
監理団体 （社福）調布市社会福祉協議会
事業区分 市委託事業

区分 具体的内容

1
市民活動支援
センター運営
業務

協働推進課

【市民活動支援センター運営業務】
　市民活動に関する相談，情報収集・提供や，活動スペース等の貸出し，
活動費助成のほか，講座・講演会，多様な主体との協働，交流事業などを
行う。

　市民活動支援センターの運営団体は，センターの開設当初から，５年に
一度のプロポーザル審査を経て，決定してきたところである。また，セン
ター運営においては，市民活動に関する各種相談等をはじめ，市民活動団
体等の活動の活性化や交流の促進など，様々な取組に柔軟に対応する必要
があるが，社会福祉協議会は，事業等の企画や多様な主体とのネットワー
クなどといった法人としてのノウハウのほか，センターの運営や事業等の
企画を行う人材の安定的な確保，利用者との信頼関係の構築など効果的か
つ安定的なセンター運営を担える資質を備えている。
　これらのことから，これまでの取組実績や市との協働事業の位置付けの
側面も踏まえた中で，今後も引き続き，より効果的・効率的かつ安定的な
センター運営を担う法人として相応しいと考えている。

サービス向上

成果向上

改善等の提案

その他

　市民活動支援センター運営業務については，業務が多岐に渡っている中で，概
ね適正に業務が実施されている状況であるため，今後も引き続き，多様な市民活
動の支援・活性化に資する取組の推進を期待する。
　センターの位置付けや求められる役割のほか，センター運営業務は市との協働
事業の側面もあることを踏まえ，これまでの取組の安定的な実施に加え，サービ
スの一層の向上や，より効果的な活動支援など，センターの存在意義をより高め
ていくことにつながるような取組等について，市に対する情報提供や提案等を行
うことを期待する。
　なお，日常的な情報共有や意見交換などを通じて，市とセンター運営を担う調
布市社会福祉協議会での認識の共有化を深めながら，市民にとってより良いセン
ター運営の実現につなげられるようにしていく必要があると考えている。

2
保育人材確保
事業運営業務

保育課

【保育人材確保事業運営業務】
　保育の仕事に関する関係団体等と連携しながら，相談会・説明会を開催
する。

　保育人材の確保においては，関係団体等との信頼関係やネットワークを
活用しながら，各種の取組を展開していくことが効果的であると思われる
が，社会福祉協議会は，様々な社会福祉事業を展開する中で，多様な団体
との信頼関係やネットワークを構築しており，当該業務を担う法人として
相応しいと考えている。

サービス向上

成果向上

　保育人材確保事業運営業務については，関係団体等と連携しながら，保育の仕
事を担う人材の確保に向けた取組が適切に行われているが，更なる成果向上に向
けて，事業所（保育園）のニーズや保育の仕事に関心がある方の状況などを踏ま
え，相談会・説明会等の開催方法・内容の工夫や安定的な保育人材の確保につな
げるための取組を期待する。

3

総合福祉セン
ター使用料出
納事務及び管
理運営業務

福祉総務課

【会議室等の貸出】
　会議室（３室），茶室，教養娯楽室，視聴覚室，トレーニングルームの
貸出を行う。
　※会議室，茶室は，総合福祉センター開館日の全ての時間で貸出
　※教養娯楽室は，日曜日及び夜間の時間で貸出，平日と土曜日の午前・
午後の時間では，高齢者，障害者の方に開放
　※視聴覚室，トレーニングルームは，土曜日，日曜日，夜間の時間で貸
出
　
【入浴サービス提供】
　家庭での入浴や公衆浴場を利用することが困難な方に，入浴の機会を提
供する。
　※週１回午後の時間での一般開放での利用，又は，一人では入浴が困難
な方が介護者と共に貸切での利用

【福祉相談】
　福祉に関する生活全般や制度の利用などの相談や各種問合せに，対面又
は電話で対応し，情報提供や各関係機関への連絡・紹介を行う。
　※月曜日から金曜日の午前９時から午後４時まで

　総合福祉センター使用料出納事務及び管理運営業務においては，地域福
祉推進の視点も踏まえた施設の貸出や多様化・複雑化する各種相談への対
応が必要となるが，社会福祉協議会が持つノウハウやネットワークを活用
することで，それらの取組を効果的に行うことが可能であると思われるた
め，当該業務を担う法人として相応しいと考えている。

