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平成 29 年度合志市社会福祉協議会事業計画（案） 

共通理念「やさしくて穏やかな福祉社会の創造」 

 

理念解説 

 「やさしくて穏やかな福祉社会の創造」は合併後に合志市社会福祉協議会の組織理念とし

て掲げました。 

 優しくて穏やかとは＝「市民の誰にとっても安全で安心して暮らせる地域づくり」を合志市社

会福祉協議会事業遂行の最大にして最終目標とする意思表示です。また、福祉社会の創造

とは=「ノーマライゼーションの理念を基軸とし、専門家である職員(科学的根拠を修得し、福祉

従事者としての質実良兼(造語)の者）による支援と他の社会資源や市民相互の温かみのある

支援活動の総和が総合的に提供できる地域社会の実現」を意味します。 

  

１、 基本方針 

 少子高齢化の進行などにより、経済的困窮や社会的孤立等の社会問題が深刻化

する中、介護保険制度改正や生活困窮者自立支援法の施行などが行われ合志市

社会福祉協議会（「以下本会」）も一昨年よりこれらの事業を受託し、社会情

勢に応じた改革に向けて準備を行ってきました。 

特に介護保険制度改正にともない、合志市では地域包括ケアシステムの構築

に向け、住み慣れた地域で自立した生活が送れるように、「医療・介護・介護

予防・住まい・日常生活の支援」が包括的に確保される仕組みづくりが進めら

れており、本会もその一翼を担うべく準備を進めてきましたが、熊本地震によ

る影響も大きく、地震に伴う復興支援や、震災を要因とする閉じこもりや地域

の絆づくり等被災者関連支援及び地震から得た経験を生かした福祉避難所設置

運営や災害ボランティアセンター設置等の災害時支援の在り方検討等、今後も

行政支援の動向を見守り並走していくことが求められます。 

また、社会福祉法人制度の改革でも、法人の経営組織のガバナンス強化や財

務規律の強化などを中・長期的な視点に立ち進めるための定款変更及び福祉充

実財産の整理・抽出・活用計画策定など組織・財務環境の整理を進めています。 

本会は、地震による経験とこれらの福祉動向をしっかり把握・見極め、的確

に対応するための総合的・横断的な体制づくり(合併来進めてきた包括的横断支

援)を更に進めるとともに、地域福祉のさらなる推進に取り組むことが期待され

ています。 

これらを踏まえ本会では、地域で安心して暮らせるための切れ目ない支援や
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支え合いの仕組みづくりを進め、『やさしくて穏やかな福祉社会の創造』の実

現を図るため次の事業を強化推進します。 

２、重点目標 

（１） 住民参加型福祉サービスの推進と、これによる地域内の人間関係の再構築（地域の

絆づくり）を目指し本会理念「やさしくて穏やかな福祉社会の創造」の実現に努めま

す。 

（２） 地域包括ケアの推進に向け、①生活支援コーディネーターの配置、②協議体への参

加協力、③住民参加型福祉サービスの創造と実施、④合志市の地域性を考慮した

新たな地域づくり（新たな公）の構築、⑤予防事業の推進、を推進します。 

（３） 社会的包摂（ソーシャルインクルージョン=住民の誰も排除しない共に生きる地域づく

りという意味で社協が元来掲げてきた一人の不幸も見逃さないという事業実施理念）

の実行に向け、生活困窮者支援事業（受託事業）を本会事業と他団体の実施する事

業と協働連携し推進します。 

（４） １０年以上続けて居る既存事業のリニューアルに向けての検討、住民に必要な事業と

しての改革を実施します。 

（５） 法改正により、厳しい経営を迫られている介護保険事業の再編を実施し安定経営を

目指します 

（６） 公益性のある収益事業の強化を図り社会福祉法人としての社会貢献事業を社会福

祉充実計画のもとに安定実施を図ります 

（７） 職員の職場環境の充実のための、福利厚生、キャリアアップ制度の検討、手当等の

見直しを検討します。 

３、 各課の強化事業 

主 幹 課 重点強化の内容 備 考 

総 務 課 １、 社会福祉法改正に伴う「福祉充実

計画」の策定(２９年度～３３年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、社会福祉充実計画について

は、社会福祉法人が保有する財

産のうち、事業継続に必要な「控

除対象財産」を控除してもなお

一定の財産が生じる場合に、「社

会福祉充実財産」を明らかにし

た上で、社会福祉事業等に計画

的に再投資を促すとともに、公

益性の高い法人としての説明責

任の強化を図るために策定する

ものであり、本会としては、29
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主 幹 課 重点強化の内容 備 考 

