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はじめにー平成 30 年度の要点― 

 

少子高齢化、生活様式や働き方の多様化等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、地域には非常に多くの生活

課題が山積しています。 

こうした状況を地域が「我が事・丸ごと」として捉え住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域

をもとに創っていく地域共生社会の実現が必要とされています。 

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 3 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。 

 

所沢社協の運営における平成 30 年度の主な要点は下記 5 点です。 

 

1 第 4 次地域福祉活動計画の推進について、地域福祉活動推進会議が中心となり前期 3 箇年の評

価を行い、目的（目標）達成に向けた今後の課題について検討を行いました。 

 

2 各地区の地域福祉を推進した他、「コミュニティ・ソーシャル・ワーク★ラボ」の開催や CSW

報告書の作成、発行を通じて、CSW の取り組みの「見える化」を進めました。 

 

3 第 3 次発展・強化計画に基づき法人機能を強化するため、管理職と現場担当者（各所属の中堅

～リーダー級職員）が中心となり、コミュティソーシャルワークの推進、財源確保に関するワー

クショップを実施しました。 

 

4 社会福祉法に規定された「地域における公益的な取組」として、市内各社会福祉法人等が相談

窓口を設置し、市民に対して無料の相談事業を実施する「暮らしの相談事業」の実施に向けて、

所沢社協が事務局となり、取り組みを進めました。 

 

5 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、所沢市における認定調査業務の受注

を拡大しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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 

地域福祉の推進にあたり、法人の健全経営や経営基盤の強化を図るとともに、提供する福祉サー

ビスの向上や事業経営の透明性に努めました。 

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 30年 6月 14日（木） 

   平成 29年度事業報告・決算 

  【第 2回】平成 30年 8月 22日（水） 

   平成 30年度補正予算 

  【第 3回】平成 30年 11月 26日（月） 

愛の福祉基金の運用 

【第 4回】平成 31年 2月 19日（火） 

 定款の一部変更、一時生活支援事業の受託につ

いての協議 

【第 5回】平成 31年 3月 26日（火） 

 平成 30 年度補正予算、平成 30 年度事業計画及

び予算、愛の福祉基金運用、理事の補充選任 

ｂ 監事会 

【第 1回】平成 30年 5月 10日（木） 

 平成 29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 30年 10月 16日（火） 

 平成 30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 30年 5月 25日（金） 

 平成 29年度事業報告・決算、衛生管理規程・居

宅介護支援事業運営規程・ところざわ障がい者

相談支援センター運営規程の一部改正、評議員

候補者の推薦、評議員選任・解任委員会の開催

について 

【第 2回】平成 30年 8月 7日（火） 

  平成 30年度補正予算、非常勤等職員就業規則の

一部改正、評議員会の開催について 

  【第 3回】平成 30年 11月 5日（月） 
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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 

 

 

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 

 

 

   非常勤等職員就業規則及び非常勤登録ヘルパー

の就業に関する規則の一部改正、愛の福祉基金

の運用、評議員会の開催 

  【第 4回】平成 31年 2月 4日（月） 

   定款の一部変更、規程規則改正、評議員会の開

催、一時生活支援事業受託についての協議 

  【第 5回】平成 31年 3月 14日（木） 

   平成 30 年度補正予算、平成 31 年度事業計画及

び予算、規程規則改正、愛の福祉基金運用、理

事補充選任候補者、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 30年 5月 30日（水） 

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 

 実施には至らなかった。 

ｆ 理事・監事・評議員等研修の実施 

  実施には至らなかった。 

② 職員による会議 

ａ 管理職会議 月 1回、計 12回 

  各所属情報及び課題共有、第 3 次発展・強化計

画の進行管理検討 

ｂ 調整会議 月 1回、計 12回 

 課題についての協議 

  ｃ 現場担当者会議 月 1回、計 11回（4月以外） 

各所属情報及び課題共有、第 3次発展・強化計

画の進行管理 

  ｄ 研修担当者会議 月 1回、計 11回（4月以外） 

  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 30年 4月 24日（火） 

衛生推進者について、平成 30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 30年 12月 11日（火） 

平成 31年度計画の確認、上半期の各種取り組み

について、各事業場の状況、課題の共有及び意

見交換   

 ｆ 医療的ケア検討委員会 

・年 4回、査察 2回 

・要領の改正、医療的ケア実施の協議 
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（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 3 次発展・強化計画の進捗管理 

 ○重点項目 1 

  コミュニティソーシャルワークの推進 

 

 ○重点項目 2 

  人材育成の充実 

 ○重点項目 3 

  経営基盤の強化 

 

 

（6） 福祉人材育成の実施 

① 所沢社協職員研修の実施（「人材育

成方針」「平成 30年度職員研修計画」

に基づき実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 各種法令に基づく諸規程の整備 

・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 4回実施。 

・社会福祉法人指導監査(所沢市)の結果に基づ 

き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 3 次発展・強化計画の進捗管理 

○重点項目 1 

 コミュニティソーシャルワーカーの役割を共

有することを目的に実践報告会を年 2回開催 

 ○重点項目 2 

  業務手順書の整備 

 ○重点項目 3 

  財源確保に関するワークショップの開催 

 ○評価方法として MSC（モスト・シグニフィカン 

ト・チェンジ）評価を導入 

（6） 福祉人材育成の実施 

 ① 所沢社協職員研修の実施（「人材育成方針」「平

成 30年度職員研修計画」に基づき実施） 

  ○職業倫理研修 

   ・平成 30年 7月 20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：12名 

  ○階層別研修 

  【新任研修】平成 30年 9月 12日（水） 

・内容：キャリアプラン及び各階層に求められ

る役割について  

・参加者：14名 

【中堅職員研修】平成 30年 9月 20日（木） 

   ・内容： キャリアプラン及び各階層に求められ

る役割について 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7） 法人情報の発信 

 ① 広報紙・パンフレット等の発行 

 

② リニューアルしたホームページの

・参加者：25名参加 

【リーダー職員研修】平成 30年 9月 26日（水） 

・内容：リーダー職員の役割について 

・参加者：14名 

   上記階層別 3研修 

・時間：17時～19時 

・会場：所沢市こどもと福祉の未来館 

・講師：下村信子社会保険労務士 

  【管理職研修】平成 30年 5月 30日（水） 

・内容：目標管理と人材育成 

・講師：大舘 勉副市長 

・参加者：15名 

  ○庶務事務研修（全 4回） 

・時間：16時～17時 

・会場：所沢市こどもと福祉の未来館 

・講師：本会職員 

  【基本事務編】平成 30年 4月 16日(月) 

参加者：14名 

  【文書事務編】平成 30年 4月 23日(月) 

   参加者：20名 

  【会計編】平成 30年 4月 26日(木) 

   参加者：19名 

  【目標管理編】平成 30年 4月 24日(火) 

   参加者：15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 30年 11月～12月の間にかけて計 5本実

施した。参加者延べ 71名。 

・内容：「OJT研修」「コーチング研修」「コミュニ

ケーション研修」「メンタルヘルス(ライ

ンケア)」「メンタルヘルス(ヘルスケア)

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） 

（7） 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発行した。 

 ② リニューアルしたホームページの活用 
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活用 

 

 

 

 

 

 

（8） 社協会員の拡充 

① 広報・PRの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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 5月リニューアルホームペー 

   ジ公開 

  ○運営について 

   ホームページ内の情報を随時更新、各種行事・

職員募集等の案内を掲載し情報発信を実施 

（8） 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 30年度 平成 29年度 

松井 1,402,338円 1,387,005円 

富岡 890,100円 897,000円 

小手指 1,137,637円 1,079,483円 

山口 1,063,880円 1,118,914円 

吾妻 1,140,792円 1,165,165円 

柳瀬 502,339円 488,333円 

三ヶ島 1,751,550円 1,727,355円 

新所沢 587,161円 578,373円 

新所沢東 731,178円 746,745円 

所沢 903,400円 903,113円 

並木 333,583円 351,346円 

その他 0円 400円 

合計 10,443,958円 10,443,232円 

  ○福祉会員会費 

区分 平成 30年度 平成 29年度 

個人 14,500円 9,500円 

団体 162,000円 149,200円 

法人 6,000円 10,000円 

合計 182,500円 168,700円 

  ○賛助会員会費 

区分 平成 30年度 平成 29年度 

個人 529,000円 459,000円 

団体 14,600円 13,068円 
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② シール式会員証の発行 

 

（9） 収益事業の実施 

① 自動販売機 

 

 

 

 

 

② 斎場売店 

 

 

 

 

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 

（10） 埼玉県共同募金会への協力 

（11） 社会福祉士・介護福祉士養成課程

の学生等の実習の受入 

 

 

（12） 後援名義の使用許可 

法人 68,400円 117,000円 

合計 612,000円 589,068円 

  ○特別賛助会員会費 

区分 平成 30年度 平成 29年度 

個人 130,000円 140,000円 

団体 0円 0円 

法人 240,000円 230,000円 

合計 370,000円 370,000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。 

（9） 収益事業の実施 

① 自動販売機 

 平成 30年度 平成 29年度 

販売機設置台数 91台    93台 

手数料等収入額 12,825,511円 12,634,605円 

電気料等支出額 295,431円 290,298円 

差引後の額（a） 12,530,080円 12,344,307円 

② 斎場売店 

 平成 30年度 平成 29年度 

売上等収入額 24,480,610円 25,450,834円 

仕入費等支出額 22,884,879円 22,870,296円 

差引後の額（b） 1,595,731円 2,580,538円 

③ 市民プール売店 

 平成 30年度 平成 29年度 

売上等収入額  2,127,045円 2,233,032円 

仕入費等支出額  2,102,976円 2,081,856円 

差引後の額（c） 24,069円 151,176円   

差し引き後の額の合計（a）＋（ｂ）＋（ｃ） 

平成 30年度 平成 29年度 

14,149,880円 15,076,021円 

 ④ 自主財源の確保及び資金調達に関する調査研究 

   実施には至らなかった。 

（10） 埼玉県共同募金会への協力 

（11） 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 7大学より実習生 7名の

受入 

（12） 後援名義の使用許可 
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（13） 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） 

（14） 基金の運営 

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 

 

 

 

 

（15） 出前講座（福祉のことを学びま専

科）の開催 

 

 

 

 

（16） 社会貢献プロジェクトの実施 

 

 

 

 

 

 

 

（17） 調査研究 

 

 

 

（18） 所沢市こどもと福祉の未来館関連

事業への参画（未来館まつり、防災

訓練等） 

 

  後援名義使用許可件数：37件 

（13） 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。 

（14） 基金等の運営 

① 所沢市愛の福祉基金 

 平成 30年度 平成 29年度 

件数 69件 85件 

金額 2,937,659円 3,269,376円 

② 所沢市こども未来基金 

 平成 30年度 平成 29年度 

件数 16件 23件 

金額 475,586円 1,923,392円 

③ 一般寄付  

 平成 30年度 平成 29年度 

件数 21件 11件 

金額 644,528円 503,435円 

 

（15） 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 

平成 30年度 28件 

平成 29年度 36件 

（16） 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 81名が参加し、

模擬店出店で得られた収益のうち 1 万円を広島県

坂町小屋浦地区住民福祉協議会へ、2 万円相当を

フードドライブへ寄付した。 

（17） 調査研究 

   「指定要介護認定調査事務」について公益財団法

人かながわ福祉サービス振興会へ、「財源確保」

について草加市社会福祉協議会へ視察を実施。 

（18） 所沢市こどもと福祉の未来館関連事業への参

画（未来館まつり、防災訓練等） 

  ○未来館まつり 

   ・車いす体験を実施 
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  ○防災訓練 

   ・年 2回参加 

  ○未来館連絡会議への参加 

   ・月 1回、年 12回参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

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 

『第 4 次地域福祉活動計画 in 所沢 ところＷＩＴＨプラン』の前期 3 年間終了に伴い、平成 29

年度に見直した「中間見直し版」に基づき具体的な取り組みを進めました。また、推進にあたって

は、『第 2 次所沢市地域福祉計画』との整合性や、所沢市地域福祉センターをはじめとした関係機

関との連携の強化を図りました。      

（1） 地域福祉活動計画の各種施策の取り組み 

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 

 地域福祉活動推進会議（年 4 回）及び

作業部会（年 12 回)において計画の進行

管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）地域福祉活動計画の各種施策の取り組み 

ａ 地域福祉活動推進会議 

【第 1回】平成 30年 5月 21日（月） 

新任委員委嘱状交付、前期（平成 27～29年度） 

評価、「中間見直し版」の発行、平成 30年度年間

予定 

【第 2回】平成 30年 9月 10日（月） 

  ところ WITHプラン（中間見直し版）進行管理 

【第 3回】平成 30年 11月 19日（月） 

  後期 3年間における重点項目 

【第 4回】平成 31年 2月 25日（月） 

  評価表の変更（現状値根拠等） 

ｂ 地域福祉活動推進会議作業部会 

【第 1回】平成 30年 4月 16日（月） 

「中間見直し版」発行、前期（27～29年度） 

評価案、年間スケジュール、地域福祉サポーター 

養成講座 

 【第 2回】平成 30年 5月 14日（月） 

「中間見直し版」発行、前期（27～29年度） 

評価案、地域福祉サポーター養成講座 

【第 3回】平成 30年 6月 25日（月） 

 前期（27～29年度）評価・最終版、作業部会 

 協議内容・評価指標（根拠） 

【第 4回】平成 30年 8月 27日（月） 

地域福祉活動推進会議・委員選任結果、作業部

会・委員選任、今後の作業部会・協議内容、第 2

回地域福祉活動推進会議 

【第 5回】平成 30年 10月 15日（月） 

地域福祉活動推進会議・作業部会委員、今後の作 
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 ≪誰もが安心して暮らせるまちづくり≫ 

 ① 安心のまちを支える人づくり 

ａ 住民のボランティア活動を支援

（住民活動の拡充） 

 

ｂ 災害時にも対応できる人材の育成 

 

② 気軽に相談できる場づくり 

ａ 地域の中で気軽に相談できる場

や機会の拡充 

 

 

 

ｂ いつでも相談できる「福祉相談窓

口」の展開 

≪誰もが自分らしく暮らせるまちづくり≫ 

① 誰にもわかりやすい福祉情報の提供 

ａ ふくし掲示板の推進 

 