現状維持

その他

　総合福祉センター使用料出納事務及び管理運営業務については，各施設の貸出
や各種の相談に関して，適切な対応が図られているほか，施設の貸出に伴う使用
料の徴収及び市への納付についても，円滑かつ正確に行われているため，今後も
現状の取組が継続されていくことを期待する。
　なお，今後も多様化・複雑化することが見込まれる，各種相談への対応を見据
えた中で，対応する職員のスキル向上に資する取組の推進も併せて期待する。

4
地域福祉活動
支援業務

福祉総務課

【地域福祉活動支援業務】
　市民にとって調布市がより住みやすく，暮らしやすくなることに大きな
役割を果たす団体に対して助成するとともに，団体相互のネットワーク形
成のきっかけをつくることで，地域の支え合いにより，誰もが住み慣れた
地域で安心して生活を送ることのできる，温かい社会を実現することを目
的としている。
　地域で独自に高齢者福祉，障害者福祉，児童福祉等に関する活動を行う
民間の非営利団体の新たな取組や新規活動団体の立ち上げに対する助成を
行う。
　支援内容は，助成金支援，広報支援，情報提供及び団体交流のきっかけ
づくりとなっている。

地域福祉活動支援業務においては，限られた財源（委託料）の中で，地域
で高齢者福祉，障害者福祉，児童福祉等に係る活動を行っているより多く
の団体に助成の機会を提供し，各団体の活動の充実等を図り，市内におけ
る地域福祉の推進につなげていく必要があるが，社会福祉協議会が持つノ
ウハウやネットワークを活用することで，より効果的な取組としていくこ
とが可能であると思われるため，当該業務を担う法人として相応しいと考
えている。

成果向上

改善等の提案

　地域福祉活動支援業務については，助成団体の募集の周知，選考，助成，活動
報告会の開催などといった取組が適切に行われており，助成金の交付や活動報告
会の開催などを通じて，地域福祉活動の推進に繋がっていると考えているため，
基本的には，今後も現状の取組の継続を期待する。
　一方で，より多くの団体に対して助成を行い，各団体における活動の充実や相
互交流の促進を図り，一層の地域福祉の推進につなげていく余地があると思われ
るため，本業務における成果の向上に資する取組の工夫等が行われることを期待
する。
　なお，社会福祉協議会は地域福祉の推進に関する多様なノウハウ等を有してい
るため，市と連携しながら，団体に対する助成の内容や方法，対象など，地域福
祉活動の支援・推進に関するより効果的な助成の仕組み等について，市に提案し
てもらうことも併せて期待する。

5
老人クラブ育
成業務

高齢者
支援室

（高齢）

【老人クラブ育成業務】
　老人クラブ連合会の事務局を担うとともに，各老人クラブへの補助金交
付や活動支援，地域活動への参加促進のほか，各種行事の開催，新たな老
人クラブの立ち上げ，会員増強の支援などを行う。

　老人クラブ育成業務においては，各クラブの状況を把握しつつ，活動の
継続支援や会員増強に向けた取組の推進のほか，様々な手続や取組を自分
たちの手で行うことができるように対応していくことが必要となるが，社
会福祉協議会が持つノウハウやネットワークを活用することで，それらの
取組をより効果的に実施していくことが可能であると思われるため，当該
業務を担う法人として相応しいと考えている。
　また，これまでの取組において，連合会の事務局と各クラブとの間で
は，高い信頼関係も構築されているため，連合会事務局の安定的な運営や
各クラブの継続的な活動を確保していく観点からも，当該業務を担う法人
として相応しいと考えている。

現状維持

　老人クラブ育成業務については，老人クラブ連合会の事務局業務を担いつつ，
各老人クラブの支援や各種行事等の実施のほか，連合会のＰＲや地域の団体との
連携に関する取組が行われているほか，必要に応じて市との協議も行いながら適
切に業務が実施されているため，今後も現状の取組の継続を期待する。
　近年は，高齢者は増加しているものの，会員の減少や高齢化が進み，老人クラ
ブとしての活動の継続が危ぶまれるケースも増えてきているため，本業務の実施
においては，引き続き，市との連携も密にしながら，効果的な対応に努めていく
必要がある。
　

