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平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    茂原市地域福祉活動計画進捗管理・事業評価茂原市地域福祉活動計画進捗管理・事業評価茂原市地域福祉活動計画進捗管理・事業評価茂原市地域福祉活動計画進捗管理・事業評価    

    

    

１ 計画の進捗管理及び事業評価 

 本会では、平成２５年度～平成２９年度までの５年間、地域福祉を推進するための指針として、

平成２５年３月に「第３次地域福祉活動計画」を策定した。 

 本計画は、「みんなで支える安全・安心の暮らしづくり」を基本理念とし、３つの基本目標、９

つの基本方針、具体的な施策（５０事業）及び体制整備（１４項目）で構成している。 

 本計画の進捗管理（６４事業）及び社協事業の適正な評価を行うため、新規事業（２事業）並

びに細分化した事業項目（３事業）を追加し、平成２５年実施事業として、６９事業の評価を行

った。 

 

 

２ 評価体制 

①１次評価  担当者が事業評価シートを作成し、各所属単位で事業の評価を行う。（６月） 

②２次評価  内部評価検討委員会において、事業の評価を行う。（７月～８月 ３回実施） 

③３次評価  事業評価検討委員会において、事業の評価を行う。（９月） 

④最終報告  事業評価の結果を理事会に報告する。（９月） 

 

 

３ 評価の結果 

 

【地域福祉計画の進捗状況】  

 

A 計画どおり実施済み    

B 計画の５０～１００％未満の実施 

C 計画の１～５０％未満の実施 

D 未実施 

－ その他（新規及び細分化した事業） 

 

 

 

 

 



 

◎

3%

○

59%

△

35%

×

0%

－

3%

継続

57%

充実

26%

改善

14%

縮小

3%

廃止

0%

【平成２５年度実施事業に対する評価】 

 

◎ 期待以上の成果が得られた 

                         ○ 概ね期待どおりの成果が得られた 

                        △ 期待したほど成果を得られなかった 

                        × 成果を得られなかった 

－ その他（事業評価除外項目） 

 

 

 

 

 

【平成２７年度事業計画に対する方針】 

 

継続 現行どおり、事業を継続する 

                         充実 事業の充実、強化を図る 

                        改善 事業の見直し、改善を図る 

                        縮小 事業規模を縮小する 

                        廃止 事業を廃止する 

 

 

 

 

 

４ 総合評価 

 平成２５年度地域福祉活動計画の進捗状況としては、計画どおり実施（A 評価）が１７％、５

０％以上の実施（B 評価）が５２％で、計画どおり事業を実施できたのは合計で６９％、５０％

未満の実施（C 評価）は、２８％の結果となっている。 

本計画をより実効性の高い計画とするため、次年度以降も引き続き、本計画の進捗状況を管理

していく。 

 

 平成２５年度実施事業に対する評価としては、期待以上の成果（◎評価）が３％、概ね期待ど

おりの成果（○評価）が５９％で、順調に事業を実施できたのは合計で６２％、期待したほど成

果を得られなかった（△評価）は、３５％の結果となっている。 

 期待したほど成果を得られなかった主な要因は、ボランティア相談の開設日数の変更に伴う利



 

用者の減少、社協活動やボランティア活動に対する広報啓発活動が不十分だったこと、福祉ニー

ズの把握が不十分で地域住民の課題や新たなサービス領域の調査・研究ができていないこと、職

員の入替や制度改正などへの対応が不十分で介護保険収入が大幅に減少したこと、再発防止に向

けた苦情処理体制が不十分であること、地域福祉を実践するボランティアの養成が不十分だった

こと、台風災害の影響もあり社協会費や寄附金などの自主財源を増強できなかったことなどがあ

げられる。 

 提供する福祉サービスの質や成果を高め、効果的な事業展開や福祉サービスの充実を図るため、

引き続き、事業の適正な評価を行っていく。 

 

 平成２７年度事業計画に対する方針としては、事業を継続する（継続）が５７％、事業の充実

強化（充実）が２６％、合計で８３％の事業について継続又充実強化となっている。 

 その反面、事業の見直し（改善）が１４％、事業規模を縮小（縮小）が３％、合計で１７％の

事業については、事業の見直しや事業規模を縮小する方針となっている。 

 事業の見直し及び縮小の主な要因は、会費や寄附金などの自主財源や介護保険収入が年々減少

し、財源確保が課題となっていること、また、急速な事業規模の拡大や社会情勢の変化などに対

応した事業の見直しを行っていないため、社協事業が肥大化し、収支バランスが逆転する状況と

なっている。平成２７年度事業に対する方針として、事業に対するニーズや費用対効果などを考

慮し、すべての事業を精査した上で、事業展開を図っていく。 

  



平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧

1 心配ごと相談・無料法律相談の充実 地域福祉課 充　実 B ○ 継続

2 ボランティア相談の充実 地域福祉課 充　実 C △ 改善

実施方法の

見直し検討

3 子育てに対する相談機能の強化 施設課 強　化 Ａ ○ 継続

4 総合相談機能の確立 地域福祉課 確　立 C △ 改善

連携強化、職

員の資質向

上

5 広報紙「社福もばら」の充実 総務課 充　実 Ａ ○ 継続

6 ホームページの充実 総務課 充　実 C △ 充実

7 ＰＲ活動の強化 総務課 強　化 B △ 継続

8 声の広報活動 地域福祉課 継　続 ― ― 継続

みずすまし会

の活動のた

め評価除外

9 社会福祉大会の開催 総務課 充　実 C △ 継続

10 福祉こどもまつりの開催 地域福祉課 充　実 B ○ 継続

11 福祉野球教室 地域福祉課 ― B ○ 充実

12 福祉教育・福祉学習への支援 地域福祉課 充　実 B ○ 継続

13 福祉・介護人材の育成 総務課 育　成 B △ 充実

14 理解を深めるための調査・研究の実施 総務課 研　究 C △ 充実

15 見守りネットワーク事業（食事サービス）の充実 地域福祉課 充　実 B ○ 充実

16 福祉ニーズの把握 地域福祉課 ― C △ 改善 Ｈ28ｱﾝｹｰﾄ

17 訪問理髪サービスの充実 地域福祉課 充　実 B ○ 継続

18 ねたきり老人等への紙おむつの支給 地域福祉課 充　実 B ○ 改善

事務の効率

化

19 低所得者援助事業 地域福祉課 充　実 B ○ 継続

応急援護、交

通遺児、歳末

配分含む

20 夏季一時金支給事業 地域福祉課 ― B ○ 縮小

支給額の変

更

21 低所得家庭児童生徒援護事業 地域福祉課 ― B ○ 縮小

支給額の変

更

22 生活支援事業の充実（貸付事業） 地域福祉課 充　実 B ○ 継続

生活・老障資

金、福祉金庫

23 住民参加型在宅サービスの研究、実施 地域福祉課 研　究 B ○ 充実

24 老人福祉事業の継続 地域福祉課 充　実 B ○ 継続 長寿クラブ

NO. 進捗状況

　

そ

ば

に

い

る

～

安

心

感

の

あ

る

地

域

づ

く

り

～

　

基

本

目

標

Ⅰ

１．相談体制

の充実

①身近な相

談機能の充

実

２．情報機能

の充実

①福祉情報

の発信

　

い

つ

も

そ

の

人

ら

し

く

～

支

え

続

け

る

地

域

づ

く

り

～

　