 

 

ｂ インターネット等による福祉情

報の発信と活用 

 

 

 

 

② 一人ひとりを大切にする支援 

ａ 生活困窮者や社会的孤立への支援 

業部会協議内容 

【第 6回】平成 30年 11月 12日（月） 

今後の作業部会・協議内容 

【第 7回】平成 30年 12月 10日（月） 

今後の作業部会・重点項目協議内容 

【第 8回】平成 31年 1月 17日（木） 

今後の作業部会重点項目協議内容、現状値根拠の 

見直し、第 4回推進会議議題 

【第 9回】平成 31年 2月 15日（金） 

総括評価表・現状値根拠の見直し、重点項目協議 

内容、第 4回推進会議議題 

 ≪誰もが安心して暮らせるまちづくり≫ 

① 安心のまちを支える人づくり 

ａ 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（P.24）」に

記載 

ｂ 災害時にも対応できる人材の育成 

「3．災害対応関連事業（P.27）」に記載 

② 気軽に相談できる場づくり 

ａ 地域の中で気軽に相談できる場や機会の拡充 

「（2）コミュニティソーシャルワーカー(CSW)

による取り組み(P.21)⑦-a」「7.所沢市内社

会福祉法人等による暮らしの相談事業

（P.30）」 に記載 

ｂ 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 

≪誰もが自分らしく暮らせるまちづくり≫ 

① 誰にもわかりやすい福祉情報の提供 

ａ ふくし掲示板の推進 

 平成 30年度 平成 29年度 

新規設置数 15ヶ所 24ヶ所 

設置台数合計 123ヶ所 

ｂ 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・LINE） 920名 

情報配信（メール配信・LINE） 90回 

② 一人ひとりを大切にする支援 

ａ 生活困窮者や社会的孤立への支援 



13 

 

ｂ 日常生活自立支援事業・成年後見

制度の活用 

≪誰もが参加できる支え合いのまちづくり≫ 

① 地域福祉活動を推進する社会資源の開発 

ａ 地域福祉サポーターの育成と活

動の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 地元の商店や企業、社会福祉法人

などによる地域貢献活動の促進

と支援 

 

 

 

 

 

② 支え合いの地域づくり 

ａ 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 

ｂ コミュニティソーシャルワーカ

ー（CSW）による地域づくりの取

り組み 

≪誰にも心やさしいまちづくり≫ 

① 福祉課題の理解と福祉の心（ふくし

マインド）の醸成 

ａ 参加型交流体験ができるふくし

学習プログラムの開発 

 

 

ｂ ふくし学習の場や機会の拡充 

ｂ 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 

≪誰もが参加できる支え合いのまちづくり≫ 

① 地域福祉活動を推進する社会資源の開発 

ａ 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 30年 7月 21日（土）、22日（日） 

・受講者：7月 21日（土）34名 

7月 22日（日）34名 

・修了者：34名 

※うち新規登録者 33名（男性 15名、女性 18名） 

【第 2回】平成 30年 12月 2日（日）、9日（日） 

・受講者：12月 2日（日）22名 

12月 9日（日）23名 

・修了者：23名 

※うち新規登録者 16名（男性 7名、女性 9名） 

○各地区においてサポーター連絡会を実施 

ｂ 地元の商店や企業などによる地域貢献活動の

促進と支援 

○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、福祉掲示板の設置等に参加・協力を得

ることができた。また、市内の社会福祉法人が

相談窓口（暮らしの相談事業）を 27法人 47箇

所で 10月 1日から実施。（再掲） 

② 支え合いの地域づくり 

ａ 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(P.15-②参照) 

  

ｂ コミュニティソーシャルワーカー（CSW）によ

る地域づくりの取り組み 

CSWの実践（11行政区）(P.14-①参照) 

≪誰にも心やさしいまちづくり≫ 

① 福祉課題の理解と福祉の心（ふくしマインド）

の醸成 

ａ 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(P.24)」 

参照 

ｂ ふくし学習の場や機会の拡充 
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 ② 身近な暮らしの場における活動拠

点の増設 

ａ 地域サロンをはじめとする活動

拠点の開拓 

ｂ 空き家・空き店舗、社会福祉施設、

企業の会議室等の活用 

 

 

（2） コミュニティソーシャルワーカー

（CSW）による取り組み 

① 住民懇談会など福祉情報交換の機

会の実施（全地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「1.地域福祉活動推進事業(P.15～P.21)」「2.ボ

ランティアセンター運営事業(P.25-(2)) 」参照 

② 身近な暮らしの場における活動拠点の増設 

ａ 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・学習支援活動への支 

援（立上げ支援含む）を行った。 

ｂ 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・三ヶ島地区活動拠点を

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） コミュニティソーシャルワーカー（CSW）に

よる取り組み 

① 住民懇談会など福祉情報交換の機会の実施（全

地区） 

地区 日程 共催 参加者 

松井 1 月 26 日（土） 
主催：松井地区社会福

祉協議会 
72 

富岡 2 月 8 日（金） 富岡福祉プロジェクト 82 

小手指 2 月 16 日（土） 
小手指まちづくり協議

会地域福祉部会 
49 

山口 2 月 16 日（土） 
山口まちづくり協議会

福祉部会 
48 

吾妻 11 月 12 日（月） 
吾妻地域包括支援セン

ター 
30 

柳瀬 

2 月 21 日（木） 

 

柳瀬地区まちづくり協

議会 地域福祉部会、

柳瀬地域包括支援セン

ター 

17 

 

3 月 8 日（金） 

 

8 

 

三ヶ島 3 月 29 日（金） 
三ケ島第一地域包括支

援センター、歩こう会 
26 

新所沢 

10 月 25 日（木） 

地域サロンまあち、新

所沢地域包括支援セン

ター 

11 

3 月 14 日（木） 

新所沢団地自治会（コ

ミュニティカフェぐり

ーんぽけっと）、COSMOS

（こすもす）、新所沢地

域包括支援センター 

49 
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② 地域づくりを推進する組織・団体等

（自治連合会、地区社協、まちづく

り協議会、民生委員・児童委員、地

域福祉サポーター等）との連携・協

力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新所沢東 3 月 19 日（火） 
しんとこイーストネッ

ト 
41 

並木 1 月 11 日（金） ひだまり 2丁目 3番地 13 

所沢 
7 月～9 月 

（9 町会） 

所沢地域包括支援セン

ター 
223 

○コミュニティソーシャルワーク★ラボの開催 

  日時：平成 31年 3月 6日（水） 

  参加者：60名 

  内容：CSWの実践報告・グループワーク 

○CSW活動報告（平成 30年度上期）の発行 

② 地域づくりを推進する組織・団体等（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との連携・協力 

 ・総会・役員会議・定例会議（4回） 

 ・松井ちょこっと相談の実施 

  毎月第 1月曜日開催（年 11回開催） 

 ・サロン助成事業の実施 

  地区内 8サロンに助成 

  サロン交流会 

  平成 30年 11月 17日（土） 

  参加者：19名 

 ・まつい情報交換＆福祉体験講習会の実施 

  平成 31年 1月 26日（土） 

   第 1部 情報交換会「語り合おう！まついの 

こと 仲間のためにできること・楽 

しかったこと」 

    第 2部 福祉体験講習会「みんなで体験して 

みよう！高齢になったり、障がいが 

あるとどんなことが大変なのかな？」 

   参加者：72名 

○地域福祉サポーター懇談会を 4回開催 

【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（15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 

2018」で、ふくしコーナーを開催。（車いす体
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験、福祉バザー、綿あめ販売、和太鼓） 

○啓発活動 

・ところざわ YOSAKOI inさやフェス 2018に参 

 加 

・地域福祉講演会 

  テーマ「地域共生社会の実現～支え合いの町づ 

くり～」「食の大切さ」「食育講習とっちゃな 

げ」 

参加者：33名 

○視察研修 

 ・「かしの木学園」「きぼうの園」「こあふる」 

「プロペラ」を視察。 

参加者：16名 

○講座、訓練 

 ・認知症 SOSネットワーク模擬訓練を実施 

参加者：261名 

○赤い羽根共同募金 

・10 月 1 日（月）、5 日（金）の 2 日間、狭山ヶ丘

駅前にて街頭募金を実施。 

参加者：35名（関係機関・団体） 

（募金金額合計 38,157円） 

【小手指地区】 

○小手指地区防災訓練 

  ・平成 30年 9月 1日（土）北野小学校会場 

「車いすの基本的な操作」について実施 

○敬老会 平成 30年 9月 9日（日） 

○住民懇談会 平成 31年 2月 16日（土） 

参加者：50名 

【新所沢地区】 

○しんとこ福連 

・運営会議（年 12回） 

  ・取り組んでいる活動や福祉課題、社会資源につ

いての情報交換 

・しんとこ生活お役立ちマップ更新版の製作 

○住民懇談会（2回実施） 

①地域サロンまあち 

平成 30年 10月 25日（木）参加者 11名 

②新所沢団地自治会けやき通り集会所 

平成 31年 3月 14日（木）参加者 49名 

  ○共に暮らすしんとこの街 2018実行委員会に参 

   加 

 【山口地区】 

  ○福祉部会（年 4回） 

  ・「いま山口の福祉」というタイトルで地域福祉 
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③ 社協だより『ちゃお！』、ホームペ

ージ等による地域情報の発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会の事業説明会において社協の活動説明 

  ・地域福祉研修会「人生 100年時代」開催 

  ・三世代まつり 

  ・住民懇談会開催（48名参加） 

   「人と人がつながる仕掛け作り」のテーマで話

し合い 

  ・迷い人声かけ運動（新堀・ホームランド自治会） 

  ○地域福祉サポーター顔合わせ 2回開催 

 【吾妻地区】 

  ○民生委員・児童委員協議会と地域の課題につい

て懇談会 

  ○地域福祉サポーター顔合わせ会を 6回開催 

【柳瀬地区】 

○地域福祉サポーター顔合わせ会を 2回開催 

○坂之下買い物支援隊立ち上げを地域福祉部

会・第 2層 SCと推進 

  ○民生委員・児童委員協議会の勉強会で、社協事 

業を説明 

○9 月 1 日（土）東所沢小学校会場の自衛消防訓

練にて、車いす利用者の救助法、聞こえにくい

方への筆談のやり方を実施 

【所沢地区】 

  ○相談会の開催や地域包括支援センター、地域 

   福祉サポーター等と連携したサロン活動等を 

実施し、地区の地域福祉活動拠点を充実化 

  ○地区の地域づくり協議会設立に向けた検討へ 

の参画 

③ 社協だより『ちゃお！』、ホームページ等によ

る地域情報の発信 

 ○社協だより 

【86号（平成 30年 6月：行政回覧）】 

住民の手づくりではじまった～ドレミの丘ミニ

音楽祭～（吾妻地区）／まずは、やってみよう！

～お散歩本郷～（柳瀬地区）／ここにいます！

CSW！「ぽかぽか広場並木 8丁目」（並木地区）

／地域デビューするならこの夏がチャンス★

（夏のボランティア体験・地域福祉サポーター

養成講座・はじめての手話講座）／こんにちは！

私たちコミュニティソーシャルワーカー（CSW）

です！／ところ WITHプラン『中間見直し版』が
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④ 各地区行事・イベント等への参加・

協力 

 

 

 

 

完成しました／寄付報告 皆様の善意 

【87号（平成 30年 8月：行政回覧）】 

こども食堂の活動を応援しています！／ここに

います！CSW／地域のこども達のことを考える、

地域のみなさんが集まりました！／市内の小中

学校で「ふくし学習」が広がっています！／夏

のボランティア体験2018in所沢 協力者インタ

ビュー／第 39回所沢市民フェスティバル「福祉

コーナー」出展団体募集平成 29年度共同募金報

告／寄付報告 皆様の善意 

【88号（平成 30年 10月：行政回覧）】 

暮らしの相談事業がスタートします！／赤い羽

根共同募金／ここにいます！CSW（三ヶ島地区）

／大学生がこどもの居場所をつくっちゃいまし

た！！／こんにちは！ボランティアセンターで

す☆／シンボルマークデザイン募集／福祉の仕

事 地域就職相談会／寄付報告 皆様の善意／

ちゃお！が皆さんのお手元に届くまで 

【89号（平成 30年 12月：行政回覧）】 

所沢市民フェスティバル福祉コーナー／ここに

います！CSW！（所沢地区）／こんにちは！ボラ

ンティアセンターです★／地域福祉みらいフォ

ーラム／寄付報告 皆様の善意 

【90号（平成 31年 2月：行政回覧） 】 

地域の多世代交流を紹介します！／ここにいま

す！CSW！（山口地区）／こんにちは！ボランテ

ィアセンターです★／十二支デザインが決定し

ました！／寄付報告 皆様の善意 

【91号（平成 31年 4月：行政回覧） 】 

坂之下買い物支援隊／ここにいます！CSW（新所

沢地区）／コミュニティ・ソーシャル・ワーク

★ラボ／こんにちは！ボランティアセンターで

す★／「ちゃお！」の発行が変わります！／寄

付報告 皆様の善意 

④ 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、松井 

地区社協定例会議、まつい三世代まつり、 

長生を祝う会、アリスサロン運営推進会 
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議、東所沢和田秋祭（社協コーナー）、松 

井ふれあい情報交換会、やすらぎ会交流 

会 

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、さくらまつり、新

所沢まちづくり協議会総会、共に暮らす

しんとこの街 2018（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、しん

とこなないろ 

新所沢東 新所沢東地域ケア会議、トコロみまもり

ネット連絡調整会議、しんとこイースト

ネット、新所沢・新所沢東地区地域福祉

サポーター懇談会 

山口 山口地区地域ケア会議、トコロみまもり

ネット会議、山口地域福祉部会、研修会、

三世代まつり、山口地区文化祭、焼きい

も大会、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）、つばきの森のマーケット、コミュニ

ティガーデン 

吾妻 吾妻地区地域ケア会議、ところ見守りネ

ットワーク会議、松が丘エリア会議、 

荒幡地区住民懇談会、荒幡会館二木の広

場、みんなであそぼ、地域福祉サポータ

ー顔合わせ会、とんぼハウス（こども食

堂） 

三ヶ島 三ヶ島第 1 地区地域ケア会議、三ヶ島第

2 地区地域ケア会議、三ヶ島地区ボラン

ティア連絡協議会定例会・総会、ボラン

ティア連絡協議会世代間交流会、三ヶ島

第 2 地区民生委員・児童委員協議会凧揚

げ大会、YASAKOI in さやフェス 2018 実

行委員会、三ヶ島第 13区 HUG訓練、認知

症 SOS ネットワーク模擬訓練実行委員
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会、三ヶ島地区在宅介護の会日帰り研修