 

 

 

 

 

2、新たな評議員による組織運営のガバ

ナンス（統制を取るための組織体制）強

化 

年度策定予定の地域福祉活動計

画及び今後策定を必要とされる

社協発展計画（地域福祉活動計

画に網羅してもよい）との整合

性が求められる。 

２、定款による理事・監事・評

議員会の設置と役割の明確化に

よるガバナンス強化。 

地域福祉課 １、地域福祉計画及び地域福祉活動計

画の策定(福祉充実計画との整合性３０

年度～３４年度) 

２、 地域の絆づくり事業の総括(県委託

最終年度) 

 

 

 

３、 介護保険総合事業との連携強化 

 

 

 

 

４、 サロン事業予防戦略強化 

(運動指導の強化（現状調査）・見守

り声掛けの強化・新たな運動特化支

援者育成) 

 

１、地域福祉計画と地域福祉活動

計画は関係性も深く行政とのタイ

アップによる策定が望まれる。 

２、しゅう活サロン(趣味・就業・終

活サロン)の具現化と生活困窮者

支援事業及び介護保険総合事業

等社協事業との連携による人材育

成。 

3、総合事業では地域住民による

支援体制の構築を目指しており既

存の住民参加型福祉サービスの

総合事業へのモデル編入を目指

す(すずかけ・杉並台等)。 

４、現在予防体操のグループ化を

進めているが既存のサロングルー

プを当初の計画に照らし合わせ予

防の視点を強化する。 

子ども支援 

センター 

事業の包括的運営と個々の事業の

スキルアップを意図し改正改革が行

われている事業の運営設備強化 

１、 放課後児童健全育成事業 

 

 

 

 

 

 

○放課後児童健全育成事業では

認定放課後児童支援員研修を随

時受講し、地域子育て力の向上を

目指す。 
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主 幹 課 重点強化の内容 備 考 

２、 病児保育事業マネジメント強化 

 

 

 

３、 ファミリーサポート事業支所機能の

完備 

 

 

４、 児童館事業ガイドラインによる設備

運営 

○病児保育では、専任看護師を

配置し関係職員の感染症スキル

アップと事業マネジメントを強化す

る。 

○ファミリーサポート事業では南ヶ

丘福祉支援センターに支所機能

を完備し利用環境の整備を向上さ

せる。 

○児童館事業ではガイドラインに

沿った運営改善を進める。 

通所支援課 １、 介護予防・生活支援総合事業との

事業連携 

 

２、 人材確保強化 

１、 総合事業への参入を契機と

し、地域包括支援センターと

の連携を強化する。 

２、 就業規則・給与規則及び募

集時要綱の見直しを検討、又

は処遇改善事業の有効活用

を図る。 

※処遇改善対象事業すべてに共

通し検討する。 

訪問支援課 １、介護予防・生活支援総合事業との事

業連携 

２、人材確保強化 

通所支援課に同じ 

居宅支援課 １、 合志南地域エリアにおける顧客の

掘り起こしと従事職員の確保 

 

２、 地域ケアマネジメント事業とインフォ

ーマル事業の統合推進 

 

１、 高齢者人口が今後ますます

増加してくる、合志南地域で

の事業拡大。 

２、 総合事業における「新たなる

公」を率先活用し自立支援の

確立を図る。 

南ヶ丘福祉 

支援センター 

１、 今後の展開を明確にするため中期

事業計画の策定（３年） 

 