基

本

目

標

Ⅱ

１．地域福祉

の理解を深

める

①福祉意識

と理解の促

進

２．良質な

サービスの

提供

①福祉サー

ビスの充実

基本目標 基本方針 施策の展開 事業名及び項目

3次計画

（Ｈ25）

補足説明Ｈ25評価

次年度

方　針

担当課



平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧

NO. 進捗状況基本目標 基本方針 施策の展開 事業名及び項目

3次計画

（Ｈ25）

補足説明Ｈ25評価

次年度

方　針

担当課

25 金婚、米寿、長寿祝い事業 地域福祉課 ― B ○ 改善

負担割合、写

真サイズや額

の見直し

26 新しいサービス領域の調査・研究 地域福祉課 研　究 B △ 充実

27 就労継続支援Ｂ型事業の充実 福祉作業所 充　実 Ａ ○ 継続

28 居宅介護支援事業（介護予防含む）の充実 在宅センター 充　実 B △ 充実

29 訪問介護事業（介護予防含む）の充実 在宅センター 充　実 B △ 改善

運営体制の

見直し

30 障害者居宅介護・重度訪問介護の充実（同行含む） 在宅センター 充　実 B △ 充実

31 福祉サービスの適正な評価 総務課 評　価 C △ 継続

32 苦情処理体制の充実 総務課 充　実 B △ 充実

33

３．利用者の

権利擁護

①福祉サー

ビスの利用

援助

日常生活自立支援事業の強化 地域福祉課 強　化 Ａ ○ 継続

34 市民活動の拠点確保 総務課 継　続 Ａ ○ 継続

35 地域福祉活動の充実（地域福祉センター） 施設課 充　実 Ａ ○ 継続

36 健康と生きがいづくりの支援（老人福祉センター） 施設課 支　援 Ａ ○ 継続

37 子育て支援事業の充実（児童センター） 施設課 充　実 Ａ ○ 継続

38 学童クラブの充実 地域福祉課 充　実 B ○ 継続

39 地域交流事業の充実 施設課 充　実 Ａ ○ 改善 内容の見直し

40 ボランティアセンター機能の強化 地域福祉課 強　化 C △ 充実

41 ボランティア団体との連携強化 地域福祉課 強　化 B ○ 継続

42 ボランティアの養成 地域福祉課 養　成 B ○ 継続

43 ボランティア活動メニューの開発・整備 地域福祉課 研　究 B ○ 継続

44 フォローアップ研修の充実 地域福祉課 充　実 C △ 充実

45

②福祉関係

者・団体との

連携強化

当事者団体・福祉関係団体の活動支援 総務課 強　化 Ａ ○ 継続

46 地区社協の運営支援 地域福祉課 充　実 Ａ ○ 継続

47 地区社協活動の周知 地域福祉課 強　化 B ○ 継続

48 地域福祉活動を実践する人材の育成 地域福祉課 養　成 C △ 改善

人材育成・ﾌｫ

ﾛｰｱｯﾌﾟ体制

の充実

　

み

ん

な

で

支

え

る

～

み

ん

な

の

力

に

よ

る

地

域

づ

く

り

～

　

基

本

目

標

Ⅲ

②公的な福

祉サービス

の提供

③サービス

の適正な評

価・苦情処理

体制の充実

４．市民活動

の拠点確保

①福祉セン

ターを活用し

た取り組み

１．市民活動

の輪を広げ

る

①ボランティ

ア活動の活

性化

２．地域全体

で支えあう体

制の確立

①住民主体

による共助

の取り組み



平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧平成２５年度　地域福祉活動計画進捗管理・事業評価一覧

NO. 進捗状況基本目標 基本方針 施策の展開 事業名及び項目

3次計画

（Ｈ25）

補足説明Ｈ25評価

次年度

方　針

担当課

49 ふれあい・いきいきサロン活動の支援 地域福祉課 充　実 B ○ 継続

50 地域福祉フォーラムの支援 地域福祉課 強　化 B ○ 継続

51 日常生活圏のネットワーク支援 地域福祉課 支　援 C △ 充実

52 市担当部署・関係機関との意見交換 地域福祉課 継　続 C △ 充実

53 要援護者情報のデータ化 地域福祉課 充　実 B ○ 継続

54 災害ボランティアセンターの体制整備 地域福祉課 強　化 B ◎ 継続

55 災害ボランティア登録者制度 地域福祉課 ― B ○ 継続

56 理事会・評議員会機能の強化 総務課 強　化 B ○ 改善

費用弁償の

見直し

57 発展強化計画の策定 総務課 研　究 C ○ 改善

地域福祉活

動計画と一体

的に策定へ

58 経営の透明性の確保 総務課 確　保 C ○ 充実

59 個人情報の適正管理 総務課 継　続 B ○ 継続

60 事務局体制の強化 総務課 強　化 C ○ 継続

61 職員の資質向上 総務課 強　化 B ○ 継続

62 会員会費の増強 総務課 増　強 C △ 充実

63 寄附金の安定的な確保 総務課 確　保 C △ 充実

64 各種事業収益の確保 総務課 確　保 C △ 充実

65 市の財政支援の継続 総務課 継　続 Ａ ◎ 継続

66 自治体及び県社協助成金の活用 総務課 継　続 B ○ 継続

67 共同募金会配分金の活用 総務課 継　続 B △ 継続

赤い羽根、歳

末募金運動

含む

68 民間助成金の活用 総務課 継　続 C △ 継続

69

２．計画の点

検・評価体制

の整備

①計画の進捗

管理及び評価

計画の進捗管理及び実施状況の評価 総務課 ― ― ― 継続 Ｈ26より実施

【進捗状況】 Ａ 計画どおり実施済み 【次年度方針】

Ｂ 計画の５０～１００％未満の実施 継続

Ｃ 計画の１～５０％未満の実施 充実

Ｄ 未実施 改善

【Ｈ25評価】 ◎ 期待以上の成果が得られた 縮小

○ 概ね期待どおりの成果が得られた 廃止

△ 期待したほど成果を得られなかった

× 成果を得られなかった

現行どおり、事業を継続する

事業の充実、強化を図る

事業の見直し、改善を図る

事業規模を縮小する

事業を廃止する

　

Ⅳ

　

計

画

推

進

の

た

め

の

体

制

整

備

１．推進機能

の強化及び

財源確保

①法人運営

機能の強化

②安定した

活動財源の

確保

３．問題を共

有し解決す

る仕組みの

構築
②緊急時、

災害時の支

援体制の確

立

①関係者の

ネットワーク

づくり



平成２５年度　地域福祉活動計画　進捗管理・事業評価シート平成２５年度　地域福祉活動計画　進捗管理・事業評価シート平成２５年度　地域福祉活動計画　進捗管理・事業評価シート平成２５年度　地域福祉活動計画　進捗管理・事業評価シート