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 委託する意義（必要性，期待する成果など）
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6

受験生チャレ
ンジ支援貸付
事業申請手続
支援業務

福祉総務課

【受験生チャレンジ支援貸付事業申請手続支援業務】
　学習塾，各種受験対策講座，通信講座及び補習教室の受講費用並びに高
等学校，大学等の受験費用を捻出できない低所得者に対して必要な資金を
貸し付ける「受験生チャレンジ支援貸付事業」（東京都事業）の申請に係
る手続の支援を行う。
　※学習塾等受講料貸付金の対象者：中学３年生，高校３年生又はこれに
準じる方
　※受験料貸付金（高校受験料）の対象者：中学３年生又はこれに準じる
方
　※受験料貸付金（大学受験料）の対象者：高校３年生又はこれに準じる
方

　受験生チャレンジ支援業務においては，塾費用や受験料の支援を必要と
する方が，貸付制度を活用できるように申請手続の支援を行うことのほ
か，利用者の状況を踏まえ，関連する相談への対応や各種制度の案内等も
行えることが望ましいと考えているが，社会福祉協議会が持つノウハウや
ネットワーク，人材を活用することで，利用者にとってより適切な申請手
続の支援やより良いサービスの提供が可能であると思われるため，当該業
務を担う法人として相応しいと考えている。

サービス向上

　受験生チャレンジ支援貸付事業申請手続支援業務については，東京都が実施し
ている「受験生チャレンジ支援貸付事業」の利用を希望する方に対する申請手続
の支援について，申請手続の前段における相談対応も含めて適切に行われている
ため，今後も現状における適切な対応の継続を期待する。
　また，今後においては，「受験生チャレンジ支援貸付事業」を周知するための
取組を一層推進することで，当該制度の利用を必要とするより多くの方に情報を
届けられるようにするとともに，関係機関等との連携や各種制度に関する情報収
集に努め，入学後における費用負担に関する相談対応なども充実させることで，
総合的なサービスの向上を図っていくことを期待する。

7
生活困窮者自
立相談支援業
務

生活福祉課

【自立相談支援（調布ライフサポート）】
　生活困窮者の生活に関する包括的な相談を受け付け，相談の中で生活上
の課題整理を行ったうえで，個々の状況に応じた支援プランを作成し，プ
ランに基づき就労支援等の各種支援を実施する。

【住居確保給付金】
　自立相談支援事業の相談者のうち，離職により求職活動中の家賃支払が
困難である人に対して，一定の期間，家賃相当額の給付を行う「住居確保
給付金」の申請を受け付ける（決定から支給までの事務は市で行う）。※

長９箇月，金額の上限あり。

　生活困窮者自立相談支援業務においては，「生活困窮者自立支援法」に
基づき，包括的な相談及び就労支援等の各種支援を行い，生活困窮者の自
立の促進につなげていく必要があるが，社会福祉協議会が持つ情報・ノウ
ハウやネットワークを活用することで，多角的な視点を踏まえたより効果
的な取組としていくことが可能であると思われるため，当該業務を担う法
人として相応しいと考えている。

サービス向上

成果向上

改善等の提案

　生活困窮者自立相談支援業務については，「調布ライフサポート」において，
生活困窮者の状況把握を踏まえた課題整理や支援プランの作成のほか，各種支援
の実施が適切に行われているほか，複合的な課題を抱えているケースが多い中，
市や関係機関等と適宜連携を図ることで，効果的に業務が行われているため，今
後も現状の取組を継続していくことを期待する。
　また，生活困窮者が抱える課題は，多様でかつ複合的であるケースが多いた
め，社会福祉協議会におけるノウハウ等を活用する中で，本事業の積極的なＰＲ
を図るほか，本事業に関する取組の市に対する提案や，多角的な視点を踏まえた
効果的な相談対応及び支援等による一層のサービス向上を期待するとともに，関
係機関や他の事業等とも連携しながら，生活困窮者の自立支援の促進につなげて
いくことを期待する。

