
監理団体 （社福）調布市社会福祉協議会
事業区分 市補助事業

区分 具体的内容

1
心身障害者福
祉事業

福祉総務課

【福祉機器貸出】
　車いす及び電動介護用ベッドについて，有料での貸出を行う。
　※車いす：３個月以内（更新可）で，１月当たり３００円
　※電動介護用ベッド：必要とする期間で，電動ベッド，マットレス，サ
イドテーブル，オーバーテーブル，エアーベッドの各レンタル料の２割
（ベッド，マットレス以外の付属品については必要に応じて利用）

【健康支援金支給】
　被爆者健康手帳を所持している方に，健康支援金の支給を行う。
　※年１回，１万円

　心身障害者福祉事業は，公的サービス等が受けれらない方における日常
生活や健康保持を支援することを目的として実施され，セーフティネット
の役割も果たしており，市における施策推進にもつながる取組である。ま
た，他のサービス等と連携することで，当該サービスを提供することによ
る副次的な効果も期待できる。そのため，引き続き，現在の水準で当該事
業の実施に対する市としての支援を継続していく必要があると考えてい
る。

現状維持

その他

　心身障害者福祉事業は，公的サービス等が受けれらない方における日常生活や
健康保持を支援することを目的として実施され，セーフティネットの役割も果た
しているため，地域福祉や高齢者福祉の推進を図る観点から，今後も当該事業の
継続的な取組を期待する。
　また，福祉機器の貸出のうち，車いすの貸出については，修理や点検を担うボ
ランティアの活動も利用者への円滑な対応や事業の継続性確保の面からも重要で
あると思われるため，担い手の確保にも努めていく必要があると思われる。

2 利用援助事業 福祉総務課

【利用援助事業】
　利用者との契約に基づき，福祉サービス利用の援助や預貯金の出し入
れ，支払の手伝いのほか，年金証書や通帳など大切な書類の預かりサービ
ス等を行う。
　※サービスを利用する際は有料，相談は無料
　※福祉サービス利用援助や書類手続など：１時間まで１，０００円（延
長３０分ごとに５００円加算）
　　日常的金銭管理（通帳等本人保管）：１時間まで１，０００円（延長
３０分ごとに５００円加算）
　　日常的金銭管理（通帳等社協保管）：１時間まで１，５００円（延長
３０分ごとに５００円加算）
　　書類等預かりサービス：１箇月当たり１，０００円

　利用援助事業は，福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等の支援を
通じて，地域で安定した生活を送れるようにすることを目的として実施さ
れ，利用者にとっては一定の支援に繋がっている。

成果向上

収入確保

　利用援助事業は，福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等の支援を通じ
て，地域で安定した生活を送れるようにすることを目的として実施され，利用者
にとっては一定の支援に繋がっている一方で，近年は新規の契約締結実績もな
く，利用者が非常に少数に限定されている。
　そのため，ニーズの掘り起こしも含め，市や関係団体のほか，高齢者や身体障
害者等を対象として実施されている様々な事業との連携を図りながら，当該サー
ビスを必要とする方の利用につなげていくための取組を推進し，成果の向上のほ
か，より良い収支状況の実現や費用対効果の向上に努めていく必要があると考え
る。

3
福祉団体助成
事業

福祉総務課

【福祉団体助成事業】
　障害者団体や高齢者団体等の団体運営や事業に対する資金の助成を行
う。

　福祉団体助成事業は，障害者団体や高齢者団体等における団体運営や事
業に対する助成を通じて，団体の活動を支援することを目的として実施さ
れ，助成を受けている団体における活動の継続性の確保等に寄与している
ほか，助成を受けている団体の性質や活動内容等から，一定の支援の必要
性は理解しているため，市としての支援は継続していく必要があると考え
ている。 現状維持

　福祉団体助成事業は，障害者団体や高齢者団体等における団体運営や事業に対
する助成を通じて，団体の活動を支援することを目的として実施され，助成を受
けている団体における活動の継続性の確保等に寄与しているため，今後も引き続
き，適正な支援の継続を期待する。

4
ボランティア
活動推進事業

福祉総務課

【ボランティア活動推進事業】
　市内７箇所のに設置している各ボランティアコーナーにおいて，各種相
談への対応，地域における活動の支援や団体同士の交流に資する事業など
を行う。
　※週5日開所：小島町コーナー（月～金），西部コーナー（火～土），
染地コーナー（火～土）
　　週3日開所：菊野台コーナー，富士見コーナー，緑ケ丘コーナー，野
ケ谷の郷（全て火・木・土）