1 Ⅰ-１-① 心配ごと相談・無料法律相談の充実 地域福祉課 充　実 B

日常生活上の困りごとや悩みご

とを相談する場として、毎週１

回、心配ごと相談を実施した。

また、解決困難な事例について

は、他機関への紹介、無料法

律相談（月１回）を実施した。

　心配ごと相談　１０８件

　無料法律相談　６０件

805,816 ○

①相談件数の約7割を解決へと

導き、残りの3割は、無料法律

相談や他機関へ繋げ問題解決

を支援した。

②民生委員の改選により、経験

豊富な相談員が不足している。

③広報やHPを活用した啓発活

動が、不十分だった。

継続

市民生活の身近な相談所とし

て、引き続き、心配ごと相談事

業を実施するとともに、相談機

能を充実するため、相談員の資

質向上、関係機関との連携強

化を図っていく。

2 Ⅰ-１-① ボランティア相談の充実 地域福祉課 充　実 C

ボランティア活動に関心のある

方、ボランティアの手助けを必

要とする方を結びつけるため、

毎月１回、ボランティア相談を実

施した。（登録・斡旋・紹介）

　ボランティア相談　９件

（相談日以外は、職員対応）

48,840 △

①相談日を月4回から1回に変

更したことにより、利用件数が

減少した。（H２４年度　４０件）

②広報やHPを活用し、相談日

を周知しているが、利用者の増

加に結びついていない。

改善

ボランティア活動の充実を図る

ため、引き続き、ボランティア相

談を実施するとともに、利用者

の減少にともない、実施方法に

ついて今後は見直しを図ってい

く。

3 Ⅰ-１-① 子育てに対する相談機能の強化 施設課 強　化 Ａ

親子教室の終了後など、気軽

に相談できる環境を作り、子育

てに関する相談や様々な情報

提供を行った。

○

親子の教室を通じ、児童厚生員

と親子の絆を深め、気軽に相談

できる環境を作ることが出来

た。

継続

子育て支援の一環として、引き

続き、子育てに関する相談に応

じるとともに、相談体制や児童

センター機能を強化するため、

児童厚生員の資質向上を図っ

ていく。

4 Ⅰ-１-① 総合相談機能の確立 地域福祉課 確　立 C

要援助者などの生活を支援す

るため、個別ニーズに対応でき

るよう、関係機関と連携を強化

し、相談に応じた。

△

関係機関との連携を徐々に強

化しているが、職員の資質向上

が今後の課題。 改善

総合的な相談機能を確立する

ため、引き続き、関係機関との

連携強化、職員の資質向上を

図っていく。

5 Ⅰ-２-① 広報紙「社福もばら」の充実 総務課 充　実 Ａ

社協活動、地域福祉活動への

理解を深めるため、広報紙「社

福もばら」を年４回発行した。

36,500部×年4回（５，７，１０、２

月)

1,538,154 ○

①広報委員会において、親しみ

やすい紙面づくりを行った。

②紙面が限られ、内容がマンネ

リ化しているため、掲載内容を

精査し、情報を提供する必要が

ある。

継続

社協活動や地域福祉活動への

理解を深めるため、引き続き、

地域における福祉活動やボラン

ティア活動の情報を、積極的に

提供していく。

6 Ⅰ-２-① ホームページの充実 総務課 充　実 C

災害ボランティアセンターの設

置時、災害ボランティアの募集

などにおいて、ある程度の効果

を発揮したが、全体としては更

新頻度が低く、情報発信力が弱

かった。

427,300 △

①災害時の情報発信ツールと

しては、評価ができるが、更新

頻度が低く、効果的な運用がで

きていない。

②高齢者や障がい者に配慮し

たホームページづくりが、今後

の課題。

充実

情報を取得する手段として、

ホームページは重要なツールと

なっている。今後は、誰もが利

用しやすい環境整備を図るとと

もに、引き続き、福祉情報の充

実を図っていく。

7 Ⅰ-２-① ＰＲ活動の強化 総務課 強　化 B

啓発資材を作成し、夏ボラや各

種イベント会場などにおいて、

社協のPR活動を行った。（パン

フレット、ティッシュ、うちわなど）

183,644 △

①啓発資材を活用し、社協活動

を周知することができたが、ど

の程度の効果があるかは不

明。

②年齢別のアプローチ、フリー

ペーパーの活用方法など、今後

検討する必要がある。

継続

社協活動や地域福祉活動への

理解を深めるため、引き続き、

様々な機会を通じて、PR活動

の強化を図るとともに、新たな

アプローチ方法を模索していく。

8 Ⅰ-２-① 声の広報活動 地域福祉課 継　続 ― 29,000 ― 継続

みずすまし会の事業のた

め、事業評価の対象外とす

る。

ＮＯ． 事業成果（実績含む） 評価理由

次年度

方　針

今後の方針

決算額

（単位：円）

分類 事業名及び項目 要さ担当課

3期計画

（Ｈ25）

進捗状況 Ｈ25評価
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9 Ⅱ-１-① 社会福祉大会の開催 総務課 充　実 C