8
子ども・若者
総合支援事業
運営業務

子ども
家庭課

児童
青少年課

生活福祉課

社会福祉協議会において，調布市子ども・若者総合相談支援事業『ここ
あ』として実施している（相談，利用は全て無料）。

【相談】平成２７年１０月開始
　生活上の課題に関して，電話・訪問等での相談に対応し，必要な支援機
関への紹介等も含めて，課題解決に向けた支援を行う。
　※対象は，①概ね中学生以上の子ども・若者及びその家族
                 ②ひとり親世帯の親及び子ども

【学習支援】平成２７年１１月開始
　学習コーディネーターと学生ボランティア（有償）によるマンツーマン
の指導により，高校進学に向けた学習及び学習習慣獲得のための支援を行
う。
　※対象は，児童扶養手当や就学援助等を受給している家庭の中学生（利
用日時は相談したうえで決定する）

【居場所】平成２８年１月開始
　他者との交流や実習などの活動を通して，社会経験や生活技術を得られ
る機会をつくるとともに，復学や高校中退予防のための学習サポートを行
う。
　※対象は，不登校の中学生や，高校中退・ひきこもり等の状態にある概
ね１５歳以上の子ども・若者（利用日時は相談したうえで決定する）

　子ども・若者総合支援業務においては，各種相談への対応や学習支援，
居場所の提供を行うことで，子どもたちの進学，就労，自立を支援してい
く必要があるが，社会福祉協議会が持つ情報・ノウハウやネットワークを
活用することで，一人一人の状況に応じたきめ細かな対応を効果的に行う
ことが可能であると思われるため，当該業務を担う法人として相応しいと
考えている。

サービス向上

業務の効率化

改善等の提案

その他

　子ども・若者総合支援事業「ここあ」については，各種相談への対応や学習支
援，居場所の提供などの取組が適切に行われているとともに，市，学校や関係機
関，事業運営委員会等との連携を図る中で，効果的に業務が行われているため，
今後も現状の取組を継続していくことを期待する。
　また，ニーズが増加している学習支援や居場所の提供に関しては，担い手とな
るボランティアの確保に努め，安定的にサービスを提供できるようにしていくこ
とを期待するほか，実施スペースの課題については，市とも連携しながら，対応
策の検討に取り組む必要がある。
　平成２９年１１月１日に，子ども・若者育成支援推進法に基づく協議会を設置
し，今後，ここあの相談事業は同法に基づく総合相談センターとしても周知して
いくこととなる。そのような中で，相談事業を担うスタッフの育成や関係機関等
との連携・調整，利用者への適切な情報提供・案内をより一層推進する必要があ
る。そのため，引き続き，事業運営委員会等を通じて，市と連携しながら，市に
対する本業務に関するより良い取組の提案も含めて，今後の効果的な実施につな
げていくことを期待する。

9
ふれあい給食
運営業務

高齢者
支援室

（高齢）

【ふれあい給食運営業務】
　染地小学校，緑ケ丘小学校，石原小学校，北ノ台小学校で，ひとり暮ら
し高齢者等に学校給食の提供や児童との交流等のほか，各種プログラムを
行う。
　※１回の利用定員は，各校１６人（北ノ台小学校を除き，週２回実施）

　ふれあい給食運営業務においては，ひとり暮らし高齢者に対して，学校
給食の提供を通じて健康維持及び児童や地域社会との交流等を図り，孤独
感の緩和や介護予防につなげていく必要がある。その実施に当たり，社会
福祉協議会が持つノウハウやネットワークを活用することで，多様なプロ
グラムの実施や地域との交流なども含めて，安定的に行うことが可能であ
ると思われるため，当該業務を担う法人として相応しいと考えている。

現状維持

その他

　ふれあい給食運営業務については，各学校における給食の提供や児童との交
流，学校行事への参加のほか，利用者の状況を踏まえた，本人又は家族等への対
応が適切に行われているため，今後も現状の取組を継続していくことを期待す
る。
　また，安定的な業務運営の確保に向けて，引き続き，業務を担う協力員の確
保・育成を図っていただきたいと考えている。
　なお，ふれあい給食においては，利用者であるひとり暮らし高齢者等の状況や
生活実態を把握できる機会の一つにもなっていると考えているため，これまで同
様，利用者一人一人の状況を踏まえ，社会福祉協議会が持つノウハウやネット
ワークを活用しながら，他のサービス利用の案内等も含めたきめ細かな対応を期
待する。



