、連絡会で実施した研修に２回参加

し、資質の向上に努めた。 
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２．就労支援事業 

障がい者の一般就労を支援し、社会参加と自立の促進を図ると共に、障がい者を雇用する企業に

対しても雇用に関わる支援を行った。また、関係機関（所沢市自立支援協議会・相談支援事業所・

ハローワーク等）と連携し、障がい者就労を支援するネットワークの強化を図った。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 福祉の相談窓口の対応 

 福祉の相談窓口内各事業と連携・共有を

図る。 
       

（2） 障がい者の就労希望の相談 

 ① 就労に関する相談の受付 

 

 
    

 

（3） 利用者の登録及び登録した利用者

に対する支援 

 ① 就労に向けた相談・支援 

 

 
 

 

 ② 登録者・家族等からの就労等に関す

る相談 
    

 

 

 

 

 ③ 障がい者の職場適応促進ツール（ワ

ークサンプル幕張版）を活用したア

セスメントの実施 
        

 

 

 ④ 職業適性を測る為の職場体験実習

の実施 

  

（1） 福祉の相談窓口の対応 

 福祉の相談窓口において CSWや各部署、関係機関    

と連携して対応した。 

福祉の相談窓口来所者数 

9,229名 

（2） 障がい者の就労希望の相談 

① 就労に関する相談の受付 

就労希望に関する初回相談受付（事業説明会参加

人数） 

平成 29年度 平成 28年度 

相談者：128名 相談者：120名 

(3) 利用者の登録及び登録した利用者に対する支援 

 

① 就労に向けた相談・支援 

求職活動や継続就労に向けた相談・支援を行った。 

 平成 29年度 平成 28年度 

登録者数 875名 774名 

② 登録者・家族等からの就労等に関する相談 

登録者や家族、企業などから就労や生活に関する

相談に応じた。 

 平成 29年度 平成 28年度 

来所相談 2,148件 1,906件 

就職相談 4,074件 4,095件 

日常・社会生活相談 497件 507件 

③ 障がい者の職場適応促進ツール（ワークサンプ

ル幕張版）を活用したアセスメントの実施 

部品組み立てや重さ計測、データ入力等を行い、

相談者の能力評価がより正確に行えた。 

 幕張ワークサンプルの実績報告（導入初年度から） 

29年度 平成 28年度 平成 27年度 

17名 34回 25名 30回 6名 9回 

④ 職業適性を測る為の職場体験実習の実施 

就業適性を測るための職場体験実習を所沢市役

所や企業などで実施した。 
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⑤ 関係機関との連携・共有 

 
     

 

 

 

 

（4） 就労先の企業開拓・調査及び交渉 

 ① 企業からの障がい者雇用に関する

相談 

 

 ② 企業への職場開拓の実施 

 

 

 

 

（5） 就労先や関係機関との連絡及び調整 

 ① 職場巡回による就労状況の把握と

調整 
     

 

 

 ② 電話等による就労状況の把握と調整 
        

 

 

 ③ 就労先からの相談の受付と支援 

 

 

（6）就労者への支援 

 ① 職場定着に向けた相談・支援 

 

 

 

 

 

 ② 職場巡回による就労状況の把握と

調整 

⑤ 関係機関との連携・共有 

障がい者の一般就労に向けた連携支援について

協議し、ネットワークの強化に努めた。 

内 容 平成 29 年度 

西部圏域就労支援センター情報交換会 5回 

自立支援協議会しごと部会 6回 

埼玉県就業支援課情報交換会 2回 

（4） 就労先の企業開拓・調査及び交渉 

① 企業からの障がい者雇用に関する相談 

障害者雇用についての専門的な提案や助言を行

い、円滑に障害者雇用ができるように支援した。 

② 企業への職場開拓の実施 

埼玉県障害者雇用総合サポートセンターやハローワ

ークと連携して障害者を雇用する企業を開拓し

た。 

29年度 平成 28年度 

52件 25件 

 (5) 就労先や関係機関との連絡及び調整 

① 職場巡回による就労状況の把握と調整 

一般就労している登録者の職場に定期的に訪問

し、必要に応じた支援を行った。 

 平成 29年度 平成 28年度 

職場等の訪問 1,534件 1,344件 

② 電話等による就労状況の把握と調整 

一般就労している登録者の職場や登録者に電話等によ

る連絡をし就労状況の把握と調整を行った。 

項 目 平成 29年度 平成 28年度 

電話・FAX・Eメール等 2,148件 1,906件 

③ 就労先からの相談の受付と支援 

登録者が就労している企業から障害者雇用に関

する相談に応じ必要な支援を行った。 

(6) 就労者への支援 

① 職場定着に向けた相談・支援 

一般就労している登録者から就労に関する相談

に応じ必要な支援を行った。 

 平成 29年度 平成 28年度 

職場定着相談 2,714件 2,808件 

② 職場巡回による就労状況の把握と調整 

一般就労している登録者の職場に定期的に訪問
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 ③ 電話等による就労状況の把握と調整 

 

 

 ④ 余暇に関する相談・情報提供 

 

 

（7） 関係機関との連携 

① 障がい者就労関係機関連絡会議の

開催 

障がい者の一般就労を総合的に支援

するネットワークを強化する。 

 ② ハローワーク・移行支援事業所・ 

特別支援学校などとの連携強化 

就職活動から職場定着まで、連携して

支援を行う。 

 

 
       

（8） 広報啓発事業 

フリースクール等へ通学している方を

対象に、就労支援センターの役割を啓発

する。 

（9） 余暇事業の実施 

 ① 地域福祉サポーター等と連携し一 

般般就労をしている登録者同志の

語らいの場を積極的に提供すると

ともに、新たな地域資源（本会の新

所沢地区拠点等）の活用の促進を図

る。 

 ② 親睦会の開催 

し、必要に応じた支援を行った。 

③ 電話等による就労状況の把握と調整 

一般就労している登録者に電話等による連絡

をし就労状況の把握と調整を行った。 

④ 余暇に関する相談・情報提供 

登録者や家族から余暇に関する相談に応じ情報

提供を行った。 

（7） 関係機関との連携 

① 障がい者就労関係機関連絡会議の開催 

障がい者の一般就労を総合的に支援するネット

ワークを強化するための連絡会議を年 3回開催し

た。 

② ハローワーク・移行支援事業所・特別支援学校

などとの連携強化 

就職活動から職場定着まで継続した支援を行う

ため連携強化に努めた。 

内 容 平成 29年度 

ハローワーク情報交換会 6回 

特別支援学校進路指導連絡会 5回 

（8） 広報啓発事業 

ホームページの公開や発達障害啓発週間に参加

することによって本センターの事業の啓発に努

めた。 

(9) 余暇事業の実施 

① 地域福祉サポーター等と連携し一般般就労を

している登録者同志の語らいの場を積極的に

提供するとともに、新たな地域資源（本会の新

所沢地区拠点等）の活用の促進を図る。 

登録者や地域住民等が交流できる活動拠点の

情報提供を行った。 

② 親睦会の開催 

・開催日：平成 30年 1月 20日（土） 

・会 場：所沢市民文化センターミューズ 展示室 

・参加者：登録者、ボランティアなど 100名 

・内 容：永年勤続表彰、ゲームなど 

 

