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平成２８年度 事業報告（総括） 
 

当会は、平成 28 年度の事業方針として、二点の大きな柱を掲げていました。その二点から、こ

の 1 年間を総括します。 

 

 

 

 

 

 平成 28 年度は介護保険改正や社会福祉法改正など福祉の転換期にあたり、当会もそれをふまえ、

活動の現状把握に努めました。学区福祉委員会においては、見守り訪問活動について学区福祉委員

会への調査や意見交換会を行い、活動を振り返りながら学区福祉委員会の役割を再学習しました。

当事者団体、サロン、B タイプリハビリやボランティアグループへの支援においては、運営の相談

から団体との悩みを共有しました。 

 当会では、“支え合い、助け合い、励ましあって、つながる福祉”をモットーに全員参加の福祉

活動を目指してきました。これまで、学区福祉委員会、民生児童委員、ボランティアをはじめとす

る団体・組織との調整役としての役割を担ってきましたが、そこで共通している問題としてはメン

バーの減少と高齢化が挙げられています。解決に向けての特効薬は見当たりませんが、“我が事・

丸ごと”の精神を地域に根付かせていくことで、新たな担い手の発掘につなげていくことを目指し

ます。  

一方、当会の活動を支える財源確保については、住民会費をはじめとする会費の減少傾向には歯

止めがかからない状況にあります。この原因の一つには「社協が何をしているのかがわからない」

という声があります。今後は他分野への働きかけを進めながら、「目に見える」存在感のある活動

の打ち出しが必要になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法の改正により、社会福祉法人の地域貢献活動が明確にされました。これを受けて当会

も、地域における社会福祉法人との連携、調整などの役割とともに、当会自らの地域貢献について

の検討が求められるようになりました。平成 28 年度には、アンケートを行い各法人の現状を学ぶ

とともに、法人を対象とした地域共生社会についての学習会を行い、宇治市全体での活動の展開に

向けて、その意識化を図りました。 

 また、宇治市福祉サービス公社との合同勉強会では、双方の「公共性の高い民間組織」としての

役割について意見交換を行いました。今後、この動きを他の法人との連携につなげていくことが求

められます。 

 現在の地域福祉課題は複雑化し、一つの団体・組織だけでは解決が困難な状況になっており、地

域をベースにした住民、関係団体・組織の関わりのなかでの解決が肝要となっています。当会は、

「コーディネーター」役として、様々な側面から課題解決に向けての協働作業を促す役割を果たし

ていくことがますます重要となっています。 

 

当会の機能を活かし、「共に考え、共に解決を目指す」組織を目指します。 

…当会の持つ「コーディネーター役」を発揮し、地域住民や関係機関と連

携して地域福祉課題を発見、発掘し、課題解決を目指します。 

多くの住民で福祉活動を支える仕組みづくりを進めます。 

…誰もが支え、支えられるつながりのある地域福祉の輪を広げます。 
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毎年10月～3月にかけて
実施する、赤い羽根共同
募金の配分金で実施す
る事業に表示。 

毎年12月に実施している
「歳末たすけあい募金」
の配分金で実施している
事業に表示。 

宇治市社協の会費収入
等の独自財源、基金の運
用益を元にして実施す
る事業に表示。 

宇治市や京都府社協から
の委託金や補助金、助成
金により実施する事業に
表示。 
 

参加者や利用者からの
負担金により実施する
事業に表示。 
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第１章 少子高齢化が進む地域への支援 
 小学校区等を基盤にし、地域住民の主体的な参加をもとに、孤立や課題解決に向けて取組みを展

開している団体を支援しました。そして、「支援する側」「支援される側」だけでなく、地域で暮ら

す全員が活動にかかわれるような地域づくりを進めました。 

 
 

1．学区福祉委員会、住民主体活動への支援、協働  
 

（１）学区福祉委員会事業への補助金交付による支援 

 

事業費補助金として、１学区あたり 175,000 円を上限に補助しました。事業内容としては、

多世代交流事業の取組みが多く、中でも子どもボランティア育成事業に長年取り組む地区では、

当時、子どもであった人たちが高校生となり、独居高齢者の友愛訪問に参加する事例もあり、世

代を通じた福祉活動として効果を上げています。 

一人暮らし高齢者等への会食・配食事業に対しては材料費として１食あたり 350 円上限に補助

しました。また、一人暮らし高齢者等を対象に、月１回以上の訪問活動や生活支援に対して誕生

日の記念品や手土産に要する経費として、一人につき年額 1,000 円を上限に補助しました。 

 歳末たすけあい「ふれあい」事業として、プレゼントの配布を含めた各戸への見守り声掛け活

動の事業には、１世帯 1,000 円を上限に 150,000 円、左義長等の世代間交流を目的とした住民

交流活動には、上限 130,000 円を交付しました。また、各活動の経費として上限 25,000 円を

補助しました。 

 

（学区別一人暮らし高齢者等訪問事業及び給配

食事業の実施状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学区名 
訪問実績対象者数（人） 

26 年度 27 年度 28 年度 

御蔵山 14 実施せず 実施せず 

木幡 85 77 67 

宇治 206 206 183 

岡屋 97 99 93 

南部 139 130 141 

菟道 184 183 185 

菟道第二 140 140 139 

神明 176 171 168 

大開 96 99 102 

大久保 31 23 21 

西大久保 128 117 111 

伊勢田 124 127 116 

小倉 238 231 220 

西小倉地区社協  126 114 99 

槇島 162 184 204 

訪問対象者数 1,946 1,901 1,849 

※本事業は、22 学区福祉委員会のうち、17     

の委員会で実施しています。 

学区名 
給配食実績数（食） 

26 年度 27 年度 28 年度 

御蔵山 339 178 165 

木幡 163 146 146 

宇治 1,413 1,337 1,257 

岡屋 276 221 185 

南部 164 178 210 

三室戸 797 719 618 

菟道 164 166 143 

菟道第二 238 224 227 

神明 763 661 476 

大開 423 407 438 

大久保 713 583 548 

西大久保 542 508 428 

平盛 101 105 128 

伊勢田 168 161 134 

小倉 618 620 494 

西小倉地区社協 2,223 2,182 1,993 

槇島 1,141 1,200 1,209 

北槇島 146 188 103 

合計 10,392 9,784 8,902 

※本事業は、22 学区福祉委員会のうち、20 

の委員会で実施しています。 
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学区福祉委員会では、高齢者の見守り訪問活動を中心とした取組みが展開されています。本会で

はその集約を行い、宇治市等へ報告をしています。しかしながら、実際にその活動がどのように展

開されているのか、地域への周知、関係機関への理解へつながっていないのではないかと考えてい

ました。 

一方で、介護保険法や社会福祉法などの法改正が相次ぐ中で、今後より一層、地域での見守り活

動と福祉施設や専門職との連携が期待されています。その背景を受け、平成 28 年度、学区福祉委員

会の見守り訪問活動の実態を把握するために、意見交換の場を持ちました。その前には学区福祉委

員会の成り立ち等を知る機会を持ち、職員間で見守り訪問活動の意義を確認しました。なお、本取

組みには、龍谷大学社会学部現代福祉学科の岡野英一先生にアドバイザーとしてご指導をいただき

ました。 

意見交換の場では、認知症の高齢者への対応や、ご近所との関係が構築できていないため孤立し

てしまっている方への訪問など、学区福祉委員の皆さんが最前線でかかわっておられる内容をお聞

きしました。参加者からは、「ほかの学区福祉委員会の様子が知れてよかった。」「もっと、福祉専

門職等も参加して行ってほしい。」などの前向きな意見が出されました。 

 

（意見交換会実施に向けた勉強会） 

実 施 日 平成 29 年 1 月 13 日（金）9：30～12：00 

実施場所 総合福祉会館 大広間 

実施目的 
職員を対象にどのような内容で意見交換会を行うかを考える上で、高齢者

の見守り訪問活動の導入と学区福祉委員会の立ち上げ期のことを知る。 

参 加 者 当会職員 5 名  

内 容 

講義「学区福祉委員会の歴史的な経過と社協のかかわり、現状の課題等に

ついて」 

講師 龍谷大学社会学部現代福祉学科  岡野英一氏 

協議 意見交換で聞きたいことの整理 

実施して 

岡野先生からは、歴史的な経過や他地域の取組み事例などのお話いただき

ました。成り立ちを知った上で、学区福祉委員会の会合等への参加をする

ことの大切さを学びました。講義と協議から、実際に意見交換会で伺いた

いことを確認したほか、事前に質問シートを作成し、整理したうえで意見

交換会に臨むことになりました。 

 

（質問シートの配布） 

実 施 日 平成 29 年 2 月 1 日～3 月 13 日まで 

実施目的 
実際に訪問活動を行っている学区福祉委員会等の皆様の活動の状況を把

握する 

実施して 

15 学区福祉委員会中 13 学区福祉委員会から回答を得ました。（回答率

87％） 

個人情報が厳しくなる中、自治会・町内会と連携したり、民生児童委員と

連携して見守り訪問活動が取り組まれている実態が明らかになりました。 

福祉専門職、専門機関として地域包括支援センターの期待が高まる一方

で、専門職からの依頼でつながっていく対応事例が少ないこともわかって

きました。 

今後の学区福祉委員会支援に活かしていきたいと考えています。 
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（意見交換会） 

実 施 日 
①平成 29 年３月２１日（火）10：00～12：00 

②平成 29 年３月２２日（水）10：00～12：00 

実施場所 ①宇治公民館 ②城南勤労者福祉会館 

実施目的 

学区福祉委員会等の見守り訪問活動について、現場で活動する皆様や地域

住民の立場から意見をお聞きし、活動者の思い、実際の困難、その解決方

法の共有等を図る 

参 加 者 
①学区福祉委員 １７名、アドバイザー 1 名、本会職員 ６名 

②学区福祉委員  ８名、アドバイザー 1 名、本会職員 ６名 

内 容 

意見交換会の内容 

自己紹介、見守り訪問活動に参加するようになったきっかけ 

見守り訪問活動の具体的な方法、報告の方法 

見守り訪問活動中の「気づき」や実際にあったこと 

活動中の「困難」やそのことの解決に導いた方法 

やりがい                    など 

実施して 

認知症の人の対応、ゴミ屋敷の問題、実際に見守り訪問活動をしている際

に亡くなっている人を発見したなど、現状が浮かび上がってきました。そ

の内容を知るにつれ、民生児童委員や地域包括支援センターとの連携が急

務であり、その「つなぎ」役として、また協働実践を推進する本会の役割

も明確化されました。 

また、今の学区福祉委員会に求められている役割と現状を、当会としてど

うとらえているのかを、学区福祉委員会ともっと話し合い、深めて、伝え

ていく必要性を感じました。 

特に、民生児童委員や地域包括支援センターなど、地域福祉にかかわる関

係機関・団体に対して理解をいただきながら協働を促進していくことが大

切です。今後このような意見交換の場を設定する際、福祉関係者への参加

も呼びかけながら、当会のコーディネート力を発揮していく必要性があり

ます。 

 

意見交換会では、実際の活動の様子、困って

いることなどを話し合いました。 

見守り訪問活動は、若い世代への福祉教育の

場でもあり、地元高校生と連携した訪問活動

も行われています。 
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（歳末たすけあい「ふれあい」事業 対象と補助金額）            （単位：円） 

学 区 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

対象 補助金額 対象 補助金額 対象 補助金額 

御蔵山 高 148,376 高 151,000 高 141,900 

笠取 高・介 12,840 高・介 12,000 高・介 16,000 

笠取第二 全 77,632 全 92,000 全 105,000 

木幡 高 95,000 高 89,000 高 75,940 

宇治 高 175,000 高 175,000 高 175,000 

岡屋 全 155,000 全 155,000 全 155,000 

南部 高 76,000 高 74,000 高 84,000 

三室戸 障・介 37,000 高・介 55,000 高・介 54,000 

菟道 高 175,000 高 175,000 高 175,000 

菟道第二 高・障・親・介 96,946 高・障・親・介 104,747 高・障・親・介 91,634 

神明 高 175,000 高 175,000 高 175,000 

大開 高 107,005 高 83,610 高 126,995 

大久保 高 175,000 高 175,000 高 175,000 

西大久保 高・介 144,000 高 129,000 高 124,000 

平盛 高 175,000 高 175,000 高 175,000 

伊勢田 高 118,000 高 126,000 高 121,000 

小倉 高・難 175,000 高・難 175,000 高・難 175,000 

西小倉地区社協 高 176,000 高 164,000 高 152,000 

槇島 高・障 110,500 高・障 110,500 高・障 126,000 

北槇島 高・障・親 65,000 高・障・親 104,000 高・障・親 112,000 

 補助金額合計 2,469,299 補助金額合計 2,499,857 補助金額合計 2,535,469 

高・・一人暮らし高齢者及び高齢者夫婦世帯 障・・障がい児・者世帯 親・・・一人親家庭世帯 

介・・介護されている世帯  難・・難病者のおられる世帯  全・・・地域住民全体 

 