職員体制
・小島町コーナー　嘱託職員2人（週5日勤務）
・西部コーナー　　嘱託職員1人（週5日勤務）
・染地コーナー　　嘱託職員1人（週5日勤務）
・菊野台コーナー　嘱託職員1人（週3日勤務）
・富士見コーナー　嘱託職員1人（週3日勤務）
・緑ヶ丘コーナー　嘱託職員1人（週3日勤務）
※緑ヶ丘コーナーは、緑ヶ丘地域福祉センターの改修工事に伴い、平成29
年10月1日〜平成30年3月31日（予定）まで休館中。担当職員は国領の
センター及び緑ヶ丘ふれあい給食などで支援に当たっている。

・野ヶ谷の郷　職員配置なし　地域住民による運営委員会を組織し当番制
で施設運営に当たっている。

　ボランティア活動推進事業は，地域で活動する市民や市民活動団体の活
動の促進や市内における活動の裾野拡大，身近な地域課題の解決を図るこ
とを目的として実施され，地域における市民・団体の活動の継続・促進の
ほか，連携の拡大や活動の裾野の拡大等に寄与している。更には，関係機
関や関連する事業との連携を図る中で，地域福祉の推進に繋がっているた
め，今後も概ね現状の水準で市としての支援を継続していく必要があると
考えている。

成果向上

　ボランティア活動推進事業は，地域で活動する市民や市民活動団体の活動の促
進や市内における活動の裾野拡大，身近な地域課題の解決を図ることを目的とし
て実施され，地域における市民・団体の活動の継続・促進のほか，連携の拡大や
活動の裾野の拡大等に寄与している。しかし，今後も地域社会において，より多
くの方が安心した生活を送れるようにしていくためには，ボランティア活動の継
続性確保や活性化の促進，活動の裾野の拡大などを一層図っていくことが必要で
あると思われるため，当該事業における取組やサービス等の見直しの必要性を常
に意識しながら，成果の向上に取り組んでいくことを期待する。

5
地域福祉コー
ディネーター
事業

福祉総務課

【地域福祉コーディネーター事業】
　市内４地域（東西南北）に地域福祉コーディネーターを配置し，制度の
狭間で苦しんでいる方や既存の公的な福祉サービスだけでは十分な対応が
できない方などに対し，地域福祉を育むことにより，地域の生活課題の解
決に向けた取組を行う。また，主な役割として，地域の生活課題やニーズ
を発見し，受け止め，地域組織や関係機関と協力しながら，地域における
支え合いの仕組みづくりや地域での生活を支えるネットワークづくりを行
う。
　※地域福祉コーディネーターの配置：平成２５年度から２人配置，平成
２７年度から２人追加，合計４人配置

　地域福祉コーディネーター事業は，地域福祉を育み，制度の狭間で苦し
んでいる方や既存の公的な福祉サービスだけでは十分な対応が困難な方な
どが抱える地域における生活課題の解決を図ることを目的として実施さ
れ，これまでの間，多くの成果につなげるとともに，本事業の認知度の向
上に合わせて，本事業に対するニーズの高まりも見られるため，市として
も必要な支援を継続していく必要があると考えている。なお，中長期的な
視点で今後の事業展開を検討するに当たっては，コストや財源負担の面も
含め，市と連携しながらより良い方策を見出していく必要もあると思われ
る。

成果向上

事業の拡充

　地域福祉コーディネーター事業は地域福祉を育み，制度の狭間で苦しんでいる
方や既存の公的な福祉サービスだけでは十分な対応が困難な方などが抱える地域
における生活課題の解決を図ることを目的として実施され，これまでの間，多く
の成果につなげられている。また，本事業の認知度の向上に合わせて，本事業に
対するニーズの高まりも見られているため，今後も適切な人材の確保・配置を継
続する中で，当該事業による更なる成果の向上につなげていくとともに，市内に
おける地域福祉の推進への一層の貢献を期待する。

監理団体に期待する今後の取組の方向性

監理団体に関する事業検証のまとめ（各課における検証概要）

no 事業名 所管部署 事業概要 補助の必要性（必要性，規模，期待される効果など）
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6
ひだまりサロ
ン事業

福祉総務課

【ひだまりサロン事業】
　誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるように，ご近所同
士が気軽に集い，お茶や食事をしながら，おしゃべりや趣味活動など楽し
い時間を過ごすことのできる「居場所」として，「ひだまりサロン」の設
置推進や活動支援を行う。
　※ひだまりサロンは，地域住民が運営を行う。
　※活動費，会場借用料，立上げ費などを助成する。

　ひだまりサロン事業は，地域の「居場所づくり」を通じて，閉じこもり
や孤立の予防のほか，仲間づくりや活動づくりを推進することを目的とし
て実施され，サロンの設置箇所も年々増加傾向にあり，地域における孤立
防止や仲間づくりの役割を担う一つの取組となっている。そのため，市と
しても必要な支援を行う必要性は認識しているものの，現状では，ほぼ社
会福祉協議会の財源で対応できているため，今後の市としての支援の在り
方について，協議・検討していく必要があると考えている。