社会福祉の進展に功績のあっ

た方、多額の金品を本会に寄

贈した方を顕彰した。

　功労者顕彰　23名と2団体
160,816 △

①台風26号の影響により、当日

の活動発表・記念講演は中止と

なった。

②一般参加者への周知方法、

内容のマンネリ化が、今後の課

題。

継続

地域福祉への理解や関心を深

めるため、引き続き、内容の充

実を図るとともに、社会福祉の

進展に尽力した個人及び団体

の顕彰を行っていく。

10 Ⅱ-１-① 福祉こどもまつりの開催 地域福祉課 充　実 B

福祉活動にたずさわる団体、福

祉施設、企業の活動を身近に

感じてもらうため、福祉こどもま

つりを開催した。（ボランティア

連協共催事業）

　来場者数　約2,000人

　福祉バザー収益　274,210円

476,204 ○

①来場者の確保に、視点が向

いていたため、子供向けの企画

が多くなり、福祉的要素が不足

した。

②福祉活動に必要な、自主財

源を確保することができた。

継続

社協活動や民間福祉活動への

理解を深めるため、引き続き、

福祉こどもまつりを行うととも

に、自主財源の確保、啓発活動

や内容の充実を図っていく。

11 Ⅱ-１-① 福祉野球教室 地域福祉課 ― B

現役プロ野球選手を招き、障が

い者、少年野球選手を対象とし

た福祉野球教室を開催した。

　障がい者（児）　５７名

　少年野球選手　１７９名

　千葉ロッテマリーンズ　５名

250,920 ○

①スポーツを通じて、子どもた

ちに夢や希望を持つ事の大切

さ、障害者福祉への理解を深め

た。

②若い世代や企業などに対し、

社協をPRすることができた。

③協賛企業の協力により、事業

費を確保した。

充実

児童の健全育成、障害者福祉

への理解を深めるため、引き続

き、福祉野球教室を行うととも

に、内容の充実や事業費を確

保するため、企業などからの協

賛金を募り、財源確保を図って

いく。

12 Ⅱ-１-① 福祉教育・福祉学習への支援 地域福祉課 充　実 B

①小中学校に講師を派遣し、福

祉教育の学習支援を行うととも

に、新たな福祉教育の学習方

法を検討した。

　派遣回数　７回

②小中高等学校の福祉教育を

財政面から支援するため、助成

金を交付した。

　福祉教育推進校　１５校

475,500 ○

①六点会の協力により、点字の

体験学習を支援した。

②福祉教育・福祉学習の支援

プログラムを開発し、整備を

図った。

③福祉教育に対する、学校側

への働きかけが不十分だった。

④福祉教育推進校の活動を財

政的に支援した。

継続

次世代を担う子供たちに「思い

やり」や「助け合いの精神」を育

むため、引き続き、福祉教育を

推進するとともに、学習プログラ

ムの充実や福祉教育推進校の

財政的支援を行っていく。

13 Ⅱ-１-① 福祉・介護人材の育成 総務課 育　成 B

福祉人材の確保や定着を図る

ため、福祉介護職を対象とした

研修会を開催した。

　ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修（年４回　９４名）

　管理者研修（年１回　２５名）

284,792 △

①福祉介護職の専門性を高め

るため、スキルアップ研修を

行った。

②ボランティアの養成や福祉介

護職の人材確保が、今後の課

題。

充実

少子高齢化の進展、福祉ニー

ズの多様化などにより、福祉介

護職やボランティアの育成・確

保が、ますます重要となるた

め、引き続き実施していく。

14 Ⅱ-１-① 理解を深めるための調査・研究の実施 総務課 研　究 C

①福祉ニーズや地域福祉に対

する要望を把握するため、各種

研修会において、アンケートを

実施した。

②先進的な社協調査や意見交

換を図るため、役職員の視察研

修を行った。

△

①若年層世代や企業を対象と

した、ニーズ把握ができていな

い。

②先進的な福祉活動や福祉

ニーズを、事業に反映できな

かった。

充実

社協活動や地域福祉への理解

を深めるため、引き続き、福祉

ニーズの把握、先進地の調査・

研究を行っていく。

15 Ⅱ-２-①

見守りネットワーク事業（食事サービ

ス）の充実

地域福祉課 充　実 B

７０歳以上のひとり暮らし高齢

者や障がい者を対象に、月３回

（７，８月除く）、ボランティアの

手作り弁当を持って訪問し、安

否確認を行った。

　利用者数　１７１人

　延食数　５，１３１食

1,985,169 ○

①利用者や親族などからは、地

域での見守り活動に対し、高評

価を得ている。

②高齢化などにより、ボランティ

アが不足しているため、人材確

保が今後の課題。

充実

地域での見守り活動を展開す

るため、引き続き、事業を実施

するとともに、見守り体制の強

化を図るため、緊急時の対応、

ボランティアの人員確保などに

ついて、検討していく。
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16 Ⅱ-２-① 福祉ニーズの把握 地域福祉課 ― C