 

（２）学区福祉委員会連絡協議会への支援 

 

学区福祉委員会連絡協議会（以下、学区連協）の役員会や代表者会議の運営を支援し、運営費

助成を行いました。また、学区連事務局として、下記の事業を取り組みました。 

 

（福祉委員研修会） 

実施日 平成２９年１月２８日（土）１３：００～１６：１５ 

実施場所 八幡市文化センター  

実施目的 
京都府下の地域福祉活動の実践を学び、宇治市内の学区福祉委員会活動の発展

強化を目指す。 

参加者 ７学区１４名 

内容・テーマ 

「第５回 きょうと地域福祉活動実践交流会」への参加 

「地域の力 ホップ！ステップ！！ジャンプ！！！～“つづき”からはじまる

可能性～」※学区福祉委員会連絡協議会より交通費を補助 

結果 
参加者の中に現在の活動に対する気付きがあり、新たな活動へのきっかけづく

りになった学区福祉委員会もあり、今後の活動展開を支援していきます。 
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学区福祉委員会連絡協議会の研修会では、 

ボランティアグループの要約筆記サークル 

「やまびこ」が、要約筆記活動の啓発を兼ね、

参加していただきました。 

（学区福祉委員会募集強化月間） 

実施日 平成２９年２月１日～３月３１日 （２ケ月） 

実施目的 
今後も学区福祉委員会の活動を継続していけるように、次世代の担い手の

確保に向けて宇治市内全学区福祉委員会で取り組む。 

実施内容 

福祉委員募集ポスターを新規で作製しました。他には、宇治市政だより、

城南新報、洛南タイムス等、各広報紙に掲載を頂くとともに、社協だより

にも福祉委員募集の特集記事を掲載しました。学区福祉委員会も個別で口

コミを行い、活動者の輪を広げました。 

①市政だより  ２月 １日号 

②洛南タイムス ２月 ８日（交流研修会の記事のみ） 

③城南新報   ２月１４日 

④ＦＭうじ出演 ２月１０日   古世副代表幹事 事務局１名 

⑤社協だより  ３月１５日号 特集記事 

結果 福祉委員募集強化月間では、４６名の新規加入者がありました。 

 

（福祉委員交流研修会） 

実施日 
平成２９年２月４日（土） Ⅰ部（研修）  １０：００～１２：２０ 

            Ⅱ部（交流会）  １２：３０～１３：４５ 

実施場所 宇治市産業会館 

実施目的 

各学区で健康年齢を伸ばす取り組みを各学区で開催できる土壌づくりを行

う。また、学区福祉委員会の横のつながりの増強及び福祉委員の研鑽と親

睦を図り、今後の学区福祉委員活動の発展に寄与する。 

参加者 
Ⅰ部（研修） １９学区５８名  喜老会１名  事務局６名  

Ⅱ部（懇親会）１８学区５１名 講師１名 喜老会１名 事務局６名 

内容 

Ⅰ部 １．次世代に何を伝えますか 

講師；浄土宗 専修院 福本
ふくもと

 哲
てつ

了
りょう

 氏 

   ２．がんで亡くならないようにするために 

講師；徳洲会病院 医師 竹田 彬一
そ ろ う

 氏 

   ３．健康体操   

講師；徳洲会病院 理学療法士 池田 弘
ひろ

毅
き

 氏 

   ～福祉委員募集の集合写真撮影～ 
Ⅱ部  交流会 
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（３）住民主体活動の支援 

 

また、京都府社会福祉協議会の「訪問見守りボランティア強化事業助成金」を活用して、各団体

の見守り活動支援を行っていました。 

 

（訪問見守りボランティア強化事業の助成実績） 

No 団体名 見守り人数（人） 助成金額（円） 

1 特定非営利活動法人 善法雇用促進協議会 51 32,000 

2 神明栗駒喜老会 14 18,000 

3 砂田喜老会 15 18,000 

4 城南荘喜老会 31 25,500 

5 西小倉睦喜老会 10 18,000 

6 西小倉地区連合寿喜老会 10 18,000 

7 心ぽかぽか和みの会 43 25,500 

8 西岡屋喜老会 8 18,000 

9 開地区喜老会 5 18,000 

10 槇島東喜老会 13 18,000 

11 大和田もみじ会 9 18,000 

12 宇治学区福祉委員会 187 32,000 

13 御蔵山学区福祉委員会 14 18,000 

14 南部学区福祉推進委員会 144 32,000 

15 北堀池ローマンクラブ 6 18,000 

16 アルスシルバー会 5 18,000 

17 きらきらクラブ（北広野老人クラブ） 38 25,500 

18 名木喜老会 11 18,000 

19 南遊田第一喜老会 27 25,500 

20 一里塚さわらび会（喜老会） 7 18,000 

21 五ヶ庄東部喜老会 9 18,000 

22 小倉学区福祉委員会 233 32,000 

23 菟道北喜老会 5 18,000 

24 菟道南喜老会 8 18,000 

25 伊勢田喜老会 15 18,000 

26 中宇治喜楽会 25 25,500 

27 神明学区福祉委員会 58 32,000 

 合   計 1,001 593,500 

 

 

２．異業種とのネットワークの構築 

 

少子高齢化が進む中、今まで福祉とかかわりのなかった分

野においても、「地域福祉」にかかわる場面が増えています。

そのため、平成 24 年度から進めている異業種とのネットワ

ーク構築を強化して行く取組みを進めるため、「京都高齢者

あんしんサポート企業養成講座」を開催しました。 

 

 平成 28 年度は、宇治市健康生きがい課や

認知症コーディネーターと連携した内容

で実施しました。 
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（高齢者あんしんサポート企業養成講座の実施） 

実施日 平成２８年１１月１６日（水）１４：００～１６：００ 

場 所 宇治市産業会館 多目的ホール 

実施目的 

・事業所の皆さんにも認知症についてや高齢者への対応を知っていただき、認

知症になっても暮らし良い宇治市を目指す。 

・事業所会員に案内し、顔の見える関係を構築する。 

・宇治市の「認知症にやさしいまち・うじ」を進める取組みとの連携を図る。 

実施内容 
認知症サポーター養成講座、「認知症の人にやさしいまち・うじ」の市長宣言、 

宇治市の認知症事業等について 

参加人数 １２事業所１５名 

実施して 

宇治市の取組みと連動させ、認知症コーディネーターや健康生きがい課に講師

をしていただき、宇治市の認知症施策の現状もお話しいただきました。 

参加された事業所のツイッターには、「うちの店も高齢者のお客様が多いので、

本日の講習会を参考に『お年寄りに優しいお店』作りにますます励みたいです。」

との感想が綴られていました。また、参加事業所の中には「自分の親も認知症

で介護している」などの声もあり、介護者としてのかかわりなども視点に入れ

た講座の組み立ての必要性も感じました。事業所数の数は少ないのですが、参

加された方の意見から「社会」を見ることができ、改めて時代に合った目的を

考える必要性があります。 

 

 

３．ふれあいサロン事業の促進 

 

少子高齢化や貧困問題などから「社会的孤立」という課題が取り上げられています。その予防、

解決として、地域での孤立予防と身近に支えあえる仲間づくりを目的として展開しているグループ

を、サロンとして運営・立ち上げ相談や助成金交付による活動支援を行いました。 

具体的には、サロン同士の交流と情報交換の場を提供するため、サロン交流研修会を３月に実施

しました。サロン運営経験者が新たなサロンを生み出す地域の投げかけ役となり、サロン同士の交

流や情報交換が地域で展開されることを目指します。すでにその取組みが実施されているところに

おいては、学区福祉委員会等の既存組織との連絡調整を行い、広報紙等への掲載を促すことで市民

周知に努めました。 

サロン利用者や運営者のニーズ把握について、平成１８年、平成１９年に実施された京都ノート

ルダム女子大学による「地域コミュニティとしてのふれあい・いきいきサロン」の追跡調査に協力、

随行し、高齢者サロン１０件の実態把握に努めました。次世代の担い手確保は共通の課題ですが、

「支援する側」、「される側」の垣根を取り払い、運営にかかわる場面も見られました。サロン利用

者のご家族が、「母がお世話になったから」といって、お手伝いに来られたのはその一例です。 

 

（１）サロン助成金交付推移 

 

１１７グループからサロン申請（うち、助成金申請サロン１０４件、登録サロン１３件）があり

ました。助成金交付選考会（６月２９日実施）を経て、１０２件に助成金交付を行いました。２件

は条件付き決定のため、交付辞退の申し出がありました。また、登録サロン１件が、年度途中に活

動を終了されました。サロンの新規立ち上げ等に関する相談は９件ありました。 
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（Hot!ふれあいサロン登録数及び助成金交付の推移） 

年度 助成金総額（円） サロン数（登録のみ） 新規登録数 

平成 26 年度 3,390,000 118（13） 10 

平成 27 年度 3,342,000 119（12） 10 

平成 28 年度 3,223,000 116（14） 10 

      ＊助成金交付後に登録サロン１件、活動終了になりました。 

 

（平成 28 年度 Hot!ふれあいサロン助成金交付の状況） 

№ 
登

録 
サロン名 会場校区 対象 実施回数 助成金額（円） 

1   槇島ホットサロン 槇島 高齢者・障がい者 36 55,000 

2   ミニサロンひろの会 大久保 高齢者 27 43,000 

3   虹の会 西大久保 高齢者 57 55,000 

4   北槇サロンふれあい会 北槇島 高齢者 12 19,000 

5   HOT ふれあいサロンかようかい 小倉 高齢者 48 55,000 

6   一福会 南部 高齢者 24 37,000 

7   野神ふれあいサロン 菟道第二 高齢者 12 19,000 

8   うたごえ喫茶のびのび 宇治 障がい者 12 19,000 

9   ホットサロンやすらぎ 槇島 高齢者 24 37,000 

10 ○ わくわくサロン 平盛 高齢者・障がい者 - - 

11   風車の会 宇治 高齢者 11 19,000 

12   京かのこ 木幡 高齢者 12 19,000 

13   ミニホットサロンひまわり 大久保 高齢者 12 19,000 

14   サロン広芝 宇治 高齢者 12 19,000 

15 ○ 御蔵山サロン 御蔵山 高齢者 - - 

16   平尾ふれあいサロン 御蔵山 高齢者 34 55,000 

17   てまりの会 木幡 高齢者 11 19,000 

18 ○ 明星ホットサロン 三室戸 高齢者 - - 

19   サロンピノキオ 木幡 高齢者 12 19,000 

20   蔭山 HOT サロン 小倉 高齢者 12 19,000 

21   ほっとふれあいサロンひまわり 宇治 高齢者 12 9,000 

22 ○ よもやま会 北小倉 高齢者 - - 

23   おこしやす 宇治 高齢者 23 37,000 

24   ともしび 西大久保 高齢者・障がい者 26 43,000 

25   サロンあざみ 木幡 高齢者 12 19,000 

26   ＨＯＴふれあいサロン権現 菟道第二 高齢者 10 19,000 

27   ＨＯＴ！ふれあいサロンﾕｰﾄﾋﾟｱ 御蔵山 高齢者 20 25,000 

28   フレンドサロン 南部 高齢者 12 19,000 

29   南山ふれあいサロン 御蔵山 高齢者 24 37,000 

30   もみじ会 大久保 高齢者 18 31,000 

31   ホットサロンやまぎわ 南小倉 高齢者 11 19,000 

32   にら花の会 宇治 高齢者 11 19,000 

33   ホットサロンさくら 大久保 高齢者 12 19,000 

34   わかば会 槇島 高齢者 12 19,000 

35   折鶴サロン 菟道 高齢者 24 37,000 

36   どんぐりっこ 伊勢田 児童・青少年 41 55,000 

37   喜楽会 槇島 高齢者 12 19,000 
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38   ポヨポヨキッズ 菟道第二 児童・青少年 22 37,000 