成果向上

　ひだまりサロン事業は，地域の「居場所づくり」を通じて，閉じこもりや孤立
の予防のほか，仲間づくりや活動づくりを推進することを目的として実施され，
サロンの設置箇所も年々増加傾向にあり，地域における孤立防止や仲間づくりの
役割を担う中で，一定の成果につなげつつ，市における地域貴福祉の推進にも貢
献している取組の一つとなっている。
　当該事業は，一層の高齢化が見込まれる今後において，市民が地域で安心して
暮らし続けることを支援する効果的な取組の一つであると考えているため，今後
も運営を担う地域住民への支援の継続や応援スタッフをはじめ，地域福祉コー
ディネーターや生活支援コーディネーター，各種関係機関等とも連携を図りなが
ら，更なる成果の向上を期待する。
　なお，当該事業に対する市の支援（補助金）については，現状における当該事
業の財源内訳や社会福祉協議会の状況，今後の事業経費の見込み等も踏まえ，今
後の在り方について，協議・検討していく必要がある。

7
高齢者福祉事
業

高齢者
支援室

（高齢）

【高齢者会食・ミニデイサービス】
　市内１０箇所の地域福祉センターで，ボランティアにより，ひとり暮ら
し高齢者に手作りの会食サービスを提供するとともに，会食前の時間を利
用して，健康体操やレクリエ—ション等を行う。
　※週１回（月４回，年間４８回），１回当たり４００円

【電話訪問・友愛訪問】
　ひとり暮らし高齢者等の安否確認や事故の未然防止と孤立感の緩和を図
るため，電話や自宅訪問を通じて話し相手となる取組を行う。
　※電話訪問：週１回，午前１０～正午で利用者へ電話，無料
　※友愛訪問：週１回，無料

【高齢者訪問理美容サービス】
　生活の質の向上を図るため，要介護３以上の在宅高齢者の自宅に，理容
師又は美容師が訪問し調髪を行う。
　※理容生活衛生同業組合及び美容生活衛生同業組合との協働事業
　※年４回利用できる理美容券を交付（１回当たり２，０００円）

【あんしん未来支援事業】
　安心した暮らしを確保するため，高齢者や障害者で支援可能な親族がい
ない方に対して，月１回の見守り訪問のほか，必要に応じて，日常生活支
援，保証機能，書類等の預かりサービスを提供する。
　※見守りサービス：月１，５００円～２，０００円
　※日常生活支援サービス：１時間１，５００円～２，０００円，延長３
０分ごとに５００円加算
　　（通帳等を協議会が保管する場合は，１，０００円を加算）
　※書類等預かりサービス：月１，０００円

　高齢者福祉事業は，ひとり暮らし高齢者等における見守り，健康維持・
増進，身体機能の低下予防，生活の質の向上，各種の生活支援等を図るこ
とを目的として実施され，地域で安心して住み続けられるようにするため
の役割を担う一つの取組となっているため，今後も現状の水準で，市とし
ての支援を継続していく必要があると考えている。

成果向上

その他

　高齢者福祉事業は，ひとり暮らし高齢者等における見守り，健康維持・増進，
身体機能の低下予防，生活の質の向上，各種の生活支援等を図ることを目的とし
て実施され，一定程度の継続的な利用があり，高齢化が進む中で，市内における
高齢者福祉の充実にも貢献している取組の一つであると認識している。
　その中で，利用実績や活動実績等が横ばいで推移している傾向があるため，取
組の周知や実施方法等の見直し等に取り組み，今後における更なる成果向上につ
なげていくことを期待する。また，他に類似事業があるあんしん未来支援事業に
ついては，目的・役割等といった関係性に留意しながら，より効果的な取組の推
進を期待する。
　なお，高齢者会食や電話・友愛訪問においては，ボランティアによって事業が
支えられている部分も大きいと思われるため，事業の継続性確保の観点からも，
担い手となるボランティアの確保・育成にも注力していく必要があると思われ
る。

8
コミュニケー
ション支援事
業

障害福祉課

【手話講習会】
　目的に応じたクラスごとの手話講習・講演会のほか，聴覚障害者との交
流を行う。
　※入門・基礎クラス：手話の普及を主な目的とするもの
　※養成基本・応用クラス：手話通訳者の養成を目的とするもの
　
【手話通訳者派遣】
　聴覚障害者からの依頼に基づき，登録手話通訳者を派遣するとともに，
登録手話通訳者への定期的な研修を実施する。
　※利用時間：３６５日，２４時間

　コミュニケーション支援事業は，手話の普及と手話通訳者の養成を図る
とともに，聴覚障害者の日常生活・社会参加を支援することを目的として
実施され，聴覚障害者が地域で安心して暮らしていけるようにするための
役割を担う一つの取組となっているため，今後も現状の水準で，市として
の支援を継続していく必要があると考えている。