 

 

 



48 

 

３．コミュニケーション支援事業 

聴覚障がい者、視覚障がい者の権利を守り社会参加を促すとともに、社会への理解拡大を図った。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 福祉の相談窓口の対応 

（2） 手話通訳者・要約筆記者の派遣 

① 利用者の申請に応じて情報保障を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

② 登録手話通訳者及び登録要約筆記

者を対象に研修会を年数回実施し、資

質の維持・向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 
               
 
 

③ 安定した人材確保のため、以下の養

成講習会を開催する。 

ａ 手話通訳者養成講習会 

（1） 福祉の相談窓口の対応（既述（ｐ45）） 

（2） 手話通訳者・要約筆記者の派遣 

① 利用者の申請に応じて情報保障を行った。 

【所沢市登録通訳者数】 

 平成 29年度 平成 28年度 

手話通訳者 27名 27名 

要約筆記者 15名 16名 

【通訳派遣実績】 

 平成 29年度 平成 28年度 

手話通訳 個人派遣 668件 719件 

団体派遣 282件 240件 

①小計 950件 959件 

要約筆記 個人派遣 7件  22件 

団体派遣 66件  103件 

 ②小計 73件 125件 

事務所内 電話通訳   276件 284件 

来所相談   738件 896件 

③小計  1,014件 1,180件 

 ①+②+③ 合計  2,037件 2,264件 

② 登録手話通訳者及び登録要約筆記者を対象に

研修会を年 9回実施し、資質の維持・向上を図っ

た。 

 回数 開催日 出席者数 

新人通訳者研修 1回 平成 29 年 4 月 14 日 6名 

合同研修 1回 平成 29年 11月 13日 18名 

手話通訳者研修 2回 平成 29 年 1 月 15 日 7名 

平成 29 年 1 月 30 日 5名 

要約筆記者研修 3回 平成 29 年 9 月 26 日 7名 

平成 29年 11月 21日 14名 

平成 29 年 12 月 5 日 10名 

現任要筆者パソ

コン現場実習 

2回 平成 29 年 9 月 6 日 4名 

平成 29 年 12 月 4 日 4名 

③ 安定した人材確保のため、以下の養成講習会を

開催した。 

ａ 手話通訳者養成講習会  午前 10時～正午 
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ｂ 要約筆記者養成講習会（手書きま 

たは PC） 

 
                   

（3） 聴覚障がい者の自立・社会参加の促進 

人生半ばで聞こえなくなり、ふさぎ込ん

だり引きこもりがちになっている市民

を対象に、障がいの受容やピアサポート

の環境づくり・新たなコミュニケーショ

ン支援手段の確保等を目指した講習会

を行う。 

① 中途失聴者や難聴者のための手話 

講座 

 

 
             
（4） 市民への啓発 

多くの理解者・支援者を得るため、市民

に向けて以下の講習会を行う。 

① 手話奉仕員養成講習会（入門基礎課

程および上級課程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間 回数等 受講者 修了者 

平成 29 年 5 月

10 日～平成 30

年 2 月 28 日 

40回 

水曜日 11名 10名 

ｂ 要約筆記者養成講習会（パソコン課程） 

午前 10時～正午／午後 1時～午後 3時 

期間 回数等 受講者 修了者 

平成 29 年 5 月

12 日～平成 30

年 2 月 2 日 

43回 

金曜日 14名 10名 

（3）聴覚障がい者の自立・社会参加の促進 

左記の目的のとおり、下記講習会を開催した。 

 

 

 

 

 

① 中途失聴者や難聴者のための手話講座 

午後２時～午後４時 

期間 回数等 受講者 修了者 

平成 29 年 6 月 29

日～平成 30 年 3

月 8 日 

28回 

木曜日 18名 18名 

（4） 市民への啓発 

多くの理解者・支援者を得るため、市民に向けて以

下の講習会を行った。 

① 手話奉仕員養成講習会 

【入門基礎課程（午前）】午前 10時～正午 

期間 回数 受講者数 修了者数 

平成 29 年 5 月 10

日～平成 30 年 2

月 7 日 

30回 

水曜日 32名 25名 

【入門基礎課程（夜間）】午後 7時～午後 8 時 50 分 

期間 回数 受講者数 修了者数 

平成 29 年 5 月 10

日～平成 30 年 2

月 7 日 

30回 

水曜日 31名 23名 
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② 点訳ボランティア養成講習会（初級

または中級） 
             
 

③ 音訳ボランティア養成講習会 

 
                  
（5） 当事者・登録通訳者・関係団体と

の連携強化 

定期的にコミュニケーション支援事業

連絡会を開催し、相互の活動報告・意見

交換の場を設ける。 

 
     

 

 

（6） 広報活動 

各事業の担当者および CSWと連携を図る

中で、コミュニケーション支援事業の広

報活動に努める。 

 

【上級課程（午前）】午前 10時～正午 

期間 回数 受講者数 修了者数 

平成 29 年 5 月 10

日～平成 30 年 2

月 7 日 

30回 

水曜日 17名 16名 

【上級課程（夜間）】午後 7時～午後 8時 50分 

期間 回数 受講者数 修了者数 

平成 29 年 5 月 10

日～平成 30 年 2

月 7 日 

30回 

水曜日 15名 13名 

② 点訳ボランティア養成講習会（中級） 

期間 回数 受講者 修了者 

平成 29 年 06 月 5

日～平成 29 年 10

月 16 日 

15回 

月曜日 12名 10名 

③ 音訳ボランティア養成講習会 

期間 回数 受講者 修了者 

平成 29年 10月 24

日～平成 30 年 2

月 13 日 

15回 

火曜日 6名 6名 

（5） 当事者・登録通訳者・関係団体との連携強化 

定期的にコミュニケーション支援事業連絡会を開催し、

相互の活動報告や意見交換の他に、協議を行った。 

回数 開催日時 主な内容 

第 1回 平成 29 年 5 月 29 日 28 年度事業報告、他 

第 2回 平成 29 年 8 月 29 日 30 年度手話講習会、他 

第 3回 平成 29 年 12 月 5 日 30 年度手話講習会、他 

第 4回 平成 30 年 2 月 27 日 
パソコン要約筆記派

遣、他 

（6） 広報活動 

啓発パンフレット、しおり等を活用し、啓発に努め

た。各種講習会開催に当たっては広報、ホットメー

ル、新聞等を利用し、広く市民に周知を行った。 

また CSW、相談支援専門員、就労支援センターなど

の関係機関に、情報提供等を行い、連携を図った。 
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４．障害者相談支援事業 