会、三ヶ島第 9 区こども広場、防災・減

災懇談会（歩こう会）、空ちゃん和ヶ原（こ

ども食堂）、地域福祉サポーター顔合わせ

（奇数月）、みんなの縁側 みかじま さん

さん（夏休み学習支援 6 日間、冬休みク

リスマス会、春休み拠点開放 5日間） 

柳瀬 柳瀬地区地域ケア会議、トコロみまもり

ネット会議、柳瀬地区まちづくり協議会

部会長連絡会議、まちづくり協議会地域

福祉部会、住民懇談会、地区防災訓練、

やなせ福祉まつり実行委員会、地域福祉

サポーター顔合わせ会 

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、よろず

相談所開設(2ヶ所)、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)、ぽかぽかスカイ 103（誰でも食堂）、

ぽかぽかねえちゃん（長期休暇の子ども

の居場所）、アンジュームレッツチャレン

ジクッキング（夏休みの子ども食堂）、ひ

だまり二丁目三番地（みんなの居場所） 

小手指 小手指第 1 地区地域ケア会議・トコロみ

まもりネット会議、小手指第 2 地区地域

ケア会議・トコロみまもりネット会議、

社会福祉協議会小手指支部総会、地区防

災訓練、敬老会、地域福祉サポーター顔

合わせ、ふぁみりぃサロン、シークレッ

トベース、TINY EARTHベビキッズランチ

キッチン、こてかつ 

富岡 富岡福祉プロジェクト、ネオポリス買物

支援隊、住民懇談会、おっぺす富岡定例

会、富岡地区文化祭（おっぺす富岡への

協力） 

所沢 所沢地区地域ケア会議、町内会連合会定

例会、所沢地区拠点活動、敬老会、タワ

ーまつり、とこ地区ささえあいを考える

会、金山食堂だれでもランチ会、所沢地

区子ども支援ネットワーク会議、行灯廊

火 
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⑤ 生活改善支援事業の実施 

 

 

⑥ 先進事例の調査・研究・視察 

 

 

 

 

 

 

⑦ 各地区における身近な相談窓口の

設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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 

平成 30年 10月 23日（火） 

  ・所沢市高齢者大学（平成 30 年 10 月 4 日（木）・平

成 31 年 1 月 11 日（金））  

  ・所沢市民活動見本市（平成 31 年 2 月 28 日（木）～平

成 31 年 3 月 2 日（土）） 

⑤ 生活改善支援事業の実施 

・相談受付件数：26件 

・支援件数：3件 

⑥ 先進地区の調査・研究・視察 

・実施日：平成 31年 2月 14日(木) 

・視察先：世田谷区役所、世田谷区社会福祉協議  

 会 

・内 容：世田谷区における地域コミュニティ施

策及び地域住民等の力を引き出しな

がら進める地域づくりについて 

⑦ 各地区における身近な相談窓口の設置 

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、各地区に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 
24 

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 
12 

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 
談笑たいむ 

富岡まちづくりセンター 
10 

並木 
よろず相談 

サロン幸福亭ぐるり 
38 

並木 
よろず相談 

スカイ 103 
39 
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（3） 地域福祉サポーター養成講座・活動支援 

① 地域福祉サポーターの養成講座の

実施（2回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域福祉サポーターの活動支援（全

体会・世話役会等） 

 

 

（4） こども支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳瀬 
柳瀬なんでも相談 

柳瀬まちづくりセンター 
11 

所沢 
フリースペース 

Tokorozawaテラス（毎週木曜日開催） 
49 

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、12団体に

対して、総額620,000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。 

（3） 地域福祉サポーター養成講座・活動支援 

① 地域福祉サポーターの養成講座の実施（2回） 

【第 1回】平成 30年 7月 21日（土）、22日（日） 

・受講者：7月 21日（土）34名 

7月 22日（日）34名 

・修了者：34名 

※うち新規登録者 33名（男性 15名、女性 18名） 

【第 2回】平成 30年 12月 2日（日）、9日（日） 

・受講者：12月 2日（日）22名 

12月 9日（日）23名 

・修了者：23名 

※うち新規登録者 16名（男性 7名、女性 9名） 

② 地域福祉サポーターの活動支援（全体会・世話

役会等） 

 第 1火曜日 世話役会（12回） 

 勉強会 6回・交流会 2回 

（4） こども支援事業 

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 9件 

ｂ こども食堂ボランティア連絡会の開催  

こども食堂を運営しているスタッフ、立ち上げ

希望者を対象に研修会を開催した。 

開催日：平成 30年 6月 7日（木） 

講義「食の衛生管理～これからの時期注意してほ

しいこと～」 
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（5） その他の地域福祉活動に関する取り組み 

① 車いすちょい借りステーション事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ふくし掲示板の拡充 

 

③ 所沢市民フェスティバル福祉コー

ナーの企画・運営 

 

 

 

 

 

④ 地域福祉みらいフォーラムの開催

（所沢市と共催予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報交換会「こどものあれっに気づいた時・対応

について」 

参加者:19名 

（5） その他の地域福祉活動に関する取り組み 

① 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 30年度 平成 29年度 

保有台数 170台 147台 

貸出件数 188件 238件 

○車いすステーション事業 

 

 

 

 

② ふくし掲示板の拡充（再掲） 

新規 15ケ所設置  合計 123ケ所 

③ 所沢市民フェスティバル 福祉コーナーの企

画・運営 

・開催日：平成 30年 10月 27日（土）・28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、あなたの夢の

木～みんなで咲かせましょう！）の実施 

④ 地域福祉みらいフォーラムの開催 

De出会って見つかる A新しい I居場所 

～人と人・人と地域のつながりを応援しま

す！！～ 

・所沢市地域福祉センターと共催 

・開催日：平成 31年 2月 2日（土） 

・会場：所沢市こどもと福祉の未来館 体育

館・多目的室 1・2号・ボランティア活動室 1・

2号 

・参加者：156名 

・内容 

【オープニング】 

秋草学園高等学校ダンス部による演舞 

【基調講演】 

「楽しもう！つながろう！ユニバーサルスポ

ーツ」 

講師：所沢ユニバーサルスポーツ応援団 団

 平成 30年度 平成 29年度 

ステーション数 43ヶ所 39ヶ所 

貸出件数 429件 141件 
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⑤ 所沢市自治連合会との懇談会 

 

長 鮎川 雄一氏 

【体験会】 

体育館：シャッフルボード 

ボランティア活動室 1・2 号、多目的室 1・2

号：ボッチャ 

各会場にて参加者間の交流や途中参加者への

声かけなど多世代間交流を図る。 

【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 

⑤ 所沢市自治連合会との懇談会 

○平成 30年 12月 3日（月） 

・参加者：各地区自治連合会会長 10 名、社協役

職員 12名、市役所地域づくり推進課 2

名、地域福祉センター2名（26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 

・テーマ：災害時の支え合いについて 

    1．平成 30年 7月豪雨災害（広島県坂町）職

員派遣報告 

    2．災害時や防災の取り組みについて 

懇談・情報交換 

       ・台風や大雪等の対応について 

       ・平時の話し合いや準備等について 

 

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相談及び人材育成、情報の提供など、ボランティア活動の振興に取り

組みました。また、ボランティア連絡協議会や様々な団体等とネットワークの構築を図り、地域福

祉活動の活性化を図りました。 

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 

 

（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 61 

ボランティア要請相談 55 

ふくし学習相談 28 

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 209件/2,023人 
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③ 広報紙・ボランティアガイドブッ 

ク、ＳＮＳによるボランティア情報

配信サービスの更新 

 

 

 

 

④ ボランティア団体及び活動状況の 

把握 

 

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会

議の開催 

 

 

 

 

 

 

  

（3） 人材育成 

天災プラン 241人 

ボランティア行事用保険 320件/43,614人 

福祉サービス総合補償 12件 

送迎サービス補償 10件 

事故処理 15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 

・演芸ボランティア情報（冊子）の発行 1回 

・ホームページお知らせ欄の更新 16回 

登録者数（メール配信・LINE） 920名 

情報配信（メール配信・LINE） 90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 

情報登録団体 

111団体 

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 

○応援します！地域福祉活動助成  

64団体/5,739,990円 

  ○民間助成金申請団体数 8団体 

⑥ ボランティアに関する調査・研究 

   実施には至らなかった。 

（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 28件 

職員派遣 41件 

講師紹介 59件 

② ふくし学習に必要な機材の貸出・調整 

備品貸出 72件 

③ ふくし学習に関するプロジェクト会議の開催 

○平成 30年 9月 28日（金） 

・参加者：委員 6名、社協職員 4名（10名） 

・会 場：所沢市こどもと福祉の未来館 3階 

社協会議室 

・内 容：所沢市のふくし学習の現状の確認 

    ふくし学習プロジェクトについて 

      （スケジュール、ワーキンググループ 

についての確認） 

（3） 人材育成 
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① ボランティア体験の実施（夏のボラ

ンティア体験ｉｎ所沢等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 各種養成講座の実施及び活動のフォ 

ローアップ（手話啓発事業、ボラン

ティアフォローアップ講座等） 

① ボランティア体験の実施  

a 夏のボランティア体験プログラムの実施 

 

 b 「とこボラ隊（学生ボランティア）」による街頭

募金活動 

・平成 30年 8月 17日（金）7月豪雨災害義援金 

参加者：夏のボランティア体験プログラム参加学

生 16名、その他学生 6名、付き添い保護

者等数名、地域福祉サポーター2名、社

協 2名（30名程度） 

場所：新所沢駅前（西口・東口） 

募金金額：53,422円 

 ・平成 30年 10月 5日（金）赤い羽根共同募金 

  参加者：夏のボランティア体験プログラム参加学

生 3 名、その他 1 名、地域福祉サポータ

ー1名、社協 2名（7名） 

  場所：新所沢駅前（西口・東口） 

募金金額：11,296円 

・平成 30年 12月 21日（金）歳末たすけあい募金 

参加者：小中学生 5名、その他 1名、保護者 4名、

社協 2名（12名） 

募金金額：19,656円 

② 各種養成講座の実施及び活動のフォローアップ

（手話啓発事業・ボランティアフォローアップ講座等）  

ａ 手話啓発事業 

  ○はじめての手話講座 

  昼の部：平成 30年 6月 26日（火）・7月 3日（火） 

夜の部：平成 30年 6月 28日（木）・7月 5日（木）

参加者：18名（昼の部 8名、夜の部 10名） 

  ○親子でチャレンジ！はじめての手話講座 

平成 30年 8月 3日（金）、8月 17日（金） 

参加者：5世帯 11名（親 5名、子 6名） 

ｂ 市民活動支援講座「らくらく地域デビュー講

座」（共催：所沢市市民活動支援センター） 

  日時：平成 30年 12月 12日（水） 

会場：新所沢まちづくりセンター   

   講師：NPO法人ときめきライフ埼玉 

メニュー数 47 

協力団体・施設数 46 

参加者数 170名（延べ 325名） 



27 

 

磯 竹栄 氏 

参加者：34名 

c 地域福祉サポーターの活動支援（全体会・世話 

役会） 

  ○全体会 

日時：平成 30年 11月 21日（水）  

会場：所沢市こどもと福祉の未来館 1階 

多目的室 1・2号 

  内容：ランチ交流会（新サポーター紹介、情報

交換等） 

  日時：平成 31年 2月 27日（水） 

  会場：こどもと福祉の未来館 1階 

多目的室 1・2号 

  内容：新規サポーター紹介、情報交換会 

 ○世話役会 

   年 12回開催 

○勉強会 

   年 6回開催 

 

3．災害対応関連事業 

所沢市での災害に備え、災害ボランティアセンター訓練や災害時にも対応できる人材の育成等に

取組みました。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 災害ボランティアセンター運営訓

練の実施 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 災害ボランティアセンター市民ス

タッフ・災害ボランティアの育成 

 

 

 

 

 

 

（1） 災害ボランティアセンター運営訓練の実施 

 ○災害ボランティアセンター実地訓練の実施 

日時：平成 31年 2月 23日（土）   

会場：所沢市こどもと福祉の未来館 体育館他 

参加者：66名（内訳：所沢社協職員 40名、 

市民スタッフ 8名、講座受講生 13 

名、所沢市職員 5名） 

  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  

（2） 災害ボランティアセンター市民スタッフ・災害

ボランティアの育成 

 ○災害ボランティアセンター市民スタッフ養成講座           

日時：平成 31年 2月 23日（土）   

会場：所沢市こどもと福祉の未来館多目的室 1・2 号 

参加者：28名（内訳：講座受講生 14名、市民ス

タッフ 3名、所沢社協職員 8名、

所沢市職員 3名） 

  講師：茨城県社会福祉協議会防災活動 
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（3） 各地区防災訓練への参加協力 

 

 

 

 

 

（4） 他市町村の災害ボランティアセン

ター支援 

アドバイザー 滝本 栄氏 

（3） 各地区防災訓練への参加協力 

○所沢市総合防災訓練 

日時：平成 30年 9月 1日（土） 

会場：所沢航空記念公園 

内容：所沢市災害ボランティアセンター立ち上げ

訓練パネル展示 

（4） 他市町村の災害ボランティアセンター支援 

○平成 30年 7月豪雨災害職員派遣（1名） 

平成 30年 9月 7日～13日（7日間） 

派遣先：広島県安芸郡坂町 

「坂町災害たすけあいセンター」 

 

4．社会福祉大会開催事業 

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とともに、

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、多様化する福

祉ニーズに対応していく決意を新たにすることを目的として開催しました。（所沢市と共催） 

事業計画 事業実施結果 

社会福祉大会開催事業 社会福祉大会開催事業 

・日 時：平成 30年 7月 18日（水） 

午後 1時から午後 3時 

・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 

        「富岡地区自治連合会」 

「三ヶ島第九区自治会」  

・来場者：受賞者 116名・34団体、登壇来賓 10名、 

一般来賓 27名 

 

