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〇平成２９年度 宝塚市社会福祉協議会 事業報告書 総括 
 

国が示す「我が事、丸ごと地域共生社会づくり」の推進に合わせ、第 6次地域福祉推進計画

の一年目として、「計画づくり」「拠点づくり」「人づくり」を中心に、各計画項目の基本づく

りを進めてきました。その中でも様々な人達の社会参加・協働を進めるために、地域の協議の

場や協働の場に参画していけるよう働きかけを行いました。また、様々な生活課題に対して問

題を課題化しながら具体的な対策を、多様な人達の参画を得ながら検討実施することに取組

み、一定の成果を上げることができました。 

 法人運営にあたっては、平成 30 年 4 月から本格実施となった社会福祉法人改革(組織運営

のガバナンスの強化や透明性の確保)に合わせて、定款の変更や諸規定の見直しをおこない、

事業体のみならず、協議体としても機能を発揮できるよう適正な運営をはかりました。 

 また、経営基盤の整備に関しては、経営基盤整備研究会を立ち上げ「財政基盤」「人事」「事

業」を柱に現状の課題整理を行い、人材の確保・育成から取り組みを始めました。働き方改革

が進められる中、当会でも介護人材不足の影響により、介護保険事業の事業実績は伸び悩み減

益につながりました。引き続き多様な働き方を推奨し介護人材の確保・定着を進めます。 

組織全体の取組みとして、身体障害者支援センターにおける虐待の認定を機に、権利擁護や

人権意識の向上を図るため、第三者委員会の設置をはじめ職員や役員に向けた研修を実施す

るなど、様々な取組みを行いました。 

 介護保険事業における収益の改善については次年度の取組み課題となりましたが、総じて

平成 29年度は概ね計画に即して実践し一定の成果を得ました。地域の福祉活動が活発になっ

ていくために、様々な主体が参画していただけるよう働きかけてきた一年となりました。 

次年度以降も地域福祉推進について幅広い分野から参画を得ながら、さらに住民主体の地

域づくりの取組みを強化してまいります。 

 
１．福祉でまちづくり 

・福祉でまちづくりをすすめるための基礎を固めるために、様々な支援プログラムの見直しを

進め、自治会範域でのささえあい会議や見守り支え合い活動を拡げるとともに、校区ネット

ワーク会議やブロック会議の充実をはかりました。加えて、福祉でまちづくりを進める人材

の裾野を拡げる第一歩として、地域活動のコーディネート役となる担い手の養成や福祉専門

職に対して住民と協働した取組みができるような研修や啓発を行いました。 

 

（１）小学校区域における生活基盤の整備 

■支え合いや見守り活動の推進のために、福祉コミュニティ支援事業の見直しの説明会を行い、

各まちづくり協議会の有志によるワーキングチームを発足し、校区ネットワーク会議のあり

方やまちづくり計画との関連性などを整理しました。 （P14） 

■また、自治会地域見守りネットワーク支援事業の見直しを行い、自治会連合会他、活動対象者

を拡大し、防災の取り組みだけでなく日常の見守り活動につながるような内容に変更しまし

た。 （P14） 

■地域ささえあい会議、校区ネットワーク会議、ブロック会議などの話し合いの場に当事者や

民間事業所の参加をすすめることで、新たな発見や連携・協力して対応する事例が生まれま

した。（P16） 

■小学校区エリアの協議体づくりを進めるため、まちづくり協議会において支えあいの地域づ

くりをテーマとした、話し合いを始めることが出来た。 (P18) 
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（２）地域福祉を支える人づくり 

■住民コーディネーターの養成講座は、各小学校区の支えあい活動を行う方を対象に行い、校

区エリア内での活動者間のネットワークづくり、支援が必要な方の相談、関係機関との連携

方法などをテーマとし、今後も継続して講座を進めていきます。（P20） 

■地域担い手養成講座は、新たな地域の担い手の発掘に向けて勤労世代への地域活動のアンケ

ート調査を実施し、調査結果から勤労世代に向けた地域活動の情報発信や交流の場づくりが

必要なことが分かり、若い世代との情報交流会に変更して行いました。（P20） 

■福祉専門職向けの研修では、地域福祉的な資質やノウハウが理解され、実践されるように研

修を行いました。参加者に対して地域住民と連携できるよう校区ネットワーク会議や地域行

事への参加などの調整をしました。（P20） 

■福祉学習の推進では、市内の小中学校 35 校中 27 校で当事者との交流プログラムを実施しま

した。子ども達は、障害や人との違いを個性と受け止めることができるようになっています。 

           （P22） 

 
 
２．多様性を認め合う共生の地域づくり 

 ・すべての人たちが多様性を認め合い、地域で役割を持ち活躍できるまちづくりを進めるために

地域の様々な協議の場等へ当事者が参加・参画できるよう働きかけるとともに、ひきこもりや

生活困窮に対応するための試みをスタートさせました。 

 

（１）当事者の社会参加や活躍を可能にするまちづくり 

■当事者の理解を深めるための福祉学習は、学校での当事者との交流プログラムを進めたこと

や地域の学習会等で当事者が講師となる学習会を実施しました。（P22） 

■地域の協議の場へ当事者が参加・参画することについては、まちづくり協議会のネットワー

ク会議や見守り会議に、若年認知症や障害者の家族会が参加し、まちづくり協議会主催のサ

ロンを当事者と共催したりするなどの機会が出てきました。（P16,20） 

■不登校やひきこもりの支援については、「ひきこもり支援ネットワーク」において関係機関 

と連携して当事者のライフステージに合った支援を検討し、具体的な取り組み案を作成しま

した。（P25） 

■生活困窮者支援から社会的孤立や貧困などの問題の解決に向けて、市内での体験的・中間的

就労を推進するための場づくりの必要性について、セーフティネット会議で提案し承認され

ました。社協内で就労支援プロジェクトをスタートさせ、就労体験のモデル事業を実施し、

社協内の仕組みづくりとともに他団体との協働検討の場づくりの準備を進めていきます。 

             （P24） 
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３．ささえあう仕組みづくり 

 ・地域福祉の課題解決に向けた協働の基礎となるエリア毎の話し合いの充実に向けて、協議内容

やメンバー、頻度の見直しをおこないました。また、専門職間のネットワークづくりに向けた

働きかけをスタートさせ、地域と専門職をつなぐ様々な取り組みをおこないました。 

 ・地域共同ケアを進めるために、社協の介護サービスでは中重度への対応力を向上させ、地域と

ともに支えるための運営委員会の立ち上げや、校区チームによる対応を進めました。 

 

（１）地域福祉の課題解決に向けた協働 

■自治会エリアへの積極的な関わりや支援により、地域ささえあい会議が増え、具体的な見守

り活動や災害時の要援護者支援など課題解決につながる内容の協議が行われました。（P16） 

■校区ネットワーク会議には校区内の福祉事業所や当事者、民間事業所の参加が促進されるよ

う働きかけ、専門職と住民の垣根を越えた域内全体の連携の動きが出てきています。（P16） 

■コミュニティ支援事業の見直しの検討、校区ネットワーク会議強化のためのワークショップ

実施することで、協議内容の積み上げが、具体の活動へ活かされ、複数回の校区ネットワーク

会議が実施されました。（P16） 

■校区ネットワーク会議で蓄積された共通課題を整理し、数か所のブロック会議とセーフティ

ネット会議へ課題を提示できました。（P16） 

■総合相談支援の体制づくりとしては、地域包括支援センターのヒアリングの結果より、障害 

分野の相談職と連携ができるように話合いの場づくりを進めていきます。（P23） 

 

（２）地域共同ケアとその体制づくり 

■居宅介護支援事業は、新たに鹿塩の家、ふれあいあさひに総合相談窓口を設置し、地域住民と

共に地域の気になる方の情報共有を行い、地域の方の見守りにつなげました。（P28） 

■訪問看護事業は、宝塚市地域医療連携のツールである宝塚安心ネットに参加し、医師会や他

事業所との情報共有を行うとともに、医師や他事業所との関係づくりを行いました。（P30） 

■社協ケア拠点（安倉・光明・仁川デイサービスセンター）では、近隣住民の方々と共に運営委

員会を立ち上げ、地域課題や施設の活用について話合いを行いました。それらの意見は、事業

運営や施設改修に取り入れて実現していきます。（P29） 

■社協校区チームは、身近なエリアで地域住民とともに気になる方の見守りや制度につなぐな

どの連携した対応を行いました。（P32） 

■通所介護事業の民家型デイサービスは、制度の枠を超えた細やかな支援を行うことで中重度

の方の利用がありました。通常型の安倉デイサービスでは、他事業者で対応が困難なケース

を積極的に受入れることで実績を上げることができました。（P29） 

■訪問介護事業は、認知症や身体機能の低下した独居高齢者に柔軟な訪問対応を行い、在宅生

活の継続を支援しました。（P30） 

■子ども食堂サミット開催を機に、市内の子ども食堂に関する関係者が集まり意見や情報交換

をする場を設けることができました。 (P9) 
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４．地域福祉の基盤づくりと計画・マネジメント 
 ・第 6次計画の１年目の進捗管理を行う中で、社協の組織や経営体制を見直すために経営基盤整

備研究会を立上げ、職員間での具体的課題の共有と今後検討していくべき方向性を確認するこ

とができました。 

 ・地域の大きな資源である社会福祉法人や介護事業所のネットワークの事務局として、地域との

協働、サービス向上に向けた働きかけをおこなってきました。 

 