39   わんぱくクラブ 大久保 児童・青少年 22 37,000 

40   ドラえもんサークル 小倉 児童・青少年 36 55,000 

41   お茶の子会 南部 高齢者 12 19,000 

42   プチ MAMA 倶楽部 西小倉 児童・青少年 10 19,000 

43   ほっこりスペース あい 御蔵山 児童・青少年 80 55,000 

44   ぐるぐる 小倉 児童・青少年 41 55,000 

45   ＨＯＴふれあいサロンあじさい 小倉 高齢者 34 55,000 

46   バルーンクラブ 小倉 児童・青少年 34 55,000 

47   Ｔoddlers ﾄﾄﾞﾗｰｽﾞ 小倉 児童・青少年 45 55,000 

48   華連グループ 神明 高齢者 24 37,000 

49   子育てサークルころりんこ 小倉 児童・青少年 26 43,000 

50   Ｈot!ふれあいサロンのんこ 大久保 高齢者 29 43,000 

51   きっずくらぶ 岡屋 児童・青少年 19 31,000 

52 ○ ふれあいサロン“はる” 木幡 高齢者 - - 

53   むらさき気楽会 槇島 高齢者 47 55,000 

54   ホットサロンゆうゆう 岡屋 高齢者 24 25,000 

55   ズンドコサロン 西大久保 高齢者 41 35,000 

56   子育てサークルミッキーマウス 菟道第二 児童・青少年 22 20,000 

57   親子サークルあそビバ！ 北槇島 児童・青少年 14 25,000 

58   Hot！ふれあいサロンすみれ 小倉 高齢者 10 19,000 

59   ふれあいサロンやよい 木幡 高齢者 11 19,000 

60   フリースペースおやすみ 西小倉 児童・青少年 52 55,000 

61   白寿お茶飲み会 宇治 高齢者 24 37,000 

62   くりくま健功会 大久保 高齢者 24 37,000 

63   楽しく料理を作ろう会 北槇島 高齢者 12 19,000 

64   北槇ハーモニー 北槇島 高齢者 24 37,000 

65   イキイキ教室２０３ 小倉 高齢者 22 31,000 

66   サロン妙楽 菟道 高齢者 11 19,000 

67   北内ＨＯＴ！ふれあいサロン 槇島 高齢者 14 25,000 

68   子育てママのアカペラグループ 

Twinkle Tweety 

岡屋 児童・青少年 54 55,000 

69   サロン車田 南部 高齢者 12 19,000 

70   ユニエスさくら 菟道第二 高齢者 50 55,000 

71   ハモフレ 神明 児童・青少年 35 55,000 

72   開ひまわり会 神明 高齢者 24 37,000 

73   育児サークルはらぺこあおむし 御蔵山 児童・青少年 22 37,000 

74   井戸端かふぇ・まんぷくじゃ 宇治 その他（全て） 22 37,000 

75   丸山はづきの会 南部 高齢者 12 19,000 

76   さわやか会 大開 高齢者 16 25,000 

77   下村ほっとサロン 槇島 高齢者 14 25,000 

78   ホットふれあいサロンつるかめ 槇島 高齢者 12 19,000 

79   ほっとほっとサロン 宇治 高齢者 15 25,000 

80   色えんぴつ 御蔵山 高齢者 45 55,000 

81   多文化コミュニティサロン 

さらだぼうる 

菟道第二 児童・青少年 22 37,000 

82   おやこサロン にこにこたっち 菟道第二 児童・青少年 11 19,000 
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83   ワクワク光 菟道 高齢者 11 19,000 

84   サロン槇の島 槇島 高齢者 15 25,000 

85   サロン巨椋 槇島 高齢者 12 19,000 

86   サロンなでしこ 小倉 高齢者 26 37,000 

87 ○ サロンふれあいの森 北槇島 高齢者、児童 36 - 

88 ○ 紙芝居「ことわ」 大久保 児童・青少年 - - 

89 ○ 楽老会 木幡 高齢者 - - 

90 ○ ふれあいひろば 岡屋 高齢者   - 

91   うさぎはらっぱであそぼうよ！ 宇治 児童・青少年 23 37,000 

92   ミニステージイン宇治 菟道 高齢者・障がい

者・児童・青少年 

12 19,000 

93   天神台サロン絆 神明 高齢者 17 25,000 

94   花 木幡 高齢者 10 19,000 

95   ふれあいサロン田原 西大久保 高齢者 12 19,000 

96   友和会 小倉 高齢者 12 19,000 

97   サロン白川 菟道 高齢者 12 19,000 

98   さらだぼうるふれんず 南部 児童・青少年 24 37,000 

99   サロン足腰改善体操友の会 菟道 高齢者 24 37,000 

100 ○ ふれあいサロン川東 菟道 高齢者 22 ※１ 

101   平尾台囲碁茶ロン 御蔵山 高齢者、児童・ 

青少年 

12 19,000 

102   サロン絆 伊勢田 高齢者 19 31,000 

103   菟道北ふれあいサロン 菟道 高齢者 36 55,000 

104   さわやか会サロン同好会 広野 高齢者 22 37,000 

105   サロンいきいき 槇島 高齢者 24 37,000 

106   文化サロン「ゑん」 大久保 高齢者 12 19,000 

107   落合元気アップ教室 槇島 高齢者 24 37,000 

108   サロン「水仙」 神明 高齢者 12 19,000 

109   福寿会 南小倉 高齢者 11 19,000 

110 ○ ふれあいサロン 大開 高齢者   0 

111   あおぞら会 木幡 高齢者 12 19,000 

112 ○ かもめサロン 大開 高齢者 12 ※１ 

113   ユニ宇治ふれあいカフェ 岡屋 高齢者 12 19,000 

114   放課後山の遊び場 KULKUL 笠取第二 児童・青少年 36 55,000 

115 ○ 香りとタッチで心も体も元気

Let's 手もみｹｰｼｮﾝ 

神明 高齢者、障がい者、

児童・青少年 

  0 

116 〇 ふれあいサロン落合北 

「むつみの郷」 

北槇島 高齢者、児童・青

少年 

  0 

    合計 2,330 3,223,000 

※１は、条件付き決定後取り下げとなったため助成金は交付せず。 

 

 

 

 

 

 
10 周年をともに祝うサロン 

運営経験者が新たなサロンの立ち上げ支援に。 
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（２）サロンへの情報提供 

 

サロン運営に必要な民間助成金制度の情報提供も行い、申請に係る相談対応も行いました。 

高齢者サロンを中心に宇治市の保健師や栄養士による出張講座に加えて、各種出前講座や、民間

医療施設の出前講座の情報提供を行いました。 

 

（３）サロン研修会の開催 

 

サロンで活用できる介護予防の健康体操などの情報提供のため、研修会を開催しました。（介護

予防普及啓発事業（地域参加型Ｂ型リハビリ）事業の研修会と合同で実施） 

 

（サロン研修会の実施） 

実 施 日 平成 29 年３月 7 日（火）１３：３０～１５：００ 

実施場所 宇治市生涯学習センター 第一ホール 

実施目的 
気軽にできるラジオ体操を正しく学び、健康維持に努める。 

ラジオ体操を通じて、地域のつながりづくりの一助として普及する。 

参 加 者 ７２名（３３サロン） 

内  容 

講師 ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟 公認１級ラジオ体操指導士 

   京都府ラジオ体操連盟 澤野 美也子 氏 

テーマ 「ラジオ体操からつながる地域の縁」について体操実技指導と講演 

実施して 
きめ細やかな指導もあり、アンケート結果では受講満足度が非常に高く、今後も

健康体操指導を望む声が寄せられました。 

 

 

４．介護予防普及啓発事業Ｂ型(地域参加型)リハビリ教室の開催 

 

（１）介護予防普及啓発事業（地域参加型 B 型リハビリ）開催状況 

 

少子高齢化が進む中、住み慣れた地域で住民同士が交流をしながら、身体機能の低下や閉じこも

りを予防することが重要です。ボランティアの参画で、市内 20 小学校区で概ね週１回のリハビリ

教室を開催しています。住民に「介護予防」を普及し、熱中症予防や食中毒防止、詐欺被害防止等

の啓発を行い、共に地域において自立した日常生活を営むことができるよう、健康保持増進に努め

ました。利用者やボランティアを増やす取組みを各教室と連携しチラシやポスターを作製し、地域

に呼びかけ新しい仲間が増えています。教室以外にも利用可能な社会資源について、開発及び情報

提供にも努めていきます。 
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（介護予防普及啓発事業【地域参加型 B 型リハビリ】開催状況） 

教 室 名 小学校区 
実施回数 

（回） 

利用者 

実人数（名） 

利用者のべ 

人数（名） 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

のべ人数（名） 

ほっこりくらぶ 神 明 42 10 327 687 

さわやかくらぶ 御蔵山 44 12 397 298 

すこやか広野 大久保 33 9 243 569 

ニコニコ菟道 菟 道 43 15 390 680 

あったか平盛 平 盛 38 13 398 412 

のんびりくらぶ 西大久保 37 10 308 577 

みむろど健康教室 三 室 戸 43 13 380 494 

なごみ岡屋 岡  屋 39 11 228 274 

ホット大開 大  開 43 8 256 454 

元気おうばく 宇  治 45 9 259 587 

きらきら菟二クラブ 菟道第二 43 13 382 602 

ハスの実くらぶ 小  倉 41 6 191 876 

お茶の実クラブ 木  幡 39 10 271 445 

しらさぎクラブ 南 小 倉 42 15 338 601 

ふれあい北槇 北 槇 島 48 14 458 455 

槇島あすなろ会 槇  島 46 15 517 474 

ぬくもり伊勢田 伊 勢 田 39 10 256 571 

南部てんとう虫教室 南  部 45 13 340 529 

スマイル西小倉 西 小 倉 39 11 276 288 

フラワー北小倉 北 小 倉 43 6 233 255 

合計 832 223 6,448 10,128 

 

（宇治市内の介護予防普及啓発事業【地域参加型 B 型リハビリ教室】ののべ人数の推移） 

 実施回数（回） 利用者のべ人数（名） ボランティアのべ人数（名） 

平成 26 年度 848 7,291 11,197 

平成 27 年度 831 6,421 10,572 

平成 28 年度 832 6,448 10,128 

 

（２）ボランティア研修会の実施 

 

ボランティア研修会で学んだ内容を、各教室のプログラム等に取り入れておられ、ボランティア

自身のモチベーションにもつながっています。また、28 年度では、代表者会議を 2 回行い、介護

保険法改正に伴い、宇治市より報告を受け、また、クラブ間の意見交流を行い、情報交換を行いま

した。 
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（ボランティア研修会開催状況） 

実 施 日 

第１回： 平成２８年 ７月２８日（木）１０：００～１１：３０ 

第２回： 平成２８年 ９月３０日（金）１０：００～１１：３０ 

第３回：①平成２８年１０月２６日（水）１３：３０～１５：１０ 

    ②平成２８年１１月 １日（火）１３：３０～１５：１０ 

第４回： 平成２９年 ３月 ７日（火）１３：３０～１５：００ 

実施場所 

第１回：宇治市産業会館 

第２回：ヴィラ鳳凰 地域交流センター 

第３回：①東宇治地域福祉センター ②宇治市総合福祉会館 

第４回：生涯学習センター 

実施目的 地域での介護予防に資する自発的な活動の普及啓発と住民の活動の育成 

参 加 者 
第１回：５３名 第２回：３６名  第３回：①３０名 ②６６名  

第４回：７２名                      合計２５７名 

内 容 

第１回：楽しい口腔機能訓練 

第２回：笑いヨガ 

第３回：①②ラジオ体操 

第４回：ラジオ体操からつながる地域の縁 ※兼サロン研修会 

実施して 

第１回目は、介護予防三本柱のひとつである「口腔」をテーマに口腔機能訓練に

ついて学び、各クラブにおいては、健口体操、舌体操、お口の体操の歌を取り入

れ、お口の健康が、身体の健康に繋がることを認識されました。 

第 2 回目の「笑いヨガ」では、「笑い」の大切さをよく理解され、介護予防に役立

っています。 

第３回目のラジオ体操では、Ｂリハ活動を知って、学んでいただくことを目的に、

実際の実施会場で、一般の方々にも広く参加してもらえるように企画しました。

ラジオ体操第１と第３を学び、そして、多くの地域の方々に、B リハを体験してい

ただくことができました。 

第４回目では、「ラジオ体操からつながる地域の縁」と題し、地域がつながるきっ

かけづくりのひとつとして実施しました。 

希望されるクラブで、講師の先生による講義をしていただいています。 

 