監理団体 （社福）調布市社会福祉協議会
事業区分 市委託事業

区分 具体的内容
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 委託する意義（必要性，期待する成果など）

10
介護保険事業
運営業務

高齢者
支援室

（高齢）

【通所介護・介護予防通所介護・総合事業国基準通所型サービス（アイ
ビー）】
　利用者が可能な限り居宅で自立した生活ができるようにするため，趣
味・創作活動，運動・音楽活動等のほか，理学療法・作業療法・言語療法
の訓練及び相談など，通所介護事業及び介護予防通所介護事業を行う。

【介護予防デイサービス（よつば）　※平成２９年度からは，総合事業市
基準通所型サービス（よつば）】
　介護予防が図れる方の健康増進や，心身機能の低下を予防するため，自
力通所デイサービスを提供する。
　※平成２９年度からは，介護予防・日常生活支援総合事業として，調布
市独自の基準による通所型サービスを実施する。

【知って活かそう介護予防（普及啓発）】　平成２７年１０月から「はつ
らつ転倒予防」に替わる新規事業として開始
　体操を通じた身体機能の維持・向上や，栄養・口腔ケア・認知症などに
関する介護予防の講話などを実施する。
　※平成２８年１０月から，それまでの地域支援事業から総合事業の一般
介護予防事業の介護予防普及啓発事業へ移行

　介護保険事業運営業務においては，要支援・要介護状態の方が在宅生活
を送る上での生活機能の維持向上を図るほか，要支援認定を受けた方が要
介護状態になることの予防につなげていく必要があるが，社会福祉協議会
が持つノウハウやネットワークを活用することで，利用者の状況を踏まえ
た，多様で柔軟なプログラムの提供や関連機関等と連携したサービスの提
供など，きめ細かな対応が可能であると思われるため，当該業務を担う法
人として相応しいと考えている。

成果向上

業務の効率化

　介護保険事業運営業務については，介護保険制度の改正への対応等も踏まえ
て，通所介護事業や介護予防通所介護事業，デイサービス事業等のほか，介護予
防に関する普及啓発に関する取組が概ね適切に行われているため，今後も利用者
の状況等を踏まえた適切な対応の継続を期待する。
　その中で，「アイビー」や「よつば」におけるサービス提供・業務の運営に関
しては，現状における稼働率・利用率を踏まえ，利用者の拡大につなげる取組の
検討のほか，現状の利用状況を踏まえた業務の効率化についての検討を行う必要
があると思われる。
　介護保険事業運営業務は，介護保険事業及び介護予防・日常生活支援総合事業
に関する取組となっており，今後もニーズの増加が見込まれるものであるため，
サービスを必要としている方への効果的な利用機会の提供とコストの抑制も含め
た効率的な業務の実施の両面を意識しながら持続可能なサービスの提供に資する
取組の推進を期待する。

11
希望の家運営
業務

障害福祉課

【希望の家運営業務】
　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，生
活介護に関する取組を行う。
　※利用定員：希望の家（生活介護：２６人），希望の家分場（生活介
護：１２人）
　※利用時間：月曜日～金曜日，午前９時～午後４時

　希望の家運営業務においては，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，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ていく必要があるが，社会福祉協議会が持
つノウハウを活用することで，利用者一人一人に適したきめ細かな対応が
可能であると思われ，また，希望の家深大寺も含めた３施設一体となった
利用者の受入れ等による効果的・効率的な対応も期待できるため，当該業
務を担う法人として相応しいと考えている。

サービス向上

成果向上

その他

　希望の家運営業務については，利用者や利用者の家族からの要望等も踏まえ，
様々な日中活動や生産活動の提供のほか，利用者の健康管理に関する取組なども
含めて，適切に行われているとともに，市との連携に関しても，日常的な情報共
有や協議のほか，運営委員会などを通じて，本業務に関する共通認識を持つこと
ができているため，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。
　利用者の高齢化や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希望の家に対する認知度
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。

12

在宅心身障害
者（児）委託
型緊急一時保
護業務

障害福祉課

【在宅心身障害者（児）委託型緊急一時保護業務】
　保護者の都合により，一時的に介護を受けることが困難な障害者（児）
を受入れ，総合福祉センター内において，登録介護員による介護を行う。
　※利用時間：午前９時～午後９時（同時間帯で２人まで受け入れ可能）
　※利用制限：１人当たり月５回まで
　※利用料：無料