5．緊急援護事業 

 生活困窮状態で緊急的に生活費や食料が必要にもかかわらず、利用できる制度がない市民に対し、

援護金やフードドライブによる食料品の支給等の応急的な対応をしました。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 援護金の支給 

 

 

 

 

 

（1） 援護金の支給 

内容 
利用件数・金額 

平成 30年度 平成 29年度 

緊急援護金 
167件 

900,520円 

178件 

1,018,040円 

 所持金の消費または紛失により一時的に生活困窮
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（2） フードドライブによる食料品等の

支給 

 

状態となった低所得者に対し、援護金を支給した。 

（2）フードドライブによる食料品等の支給 

  

 低所得者世帯で食料の確保が困難であり、既存のサ

ービスまでのつなぎとして対応した。 

 地域の方々、市内企業、所沢市私立保育園協会より

食料品等の提供があった。 

内容 
利用件数 

平成 30年度 平成 29年度 

ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ 367件 331件 

お米券 10件 11件 

 

6．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が実施する「生計困難者に対する相談支援事業」を

行います。県内に配置された社会貢献支援員とともに市内の会員社会福祉法人(施設)と協働して取

り組みました。 

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） 

  社会貢献支援員及び市内会員施設が参加し情報

の共有、情報交換を実施した。 

【第 1回】平成 30年 7月 23日（月） 

 ・埼玉県内・ブロック内の状況について・衣類バ

ンク及び就労支援について・彩の国あんしんセ

ーフティネット事業就労支援について・所沢市

の実施状況について・事例検討 

【第 2回】平成 30年 12月 14日（金） 

  ・埼玉県内、第 2ブロックの状況について・所沢 

市の実施状況に浮いて・彩の国あんしんセーフ

ティネット事業主労支援について 

（3）登録会員としての事業実施 

支援件数 7件  

家賃、公共料金、医療費等について一時的に支

給し、既存のサービスに繋げた。 
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7．所沢市内社会福祉法人等による暮らしの相談事業（新規事業） 

社会福祉法に規定された「地域における公益的な取組」として、市内各社会福祉法人等が相談窓

口を設置し、市民に対して無料の相談事業を実施する「暮らしの相談事業」の実施に向けて、所沢

社協が事務局となり、取り組みを進めました。 

事業計画 事業実施結果 

「暮らしの相談事業」の実施 ○事業説明会 平成 30年 7月 18日（水） 

○社会福祉法人等による『暮らしの相談事業』研修会 

     平成 30年 9月 4日（火） 

○発足式 平成 30年 10月 1日（月） 

○27法人 47施設で実施 

 

8．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等を対象に、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を養成しました。 

事業計画 事業実施結果 

同行援護従事者養成研修の実施 1 日程：平成 30年 11月 17日(土)、12月 1日(土)、

8日(土) 全 3日間 

2 会場：所沢市こどもと福祉の未来館 3 階多目的 3・4 号 

3 内容：同行援護従事者養成研修一般課程 

4 修了者数：28名（定員 30名、受講者数 29名） 

 

9．赤い羽根共同募金運動 

埼玉県共同募金会所沢市支会として、共同募金運動に実施協力しました。 

事業計画 事業実施結果 

（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 

(1)～(6)について 

【赤い羽根共同募金】 

 (1) 戸別募金    12,097,367円 

 (2) 街頭募金      846,615円 

 (3) 学校募金       136,915円 

 (4) 職域募金      604,224円 

 (5) 個人大口募金    830,648円 

 (6) 法人募金       2,200,718円 

【歳末たすけあい募金】 

 (1) 戸別募金       10,991,455円 

 (2) 街頭募金        111,965円 

 (5)(6) 法人・個人大口募金 28,548円 

（7）災害義援金 

・平成 30年 7月豪雨災害義援金  749,448円 

 ・平成 30年北海道胆振東部地震災害義援金  
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237,503円 

 

10．福祉団体への活動支援 

事業計画 事業実施結果 

（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 

（10） 手しごとの会 

左記（1）～（10）の団体の事務局支援を行った。 
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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続け

ることができるように、医療機関、地域住民・関係団体、介護サービス事業者と連携し、適正なケ

アマネジメントを実施しました。 

 また、在宅に戻るための退院・退所の支援や在宅介護者を含む家族の支援も併せて行いました。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 居宅介護支援業務の実施 

① 個々の状況に応じた生活が保障さ

れるよう、居宅介護支援を行い、その

人らしい生活の実現をめざす。 

② 特定事業所として、関係者間のネッ

トワークづくりを中核的に進める。 

ａ 勉強会・研修会等の実施（週 1

回以上） 

ｂ 他事業所との合同事例検討会等

の開催 

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 24 時間 365 日の緊急相談体制の

整備と必要に応じた緊急対応 

ｅ 地域包括支援センターと連携し

ながら支援困難事例に対応 

ｆ 介護支援専門員実務研修の受け

入れ体制の整備 

③ 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、地域

住民と連携し、社会資源を活用しなが

ら利用者支援を行う。 

（1） 居宅介護支援業務の実施 

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 特定事業所として、関係者間のネットワーク

づくりを中心となって進めることができた。 

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

に参加協力。 

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した。 

ｄ 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。 

ｅ 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。 

ｆ 介護支援専門員実務研修の受け入れ体制の

整備し、実習生を 1名受け入れた。 

③ 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

援を行った。 
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2．指定要介護認定調査事務（新規事業） 

事業計画 事業実施結果 

（1） 指定事務受託法人として、公平公

正な要介護認定調査を適切に実施 

 

（2） 調査の適正化を図るため、県や市

の認定調査員研修への参加の他、勉

強会（毎月 1 回）等の内部研修を充

実 

（1） 指定事務受託法人として、公平公正な要介護

認定調査を適切に実施               

認定調査件数 5,411件 

（2） 調査の適正化を図るため、県や市の認定調査

員研修への参加の他、勉強会等の内部研修を実

施した。 

 

3．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行い、自立した生活を営むことができるよう支援し、利用者の生活

の質の向上を図りました。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

研鑚に努めるとともに、地域における社会資源として、地域のつながりに貢献できる事業所をめざ

しました。 

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。 

（1） 訪問介護・居宅介護サービスの情報提供及び

相談受付の実施 

（2） 訪問介護サービスの提供 

平成 30年度実績 
実利用

者数 

延べ利

用件数 

月平均 

利用件数 

介護保険 56 5834 486 

障 害

福 祉

サ ー

ビス 

居宅介護 26 2443 203 

移動支援 7 391 32 

同行援護 35 1313 109 

養育支援 

訪問事業 
0 0 0 

合計 124 9981 830 

 

平成 29年度実績 
実利用

者数 

延べ利

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 
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ｂ 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、育児や家

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。 

合計 104 11,601 967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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（定員 50 名）を 244 日間受け

入れ、延べ 3,824 名（前年度 3,793 名）の利用がありました。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いました。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みま

した。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 活動内容 

 ① 基本動作訓練 

  ａ 「食事」「排泄」「着脱」 

自分でできることの習得に向けて

個々に応じた姿勢や介助方法、補助

具の工夫を行う。 

 

 

  ｂ 理学療法 

理学療法士が肢体不自由児を中心

に生活場面での機能訓練を行う。 

 

 ② 集団生活の適応訓練 

  ａ 親子活動 

新入児、0～2歳児を中心に生活習

慣や大人との遊びの経験を積むとと

もに家族療育へのアドバイスを行

う。 

 

 

  ｂ 分離活動 

3～5 歳児を中心に担任や子ども

同士で遊ぶ経験を積み社会性を広げ

る。 

 

 

  ｃ あそび 

発達課題に応じたあそびの経験を

積み、社会性や言語理解の力をつけ

る。（わらべ歌あそび、トランポリン、

（1） 活動内容 

 ① 基本動作訓練 

  ａ 「食事」「排泄」「着脱」 

一日を通した生活場面で、「食事」「排泄」「着

脱」について介助して見せたり、自分でできる

よう見守ったりしながら個々に応じた支援を

行った。着脱場面では自分で着替えやすい衣類

のアドバイスも行った。 

ｂ 理学療法 

理学療法士が在園児の生活場面での機能訓

練を行った。また、必要に応じて個別訓練も週

10名程実施した。 

 ② 集団生活の適応訓練 

  ａ 親子活動 

新入園児 19名と、継続児 36名の 55名に対

し、親子活動を実施した。一人ひとりの個別

の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。

育児負担軽減や家族支援のため、リフレッシ

ュ分離も適宜実施した。 

  ｂ 分離活動 

11名の3～5歳児に対し、分離活動を行った。

年齢や個々の状況に応じて回数を増やしなが

ら保護者や友だちと遊ぶ経験を積むことが出

来た。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。 

  ｃ あそび 

親子活動では、ふれあい体操やわらべ歌遊び

を取り入れ、やり取りや言葉の理解が広がるよ

う支援した。分離活動では、保護者や友だちと
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すべり台、ブランコ、描画、製作、

粘土等） 

 ③ 家庭療育の相談支援 

  ａ 家庭訪問 

昨年度中途入園児、新入児を中心

に実施（4月） 

  ｂ 個人面談 

年間 2回実施（4月、10月） 

 

  ｃ 進路相談 

就学児、移行希望者に対して実施

（8月） 

 

  ｄ 子育て懇談会 

発達・訓練・制度などのテーマご

とに学習と懇談（毎月） 

 

 ④ 健康管理 

  ａ 内科健診 

嘱託医による健診と健康相談（年 2 回） 

  ｂ 歯科検診 

歯科医による検診と歯科衛生士に

よる歯みがき指導（各年 1回） 

 ⑤ 行事（家族登園日、運動会、夕涼み

会、お楽しみ会、卒園・修了式） 

家族で参加し家族間の交流につなが

るように土曜日に実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 避難訓練（年 1回) 

 

 

 

 ⑦ 地域文化祭への参加等による地域交流

の遊びの中で個々の課題に取り組めるような

支援を実施した。 

 ③ 家庭療育の相談支援 

  ａ 家庭訪問 

4月から 6月までに前年度中途入園児、新入

児を中心に家庭訪問を行った。合計 23世帯。 

  ｂ 個人面談（年間 2回・園児全員） 

個別支援計画書の説明・評価を中心に家庭

での様子や登園の感想などを伺った。 

  ｃ 進路相談（園児全員） 

8月上旬に就学児や移行希望者には園長・児

童発達支援管理責任者・保護者の三者で面談

を実施した。合計 43名 

  ｄ 子育て懇談会 

発達・訓練・制度について、テーマを決め年

10 回開催した。保護者の学びや懇談の機会と

なった。 

 ④ 健康管理 

  ａ 内科健診：6月は 25名 11月は 19名 

 

  ｂ 歯科検診：6月は 25名 

歯科保健指導：11月は 26名 

 

⑤ 行事 

家族で参加しやすい土曜日に実施した。家族

登園日は延べ 71名（園児 22名含む）、運動会は

延べ 162 名（園児 36 名を含む）、夕涼み会は延

べ 156 名（園児 28 名を含む）、お楽しみ会は延

べ 56名（園児 18名を含む）、卒園・修了式は延

べ 86名（卒園移行児 11名、継続修了児 20名を

含む）の参加があった。お楽しみ会は、秋以降

からの入園者増加による保育歴の差を考慮し、

乳児は見て楽しめる内容とし、年少からは発表

の場を設けた。こどもの成長を家族で実感し楽

しめる機会となった。 

⑥ 避難訓練  

地震・不審者・火災想定の避難訓練を 5 回実

施した。火災想定の訓練では、松原学園と合同

で避難・消火訓練を行った。 

⑦ 地域文化祭への参加等による地域交流 
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（年 1回） 

 

 

 

 ⑧ 地域へ情報発信する学園ブログの更

新（月 3回更新） 

 

 

 ⑨ 父母の会活動に対する情報提供や学

習会への協力 

 

 

 ⑩ 実習生、研修生・ボランティア、見

学者の随時受け入れ 

 

 

 

 

 ⑪ 内部研修（年 10回）及び外部研修に

よる職員研修 

 

 

（2） その他 

 ① 移行児のサポートを目的とした「か

しの木広場」の開催（年 4回） 

 

 

 

 ② 保育園・幼稚園等に移行した児童の

保護者に対して個別相談を実施する

「移行児相談会」の開催（月 1回） 

 

 

 

 ③ 地域の子どもたちに向けた土曜開放

「遊ぼう会」の開催（年 3回） 

 

 

 ④ 事業所自己評価の実施（年 2回） 

富岡地区文化祭に参加。チラシ 100 枚・折り

紙おもちゃ 50個を配布し啓発に努めた。富岡地

区懇談会にも参加し、地域の福祉課題に向けて

地域の方と共に取り組み、関係づくりに努めた。 

⑧ 地域へ情報発信する学園ブログの更新 

月 3回以上更新し、アクセス数が累計 38,000

件を超えた。療育内容が伝わる情報発信に取り

組んだ。 

⑨ 父母の会活動に対する情報提供や学習会への協力 

父母の会学習会では「卒園や意向を経験した

方からの体験談を聞く」「就学の流れを知る」等

の学習会を 3回実施した。 

⑩ 実習生、研修生・ボランティア、見学者の随時 

受け入れ 

保育学生（2名）の実習の他、看護学生（66名）

の実習・夏のボランティア体験プログラム等（3

名）の受け入れ、見学者（35名）の随時受け入れ

を行った。 

⑪ 内部研修（年 10 回）及び外部研修による職員研修  

太田ステージや作業療法等などに関する内部

研修（年 10回）及び虐待や発達障がい等に関す

る外部研修を受講した。 

（2） その他 

① 移行児のサポートを目的とした「かしの木広場」の開催 

卒園・移行児のサポートを目的とした「かし

の木広場」を 9 月までに年 4 回開催した。毎回

3 名程度の参加者があり、近況報告・懇談を行

った。 

② 保育園・幼稚園等に移行した児童の保護者に対

して個別相談を実施する「移行児相談会」の開

催 

「移行児相談会」を利用した相談申し込み実績

はないが、かしの木広場や行事に来園した移行

児保護者からの相談があり、サポートを行った。 

③ 地域の子どもたちに向けた土曜開放「遊ぼう

会」の開催 

6 月は 12 家族 43 名、10 月は 9 家族 28 名、2

月は 13家族 35名の参加者があった。 

④ 事業所自己評価の実施 

9 月までの在籍者 34 名に対し 9 月に、9 月以
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降の新入園の保護者 11名に対し 3月の 2回行っ