 

ラジオ体操の希望が多く、各 B リハの会場で広く知っていただく企画として考えま

した。多くの参加者を得て、開催することができました。 



１６ 
 

（代表者会議開催状況） 

実 施 日 
第１回目：平成２８年８月３０日（火）１０：００～１１：３０ 

第２回目：平成２９年３月２４日（金）１０：００～１１：３０ 

実施場所 宇治市総合福祉会館 

実施目的 

第１回目：介護保険法改正に伴う介護予防事業について 宇治市より報告 

第２回目：介護保険法改正に伴う介護予防事業について 宇治市より報告、各ク

ラブ情報交換会 

参 加 者 第１回目：５６名 第２回目：２７名 

内 容 
第１回目：宇治市より２０ヶ所見学の報告、介護保険法改正の報告 

第２回目：介護保険法改正の報告、グループ意見交換 

実施して 

現場の課題も含め、ボランティアから、行政に向けて意見が述べられました。そ

の中で、当会としてボランティアリーダーの情報交換の場の必要性を感じ、平成

２８年度は２回の開催を行いました。その中で、グループごとに活動の状況、困

りごと、要望、活動例、工夫点などの情報交換を行いました。また、会議には行

政職員も同席の上、介護保険法改正部分等についての参加者からの質問や意見を

受けて、お互いの情報交換を行えました。制度改正に左右されるのではなく、利

用者活動者の視点で、この事業の良さを発信していくこと、そのためにはボラン

ティアリーダーの声を聴く大切さなどを実感しました。 

 

 

５．子育て世代に関する支援 

 

子どもやその親世代とのかかわりを通じて、地域福祉や地域活動に関心を寄せてもらい、全員参

加での地域福祉活動の展開を推進しました。 

 

（１）「赤ちゃんサロン・広場・パーク」の開催（「NPO 法人子育てを楽しむ会」と共催） 

 

１歳になるまでの子どもを持つ親同士の仲間づくりや、情報交換の場として「赤ちゃんサロン」・

「赤ちゃん広場」・「赤ちゃんパーク」を実施しました。参加者の気持ちをほぐすプログラムの後、

交流を促すフリートークの時間を設けるほか、小グループでのおしゃべりタイムを設けるなど、参

加者が交流しやすくなるような工夫をしています。 

また、市内に引っ越してきたばかりの方や、子どもとともに安心して出かけられる場所を知りた

いという参加者の希望を受け、「クチコミ情報コーナー」として、模造紙に参加者自身が訪れてよ

かった場所を書き出してもらう取組みを実施したり、NPO 法人子育てを楽しむ会のスタッフや当

会職員が個別に情報提供を行ったりしています。 

さらに、赤ちゃんの発達段階や母親の心身の状況が不安定なため、孤立している状態などが把握

できた場合には、母親の話を傾聴し、必要な際には地域の子育て支援団体を紹介しています。さら

には、スタッフ間で情報の共有、対応方法の協議をしました。 

 

赤ちゃん広場では、親の孤立を防ぎ、情報提供や

参加者同士の交流をする場を設けています。 
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（赤ちゃんサロン・広場・パーク） 

名称 赤ちゃんサロン 赤ちゃん広場 赤ちゃんパーク 

対象 

（市内在住に限る） 

妊婦および 1 ヶ月から

4 ヶ月の赤ちゃんと親 

5 ヶ月から 8 ヶ月の 

赤ちゃんと親 

9 ヶ月から 12ヶ月の赤

ちゃんと親 

実施日時 
原則 毎月第 4 木曜日 原則 毎月第 1 金曜日 原則 毎月第 3 金曜日 

10:00～12:00 

実施場所／参加費 宇治市総合福祉会館／参加費 200 円 

実施回数 各 10 回 ※4 月と 8 月は開催していません。 

参加状況 

（ｽﾀｯﾌ数：保育 

ｻﾎﾟｰﾀｰは含まず） 

111 組 

（55 名） 

205 組 

（60 名） 

151 組 

（53 名） 

 

（２）「おしゃべりキャッチボール」の実施（「NPO 法人子育てを楽しむ会」への委託） 

 

宇治市に転入して一年未満の０歳～３歳までの子どもを育てる親、アレルギーのある子どもを育

てる親、多胎児を育てる親を対象に、宇治市内の当事者グループや助産師の協力を得て実施しまし

た。当事者同士の交流を行うことで、情報の交換や悩みの共感などができ、参加者のリフレッシュ

の時間となりました。当会としても、活動されている当事者や悩みを持つ方の声が聴ける貴重な機

会となっています。 

転入一年未満の参加者は京都府外からの転入の方が多く、知り合いもおらず、情報が不足してお

り、帰省するにも距離がある中で、孤立している様子が見受けられました。小児科や駐車場に屋根

がある買い物に便利な場所、子どもを遊ばせることができる場所など、生活において必要な情報を、

市内地図を見ながら情報提供を行いました。また、ファミリーサポートセンターやきょうと子育て

応援パスポートの情報などを知らない方も多く、情報提供を行いました。 

アレルギーのある子どもを育てる親の参加者は少数です。しかし、参加者の悩みは子どもの成長

に伴って様々であることがわかってきました。その他、外食になかなか行けない現状や病院や保育

園との関係、薬のぬり方の悩みなど、相談内容は多岐に渡っています。特にアレルギーのある子ど

もを持つ親にとって未就園時だけではなく、子どもが親の目から離れる、幼稚園・小学校等の成長

の段階について、不安を感じられる方が多く、当事者の親であるゲストからアドバイスを求めたり、

どのような対応をするのかを意見交換される場が見受けられました。このことからも、当事者だけ

ではなく、アレルギーについての住民への正しい認識を広める必要性があります。 

多胎児を育てる親の会では、参加希望をされる世帯は多く、また、当事者意識も高まってきてい

ます。参加者間で誘いあって参加される様子など、普段からの交流ができていることがうかがえま

す。 

また、参加者は妊婦から就園前までの子どもと幅広く、年齢によって、悩みも異なりますが、年長

の子どもがいる参加者から妊婦や乳児の親へのアドバイスをする場面など、専門職のアドバイスだ

けではなく、参加者同士が支えあえる環境づくりが整いつつあります。 

多胎児を育てる親が集まりやすい機会が少ないため、当事者だけで集うグループを立ち上げるに

は、子どもたちへの見守り体制やスタッフとしての役割が果たせるようにするためのサポートが必

要です。そのサポートを整えていくことが課題となっています。 

多胎児を育てる親の集まりは、参加者の声もあり

場の必要性はありますが、組織化、開催における

見守り等が課題です。 
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（おしゃべりキャッチボール開催状況） 

テーマ 
宇治市に 1 年未満に転

入された子育て中の親 

アレルギーの子どもを 

もつ親 
多胎児の親 

対象 市民全般 

実施日 

10:00～11:30 

① 7 月 7 日（木） 

②１０月１３日（木） 

① ６月８日（水） 

②１１月 9 日（水） 

③ ２月 8 日（水） 

① ５月１２日（木） 

② ９月 ８日（木） 

③１２月 8 日（木） 

④ ３月 ９日（木） 

実施場所・参加費 宇治市総合福祉会館／無料 

親子数（参加者数） 
①７組（１４名） 

②５組（１２名） 

①２組（４名） 

②１組（１名） 

③３組（７名） 

① 3 組（ 8 名） 

②１４組（４０名） 

③１２組（３８名） 

④２２組（６８名） 

 

（３）子育てサークルなどへの情報提供および広報 

 

子育てサークル見学希望者との連絡調整及び相談に対応しました。また、宇治市子育て支援基幹

センター主催の子育てサークル交流会に参加し、当会の実施する子育て事業をＰＲしました。 

宇治市総合福祉会館に常設している子育て情報コーナーで市民向けの各種情報を提供しました。 

 

（４）中学生と赤ちゃんの交流事業への協力 

 

乳児から２歳頃までの赤ちゃんと親が「赤ちゃんボランティア」として中学校を訪れ、中学３年

生と交流をはかる事業です。当会はボランティア募集、連絡調整、当日のサポート、実施後のフォ

ローを行いました。中学生が実際に赤ちゃんを抱き、命の重みや温かさを肌で感じ、子育て中の親

の思いを聞く中で、自分自身も大切に育てられたことや命の尊さを学びました。参加した親にとっ

ても、“ボランティア”を身近に感じてもらうきっかけとなりました。 

平成２８年度は、東宇治中学校・黄檗中学校・宇治中学校・西宇治中学校・槇島中学校・南宇治

中学校の６校で、地区民生児童委員協議会と NPO 法人子育てを楽しむ会の協力を得て、実施しま

した。  

また、黄檗中学校では地元の学区福祉委員会、槇島中学校では NPO 法人まきしま絆の会に協力

を得て実施いたしました。 

学校数が増加する中、平成 28 年度は京都生活協同組合や子育て情報紙の記事の掲載などを通じ

て、市外からのボランティア協力を得ることもできました。 

実施校が増加する中、「赤ちゃんボランティア」の募集をはじめ、当会への負担が増加しており

ます。一方、中学校としては、半数以上の学校が実施している中、未実施の学校への対応の課題も

あります。本事業に対する評価を改めて行い、本会の関わる意義や今後の事業の方向性について、

中学校の協力を得ながら検討をしていく時期にきています。 

 

（東宇治中学校） 

実施日 平成２８年６月２８日（火）、６月２９日（水）、６月３０日（木） 

対 象 東宇治中学校 3 年生（6 クラス） 

協力者 NPO 法人子育てを楽しむ会 岡屋・菟道地区民生児童委員協議会 

赤ちゃんボランティア数 延べ１２０組（実数 ５８組） 
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（黄檗中学校） 

実施日 平成２８年 11 月 5 日（水）、11 月 6 日（木） 

対 象 黄檗中学校３年生（４クラス） 

協力者 
NPO 法人子育てを楽しむ会 東宇治・木幡地区民生児童委員協

議会・宇治学区福祉委員会 

赤ちゃんボランティア数 延べ６４組（実数 ３７組） 

 

（宇治中学校） 

実施日 
平成２８年１０月２４日（月）、１０月２５日（火）、 

１０月２６日（水） 

対 象 宇治中学校 3 年生（6 クラス） 

協力者 
NPO 法人子育てを楽しむ会 琵琶・神明・宇治地区民生児童委

員協議会 

赤ちゃんボランティア数 延べ１０５組（実数 ５５組） 

 

（西宇治中学校） 

実施日 平成２８年１１月８日（火）、１１月１１日（金） 

対 象 西宇治中学校 3 年生（５クラス） 

協力者 
NPO 法人子育てを楽しむ会 伊勢田・小倉・神明地区民生児童

委員協議会 

赤ちゃんボランティア数 延べ９２組（実数 ４９組） 

 

（槇島中学校） 

実施日 平成２９年２月２１日（火）、２月２２日（水） 

対 象 槇島中学校 3 年生（３クラス） 

協力者 
NPO 法人子育てを楽しむ会 槇島地区民生児童委員協議会 

NPO 法人まきしま絆の会 

赤ちゃんボランティア数 延べ６３組（実数 ３７組） 

 

（南宇治中学校） 

実施日 平成 29 年３月 10 日（金） 

対 象 南宇治中学校 3 年生（２クラス） 

協力者 NPO 法人子育てを楽しむ会 大久保地区民生児童委員協議会 

赤ちゃんボランティア数 延べ３５組（実数 ３５組） 

 

 

中学生と赤ちゃんのふれあい交流は、地域の民生

児童委員協議会、NPO 法人等と連携して進めて

います。 
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第２章 安心して暮らせるしくみづくり 

当会の持つ「相談」、「事業」、「活動拠点」の取組みを活かし、地域において暮らしに

くさ、生きづらさを抱える人たちのニーズ把握、解決への支援に努めました。 
 

 