成果向上

その他

　コミュニケーション支援事業は，手話の普及と手話通訳者の養成を図るととも
に，聴覚障害者の日常生活・社会参加を支援することを目的として実施され，
ニーズの増加が見られる中で，一定程度の手話講習会の受講者や手話通訳者の継
続的な確保が図られており，市内における聴覚障害者に対する支援の充実にも貢
献している取組の一つであると認識している。
　手話通訳者の派遣を利用する方が高齢化しており，病院関係の派遣割合が高ま
るなど，手話通訳者に求められるスキルも高まっているため，手話通釈者に対す
る継続的な講習の実施などにより，適切な人材を養成・確保することで，更なる
成果の向上につなげていくことを期待する。
　なお，手話講習会の受講者と手話通釈者の派遣人数は増加している一方で，手
話通訳登録者数の減少が見られるため，事業の継続性や安定性を確保する観点か
らも，担い手となる手話通訳者の養成・確保を推進していくことも期待する。

9
希望の家深大
寺運営事業

障害福祉課

【希望の家運営事業】
　障害者総合支援法に基づく「生活介護」事業を運営し，健康維持や教養
娯楽に関する活動機会の提供，生産・作業活動の提供，健康管理などを行
う。
　※利用定員：（生活介護）３０人
　※利用時間：月曜日～金曜日，午前９時～午後４時

　希望の家深大寺運営事業は，知的障害者が自立した日常生活又は社会生
活を行うことができるようにすることを目的として実施され，利用者の状
況に応じて様々な日中活動や生産活動などを柔軟に提供し，また，利用者
一人一人に適したきめ細かな対応が行われ，更には，市が運営を委託して
いる希望の家・希望の家分場も含めた３施設の一体的な運営等による効果
的・効率的な対応も期待できるため，今後も現在の水準で市としての支援
を継続していく必要があると考えている。

成果向上

事業の拡充

収入確保

その他

　希望の家深大寺運営事業は，知的障害者が自立した日常生活又は社会生活を行
うことができるようにすることを目的として実施され，利用者の状況に応じて
様々な日中活動や生産活動などを柔軟に提供し，また，利用者一人一人に適した
きめ細かな対応が行われるなど，重度の方も含めて，知的障害者における自立し
た日常生活又は社会生活に向けた支援として非常に重要な取組であると認識して
いる。今後も特別支援学校卒業生等の重度知的障害者の通所先として，計画的な
利用者の受入れを行っていくとともに，支援体制・スキルを向上させていくこと
を期待する。
　重度の利用者の増加などへの対応については，対応するスタッフの継続的なス
キル向上を図りながら，これまで以上に，利用者一人一人の状況に応じたきめ細
かで丁寧な対応に努めていく必要があると考えている。
　利用者のみならず，利用者の家族や施設の近隣地域の方々とのより良い関係づ
くりも，本業務の安定的・継続的な実施における一つの大切な要素であるため，
家族との信頼関係づくりのほか，近隣地域の方における施設に対する認知度向上
や親しみの醸成に資するような取組・対応の推進を期待する。
　平成３０年４月に予定されている報酬改定を踏まえた財源確保の取組を推進し
ていく必要があると思われる。
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10
福祉人材育成
事業

障害福祉課

【福祉人材育成事業】
　福祉人材の養成（資格研修，就職説明会），福祉人材の専門性向上（専
門研修），普及啓発（講演会，情報発信），ネットワーク形成（事業所
間，職員間）などを行う。

　福祉人材育成事業は，地域における福祉人材の確保と育成の観点から，
各種研修や就職説明会の実施，福祉に関する普及啓発などに取り組むこと
で，福祉の仕事への就労や既に福祉の仕事に従事している方におけるスキ
ルアップ，市民の福祉に対する関心度の向上などといった成果につながっ
ており，市における福祉施策の推進への貢献も期待できるため，今後も現
状の水準で，市としての支援を継続していく必要があると考えている。 成果向上

　福祉人材育成事業は，地域における福祉人材の確保と育成の観点から，各種研
修や就職説明会の実施，福祉に関する普及啓発などに取り組むことで，福祉の仕
事への就労や既に福祉の仕事に従事している方におけるスキルアップ，市民の福
祉に対する関心度の向上などといった成果につながっており，市における福祉施
策の推進に貢献する取組の一つであると認識している。
　本事業は，まだ開始から２年余りであるため，更なる成果向上に向けて，研修
の参加状況や受講者からの声なども参考にするとともに，福祉に関する各種制度
やニーズ，様々な福祉サービスの実態把握などを踏まえた，より効果的な福祉人
材の確保・育成方策を企画・展開していくことを期待する。