　在宅心身障害者（児）委託型緊急一時保護業務については，当該サービ
スを必要とする方のニーズ等を踏まえ，市内の複数の施設に対して市から
業務委託しているところであるが，社会福祉協議会（総合福祉センターで
の実施）においても，法人が持つノウハウ等を活用することで，他の施設
とも連携しながら適切な対応が可能であると思わるため，当該業務の担い
手（委託先）の一つとして相応しいと考えている。

現状維持

　在宅心身障害者（児）委託型緊急一時保護業務については，登録要件や利用要
件の確認・判断，登録者の状況把握なども含めて，障害者に対する適切な介護が
行われているため，今後も障害者（児）の保護者や受け入れる障害者（児）の状
況等を踏まえた適切な対応の継続を期待する。

13
放課後等デイ
サービス運営
業務

障害福祉課

【放課後等デイサービス運営業務（ぴっころ）】
　児童福祉法に基づく「放課後等デイサービス事業」を運営し，放課後の
時間帯において，音楽療法を中心とした様々な療育プログラムを提供す
る。
　※実施日：月曜日～金曜日，午後２時３０分～５時３０分
　※定員：１日当たり１０人

　放課後等デイサービス運営業務においては，一人一人の障害特性等に合
わせたプログラムを実施し，児童の健やかな成長の支援につなげるため，
利用者の状況の的確な把握に基づく丁寧な対応が必要となるが，社会福祉
協議会が持つノウハウやネットワークを活用することで，一人一人の状況
に応じたきめ細かな対応が可能であると思われるため，当該業務を担う法
人として相応しいと考えている。

サービス向上

成果向上

業務の効率化

その他

　放課後等デイサービス運営業務については，それそれの利用者における障害特
性等も踏まえながら，様々なプログラムの提供が適正に行われているとともに，
保護者や学校の担任教諭などの関係者との連携も図りながら，丁寧な対応が行わ
れているため，今後も利用者の状況等に応じた適切な対応の継続を期待する。
　利用者は知的障害や身体障害など，障害の種別・程度も様々であり，また，一
人一人の状況も多様である中で，本業務では，個々の状況等に応じた支援が必要
となるため，介護員や職員の継続的な支援スキルの向上を図りながら，これまで
以上に，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。
　近年は，民間の放課後等デイサービス事業所も急増し，延べ利用者数が減少し
ている中で，公的事業としての役割，意義等の観点から，民間サービス拡大の中
にあってもなお他の事業所では利用が困難な車いす利用児童等を含めた利用対象
者の見直しなど，本サービスを必要とする方の利用につなげることで，本業務に
おける更なる成果の向上を図ることが必要である。

14
障害者等雇用
業務

障害福祉課

【心身障害者等雇用業務】
　障害者の福祉雇用を行い，今後における一般就労に向けた様々な経験を
得る機会を提供する。

　障害者等雇用業務については，障害者の一般就労に向けた支援の一環と
して，市内の複数の団体に市から業務委託しているところであるが，社会
福祉協議会の法人としての性質等を踏まえると，より適切で安定的な福祉
雇用を行うことが可能であると思われるため当該業務の担い手（委託先）
の一つとして相応しいと考えている。

現状維持

　障害者等雇用業務については，障害者の状況に配慮しながら適切な福祉雇用が
行われているため，今後も障害者の個々の特性等を的確に把握しながら，就労に
関する様々な社会経験を得られやすくするための適切な配慮を含めた対応の継続
を期待する。



監理団体 （社福）調布市社会福祉協議会
事業区分 市委託事業

区分 具体的内容
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 委託する意義（必要性，期待する成果など）

15
障害者就労支
援業務

障害福祉課

【障害者就労支援業務（就労支援室ライズ）】
　主に精神障害のある方や発達障害のある方を対象として，主に障害者枠
での企業就労を支援するほか，企業に対する障害者就労の普及啓発・障害
者の雇用支援を行う。
　※相談・登録・支援は無料
　※主な支援内容：就労相談支援，就労準備支援，就職活動支援，職場定
着支援，生活支援，企業支援