（１）地域福祉の基盤整備とマネジメント 

■福祉関連事業者との連携協働による社会貢献事業への発展では、社会福祉法人連絡協議会の

事務局を担うことで、協議会の実務者で構成される「地域貢献チーム」「防災チーム」を支援

し、それぞれの具体的取組みに繋がりました。(P5) 

■介護保険事業者協会では、制度やサービスの質の向上のために各部会で職種を超えての研修

会を行い、各職種・事業所間連携に繋がりました。(P5) 

■第 6次地域福祉推進計画の進捗管理・評価では、「地域福祉活動推進委員会」を計画の進捗管

理・評価の仕組みに位置づけ、ロードマップを作成するなど今年度の取組みの評価と次年度

に向けた課題整理を行いました。(P5) 

■社協広報の充実では、社協たからづか紙面の工夫や新規企画を行うとともに、アンケート調

査を実施し、年代別の読者層や読み手の意見分析を行うことで、今後の紙面づくりの参考に

することができました。(P12) 

■経営基盤整備研究会の立上げ検討では、年３回の研究会を開催したことで、組織課題の現状

を「人事」「財政基盤」「事業」の 3つの括りについて分析し、職員プロジェクトチームで検討

すべき内容について整理することができました。今後は経営基盤の安定のための取り組みを

進めていきます。(P5) 

■介護サービス事業は、収入 636,992千円（前年度比 100.6%）、支出 601,291千円（前年比 101.6%） 

収支差 35,701 千円（全年比 86.7%）となり、収入は処遇改善加算１取得により増収となるが

人件費も相当額増加し、全体では介護人員不足と利用実績が伸びず減益となりました。（P31） 

特に、ふれあいあさひは、利用実績の低迷と人件費の増加により大幅な赤字となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

地域のみんなで、 
外出のお手伝いを進めています! 
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事業報告 

※ローマ数字の項目は、別冊「決算計算書類・財産目録」P5 からの項目に合わせています。 

     

Ⅰ 本部運営 
１，組織運営 （市補助金・自主財源） 

（１）地域福祉の基盤整備とマネジメント 

【事業評価と課題】 

■経営基盤整備研究会を 3 回開催し、組織課題について「人事」「財政基盤」「事業」の括り

で整理した。特に優先順位の高い「人事」課題について、職員確保・定着をテーマに現状を

分析し、入職 3 年までの職員の処遇、非正規職員の処遇などを考えるきっかけとなった。 

■地域福祉活動推進委員会を社協第 6 次計画の進捗管理・評価を行う仕組みとして位置づけ、

計画初年度の取組みの評価と次年度に向けた課題の整理、委員への第 3者の参加を求めるこ

とになった。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■経営基盤整備研究会では、年 3 回の研究会と職員プロジェクトチームが連動し、「人事」

「財政基盤」「事業」の具体的課題解決に向けて協議検討していく。 

■地域福祉活動推進委員会を年 2 回開催し、引き続き、市地域福祉計画など行政計画等との関

係性も見据えながら第 6 次地域福祉推進計画の進捗管理・評価を行っていく。また、幅広い

意見を取り入れるために外部の委員を入れる見直しを行う。 

 

（２）社会福祉法人・事業者等 関係機関との協働推進 

【事業評価と課題】 

■社会福祉法人連絡協議会(23 法人加盟)では、事務局として、役員で構成される運営委員会や

実務者メンバーで構成される「地域貢献チーム」と「防災チーム」が具体的な活動に取組む

働きかけを行った。 

■介護保険事業者協会は、平成 29 年度、299 カ所の事業所が参加しており、サービスの質の

向上のために各部会で職種を超えての研修会を行い、各職種・事業所間連携に繋がった。 

また、「第 10 回介護を考える市民フォーラム」では過去最高の 297 名の参加者があり事業

者協会の認知度を向上させた。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■社会福祉法人連絡協議会では、引き続き事務局として、社会福祉法人が担う地域での役割や

期待をテーマにした啓発講演会の他、地域貢献事業の活動事例集の作成などの支援を行う。 

■介護保険事業者協会では、平成 30年度からの「宝塚市地域包括ケア推進プラン」を軸としながら、

研修会や部会を通じ、会員事業所のスキルアップや会員事業所間の連携、医療と介護の連携に取

組む。また、ホームページや「介護を考える市民フォーラム」等を通じて市民への啓発に努める。 

  （達成基準）  

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 
平成 29年度

実績 
平成 28年度

実績 
平成 27年度

実績 
平成 26年度

実績 

介護保険事業者協会 会員数（団体数） ― 299(121) 292(120) 289(122) 275(116) 

【実績数の増減理由】 

事業者間でも事業者協会の認知が上がり、会員数が増加している(18 事業所入会)。その一方で、利用

者減・スタッフ不足のため、事業所閉鎖による退会事業所(１１事業所)も多い。 
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（３）権利擁護・虐待防止の取組の推進 

【事業評価と課題】 

■平成 29年 4月に安倉西障害者支援センターで利用者への心理的・身体的虐待認定を受けたことに対

し、利用者・家族に謝罪すると共に虐待防止第三者委員会を発足し、改善計画に沿って虐待防止の取組

みを組織的に進め、その対応をホームページで公表した。 

改善計画に沿った主な取り組みとしては、虐待防止対応チームの設置と窓口担当者の設置、虐待防止マ

ニュアルの作成、役職員対象の虐待防止研修などを実施した。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■虐待防止第三者委員会を定期的(年 3 回)に開催し、虐待防止の取組みを組織的に進め、人権を

擁護し健全な福祉サービス提供を目指す。 

 

２，人事・労務 （市補助金・自主財源） 

【事業評価と課題】 

 ■人材の確保と定着を図るため、雇用に関する規程等の改正を行い無期雇用転換に対応する

とともに、聖隷福祉事業団が実施する企業内保育制度を利用できる仕組みを設けた。 

■全職員を対象に、社協事業を実現するために必要な財源づくりの重要性を認識するためのフ

ァンドレイジング研修や、経験の浅い職員を対象にマナー研修等を企画実施するとともに、

外部研修として基礎研修や管理職対象の研修および各事業に必要な研修への参加を促進し、

職員のスキルアップに努めた。 

【平成３０年度事業の展開】 

■採用方法の見直しや処遇改善、職場環境の整備、新人職員へのフォローアップ等により、人材の確

保と定着を図っていく。 

■職員の資質向上及び管理職のマネジメント能力向上のために、各種研修への参加促進と内部研修

制度の体系的な構築をすすめていく。 

■社協に求められる職員の育成と適正な評価・処遇を図るため、人事管理・人事考課制度の見直しを

職員プロジェクトチームによって進めていく。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

虐待に関する研修 開催数 4 9 2 - - 

指導職・中堅研修 開催数 5 5 4 3 1 

職員基礎研修 開催数 5 5 4 1 2 

実践報告会 開催数 2 2 - - - 

 

３，善意銀行 （寄付金） 

【事業評価と課題】 

■29 年度の預託件数は延べ 84 件。預託金合計は 1,860,319 円で、昨年度実績(1,220,793 円)、 

 29 年度予算(1,500,000 円)とも大きく上回った。 

■29年度の払出し件数は延べ 46件。払出金合計は 2,163,792円と金額的には昨年度(44件 1,970,061 

 円)より若干増加している。 

■生活困窮者支援として、せいかつ応援センターの体験就労や食の支援に対して払出しをした。 
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【平成３０年度事業の展開】 

■払出しについては、呼びかけ先(新規障害者団体等)の拡大を行いながら 5 月に各施設・団体に 

 呼びかけ、社協事業(ホームページのリニューアル・社協だよりと社会福祉大会の一部)に払出しを

行う。また、預託に関しては継続預託者の増加を図る。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度 

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

善意銀行 預託金額 1,500,000 1,860,319 1,220,793 3,621,673 2,497,292 

 

４，すみれの花基金 （寄付金） 

【事業評価と課題】 

■「たからづか子ども食堂」と「ポップンリンガーズ」の 2団体に助成をおこなった。たから

づか子ども食堂では、新規子ども食堂の開所、市内子ども食堂が一堂に会した“サミット”

の開催、子どもの居場所としての子ども食堂の調査研究等を実施し、新たな子どもの居場所

づくりや、活動者同士のネットワーク構築につながった。ポップンリンガーズは、熊本で現

地の障害者音楽活動支援団体等とジョイントコンサートを実施したことで、熊本地震の被災

者を元気づけることにつながったことに加え、今後地域での活動の幅を広げるきっかけとな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■地域福祉の推進に波及効果があり、かつ先駆的な事業について適正に助成を行う。より効果

的な助成の仕組みを考えて、要綱の見直しも検討していく。            

                                                       

 

Ⅱ 福祉施設運営 
１，総合福祉センター （指定管理料） 

【事業評価と課題】 

■午前と午後の稼働率約 71％(28 年度 70％)だったが、当年度より料金を下げた夜間の稼働率

が 36％(28年度 37％)と伸びなかった。 

安全性向上のためエレベーター入替工事が宝塚市の発注・監理で行われた。工事期間（平成

30年 2月 1日～3月 7日）中、部屋の調整、備品の配置、車いす用階段昇降機レンタル等で

対応した。 

ポップンリンガーズ 
熊本ジョイントコンサート 

たからづか子ども食堂
「クリスマス会」 
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【平成３０年度事業の展開】 