障がいのある方や、そのご家族が地域で安心して自立した生活が送れる社会を目指して相談支援

を行った。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 福祉の相談窓口の対応 

（2） 基幹相談支援 

地域における相談支援の中核的な役割

を担い、障がいの種別や各種のニーズに

対応できる総合的・専門的な相談支援を

実施する。また、地域の相談支援事業者

への指導・助言・人材育成及び関係機関

との連携強化に取り組み、自立支援協議

会の運営等、地域の実情に合わせて市内

相談支援事業所全体の調整や体制強化

を図り、障がい者を支える地域づくりを

担う。 

① 総合的・専門的な相談支援 

ａ 総合相談の窓口 

相談者が抱えるニーズを速やかに

把握し、関係機関と連携して支援が

行えるようにする。また、専門的な

相談支援を要する困難ケースに対

しても他機関と連携して支援する。 

 

 

 

 

 

 

② 市内の相談支援体制の整備 

ａ 相談支援専門員を対象とした研

修(グループスーパービジョンや

事例検討など)の企画、実施 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 福祉の相談窓口の対応（既述（ｐ45）） 

（2） 基幹相談支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 総合的・専門的な相談支援 

ａ 総合相談の窓口 

・福祉の相談窓口に多問題や専門的な支援を要す   

るケースが多くあった。障害者手帳を持っていな

い人や制度の利用に当てはまらないような人の

ケースの相談が多くなっている。またひきこもり

など専門的な支援や関係機関との連携を図りな

がら継続的な関わりを要するケースの相談が多

かった。 

・総合的・専門的な相談支援件数：73件 前年度比 

＋19件（相談支援事業実績報告 基幹相談支援セ 

ンター事業 実施報告書 平成 29年 4月～平成 

30年 3月末までより） 

② 市内の相談支援体制の整備 

ａ 相談支援専門員を対象とした研修(グループス

ーパービジョンや事例検討など)の企画、実施 

・グループスーパービジョン研修 年間 6回実施

（内 1 回、筑波大学小澤教授を講師に招いて実施） 

・「障害者を取り巻く最新の国の動向と地域生活  

支援拠点整備について」をテーマに所沢市自立

支援協議会主催の研修を実施。地域の関係機関

の中から 87名の参加があった。 

・埼玉県相談支援体制整備事業西部ブロック会議

へ参加 
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ｂ 新規指定特定相談支援事業所 

開拓とフォローアップ 

ｃ 指定特定相談支援事業所へのフ

ォローアップ体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 地域移行、地域定着の促進 

病院や施設と連携し、地域での生活を

送る為の情報提供や社会資源の開拓

などを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 権利擁護・虐待防止に関する相談 

ａ 障がい者虐待への対応 

市の「障害者虐待防止・対応マニュ

アル」に基づき、コアメンバー会議

への参加、ケース会議の開催、モニ

・会議回数：12回 

・研修参加回数：1回 

ｂ 新規指定特定相談支援事業所の開拓とフォロ

ーアップ 

ｃ 指定特定相談支援事業所へのフォローアップ

体制の整備 

・所沢市障害福祉課と一緒に指定特定相談支援事

業所の開設を検討している事業所へ相談支援

事業の説明を行った。6事業所に向けて説明を

行った。（内 2か所は H30年度に開設予定） 

・市内障害児通所支援事業所向けに障害児相談支

援事業所開設の意思を確認するアンケート調

査を行った。アンケート結果により関心がある

事業所に対して H30年度に事業説明を行う予

定。 

・相談支援専門員 1名で業務を行っている指定特

定相談支援事業所を 4か所訪問し個別にスーパ

ーバイズを行った。その他困難ケースの相談や

対応を一緒に行った。 

③ 地域移行、地域定着の促進 

・市内精神科病院に長期入院している精神障害を

持つ患者に対しこあふる 2階の地域交流室でサ

ロン活動を 4回行った。レクリエーションや地

域資源に関する情報提供を行った。 

・地域移行、地域定着の促進に関わる支援件数 

21 件 前年度比＋14 件（相談支援事業実績報

告 基幹相談支援センター事業 実施報告書 

平成 29年 4月～平成 30年 3月末までより） 

・地域移行、地域定着の促進に関する研修に 2件

参加した。（狭山保健所主催 地域移行・地域

定着に関する研修、埼玉県主催 精神障害者に

も対応した地域包括ケアシステムに関する研

修） 

・市内精神科病院主催の地域関係機関連携会議に

出席した。 

④ 権利擁護・虐待防止に関する相談 

ａ 障がい者虐待への対応 

・虐待通報件数 17件（前年度比＋1件） 

・コアメンバー会議への参加 17件 

・訪問調査等 延べ 23回 
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タリングの管理を行いながら障が

い者虐待の早期解決を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 自立支援協議会の運営 

実務者会議の運営を行い、各部会の調

整をしながら地域課題を明確化し障

がい者が暮らしやすい地域づくりに

取り組む。 

ａ 実務者会議の運営 

ｂ 相談支援部会(部会長) 

ｃ くらし部会(部会長) 

ｄ しごと部会(副部会長) 

ｅ こころ部会(副部会長) 

ｆ こども部会(副部会長) 

 

⑥ 家族支援 

家庭において障がい者を支援・介護し

ている家族に対して情報提供や当事

者同士の情報交換の場を提供するこ

とで、家族の力を高めて本人の支援に

つなげていく。 

（3） 一般相談支援 

市町村が実施する地域生活支援事業の

中の相談支援事業を、所沢市から委託を

受け実施する。障がいのある方やご家族

の地域生活に関する相談に応じて、保

健・福祉などのサービスが総合的に受け

られるように支援する。 

① 障害者相談支援 

ａ 福祉サービスの利用援助（情報提

供、相談等） 

ｂ 社会資源を活用するための支援

・ケース会議 8回 

・モニタリング 8回 

・障害福祉サービス事業所より依頼を受け、障害

者虐待防止研修 2 件行った。（放課後等デイサ

ービスたっち、株式会社うるお） 

・埼玉県障害者虐待防止権利擁護研修に 3名参加

した。 

・障がい者差別及び障がい理解に関する研修依頼

へ 3 件対応した。（ほっとふる柳瀬、所沢市内

民協障害研修部会、並木民協・小手指第 2民協

合同勉強会） 

⑤ 自立支援協議会の運営 

 

 

 

 