１、賃貸施設の契約に基づく新た

な事業展望を具体化するため

の中期計画を策定する。 

障がい相談 

支援課 

１、 総合支援法改正に向けた相談・療

育環境の見直しと強化 

１、児童発達支援事業を需要環境

に応じ業務内容を見直し、職員



5 
 

主 幹 課 重点強化の内容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、拠点環境の整備 

の関わりを密にすることで療育

環境を整備強化する。 

○総合支援法改正（３０年度）を視

野に入れ有資格者配置・職員

のスキルアップ等、適正化を推

進する。 

○また、相談件数の適正化を検討

（１３０件）、マネジメント環境の

適正化を図る。 

２、れんがの家、スペーシアれん

が設備環境を定期的に点検、

安全・安心の環境整備計画を

整備する。 

障がい支援課 １、事業種別変更による療育環境の適

正化 

１、現在、多機能型で運営する施

設環境を、放課後デイサービス、

児童発達支援、生活介護それぞ

れに指定認可を変更することで、

事業の適正化と経営の安定化を

図る。 

生活支援課 １、 福祉後見及び死後事務事業の立

ち上げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、 安心サポート合志との連携強化 

１、 福祉後見事業は、市部では１

４市中 9 市で実施、町村部で

も 11 町が実施するなど地域

福祉を推進する本会には必

要不可欠な事業である。しか

し、単独での立ち上げは利用

者数、職員配置等の理由か

ら懸念材料も多い、今後近隣

市町村に働きかけ広域事業

の機能としての立ち上げを目

指す。 

２、 生活困窮者支援事業との連

携を強化するため事務所機

能の統合化を実施する。 
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主 幹 課 重点強化の内容 備 考 

※ただし市庁舎計画により変

更有 

安心サポート合志 １、 生活支援課との連携強化 

２、 一般相談に併せ、家計相談、学習

支援までの支援事業検討 

１、 生活支援課２に同じ 

２、 現在、一般相談のみを事業

受託しているが将来、家計相

談、学習支援まで合わせて

実施を検討協議する。 

このみ坂保育園 １、 このみ坂保育園中長期計画（Ｈ２８・

２９・３０年）の進捗状況の点検及び

実施（モニタリング） 

 

 

２、 エビデンス（根拠）に基づいた保育

の確立 

１、 現行計画は内容が軽薄短調

で社会福祉充実計画との整

合性が取れておらず本部（本

会総務）との協働による見直

し検討を行う。 

２、 現在、３歳児～５歳児異年齢

保育を取り入れているが、本

年度卒園を迎える。経験では

ない根拠としての異年齢保育

を確立する必要がある。 

※優しさや思いやりを評価するの

は大変難しい作業であるが、言葉

や行動の拾い上げと分析を行うこ

とで保育理念の成果と効果を測定

する。 
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４、合志市社会福祉協議会事業設計図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※本会が目指す理想の地域づくりを共通理念（事業理念）として掲げ、これを達成すべ

く大きな道筋（基本方針）と、基本方針をより具体化した事業方針で示す内容をそれ

ぞれの事業へと反映させていく事で、更に高い理念達成を具現化していく過程を図

案化した。 

 

 

 

 

 

 

  

地

域

福

祉

計

画 

・ 

地

域

福

祉

活

動

計

画 

25 年度～

29 年度 

事業理念 

基本方針

事業方針

実施事業 
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５、地域福祉計画概要 

※表１ ※１、２，３地域福祉計画に示された主な事業概要(行政と協働で進める５年計画

最終年度) 

  

計画の柱 主  要  事  業 

柱その１ 

地域の支え合い活

動の推進 

１、 行政区での福祉座談会を開催し、住民自らの支え合い活動推

進を支援(各地区２回を基本パターンとして実施) 

２、福祉座談会の効果や成果等の広報 

１、役員会への参加など座談会後の継続支援 

２、支え合い活動の項目ごとの事例紹介や活動の手引の作成 

３、社協会費還元等での活動助成の仕組み検討 

１、広報やホームページ、事例集等での市民への周知 

１、地域福祉の拠点整備 

柱その２ 

地域人材・事業所

活躍の仕組みづく

り 

 

 

１、 行政内での地域福祉の重要性の確認 

２、 人材育成の必要性の周知、啓発活動 

３、 福祉の相談や福祉支援制度の周知 

１、 各種ボランティアや支援員の育成講座開講 

２、 ボランティア活動や生活支援活動の機会提供 

３、 ソーシャルネットワーキングサービス(ＳＮＳ)を利用した人材活

用 

１、 事業所、店舗等での認知症や子育て支援等の地域貢献活動

に関する協力・要請 

２、 地域貢献活動の広報と顕彰 

柱その３ 

各種連携・統合 

１、 行政、社協、福祉関係者の地域福祉への理解による統合力の

充実 

２、 医療及び介護の連携など連続した仕組みづくり 

３、 関係機関の連携と行政のコーディネート 

１、 専門ケアと地域支え合いとの連携による切れ目ない支援の仕

組みづくり 

２、 行政及び社協による相談やコーディネート 

１、 防災・防犯等の充実(自主防災の充実) 

２、 住宅や住環境のユニバーサルデザインの推進 

３、 移動手段の確保 
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６、包括統合ケアに向けた将来展望（新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンを具