民協定例会、地域福祉フォーラ

ム、各種研修会などにおいて、

福祉ニーズの把握を行なった。

△

①アンケートの実施予定年でな

いため、限られた範囲でのニー

ズ把握となっている。

②支援が必要と思われる世帯

のニーズ把握が不十分だった。

改善

新たな福祉サービスの調査・研

究を図るため、引き続き、ニー

ズの把握を行なうとともに、必

要に応じアンケートやアウトリー

チなどの手法を活用し、地域住

民の課題把握に努めていく。

17 Ⅱ-２-① 訪問理髪サービスの充実 地域福祉課 充　実 B

在宅で６か月以上寝たきりの高

齢者や障がい者児を対象に、

本人及び介護者の負担軽減を

図るため、訪問による理髪サー

ビスを提供した。（1回2,000円を

上限に助成/年４回）

　利用者16名、延べ４６回

99,680 ○

①在宅で介護している世帯の

経済的・精神的負担の軽減を

図った。

②デイサービスなどで理髪を提

供する介護事業所が増加して

いるため、利用件数が伸び悩ん

でいる。

継続

寝たきりの高齢者や障がい者

児の在宅生活を支援するため、

引き続き、訪問理髪サービスを

実施するとともに、民生委員や

関係機関と連携し、PR活動を強

化を図っていく。

18 Ⅱ-２-①

ねたきり老人等への紙おむつの支給

（家族介護支援事業含む）

地域福祉課 充　実 B

在宅で６か月以上寝たきりの高

齢者や障がい者児を介護して

いる方の負担軽減を図るため、

年３回、紙おむつ等を支給し

た。

　利用者　２００名

在宅で要介護４、５の高齢者を

介護する世帯（非課税世帯）の

負担軽減を図るため、介護用品

の支給を行った。（市委託事業）

　利用者　３２名

4,000,434 ○

①在宅で介護している世帯の

経済的・精神的負担の軽減を

図った。

②認知症高齢者に対する取り

扱いが、今後の課題。

③家族介護支援事業は、業者

の請求額に応じて、その都度、

市に請求するため、事務効率

が悪く、振込手数料などは社協

負担となっている。

改善

寝たきりの高齢者や障がい者

児を在宅で介護している方の負

担を軽減するため、引き続き、

紙おむつ等の介護用品を支給

するとともに、事務の効率化、

財源確保を図っていく。（市受託

事業は、実施方法など要検討）

19 Ⅱ-２-①

低所得者援助事業

（応急援護、交通遺児、歳末配分事業）

地域福祉課 充　実 B

共同募金の配分金や歳末たす

けあい募金を活用し、要援護世

帯や一人暮らし高齢者などに対

し、見舞金や慰問品を配布し

た。

　応急援護資金　６８件

　歳末配分事業　１，８６４件

3,845,334 ○

①民生委員の調査、市からの

情報提供により、見舞金や慰問

品の配布を行い、多くの世帯を

支援した。

②対象世帯が増加する半面、

毎年、募金額が減少しているた

め、財源確保が今後の課題。

継続

低所得世帯を支援するため、民

生委員や関係機関と連携を強

化するとともに、引き続き、共同

募金の配分金を活用し、財源確

保を図っていく。

20 Ⅱ-２-① 夏季一時金支給事業 地域福祉課 ― B

民生委員の調査をもとに、７月

に要援護世帯に対し、夏季一時

金を支給した。

　基準額　1世帯2,000円（家族

が1人増える毎に500円加算）

　要援護世帯　337世帯

1,046,130 ○

①民生委員活動において、担

当地区の世帯把握、訪問活動

に役立っている。

②対象世帯の増加に伴い、財

源確保が今後の課題。

縮小

財源的に厳しい状況となってい

るが、要援護世帯の把握、民生

委員の見守り活動として、効果

が見込まれるため、事業規模を

縮小し、引き続き、実施してい

く。

（1世帯一律2,000円、加算なし）

21 Ⅱ-２-① 低所得家庭児童生徒援護事業 地域福祉課 ― B

要援護世帯の児童や生徒を対

象に、図書券を配布した。

　入学児童47名、進級児童297

名、計344名。（入学児童3,000

円、進級児童2,000円）
795,000 ○

①民生委員活動において、担

当地区の世帯把握、訪問活動

に役立っている。

②対象児童の増加に伴い、財

源確保が今後の課題。
縮小

財源的に厳しい状況となってい

るが、要援護世帯の把握、児童

の健全育成、民生委員の見守

り活動として、効果が見込まれ

るため、事業規模を縮小し、引

き続き、実施していく。

（入学・進級一律1,000円）
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22 Ⅱ-２-①

生活支援事業の充実

（生活・老障資金、福祉金庫）

地域福祉課 充　実 B

専任相談員・自立生活支援員

を配置し、低所得世帯の相談援

助や貸付制度等を活用し、低所

得世帯の自立更生を支援した。

　生活福祉資金　９件

　福祉金庫　３４件

5,996,887 ○

①相談件数は減少したが、問

題が複雑化しているため、関係

機関と連携し、自立を支援し

た。

②貸付条件の緩和に伴い、貸

付件数が大幅に増加している

ため、償還指導が今後の課題。

継続

低所得世帯の自立を支援する

ため、引き続き、貸付業務を行

うとともに、多様化した福祉ニー

ズ、償還困難者への支援に対

応できるよう、関連機関との連

携を強化し、自立更生を図って

いく。

23 Ⅱ-２-① 住民参加型在宅サービスの研究、実施 地域福祉課 研　究 B

①住民相互による助け合い活

動として、住民参加型の在宅福

祉サービスの調査・アンケート

を行った。

②北部地区社協の萩原町をモ

デル地区として、地区たすけあ

いサービスを開始した。

　利用件数　２件

2,159 ○

①サービスが浸透していないた

め、利用件数が伸び悩んでい

る。

②地区たすけあいサービスに

対する要望は、各地域からある

ものの、市内全域に整備するに

は、かなりの期間を要する。

充実

地域住民の「助け合い」、「支え

合い」を具現化するため、引き

続き、地区たすけあいサービス

を推進するとともに、すべての

地区社協で実施できるよう、体

制づくりを行っていく。

24 Ⅱ-２-①

老人福祉事業の継続

（長寿クラブ）

地域福祉課 充　実 B

H25年度より、長寿クラブ連合

会の事務局として、円滑に運営

ができるよう支援した。

　単位クラブ数　７３支会

　会員数２，４５９名

639,000 ○

長寿クラブ連合会の事務局を、

市より移管されたが、派遣研修

による事務引き継ぎ、職員の増

員などにより、円滑な運営支援

を行った。

継続

高齢者福祉を増進するため、引

き続き、長寿クラブ連合会の支

援を行うとともに、地域福祉の

推進機能を強化するため、加入

促進、社協との連携強化を図っ

ていく。

25 Ⅱ-２-① 金婚、米寿、長寿祝い事業 地域福祉課 ― B

①結婚50周年祝賀会をプラザ

ヘイアンにて開催した。（参加者

60組）

②茂原写友会の協力により、米

寿者に記念写真を贈呈した（希

望者139名）

③白寿、100歳以上の方の自宅

を訪問し、長寿祝品を贈呈し

た。（白寿23名、100歳以上32

名）

1,221,657 ○

①結婚50周年祝賀会について

は、昨年度の要望等を踏まえ、

改善し開催した。

②米寿、長寿祝事業は、茂原

写友会、市高齢者支援課と連

携し事業を実施した。

③財源確保、ボランティアの高

齢化が今後の課題。

改善

高齢者福祉の一環として、引き

続き、敬老事業を行うとともに、

ボランティアの負担軽減や経費

節減を図るため、実施方法や記

念品等について、今後検討して

いく。

　（金婚：負担割合（１組6,000円

～8,000円）の見直し、米寿：額

やサイズの見直し）

26 Ⅱ-２-① 新しいサービス領域の調査・研究 地域福祉課 研　究 B

先進地の視察、各種研修会に

参加し、「生活困窮者世帯の自

立支援に向けた」モデル事業の

調査研究を行った。
△

①生活困窮者自立支援事業

は、平成27年度からの受託に

向け、行政等と調整中。

②新しいサービス領域の調査・

研究には、ニーズ調査が必要

不可欠であるが、ニーズ把握が

不十分だった。

充実

生活困窮者自立支援事業の受

託に向け、必要経費（人件費や

事務費など）の確保に努めると

ともに、引き続き、新たなサービ

ス領域の調査・研究を行い、福

祉サービスの充実を図ってい

く。

27 Ⅱ-２-② 就労継続支援Ｂ型事業の充実 福祉作業所 充　実 Ａ

工賃向上計画に基づき、目標

工賃の達成や、一般就労希望

者への支援など、一定の成果

が得られた。また、送迎サービ

スの拡充を行い、利便性を図っ

た。

37,834,982 ○

①具体的な数字を利用者に示

し、モチベーションの維持に努

めた。

②各種研修に参加し、職員の

意識向上を図った。

③「受注作業の見直し」、「自主

生産品の販路拡大」を図った。

継続

安定した利用者数を確保するた

め、関係機関との連携を強化す

るとともに、引き続き、サービス

の向上を図るため、職員資質の

向上、相談支援事業の実施に

ついて、今後検討していく。
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28 Ⅱ-２-②

居宅介護支援事業（介護予防含む）の

充実

在宅センター 充　実 B

利用者の在宅生活や介護者の

負担軽減を図るため、適切な介

護サービスが利用できるようケ

アプランの作成を行った。

　居宅介護支援　７９１件