ａ 実務者会議の運営：年間 7回開催 

ｂ 相談支援部会(部会長)：年間 6回開催 

ｃ くらし部会(部会長)：年間 6回開催 

ｄ しごと部会(部会長)：年間 6回開催 

ｅ こころ部会(副部会長)：年間 9回開催 

ｆ こども部会(副部会長)：年間 6回開催 

○研修等の主催：年間 16回開催 

⑥ 家族支援 

個別の相談で障がい者の親亡き後の相談などには

対応してきたが、障がい者の家族間の交流や情報交

換の機会を持つことはできなかった。 

 

 

（3） 一般相談支援 

 

 

 

 

 

 

① 障害者相談支援 

相談件数：315件(前年度比－43件) 
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（各種支援施策に関する助言・指導等） 

ｃ 社会生活を高めるための支援 

ｄ ピアカウンセリング 

ｅ 権利の擁護のために必要な援助 

ｆ 専門機関の紹介・福祉サービスの

利用援助 

② 住居入居等支援事業 

ａ 入居支援に関する業務 

ｂ 居住支援のための関係機関によ

るサポート体制の調整を行う業務 

③ 障害者虐待防止センター 

ａ 所沢市から委託を受けて、障害の

ある方への虐待に対する発見者

からの通報・届出の受理・相談・

指導・助言・広報・啓発活動を行

う。 

(４) 計画相談支援 

障がいのある方の状況や生活状態及び

意向等、ニーズに沿ったサービス提供が

行えるような計画的な支援・定期的なモ

ニタリングを通じ、ご本人の望む生活の

実現を目指したケアマネジメントを行う。 

① サービス利用支援 

ａ サービスの利用申請時の「サービ

ス等利用計画案」の作成 

ｂ サービス支給決定後の連絡調整 

ｃ 「サービス等利用計画」の作成 

② 継続サービス利用支援 

ａ 「サービス等利用計画」のモニタ

リング（効果の分析や評価）       

ｂ 「サービス等利用計画」の見直し 

 

 

 

 

 

 

② 住居入居等支援事業 

相談件数：34件(前年度比＋9件) 

 

  

③ 障害者虐待防止センター 

虐待通報件数 17件（前年度比＋1件） 

 

 

 

 

(４) 計画相談支援 

 

 

 

 

 

① サービス利用支援 

新規サービス等利用計画作成件数：56件（前年度比

-2件） 

 

 

② 継続サービス利用支援 

・継続サービス等利用計画作成件数：324件（前年

度比+4件） 

・相談件数：1485件（前年度比＋156件） 

  

５．ファミリー・サポート・センター事業 

地域で育児の支援を受けたい方（利用会員）と支援を行いたい方（援助会員）の相互援助活動を

支援するとともに、活動を通して子育てが安心して出来る環境づくりを進めた。 

また、援助会員サブ・リーダーの協力により、新たに「援助会員サロン」を開催し、援助会員同

士が日頃の援助に対する悩みや疑問を出し合い、意見を交わし合うなど、交流を通じての資質向上

を図った。 
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事業計画 事業実施結果 

（1） 会員（利用会員・援助会員） 

① 会員登録を受け付ける。 

② 援助会員の紹介、調整を行う。 

③ 課題のあるニーズやケースについ

て利用会員の許可を得た上で、保健

センター等適切な機関につなぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

（1）会員（利用会員・援助会員） 

 ○会員数（うち新規会員） 

区  分 
人  数 

平成 29年度 平成 28年度 

利用会員（うち新規会員） 3,230（385） 3,046（353） 

援助会員（うち新規会員）  355（43） 355（34） 

両会員 10 10 

実稼働援助会員数 139 142 

実利用会員数 395 396 

○活動内容及び回数 

内  容 
活動回数 

平成 29年度 平成 28年度 

保育所・幼稚園の登園前の預かり及

び送り 

1,078 1,775 

保育所・幼稚園のお迎え及び帰宅後

の預かり 

1,879 2,098 

保育所・幼稚園の帰宅後の預かり 142 361 

登校前の預かり及び送り 601 604 

学校の迎え及び帰宅後の預かり 419 554 

学童保育前の預かり及び送り 318 251 

学童保育の迎え及び帰宅後の預かり 1,632 1,471 

子どもの習い事等の場合の援助 961 734 

保育所・学校等の休み時の預かり 29 33 

保護者等の短時間・臨時的就労の場

合の預かり 

1,233 869 

保護者等の求職活動中の預かり 18   7 

保護者等の冠婚葬祭のための預か

りまたは送迎 

5 9 

他の子どもの行事等のための預か

りまたは送迎 

240 261 

保護者等の外出時の預かりまたは

送迎 

728 988 

保護者等の病気時の預かりまたは

送迎 

126 91 

ならし保育 12  0 

沐浴 22 0 

その他 1,159 1,132 

合 計 10,602  11,238 
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（2） 援助会員 

① 養成講習会を開催し、受講修了者の

会員登録の受付を行う。 

② 利用会員の紹介、調整を行う。 

③ フォローアップ講習会を開催し、援

助活動の向上を図る。 

④ サブリーダーと連携し交流行事や

養成講習等の実施を通じて会員相

互の親睦及び組織づくりを強化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 広報活動 

 ① 会報「ふぁみさぽ通信」の発行 

（2） 援助会員 

○援助会員養成講習会  

【第 1回】6月 14日（水）～16日（金）全 3日間 

   新所沢まちづくりセンター  修了者 17名 

【第 2回】10月 10日（火）～13日(金) 全 4日間 

（緊急サポートセンター共催） 

     新所沢まちづくりセンター  修了者 11名 

【第 3 回】1 月 18 日（木）25 日（木）2 月 1 日（木） 

全 3日間 

    ・新所沢まちづくりセンター  修了者 20名 

・内容：事業説明、援助活動の流れ／子どもの心と

身体の発達／保育の心／子どもの遊び／子ども

の事故と安全／活動に向けて～グループワーク

／地域との関わりについて／その他 

○援助会員フォローアップ講習会 

 【第 1回】7月 11日（火） 

・所沢市こどもと福祉の未来館  46名  

・内容：「子育て家庭に訪問するということ」 

 ・講師：埼玉県立大学保健医療福祉学部 市村彰英氏    

【第 2回】12月 19日（火） 

・所沢市こどもと福祉の未来館  23名  

・「赤十字幼児安全法講習会」 

・内容：こどもの事故と予防、ハンカチを使った応急 

手当他 

・講師：日本赤十字社埼玉県支部 

・その他：「出張援助会員サロン」を開催 

  ○サブ・リ－ダー会議（年 7回）  

・平成 29年 4月 14日（金）、5月 12日（金）、7月

7日（金）、9月 8日(金)、11月 10日（金）、平

成 30年 1 月 12日（金）、3月 9日(金)  