 

１．「福祉なんでも相談」を入口に展開する専門相談や相談体制のあり方検討の実施 

 

当会には、「悩みごと」や「困りごと」だけにとどまらず、「活動に関する相談」も含

めて、多岐にわたる相談が寄せられています。そのため、より市民に近い場所で相談を

受けられる体制をつくり、相談事業を展開してきました。 

 

（ふれあい福祉センターの相談実施実績） （単位：件（27 年度まで）・名（28 年度から）） 

 福祉なんでも 

相談 

法律 

相談 
登記相談 

年金・社会 

保険相談 

多重債務

相談 

成年後見 

相談 
合計 開設日 

平成 26 年度 391 488 167 12 25 12 1,095 246 

平成 27 年度 279 462 149 6 8 8 912 246 

平成 28 年度 190 404 115 3 18 13 753 243 

 

平成２８年度は、法律相談の開催日に天候不良があり、減少となっています。また、

他の機関でも法律相談が受けられるなどのこともあり、３年にわたって減少傾向です。 

 福祉なんでも相談の減少は、記録の共有や対応中に他の分野の相談に当てはまること

などもあり減少となっていると見受けられます。 

 

 

２．当事者の声に耳を傾け、活動を支援する取組み  

 

（１）当事者団体等の支援 

 

平成 24 年度に当会で主催した「うじピョンカフェ（座談会）」でつながりができた、

退職教員グループ「子育て・教育支援センター虹」と「宇治市連合母子会」とのコラボ

レーションによる一人親家庭の夏休み学習塾が、平成 25年度からスタートしています。

当会が連絡調整等で協力し、平成 28 年度も引き続き「子どもの居場所づくり事業」と

して、概ね毎週、年間 50 回、小学生を対象に『学習の場』を提供されています。「子

育て・教育支援センター虹」の活動は、平成 28 年度を以って終了となることから、今

後、退職教員グループや大学生との連絡調整が必要になります。「子どもの貧困対策」
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としての社会政策の動向とあいまって、地域で横断的に対応できる連絡調整役としての

機能が当会に求められています。 

 また、「青年の社会参加を応援する会実のり」は、相談の場としての宇治市総合福祉

会館の活用や、「働く」体験の一環として、当会の住民会員募集、共同募金運動におけ

る町内会に依頼する資材の仕分け作業、特に共同募金運動７０回目企画の「寄付つき年

賀はがき」作成に際し、その全工程を担っていただきました。再チャレンジできる仕組

みが、具体的な解決策として困難を抱える若者にとって希望となり、参加の循環が生ま

れています。当会が、こうした「機会の提供」を行うことで、十数年来ひきこもり状態

にあった 4 名の方の社会参加が実現し、その成果は、一般就労へと結実しています。こ

れらのような当会の取組みについて、京都府社会福祉大会（平成２８年９月２日）で報

告しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）民間助成金の情報提供 

 

主に京都府社会福祉協議会から寄せられた民間助成金について、該当するボランティ

アグループ、当事者団体、ＮＰＯ、学区福祉委員会など関係団体へ情報提供をおこなっ

ています。その結果、備品等高額の費用が必要となるものを購入検討している団体や、

その他事業を実施検討している団体より、助成金情報の問合せなどを受けています。 

それらの団体へ適切な助成金案内等を行い、必要な団体には申請書の記入に際する相

談にも応じ、団体の活動支援を行いました。 

 

（３）地域福祉活動を支える「赤い羽根コラボ助成」の実施 

 

平成 26 年度より「赤い羽根コラボ助成金」制度を創設し、主に市内で活動をしてい

る団体への助成を公募制で実施しました。赤い羽根福祉活動補助金制度の頃より実施を

京都府社会福祉大会では、青年の社会参加を応援する会「実のり」と共同して取り組んだ共同

募金会の取組みを報告しました。「はたらく」場の提供を通じて、親の会が感じていること、当

会が感じていることを報告しました。 
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してきた事業助成に加え、運営助成、新規事業助成を設立し、団体の幅広い活動へ支援

できるよう募集を行いました。その結果、新規団体からの申請もありました。新たな団

体からの立ち上げ相談等もあり、随時対応を行っています。決定した団体には、本助成

金が「赤い羽根共同募金」、「会員募集」が財源であることを伝え、募金および会費の協

力の呼びかけを行いました。 

平成 28 年度は、年度末の状況で事業計画はしていたものの、実施にいたるまでの準

備が難しかった団体もあり、一部返金や申請辞退の団体もありました。実施に至る経過

の中で、団体の担い手の不足、高齢化などの問題も浮き彫りになっており、助成金の相

談だけではなく、そこから団体が感じている課題をともに考えることが必要です。 

 

（赤い羽根コラボ助成金の交付の状況） 

年度 申請額（円） 決定額（円） 申請事業件数 決定件数 新規団体 

平成 26 年度 2,384,000 2,384,000 

運営費 16 16 3 

事業費 70 70 3 

新規事業 2 2 2 

平成 27 年度 3,629,000 3,629,000 

運営費 14 14 2 

事業費 65 65 1 

新規事業 5 5 2 

 

平成 28 年度 

 

3,277,000 

 

3,235,000 

運営費 8 8 0 

事業費 65 65 0 

新規事業 ３ ３ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治リーディングボランティアは、赤い羽根コラ

ボ助成金を活用し、視覚障がい者との交流を行い

ました。自分たちの活動が、当事者にどう届いて

いるのかを確認し、自分たちの活動に活かしてい

ます。 
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申
請
№ 

団
体
数 

団体名 事業名称 金額（円） 

1  

1  
宇治市子ども会連絡協議会 

 

研修活動 50,000  

2  子ども会球技大会 50,000  

3  新春こども大会 50,000  

4  2  まんぷく会 地域交流懇談会 50,000  

5  3  宇治地区保護司会 
社会を明るくする運動 

7 月強調月間運動 
32,000  

6  

4  宇治市介護者（家族）の会 

会報「ほのぼの」発行 

暑中見舞い、年賀状の送付 
50,000  

7  親睦交流 50,000  

8  サロンせせらぎ（地域のつどい） 50,000  

9  運営助成 20,000  

10  5  
宇治市障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 

実行委員会 
第 40 回宇治市障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 50,000  

11  

6  宇治市連合喜老会 

機関誌発行 50,000  

12  友愛活動 50,000  

13  シルバーリーダー研修会 50,000  

14  
7  京都府原爆被災者の会宇治支部 

被爆者体験を語る、語り部活動 40,000  

15  会員交流会及び健康相談会 21,000 

16  

8  宇治リーディングボランティア 

視覚障害者向け音訳活動 50,000  

17  リスナーとの交流事業 50,000  

18  音訳ボランティア養成講習会 50,000  

19  9  ユニ宇治マンション自治会 ミニサロン 28,000  

20  10  コンタクトパーソン「結」 運営助成 20,000  

21  

11  宇治手話サークル太陽 

ミニ学習会 一日研修会 50,000  

22  社会見学 50,000  

23  太陽新春交流会 50,000  

24  

12  宇治難病患者連絡会 

医療相談・交流会 50,000  

25  
患者、家族交流会「楽しく手作り

木工教室」 
50,000  

26  難病患者、家族、相互交流会 50,000  

27  13  御蔵山ゆう輪蔵ぶ わいわい倶楽部（交流の場） 40,000  
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28  

14  要約筆記サークル「やまびこ」 

聴覚障がい者及び団体への支援 37,000  

29  要約筆記者の研修 16,000  

30  聴覚障がいと要約筆記の啓発 24,000  

31  運営助成 20,000  

32  

15  宇治市視覚障害者協会 

研修旅行 50,000  

33  全員拡大事業 50,000  

34  点訳ボランティア養成講座 50,000  

35  
16  字幕つけサークルトトロ 

字幕制作及び字幕つき上映会 21,000  

36  運営助成 7,000  

37  
17  ふれあいサロン川東 

ふれあいサロン川東宇治市地域かるたの制

作発表と小学生と高齢者のかるたとり大会 
100,000  

38  運営助成 20,000  

39  
18  わぁわぁネット 

わぁわぁネット合同交流会 50,000  

40  ミニ交流会 50,000  

41  
19  精神保健サロン「元気です会」 

野外リクレーション事業 50,000  

42  クリスマス会 50,000  

43  20  ＮＰＯ法人カフェ頼政道 カフェ頼政道 日帰りバス旅行 50,000  

44  

21  
ＮＰＯ法人生活よろず相談所 

「たよりになる輪」 

音楽療法 30,000 

45  精神保健サロン 50,000  

46  第 7 回 たよりになる輪音楽会 50,000  

47  
22  宇治市連合母子会 

冬休みの居場所作り事業（工作、料理） 50,000  

48  親子クリスマスの集い 50,000  

49  23  
ＮＰＯ法人ｱｳﾝｼﾞｬ 

DV 被害者支援部 
ＤＶ被害者のための調理実習 50,000  

50  24  宇治市手話通訳者協会 公開学習と交流会 15,000  

51  

25  宇治市要約筆記サークルエコー 

難聴者コミュニケーション訓練 40,000  

52  機関誌「エコー便り」発行 32,000  

53  中学校福祉体験学習 46,000  

54  26  宇治市父子会 ひとり親家庭ふれあいﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ 50,000  

55  

27  宇治市難聴者協会 

機関紙「はと」の発刊 50,000  

56  手話勉強会 クラブ活動 50,000  

57  聞こえの広場 40,000  

58  要約筆記ボランティア講座 40,000  
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59  

28  宇治市障害者施設連絡協議会 

うじ・はんどめいどフェア 50,000  

60  
市役所ロビーほっとショップ 

オープンカフェうじ 
50,000  

61  
29  心ぽかぽか和みの会 

見守り訪問事業 16,000  

62  声かけ強化事業 20,000  

63  
30  

ＮＰＯ法人わくわくＫＹＯＴＯ 

 

ＳＰＡＣＥ ＳＨＯＷ ＴＡＭＥ

２～ﾀﾞﾝｽとｱｰﾄでﾊｰﾄをつなぐ～

（ﾀﾞﾝｽ発表とｱｰﾄ展） 

50,000  

64  運営助成 20,000  

65  

31  宇治市肢体障害者協会 

市民とのふれあい 50,000  

66  パソコン講習会 50,000  

67  卓球バレー交流会 50,000  

68  運営助成 20,000  

69  
32  宇治市障害児・者父母の会 

音楽療法 50,000  

70  レクレーション 50,000  

71  

33  

宇治市ろうあ協会 
第 17 回敬老会 50,000  

72  社会見学 50,000  

73  
宇治市ろうあ協会 

やまぶき事業 50,000  

74  運営助成 20,000  

75  36  若葉台自治会助け合い委員会 サロン（居場所）づくり事業 100,000  

※決定は 76 事業だったが、事業実施ができなかった事業が 1 つありました。 

 

（４）在宅高齢者介護者リフレッシュ事業の実施 

 

市内の介護激励金受給者を対象に、日頃の労苦を労うため、介護者の誕生月に季節の

フラワーアレンジメントを 518 名に贈呈しました。 

また、要介護認定３以上の高齢者を在宅で介護されている方のリフレッシュと介護者

同士の相互交流を目的に介護者家族交流会を年間２回、宇治市内で実施しました。 

平成 28 年度は、1 回目（平成２８年１１月２６日）は６５名の参加者が介護者（家

族）の会の介護体験発表と笑いヨガの体験をし、その後、テーブルごとの交流をおこな

いました。 

２回目（平成２９年 2 月１８日）は３７名の参加者が介護者（家族）の会の介護体験

発表と茶香服の体験をし、その後、テーブルごとの交流を行いました。いずれの回も、

企画内容は参加者から好評をいただきました。 
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平成２９年度以降は、委託契約内容が一部変更となり、交流会の内容の再検討が必要

となります。本事業の意義を念頭において、行政と協議をしながら企画を進めていく必

要があります。 

 