　障害者就労支援業務については，障害者の一般就労を推進するため，当
該サービスを必要とする方のニーズや企業に対する意識啓発の必要性等を
踏まえ，市内の複数の法人に対して市から業務委託しているところである
が，社会福祉協議会（こころの健康支援センターでの実施）においても，
社会福祉協議会が持つノウハウやネットワーク等を活用することで，関係
機関や他の就労支援施設とも連携しながら適切かつ効果的な対応が可能で
あると思わるため，当該業務の担い手（委託先）の一つとして相応しいと
考えている。

サービス向上

　障害者就労支援業務については，就労を希望する障害者の相談対応，就労や生
活に関する各種の支援の実施のほか，就労に向けた様々なプログラムの提供など
が適切に行われているとともに，市との情報共有や関係機関等との連携も図りな
がら，効果的な就労支援が行われているため，今後もそれぞれの障害者の状況等
を踏まえた適切な対応の継続を期待する。
　また，企業が障害者の雇用を拡大していることや，改正障害者雇用促進法の施
行に伴う法定雇用率の引き上げが予定されていることなども踏まえ，障害者に対
するきめ細かな対応や積極的な支援の実施及び各種プログラム等の充実と併せ
て，障害者を雇用する企業に対する意識啓発や雇用に関する支援の充実も検討し
ていく必要がある。

16
障害者地域生
活支援業務

障害福祉課

【障害者相談支援事業運営業務】
　障害者やその家族からの相談に応じ，福祉サービスの利用援助，社会資
源を活用するための支援，社会生活力を高めるための支援，専門機関の紹
介，権利擁護のために必要な援助を行い，ケアマネジメントを実施する。
また，「調布市障害者地域自立支援協議会」のワーキンググループの運営
を行う。
　
【地域生活支援センター事業運営業務（ドルチェ）】
　デイサービス（創作的活動・生産活動），障害者同士や地域との交流促
進，各種講習会，障害者に対する理解促進のための普及啓発活動などを行
う。

　障害者地域生活支援業務については，障害者の社会参加の促進や自立し
た日常生活・社会生活を促進するため，当該サービスを必要とする方の状
況やニーズ等を踏まえ，市内の複数の法人に対して市から業務委託してい
るところであるが，社会福祉協議会（総合福祉センターでの実施）におい
ても，社会福祉協議会が持つノウハウやネットワーク等を活用すること
で，関係機関や他の事業などとも連携しながら適切かつ効果的な対応が可
能であると思わるため，当該業務の担い手（委託先）の一つとして相応し
いと考えている。

サービス向上

その他

　障害者地域生活支援業務については，障害者や障害者の家族からの様々な相談
に対応し，多岐に渡る支援が適切に行われているほか，創作・生産活動に関する
デイサービスや交流促進を図るためのサロンの実施なども適切に行われ，更に
は，どちらの業務の実施においても，関係機関や他の事業等との連携を図りなが
ら効果的に取り組まれているため，今後も障害者の社会参加の促進や自立した日
常生活・社会生活の促進に資する対応の継続を期待する。
　また，障害者相談支援事業運営業務，地域生活支援センター事業運営業務とも
に，サービスに対するニーズが高まっている中で，関係機関や他の事業との連携
が重要な取組の一つとなるほか，同様の事業を複数の法人において市からの委託
業務として実施しているため，他の法人との情報共有・情報交換などをはじめと
して相互の交流を深めるとともに，各法人における取組の相乗効果によるサービ
スの向上につなげていくことを期待する。

17
高次脳機能障
害相談業務

障害福祉課

【高次脳機能障害相談業務】
　高次脳機能障害者（児）に対する支援と理解促進を図るための，各種相
談対応や関係機関等との連絡会の開催のほか，各種講座の実施等を通じた
普及啓発等を行う。

　高次脳機能障害相談業務については，関係機関等とも連携しながら，障
害者（児）及びその家族に対する支援と地域社会における当該障害に関す
る認識や理解の促進に同時に取り組んでいく必要があるが，社会福祉協議
会が持つネットワークやノウハウ等を活用することで，関係機関と連携し
た対応や普及啓発に関する取組において効果的な対応が可能であると思わ
るため，当該業務の担い手として相応しいと考えている。