・参加者：サブリーダー 7名  

・内容：センター主催行事の打合せと終了後の感想、       

援助会員サロン、事例検討等 

  ○援助会員サロン（年 9回） 

   ・6月 5日（月）、7月 5日（水）、9月 5日（火）、10

月 5日（木）、11月 6日（月）、12月 6日（水）、1

月 9日（火）、2月 5日（月）、3月 5日（月） 

・ファミリーサポートセンター和室  延べ 87名 

（3） 広報活動 

① 会報「ふぁみさぽ通信」発行 
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児童館、まちづくりセンター等へ配架

する。 

 

 

 

 

 ② 児童館等での事業説明・チラシ配布

を行う。 

 ③ 民生委員・児童委員協議会定例会や

イベント等での広報活動に努める。 

（4） その他 

① 利用会員、援助会員の全体交流会を

開催する。 

② 第 2 次健康日本 21 所沢市計画「健

康ところ 21」の乳幼児期分科会に参加

する。 

 ③ 困難ケースについて必要に応じ関

係機関とのケースカンファレンスに

参加する。 

【32号】平成 29年 5月 25日（木）発行 

センターからの知らせ、年間行事予定、新サブ 

リーダー紹介、前年度活動実績など 

【33号】平成 29年 11月 15日（水）発行 

フォローアップ講習会とクリスマス会のお知 

らせ、上半期活動実績報告など 

 ②③ 各公民館・まちづくりセンター、民生児童委員協議 

会、地域行事でのチラシ配布 

 

 

（4）その他 

 ① 全体交流会（クリスマス会） 

 ・平成 29年 12月 8日（金） 

 ・所沢市こどもと福祉の未来館   

・参加者：67名（利用会員親子 52名援助会員 15名 

・内容：ミュージックパネルプッペさん公演、援助会 

員歌唱、手作り品プレゼント 

 

 

 

６．生活困窮者自立相談支援事業 

様々な生活課題を抱え生活に困窮となった方に対し、第 2 のセーフティネットとして、早期に自

立に向けた支援を行った。一人ひとりに寄り添いながらいろいろな悩みを解決していくため、地域

住民や関係機関・行政とも連携・協働して適切な支援につなげた。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 自立相談支援事業 

 ① 生活困窮者の自立に向けた相談支援 

生活困窮者の相談に応じ、本人の意思

を確認しながら適切なアセスメントを

行い支援計画の作成を行う。支援計画

に基づき、各関係機関や各団体との連

携、既存の制度等を活用しながら包括

的、継続的に対象者の自立をめざす。 

 

 

 ② ネットワークの構築 

地域での孤立防止、早期発見、自立に

向けたつながりをつくるために、関係

団体、関係機関とのネットワークを構

築・活用し、地域の社会資源として増

（1）自立相談支援事業 

 ① 生活困窮者の自立に向けた相談支援 

内容 
件数（家計含む） 

平成 29年度 平成 28年度 

新規受付 820 769 

相談のみ 491 357 

次年度継続（経

年継続含む） 

166 112 

年度内終了 769 740 

支援延回数 4,942 2,660 

② ネットワークの構築 

○上下水道局と連携して、水道料金滞納者への通

告書を発送する際に広報用カードを送付し、10

件程度の相談が入るようになった。 

○市教育委員会小中学校長会にて事業説明を行
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やす。 

  

 

③ 支援調整会議の開催 

各関係機関の専門職を構成員とし、利

用者に対する支援計画について適切

な助言・指導を受け、支援計画の見直

しや関係機関・関係団体、制度利用へ

つなげる支援を行う。 

（2） 家計相談支援事業（任意事業） 

① 家計管理関する支援 

家計に問題を抱える生活困窮者から

の相談に応じ、家計状況を「見える化」

し、家計再生の計画・家計プランを作

成し、相談者の家計管理の意欲引き出

す取り組みを行う。家計管理に関する

指導等を行う。 

（3） 住居確保給付金の利用 

 離職等により経済的に困窮し、住居を喪

失した者、喪失のおそれのある者に対し

て家賃相当分の給付金を支給できるよ

うに相談・支援を行い、市生活福祉課・

ハローワークとの連携を図り、就労機会

の確保に向けた支援を行う。 

（4） 福祉の相談窓口の対応 

 

い、学校から相談が入るようになった。 

○所沢市立 19保育園へ事業説明を行ない、事業へ

の理解を深めることができた。 

③ 支援調整会議の開催 

・月 1回、計 12回開催 

  ・プラン作成 122件 プラン終了 75件 
                  
（2）家計相談支援事業（任意事業） 

内容 
件数（家計のみ） 

平成 29年度 平成 28年度 

新規受付 92 87 

次年度継続（経

年継続含む） 

73 52 

年度内終了 71 35 

 

（3）住居確保給付金の利用 8件 

 

 

 

 

 

 

（4） 福祉の相談窓口の対応（既述（ｐ45）） 

 

 

７．生活支援コーディネーター業務 

 介護保険法改正に伴う生活支援体制整備事業で、「住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期ま

で続ける」ことができる地域づくりを地域住民、関係機関・団体等とともに取り組んだ。 

市内全域を対象とした生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置や、地域資源や情報を市

民にわかりやすく提供すること等により、地域の力と高齢者をつなぐ仕組みをつくった。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 生活支援・介護予防に関する地域

資源の把握とニーズ把握 

① 地域包括支援センター、まちづくり

センター、老人福祉センター・老人

憩の家に訪問し、生活支援・介護予

防に関する地域資源とニーズの把

握に努める。 

（1） 生活支援・介護予防に関する地域資源の把握 

とニーズ把握 

① 地域包括支援センター、まちづくりセンター、

自治会・町内会、福祉団体、ボランティア等と

の情報共有を図り、地域資源・ニーズ把握を通

年で実施した。 
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② 地域ケア運営会議、地域個別ケア会

議、地域ケア会議（14圏域×4回）

など各種会議での情報把握と生活

支援・介護予防に関する地域資源と

ニーズの把握に努める。 

③ 市民活動支援センター運営会議に

て、ニーズ・活動情報を収集する。 

   

（2） 第 1 層（市全域）協議体ワーキン

ググループの事務局・運営 

① 第 1層協議体ワーキンググループを

定期開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 生活支援サービスの担い手の発掘・養成 

① サロン活動者向けレクリエーショ

ン講座を毎月 1回開催 

② 地域ケア会議 56回、地域個別ケア会議（5回）

に参加し、地域資源・ニーズ把握を通年で実施

した。 

 

 