　介護予防支援　７７件

14,461,013 △

①介護保険法などの法令遵守

に努めた。

②介護支援専門員の入替等に

より、利用件数が減少し、介護

報酬が減少した。
充実

要介護認定者が、適切な介護

サービスを利用できるよう、引き

続き、居宅介護支援を行うとと

もに、良質なサービスを提供す

るため、職員の資質向上を図っ

ていく。

　また、利用者の確保や運営強

化のため、目標件数の設定、経

営会議を行っていく。

29 Ⅱ-２-② 訪問介護事業（介護予防含む）の充実 在宅センター 充　実 B

要介護認定者の在宅生活や介

護者の負担軽減を図るため、

ホームヘルパーの派遣を行い、

在宅生活を支援した。

　訪問介護　３５６件

　介護予防　１３２件

24,777,441 △

①他事業所の利用件数は増加

したが、介護ニーズ、介護サー

ビスの多様化などにより、全体

の利用件数は減少し、介護報

酬が減少した。

②居宅介護支援事業所との連

携強化、訪問介護員の資質向

上が課題。

改善

要介護認定者の在宅生活や、

介護者の負担軽減を図るため、

引き続き、訪問介護サービスを

提供するとともに、利用者の確

保や平成27年度の制度改正に

向け、運営体制の見直しを図っ

ていく。

　（目標訪問時間の設定、経営

会議、保険外サービスなど）

30 Ⅱ-２-②

障害者居宅介護・重度訪問介護の充

実（同行含む）

在宅センター 充　実 B

障がい者の在宅生活や介護者

の負担軽減を図るため、ホーム

ヘルパーの派遣を行い、在宅

生活を支援した。

　居宅介護等事業　８８件
2,580,635 △

①人員体制が不十分なため、

身体障害者の同行援護サービ

ス（外出支援）を提供できなかっ

た。

充実

障がい者の在宅生活や、介護

者の負担軽減を図るため、引き

続き、訪問介護サービスを行う

とともに、同行援護サービスが

提供できるよう、運営体制の充

実を図っていく。

（目標契約件数の設定、経営会

議）

31 Ⅱ-２-③ 福祉サービスの適正な評価 総務課 評　価 C

福祉サービスを評価するため

の仕組みづくりとして、総務・財

政・事業委員会の再編を行い、

事業評価検討委員会を設置し

た。

△

平成２５年度事業評価は、本年

度実施予定。

（前年度は、事業評価検討委員

会の設置のみ）

継続

良質な福祉サービスの提供、効

果的な事業展開を図るため、本

年度より事業評価を行ってい

く。

32 Ⅱ-２-③ 苦情処理体制の充実 総務課 充　実 B

苦情処理体制を再構築するた

め、マニュアルの作成、苦情受

付体制の見直しを図った。
△

情報の共有化（報告含む）、再

発防止に向けた、取り組みが不

充分だった。（内部研修など）
充実

利用者保護の観点から、苦情

解決への取り組みが、ますます

重要となるため、引き続き、苦

情処理体制の充実を図ってい

く。

33 Ⅱ-３-① 日常生活自立支援事業の強化 地域福祉課 強　化 Ａ

判断能力が不十分な高齢者や

障がい者を対象に、日常的な金

銭管理や福祉サービスの利用

援助を行い、日常生活を支援し

た。

　相談・訪問調査件数　４６７件

　利用者　２７名

5,706,041 ○

①利用者の状況やニーズに応

じた支援を行った。

②潜在的ニーズはあるが、専門

員の配置が不十分であるため、

対応しきれていない。

③県委託費の見直しに伴い、財

源確保が今後の課題。

継続

高齢者や障がい者の日常生活

を支援するため、引き続き、セ

ンター機能の充実や関係機関

との連携を強化するとともに、

安定した財源を確保するため、

市補助金や県委託費の財源確

保を図っていく。

34 Ⅱ-４-① 市民活動の拠点確保 総務課 継　続 Ａ

指定管理者として、茂原市福祉

センター（総合市民センター、二

宮・豊田・五郷・豊岡・東郷福祉

センター）の管理運営を行うとと

もに、小域福祉圏における地域

福祉活動の拠点を確保した。

122,284,433 ○

①安全に配慮した施設運営や

サービスの向上を図るため、避

難訓練、担当者会議を行った。

②地域での子育て支援、生きが

いづくり、地域住民が主体と

なって行う地区社協活動などを

支援した。

継続

指定管理者選定（H26～H28年

度）、耐震補強工事が今後予定

されているが、市民活動や地域

福祉活動の拠点を確保するた

め、引き続き、茂原市福祉セン

ターの指定管理を行っていく。
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35 Ⅱ-４-①

地域福祉活動の充実（地域福祉セン

ター）

施設課 充　実 Ａ

地区社協、地域住民、利用団

体と連携した地域福祉活動を

行い、地域の拠点施設として活

用することができた。 ○

①地域福祉活動の拠点施設と

して、多くの地域住民が利用し

た。

②各事業を通じて、地域住民の

文化・教養の向上を図った。

継続

小域福祉圏における地域福祉

活動の推進、地域住民の文化・

教養の向上を図るため、引き続

き、事業を実施するとともに、地

域福祉活動を強化するため、職

員の資質向上に努めていく。

36 Ⅱ-４-①

健康と生きがいづくりの支援（老人福祉

センター）

施設課 支　援 Ａ

①郊外研修、主催教室などによ

り、高齢者の知識向上や健康

増進を図った。

②高齢者同士の親睦を深める

場の提供をすることが出来た。

○

①各事業を通して、地域の高齢

者の健康増進、教養の向上を

図った。

②いこいの場を提供し、高齢者

同士の親睦を図った。

継続

高齢者の健康増進、生きがい

づくりを支援するため、引き続

き、事業を行うとともに、地域の

高齢者が気軽に集えるセンター

運営を図っていく。

37 Ⅱ-４-① 子育て支援事業の充実（児童センター） 施設課 充　実 Ａ

親子教室、夏休みこども教室な

どにより、子育て支援や子供た

ちの文化・教養の向上を図っ

た。

○

地域の子育て支援の拠点とし

て、親子が気軽に集い、繋がり

合うことの出来る場を提供し、

子育て支援や児童の健全育成

を図った。

継続

児童福祉の増進を図るため、引

き続き、事業を行うとともに、子

育て支援を充実するため、関係

機関との連携強化、職員の資

質向上に努めていく。

38 Ⅱ-４-① 学童クラブの充実 地域福祉課 充　実 B

地域の福祉センターを活用し、

学童クラブの運営を行い、子育

て支援を行った。

　延利用者数　豊岡学童１３５

名、二宮学童２２４名、東郷第1

学童３７６名、東郷第２学童５５

８名、夏期茂原学童３７名

19,278,795 ○

①指導員の資質向上と専門性

を高めるため、毎月指導員会議

を開催した。

②保育の指導方法、発達障が

いなどに対する、共通理解が不

充分だった。

継続

働く親の子育てを支援するた

め、引き続き、学童クラブの運

営を行うとともに、児童や保護

者が安心して学童クラブを利用

できるよう、安全面の配慮や関

係機関との連携強化を図ってい

く。

39 Ⅱ-４-① 地域交流事業の充実 施設課 充　実 Ａ

各福祉センターにおいて、地区

社協や利用団体などと連携し、

年3回地域交流事業を行い、地

域住民の交流・親睦を図った。
269,217 ○

地区社協や地域住民などと連

携し、地域の高齢者や児童など

の世代間交流を行い、地域住

民の交流や市民活動の活性化

を図った。

改善

地域住民の交流、市民活動の

活性化を図るため、引き続き、

事業を行うとともに、内容の固

定化を改善するため、地区社協

や協力団体と事業内容を見直

していく。

40 Ⅲ-１-① ボランティアセンター機能の強化 地域福祉課 強　化 C

ボランティアセンターでは、ボラ

ンティアの相談、登録、斡旋に

応じるとともに、ボランティアの

養成などを行い、ボランティア活

動の普及を図った。

　ボランティア登録数　団体５３

団体/述べ９４２名

1,045,433 △

①新規の団体登録もあるが、高

齢化による会員減少が、今後

の課題。

②ニーズ把握、ボランティア活

動の裾野を広げるための、普及

活動が不十分だった。

充実

ボランティア活動を活性化する

ため、引き続き、ボランティアセ

ンター機能を充実するとともに、

幅広い世代がボランティア活動

の担い手となるよう、普及活動

の強化、コーディネーターの資

質向上を図っていく。

41 Ⅲ-１-① ボランティア団体との連携強化 地域福祉課 強　化 B

①組織的なボランティア活動を

支援するため、ボランティア連

絡協議会の運営を支援した。

②点字や音訳ボランティア団体

などと連携し、福祉教育などの

普及活動を行った。

③災害ボランティア団体と連携

し、災害ボランティアセンターの

運営及び設置訓練を行った。

494,000 ○

①ボランティア団体と連携し、ボ

ランティア活動の普及を行って

いるが、高齢化などにより会員

数が減少している。

②災害などの緊急時、ボラン

ティア団体との連携は不可欠あ

るため、連携を強化していく必

要がある。

継続

組織的なボランティア活動を推

進するため、引き続き、ボラン

ティア団体との連携を強化する

とともに、ボランティア活動の活

性化を図るため、会員増強に向

けた普及活動を行っていく。
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42 Ⅲ-１-① ボランティアの養成 地域福祉課 養　成 B