現化した取り組み案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

安心生活創造事業、地域包括支援センター、生活困窮者自立支援事業、新たな介護

予防・日常生活支援総合事業の展開、認知症地域支援体制等構築事業、自殺者予防

支援、ボランティアセンター（市民活動支援センター事業）福祉後見支援センターを総合

的に展開実施することで、市民にとってのワンストップ支援、住民参加型福祉サービスの

展開、包括的総合相談窓口の設置並びに事業全体の効率的運営を目指します。

市民総合安心サポートセンター 

合志市社会福祉協議会安心生活創造事業所 

合志市社会福祉協議会地域包括支援センター 

合志市社会福祉協議会生活困窮者サポートセンタ

合志市社会福祉協議会認知症サポートセンター 

合志市社協介護予防日常生活サポートセンター 

合志市社協自殺者予防サポートセンター 

合志市社協ボランテイア市民活動支援センタ

合志市社協市民総合相談センター 

社会福祉協議会障がい者支援センター 社会福祉協議会こども支援センター

連携  連携 
一 元

管理 

合志市社会福祉協議会福祉後見センター 
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厚生労働省資料抜粋（参考資料） 
新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンについて 
（１）新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンについて 

昨今、少子高齢化や核家族化の進行、人口減少、地域のつながりの希薄化

など、地域社会を取り巻く環境の変化により、国民の抱える福祉ニーズは多

様化・複雑化している。 

こうした中で、厚生労働省においては、平成 27 年６月に橋本厚生労働大

臣政務官（当時）を主査とする「新たな福祉サービスのシステム等のあり方

検討プロジェクトチーム」を設置し、時代に即した、ニーズに即応できる地

域の福祉サービスの包括的な提供の仕組み等について検討を重ね、同年９月

に「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」を取りまとめたところであ

る。 

当該ビジョンにおいては、大きくは３つ、細分化すれば４つの事項につい

て、方向性を示しており、それぞれの事項について、平成 28 年度予算（案）、

平成 27 年度補正予算（案）において必要な予算措置等を行うこととしてい

る。 

① 新しい地域包括支援体制の構築（包括的な相談支援システムの構築、高

齢、障害、児童等への総合的な支援の提供） 

② 効果的・効率的なサービス提供のための生産性向上 

③ 総合的な人材の育成・確保 

各自治体におかれては、当該ビジョンをご覧いただいた上、地域の実情に応

じた取組を積極的に推進していただきたい。 

（２）新しい地域包括支援体制の構築 

ア 「多機関と協働した包括的相談支援体制構築事業」の創設について、

上記ビジョンを受け、平成 28 年度予算（案）においては、福祉ニーズの多

様化・複雑化を踏まえ、単独の相談支援機関では十分に対応できない、いわ

ゆる「制度の狭間」の課題の解決を図る観点から、複合的な課題を抱える者

等に対する包括的な支援システムを構築するとともに、高齢者などのボラン

ティア等を活用し、地域に必要とされる社会資源を創出する取組をモデル的

に実施するため、「多機関と協働した包括的相談支援体制構築事業」を創設

することとしている。 

本事業は、市区町村等が実施主体となって、地域の中核となる相談支援機

関を選定し①相談者が複数の相談機関に行かなくても、複合的な悩みを総合

的かつ円滑に相談できる体制を整備するとともに②相談者本人が抱える課
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題のみならず、世帯全体が抱える課題を把握し③多機関・多分野の関係者が

話し合う会議を開催するなど、その抱える課題に応じた支援が包括的に提供

されるよう必要な調整を行うほか④地域に不足する社会資源の創出を図る

などの取組を行うものである。 

（３）本事業による支援対象者のイメージ 

本事業は、現状では適切なサービスを受けることができない対象者を捉え、

いわゆる「たらい回し」といった事態が生じないよう、包括的に受け止める

ための相談体制の構築を図るものであり、具体的には、 

①相談支援包括化推進員が単独で全ての相談を受け付けるということでは

なく、世帯全体の複合的・複雑化したニーズを捉え、これらを解きほぐし、

本質的な課題の見立てを行い、様々な相談支援機関等と連携しながら、必要

な支援をコーディネートする 

② 関係機関の適切な役割分担を図りつつ、これらと連動し、地域全体の包

括化を目指す。 

③ ネットワークからの連絡体制の整備などにより、対象者を早期かつ積極

的に把握する「アウトリーチ」の考え方を重視することなどを基本的な考え

方とする。 