③ 市民活動支援センター運営会議（7 回）におい

て、情報共有を図り、地域資源・ニーズ把握を

実施した。 

（2） 第 1 層（市全域）協議体ワーキンググループ

の事務局・運営 

① 第 1層協議体ワーキンググループ 

【第 1回】平成 29年 6月 29日（木） 

・生活支援体制整備事業について 

・第 1層生活支援コーディネーターの取り組み

について 

【第 2回】平成 29年 8月 24日（木） 

・地域貢献活動アンケート結果報告 

・第 2層協議体に向けた検討 

【第 3回】平成 29年 10月 26日（木） 

   ・生活支援体制整備事業関係者勉強会について 

・第 2層生活支援コーディネーター（候補者）

勉強会報告 

・「担い手」について 

【第 4回】平成 30年 1月 18日（木） 

・ランチ交流 

・担い手の情報管理と活動時のリスクについて 

② 第 1層協議体の開催（2回） 

【第 1回】平成 29年 11月 24日（金） 

・生活支援体制整備事業について 

・第１層生活支援コーディネーターの取り組み 

・グループワーク  

テーマ：「キラリと光るわが地域の取り組み」 

【第 2回】平成 30年 3月 16日（金） 

・平成 29年度の活動報告 

・グループワーク 

テーマ：「キラリと光る宝探し、あなたなら  

どう活かす、地域の宝」 

（3） 生活支援サービスの担い手の発掘・養成 

  ○所沢市高齢者大学での講師（2回） 

  ○平成 29年 9月 27日（水）・10月 4日（水） 
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② サロン向けに演芸ボランティアの

紹介の機会として演芸ボランティ

ア大会を開催する。また演芸ボラン

ティアとして活動したい人も募集

し、サロン活動者に情報提供する機

会とする。 

③ ボランティア養成講座の 1 つとして

生活支援ボランティア養成（担い手養

成）講座を開催。ちょっとしたお助

け活動をしたい人向けに心構えやル

ール、具体的な取り組みを紹介する。 

（4） 活動の場の発掘・開発 

① 活動場所の開発として、空き時間・

スペースの活用等の把握 

② 誰もが集える場・居場所の立ち上げ支援 

③ 交流室マップの更新 

（5） サービス実施情報の提供・周知 

① 生活支援・介護予防サービス情報を

簡易版で概ね 3ヶ月に 1回発行 

② 地域包括ケアサイトや介護サービ

ス情報公表システムへの掲載予定 

（6） 生活支援体制整備事業の周知 

① SC通信を年 2回発行 

② 出前講座という形で地域の方向け

の勉強会を開催 

③ 市民フォーラムを開催し、広く市民

に生活支援体制整備事業を周知 

（7） 第 2 層生活支援コーディネーター

への支援・情報共有 

第 2層コーディネーター配置後、定

期的な打ち合わせ会議を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○トコフィット養成講座（6回）への協力 

  ○話し相手ボランティア講座 

   ・平成 29年 3月 12日（月） 

・講師：話し相手ボランティアの会 

代表 玉嵜 勝也 氏 

・参加者：26名 

 

 

 

 

 

（4） 活動の場の発掘・開発 

空きスペース等の活用について、地域資源の把握

を行うとともの、サロン立ち上げや運営等に関す

る支援を行った。 

 

（5） サービス実施情報の提供・周知 

① 生活支援・介護予防サービス情報の更新（3回）

及び「所沢イイとこガイド」の発行（1回） 

② 地域包括ケアサイト「Ayamu」の導入 

 

（6） 生活支援体制整備事業の周知 

 ① SC通信の発行（1回） 

 ② 住民懇談会、ボランティア団体、福祉団体等の

集まりの場で、生活支援体制整備事業の説明・周

知を行った。 

 

（7） 第 2 層生活支援コーディネーターへの支援・

情報共有 

○各地域ケア会議の事前打合せ 

○先行 6圏域（三ヶ島第 1・第 2、小手指第 1・第

2、松井東、富岡）の各まちづくりセンター及

び高齢者支援課、地域づくり推進課、第 1層生

活支援コーディネーターとの意見交換 

○第 2層生活支援コーディネーター勉強会 

・平成 29年 9月 26日（火） 

・内容：第 2層生活支援コーディネーターの機 

    能と役割 

・講師：埼玉県社会福祉協議会 地域福祉部 

地域連携課生活支援アドバイザー  
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（8） 報告会の開催 

 

佐藤 潤一 氏 

○第 2層生活支援コーディネーター連絡会（6回） 

（8） 報告会の開催 

  ○高齢者支援課と協議の上、未実施 

 

８．認知症サポーター養成事業 

認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を地域で見守り・支える「認知症サポーター」を

養成した。認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らしていける地域をめざし、地域やグ

ループ、学校・企業等に養成講座の受講の働きかけを行った。 

事業計画 事業実施結果 

（1） キャラバン・メイトの調整及び 

紹介 

各種団体から認知症サポーター養成講

座の依頼があった際の調整を行う。 

（2） 講座の主催 

個人が参加できる講座の開催 

 

 

 

 

（3） 認知症サポーターのフォローアップ 

地域包括支援センターや市内の施設や

サロンと連携し、講座受講後の地域での

活動の場の情報提供を行う。 

（4） キャラバン・メイトのフォローア

ップ（交流会の実施 年１回、意

向調査） 

 

 

 

 

 

 

 

（5） 学校向けふくし学習との連携 

ボランティアセンターと連携し、若年齢

層を対象とした認知症サポーター養成

講座の開催を呼びかける。 

（1） キャラバン・メイト調整及び紹介件数：54件 

 

 

 

（2） 講座の主催：4回開催 

  ○平成 29年 5月 24日 45名 

  ○平成 29年 8月 1日 15名 

  ○平成 29年 11月 15日 27名 

  ○平成 30年 1月 30日 13名 

会場：こどもと福祉の未来館（4回全て） 

（3） 認知症サポーターのフォローアップ 

グループホームにて体験会を実施 

 

 

（4） キャラバン・メイトのフォローアップ 

キャラバン・メイト研修会・交流会を 1回実施 

  ○意向調査を 1回実施 

・平成 30年 2月 28日（水） 

・こどもと福祉の未来館 多目的室 1・2号 

・参加者：16名 

・講師：医療法人 尚寿会 あさひ病院 

センター長 新 弘一先生 

・内容：「認知症治療の現状・BPSDへの対応」の

テーマで講義、情報交換 

（5） 学校向けふくし学習との連携 
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Ⅵ 埼玉県社会福祉協議会委託事業 

■主な財源：県社協受託金、自主財源 

 

１．生活福祉資金貸付事業 

資金の貸し付けを受けようとする低所得世帯や障がい者・高齢者世帯に対して、相談・支援を行

い、資金の貸し付けを受けた人（借受人）に対する支援、償還に関する相談等を実施し、埼玉県社

会福祉協議会と連携を図った。生活困窮自立支援事業のあったかサポートセンターと連携し、家計

相談支援事業等のサポートを受け、借受人の自立に向けた効果的な支援を行った。 

また、民生委員、生活保護行政、彩の国あんしんセーフティーネット事業との連携を図った。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 総合支援資金 