（介護者家族交流会）      （単位；名）       

年度 定員 申込 参加者 

平成 26 年度（1 回目） 

平成 26 年度（2 回目） 

７０ 

６５ 

６２ 

６１ 

４７ 

５４ 

平成 27 年度（1 回目） 

平成 27 年度（2 回目） 

７０ 

６０ 

６８ 

４４ 

５４ 

３７ 

平成 28 年度（1 回目） 

平成 28 年度（2 回目） 

７０ 

７０ 

８３ 

４６ 

６５ 

３７ 

 

（花束贈呈の推移） （単位；名） 

 

 

 

 

 

 

 

３．「助けてほしい」と「ボランティア活動をしたい」をつなぐボランティア相談 

 

（１）ボランティア相談 

 

年間を通じて寄せられる、「ボランティアの方に来てほしい」、「ボランティア活動を

したい」、「ボランティアについて知りたい」という相談や問い合わせに対し、宇治ボラ

ンティア活動センターと連携をしながら対応をしています。  

ボランティア相談の中で、傾聴ボランティアサークルの組織化などが進み、個人登録

者へのつなぎよりも、ボランティアグループへの調整をすることで、ニーズに対応をい

くことが増えています。 

また、行政や福祉専門職などからの問合せも増えてきており、ボランティアに対する

期待を感じる一方、「ボランティア」に関する認識の違いによる齟齬が生まれることも

あります。 

市民への啓発だけではなく、専門職等へのボランティア啓発や活動の意義などについ

て、共に考える場が必要となってきています。 

年度 人数 

平成 26 年度 543 

平成 27 年度 505 

平成 28 年度 518 

笑いヨガを取り入れて、心身ともにリフレッシュ

をいただく企画を取り組みました。 
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（平成 28 年度担当職員によるボランティア相談件数）        （単位：件） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

件数 25 20 22 20 15 15 19 19 9 21 10 16 211 

 

（担当職員によるボランティア相談件数の推移）   

年 度 件 数 

平成 26 年度 118 

平成 27 年度 212 

平成 28 年度 211 

 

（相談者の属性（所属））※複数者（他属性）相談あり         （単位：名） 

所属 個人 当事者団体 登録団体 施設 病院 学校 福祉関係機関 行政 その他 合計 

人数 94 0 35 17 0 6 31 12 20 215 

 

（相談内容）※複数内容あり                  （単位：件） 

内容 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱをしたい ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを求む 問い合わせ 合 計 

件数 48 52 119 219 

 

（相談対応）                             （単位：件） 

「ボランティアをしたい」への対応 件数 
「ボランティアを求む」、「問い合わせ」

への対応 
件数 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体・施設・他機関を紹介 11 個人等のボランティアへの調整 ４ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ団体を紹介 15 ボランティアグループへつなぐ 74 

情報提供 25 制度を紹介 0 

登録団体等見学 0 広報 3 

個人登録 0 他機関へつなぐ 7 

そのほか 5 継続（保留） 14 

※複数回答有 

 

情報提供 61 

運営委員対応 17 

Ｖ調整取り下げ 0 

対応できず 0 

 

行政・福祉専門職からのボランティア相談が増加傾向にあります。特に、ボランティ

アグループにつなぐ相談の多くは、傾聴ボランティアに関することであり、行政や福祉
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専門職の間にも、傾聴ボランティアの存在が根付いてきたともいえます。 

団体にただつなぐだけの相談ではなく、暮らしの中に直結した個別ケースの相談もあ

りました。「ちょっとした困りごと」を地域で支えることが難しくなる一方、実際に困

られている住民が増えてきている状況も見受けられます。具体的に、相談を通じて宇治

ボランティア活動センターとの連携、当会の他の取組みとの連携も必要と考えています。 

 

 

４．生活に困りごとのある人を支える各種資金貸付等の実施 

 

生活福祉資金やくらしの資金等の資金の貸付けの相談を通じ、相談者世帯の状況から

世帯のニーズ把握等を行い、支援を行いました。 

失業が原因による生活への再建支援としての総合支援資金の件数は、平成２８年度は

０件でしたが、貸付全体の件数は昨年度と比較してもほぼ横ばい、金額は微増となって

います。特に、教育支援資金はひとり親家庭からの相談が多く、相談全体としては、高

齢者の単身世帯からの相談が多く寄せられています。 

また、貸付に至らない相談も多くあり、貸付相談を入り口にして継続的にかかわって

いる世帯もあります。制度の枠に当てはめるのではなく、貸付相談をきっかけに、生活

基盤の再構築を行う対応をしています。 

 

（生活福祉資金貸付実施実績） 

件数

（件）

金額

（円）

件数

（件）

金額

（円）

件数

（件）

金額

（円）

生活支援費 8 6,080,961 2 1,181,036 0 0

生活支援費（増額） 9 3,774,000 4 2,100,000 0 0

一時生活再建費 0 0 0 0 0 0

住宅入居費 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

生業

技能習得

療養

一般福祉

緊急小口 20 1,958,000 14 1,370,000 12 1,130,000

教育支援費 48 13,584,000 61 15,342,000 65 17,853,000

就学支度費 47 21,339,000 60 27,094,000 62 29,327,000

0 0 0 0 0 0

163 53,790,654 166 52,968,227 162 54,295,664

平成27年度 平成28年度

総合支援資金

臨時特例つなぎ資金

福祉資金
31 7,054,693 25

資金種別

平成26年度

合計

5,881,191 23 5,985,664

教育支援資金

不動産担保型生活資金
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（２）くらしの資金貸付事業の実施 

 

年に２回（夏期：７月、冬期：12 月）に低所得者世帯を対象にくらしの資金の貸付

（１０万円限度）を実施しました。また５月、９月、１月の年３回、残額通知と督促状

を発行して、貸付者への連絡を行いました。 

 

（くらしの資金貸付件数）                     （単位：件） 

年度 夏期 冬期 
合  計 貸付事由 

件数 金額 (円) 
生活
費 

医療
費 

借金
返済 

失業 
交通
事故 

養育 その他 

平成 26 年度 19 23 42 4,150,000 17 9 0 5 0 0 11 

平成 27 年度 16 19 35 3,410,000 21 3 2 4 0 0 5 

平成 28 年度 10 16 26 2,600,000 16 3 1 4 0 0 2 

 

くらしの資金の貸付件数は、年々減少傾向にあります。一方で、貸付理由には生活費

が一番多いことから、暮らし向きが厳しい世帯には、必要な制度であると考えられます。 

 

 

５．高齢者や障がい者の地域生活を支える福祉サービス利用援助事業 

（日常生活自立支援事業）の実施 

 

介護・福祉サービスの選択や利用、日常の金銭管理に不安がある方に対して、安心

して自立した地域生活が送れるよう、関係機関との連携を図り、福祉サービス利用等

の生活支援を行いました。 

 

（１）契約状況 

 

（実契約者数） 生・・生活保護世帯 非・・非課税世帯 他・・その他の世帯（単位：名）  

 認知症 

高齢者等 

知的 

障がい者等 

精神 

障がい者等 
その他 合計 

区分 生 非 他 生 非 他 生 非 他 生 非 他 生 非 他 

平成 26 年度 ６ ５ １ ２ ４ ０ 10 １ ０ ０ ０ ０ 18 10 １ 

平成 27 年度 ８ ６ １ １ ５ ０ 13 ３ ０ ０ ０ ０ 22 14 1 

平成 28 年度 12 ３ １ ０ ５ ０ 13 ７ ０ ０ ０ ０ 25 15 １ 
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（新規利用者）生・・生活保護世帯 非・・非課税世帯他 他・・その他の世帯 （単位：名）  

 認知症 

高齢者等 

知的 

障がい者等 

精神 

障がい者等 
その他 合計 

区分 生 非 他 生 非 他 生 非 他 生 非 他 生 非 他 

平成 26 年度 ４ ２ １ ０ ０ ０ ３ １ ０ ０ ０ ０ ７ ３ １ 

平成 27 年度 ３ ４ ０ ０ １ ０ ５ １ ０ ０ ０ ０ ８ ６ ０ 

平成 28 年度 ４ １ ０ ０ ０ ０ ２ ３ ０ ０ ０ ０ ６ ４ ０ 

 

契約の傾向として、今まで家族が支援してきたができなくなり（配偶者、親族の死亡

等による支援の継続の困難）、相談、契約に至るケースが多く見受けられます。 

 

（２）相談調整等の件数の推移 

 

（相談・連絡調整活動の実施状況）                 （単位：回） 

 認知症 

高齢者等 

知的 

障がい者等 

精神 

障がい者等 
その他 合計 

平成２６年度 1,250 1,040 1,888 276 4,454 

平成２７年度 1,399 685 3,151 2 5,237 

平成２８年度 1,105 379 3,834 13 5,331 

 

（３）生活支援員の資質向上と相互交流 

 

福祉サービス利用援助事業において「生活支援員」の養成や、知識の研鑽により利

用者への相談援助を学ぶための、生活支援員新任研修および現任研修への参加を呼び

かけました。宇治市より新任研修には５月開催分に４名、１０月開催分に２名参加し

ました。現任研修には８名が参加しました。 

当会独自では特に研修等を設けてはいませんが、生活支援員のお互いの活動を知る

情報交換の場は求められており、平成２９年度以降に検討していきます。 

 

（４）福祉サービス利用援助事業の啓発に関する取組み 

 

 福祉サービス利用援助事業において、より多くの方に知って頂く機会にするため、下

記の方を対象に本事業の啓発を行いました。また、平成２８年度は当会の住民会員募集

のチラシに本事業の事業内容について掲載を行いました。 
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（NPO 法人山城権利擁護ネットワーク主催 福祉サービス利用援助事業の啓発） 

日時 平成２８年１２月１８日（日）１１：００～１２：００ 

場所 宇治市生涯学習センター 

対象 山城権利擁護ネットワーク主催 法人後見サポーター養成講座 受講者 

参加者 約１０名 

実施して 受講者の関係者から「事業の取組みに関心がある」という相談を受けた

りしています。生活支援員の登録につながってはいませんが、取組みに

関心を寄せていただいている方もおられ、継続的に声かけや NPO 法人と

連携して情報提供をしていきます。 

 

（５）地域生活支援サポーター講座（山城北中部広域社協合同講座）の実施 

   

福祉サービス利用援助事業を啓発する機会と、専門員の資質向上を目的に、今年度は、

山城北中部の８市町社協（宇治市・木津川市・京田辺市・城陽市・八幡市・井手町・宇

治田原町・久御山町）及び京都府社協との協働にて、専門員の資質向上を目的とした「視

察研修」及び生活保護ケースワーカーと生活困窮者自立支援事業の相談員との連携を目

的とした「講座」を下記の内容で実施しました。 

 

（視察研修） 

日時 平成２９年２月１日（水）９：３０～１６：３０ 

場所 更正保護法人和衷会、 社会福祉法人大阪自彊館 

目的 福祉サービス利用援助事業の専門員の資質向上 

内容 和衷会の取組みや入所者への支援方法について講義、大阪自彊館の施設見

学と取組み 

あいりん労働センター等のフィールドワーク 

参加者 各市町村社協専門員 府社協担当職員 計１７名（当会より３名参加） 

実施して 本取組みは、一市町村社協単独で企画するにはむずかしく、他市町村社協

と連携して取り組んでいるからこそのメリットがあります。そのメリット

を生かし、福祉サービス利用援助事業の研鑽に努めます。 
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（地域生活支援サポーター講座） 

日時 平成２９年２月２２日（水）１３：３０～１６：００ 

場所 京田辺市社会福祉センター 

目的 生活保護ｹｰｽﾜｰｶｰと生活困窮者自立支援事業の相談員との連携を図る 

内容 「地域生活を支える支援の輪」～心が通じ合う協働を目指して～ 

 【福祉サービス利用援助事業について】 

       講師：京都府社会福祉協議会 岸 佑太 氏 

 【事例報告】  

  宇治市役所 生活支援課 保護第３係 水上 淳史氏 

    宇治市社会福祉協議会  専門員   土橋 剣和 

   ファシリテーター：大谷大学 文学部社会学科 中野 加奈子 氏 

【グループワーク１】 

 「それぞれの立場から考える支援のあり方」 

 【講義】自己（意思）決定を支援するということ 

    講師：大谷大学 文学部社会学科 中野 加奈子 氏 

 【グループワーク２】 

  「自己（意思）決定に留意したうえでの支援のあり方を考える」 

参加者 ３７名（担当職員 専門員含む）（宇治市役所からの参加は４名） 

実施して 事例報告を通じて、より宇治市の生活保護行政との関係性も強くなり、報

告を聞いてくださった皆さんからも「連携がうまくいっている」との評価

をいただくことができました。改めて、実践報告をすることで、お互いの

役割が確認できたと考えています。 

 