■社協ホームページや社協だよりで利用の呼びかけを行い、夜間利用に関しては有料団体の夜

間利用受付時期の早期化を図る。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度 

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

総合福祉センター 

管理事業 

利用件数 4,800 4,782 4,746 4,806 4,752 

利用人数 106,000 93,157 103,821 105,874 103,006 

利用率(％) 60 60 59 59 58 

【実績数の増減理由】 

平成 29 年度から開催されなくなった福祉団体主催の大規模バザーのために、定期的各利用団

体の 1 回あたりの利用人数減数が進み減少している。 

 

２．老人福祉センター （指定管理料） 

【事業評価と課題】 

■老人福祉センターの運営委員会からは、「利用者の固定化」の懸念が指摘されており、センタ

ー利用者層の多様化や拡大を図っていくよう、提案があった。そのため主力事業である「いき

いき学舎」の改革に向けて、市民、問題関心層、研究者等を交えた研究会を実施した。 

■現在、老人福祉センターの事業を、社会参画・社会貢献・地域貢献の視点で進めている。特に

「いきいき学舎」等の講座については、順次、講師やコーディネーターに対して改革・改善に

向けた情報発信や提案を行ってきた。 

■フレミラ宝塚は、福祉避難所に指定されているが、大規模災害等、有事の際の具体的なあり

方や動きのマニュアルは未整備である。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■いきいき学舎の改革に向けた研究会については、平成 31 年度からの新講座のスタートに向け

て、8～9 月頃には具体的な結論や成果を示し事業化に結び付けていく。 

■老人福祉センターの利用者の多様化・拡大に向けて、ホームページを核として、啓発・広報の

充実強化を図っていく。 

■今年度に、フレミラ宝塚・総合福祉センター・安倉デイサービスセンターの３館の福祉避難

所マニュアルを策定する。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

老人福祉センター管理事業 利用人数 98,000 96,358 98,842 98, 846 98,100 

はつらつ教室（フレミラ教室） 実施回数 200 266 325 284 290 

いきいき学舎 公開講座 実施回数 10 10 16 10 11 

いきいき学舎 専門講座 実施回数 280 281 292 277 285 

【実績数の増減理由】 

平成 29 年度より、以前の「フレミラ教室」をボランティア講師の「はつらつ教室」に移行する改

革を行ったことで、教室の数が減少した。またセンター利用の団体・同好会の人数規模が縮小傾

向にある。これらにより、利用者数が減少したと考えられる。 
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３．大型児童センター （指定管理料） 

【事業評価と課題】 

■来館児童の近年の傾向として、非行傾向の強い児童よりも、家庭生活や学校生活等に悩みや課

題を抱える要支援児童（以下「要支援児童」(※)）の利用が増えている。 

（※）実例として、ステップファミリー（子連れの保護者の再婚等で形成される家族）等で家庭の課題を抱える児童、

学校・学級になじめない児童や不登校児童、いじめを受けている児童、支援学級に籍をおく児童、自傷行為等のあ

る児童、ＳＮＳ等で仲間を攻撃する児童等で、何らかの支援や介入が必要と判断される児童。 

■センターで把握している「要支援児童」は、一昨年度の 32 名から平成 29 年度の 44 名に増加

している。解決に向けては、学校、家庭児童相談室、青少年センターと連携し支援してきた。 

■「ミニたからづか」では、「要支援児童」の参加があったが、本イベント開催に向けたトレー

ニングの過程において、仲間との交流や協働等で社会参加を実現することができた。 

 

 

■「子ども食堂」の取組みが宝塚市内でも進みつつあり、子ども食堂サミットの開催を機に、関

係者が情報共有する場を持つことが出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■子どもの生活課題に対応する各地域の子どもの支援ネットワークを把握し、連携・協働を進め

る。また、子どもの課題について協議検討し、課題解決へつなぐ「子どものラウンドテーブル」

については上期に立ち上げ支援、下期に運営支援をおこなう。 

■プログラムについては、中高生の企画事業を支援し、自主グループ活動につなげる。（5 グル

ープを目標）その際、子どものより継続的で主体的な活動につなげる。 

■「ミニたからづか」では新たな課題対応として、生活等に悩みや課題を抱える児童への支援

を視野に入れ、イベント実現に至る過程の中で、当事者を見守り、支援していく。 

■「子ども食堂」へは、取組み件数の拡大とネットワークづくりを中心に継続支援していく。 

子どもかがやき食堂 

「ミニたからづか」の放送局体験 「ミニたからづか」の事前学習 
コープ さんの見学 

 

「一緒にプロジェクト」で和気あいあい 
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（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

大型児童センター 利用者数 40,000 40,843 40,919 38,888 40,429 

ミニたからづか 利用者数 1,200 1,254 1,225 1,175 1,311 

【実績数の増減理由】 

・大型児童センターに利用者は、平成 29 年度は、冬期に学校の学級閉鎖等が相次いだが、対前年比

で微減にとどまった。 

 

４．思春期ひろば事業 （市受託金） 

【事業評価と課題】 

■不登校児、ひきこもりの電話相談・来所相談が延 75 回と、思春期、不登校児童の保護者から

の電話相談件数が増加したが、その後の来所相談にいたっていない。 

■不登校、ひきこもり当事者の参加を促すため、初回利用を歓迎する「はじめましての日」を

設定した。6 名の新規利用者が参加し、以降も参加が続いている。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■不登校、ひきこもり支援については「ひきこもり支援ネットワーク」の方向性に基づき、関係

機関と連携し当事者のライフステージに合ったプログラム開発や就労体験等の定着を進める。

フレミラ宝塚内においても年 2 回を目安に就労体験の場、支援をおこなう。 

■潜在化している利用者に向けて、フリースペースや相談窓口を周知するため、チラシ、掲示板、

HP 掲載等の広報の強化を図るとともに、相談機能の充実、運営ボランティアの拡大を図っていく。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

思春期ひろば
事業 

 
居場所利用者数（３か所） － 628 625 293 251 

おやじと語る不登校の会
利用者数（12 回/年） － 55 69 72 － 

 
相談（延べ回数） 
 

－ 75 50 － － 

【実績数の増減理由】 

・おやじと語る不登校の会では、毎月参加されていた保護者の子どもが、フリースクール等に通うなどの成果に

つながる事例があり、利用者数の減少となった。 

 

５，高司児童館 （指定管理料） 

【事業評価と課題】 

■プログラムを通じて、継続して個別支援体制や不利

な立場に置かれがちな児童を見守ることができた。 

■ネグレクトケース・困難家庭・配慮を伴う児童・外

国籍児童・不登校の児童や親子の情報交換を、関係

機関（学校・幼稚園・保育所・ＳＳＷ・地域・行政

機関等)と継続的に共有し、本館の巡回相談や、食

育・生活向上プログラムに呼び込めた。地域福祉の

視点では、NPO・まちづくり協議会・民生児童委員と見守りつつ異文化交流・相互理解につなげた。 

「高司児童館まつり」 
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【平成３０年度事業の展開】 

■児童に関する諸問題の早期発見と関係機関との連携強化し関係機関と連携・協力して諸問題の解

決を図るとともに総合的な子育て支援の拠点としての役割を果たす。 

■乳幼児・年少児童の遊び場としての役割、次世代育成の場として認識してもらう働きかけをし保

護者向けの講座の実施を行い、子どもの成長とともに総合的な子育て支援も行う。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

高司児童館 
利用者数 20,000 20,643 22,225 22,661 22,783 

出前利用者数 3,000 3,269 2,975 3,739 3,133 

【実績数の増減理由】 

就学児童においては下校時間の延長により利用が減少した。悪天候のため長期休み(春･夏･冬

休み)の利用が減少。出前児童館は就学前児童と保護者が増加。 

                 

６，安倉児童館 （指定管理料） 

【事業評価と課題】 

■10月後半から 11月前半にかけて、館内工事による閉

館があったが、合同児童館まつりへの出店に向けて児

童が主体的にボランティアとして参加したり、安倉デ

イサービスの利用者との交流活動など外へ向けての活

動をおこなうことができた。 

 

 

■3月には高齢者自立支援ひろばと合同で春風コンサートを実施 

し、多くの子どもから高齢者までの参加があり、幅広い世代との交流ができたうえ、ボラン

ティアとして参加した子ども達の主体性を伸ばすことができた。 

■夏の縁日やクリスマス会、毎月定例の交流行事により安倉南障害者支援センターとの交流が

進み、障害のある方と児童が自然に関わることができている。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■こどものあそび委員会の設置をおこない、子ども自身の参画をすすめる。地域の中の様々な施設や

人と交流の場を増やす。 

■地域内の専門職間で意見交流や情報共有できる場（安倉の子どもを守る会）の充実をはかる。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

安倉児童館 
利用者数 15,200 15,159 17,089 16,625 17,600 

出前利用者数 6,100 7,138 5,163 7,872 7,754 

【実績数の増減理由】 

 10月下旬から 11月上旬にエアコンの入れ替えがあり、らくあ Cの合同まつりも実施できなかったた

め、本館は利用者が減。その期間内は出前事業を丁寧に実施し、出前は利用者が増加した。 

地域の方と一緒にいもほり 
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Ⅲ 地域福祉推進 
１，地域福祉企画 

（１）社協広報の充実 （自主財源） 

【事業評価と課題】 

■社協たからづかの紙面構成を大きく見直し、見やすさの改善を行った。また、新規企画（「まちの

おみせ」）を開始し、地域の声やアンケートなどにより、主に若年世代の読者が増加していること

がわかった。 

■アンケート調査を新規実施したことで、年代別の読者の層がわかり、読み手の意見を知りうる機

会となり、広報誌が地域からの意見情報を汲み取るツールとして活用できることがわかった。今

後も市民に関心が持てる工夫、情報発信を行う。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

 ■市民に関心が持てる広報紙づくりを進め、市民参加型や拡大したアンケート実施を行う。 

 ■ホームページをリニューアルし、閲覧者が見やすく、ニーズに沿ったものに改め、インターネッ

ト媒体を活用した広報力を強化する。 

 