求職中で、日常生活全般に困難を抱えて

おり、生活の立て直しのために継続的な

相談支援と生活費及び一時的な資金の

貸付を行うことにより、自立が見込まれ

る世帯に貸し付ける資金。 

① 生活支援費 

生活再建までの間に必要な生活費用 

 ② 住宅入居費 

住宅の賃貸契約を結ぶために必要な

敷金・礼金等の費用 

③ 一時生活再建費 

生活を再建するために一時的に必要

かつ日常生活費で賄うことが困難で

ある費用 

（2） 福祉資金 

① 福祉費 

日常生活を送る上で、又は自立生活に

資するために一時的に必要であると

見込まれる費用 

ａ 生業を営むのに必要な資金 

ｂ 就職のための技能を修得する費用 

ｃ 冠婚葬祭、出産、転居に必要な資金 

ｄ 障がい者等の福祉用具購入や、自 

動車購入等に必要な経費 

ｅ 住宅の増改築、修理に必要な資金 

ｆ 医療費や介護サービス利用料に

必要な資金 

ｇ 災害を受けたことによる困窮か

（1） 総合支援資金 

資金区分 
貸付件数 

平成 29年度 平成 28年度 

総合支援資金  0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 福祉資金 

資金区分 
貸付件数 

平成 29年度 平成 28年度 

福祉資金 2 3 
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ら自立更生するための資金 

② 緊急小口資金 

初回給与、初回年金受給までの間、給

与の盗難等によって緊急かつ一時的

に生計維持が困難になった場合 

（3） 教育支援資金 

学校教育法に規定する高校、大学等に就

学するための資金 

 

（4） 不動産担保型生活資金 

一定の不動産を所有する高齢者世帯の

生活資金 

 

 

（5） 臨時特例つなぎ資金 

 住居のない離職者に一時的な生活費を

貸し付ける資金 

 

 
        

 

（3） 教育支援資金 

資金区分 
貸付件数 

平成 29年度 平成 28年度 

教育支援資金 7 1 

（4） 不動産担保型生活資金 

資金区分 
貸付件数 

平成 29年度 平成 28年度 

不動産担保型

生活資金 
1 4 

（5） 臨時特例つなぎ資金 

資金区分 
貸付件数 

平成 29年度 平成 28年度 

臨時特例つな

ぎ資金 
0 0 

生活福祉資金貸付制度の相談件数 192 件のうち、貸付件

数は 17 件である。他制度の紹介や、他事業サービスへ繋

ぐ支援やあったかサポートセンターと連携を図り、家計

相談や就労定着できるようにサポートした。 

 

２．日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業） 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立

した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行った。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 福祉の相談窓口の対応 

（2） 福祉サービス利用援助 

定期的に訪問し、介護保険・障がい福祉

サービス等について情報提供、相談等に

対応する。 

 

 

 

 

（3） 日常生活上の手続き援助 

住宅改修や居住家屋の賃借に関するこ

とや住民届出等に関する手続き、その他

（1） 福祉の相談窓口の対応（既述（ｐ45）） 

（2） 福祉サービス利用援助 

利用者数 

平成 29年度（平成 30年 3月末現在）38人 

平成 28年度（平成 29年 3月末現在）44人 

 

相談延べ件数 

平成 29年度          3,235件 

平成 28年度          3,280件 

 (3) 日常生活上の手続き援助 

援助延べ件数 

平成 29年度          2,353件 
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福祉サービスの適切な利用に必要な一

連の手続を行う。 

（4） 日常的金銭管理 

生活費のお届けや福祉サービス利用

料・税金・医療費の支払い、年金及び福

祉手当の受領等の援助を行う。 

（5） 書類等預かりサービス 

年金証書や預貯金の通帳、保険証書など

を本会が契約している金融機関の貸金

庫に保管する。 
  

（6） その他 

① 専門員の複数配置や市民後見人候

補者の中から生活支援員を新たに

委嘱し、利用希望者に対し適切に対

応できるよう体制を整備する。 

 

② 専門員や生活支援員のスキルアッ

プ研修を行い支援の質を高める。 

 

 
      

③ 成年後見事業や生活困窮者自立相

談支援事業など関連する事業や関

係機関との連携を図る。 

④ 出前講座などを実施し、市民や関係

機関へ広く事業を周知する。 

平成 28年度          2,138件 
   

（4） 日常的金銭管理 

援助件数 

平成 29年度           743件 

平成 28年度           931件 

（5） 書類等預かりサービス 

利用者数 

平成 29年度            6人 

平成 28年度            8人 

（6） その他 

 ① 生活支援員配置数 

平成 29年度            13人 

平成 28年度            13人 

平成 29年度は、市民後見候補者から新たに 2人 

を委嘱した。 

② 生活支援員研修 

  ・平成 29年 10月 6日（金）13：30～16：00 

  ・内容：「支援時の留意点および記録の書き方」 

  ・対象：生活支援員 8名、法人後見支援員 11名 

      職員 7名 

③ 成年後見事業、生活困窮者自立相談支援事業、

市内地域包括支援センター、相談支援事業所等と

連携して各ケースに対応した。 

④ 出前講座などを実施し、市民や関係機関へ広く

事業を周知した。 

【高齢者虐待に関する出前講座】 

平成 29年 8月 2日（水）、教育センター 

【所沢市自立支援協議会相談支援部会】 

平成 30年 2月 9日（金）、所沢市こどもと福祉

の未来館 1階 多目的室 1号 

○その他、成年後見事業における出前講座内で   

本事業についても紹介した。 
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Ⅶ 成年後見 

■主な財源：市受託金、後見報酬、自主財源 

 

１．成年後見事業 

判断能力が不十分な方に対し、本会が成年後見人、保佐人または補助人となって、安心して日常

生活が送れるように支援した。所沢市から委託を受け、成年後見制度の相談窓口の設置、広報啓発、

法人後見の推進、市民後見人候補者の養成に取り組んだ。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 福祉の相談窓口の対応 

（2） 後見業務の実施 

① 法人後見業務運営委員会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 後見活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 家庭裁判所への報告 

 

（1） 福祉の相談窓口の対応（既述（ｐ45）） 

（2） 後見業務の実施 

① 法人後見業務運営委員会の開催 

法人後見における新たな受任対象者の検討や後

見業務の経過報告をし、適正に法人後見業務を行

うことを目的に開催した。 

【第 1回】平成 29年 5月 25日（木） 

受任対象者の検討、受任者の状況報告、市民後

見人養成講座について報告 

【第 2回】平成 29年 9月 28日（木） 

受任対象者の検討、受任者の状況報告、任意後

見監督人について 

【第 3回】平成 30年 2月 6日（火） 

受任対象者の検討、受任者の状況報告 

【第 4回】平成 30年 3月 22日（木） 

受任対象者の検討、受任者の状況報告 

② 後見活動の実施 

・受任件数（累計）：12件 

・死亡などに伴う終了件数（累計）：4件 

 平成29年度 平成28年度 

受任件数（年度末） 8 7 

 