関係機関、地区社協などと連携

し、災害対策コーディネーターを

はじめとする災害ボランティア

の養成を行った。

○

災害ボランティアは、昨年10月

の災害時、災害ボランティアセ

ンターの運営、災害ボランティ

アの派遣に大きく貢献し、成果

を得ることができた。

継続

幅広い世代が、ボランティア活

動の担い手となるよう、引き続

き、ボランティアの養成を行うと

ともに、会員増強に向けた普及

活動を強化していく。

43 Ⅲ-１-① ボランティア活動メニューの開発・整備 地域福祉課 研　究 B

生活困窮世帯を対象とした学

習支援ボランティア、地区たす

けあいサービスの有償ボラン

ティアについて、調査・研究を

行った。

○

先進地域の視察などを行い、有

償ボランティア、学習支援ボラ

ンティアについて、研究した。

継続

ボランティア活動の活性化を図

るため、引く続き、活動メニュー

の開発を行うとともに、幅広い

世代がボランティア活動の担い

手となるよう、ニーズの把握、有

償ボランティアの活動メニュー

を整備していく。

44 Ⅲ-１-① フォローアップ研修の充実 地域福祉課 充　実 C

災害ボランティア・地区社協委

員などを対象に、災害ボラン

ティアセンターの設置・運営訓

練を行った。
△

養成したボランティアや団体へ

のフォローアップが不十分であ

る。

充実

新たに養成したボランティアや

団体の活動を支援するため、引

き続き、フォローアップ研修を行

うとともに、既存のボランティア

団体の活動を活性化するため、

フォローアップ体制の充実を

図っていく。

45 Ⅲ-１-②

当事者団体・福祉関係団体の活動支

援

総務課 強　化 Ａ

市補助金や共同募金配分金を

活用し、当事者団体及び福祉

関係団体の活動を、財政面か

ら支援した。

　市内４６団体（地区社協除く）

6,262,000 ○

①福祉関係団体の活動を財政

面から支援するとともに、連携

強化に努めた。

②自主財源が、減少しているた

め、新しい団体への助成が困

難な状況。

継続

地域福祉活動計画の推進、社

協活動の基盤を強化するため、

引き続き、関係団体の活動を支

援するとともに、連携強化を

図っていく。

46 Ⅲ-２-① 地区社協の運営支援 地域福祉課 充　実 Ａ

①地区社協の運営を支援する

ため、共同募金の配分金を活

用し、財政的支援を行った。

　（１地区２０万円助成）

②事務局及び福祉センターに

おいて、地区社協の活動を支援

し、地域での見守り活動、世代

間交流などの事業を展開した。

（１３地区社協）

2,600,000 ○

①共同募金の配分金を活用し、

地区社協の財源を確保した。

②職員の地区担当制により、き

め細かな対応ができた。

③役割分担の明確化、効率化

を図るため、部会制の導入を支

援した。

継続

小域福祉圏における地域福祉

活動を推進するため、引き続

き、地区社協の運営を支援する

とともに、住民同士の支え合い・

助け合い活動を具現化するた

め、地域たすけあい活動の充

実を図っていく。

47 Ⅲ-２-① 地区社協活動の周知 地域福祉課 強　化 B

①社協広報やホームページを

活用し、地区社協活動の周知を

図った。

②地区社協ごとにチラシや広報

を発行し、啓発活動を行った。

○

①チラシや広報を地区社協単

位で発行することにより、啓発

に対する意識が高まっている。

②地区社協活動に対する住民

理解が、まだ不十分である。

継続

広報、ホームページ、チラシな

どにおいて、引き続き、地区社

協活動を周知するとともに、幅

広い世代が地域福祉の担い手

となるよう、普及活動の強化を

図っていく。

48 Ⅲ-２-① 地域福祉活動を実践する人材の育成 地域福祉課 養　成 C

住民同士の支え合い・助け合い

の活動を具現化するため、住民

参加型の在宅福祉サービスの

勉強会を行った。
△

①地区たすけあいサービスの

担い手を確保した。（モデル事

業）

②地域福祉の担い手となるコ

ミュニティーソーシャルワーカー

の養成ができなかった。

改善

地域福祉活動の担い手や将来

のリーダーを養成するため、引

き続き、人材の育成を行うととも

に、ボランティア活動へのマッチ

ング・フォローアップ体制の充実

を図っていく。
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49 Ⅲ-２-① ふれあい・いきいきサロン活動の支援 地域福祉課 充　実 B

高齢者の生きがいづくりや介護

予防を推進するため、地区社協

のふれいあい・いきいきサロン

活動を支援した。（１地区１０万

円助成）

1,300,000 ○

①地域性を生かした、サロン活

動を展開し、地域住民の交流、

高齢者の生きがいづくりを行っ

た。

②活動内容の固定化、参加者

の減少が、今後の課題。

継続

高齢者福祉の増進を図るため、

引き続き、サロン活動を支援す

るとともに、サロン活動の活性

化、地域住民の理解を深めるた

め、普及活動の強化や先進地

域の研究を行っていく。

50 Ⅲ-２-① 地域福祉フォーラムの支援 地域福祉課 強　化 B

地域のさまざまな生活課題に対

し、地域住民が主体となって課

題解決に向けた取り組みができ

るよう、地域福祉フォーラムの

設置支援を行った。（１３地区社

協に設置）

200,000 ○

地区社協が中心となって、地域

の生活課題を解決する仕組み

を構築し、防災対策や地区たす

けあい活動などについて、地域

住民が話し合いを行った。

継続

地域住民が主体となって、身近

な生活課題を解決する仕組み

を構築するため、引き続き、地

域福祉フォーラムの支援を行う

とともに、地域の福祉力を高め

るため、コミュニティの再生を

図っていく。

51 Ⅲ-３-① 日常生活圏のネットワーク支援 地域福祉課 支　援 C

個別に支援が必要とされる高

齢者や障がい者の見守り体制

を確保するため、福祉関係者や

地域住民のネットワークづくりを

支援した。

△

①地区ボランティア、民生委

員、福祉関係者が連携し、支援

を必要とする高齢者や障がい

者の見守り活動を行った。

②見守りが必要な高齢者や障

がい者の把握が不十分だった。

充実

高齢者や障がい者が、安心して

生活できるよう、引き続き、ネッ

トワークづくりを支援するととも

に、ネットワーク機能を強化する

ため、情報の共有化を図ってい

く。

52 Ⅲ-３-① 市担当部署・関係機関との意見交換 地域福祉課 継　続 C

市や関係機関の会議などに参

加し、福祉ニーズや福祉施策の

見直しなどについて、意見交換

を行った。
△

市担当部署や関係機関との意

見交換を行ったが、多様化する

福祉ニーズや福祉サービスを

把握するためには、不充分だっ

た。

充実

福祉ニーズの把握、情報の共

有化を図るため、引き続き、市

や関係機関と意見交換を図ると

ともに、必要に応じ制度の見直

しや新たな福祉サービスの提

言を行っていく。

53 Ⅲ-３-② 要援護者情報のデータ化 地域福祉課 充　実 B

民生委員と連携し、支援が必要

な高齢者や障がい者の把握を

行なった。

○

民生委員調査により、ある程度

の要援護者の情報を集約して

いるが、緊急時や災害時におけ

るデータとしては、まだ不充分

である。

継続

関係団体や行政機関と連携し、

引き続き、要援護者情報を把握

するとともに、緊急時や災害時

に迅速に対応できるよう、情報

のデータ化を図っていく。

54 Ⅲ-３-② 災害ボランティアセンターの体制整備 地域福祉課 強　化 B

①災害時、迅速に対応できるよ

う、災害ボランティアの育成、災

害ボランティアセンターの立上

げ訓練などを行った。

②台風２６号により災害ボラン

ティアセンターを設置（１３日間）

し、被災者の復旧支援を行っ

た。

　ニーズ件数　１００件　ボラン

ティア述べ人数　３７２名

◎

①旭市、野田市の災害ボラン

ティアセンターに派遣した職員

を、運営スタッフの中心としたた

め、災害ボランティアセンターを

円滑に設置・運営することがで

きた。

②市と役割分担が明確となって

いないため、災害ボランティア

センターの立ち上げ時に混乱が

生じた。

継続

災害時や緊急時に、迅速に対

応できるよう、引き続き、立上げ

訓練や災害ボランティアの普及

活動を行うとともに、災害ボラン

ティアセンターの運営を円滑に

するため、マニュアルの作成、

関係機関・団体との連携強化、

災害支援協定の締結を図って

いく。

55 Ⅲ-３-② 災害ボランティア登録者制度 地域福祉課 ― B

市内や近隣市町村で起こった

災害などに対し、迅速に災害ボ

ランティアの派遣ができるよう、

災害ボランティアの活動に意欲

のある個人又は団体の登録を

行った。

　登録者数　３６２名

○

台風２６号による災害時には、

災害ボランティアセンターの運

営支援、被災者の復旧支援に

協力いただいた。
継続

災害時や緊急時に、迅速に災

害ボランティアの派遣が行える

よう、引き続き、災害ボランティ

アの登録を行うとともに、災害

に強いまちづくりを推進するた

め、災害ボランティアの普及を

図っていく。
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56 Ⅳ-１-① 理事会・評議員会機能の強化 総務課 強　化 B