（２）緊急通報システム設置事業 （市受託金） 

 【事業評価と課題】 

■緊急通報システム協力員講座では、災害時要援護者支援制度をテーマとして、地域活動団体の実

践報告も盛り込み、参加者からは好評を得たが、テーマ設定が福祉協力員のニーズと合致してい

なかったため参加人数の増加にはつながらなかった。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■地域での見守り、支えあい体制の一環として、緊急通報システム及び福祉電話の周知と利用

拡大に引き続き務める。日頃の見守りの促進を目的として協力員講座を実施する。 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

緊急通報システム設置事業 設置数 622 599 612 589 596 

緊急通報協力員講座 参加者数 200 114 158 150 138 

 

２，ふれあいいきいきサロン支援事業・ミニデイサービス支援事業 （自主財源・市受託金） 

【事業評価と課題】 

■サロン・ミニデイの普及啓発を目的として、障害事

業所、コープこうべ、宝塚市の協力のもと、市役所

出前サロンを初めて実施した。当日は地域住民だけ

でなく、市長・議長他多くの行政職員の参加も得

た。また当日の様子は新聞にも掲載され、広く PR

することができた。 

■ふれあいいきいきサロン助成の申込件数が年々増加

すると共に、生活活動支援経費を申し込む団体も

年々増えており、サロンが見守り・ささえ合い機能を持つ居場所という認識が広まった。 

■サロン・ミニデイともに利用者・ボランティアの高齢化が進んでいるとともに、サロンは高齢者

の居場所という認識が未だ根強く、多様な主体の居場所となりきれていない。 

市役所横にて出前サロン 
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【平成３０年度事業の展開】 

■サロンの新規立ち上げや既存サロン・ミニデイの支援を行うとともに、サロン支援プロジェ

クトと連携しながら、今後の活動展開やサロン活動のあり方を検討していく場としてサロン

交流会などを開催し、活動者同士の交流・話し合い等の機会を設ける。 

■地域での見守りや健康づくり等介護予防活動に取組む人材の育成を行うとともに高齢化等に

より利用者が減少しているミニデイについては、地域住民や包括支援センター等と連携して

閉じこもりがちな高齢者などへの参加呼びかけ等の支援を行う。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度実

績 

ふれあいいきいきサロン支
援（うち週 1回実施） 

グループ数 170（70） 150（64） 146（56） 128（52） 117（49） 

ミニデイサービス 
（週１回、一日対応） 

グループ数 14 14 14 14 14 

延参加者数 6,000 5,478 5,658 6,110 5,750 

【実績数の増減理由】 

・ミニデイは要介護状態や入院等により参加できない方があり、参加者数が減った。 

 

 

 

３，会費事業 （自主財源） 

 （１）会員募集 

■「社協会費の使い道」や「お礼状及び社協会費で実施し

た地域福祉活動事例」を説明したパンフレットやチラシ

等のツールを作成し、協力依頼の強化を行ったことで実

績が向上した。 

■訪問回数を増やしたことにより主に法人賛助会員の協力

の増加につながったが戸別募金は減少しているため、増

額できる方法を検討する。 

 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■社協会員制度の見直しをはかるために、賛助会員のご理解を頂いたうえで募金方法を試行し、

その効果を検証したうえで 31 年度から新しい会員制度取組み向けて具体策を検討していく。 

■啓発グッズを活用し、地域と連携した協力依頼実施を行う。また、戸別・団体の拡大した依頼

先へ直接訪問し、協力依頼を行う。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

社協会員募集 金額（単位千円） 13,000 11,839 11,458 12,026 11,903 

【実績数の増減理由】 

・企業・事業所・施設などに直接訪問して依頼する件数を増やしたとともに、社協たからづかの広

告掲載協力も積極的に呼びかけた。 

・年間を通じて協力状況を確認しながら、未協力団体への呼びかけを積極的に行った。 
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（２）自治会・地域見守り支援事業、福祉コミュニティ支援事業 （自主財源） 

【事業評価と課題】 

■福祉コミュニティ支援事業の見直し具体案を示して説明会を行った。その後、まち協から有志を募

り、ワーキングチーム会議を４回開催し、ネットワーク会議の強化や申請書類の簡素化などの見直し

案について話し合った。 

■自治会・地域見守り支援事業では、自治会範域の見守り活動の立ち上げや地域ささえあい会議の発

足など微増ではあるが、実績は以下のとおり推移している。 

個々の相談を通じて、自治会組織の他、ご近所、集合住宅の管理組合、ボランティア組織など多様

な主体による見守り活動が行われていることを少しずつ把握することができている。 

防災活動・避難訓練等については、行政施策等の追い風もあり、多くの自治会での取り組みが進ん

だが、見守り活動や支えあい活動の普及は進んでいない。 

 

 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■福祉コミュニティ支援事業見直し案の説明会を実施し、意見を集約した後に、平成３１年度、新事業

への移行に向け、各団体へ事業説明などの周知を行う。 

■自治会・地域見守り支援事業は、自治会組織全体へ対象を拡大し、活動内容については、普及・啓

発が進んでいない見守りや支え合い活動に特化し、身近なエリアでの見守り体制を強化する。 

 

 （達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

自治会・地域見守り支援事業 自治会数 31 29 26 27 37 

福祉コミュニティ支援事業 
重点 
コミュニティ数 

14 12 13 12 12 

【実績数の増減理由】 

自治会・地域見守り支援事業では、過去に申請実績のある自治会が全体の約４２％となっており、

新規で立ち上げする自治会が減ってきた。 

 

 

 

 

 

自治会による見守り活動 福祉コミュニティ支援事業ワーキングチーム 



15 

４，一般共同募金配分金事業・歳末たすけあい配分金事業  

（１）共同募金事業 （共同募金財源） 

【事業評価と課題】  

■障害事業所や店舗との協力のもと、寄付つき商品企画である募金百貨店プロジェクトを新規に立

ち上げた（2件）。特に、伊丹市共同募金委員会との企画では全国初の 2市合同プロジェクトと

なった。商品は社協各部署での活用だけでなく、地域の会議や集会でも用いられたり、障害事業

所に参加協力を得るなどの新たな広がりが見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■赤い羽根共同募金は前年度実績を下回ったものの、歳末たすけあい愛の持ち寄り運動は学校、福

祉施設、助成団体などからの協力が増加し、前年度実績を上回った。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■共同募金委員会に新たにまちづくり協議会からの参画も得ることで、新たな分野からの協力

も求めていき、募金目標額の達成を目指す。また、社協会費も含めて、自主財源の確保のた

めの方策を一体となって取り組む。 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

赤い羽根共同募金 募金金額 10,590 9,008 9,230 9,393 9,930 

赤い羽根配分事業 配分金額 6,304 6,214 6,447 5,930 7,202 

歳末助けあい愛の持ち寄り

運動 
募金金額 8,200 8,952 8,226 8,800 9,445 

歳末配分事業 配分金額 7,315 6,929 8,073 7,597 8,407 

 

（２）緊急生活支援事業 （共同募金財源） 

【事業評価と課題】 

■民生児童委員が緊急時に一時的な支援を行う当事業において、火事の被災者への一時的支援とし

て、事業立ち上げ以来初めての活用事例があった（2件） 

 

【平成３０年度事業の展開】 

 ■引き続き、事業周知と活用に努めるとともに、緊急サポート事業、フードバンク関西の事業と

連携しながら、緊急時の体制づくりを進める。 

宝塚初の募金百貨店プロジェクト 
「珈琲焙煎工房 Hug」 

シャトレーゼ伊丹中野店 
伊丹市共同募金との企画商品 
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５，地区担当による地域支援 （市補助金） 

（１）自治会をはじめとして地域と事業者、関係機関等が協働する場づくり 

【事業評価と課題】 

①地域ささえあい会議及び見守り・ささえあい活動の推進 

  ■自治会等の身近なエリアでの見守りや話し合いの場は着実に増加している。 

地域ささえあい会議にて、気になる方の情報共有をすることで具体的な見守り活動、災害時要援護

者支援活動などへ活かすことができている。 

 

②校区ネットワーク会議の充実 

■福祉コミュニティ支援事業の説明会にて、校区ネットワーク

会議を強化していくためのワークショップを開催した結果、

年 1 回から、複数回、ネットワーク会議を開催したまち協が

前年より増加した。また、地域課題を共有し、協議した内容

を積み上げ活動へ活かすなどの意識が高まってきた。 

校区内の福祉事業所、手をつなぐ育成会等当事者、たか

らづか地域見守り隊の民間事業所の参加が徐々に進ん

でいる。 

 

③宝塚市セーフティネット会議の推進 

  ■ひきこもりの方の居場所づくりや就労体験の機会をつくるためのプロジェクトが立ち上がり、仕事探し

や軽作業などの機会を通じて、集える場ができた。 

  ■校区ネットワーク会議で話されている地域生活課題の共通項目を年度末に整理することができたの

で、今期は全てのブロック会議やセーフティネット会議へ提示することができていない。 

 

④ブロック別の情報共有の場づくり 

  ■7地区中 6地区で開催され、見守りや支えあいの地域づくりに関する意見交換、まちづくり

計画、防災等、ブロックの特性に合わせた話し合いが行われた。 

 