た。結果については、ホームページに掲載した。 

 

2．就労継続支援Ｂ型事業「所沢市立きぼうの園」 

主に知的障がいのある利用者（定員 35 名、年度末利用者 34 名）一人ひとりのニーズを考慮し

た個別支援計画等に基づき、作業支援及び生活支援を行いました。また、障害者相談支援事業所等、

関係機関との連携を密にとりながら支援を進めました。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 活動内容 

① 主な作業活動 

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 

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 

 

 

 

  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」、地域イベント等 

 

 

 

 

 

② 委託業務作業 

ａ 市内公園清掃 2ケ所 

 

 

ｂ 秩父学園、わかばホール清掃 

 

 

 

（1） 活動内容 

① 主な作業活動 

 ａ 下請け作業 

  積極的な作業（ウエス・タオルたたみ・部材解

体作業）の受注により、対前年度比約 30％の増

収となった。 

 ｂ リサイクル作業 

  地域の方々の協力によりリサイクル作業を実

施した。古紙の回収量が減少傾向にあり、対前年

度比約 10％の減収となった。 

ｃ 自主生産作業 

  ており作業：第 42 回所沢市社会福祉大会大会記

念品（受注数：175個）として、てお

り製品が採用された。 

  キャンドル作業：所沢交通安全協会へ納品（受注

数：500個）。 

ｄ 自主生産品の委託販売等の売上 

 平成 30年度 平成 29年度 

福祉の店ポピンズ 12,560円 28,360円 

地域イベント等 408,287円 260,653円 

合計 420,847円 289,013円 

  地域イベントへの出店販売（よみうりリサイクル

カーニバル、第 42 回所沢市社会福祉大会、第 2 回

未来館まつり等） 

② 委託業務作業 

ａ 業務：清掃業務（発注元：所沢市建設部公園課） 

場所：北新田公園及び道傍公園 

回数：170回 

ｂ 業務：清掃業務（発注元：国立障害者リハビリ

テーションセンター） 

場所：国立障害者リハビリテーションセンター 

自立支援局秩父学園（本館及びわかばホ
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ｃ 保健センター・ユー企画印刷等封

入作業 

 

③ 施設外支援 

ａ 松井ふれんずのでの実習 

 

ｂ みつばち作業所での部材解体作業 

 

ｃ 新規協力企業等の開拓 

 

 

④ 本人活動支援 

ａ 利用者自治活動（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 

 

 

 

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 

 

ール） 

  回数：145回 

ｃ 業務：封入封緘等 

発注元：所沢市保健センター（受注数：41,490 部） 

発注元：(株)ユー企画印刷（受注数：32,500 部） 

③ 施設外支援 

ａ 利用者 2名が店員として各々週 1回、職業体験

実習を実施。 

ｂ 業務：部材分別及び解体作業 

回数：延べ 51回 

ｃ 新規協力企業等の開拓 

  関係機関等からの情報収集、各種作業活動・委

託業務における収益性等の検討を実施。 

④ 本人活動支援 

ａ 施設における行事（クリスマス会、忘年会等）

の企画から実施まで一連の活動を利用者自らが

中心的に行った。 

ｂ 仕事をする上で時間を守る事の大切さを確認

し、利用者ミーティングで下請け作業（タオルた

たみ作業）の作業方法等を確認した。 

⑤ 余暇支援 

ａ 日帰り研修旅行 

平成 30年 10月 4日（木）参加者 26名 

場 所：野生の王国 群馬サファリパーク（群

馬県富岡市） 

ｂ カラオケ 

平成 30年 10月 22日（月）参加者：23名 

平成 31年 2月 25日（月）参加者：23名 

場 所：カラオケＢａｎＢａｎ所沢店 

ｃ リズムダンス 

回 数：12回（月 1回） 

場 所：秩父学園わかばホール 

参加者：延べ 130名 

ｄ 利用者忘年会（茶話会） 

平成 30年 12月 21日（金）参加者：33名 

⑥ 健康支援 

ａ 平成 30年 7月 5日(木)実施。24名受診。 

  協力：有貴歯科クリニック、所沢市保健センター 

ｂ 平成 30年 7月 19日（木）実施。30名受診。 

  協力：公益財団法人埼玉県健康づくり事業団  
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 ⑦ 地域でのイベント等への参加 

a 市民フェスティバル 

 

 

b 手しごと展 

 

 

c 社会福祉協議会運営の施設イベント等  

  

（2） その他 

① 実習生、研修の受け入れ 

ａ 教職員、市役所職員等の研修 

ｂ 保育実習生他 

 

 

 

② 定期ボランティア、行事ボランティ

アの受け入れ 

 

 

 

 

③ 出前講座への協力 

 

 

④ 防災対策 

ａ 避難訓練の実施（年 2回) 

 

 

ｂ 合同防災訓練の実施（近隣の法

人、町内会） 

 

⑦ 地域でのイベント等への参加 

ａ 平成 30年 10月 27日（土）～28日（日） 

航空公園にて自主生産品販売、施設の啓発活動

を実施。 

ｂ 平成 31年 2月 19日（火）～25日（月） 

西武所沢店にて自主生産品販売、施設の啓発活

動を実施。 

ｃ かしの木学園夕涼み会・プロペラ祭り等に出店

し自主生産品販売、施設の啓発活動を実施。 

（2） その他 

① 実習生、研修の受け入れ 

 ａ 教員及び所沢市職員の研修 15名 

ｂ 保育士養成施設実習他 

・秋草学園短期大学 2名 

・武蔵野短期大学 1名 

・特別支援学校等の進路先体験実習 5名 

② 定期ボランティア、行事ボランティアの受け入れ 

 

 

 

 

 

③ 出前講座への協力 

  講座名「車いすの基本操作を学ぶ」 

平成 30年 10月 16日（火） 職員 2名を派遣 

④ 防災対策 

ａ 避難訓練の実施（年 2回) 

第 1回 平成 30年 9 月 27日（木）消防署員立会 

第 2回 平成 31年 2 月 14日（木） 

ｂ 合同防災訓練の実施 

平成 30年 11月 14日（水） 

参加者 312名（内 36 名(利用者 29 名・職員 7 名）) 

参加施設等 

・国立リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園 

・社会福祉法人藤の実会（ところざわ学園、かがや

き、所沢市立はばたき） 

・北原町町内会 

期間 人数 

上半期 70名 

下半期 61名 

年間 131名 
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3．生活介護事業「所沢市立こあふる」 

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

る利用者（定員 20 名）一人ひとりに対して、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、こあふるで充実した日中の生活を送ることができるよう支援しました。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人たちから必要とされる施

設づくりをめざしました。 

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

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） 

 

 

 

（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（旬の食材や季節感を取入れた内容）を施

設内厨房にて調理し、普通食、刻み食、ミキサ

ー食等一人ひとりの食機能の状況に応じた昼

食を提供した。 

   ｂ 排泄 

    個々の状況に合わせた方法で、必要な介助や

定時誘導、見守りを行った。 

  ｃ 入浴  

    10名の希望者に対して、保清と心身のリラッ

クスを兼ね、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ケ島地

区体育館を 1回利用し活動した。（改装工事 

   の為利用は 1回のみ） 

  ○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で、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。 

   ○自主生産品の製作：草木染めでは、地域の方
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ｃ サークル活動（カラオケ、買い物等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ 社会参加（地域行事参加、外出体 

験・自主生産品の納品等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のご協力を得て、ひまわりを使った染めに初

挑戦した。その他にストール等の草木染め製

品やハーブを使ったサシェ、押し花のしおり

等を製作した。 

  ｃ サークル活動 

    毎月、「カラオケ」「買い物」「喫茶」の中か

ら 1つを選んでいただき、日程調整を行い実施

した。 

   ○カラオケ：施設内や店舗を使用して、一人ひ

とりが好きな曲を選んで歌う楽しさを経験

できる機会となった。 

   ○買い物：郊外の大型小売店等に出かけて、買 

    い物支援を実施した。 

   ○喫茶：現地で好きなメニューを選択し、楽し

い一時を経験する機会となった。 

  ｄ 社会参加 

  【地域行事参加】 

   自主生産品展示販売 

   ○とこじまつり（平成 30年 5月 13日（日）と   

    ころざわ自動車学校） 

   ○第 42回所沢市社会福祉大会(平成 30年 7月 

    18日（水）所沢市民文化センターミューズ）     

○平成 30年度所沢市立障害者施設「作品展」（平 

    成 30年 7月 18日(水)から 20日（金）所沢 

    市役所） 

   ○未来館まつり（平成 30年 7月 29日（日）こ 

    どもと福祉の未来館） 

   ○第 39回所沢市民フェスティバル福祉コーナ 

    ー（平成 30年 10月 27日（土）～28日（日） 

    所沢航空記念公園） 

   ○三ケ島小学校ふれあいまつり（平成 30年 

11月 10日（土）三ケ島小学校） 

   ○障害者週間イベント（平成 30年 12月 1 日 

    （土）こどもと福祉の未来館)  

   ○第 15回手しごと展(平成 31年 2月 19日(火) 

    ～25日(月)西武所沢)  

   こあふる茶販売 

   ○かしの木学園夕涼み会（平成 30年 8月 4日 

    （土）かしの木学園）        

   ○書道展(平成 30年 11月 30日(金)～12月 4日
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③ 健康管理   

ａ 嘱託医による健康相談（年 10

回）・健康診断（年 2回）   

 

 

ｂ 歯科医師による歯科検診（年 1回） 

 

 ｃ 理学療法士による健康指導（年 6 回） 

 

④ 医療的ケア  

嘱託医及び主治医の指示の下、看護

師及び研修を受けた支援員が実施（利

用者 3名に実施）。 

 

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 実習・研修の受け入れ 

(火)こどもと福祉の未来館)光の園と共催 

 【外出体験・自主生産品の納品等】 

   ○外出体験 

   ・葛西臨海水族園 

    平成 30年 7月 5日（木）・10日（火） 

   ・武蔵村山イオンショッピングモール 

    平成 30年 7月 19日（木） 

   ・いちご狩り 

    平成 31年 3月 7日（木）・12（火） 

   ○夏季プログラム 

    平成 30年 7月から 9月実施 

   ○自主生産品の納品 

    活動で製作した自主生産品を所沢市役所ふ

くしの店(ポピンズ)やケアハウスけやきへ

納品 

   ○ちゃおの配布 

    所沢市役所や航空発祥記念館等に所沢市社

会福祉協議会広報誌「ちゃお」を配布 

（年 6回） 

 ③ 健康管理 

  ａ 嘱託医による健康相談 12回実施 

    （昨年度 10回）    

    健康診断 2回実施 

    （昨年度 2回） 

  ｂ 歯科医師による歯科検診 1回実施 

    （昨年度 1回） 

  ｃ 理学療法士による健康指導 6回実施 

    （昨年度 6回） 

 ④ 医療的ケア 

   嘱託医及び主治医の指示の下、看護師が対応し

た。 

  ・医療的ケア対象者  3名（昨年度 4名） 

  ・実施回数 延べ 1300回（昨年度 1700回） 

 ⑤ 送迎 

  ・リフト付きマイクロバス 1台・リフトカー2台 

   で対応した。。 

  ・利用者  18名 （昨年度 17名） 

  ・延べ 6945名を送迎（昨年度 6562名） 

（2） その他 

 ① 実習・研修の受け入れ 
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② ボランティアの受け入れ 

 

 

③ ふくし学習の推進 

  近隣小中学生との障がい者理解を

深める為の学習を含めた交流 

 

 

 

 

④ 地域貢献活動 

  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 

  ○資格取得実習生 4名 延べ 41日間 

   （昨年度 2名、延べ 22日間） 

  ○進路先体験実習生 7名 延べ 24日間 

   （昨年度延べ 7名、延べ 23日間） 

  ○教員・所沢市職員研修 延べ 15名 

   （昨年度延べ 14名） 

  ○視察研修 延べ 68名 

 ② ボランティアの受け入れ 

  ・ボランティア 延べ 331名 

   （昨年度延べ 280名） 

 ③ ふくし学習の推進 

  お礼のメッセージが届く等、近隣小中学生との障

がい者理解を深める為の交流へと結びついた。 

  ○市内中学生職場体験 13名 延べ 32日間 

   （昨年度 6名 延べ 14日間） 

  ○三ケ島小学校学区探検 延べ 4日間 

  ○三ケ島小学校 4年生 13名（PTA含む） 

 ④ 地域貢献活動 

  ○草木染講習会の実施 

   第 1回 平成 30年 8月 4日（土）参加者 11名 

    （昨年度参加者 8名） 

   第 2回 平成 30年 12月 1日（土）参加者 9名 

    （昨年度参加者 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 

   利用者が生けたフラワーアレンジメントをお

届けした時に、感謝の言葉をかけていただく

等、利用者にとっても嬉しい体験となった。 

  ○地域近隣清掃活動を実施 

   月に 1回程度の実施。 

利用実績について 

 1 年間の

開所日数 

1 年間の

延べ人数 

1 日平均

利用者数 

年間平均

通所率 

H30年度 241日 4,202人 17.4人 86.9％ 

H29年度 243日 4,007人 16.5人 82.3％ 
 

 

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のある利用者及び医療的ケアを必要とする重症心身障がいのあ

る利用者（定員 40 名）に対して、日中活動をとおして丁寧に意思決定支援を進めました。障害者

相談支援事業所等、関係機関との連携のもと在宅での生活が豊かに継続できるように対応しました。 
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 また、地域の活動に参加し必要な福祉資源となることを目指しました。 

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

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 人程度を目安に心

身共にリラックス出来るよう毎日

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） 

 ※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等） 

 

 

 

ｅ 自治活動（利用者ミーティング） 

 

（1） サービス内容 

 ① 日常生活上の支援 

ａ 食事 

経管栄養 3名を除く 37名の利用者に、四季折々

の旬の食材を使い昼食の提供をした。 

ｂ 排泄 

   個々の状況に合わせ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 9名の利用者、1週間で延べ 45名の利用者