区分 

高齢者 3 4 

知的障害 4 2 

精神障害 1 1 

 

類型 

後見 7 6 

保佐 0 0 

補助 1 1 

 
申立て 

市長申立て 5 6 

親族申立て 3 1 

③ 家庭裁判所への報告 

・定期報告 6件、初回報告 2件、後見事務終了報
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（3） 制度の利用促進 

① 相談窓口の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 弁護士相談の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 出前講座などを実施し、市民や関係

機関へ広く制度を周知  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 1件 

（3） 制度の利用促進 

① 相談窓口の設置 

相談の主な内訳としては、成年後見制度全般に関

する相談が 76 件ともっとも多く、続いて申立て

手続きに関する相談が 45 件であった。相続や遺

言などの相談については、必要に応じて弁護士に

よる権利擁護・あんしん相談に繋いだ。 

区分 相談件数 

本人 41 

家族 94 

関係機関 18 

そのほか 9 

合 計 162 

 ② 弁護士相談の実施 

弁護士による無料相談窓口を開設し、成年後見制

度などに関する相談や必要な手続きの説明、適切

な専門機関を紹介した。 

・日 時：毎月第 4木曜日 午前 10時～正午 

・対象者：所沢市民及びその家族、福祉関係者（ケ

アマネジャー、民生委員など） 

・内 容：成年後見制度、財産管理、相続など 

 ③ 出前講座などを実施し、市民や関係機関へ広く

制度を周知  

【第 1回出前講座】平成 29年 7月 12日（水） 

・参加者：光の園 父母会 

・参加人数：28名 

【第 2回出前講座】平成 29年 9月 8日（金） 

・参加者：秋草学園福祉教育専門学校生徒 

・参加人数：34名 

【第 3回出前講座】平成 29年 10月 11日（水） 

・参加者：吾妻介護講座参加者 

・参加人数：25名 

【第 4回出前講座】平成 29年 10月 19日（木） 

・参加者：おひさまクラブ 

・参加人数：30名 

【成年後見人等の情報交換会】 

埼玉弁護士会川越支部、成年後見センター・リ

ーガルサポート埼玉支部、権利擁護センターぱ

あとなあ埼玉に所属する専門職と市内の地域
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（4） 法人後見の支援 

① 法人後見実施のための相談及び情

報提供 

 

 

② 法人後見実施団体による意見交換

会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5） 市民後見人候補者の育成 

 ① 市民後見人候補者名簿の管理及び

更新 

 

 ② フォローアップ研修の開催 

 

 

 

 

 

包括支援センターや相談支援事業所が成年後

見制度に関する業務において連携の促進を図

るために情報交換会を開催した。 

・開催日：平成 30年 3月 13日（火）  

・参加者：地域包括支援センター12か所、相談

支援事業所 4か所、生活支援コーデ

ィネーター職員、生活困窮者自立支

援事業相談員 

・内 容：各団体から活動紹介、後見業務の事

例、依頼方法など 

（4） 法人後見の支援 

① 法人後見実施のための相談及び情報提供 

本会職員による相談窓口を常時開所するほか、成

年後見制度に経験豊富な弁護士による相談窓口

を毎月第 4木曜日に開所した。 

② 法人後見実施団体による意見交換会の開催 

市内で法人後見業務を実施している団体を対象

に、市民後見人候補者の受け入れや市内における

法人後見の推進を目的に開催した。 

・開催日：平成 29年 10月 24日（火）、 

平成 30年 3月 7日（水） 

・参加者：NPO 法人埼玉成年後見センター所沢支

部、NPO 法人市民後見いきいき Net 所

沢、NPO法人サマリア 

・アドバイザー：はなみずき法律事務所 弁護士 

近藤宏一氏 

・内容：報酬が見込めない際の後見報酬助成の活用に

ついて、本人死亡後、相続人への管理財産の

引継ぎについて、後見監督人選任や後見制度

支援信託利用の基準について 

（5） 市民後見人候補者の育成 

 ① 市民後見人候補者名簿の管理及び更新 

市民後見人候補者と面談を行い名簿登載の意向を確認

した他法人後見実施団体の情報提供をした。 

 ② フォローアップ研修の開催 

市民後見人候補者の名簿登録者を対象にフォ

ローアップ研修を開催した。 

【第 1回目】平成 29年 7月 7日（金） 

・内容：財産目録の作成 

・参加者：15名 
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 ③ 実務経験を積むため、法人後見支援

として活動の場を提供 

 

 

 

 

 

（6） 短期金銭管理事業及びあんしん生

活サポート事業の実施検討 

公共料金の支払いや生活費のお届けな

ど、日常的な金銭管理を一時的に行う短

期金銭管理事業（病気や怪我、他のサー

ビス利用が開始までのつなぎなどで一

時的に必要な方を対象）及び、判断能力

のある高齢者のみの世帯、障がい者のみ

の世帯の方に対して、定期的な見守り、

任意後見契約、公正証書遺言作成支援を

行う等のあんしん生活サポート事業支

援の実施について検討する。 

・講師：本会職員 

【第 2回目】平成 29年 9月 29日（金） 

・内容：傾聴技法について 

・参加者：14名 

・講師：NPO法人ホールファミリーケア協会  

事務局 山田 豊吉 氏 

【第 3回目】平成 29年 12月 22日（金） 

・内容：成年後見の事務の円滑化を図るための

民法及び家事事件手続法の一部を改

正する法律について、事例検討 

・参加者：17名 

・講師：はなみずき法律事務所 弁護士  

近藤 宏一 氏 

【第 4回目】平成 30年 3月 15日（木） 

・内容：市民後見人として「すべきこと」「し

てはいけないこと」などの倫理観につ

いて学ぶ 

・参加者：13名 

・講師：公益社団法人埼玉県社会福祉士会 権

利擁護センターぱあとなあ埼玉 運営

副委員長 田中 満枝 氏 

③ 実務経験を積むため、法人後見支援として活動

の場を提供 

市民後見人候補者に実務経験の場として法人後

見支援員や日常生活自立支援事業の生活支援員

として委嘱した。 

法人後見支援員 9名 

日常生活自立支援事業生活支援員 6名 

（6） 短期金銭管理事業及びあんしん生活サポート 

事業の実施検討 

公共料金の支払いや生活費のお届けなど、日常的な

金銭管理を一時的に行う短期金銭管理事業（病気や

怪我、他のサービス利用が開始までのつなぎなどで

一時的に必要な方を対象）及び、判断能力のある高

齢者のみの世帯、障がい者のみの世帯の方に対し

て、定期的な見守り、任意後見契約、公正証書遺言

作成支援を行う等のあんしん生活サポート事業支

援の実施について検討した。 

・開催日：平成 29年 6月 27日（火） 

・参加者：管理職 9名、事務担当者 2名 
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