 

６． 東日本大震災の被災者の支援 

 

大震災が発生した平成２３年度より、地縁組織やＮＰＯ、ボランティアなどと協力し、

宇治市に避難する東日本大震災被災者が地域で孤立することのないよう取り組みを進

めています。市内の避難世帯数の状況は、帰郷や転居などの理由から減少しています。

平成２８年度も引き続き、「タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラム」から 5 万円

の助成を受けて、孤立をさせないつながりづくりを目的とした「集まっぺ！みちのくび

との交流会」を実施することができました。そのなかで平成２９年度以降は、災害ボラ

ンティアセンター事業に移管することを確認し合いました。 
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（集まっぺ！みちのくびとの交流会） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

７．高齢者の活動支援としての宇治市老人福祉センターサークル協議会への 

運営協力 

 

宇治市総合福祉会館内の老人福祉センターで行われている高齢者のサークル活動に

対して、運営に関する相談や、それぞれのサークルの連絡組織である宇治市老人福祉セ

ンターサークル協議会（ＵＳＫ）の運営を支援しています。高齢化の影響か、サークル

数とともに新規加入者の減少もあります。そのため、平成２９年３月１５日号の社協だ

よりに会員募集の記事を掲載し、市民への周知、広報を行いました。平成２９年度は、

日 時 平成２９年３月２６日（日）１０：００～１２：２０ 

場 所 京都府茶業会館 

内 容 第１１回集まっぺ！みちのくびとの交流会ｉｎ宇治 

体験型の茶話交流会（玉露・抹茶・煎茶の３種） 

 日本茶インストラクターによるお茶の淹れ方指導 

意見交流、情報交換 

・交流会の目的と評価 

・今後の事業運営 

・子育てサポート、住宅、帰省等の情報交換 

参加者 避難世帯３世帯４名、連合自治会世話人６名、社協事務局２名、合計 12 名 

実施して 市内の避難世帯の生活状況も、変化してきています。平成２９年度の取組み

は、その変化を鑑み、当会としても取り組み体制を変化させることになりま

した。 

本取組みは、当初から当事者に寄り添い、常に気にかけてくださる地域住民

の存在があり、その共動があってこそできた取組みです。その皆さんにも敬

意を表しつつ、これまで培ってきたつながりを生かして、避難世帯への支援

を行っていきます。 

宇治茶で交流する企画を行

い、交流と意見交換を行い

ました。 
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当会の「月イチうじピョンの〇〇な話」等も活用し、市民への周知、広報を行う予定で

す。 

 

（老人福祉センターサークル数の推移） 

年度 サークル数 登録者（名） 

平成 26 年度 22   438 

平成 27 年度   21 402 

平成 28 年度 19 366 

 

（シルバーウエルネス舞台発表大会・展示発表大会開催の支援） 

実施日 

① 舞台発表大会：平成２８年 ９月２４日（土）１０：００～１６：００ 

② 展示発表大会：平成２８年１０月 1 日（土）１３：００～１６：００ 

２日（日）  ９：３０～１５：００ 

場 所 ① 宇治市文化センター小ホール  ②宇治市総合福祉会館 

実施目的 各サークルの発表及び作品の展示と交流 

発表内容 
① 合唱・太極拳・カラオケ・民謡・謡曲・詩吟・三味線・大正琴・ダンス 

② 華道・書道・陶芸・編み物・茶道・ちぎり絵 

実施して 

普段の会館の窓口でお見かけする表情とは違い、出演者が生き生きとされてい

ました。そのエネルギーを、地域福祉やボランティア活動の場面へつなげてい

ければと考えています。 

 

（当会活動への協力状況） 

ＵＳＫでは、広く社会福祉へ貢献することを目的に、サークルの参加者から寄付金と

して当会ふれあい基金等に寄せていただきました。 

 

（団体会費等への協力状況）           (単位：円) 

年度 団体会費 ふれあい基金 共同募金 

平成 26 年度 43,900   71,535 48,050 

平成 27 年度 40,200   60,317 41,421 

平成 28 年度 36,300 47,741 60,923 
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８．地域福祉活動の拠点としての宇治市総合福祉会館の管理運営 

（指定管理事業） 

 

総合福祉会館は、地域福祉活動の中核的立場であり、宇治市から指定管理者として受

託運営しており、三つのセンター機能（※）に留意し、管理運営を行いました。老人福

祉センター個人利用人数と浴室利用人数はそれぞれ減少傾向となりました。 

 

（総合福祉会館団体利用状況） 

※１階：身体障害者福祉センター、２階：老人福祉センター、３階：福祉センター 

 

（老人福祉センター個人利用人数）（単位：名） （浴室利用者数）   （単位：名） 

 男性 女性 合計 

 

 男性 女性 合計 

平成 26 年度 5,902 3,263 9,165 平成 26 年度 4,874 2,042 6,916 

平成 27 年度 4,652 2,875 7,527 平成 27 年度 3,813 2,007 5,820 

平成 28 年度 3,929 2,806 6,735 平成 28 年度 3,195 1,952 5,147 

 

 

９．障がいのある人の社会参加を目指す身体障がい者デイサービス(各種教室)事業と

身体障がい者移動支援事業の実施 

 

（１）身体障がい者デイサービス(各種教室)事業 

 

身体に障がいのある方が、できるだけ多く社会参加の場を得られるよう、コーラスや

生け花など、１１の教室を開催しました。教室参加者の高齢化にともない、長期入院、

転居、施設入所等もあって登録人数の減少や、メンバーの固定化が課題です。また、利

用者からも、教室の PR についての意見をいただき、平成２９年３月１５日号の社協だ

よりに身体障がい者デイサービス事業について広報を行いました。 

平成２９年３月１９日に実施された宇治ボランティアフェスティバル＆おもいの駅

伝（主催；宇治ボランティア活動センター、共催；宇治市自立支援協議会）において、

教室のＰＲも兼ね参加し、普段の活動の紹介等を行いました。 

 

 開館 

日数 

１階利用計 ２階利用計 ３階利用計 合計 

団体数 人数 団体数 人数 団体数 人数 団体数 人数 

平成 26 年度 297 987 9,146 2,303 41,291 1,172 19,696 4,462 70,133 

平成 27 年度 298 910 8,284 2,414 39,856 1,075 18,826 4,399 66,966 

平成 28 年度 297 876 7,810 2,118 37,348 1,019 19,806 4,013 64,964 
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（各教室の実施状況） 

 

（２）身体障がい者移動支援事業 

 

平成２８年度は、施設入所される方等もありましたが、一方で当会の身体障がい者

デイサービスの利用から、本事業に利用に至った方もありました。社会参加の一助と

しての事業展開が図られている一方で、本事業の利用者や登録ガイドヘルパーの高齢

化や固定化が課題です。 

 

 

（ガイドヘルパー登録者及び利用登録者数・派遣調整数）（カッコ内は男/女） 

年度 
ヘルパー 

登録者数（名） 
利用登録者（名） 派遣調整（件） 

派遣実施数

（件） 

平成 26 年度 30(11/19)   20(10/10) 291 265 

平成 27 年度    30(11/19) 20(10/10) 270 254 

平成 28 年度 30(11/19) 16（9/7） 277 264 

 

 

年度 教室数 教室回数 登録人数（名） のべ利用者数（名） 

平成 26 年度 12 175 82 958 

平成 27 年度 12 168 71 730 

平成 28 年度 11 164 64 695 

遊びでできるリハビリ教室の一コマ。 

障がいの種別は様々ですが、いろんな配慮で 

楽しく過ごせる教室を心がけています。 
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１０．そのほか（熊本地震における職員の派遣） 

 

４月１４日に起こった「熊本地震」の被災地の西原村社会福祉協議会、災害ボランティ

アセンターに、近畿ブロック社協の一員として職員１名を派遣しました。 

 

派遣先 派遣期間 派遣先での業務内容 

熊本県 

西原村 

平成 28 年 6 月 18 日～6 月 23 日 生活課題発掘チームとしての地元社協

の支援活動 
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第３章 連携協働による暮らしやすいまち、宇治をめざす 

当会の持つ「橋渡し役（コーディネーター）」の機能を活かし、他機関、団体や、多

職種と連携をして地域の課題解決に努めました。 
 

 

 

１．宇治ボランティア活動センターとの協働  

   

（１）宇治ボランティア活動センター運営への支援 

 

宇治ボランティア活動センターでは、運営委員会を毎月第４水曜日と第４金曜日を隔

月で実施されてきました。運営委員会同様、役員会も定例開催されており、事前に議論

を整理したうえで、運営委員会を開催する体制を継続して取られています。当会事務局

からも職員が１名、運営委員として運営に参加し、運営委員間の連絡調整等に協力して

きました。 

   

（２）ボランティア活動の啓発支援  

 

宇治ボランティア活動センターでは、啓発活動として、情報誌「パートナー」を定期

発行（奇数月：2,300 部発行）しています。ボランティア活動センターに登録している

個人や団体、宇治市内を中心とする関係機関・施設に配布しています。センターの活動

紹介のみならず、読者から、ボランティア活動の参加に関する問合せをいただいていま

す。当会事務局職員も運営委員として、紙面作成に協力しています。 

平成２９年３月１１日には「バリアフリー上映会」、平成２９年３月１９日には「ボ

ランティアフェスティバル（おもいの駅伝）」という啓発イベントが実施されました。

市民の方が気軽に参加できるイベントを通じて、ボランティアへの裾野を広げたり、障

がい者理解を深める機会となりました。特にボランティアフェスティバルでは、高校生

や中学生のボランティア参加もあり、参加しやすいイベントを通じて「ボランティア活

動」を啓発する一助になりました。 

 

（３）運営委員会の組織強化に向けた取組み 

 

宇治ボランティア活動センターでは、平成２６年度以降、SNS を活用した情報発信

を推進されています。Facebook を活用した外部への情報発信と併せて、運営委員間で

の連絡調整手段としての利用も進んでいます。 
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平成２８年９月２５日（日）には、宇治ボランティア活動センターの今後の体制整備、

事業展開、活動者の充足などの課題に対し、運営委員の中で協議を進めていくために、

研修会を企画・実施しました。 

龍谷大学政策学部准教授深尾昌峰氏を講師に迎え、今後の市民活動の在り方とボラン

ティア活動センターにおける役割について学ぶ機会としました。 

平成２８年１２月３日（土）には、当会の島崎事務局長が講演後、宇治市の地域福祉

の現状とボランティア活動センターへ寄せる期待やボランティア活動センターのあり

方について、協議をする場を得ました。 

 

（４）ボランティア同士の連携強化とボランティア活動の支援 

 

宇治ボランティア活動センターでは、平成２８年７月 4 日（月）にボランティア活動

拠点となっている福祉会館の清掃及び交流会を開催し、登録グループや個人登録者の交

流の場を設けました。 

また、宇治市生涯学習センター、宇治市福祉サービス公社との三者による定年退職者

層をターゲットに、ボランティアや市民活動への参加のきっかけづくりを目的とした

「はじめよう！セカンドライフ」を開催してきました。 

 

（宇治ボランティア活動センター運営委員によるイベント、研修等参加実績） 

参加日 イベント名 当会職員の参加 

毎月１１日 幸せの黄色いﾚｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ なし 

年間４回 「はじめよう！ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ」講座 一部参加 

年間４回 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾏｯﾁﾝｸﾞｻﾛﾝ あり 

平成２８年 ７月 ９日（月） 
大阪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講座 
なし 

平成２８年１１月 ６日（日） 2016 宇治福祉まつり あり 

平成２９年２月１０日（金） 

～２月１２日（日） 

市民社会をつくるボランタリーフォー

ラム TOKYO2017 
なし 

平成２９年３月４日（土） 

～３月５日（日） 

全国ボランティアコーディネーター 

研究集会 
なし 

平成２９年 ３月１１日（土） 第 19 回ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ上映会 あり 

平成２９年 ３月１９日（日） 第８回宇治ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ あり 
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宇治ボランティア活動センターでは、個人ボランティアへのアプローチを模索されて