に対応した。（前年度も 22名） 

 ② 創作活動、生産活動、その他の日中活動 

   様々な経験をすることで自身のやりたい事を

選択、得意な事や好きな物が発見できるよう個別

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計画的に

行い、身体機能維持に努めた。 

   本人にあった靴の選び方や、杖の使い方等ご家

族と相談しながら日常生活が安心して送れるよ

う助言を行った。 

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。今年度は新たに「影絵」の活

動を取り入れ、表現の幅が広がった。 

ｃ 社会参加活動 

  「地域の人と共に、地域の一員として」の意識を

高め、お祭りの参加や自主生産品の販売での遣り

取りを通して地域住民との関係性を深めた。 

ｄ 作業活動 

  分別作業が定着し作業の受取りや納品等、積極

的に行い「仕事」としての意識が高まった。 

 自主生産品においては、新しい作品の開発を行い

売上向上に繋がった。 

ｅ 自治活動 

  意見交換が活発に行われ、他者の考えを受け止
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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 

ｂ 健康診断 

 

ｃ 歯科検診 

 

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 

ｄ 高校生のリカバリープログラム

実習 

 

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 

め尊重する姿勢が出来始めた。 

 年間を通して、継続した議題を提供し意見交換を

重ねる等、更なるステップアップを目指した。 

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、関わることが上手になってき

た。 

ｇ 地域活動 

  地域の人たちとの関わりが深められ、声を掛け

あうようになってきた。 

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。 

ｃ 歯科検診：年 1回（歯科衛生士による歯磨き

指導・講話） 

④ 医療的ケア 

  必要な利用者に対して年 3,517回、1日平均 14

回の医療的ケアに対応した。 

（昨年度：年 3,645回：1日平均 15回） 

⑤ 送迎 

  38名の利用者に対して安全に提供した。 

  利用者、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 大学生の介護体験実習・保育実習 

   14名、延べ 100日間受け入れた。 

  （昨年度 21名、延べ 168日間） 

ｂ 教職員、市役所職員等の研修 

   18名、延べ 6日間受け入れた。 

  （昨年度 12名、延べ 6日間） 

ｃ 市民後見人養成講座 

   4名、延べ 2日間受け入れた。   

ｄ 高校生のリカバリープログラム 

   9名、延べ 4日間受け入れた。 

   （昨年度 4名、延べ 2日間） 

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：12名参加（昨年度 11名） 
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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 

 

 

ｃ 地区懇談会参加 

 

 

 

ｄ 広報誌発行（年 3回） 

 

 

⑤ 地域活動への協力 

ａ 出前講座 

手話ソング、車いす講座への協力 

  ｂ 地域行事への参加 

    柳瀬文化祭・やなせ福祉まつり・ 

フラワーアレンジお届け 

 

 

 

⑥ 防災対策 

避難訓練の実施（年 2回） 

 

 

 

 

⑦ 車いす貸出事業（車いす 3台常駐） 

ｂ 定期ボランティア：4名、延べ 60日間受け入

れた。（昨年度も同じ） 

行事ボランティア：プロペラ祭り、成人を祝

う会 55名に協力頂いた。

（昨年度 54名） 

 ③ 教育活動への参画 

   柳瀬中学校生徒 3名の職場体験を受入れた。 

 

 ④ 障がい者の理解を進めるための活動 

 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住民との関わりを

深めた。 

 ｂ 手しごと展参加 

   自主生産品の販売を実施、86,688円の売り上

げがあった。（昨年度 127,000円） 

 ｃ 地区懇談会に参加 

   坂之下買い物支援についての説明を受け、今

後プロペラが出来る事を協力していく流れを構

築した。 

 ｄ 広報誌発行（年 3回） 

   プロペラの取り組みや感染症予防等季節に合

った情報を発信した。 

 ⑤ 地域活動への協力 

 ａ 出前講座：利用者、職員が手話講座の講師を

年間 5回実施した。（昨年度 8回） 

ｂ 地域行事への参加 

    柳瀬文化祭：利用者 14名、職員 12名参加 

    やなせ福祉まつり：利用者 8名、職員 7名参加 

   フラワーアレンジお届けは毎月ボランティア

の協力のもと 10カ所に配布。柳瀬小学校では

写真掲示の協力あり。 

 ⑥ 防災対策 

   避難訓練：年間 2回の実施 

   災害時宿泊訓練（二次福祉避難所の役割） 

   利用者、職員がプロペラに 1泊し寝袋体験や災

害備蓄品の食事を経験した。 

   市主催の HUG訓練に参加 

 ⑦ 車いす貸出事業 

   貸出依頼はなかった。 
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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』の構築を推進しました。ま

た、第2層生活支援コーディネーター業務を受託し、所沢地区の資源の把握に努めました。 

事業計画 事業実施結果 

（1）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 

a 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

社会資源と協働した支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

b 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実施 

c 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 

ａ 通所型介護予防事業 

 

 

ｂ 介護予防地域ケア活動支援事業 

 

 

ｃ 老人憩の家等で実施する健康相談

に医療職が協力 

ｄ 介護予防普及啓発事業介護予防講

演会 

 

 

（1）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 

総合相談件数 2,944件 

a ケマネジャー情報交換会（全5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30年5月23日（水） 

【第2回】平成30年7月18日（水） 

【第3回】平成30年9月26日（水） 

【第4回】平成30年11月21日（水） 

【第5回】平成31年3月13日（水） 

b 成年後見制度に関する相談件数 

合計件数：8件 

 

c ケアマネジャーからの相談・助言・支援件数 

合計件数：64件 

② 介護予防事業 

a 通所型介護予防事業（開催回数／参加人数） 

・介護予防教室単発型（4回／29人） 

・連続型介護予防教室（2回／51人） 

b 介護予防地域ケア活動支援事業 

  ・健脚測定（3回／79人） 

  ・自主グループ向け介護予防教室（6回／146人） 

c 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。 

d 介護予防講演会（年1回開催） 

  ・平成31年1月29日(火) 於中央公民館ホール／61人 

  ・内容：がんと療養生活をテーマに、正しい情

報を得て治療方針を決めること、自分
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③ 介護予防地域ケア活動支援事業 

ａ 地域ケア会議全体会議  

 

 

 

 

ｂ 地域ケア個別会議 

 

 

 

ｃ 医療・介護連携会議 

 

 

ｄ 所沢地区介護保険サービス事業

所情報交換会 

ｅ 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 

在宅介護者の集い等、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。 

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

防事業対象者を把握し、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、必要な支援

を行う。 

⑦ 第2層生活支援コーディネーター事業 

の大切にしているものが何なのかを考

え、納得して治療するための知恵と工

夫についての講話。 

③ 介護予防地域ケア活動支援事業 

a 地域ケア会議（第2層協議体会議、年3回開催） 

【第1回】平成30年5月23日（水） 

【第2回】平成30年9月19日（水） 

※第2回は「トコロみまもりネット」会議に充当。 

【第3回】平成30年12月19日（水） 

b 地域ケア個別会議（松井・所沢ブロック） 

【第1回】平成30年5月16日（水） 

【第2回】平成30年9月12日（水） 

【第3回】平成30年12月12日（水） 

c 医療・介護連携会議 

【第1回】平成30年7月19日（木） 

【第2回】平成30年12月21日（金） 

d 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。 

e 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30年9月19日（水）   

④ 家族介護支援事業 

 在宅介護者の集い（4回／31人） 

 

 

⑤ 訪問型介護予防事業 

合計件数：63件 

 

 

 

 

 

⑥ 介護予防ケアマネジメント事業 

○総合相談件数（平成30年度） 

 2,944件 

 

 

 

 

 ⑦ 第2層生活支援コーディネーター事業 
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 ａ 第2層コーディネーター業務 

第1層生活支援コーディネーター

や関連団体と連携を図りながら

地域に不足するサービスの創出

等の資源開発、関係者間のネット

ワーク構築、地域の支援ニーズと

サービス提供主体の活動のマッ

チング等のコーディネート機能

を担当 

ｂ 生活支援サービスやサロン等の

地域資源の把握 

 ｃ 協議体について周知するため、地

域ケア会議の運営等への主体的

な関わり 

 ｄ 地域ケア運営会議その他必要な

会議等に出席し、情報交換 

（2） 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、サービス提供事

業者との連絡調整等を行う。 

（3） その他 

 

・第2層協議体（地域ケア会議）全体会3回 

  ・作業部会7回 

  ・住民座談会12回 

住民座談会で話し合った地域の課題・ニーズを

作業部会に上げて話し合い、さらに全体会で情

報を共有するピラミッド型の体制を構築した。

地域の課題・ニーズから実際に活動を開始した

いグループが複数立ち上がった。今後も活動が

実際に形になるよう支援した。 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 指定介護予防支援 

○指定介護予防支援 

  ・自前件数 1,410件 

  ・委託件数 1,913件 

  合計件数  3,323件 

○要支援1・2プラン 

月平均件数 276.9件 

（3） 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、相談員が対応した。 

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。 

 

2．就労支援事業 

障がいのある方（難病及び介護保険 2 号被保険者で障がいのある方を含む）の一般就労を支援し

ながら社会参加と自立の促進を図るとともに、障がい者を雇用する企業に対しても雇用に関わる支

援を行いました。また関係機関（所沢市自立支援協議会・福祉サービス就労支援事業所及び相談支

援事業所・ハローワーク・職業センター・職場定着支援センター・雇用サポートセンター等）と連

携し、障がい者の就労を支援するネットワークの強化に努めました。 
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事業計画 事業実施結果 

（1） 福祉の相談窓口の対応 

 

 

 

 

（2） 障がい者の就労に関する相談の受付 

 

 

 

 

 

（3） 登録者に対する支援 

 ① 就労に向けた相談・支援 

 

 

 

 ② 登録者・ご家族・関係機関等からの

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（生活困窮自立支

援事業の就労支援にも活用） 

 

 

 

 ④ 職業適性を測る為の職場体験実習

の実施 

 

⑤ 関係機関との連携・共有 

 

 

 

 

 

（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 

8,403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 30年度 平成 29年度 

相談者：178名 相談者：128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 30年度 平成 29年度 

登録者数 951名 875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 30年度 平成 29年度 

来所相談 2,154件 2,148件 

就職相談 3,375件 4,074件 

日常・社会生活相談 512件 497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、相談者の能力評価をより正確に実施した。 

 幕張ワークサンプルの実績報告 

平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 

19名 37回 17名 34回 25名 30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。 

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 30 年度 

西部圏域就労支援センター情報交換会 6回 
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（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（定着支援）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 

 

 ③ 電話や面談等による就労状況の把握と

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 

障がい者雇用についての専門的な提案や助言

を行い、円滑に障がい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がい者を雇用する企業を開拓

した。 

平成 30年度 平成 29年度 

67件 52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 30年度 平成 29年度 

職場等の訪問 1,643件 1,534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

よる連絡にて就労状況の把握と調整を行った。 

 平成 30 年度 平成 29年度 

電話・FAX・Email等 2,927件 2,148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やハローワーク及

び埼玉県雇用総合サポートセンターからの新規

雇用相談や障害者雇用開拓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 30年度 平成 29年度 

職場定着相談 2,800件 2,714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

問し、必要に応じた支援を行った。 

③ 電話や面談等による就労状況の把握と調整 
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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 

  

 

② ハローワーク・移行支援事業所・相

談支援事業所・特別支援学校等との

連携強化 

 

 

 

 

 

（8） 広報啓発事業 

① 発達障がいのある方（疑いのある

方）の支援強化を図るための関係機

関への啓発及び連携 

② 生活困窮者自立支援事業の就労支

援において障がいのある方や障が

いの疑いのある方を対象とした支

援について啓発 

（9） 余暇事業の実施 

登録者の親睦会を開催し、登録者同士の

ネットワーク作りや就労意欲の向上を

図ります。また、登録者組織「わくわく

ねっと」の活動支援を行う。 

一般就労している登録者に電話やメールに

よる連絡にて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 30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 3回 

（8） 広報啓発事業 

➀ 発達障害記念週間において当センターの掲示

を行った。 

 

② 生活困窮者自立支援事業及び基幹相談支援セ

ンターと連携をし、困窮から就労につなげる啓

発を行った。 

  

（9） 余暇事業の実施 

① 余暇支援が必要な就職者に対し、サロンや地域

ボランティアにつなげ、安定した就労につなげ

られるようにした。 

② 親睦会の開催 

・開催日：平成 30年 9月 24日（月） 

・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、ゲーム等 

 

3．コミュニケーション支援事業 

地域生活支援事業の一つとして、聴覚、言語機能、視覚その他の障がいのため意思疎通を図るこ

とに支障がある方への支援として、手話通訳者、要約筆記者の派遣等を行い、社会参加や自立促進

に努めました。また、手話講習会や中途失聴者や難聴者のための手話講座及び点訳、音訳等の講習
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会を開催し、社会への理解拡大を図りました。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 福祉の相談窓口の対応（既述（P.51）） 

（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 30年度 平成 29年度 

手話通訳者 25名 27名 

要約筆記者 19名 15名 

【通訳派遣実績】 

 平成 30年度 平成 29年度 

手話通訳 個人派遣 611件 668件 

団体派遣 251件 282件 

① 小計 862件 950件 

要約筆記 個人派遣 6件  7件 

団体派遣 50件  66件 

 ② 小計 56件 73件 

事務所内 電話通訳   194件 276件 

来所相談   573件 738件 

③ 小計  767件 1,014件 

①+②+③ 合計  1,685件 2,037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 7回、パソコン要約筆記のフォローア

ップ研修を計 5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 30 年 4 月 23 日 5名 

合同研修 1回 平成 30年 11月 20日 20名 

手話通訳者研修 2回 平成 30年 10月 12日 3名 

平成 31 年 1 月 21 日 3名 

要約筆記者研修 3回 平成 30年 10月 31日 12名 

平成 30 年 12 月 7 日 7名 

平成 31 年 1 月 23 日 8名 

パソコン要約筆

記フォローアッ

プ研修 

5回 平成 30 年 9 月 28 日 4名 

平成 30年 11月 30日 4名 

平成 31 年 1 月 18 日 3名 

平成 31 年 2 月 1 日 3名 
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③ 安定した人材確保のため、以下の養

成講習会を開催 

ａ 手話通訳者養成講習会 

 