⑤エリアチームの実践 

  ＜１地区＞地域住民と校区チームとの連携として、365 日開設されているデイサービスへ住民

から気になる方の相談が増え、早期発見・早期対応の体制が強化された。定期的に、地域さ

さえあい会議を実践する中、実際に命を救うことができた事例も数件あった。 

 

  ＜４地区＞土日に一人で過ごすことが多い子どもの居場所について、安倉デイサービスセン

ター運営委員会にて、協議を行った。安倉デイサービスセンターの地域交流スペースを活

用し、休暇時に子どもを受け入れた。地域での困りごとを運営委員会で初めて、話し合うこ

とができ、地域と校区チームで高齢者だけでなく、様々な課題を抱える方々の問題に対応

することができた。 

 

  ⑥他事業所との連携による実践 

  ＜２地区＞地域ささえあい会議にて、自治会、民生児童委員、まちづくり協議会、地域包括支

援センター、コープこうべ、介護事業所と住宅管理会社の皆さんで地域課題であった居場

所づくりについて協議を重ねた結果、協働による食を通じた集いの場を催すことができた。 

 

中山台見守り会議 
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  ＜３地区＞校区ネットワーク会議にて、従来は地域住民と地域包括支援センター、社協の話合

いであったが、新たに NPO 法人、コープこうべ、電気商業組合などの民間事業所に参加い

ただき、地域課題である認知症高齢者へのサポートについて話し合いをすることができた。 

 

   ＜５地区＞地域つながる会議にて、自治会、民生児童委員、まちづくり協議会、福祉関係機

関や医療機関が情報共有を重ね、福祉施設のスペースを活用した健康講座が立ち上が

り、健康講座には、会議に出席している医師が講師で協力いただき、地域と医療、福祉

の連携事例が生まれた。 

 

   ＜６地区＞見守り会議にて、地域住民と福祉専門機関、民間事業所の間で情報共有を重ねた

結果、地域住民と民間事業所が日常的に連携し、対応することなどが報告されるようにな

り、情報共有することから、実際に連携し、支援活動がはじまった。 

 

   ＜７地区＞にしたにささえあい会議にて、生活課題となっていた独居高齢者などの自宅の草

刈りへの対応について協議を重ねた。結果、自治会、民生児童委員の協力による助け合い

活動の一つとして、草刈り活動がはじまった。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■より身近なエリアでの生活課題の早期発見・早期対応の体制づくりを行う。 

■ブロックの特性に合わせた話し合いの場が運営されるよう、住民だけでなく、事業所や福

祉専門職などが参加しやすい場としてテーマを設定する。 

  ■社会的孤立、住民では解決が難しい地域課題に対して、住民と行政、関係機関が連携して

解決に向けた取り組みについて話し合う。 

  ■校区チームについては、地域で抱える生活課題への協働による対応力を強化し、事例を蓄

積し、課題点、今後の展開について、試行を繰り返し、実践を進める。 

  ■他事業所との連携による実践については、地域と福祉、医療、民間事業所との連携による

発見、対応、さらにネットワークを広げるために、事例報告の機会を設け、地区内の実践

を増やす。 

 

  （達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

地域ささえあい会議  実施箇所数 80 88 68 55 29 

校区ネットワーク会議 実施箇所数 20 19 18 17 18 

宝塚市セーフティネット会議 開催回数 2 2 2 2 1 

ブロック会議 実施箇所数 7 6 － － － 

【実績数の増減理由】 

・地域ささえあい会議については、第 4地区での活動の把握がかなり進んだ。 
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６，よりあいひろば管理事業 （市補助金） 

【事業評価と課題】 

■右岸側の活動拠点として、また地域活動支援拠点として、様々な人がよりあい、交流し、学びあ

い、活動を行う場として機能してきたが、建物の耐震上の問題により、平成３０年度で閉館予定と

なっており、活動団体への周知と代替の活動拠点の検討が必要となっている。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■利用団体向けに閉鎖についての説明会を行うと共に、利用者（団体）が利用可能な代替施設の

確保等の課題について検討を行う。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

よりあいひろば管理事業 利用人数 25,000 24,918 24,791 22,531 25,688 

【実績数の増減理由】 

・利用団体数、利用者数共に、ほぼ横ばいの状況である。 

 

 

７，生活支援コーディネーター  

（１）生活支援コーディネーター事業 （市受託金） 

【事業評価と課題】 

■小学校区エリアの協議体づくりを進めるため、見守り・ささえあい活動の

啓発活動や人材養成講座などを実施した。今年度は、12 のまちづくり

協議会において「支えあいの地域づくり」をテーマとした話し合

いを始めることができた。 

■生活支援活動グループ連絡会にて、今後の地域福祉活動の担い手

不足について協議し、勤労世代の方々との意見交換会を行った。 

現状の課題として、勤労世代

の率直な気持ちなどを把握す

ることができ、今後、地域福

祉活動へ参加、協力いただく

ためのプログラムづくりや情

報発信についてのヒントを得

ることができ、世代間の交流

事例として、ばうむＶＯＬ.2

を発行。 

 

■有償生活支援活動グループ連絡会では、福祉専門職から制度で対応できないケースの依頼等

が増え、サービス調整がうまくいかないなどの課題を把握することができ、福祉専門職と有

償生活支援グループとのネットワークを新たに発足する必要性が出てきた。 

■専門職向け研修では、障害者支援事業所の参加が多くあり、地域と連携を希望している事実

を把握することができ、校区ネットワーク会議や地域行事への参加などの調整をすることが

できた。 

 

 

ばうむ VOL.２ 

高丸ハイサークル 
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【平成３０年度事業の展開】 

■概ね小学校区単位の住民主体の話し合いの場（協議体）で見守り・支えあいをテーマとした

機会が増えているので、前年度の話し合いの場を協議体として位置づける。 

■住民、専門職や事業所等による見守り・支えあい活動や話し合いの場の事例を報告し、市民

啓発する。 

■地域で活動する生活支援活動ボランティアグループや NPOやシルバー人材センターなどの有

償生活支援活動グループと福祉専門職、行政などによる制度外対応をスムーズに調整するた

めのネットワークをつくり、地域のサポート体制を強化する。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

協議体づくり 実施箇所 8 4 3 ― ― 

【実績数の増減理由】 

協議体の機能を有する地域へアプローチする時期が遅かったため、実施回数など当会で設定

している基準を満たせなかったため。 

 

 

（２）制度狭間や日常の生活課題の解決に向けた連携・協働 （市受託金・市補助金） 

【事業評価と課題】 

■話し合いの場を経て、知り合った住民とたからづか地域見守り隊（金融機関、店舗）が連携

して、お困りの方をサポートする見守り活動や生活支援を行うことが出来た。 

■制度狭間の対応として、行政や公共機関（せいかつ応援センター、地域包括支援センター）

などが制度を横断的に調整できる話し合いの場を十分に設けることができなかった。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■制度狭間ケースから、地域の見守りや支えあい活動に繋げる中で、民間事業所と共に体制づ

くりを考えていく。 

■総合相談支援体制づくりと並行して、地域住民による見守りネットワーク、生活支援活動の

ネットワーク、協議体等による専門職とのネットワークづくりを進めていく。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29度

達成基準 

平成 29

年度実績 

平成 28

年度実績 

平成 27

年度実績 

平成 26

年度実績 

生活支援コーディネーター 対応件数 － 81 108 163 425 

【実績数の増減理由】 
・全てのケースにおいて、既に相談機関が関わっており、それらの相談機関をサポートするため、直接
入る相談件数は減少している。 
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（３）たからづか地域見守り隊（安全で安心な楽しいまちづくり）（市補助金・市受託金） 

【事業評価と課題】 

■見守り事業所数は順調に増加し、民間事業所による見守り活動への意識が広まっている。 

 ・見守り事業所との交流会をきっかけに、住民と民間事業所による見守り体制づくりが増えている。 

（すみれ、売布小校区） 

 ・見守り事業所を対象とした調査を行った結果、通常業務を通じて、気になる方への対応を行ってい

る実態があり、地域住民や関係機関との協力体制を組みたいというニーズを把握することができた。 

 ・郵便局、銀行、コープなどからの通報や相談が多く、認知症の方による通帳の紛失や再発行、出入

金などのトラブル事例が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■地域見守り隊（事業所）の協力件数を 260件となるように新規開拓する。 

  また、見守り啓発講演会にて、民間事業所が専門職や住民と協力し、見守り活動を進めている事例

を紹介し、住民と民間事業所が連携する話し合いの場を（5 ヶ所）増やす。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29度

達成基準 

平成 29

年度実績 

平成 28

年度実績 

平成 27

年度実績 

平成 26

年度実績 

たからづか地域見守り隊（安全

で安心な楽しいまちづくり事業） 

協力事業者数 250 251 230 206 192 

通報件数 ― 19 8 20 8 

事業者見守り交流会 実施回数(実数) 5 7 4 2 2 

【実績数の増減理由】 

・たからづか地域見守り隊は、ミニコープ市内全店舗と喫茶店などの個人事業主に協力依頼したこと

で、増加した。 

・事業所見守り交流会の事例を他地区へ紹介し、新たに見守り交流会が 2箇所増えた。 

 