現状維持

　高次脳機能障害相談業務については，高次脳機能障害者（児）やその家族から
の様々な相談への対応及び各種の支援の実施をはじめ，高次脳機能障害に関する
普及啓発など，多岐に渡る取組が適切に行われているとともに，関係機関連絡会
を活用し，情報交換や学習会などを通じた連携を図りながら取組が行われてお
り，利用者のニーズに対応しながら一定の成果につながってると考えているた
め，今後も現状における取組・対応の継続を期待する。
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こころの健康
支援センター
運営業務

障害福祉課

【こころの相談】
　日常生活の困りごと，対人関係の悩み，作業所や就職，福祉サービスの
利用，ひきこもりなどについての相談への対応を行う。

【デイ事業】
　仲間との交流や生活リズムの改善に向けたグループワーク，選択制プロ
グラム，デイルームの利用などのサービスを提供する。

【生活訓練】※平成２７年度から開始
　就労や自立生活につなげるための各種プログラムを提供する。

　こころの健康支援センター運営業務については，様々な相談への対応や
利用者の状況やニーズを踏まえたプログラムの企画・提供を通じて，障害
者の自立と社会参加を促進するとともに，市民のこころの健康づくりの推
進につなげていく必要があるが，社会福祉協議会が持つノウハウ等を活用
することで，こころの健康支援センターにおけるそれぞれの取組を連動さ
せるほか，他の事業とも連携しながら，より効果的な対応が可能であると
思わるため，当該業務の担い手として相応しいと考えている。

サービス向上

成果向上

　こころの健康支援センター運営業務については，障害者及びその家族からの相
談対応や仲間との交流・生活リズムの改善，自立生活等につなげるための各種プ
ログラムの提供が適切に行われているため，基本的には，今後も現状における取
組・対応の継続を期待する。
　そのような中で，相談対応を担う職員に関しては，継続的なスキル向上を図る
ことで様々な事案に適切に対応していけるようにするとともに，組織として，現
状で多くの負担がかかっている相談を担う職員に対するサポート等にも配慮する
必要がある。また，各種プログラム等の企画・提供に当たっては，障害者の自立
と社会参加の促進につなげる視点から，利用者のニーズの変化や利用のしやす
さ，各種プログラムを通じた成果の向上などに留意しながら，継続的な見直し・
改善等に取り組んでいくことを期待する。

19
発達障害者支
援体制整備推
進業務

障害福祉課

※発達障害者支援事業「ぽぽむ」
【相談（生活相談）】
　日常生活や対人関係の困りごと，障害特性，精神科の受診，福祉サービ
スの利用，日中の通い先，就職などについての相談への対応を行う。

【デイ事業】
　社会参加や病状の安定，仲間との交流のための選択制プログラムの提供
やプログラムの前後に休憩したり食事をとる，仲間と交流するなどの目的
で利用できるデイルームの提供を行う。

【生活訓練】
　社会参加のためのグループワークの実施，各種訓練プログラムの提供，
個別支援室「ベース」を活用した訓練などを行う。

　発達障害者支援体制整備推進業務については，様々な相談への対応や利
用者の状況やニーズを踏まえたプログラムの企画・提供を通じて，発達障
害者の自立と社会参加の促進につなげていく必要があるが，社会福祉協議
会が持つノウハウ等を活用することで，こころの健康支援センターにおけ
る他の事業とも連携しながら，より効果的な対応が可能であると思わるた
め，当該業務の担い手として相応しいと考えている。 サービス向上

成果向上

　発達障害者支援体制整備推進業務については，発達障害者及びその家族からの
相談対応や仲間との交流・生活リズムの改善，自立生活等につなげるための各種
プログラムの提供が適切に行われているため，基本的には，今後も現状における
取組・対応の継続を期待する。
　そのような中で，相談対応を担う職員に関しては，継続的なスキル向上を図る
ことで様々な事案に適切に対応していけるようにする必要がある。また，各種プ
ログラム等の企画・提供に当たっては，発達障害者の自立と社会参加の促進につ
なげる視点から，利用者のニーズの変化や利用のしやすさ，各種プログラムを通
じた成果の向上などに留意しながら，継続的な見直し・改善等に取り組んでいく
ことを期待する。