 

 

 

 

ｂ 要約筆記者養成講習会（手書き） 

 

 

 

 

 

（3） 聴覚障がい者の自立・社会参加の促進 

中途失聴者や中途難聴者を対象に、障が

いの受容やピアサポートの環境づくり

や新たなコミュニケーション手段の確

保等をめざした手話講座を行う。 

 

 

 

（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（入門課程及

び基礎・通訳準備課程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 2 月 8 日 3名 

③ 安定した人材確保のため、以下の養成講習会を

開催 

ａ 手話通訳者養成講習会 

  10：00～12：00 ／ 13：00～15：00 

期間 回数等 受講者 修了者 

平成 30年 5月 9

日～平成 31年 2

月 27 日 

45回 

水曜日 14名 12名 

ｂ 要約筆記者養成講習会（手書き） 

10：00～12：00 ／ 13：00～15：00 

期間 回数等 受講者 修了者 

平成 30 年 5 月

11 日～平成 31

年 2 月 1 日 

43回 

金曜日 17名 12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。 

 中途失聴者や難聴者のための手話講座 

14：00～16：00 

期間 回数等 受講者 履修者 

平成 30 年 6 月 7

日～平成 31 年 1

月 24 日 

25回 

木曜日 19名 17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 

【入門課程（午前）】10：00～12：00 

期間 回数 受講者数 修了者数 

平成 30年 10月 10

日～平成 31 年 2

月 27 日 

18回 

水曜日 34名 30名 

【入門課程（夜間）】18：50～20：50 

期間 回数 受講者数 修了者数 

平成 30年 10月 10

日～平成 31 年 2

月 27 日 

18回 

水曜日 32名 32名 

【基礎・通訳準備課程（午前）】 

10：00～12：00 ／ 13：00～15：00 
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② 点訳ボランティア養成講習会（初級） 

 

 

 

 

 

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。 

 

期間 回数 受講者数 修了者数 

平成 30 年 5 月 9

日～平成 31 年 2

月 27 日 

43回 

水曜日 26名 26名 

② 点訳ボランティア養成講習会（初級） 

10：00～12：00 

期間 回数 受講者 修了者 

平成 30年 10月 30

日～平成 31 年 2

月 19 日 

15回 

火曜日 22名 22名 

③ 音訳ボランティア養成講習会 

10：00～12：00 

期間 回数 受講者 修了者 

平成 30 年 7 月 3

日～平成 30 年 10

月 30 日 

15回 

火曜日 13名 13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 30 年 5 月 21 日 29 年度事業報告、他 

第 2回 平成 30 年 9 月 13 日 30 年度各講習会、他 

第 3回 平成 30 年 11 月 29 日 
手話通訳者拡充、要約

筆記利用拡大、他 

第 4回 平成 31 年 2 月 20 日 
中途失聴・難聴者のた

めの手話講座、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。 

 

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めざして相談支援

を行いました。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 福祉の相談窓口の対応 

（2） 基幹相談支援センター 

（1） 福祉の相談窓口の対応（既述（P.51）） 

（2） 基幹相談支援センター 
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① 総合的・専門的な相談支援 

障がいの種別、年齢にかかわらず、

総合的な相談を行い、必要に応じて、

地域の相談機関との連携、専門機関

への紹介を行う。 

② 地域移行・地域定着 

長期間、入院されている方や施設

に入所されている方の地域生活の実

現に向けた支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域の相談支援体制の強化 

相談支援事業者への助言や人材育

成の支援、関係機関などの連携、連

絡調整を行い、地域全体の相談機能

の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 総合的・専門的な相談支援 

・総合的・専門的な相談支援件数：373件(前年度比

+58件) 

 

  

② 地域移行、地域定着 

・地域移行、地域定着の促進に関わる支援件数 

23件 前年度比＋2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 30年 4 月 1日～平成 31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。 

③ 地域の相談支援体制の強化 

・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 3回実施 

・「障害者の意思決定支援」をテーマに所沢市自

立支援協議会主催の研修を実施。施設職員向け

と相談支援の職員向けの計 2回行い地域の関係

機関の中から 125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。会議回数：7回。研修参加回数：1回 

・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。4事業所に向けて説明を

行った。2か所新規開設した。（H31年度に 1か

所開設予定） 

・新規開設した 2か所の相談支援事業所の相談支

援専門員に対しインテークからモニタリング

までの同行を行い個別に OJTを行ってきた。対

応 6ケース。 

・要請された研修や出前講座などの対応：年間 9

回対応。（特別支援学校 PTA、市内介護保険関係

機関、民生児童委員連絡協議会等） 

・自立支援協議会の運営 
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④ 権利擁護・虐待防止 

成年後見制度の利用のために必要

な支援を行う。また、障がい者虐待

防止センターの窓口を併設し、虐待

の防止や早期解決のための支援を行

う。 

 

 

 

（3） 指定特定相談支援事業所及び指定

障害児相談支援事業所 

サービス等利用計画についての相談

及び作成などの支援が必要な方へ、障が

いのある方（児童含む）の自立した生活

を支え、課題の解決や適切なサービス利

用に向けて、ケアマネジメントによりき

め細かく支援を行う。 

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 11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 12回開催 

④ 権利擁護・虐待防止 

障がい者虐待への対応 

・虐待通報件数：15件（前年度比-2件） 

・コアメンバー会議への参加：15件 

・訪問調査等：延べ 28回 

・ケース会議：15回 

・モニタリング：17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。 

（3） 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支

援事業所 

① サービス利用支援 

新規サービス等利用計画作成件数：33件（前年度比

-24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：344件（前年

度比+20件） 

・相談件数：1807件（前年度比＋322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できる環境づくりを進めました。 

また、子育てニーズの把握や困難ケース（障がい、不登校、多問題家族など）への支援、子育て

関連情報の収集・発信について、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）をはじめとした関係機

関との連携を図りました。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 利用会員 

① 会員登録の受付 

 

 

 

 

 

 

（1）利用会員 

 ①会員登録数（うち新規会員） 

区  分 
人  数 

平成 30年度 平成 29年度 

利用会員（うち新規会員） 3,421（339） 3,230（385） 

援助会員（うち新規会員）  364 （36） 355（43） 

両会員 10 10 

実稼働援助会員数 147 139 
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② 援助会員の紹介、調整 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

実利用会員数 414 395 

②活動内容及び回数 

内  容 
活動回数 

平成 30年度 平成 29年度 

保育所・幼稚園の登園前の預かり及

び送り 

955 1,078 

保育所・幼稚園のお迎え及び帰宅後

の預かり 

1610 1,879 

保育所・幼稚園の帰宅後の預かり 119 142 

登校前の預かり及び送り 615 601 

学校の迎え及び帰宅後の預かり 282 419 

学童保育前の預かり及び送り 371 318 

学童保育の迎え及び帰宅後の預かり 1427 1,632 

子どもの習い事等の場合の援助 1400 961 

保育所・学校等の休み時の預かり 56 29 

保護者等の短時間・臨時的就労の場

合の預かり 

752 1,233 

保護者等の求職活動中の預かり 15 18 

保護者等の冠婚葬祭のための預か

りまたは送迎 

3 5 

他の子どもの行事等のための預か

りまたは送迎 

344 240 

保護者等の外出時の預かりまたは

送迎 

916 728 

保護者等の病気時の預かりまたは

送迎 

70 126 

ならし保育 11 12 

沐浴 15 22 

その他 1322 1,159 

合 計 10,283 10,602  

（2） 援助会員 

① 援助会員養成講習会  

【第 1回】平成 30 年 6 月 20 日（水）～22 日（金）全 3 日間 

   新所沢まちづくりセンター  修了者 12名 

【第 2回】平成 30 年 10 月 16 日（火）～19 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 8名 

【第 3回】平成 31年 1月 23日（水）30日（水） 

2月 6日（水） 全 3日間 
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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援助会員サ

ロンや交流行事等の実施を通じて

会員相互の親睦を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 広報活動 

 ① 会報「ふぁみさぽ通信」の発行（年 2 回） 

 

 

     新所沢まちづくりセンター  修了者 16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 

② 利用会員の紹介・調整 

  (1)利用会員の②を参照 

③ 援助会員フォローアップ講習会 

 【第 1回】平成 30年 7月 10日（火） 

・場所：所沢市こどもと福祉の未来館 

・参加者：47名  

・内容：「所沢市の子育て制度について」 

    「事例検討会」 

 ・講師：會田 真祐子氏 

     本田 しの氏 

【第 2回】平成 31年 2月 22日（金） 

・場所：所沢市こどもと福祉の未来館 

・参加者：67名  

・内容：「発達障害の基礎理解について」  

・講師：埼玉県発達障害総合支援センター 

    関 小織 氏 

  ④サブリーダーとの連携 

○サブリ－ダー会議（年 8回）  

・平成 30年 4月 13日（金）、6月 8日（金）、7月

13日（金）、9月 14日(金)、11月 9日（金）、12

月 7日(金)、平成 31年 1月 11日（金）、3月 8

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 10回） 

    ・平成 30年 5月 9日（水）、6月 5日（火）、7月 5

日（木）、9月 5日（水）、10月 5日（金）11月 5

日（月）、12月 5日（水）、平成 31年 1月 9日（水）、

2月 5日（火）、3月 5日（火） 

・ファミリーサポートセンター洋室  延べ 105名 

（3） 広報活動 

① 会報「ふぁみさぽ通信」発行 

【34号】平成 30年 5月 15日（火）発行 

センターからの知らせ、年間行事予定、新サブ 
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 ② 児童館等で事業説明・ふぁみさぽ通

信・チラシの配布 

 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 

（4） その他 

① 利用会員、援助会員の全体交流会の

開催 

 

 

 

 

② 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 

 

リーダー紹介、前年度活動実績など 

【35号】平成 30年 11月 15日（木）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、民生委員・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 30年 12月 14日（金） 

 ・所沢市こどもと福祉の未来館   

・参加者：92名（利用会員親子 68名援助会員 24名） 

・内容：ミュージックパネルプッペさん公演、援助会 

員劇、手作り品プレゼント 

② 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 

 ○平成 30年 9月 5日（水）、11日（火） 

   並木小学校にて個別ケース検討会議 

 ○平成 30年 12月 10日（月） 

   伸栄小学校にて個別ケース会議 

 ○平成 31年 3月 7日（木） 

   若狭小学校にて個別ケース会議 

 

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

に向けた支援を行いました。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、行

政、関係機関や地域住民とも連携・協働して適切な支援を行いました。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 福祉の相談窓口の対応 

（2） 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。 

 

（1） 福祉の相談窓口（既述（P.51）） 

（2） 自立相談支援事業 

① 生活困窮者の自立に受けた相談支援 

内容 
件数（家計含む） 

平成 30年度 平成 29年度 

新規受付 1,023 820 

相談のみ 590 491 

次年度継続（経

年継続含む） 

164 166 

年度内終了 1,025 769 

支援延べ回数 4,386 4,942 
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 ② 就労に向けた支援 

   各関係機関と連携し、また障がい者

の職場適応促進ツール（ワークサンプ

ル幕張版、ところざわ就労支援センタ

ー所有）を活用しながら適切なアセス

メントを行い就労に向けた支援を行

う。 

 ③ 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

増やす。 

 

④ 支援調整会議の開催（年 12回） 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 家計相談支援事業 

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支援を行う。 

 

 

 

 

② 就労に向けた支援 

各関係機関と連携し、また障がい者の職場適応促

進ツールを活用し、適正な就労先に繋がるように

支援を行った。また収入面の安定だけでなく、生

活リズムを整える等、利用者の状況に合わせた就

労支援を行った。 

 

③ 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。 

・所沢市民生委員・児童委員協議会の定例会、各

地区地域包括支援センター、市生活福祉課、こど

も相談センターへ事業説明を行い、事業への理解

を深めることができた。 

④ 支援調整会議 

第 1回 平成 30年 4 月 19日（木） 

第 2回 平成 30年 5 月 17日（木） 

第 3回 平成 30年 6 月 21日（木） 

第 4回 平成 30年 7 月 19日（木） 

第 5回 平成 30年 8 月 23日（木） 

第 6回 平成 30年 9 月 20日（木） 

第 7回 平成 30年 10 月 18日（木） 

第 8回 平成 30年 11 月 22日（木） 

第 9回 平成 30年 12 月 20日（木） 

第 10回 平成 31年 1 月 17日（木） 

第 11回 平成 31年 2 月 21日（木） 

第 12回 平成 31年 3 月 14日（木） 

 各構成員より専門的な助言・指導もあり、プラン作

成 113件（自立 113件、家計 30件）、プラン終了 70

件（自立 70件、家計 27件）の承認を得た。 

（3）家計相談支援事業 

内容 
件数（家計のみ） 

平成 30年度 平成 29年度 

新規受付 50 92 

次年度継続（経

年継続含む） 

59 73 

年度内終了 75 71 

 生活困窮者の家計状況を見直し、税金、家賃や公共

料金等の滞納をなくすための支援を行った。また法
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（4） 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。 

テラスの情報提供や債務整理の支援等を行った。 

（4）住居確保給付金の利用 

 利用希望者 31件 支給対象者 8件（4名が就職し、

4名は継続支援をしている。） 

 利用者の就労意欲を維持しながら、ハローワーク、

と連携し就職活動を行ない、4 名の利用者を常用雇

用に繋げることができた。 

 

7．生活支援コーディネーター業務 

 サービスや制度の整備だけでなく、住民によるお互い様の支え合いの地域づくりに取り組みまし

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 

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

への訪問や地域ケア運営会議、地域個別

ケア会議、地域ケア会議及び協議体（14

圏域）等の各種会議から生活支援・介護

予防に関する地域資源とニーズの把握に

努める。 

また、ボランティアセンターとの連

携・協働により、ニーズや活動情報を収

集する。 

（2） 第 1 層（市全域）協議体の運営（年 2 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。第 2層 SCが把握した地域資源も含め、533件

収集できた。 

 

 

 

 

 