（４）地域の福祉活動を支える人材の発掘と育成 （市補助金・市受託金） 

【事業評価と課題】 

■勤労世代向けにアンケート調査した結果、子育て支援グループや PTA活動が地域活動に関わるき

っかけであることや、地域活動の情報を必要としていることを把握することができた。 

■専門職向け研修では、障害者支援事業所の参加が多くあり、地域とつながりたいというニーズがある

ことがわかった。また、児童分野の参加がなく、今後、研修企画前のニーズ把握を行う必要がある。 

【平成３０年度事業の展開】 

■今後、小学校区ごとに住民コーディネーターを配置するため、コーディネーターのスキルアップ研修

を継続する。 

■勤労世代向けに「仲間・居場所づくり」をテーマとした講座を企画・実施する。 

■専門職研修は児童分野など受講者が参加しやすく日時の設定を行い地域福祉の研修を開催する。 

地域見守り隊ステッカー 

宅配時の見守り 
(ヤクルト) 



21 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29 年度 

達成基準 

平成 29 年

度実績 

平成 28 年度 

実績 

平成 27 年度

実績 

平成 26 年

度実績 

地域担い手養成講座 
実施回数 10 5 10 ― ― 

参加者数 30 18 39 ― ― 

小学校区コーディネータ
ーの養成講座 
（住民コーディネーター） 

実施回数 5 2 ― ― ― 

参加者数 20 21 ― ― ― 

専門職向け研修の実施 開催回数 5 4 ― ― ― 

【実績数の増減理由】 

・今期、若い世代向けの養成講座の企画していたが、実施前に調査をした結果、受講する希望者が少な

かったため、下半期の養成講座を実施せずに、若い世代との情報交流会へ変更した。 

 

 

８，高齢者自立支援ひろば事業 （県受託金） 

【事業評価と課題】 

■事業終了を見据えて、安否確認が必要な世帯については地域包括支援センターなどへつなぎ、サ

ロン等への支援については引き続き、社協地区担当が引き受けることとした。 

■長年、支援し続けてきた地域で 2所のサロンが立ち上がった。 

■あくら和輪わハウスの運営については、住民による運営委員会形式へ移行することができた。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■平成 29年度で事業は終了するが、今後は、自治会や民生委員と定期的な話し合いの場を設け、

住宅管理会社、LSA、地域包括支援センターや社協地区担当が連携し相談対応を行う。 

 
 
Ⅳ ボランティア活動センター 
１，ボランティア活動センター （市補助金） 

（１）ボランティア活動・地域活動の活性化 

【事業評価と課題】 

■ボランティアグループや市民活動団体の活動がより社会課題の解決につながるように、ボラ

ンティア活動助成の仕組みを、基本助成はグループ活動実績に応じた配分へ、また活動活性

費助成は社協 6 次計画に即してメリハリをつけた配分を行うという新しい仕組みとして実施

することになった。 

 

■災害ボランティアセンター運営訓練や防災キャン

プなどコミュニティ団体、商工会、青年会議所、

コープこうべ行政、各種ボランティアグループ等

との連携実施が新しい協働となり、今後の事業継

続への目標の共有とともに各団体間の繋がりが強

まった。 

                     

 

 

「防災キャンプ」防災釜で 

カレ－ライスづくり 
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【平成３０年度事業の展開】 

 ■ボランティアグループや市民活動団体の活動が、介護・就労問題、当事者の居場所づくりなど

の社会課題の解決につながるように、学習や話合いの場を持つ。また、新たな活動者を増やす

為、その入り口の一つとなるボランティア活動センターのホームページをリニューアルする。 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

ボランティア 

助成事業 

助成グループ数 110 152 154 147 139 

配分委員会開催回数 5 5 4 4 5 

センター 

管理運営事業 

登録グループ数 155 154 154 159 171 

運営委員会開催回数 6 5 6 6 5 

人材育成・相
談・コーディネ
ート事業 

相談及びコーディネート件数 330 314 335 332 345 

新規活動希望実人数 70 71 102 94 107 

【実績数の増減理由】 

 相談及びコーディネート件数の実績が H28→H29 で減少しているのは、グループ代表の

連絡先を伝える等当事者同士が直接つながるケースについては、相談・コーディネート件

数としてカウントしていないため。 

 

 

（２）福祉教育推進事業 

【事業評価と課題】 

■学校における福祉教育の推進では、市内の小中学校 35校中 27校で当事者との交流プログラムが実施

され、宝塚在住の方はもちろん、国立障害者リハビリテーションセンター（神戸）の職員（当事

者）など新たな協力を得ることができた。 

 

■子ども達（児童・生徒）の反応は「障害者

=助けてあげなければならない人」という

考え方から、障害をありのままに捉えられ

るように変化してきているが、保護者や教

員の理解も必要であり子どもからの相談に

十分に対応できない状況がある。 

 

 

 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■教員向けの福祉教育研修を教育委員会と共に実施する。また、これまで以上に広く当事者が参画できる

新たな啓発プログラムを当事者と共に開発し、学校だけでなく地域での福祉学習をすすめていく。 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

福祉教育推進 指定校数 35 31 30 33 33 

「盲導犬」のお話し 

ののお話し 
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 Ⅴ 権利擁護支援 
１，制度にとらわれない総合相談支援体制づくり （市受託金） 

【事業評価と課題】 

■市内の地域包括支援センターへのヒアリングを行った結果、高齢分野の相談支援機関が障害分野と

の連携を求めているニーズを把握できた。 

■生活支援調整会議にて、高齢・障害各々の制度理解を深めるために研修を実施し、各自で抱えて

いた悩みを組織全体で解決することの意義について意識啓発することができた。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

 ■障害分野の相談支援機関へのヒアリングを実施し、高齢と障害分野の相談支援機関との情報共有す

る機会を設け、連携を進める上での課題点を整備する。 

 ■地域生活支援会議は社協から他法人への働きかけとして、総合相談支援体制を作るためのプロジェ

クトチームとし、地域包括支援センターや障害相談支援事業所、行政の協力を得て、体制づくりに向

けた計画を作る。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

地域生活支援会議 実施回数 4 6 - - - 

【実績数の増減理由】 

組織全体の課題であったため、地域包括支援センターなどのヒアリング内容を検討したこと

で、実施回数を増やした。 

 

２，あんしんサポートセンター事業 （市受託金） 

【事業評価と課題】 

■判断能力の低下している方に対して、福祉サービス

利用支援や日常生活の金銭管理など支援を行った。

支援を行なう事で在宅生活の継続につながってい

る。また、判断能力の低下が進んだ場合は、成年

後見制度へ移行の支援を合わせて行った。 

 

 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■判断能力が低下しても金銭管理や福祉サービス 

の利用が適切に利用できるよう支援する。また、生活困窮者の家計相談や成年後見制度の利用に

ついては、せいかつ応援センターや権利擁護支援センターと連携しておこなう。 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

あんしん 

サポートセンター 

福祉サービス利用援助事業       
契約件数 

82 80 78 76 82 

心配ごと相談事業相談件数 120 17１ 99 60 61 

銀行などへの同行

支援 
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【実績数の増減理由】 

・福祉サービス利用援助事業は、新規契約者が１７人あったが、成年後見制度利用や本人管理

による解約のため目標契約件数には達しなかった。 

・心配ごと相談については、ご近所トラブルや家族問題など、相談対応から相談件数は増加。 

 

３，高齢者・障がい者権利擁護支援センター事業 （市受託金） 

【事業評価と課題】 

■高齢者虐待・障害者虐待共に通報件数増加に伴い、専門職に対し指導する回数が増加した。 

■権利擁護支援者養成講座（3期生養成）を実施、15人が修了した。1期生・2期生各 1名が

担っていた窓口同行サポーターは、後見制度等の支援につながり終了し、新たな方への支援

策として継続する。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■市民後見人の登録を進め、引き続き市民後見人を輩出し、後見監督業務を担う。 

■権利擁護支援者養成講座を行い４期生の養成と３期生の実習を支援する。 

■高齢者虐待・障害者虐待の増加に対応するためセンター職員全体でのスキルアップを行う必

要がある。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

高齢者・障がい者

権利擁護支援セン

ター 

権利擁護・困難ケース対応 

(成年後見相談含む) 実人数 
250 251 271 240 252 

高齢者虐待対応件数 90 109 78 88 84 

障害者虐待対応件数 15 25 23 10 9 

差別に関する相談件数 10 4 8 － － 

【実績数の増減理由】 

・平成 28年 4月に施行した差別解消法の相談について、専門職への周知や市民向けの講座な

どを実施したが、相談件数は減少した。 

・地域包括支援センターや障害相談支援事業所に対して、虐待に対して気づきの指導や通報の

大切さについて研修を行い、高齢者虐待・障害者虐待共に通報件数増加した。 

 

４，せいかつ応援センター事業 （市受託金） 

【事業評価と課題】 

■市役所内に設置している生活困窮者支援の相談窓口（せいかつ応援センター）で生活困窮者の相

談に対して、訪問や面談、同行支援などを通じて、抱えている課題の分析と支援計画を作成し、

自立に向けた支援を行った。3 年目を迎え、世帯全体で複数の課題を抱えていたり、刑余者や 

ＬＧＢＴ、虐待、ＤＶなど、ケースが更に複雑化・

多問題化しており、福祉分野以外との連携が重要に

なっている。 

■自立支援につながる体験的・中間就労の実施に向け

て、社協内就労支援プロジェクトをスタートさせ、

就労体験のモデル事業を実施した。 

 就労体験の事務作業 



25 

■ひきこもり相談・支援に関わる関係機関や親の会と「ひき

こもり支援ネットワーク」を平成 28年度に引き続き実

施。0～18歳までのライフステージの支援検討を終え義務

教育～64歳までの検討に入った。 

■生活福祉資金については、生活困窮者自立支援事業との一

体的な運営を行う中で、世帯支援の中で効果的な貸付、償還

指導、他制度への繋ぎを行った。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■不登校・ひきこもり支援については、「ひきこもり支援ネットワーク」で話し合っている方向性に