理事及び評議員の選出区分の

見直しを図った。

長寿クラブ　評議員→理事

地区社協　評議員８名→１２名
211,500 ○

①小域福祉圏活動（地区社協・

長寿クラブ）の推進機能、連携

強化を図るため、理事及び評議

員の見直しを行った。

②事業費の削減に伴い、費用

弁償の見直しが今後の課題。

改善

地域福祉の推進機能を強化す

るため、引き続き、役員選出区

分の見直しを図るとともに、選

出母体との連携強化に努める。

　事業費の削減に伴い、費用弁

償の見直しを検討していく。

57 Ⅳ-１-① 発展強化計画の策定 総務課 研　究 C

県内市町村社協の発展強化計

画及び地域福祉活動計画の策

定状況を研究した。

○

地域福祉の推進と社協の発展

強化は連動しているため、一体

的に策定するケースが多くなっ

ている。その反面、事業評価に

力を入れる市町村社協が増加

している。

改善

社協運営の中長期的な方針や

基盤強化は、地域福祉活動計

画の推進と連動するため、今後

は地域福祉活動計画と発展強

化計画を一体的に策定する。

58 Ⅳ-１-① 経営の透明性の確保 総務課 確　保 C

広報紙やホームページを通じ

て、社協の経営状況（予算・決

算など）を公表した。

○

①明確な基準がないため、どの

程度、情報を公表するか、法人

の判断となっている。

（本年度より、現況報告、財務

諸表の公表が義務化）

充実

広報紙やホームページを活用

し、経営状況を明らかにすると

もに、情報公開に関する規程の

整備を図っていく。

59 Ⅳ-１-① 個人情報の適正管理 総務課 継　続 B

セキュリティ対策の強化、個人

情報保護規程に基づき、個人

情報を適正に管理した。
○

①法令等を遵守し、個人情報の

適正な管理に努めた。

②内部において、個人情報等

の閲覧及び使用制限を設け

た。

継続

公益法人として、法令等を遵守

し、引き続き、個人情報の適正

な管理を行っていく。

60 Ⅳ-１-① 事務局体制の強化 総務課 強　化 C

市及び県社協の補助事業、委

託事業を活用し、地域福祉部門

の職員体制の充実を図った。

（正職１名、嘱託職員１名の増）

○

長寿クラブの事務移管、生活福

祉資金の自立生活支援員の配

置により、地域福祉課の人員強

化を図った。

継続

地域福祉の推進機能を強化す

るため、引き続き、事務局体制

の強化、見直しを図っていく。

61 Ⅳ-１-① 職員の資質向上 総務課 強　化 B

職員の資質向上を図るため、社

会福祉主事任用資格の取得、

コミュニティーソーシャルワー

カー養成研修などに、積極的に

参加した。

106,240 ○

①専門性を高めるため、各種研

修会に参加した。（県CSW、災

対コーの養成など）

②専門職（社会福祉士など）の

育成が、今後の課題。

継続

良質な福祉サービスを提供す

るため、引き続き、職員の資質

向上に努めるとともに、専門職

の育成に向けた対策を検討し

ていく。

（費用の一部負担など）

62 Ⅳ-１-② 会員会費の増強 総務課 増　強 C

景気の低迷、台風被害の影響

により、会費収入が減少した。

会費減少に歯止めを掛けるた

め、個別訪問や啓発活動を行っ

た。

　社協会員　２４，０２８件

9,859,450 △

①台風被害の影響もあり、実績

額が1千万円以下となった。

②社協活動への理解の促進、

会員増強への取り組みが、不

充分だった。

③法人会員などの新規開拓

が、今後の課題。

充実

在宅福祉サービスや地域福祉

の推進に、必要な財源を確保

するため、引き続き、社協のPR

活動の強化を図るとともに、法

人会員などの拡充に努める。

63 Ⅳ-１-② 寄附金の安定的な確保 総務課 確　保 C

①一般市民、団体及び企業の

寄附により、貴重な自主財源を

確保した。

②「福祉こどもまつり」や「チャリ

ティゴルフ」の収益を寄附金とし

て、確保することができた。

1,888,637 △

①地域経済の低迷や、寄附団

体の解散（企業含む）などによ

り、寄附金は年々減少してい

る。

②寄附を募る取組みが、不充

分だった。

充実

啓発活動を通じて、寄附に対す

る理解が深まるよう、引き続き、

努力するとともに、自主財源を

確保するため、チャリティー活

動を積極的に推進していく。
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64 Ⅳ-１-② 各種事業収益の確保 総務課 確　保 C

介護保険事業や障害福祉サー

ビスの事業収益により、居宅介

護支援事業、訪問介護事業、

就労継続支援B型事業などを展

開した。

△

①介護保険事業については、

利用者の減少により、介護報酬

が減少しているため、立て直し

が必要な状況。

②会費や寄附金の減少により、

社協運営に必要な事業収益を

確保していく必要がある。

充実

公的な福祉サービスを安定的

に提供するため、事業収益の

確保に努めるとともに、引き続

き、社協活動に必要な自主財

源の確保に努める。（収益事業

含む）

65 Ⅳ-１-② 市の財政支援の継続 総務課 継　続 Ａ

市の財政的な支援により、平成

25年度分の人件費及び事業費

を確保した。

69,875,956 ◎

①要求額から若干減額された

が、市の財政支援を得ることが

できた。

②市の担当部署ごとに、社協活

動への認識が違うため、予算交

渉が難航した。

継続

市と協働による地域福祉の推

進を目指すとともに、安定した

社協運営ができるよう、引き続

き、補助金の確保に努める。

66 Ⅳ-１-② 自治体及び県社協助成金の活用 総務課 継　続 B

県、県社協、共同募金会の助

成金を活用し、ボランティア活

動や福祉教育の推進、福祉介

護職の人材育成、災害Ｖｏセン

ターの運営を図った。

1,441,000 ○

助成金を活用し、避難者交流

会、災害Ｖｏセンターの運営、福

祉介護職の研修などを行った。
継続

地域福祉の推進、社協活動の

財源確保を図るため、引き続

き、助成金を積極的に活用して

いく。（新規事業を含む）

67 Ⅳ-１-②

共同募金会配分金の活用

（赤い羽根、歳末募金運動含む）

総務課 継　続 B

共同募金の一般配分金を活用

し、民間福祉団体の財政支援、

生活困窮世帯や被災世帯に対

する見舞金・慰問品の支給、社

協活動の啓発（広報・ホーム

ページ）を行った。

10,064,644 △

①台風被害により、H25年度赤

い羽根募金が激減したため、

H26年度一般配分金は大幅な

減額となった。（△912千円）

②高等学校の協力により、街頭

募金活動への協力団体が増え

た。（JRC、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ部など）

継続

民間福祉活動、地域福祉の推

進に、必要な財源を確保するた

め、共同募金運動の充実を図

るとともに、引く続き、配分金を

活用し、民間福祉団体の活動を

支援していく。

68 Ⅳ-１-② 民間助成金の活用 総務課 継　続 C

日本財団助成金を活用し、ヘル

パー車を購入した。

450,000 △

民間助成金の活用が不十分

だった。

継続

地域福祉の推進、社協活動の

財源確保を図るため、引き続

き、助成金を積極的に活用して

いく。

69 Ⅳ-２-① 計画の進捗管理及び実施状況の評価 総務課 ― ―

地域福祉活動計画の進捗管

理、事業評価を行う組織とし

て、事業評価検討委員会を設

置した。

―

平成２５年度の進捗管理は、本

年度実施のため、前年度は、事

業評価検討委員会の設置及び

評価方法について研究した。

継続

地域福祉活動計画の実効性を

高めるため、進捗状況の管理を

行うとともに、効果的な事業展

開を図るため、適正な事業評価

を行っていく。

【進捗状況】 Ａ 【次年度方針】 継続

Ｂ 充実

Ｃ 改善

Ｄ 縮小

【Ｈ25評価】 ◎ 廃止

○

△

×

期待以上の成果が得られた

概ね期待どおりの成果が得られた

期待したほど成果を得られなかった

成果を得られなかった

未実施

計画の１～５０％未満の実施

事業の充実、強化を図る

事業の見直し、改善を図る

事業規模を縮小する

事業を廃止する

計画の５０～１００％未満の実施

計画どおり実施済み 現行どおり、事業を継続する