（2） 第 1 層（市全域）協議体の運営（年 3 回） 

【第 1回】平成 30年 6月 22日（金） 

・第 2 層生活支援コーディネーターの配置と業務状況 

・第 1層生活支援コーディネーターからの報告 

・今後の進め方について 

・第 2層生活支援コーディネーターの悩みと支援 

【第 2回】平成 30年 9月 19日（水） 

・第 1層生活支援コーディネーターからの報告 

・生活支援の市内の現状と今後の生活支援について 

 の方向性の検討について 

【第 3回】平成 31年 1月 28日（月） 

「地域の概況」 

・生活支援コーディネーター・協議体の現状 

・生活支援・通いの場の現状 

・第 1層 SCとしての現状と課題 
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（3） 第 1 層協議体ワーキンググループ

の運営（定期） 

 

 

 

 

（4） 生活支援サービスの担い手の発

掘・養成 

ボランティアセンターとの連携・協働

により、生活支援ボランティア養成（担

い手養成）講座等を開催 

（5） 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（年 3回） 

 

（6） サービス実施情報の提供・周知 

生活支援・介護予防サービスの情報

について、地域包括ケア応援サイト

（Ayamu）を更新し（3ヶ月に1回程度）、

また、第 2層（14圏域）生活支援コー

ディネーターと情報共有する。 

（7） 生活支援体制整備事業の周知 

① SC通信の発行（年 2回） 

② 出前講座や勉強会等において、市民

の方にわかりやすく事業を周知 

（8） 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連絡

会・勉強会を概ね月 1回開催 

・グループワーク 

  テーマ「5年後に目指す所沢の地域像とは？」 

（3） 第 1 層協議体ワーキンググループの開催（1 回） 

平成 31年 2月 27日（水） 

・第 2層生活支援コーディネーターの活動報告 

・グループ懇談 

テーマ「地域の支え合いを考える場（第 2層協議体） 

を充実させるには？」 

（4） 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 30年 9月 26日（水）・10月 17日（水） 

 テーマ「地域に欲しいこと、みんなでできること」 

 

（5） 活動の場の発掘・開発 

① 活動場所の開発として、民間企業の空き時間・

スペースの活用について、調査を行った。 

② CSWと第 2層 SCが連携するよう、支援を行った。 

③ 交流室マップ掲載箇所の更新作業を行い、SC通

信への掲載に変更した。 

（6） サービス実施情報の提供・周知 

生活支援・介護予防サービスの情報について、

地域包括ケア応援サイト（Ayamu）を随時活用し、

第 2 層（14 圏域）生活支援コーディネーターと情

報共有を行った。 

 

（7） 生活支援体制整備事業の周知 

① SC通信の発行（年 2回） 

② 高齢者大学での講座や地区での勉強会におい

て、市民の方にわかりやすく事業を周知した。 

（8） 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連絡会・勉強会を毎月 1

回開催し、情報共有やスキルアップ研修として「会

議の進めかた」研修を実施した。 

 

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いました。 
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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 

（2） 講座の主催 

 

 

 

 

 

（3） 認知症サポーターのフォローアップ 

 

（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 

 

（1） キャラバン・メイト調整及び紹介 

  依頼に基づき、メイトの調整及び紹介を行った。 

（2） 講座の主催：4 回開催 

  ○平成 30年 5月 16日（水） 24名 

  ○平成 30年 8月 1日（水）39名 

  ○平成 30年 11月 1日（木）31名 

  ○平成 31年 1月 30日（水）57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 1回実施 

  ○研修会・交流会 

  ・平成 31年 2月 26日（火） 

・こどもと福祉の未来館 多目的室 1・2号 

・参加者：20名 

・講師：特別養護老人ホーム フラワーヴィラ  

副施設長 岩田 知子氏（他 2名） 

・内容：実演を交えた養成講座のススメ、認知症

サポーターを地域とのつながりへ活用

しよう 

（5） 学校向けふくし学習との連携 

  小中学校 9件 
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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 

資金の貸付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、

資金の貸付を受けた人（借受人）に対する支援、償還に関する相談等を行いました。実施にあたっ

ては、埼玉県社会福祉協議会や生活困窮者自立相談支援事業等の関係機関と連携し、家計相談支援

事業のサポート等を含め、借受人の自立に向けた効果的な支援を行いました。。 

事業計画 事業実施結果 

（1） 福祉の相談窓口の対応 

（2） 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

れる世帯への貸付 

① 生活支援費 

 ② 住宅入居費 

③ 一時生活再建費 

（3） 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 

② 緊急小口資金 

初回給与、初回年金受給までの間

等、緊急かつ一時的に生計維持が困難

になった場合の資金 

（4） 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 

 

（5） 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 

 

（6） 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

（1） 福祉の相談窓口の対応（既述 P.51） 

(2) 総合支援資金 

資金区分 
貸付件数 

平成 30年度 平成 29年度 

総合支援資金  0 0 

 

 

 

 

 

(3) 福祉資金 

資金区分 
貸付件数 

平成 30年度 平成 29年度 

福祉資金 10 2 

 

 

 

 

 

（4） 教育支援資金 

資金区分 
貸付件数 

平成 30年度 平成 29年度 

教育支援資金 1 7 

（5） 不動産担保型生活資金 

資金区分 
貸付件数 

平成 30年度 平成 29年度 

不動産担保型

生活資金 
2 1 

（6） 臨時特例つなぎ資金 

資金区分 貸付件数 
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を貸し付ける資金 平成 30年度 平成 29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 196件のうち、貸付

件数は 13 件である。他制度の紹介や、他事業サービ

スへ繋ぐ支援や所沢市あったかサポートセンターと

連携を図り、家計改善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、介護保険や障がい福

祉サービス等について情報提供や相談等

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

福祉サービスの適切な利用に必要な一連

の手続を援助する。 

（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する。 

（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

どを所沢社協が契約している金融機関の

貸金庫に保管する（株券・貴金属等は除

く）。 
  
 

（1） 福祉の相談窓口の対応（既述(P.51)) 

（2） 福祉サービス利用援助 

利用者数 

平成 30年度（平成 31年 3月末現在）36人 

平成 29年度（平成 30年 3月末現在）38人 

 

相談延べ件数 

平成 30年度          2,130件 

平成 29年度          3,235件 

 (3)   日常生活上の手続き援助 

援助延べ件数 

平成 30年度          1,210件 

平成 29年度          2,353件 

（4） 日常的金銭管理 

援助件数 

平成 30年度           630件 

平成 29年度           743件 

（5） 書類等預かりサービス 

利用者数 

平成 30年度            4人 

平成 29年度            6人 

（6） その他 

 ① 生活支援員配置数 

平成 30年度            12人 

平成 29年度            13人 

② 生活支援員研修 
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  7月 31日（火）10：00～12：00 

  参加者：支援員 7名、職員 7名 

  内容 ・本事業の内容の確認、利用者対象像 

     ・支援時の留意点（DVD鑑賞） 

     ・グループワークと振り返り 

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。 

【NPOときめきライフ埼玉 勉強会】 

・日程：平成 30年 6月 23日（土） 

・場所：新所沢コミュニティセンター 

【新所沢ブロック ケアマネジャー連絡会】 

・日程：平成 31年 1月 23日（水） 

・場所：新所沢東まちづくりセンター 

その他、成年後見事業における出前講座では本事

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、所沢社協が成年後見人、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(P.51)） 

（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 30年 5月 24日（木） 

委嘱状の交付、会長挨拶、委員長・副委員長の選

任、中島委員による講義、受任候補者の概要、受任

者の状況報告、事務連絡。受任候補者について受任

の了承を得た。 

【第 2回】平成 30年 9月 27日（木） 

受任者の状況報告 

【第 3回】平成 31年 1月 24日（木） 

受任者の状況報告 

② 後見活動の実施 

・受任件数（累計）：14件 

・死亡などに伴う終了件数（累計）：4件 

 平成30年度 平成29年度 

受任件数（年度末） 10 8 

 

区分 

高齢者 5 3 

知的障害 4 4 

精神障害 1 1 

 

類型 

後見 8 7 

保佐 1 0 

補助 1 1 

 
申立て 

市長申立て 5 5 

親族申立て 5 3 

③ 家庭裁判所への報告 

定期報告 8件、初回報告 2件 



70 

 

（3） 成年後見制度の啓発及び周知のた

めの講演会等の実施 

① 成年後見制度の周知啓発の実施 

 

 

 

② 成年後見制度の啓発講演会等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 成年後見制度の啓発及び周知のための講演会

等の実施 

 ① 成年後見制度の周知啓発の実施 

   成年後見制度を広く周知するために、パンフレ

ットを作成し、地域福祉センター等関係機関に配

布、講演会・出前講座等でも配布した。 

 ② 成年後見制度の啓発講演会等の実施 

○講演会 

 【成年後見制度のいろは】 

日 時：平成 30年 8月 6日(月)  

10：00～12：00 

参加者：一般市民 75名 

講 師：埼玉弁護士会弁護士 奥田圭一氏 

 【親なきあとの成年後見制度】 

  日 時：平成 30年 12月 7日(金)  

14：00～15：30 

  参加者：一般市民 80名 

   講  師：権利擁護センターぱあとなあ埼玉   

         小川政博氏 

 ○出前講座 

 【第 1回】 

日 時：平成 30年 9月 11日(火)  

13：15～14：45 

  会 場：秋草学園福祉教育専門学校 

  参加者：生徒および担当教官 28名 

 【第 2回】 

日 時：平成 30年 12月 12日(水)  

9：30～11：30 

  会 場：所沢市役所 8階大会議室 

  参加者：高齢者大学受講生 95名 

 【第 3回】 

日 時：平成 31年 2月 14日(木)  

15：15～16：00 

  会 場：埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学校 

  参加者：職業学科 3年生保護者 30名 

 ○実務者研修会 

 【基礎編】平成 30年 10月 24日(水) 

15：30～17：00 

  講 師：成年後見センター・リーガルサポート 

      埼玉支部 副支部長 髙野香氏 
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（4） 法人後見推進のための法人後見実

施団体による意見交換会の開催 

法人後見を実施している団体が、後見

業務を行うにあたっての課題を検討し

たり、情報共有や意見交換を行うこと

で、円滑に法人後見が行えるよう意見交

換会を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5） 成年後見制度の利用に関する相談 

 ① 制度説明 

 ② 申立支援 

 ③ 適切な後見等受任団体への紹介 

 

 

 

 

 

 

  参加者：市内福祉関係者 42名 

 【応用編】平成 31年 2月 26日(火)15：30～17：30 

  法律、福祉関係等他の実務者が水平的な意見交換 

  を行った。 

参加者：市内福祉関係者 24名、専門職 9名 

 ○その他研修会  

  「成年後見制度の概要」平成 31年 2月 7日(木) 

             17：30～18：30 

   参加者：所沢市立こあふる職員 10名 

（4） 法人後見推進のための法人後見実施団体によ

る意見交換会の開催 

  市内で法人後見を実施している団体と連携し、課

題を検討、情報共有・情報交換を行った。 

【第 1回】平成 30年 10月 19日(金)10：00～12：00 

 出席者：NPO法人埼玉成年後見センター所沢支部 

     NPO市民後見いきいき Net所沢 

 内 容：延命処置に関する本人の意思確認について 

     成年後見人の解任・交代について 

 アドバイザー：はなみずき法律事務所 弁護士 

        近藤宏一氏 

【第 2回】平成 31年 2月 27日(水)10：00～12：00 

 出席者：NPO法人埼玉成年後見センター所沢支部 

     NPO市民後見いきいき Net所沢 

 内 容：任意後見契約で子の法定後見申立と後見人

候補者指定を行うことについて 

     成年後見人が事実行為を行うことについて 

 アドバイザー：はなみずき法律事務所 弁護士 

        近藤宏一氏 

 オブザーバー：所沢市地域福祉センター 

        平井孝浩氏 

（5） 成年後見制度の利用に関する相談 

 ① 制度説明 

 ② 申立支援 

 ③ 適切な後見等受任団体への紹介 

  市民や親族、関係機関などに対して、成年後見制

度の利用に関する相談や申立方法、候補者について

の情報提供、後見報酬等に関する情報提供等を行っ

た。ケースによっては法律専門家を案内した。 

  平成 30 年度の相談件数は 325 件。昨年度より 51

件増加した。来所家族による、制度の概要に関する
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（6） 市民後見人候補者の名簿管理及び支援 

① 市民後見人候補者の名簿管理 

 

 

 

 ② 市民後見人候補者に対するフォロ

ーアップ研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7） 市民後見人候補者の法人後見支援

員としての活用支援 

 

 

 

 

 

 

相談が 43件と、最も多かった。 

（6） 市民後見員候補者の名簿管理及び支援 

 ① 市民後見人候補者の名簿管理 

  現在名簿登載されている 16 人の市民後見人候補

者と面談を行い、名簿登載の意向を確認した。全員

の名簿登載意思を確認した。 

 ② 市民後見人候補者に対するフォローアップ研修 

【第 1回】平成 30年 6月 29日(金)  

10：00～12：00 

内容：知的障害と精神障害の基礎知識 

講師：所沢市健康推進部保健センター健康管理課  

   小野寺健氏 

   所沢市社会福祉協議会 基幹相談支援セ

ンター 小内正秋 

参加者：15名 

【第 2回】平成 30年 9月 27日(木)  

10：00～12：00 

内容：事例検討 

講師：権利擁護センターぱあとなあ埼玉 

   田中満枝氏 

参加者：12名 

【第 3回】平成 30年 12月 7日(金)  

14：00～15：30 

内容：講演会「親なきあとの成年後見制度」公聴 

   レポートを提出 

参加者：12名 

【第 4回】平成 31年 3月 8日(金）  

10：00～12：00 

内容：面接技法の実技 

講師：権利擁護センターぱあとなあ埼玉 

   小川政博氏 

参加者：12名 

 （7） 市民後見人候補者の法人後見支援員として

の活用支援 

・名簿登載 16 名のうち 8 名を、法人後見支援員

として委嘱し、訪問・支払い等の後見業務を補佐

してもらった。 

・名簿登載 16 名のうち 5 名を、日常生活自立支

援事業生活支援員として委嘱し、当事業を行って

もらった。 
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（8） 専門職による成年後見に関する無

料相談の実施 

・残り 3名については、本人の希望またはマッチ

ングの不適により事実的な活動には至っていな

い。 

（8） 専門職による成年後見に関する無料相談の 

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の説明、適切な

専門機関を紹介した。 

 日時：毎月第 4木曜日 9：30～12：00 

 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 
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