基づき、関係機関と共に具体的な取り組みを展開していく。 

■自立支援につながる体験的・中間就労の実施に向けて、社協内の仕組みをつくるとともに、民間団

体・事業所との協働検討の場づくりに向けた準備を行う。 

■生活福祉資金については、生活困窮者自立支援事業との一体的な運営を行い、民生・児童委員と共

に借受人への支援を継続して行う。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

せいかつ応援 

センター 

自立相談支援事業 相談件数 480 428 469 485 － 

支援プラン件数 100 88 97 91 － 

生活福祉資金貸付件数 500 551 546 514 461 

【実績数の増減理由】 

・全国的な傾向として、都市部の相談件数は減少傾向にあり、当市においても同様の傾向が

見られる。なお、市広報への掲載を H28,H29 年度とも同じ月に掲載したが、相談件数に大

きな関連性は見られなかった。 

 

 

Ⅵ 障害福祉サービス 
１，障害者自立生活支援センター （市受託金） 
【事業評価と課題】  

 ■重度身体障害者対象のＩＬＰ（自立生活プログラム）について、基礎編修了者を中心に、相

談員がご本人とともに家探し、生活保護やヘルパー等の必要な福祉サービスの利用手続き支

援し、緊急時の対応等の自立生活に必要な事を進め、１人暮らしを実現することができた。 

 ■ピアサポートの活性化をはかるために、伊丹市のピアサポーターとの交流会を施し情報交換

を行ったことから、新たに高次脳機能障害者のピアサポーターにも登録があった。 

 ■社協内の就労支援プロジェクトでの事務体験や地域活動支援センター「トライル」で実施し

ているボランティア体験により、相談者への就労への関心、意欲の向上に繋がった。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

 ■地域住民と当事者の相互理解と当事者の社会参加・参画を進めるため、地域の協議の場などへ障

害当事者が参加できるよう調整する。 

■障害のピアサポーターと協働して、障害者の相談できる場や仲間づくりをおこなう。また、施設・

病院へ訪問し、住まいの確保や就労につなげるなど支援をおこなう。 

ひきこもり支援ネットワーク 
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（達成基準）  

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26 年度

実績 

障害者自立生活 

支援センター 

相談実人数 500 473 481 475 480 

計画作成延件数 560 673 555 512 295 

地域生活移行支援 
退院・退所等在宅移行者数 

5 5    3 5 5 

ピアサポート事業実施回数 25 19 21 18 17 

自立支援プログラム 
実施回数 

8 0 5   

啓発活動実施回数 6 3 4 8 6 

地域活動支援セ

ンター「トライル」 

一日平均利用者数 12 8.2 11.4 8 6.8 

当事者向け講座実施回数 32 30 34 32 11 

【実績数の増減理由】 

・平成 28 年度の自立生活プログラム修了者に対して、集団によるプログラムではなく、個別

に自立支援を実施したため減少。 

・障害福祉サービス等の利用計画数は、市障害福祉サービスガイドラインによるサービス調整

やサービス担当者会議により計画見直しを行った結果、計画作成延件数が増加した。 

 

２，身体障害者支援センター事業 （指定管理料） 

【事業評価と課題】 

■安倉西身体障害者支援センターでの虐待事案に対

し、改善計画に基づき職員研修や会議等を行い、

情報共有やケアの見直しを行った。また、開かれ

たセンターづくりとしては、障害者情報クラブ IL

センター利用者に定期的に訪問してもらい当事者

目線の意見を頂いた。 

  ■利用者・家族、父母の会、行政、事業所、社協に

よる「重症心身障害者の地域生活を考える会」を年５

回実施し、地域生活における住まい形について入

所、グループホーム、居宅等を比較し整理表を作成

した。 

■障害者虐待防止法を理解する市民向け講座として「障害者虐待防止法を分かりやすく理解す

るために～障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざして～」を実施、14名の参加

があった。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■虐待の改善対策を進め、職員の虐待防止研修や定期的なミーティング、育成プログラム等を

継続して実施する。また、地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して、障害者虐待防止

をテーマにした市民向けセミナーを開催する。 

■日中一時支援事業の体制を整え、医療的ケアが必要な利用者の受入れを継続しておこなう。 

■理学療法士を雇用し、嘱託医との連携のもとセンター全体で利用者の日常生活動作を中心と

した機能訓練を進めていく。 

身体障害者支援センター活動の風景 

    「調理体験」 
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（達成基準）   

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

身体障害者支援 

センター運営事業 

安倉西身体障害者支援 

センター延べ利用者数 

4,250 

 

3,680 

(21) 

3,976 

（23） 

4,307 

(26) 

4.180 

(26) 

安倉南身体障害者支援 

センター延べ利用者数 

7,417 

 

7,139 

(40) 

6,986 

（42） 

6,759 

(40) 

6,449 

(38) 

重度身体障害者の 

地域生活を考える会 
6 5 3 0 0 

地域との連携（サロン

への参加、物産展等） 
14 14 6 14 14 

日中一時支援事業 

年間延利用時間 

2,172 

 

1,096 

(23) 

2,384 

（28） 

3,096 

(28) 

3,348 

(28) 

【実績数の増減理由】 

・安倉西は新規２名サービス利用開始、４名サービス利用廃止。安倉南は２名サービス利用廃

止。利用廃止の理由は、施設入所、転居、死去等。そのため安倉西は延べ利用者数が減少。 

・安倉南は、平成 28 年度インフルエンザによる１週間閉所があったが、平成 29 年度は閉所がな

かったため延べ利用者数が増加した。 

・日中一時支援事業は、児童デイサービスなどの他のサービスと併用されている方が増えている

ため利用数及び利用時間が減少した。 

 

 

 

Ⅶ 地域包括支援センター 
１，小林地域包括支援センター事業 （市受託金） 

【事業評価と課題】 

■相談件数・予防ケアマジメントは増えており、虐待の対応の件数・頻度も増えている。 

■徘徊高齢者見守り登録、地域住民や地域の見守り事業所、ケアマネからの相談をもとに地域ケア会

議を開催し、個別の見守り体制の構築や、本人・家族と地域住民、専門職がつながった。 

■権利擁護の出前講座が減少しており、虐待

予防や権利擁護など事業所や市民への啓発

を進めて行く必要がある。 

 

 

 

 

 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■虐待予防の必要性が高まってきており、事業所向けのマニュアルの周知・虐待対応能力の向

上が必須になっており、研修や気になるケースを追っていくなどリスト化し、定期的に確認

を行っていく。 

■地域住民と専門職が連携した徘徊高齢者見守り登録などをもとに地域ケア会議を開催し、個

別の見守りシステムを構築していく。 

■介護予防では、サロンやいきいき百歳体操の地域活動を通じて地域づくりを支援していく。 

 

民生児童委員と事業所との

地域交流会 
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（達成基準）  

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年度

実績 

総合相談業務 相談延件数 8500 10,423 9,492 8,005 7,420 

権利擁護事業 

相談件数（延べ） 350 342 326 288 230 

内）高齢者虐待相談延べ件数 180 252 156 150 194 

成年後見申立支援件数 5  4 3 2 6 

出前講座等回数 10 4 9 8 30 

介護予防啓発事業 地域版出前講座等回数 60 63 56 141 127 

包括的・継続的ケ

アマネジメント業務 

ミニ勉強会・研修会等回数 30 55 29 26 61 

地域の会議等参加回数 80 103 67 19 20 

認知症 

地域生活支援 

認知症サポーター人数 200 167 206 181 61 

サポーター養成講座等回数 11 7 11 22 10 

【実績数の増減理由】 

総合相談件数・予防ケアマネジメントの件数が、高齢者増加と共に増大している。虐待相談・対応

が 8050問題・家族関係の複雑化で増えており、市・権利擁護センターと連携をとりながら対応して

いる。認知症サポーター養成講座・権利擁護出前講座が減少しており、口腔ケア・こころの健康・季

節の過ごし方などの話が増えている。 

 

 

 

Ⅷ 介護福祉サービス（介護保険財源） 
１，介護保険事業と介護保険事業財源を活用した活動 

（１）介護事業 

■居宅介護支援事業 

【事業評価と課題】 

・新たに鹿塩の家やふれあいあさひを拠点にした総合相談窓口を開設し、地域の方の見守り

を地域の方や拠点の職員と共に行いながら、必要な支援に繋げ地域の中での生活が継続で

きるように対応した。 

・ケアマネジャー一人当たりの受持ち件数を維持することで実績を安定させた。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

・鹿塩の家とふれあいあさひ等を拠点とした総合相談窓口を継続し、地域の方の在宅生活を

支援する。要介護者が中重度になっても住み慣れた地域で生活が継続できるよう地域の

方々や多職種と共に連携した対応を行う。 

・民家型デイサービス、通常型デイサービスの運営委員会を通じて、地域の方々の見守りを

行い地域課題の解決に向けて共に協議を行う。 
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■通所介護事業 

①通常型デイサービス 

 【事業評価と課題】 

・安倉デイは、他事業所では対応が困難なケース

を積極的に受け入れたことで、施設改修による利

用者数の大幅な落ち込みから回復できた。 

  

 

 

 

・仁川デイは、コンスタントに新規利用者は入り、実績も高水準で推移しているが、介護人材確保に

苦戦している。また、設備の老朽化も進み、業務に支障をきたしている。 

・光明デイは、中重度対応などの強みを打ち出せていないことや施設の老朽化により、利用実績が

減少している。 

  ・安倉デイ・光明デイともに運営委員会を実施し、地域住民との情報や課題の共有、住民の意見を

事業運営や施設改修に取り入れている。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

・施設や設備の老朽化が進む光明、仁川デイは改修を計画的に実行に移していくとともに、運営委

員会を中心とした地域住民の意見を改修に取り入れて、地域ケア拠点として整備をおこなう。 

・利用者、地域のニーズを敏感に感じ取り、中・重度者の在宅生活を支えるための個別で柔軟な取

り組みを各施設の特徴や強みとしていき、ケアマネジャーに知らせていく。また、基本の利用時間

を７時間以上として利用単価の向上を目指す一方で、短時間利用者へも柔軟に対応していく。 

・光明、安倉デイは利用者の在宅生活の継続のために、個々の生活状況に根差した身体機能の維

持のための機能訓練を理学療法士と連携して実施していく。 

・介護人材不足を乗り越えるために,労働時間や業務上の役割など家庭や自分に合った選択ができ

るようにすることで多様な人材を確保する。 

・人材確保のために、地域住民向けの情報発信の機会を確保する。 

 

②民家型デイサービス 

 【事業評価と課題】 

・寄り添うケア、細やかな対応の実践について地域住民

等から評価されている鹿塩の家、野上の家は継続的に

新規の中・重介護度の利用者があり、収入はほぼ安定

した。 

 ・ふれあいあさひの利用実績は伸びなかった。早朝や

夜間帯の対応、朝食、夕食の対応等の時代のニーズ

や地域で求められている事を読み取り、デイの強みや

特徴を作り、実践していく必要がある。 

    ・鹿塩の家、ふれあいあさひはケアマネジャーの常駐・定期

訪問により総合相談機能を新たに設け、地域住民との情報交換によるニーズの把握、それを意識

したデイの事業運営、地域住民からの気になる方の相談への早期対応、早期解決を目指す。 

 

 

安倉デイサービスセンター 
施設改修後の様子 

 

「野上の家」 地域密着の防災訓練 
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【平成３０年度事業の展開】 

・運営委員会を中心とした地域住民と共に利用者の日常的な安否確認や生活支援をおこない、在

宅生活を支えていく。また、そのような特徴ある取り組みを、まだ取引のない居宅事業所へ説明、

ＰＲすることで新規利用者獲得につなげる。 

・ケアマネジャーの駐在を活かし、運営委員や地域住民からの困りごとの相談に丁寧に対応する。

気になる方への支援や見守りなど校区チーム、地域住民と連携しておこなう。 

 

■訪問介護事業 

【事業評価と課題】 

・人材確保が思うように進まず利用実績が改善せず、特に夜間帯(土・日含む)のニーズに答えること

が出来なかった。 

・ケア内容では、認知症状の進行により生活リズムが崩れた方や独居高齢者(100歳)の ADL低下

に合わせた随時訪問等、在宅継続にこだわり柔軟なサービス提供を行った。 

・総合事業が開始され、数名の宝塚市認定生活支援ヘルパーとして就労希望されるが、利用ニー

ズがなく実績には繋がらなかった。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

  ・夜間帯の対応が出来るよう人員や医療ケア体制を充実させ、定期巡回・随時型対応訪問介護看

護サービス導入に向けて、視察や研修会を重ね訪問看護と連携しながら体制整備を進めていく。 

・高齢者や若い世代の人たちが地域で活躍できる場とするために積極的に総合事業を進めていく。 

 

■訪問看護事業 

【事業評価と課題】 

・新規利用者はあるが、病状悪化での訪問開始や生活環境が整っていない状況の認知症の独居の

方など、長く在宅での生活が継続できずに入院・入所するケースが多かった為、安定した利用の確

保が難しかった。ターミナルや特定疾患の利用者の依頼が少なく、医療保険のケースが少ない事と

介護保険も 30分訪問が半数近くを占めるため、1件あたりの単価も低く、収益減となった。 

・ICT（電子カルテ）化に伴いタブレット端末を導入することで、宝塚市地域医療連携のツールである

宝塚あんしんネットに参加し、医師会や他事業所との情報共有をおこなった。医師会との合同研修

や他事業所が集まる研修会に積極的に参加し、医師や他事業所との顔の見える関係を作り、顧客

確保に努めた。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

・在宅医、地域医療連携室、居宅事業所への広報活動を継続し、ターミナルケアに積極的に取り組

む。理学療法士の導入により、難病や障害の利用者を確保することで、医療保険の比率を上げる。 

・定期巡回・随時対応型訪問介護・看護の事業所を視察、訪問介護と連携しながら導入に向けて具

体的な対応・計画をたてていく。 
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（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度

実績 

平成 26年

度実績 

居宅介護支援 
（ケアマネジャー） 

延ケアプラン作成件数 6,188 6,170 6,198 6,217 6,120 

要介護認定調査 延調査件数 2,670 3,082 2,919 2,792 2,864 

通所介護 
（デイサービス） 

安倉 延利用者人数 8,833 8,654 8,098 8,284 8,086 

光明 延利用者人数 7,665 7,067 7,969 8,882 8,925 

仁川 延利用者人数 9,855 9,340 9,623 10,303 10,413 

民家型小規模 
（デイサービス） 

鹿塩の家延利用者人数 2,555 2,545 2,124 2,376 2,770 

野上の家延利用者人数 3,322 3,050 3.352 3,263 2,907 

あさひ延利用者人数 3,102 2,285 2,988 2,574 2,320 

訪問介護 
（ホームヘルパー） 

延訪問回数 50,579 45,798 46,148 52,513 50,849 

延訪問時間数 45,521 39,207 41,587 47,157 56,178 

訪問看護 延訪問回数 4,200 3,728 4,199 4,491 3,729 

 

（事業収支） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 収益（千円） 費用（千円） 増減差（千円）
ケアセンター安倉 25,567 25,194 373
ケアセンター光明 48,328 39,935 8,393
ケアセンター仁川 26,534 23,479 3,055
安倉デイサービス 79,497 77,771 1,726
光明デイサービス 69,654 66,677 2,977
仁川デイサービス 87,731 77,312 10,419
鹿塩の家 28,652 28,081 571
野上の家 28,366 26,301 2,065
ふれあいあさひ 22,094 30,891 △ 8,797
訪問介護サービス 174,731 148,144 26,587
訪問看護サービス 31,283 31,956 △ 673
訪問認定調査 14,349 15,331 △ 982
地域公益活動 164 1,214 △ 1,049
介護サービス管理経費 40 9,003 △ 8,963

介護サービス合計 636,992 601,291 35,701

本部運営事業 37,461 71,974 △ 34,513
福祉施設運営事業 170,926 169,892 1,034
地域福祉推進事業 165,632 172,648 △ 7,016
ボランティア活動センター 24,087 24,101 △ 14
権利擁護支援事業 70,384 71,896 △ 1,513
障害福祉サービス事業 266,528 263,670 2,858
地域包括支援センター 69,679 64,911 4,769

（内部取引控除） △ 5,032 △ 5,032 0

総合計 1,436,656 1,435,350 1,306  
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２，介護保険制度の財源を活用した制度狭間に対する生活支援 （エリアチーム制による取組み） 

【事業評価と課題】 

■地域住民の日常の見守りと早期発見で疾病の進行と生活複合問題(金銭管理困難で生活困窮とな

る)が発覚し住民、地域医療、包括、校区チームが連携を取りながら制度へと繋がった。エリア体制に

より住民からの声(気になる人)を迅速に受けとめ、地域住民と協働して社会的孤立や引きこもりへの

重症化を防いだ。(1地区事例) 

■身体状況の衰えとともに生活環境が悪化したケースの相談を地域住民から受け、校区チーム

であるケアマネ、ヘルパー、デイが連携し、介護保険制度につながり、生活環境の改善、保

清など生活を支えると同時に地域住民による日常的な見守りがあり、お互いに連携し合って

いる（4地区事例） 

このように地域住民からの気になる人の発見、相談から校区チームが迅速に対応し、必要な

支援を行った。 

■４地区では高齢者自立支援ひろば事業終了により、継続して支援が必要なエリアや団体、課

題の整理、情報共有、校区チームとしてできる支援の検討を行った。 

 

【平成３０年度事業の展開】 

■事例報告会などにより、校区チームとエリア内の他法人との連携を進め、地域住民、社協、

他法人が連携して制度の狭間の方への対応を具体的に検討する。 

■高齢分野だけでなく、障害、児童分野の他法人とも地域課題の情報共有を進め、他法人連携

のきっかけを作っていく。 

■２，３，５，６，７地区においては、地区担当を中心に地域包括支援センター、社会福祉法

人、事業者に呼びかけて他職種連携チームづくりを進める。 

 

（達成基準） 

事業名 実績指数 
平成 29年度

達成基準 

平成 29年度

実績 

平成 28年度

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 26 年度

実績 

くらしサポーター派遣 延件数（実人数） 6 4 6 3 2 

ヘルパーの制度外対応 
（独自サービス含む） 

延件数（実人数） 275(3) 273(1) 271(2) 216(1) － 

ケアマネジャー制度外相談対応 延件数(実人数) 300 281(198) 291(236) 237(160) 238(134) 

校区チームでの対応 実人数 40 ４４ 20 29 － 

民家型デイ制度外対応 延件数(実人数) - 350(17) 158(22) 845(33) 778(12) 

【実績数の増減理由】 

民家型デイ「制度外対応」の減少は、平成 28 年「安倉の家」事業終了によるもの。 

 

 