おり、平成２８年度より「ボランティアマッチングサロン」を、定期的に開催しました。

４月 24 日（日）、7 月 31 日（日）、10 月 16 日（日）、1 月 29 日（日）の４回、開催

し、訪れた個人ボランティアと、登録ボランティアグループ、施設職員の方をつなぐ場

として実施しました。 

 今後、現在ボランティア活動をしている人の相談や想いを語る場としての機能や、季

節に応じて夏休み時期には学校への啓発を強めるなど、内容や広報の方法に工夫をしな

がら、市民のボランティア参加の機会へとつなげていくことで確認をしています。 

 

 

２．宇治市災害ボランティアセンターの運営 

 

いざという時に様々な団体や関係機関と協働できるよう、常設型災害ボランティアセ

ンターとして、日ごろからのつながりづくりの強化を中心に取り組みを進めました。 

 

（１）総会及び熊本地震の「ボランティア活動支援金」の街頭募金の実施 

 

（第９回総会） 

日 時 平成２８年 ５月１４日（土）９：００～１０：４０ 

実施場所 宇治市総合福祉会館 大広間 

参加者 ５９団体４０名（うち委任状２４団体）※正会員７９団体中 

実施内容 

・平成２７年度事業報告・決算（一般会計及び特別会計） 

・平成２８年度事業計画・予算 

・宇治市災害ボランティアセンター次期運営委員の選出 

 

 

バリアフリー上映会、宇治ボランティアフェスティバルは、運営委員、ボランティアグループの 

力を結集した取組みです。 
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（熊本地震における街頭募金の実施） 

日 時 平成２８年５月１４日（土）１２：００～１３：００ 

場 所 ①JR 宇治駅 ②JR 六地蔵駅 ③近鉄大久保駅 

参加者 加入団体：①１０名 ②９名 ③１１名 

内 容 
「ボランティア活動支援金」を熊本市災害ボランティアセンターに

送るための街頭募金活動 

募金結果 109,127 円（総会受付の募金箱分 9,594 円含む） 

実施して 

京都府南部地域豪雨災害でも協力をいただいた熊本市災害ボランテ

ィアセンターへの、支援金募集の形で募金活動を行いました。支援

金募集の取組みを通じて、宇治市災害ボランティアセンターででき

る支援のあり方、資金面からの災害ボランティアセンターの運営に

関しても考えるきっかけになりました。 

 

（２）運営委員会の開催 

回 日 時 場 所 主な議題内容 

１ 
平成２８年 ５月 ９日（月） 

１９：００～２１：００ 

宇治市産業会館  

第２研修室 

第９回総会準備／熊本地震にかかる

「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援金」街頭募金の準

備／運営委員・担当職員の交代 

２ 
平成２８年 ７月２５日（月） 

１９：００～２１：００ 

宇治市防災訓練への対応／年度内の

具体的取り組み／新代表選出（伊藤

代表→奥西代表に交代） 

３ 
平成２８年１１月１４日（月） 

１９：００～２１：００ 

西小倉地域防災訓練への対応／自主

防災会との懇談会／加入団体向け研

修会 

４ 
平成２９年 ２月 １日（水） 

１９：００～２１：００ 宇治市総合福祉会館 

第１研修室 

京都府南部地域豪雨災害時について

の学習会（講師：莵道自治会会長 浜

根一男氏）／木幡宮ノ前町内会自主

防災会との懇談会 

５ 
平成２９年 ３月 ６日（月） 

１９：００～２１：００ 

H２８年度決算見込み・H２９年度事

業計画・予算 

 

総会終了後、募金運動を行いました。 

支援金募金の募金運動を初めて展開しました。 
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（３）広報・普及活動 

 

協働運営のセンターとして、運営委員とともに、各種防災訓練に参加しての回覧板

の配布などを通じて、自治会・町内会関係者に宇治市災害ボランティアセンターを PR

しました。また、今年度は、地域の自主防災会に出向いての懇談会を行うなど、災害

時に連携ができるよう様々なつながりづくりに取り組みました。 

 

（宇治市総合防災訓練への参加） 

日 時 平成２８年９月４日（日）９：００～１２：００ 

場 所 京都文教大学 宇治キャンパス 

参加者 運営委員５名、事務局３名（実習生１名含む） 

内 容 

宇治市災害ボランティアセンター啓発ブースの展開 

・PR チラシ、回覧板配布 

・京都府南部地域豪雨災害パネルの展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（西小倉地域訓練への参加） 

日 時 平成２８年１１月２９日（日）９：００～１２：３０ 

場 所 北小倉小学校 グラウンド 

参加者 運営委員６名、事務局１名 

内 容 

宇治市災害ボランティアセンター啓発ブースの展開 

・PR チラシ、回覧板配布 

・京都府南部地域豪雨災害パネルの展示 

 

（京都府総合防災訓練について） 

 

平成２８年９月４日に開催された京都府総合防災訓練の一環として、同時開催にて

「避難所開設・運営訓練」が 実施されました。京都府災害ボランティアセンター運営

委員として、市災ボラ副代表の海老名氏が参加しました。 

 

宇治市総合防災訓練では、パネル展示と回覧板を配

布しました。多くの参加者に見ていただきました。 
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（講師派遣について） 

依頼者 

①特定非営利活動法人介護の家 コスモス男山 

②北宇治中学校 

③若葉台自主防災会 

内 容 

①災害に対して、地域でどう備えるべきか 

②常設型災害ボランティアセンターと災害ボランティアについて 

③自主防災会と災害ボランティアセンターとの連携について 

日 時 

①平成２８年 ５月２８日（日）１４：３０～１５：３０ 

②平成２８年 ６月２９日（水）１０：００～１１：００ 

③平成２８年１０月 ２日（土）１９：００～２０：００ 

場 所 ①男山 D 団地集会所 ②宇治市総合福祉会館 ③若葉台集会所 

参加者 ①事務局１名 ②、③運営委員１名・事務局１名 

実施して 

運営委員とともに、中学生に対しての災害ボランティアセンター等の

PR は、初めての取組みでした。平成２４年京都府南部地域豪雨災害の

話を通じて、災害が起きたときに中学生でもできる役割があることを

伝え、何かの時に「大丈夫？何か手伝うことがある？」という顔が見

える関係づくりが大切だということを伝えました。特に、若年層への

働きかけは初めてでしたが、年齢に関係なくできることがあるという

ことを伝えることで、災害時だけでなく普段から地域に関心を寄せる

一助になればと考えています。 

 

（自主防災会との懇談会） 

日 時 平成２９年２月２５日（土）１８：００～１９：３０ 

場 所 木幡地域福祉センター 

参加者 運営委員４名、事務局１名 

内 容 
被災時にスムーズに復旧支援活動を行うための災害ボランティアセ

ンターと地域組織との連携についての意見交換を行いました。 

実施して 

被災した際に、地元組織として、ボランティアを受け入れてスムーズ

な復旧活動を図る大切さを理解できたという一方で、見ず知らずのボ

ランティアを受け入れることへの不安が残るという意見も出されま

した。ただ、そのことで、ボランティアの受け入れをしないというこ

とではなく、安心してボランティアを受け入れられるよう、いざとい

う時に向け、地元組織と本センターの顔の見える関係づくりが大切で

あることを共有できた機会となりました。 
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（「いざという時に役立つ簡単非常食づくりを学ぼう」研修会） 

日 時 平成２９年３月１日（土）１８：３０～２０：３０ 

場 所 宇治市総合福祉会館 大広間・調理室 

参加者 市災ボラ加入団体３０団体４３名 事務局２名 要約筆記２名 

内 容 

①熊本地震にかかる南阿蘇村でのボランティア活動の報告及び

YMCA 災害ボランティアセンターの様子について（DVD 上映）：

海老名副代表 

②食品保存袋を活用した、災害時に役立つ炊飯体験・試食 

 講師：赤十字レスキューチェーン京都 

宇治市食生活改善推進員協議会「若葉の会」 

実施して 

研修会前半は、熊本地震にかかる、熊本 YMCA の南阿蘇村災害ボラ

ンティアセンターの活動状況を DVD で鑑賞しました。被災住民の多

様なニーズに対して、現地災害ボランティアセンターでは、様々な

関係団体との協働が必要になることを学びました。後半は、各家庭

にて常備されていることが多い食品保存袋を活用した炊飯体験を行

いました。参加者同士が一緒に体験をすることで、当センター加入

団体同士の情報交換が進むとともに、いざというときに生きる「顔

の見える関係づくり」の強化につながりました。 

 

（４）京都府災害ボランティアセンターへの協力 

 

京都府災害ボランティアセンターの運営委員として、平成 27、28 年度の 2 年間、

宇治市災害ボランティアセンターから、運営委員１名が参加しています。 

 

（主な活動） 

・京都府災害ボランティアセンター総会・運営委員会への参加（運営委員会には４回

参加） 

・熊本地震にかかる熊本県阿蘇市へのボランティアバスの添乗と支援活動（5 月 20 日

～5 月 23 日） 

・現地災害ボランティアセンターの円滑な立ち上げ・運用ポイント 見直し作業部会

への参加 

・避難所開設・運営訓練への参加（京都府総合防災訓練との同時開催） 

・生活会議研究大会（京都府社会教育課主催）での熊本支援活動の報告 
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（５）研修・イベント等への参加 

日 時 

①平成２８年 ６月２５日（土）１３：３０～１６：３０ 

②平成２８年 ７月１６日（土）１０：２５～１６：００ 

③平成２８年 ７月１７日（日）１０：２５～１６：００ 

④平成２８年１０月２９日（土）１３：００～１７：００ 

⑤平成２８年１２月 ６日（火）１３：２５～１６：３０ 

⑥平成２９年 ２月２８日（火）１０：００～１６：４５ 

場 所 
①龍谷大学 大宮キャンパス 清和館 ②・③京都社会福祉会館 

④京都大学宇治キャンパス ⑤ハートピア京都 ⑥メルパルク京都 

内 容 

①講義「なぜ災害ボランティアセンターは協働を重視するか」及び 

 府災ボラ加入団体による活動内容のポスターセッション 

②研修会「災害 VC の先遣・初動期支援に重要な視点」 

③「初動支援チームフォローアップ講座」 

④災害時連携 NPO 等ネットワーク設立大会＆シンポジウム 

⑤スタッフ部門別養成研修会 

⑥京都災害ボランティア LO（調整員）養成講座・第２回初動支援チー

ムフォローアップ研修 

参加者 
①運営委員４名 事務局１名 ②事務局１名  

③、④運営委員１名 事務局１名 ⑤運営委員２名 ⑥運営委員１名 

参加して 

平成２７年度は、京都府内では発災がなかったものの、日本各地で災

害が起こり、災害ボランティアセンターの設置がされてきました。そ

の中で、マニュアル化される災害ボランティアセンター運営の弊害、

協働のあり方、一方的なボランティア調整に対しての意見など、常設

型としていかに普段を災害時にも生かせるのかを問われているという

ことを、どの講師も述べられていたように感じました。 

改めて、加入団体だけの協働でもなく、幅広く「協働」のあり方を考

える機会になり、今後の運営に生かしていきたいと考えています。 

 

 

３．各団体の力を結集して盛り上げる「宇治福祉まつり」の開催 

 

市民や福祉関係者で実行委員会を結成して、関係団体・関係者・一般市民の絆づくり

を目的に、平成２８年１１月６日（日）に開催しました。昨年度から始まったお楽しみ

抽選会などを踏襲しつつ、より効率的な開催ができるよう実行委員による協議を行い開

催しました。 
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（実行委員会） 

日 時 

事前協議：平成２８年 ６月３０日（木）１９：３０～２０：００ 

①第１回：平成２８年 ６月３０日（木）２０：００～２１：００ 

②第２回：平成２８年  ８月３日（水）１９：３０～２０：４５ 

③第３回：平成２８年 ９月１５日（木）１９：３０～２１：００  

④第４回：平成２８年１０月２０日（木）１９：３０～２１：００ 

⑤第５回：平成２９年 １月１７日（火）１９：３０～２１：００ 

場 所 宇治市総合福祉会館  

参加者 宇治福祉まつり実行委員９名、事務局３名 

内 容 宇治福祉まつりの企画立案と検討、運営面の協議・確認等 

実施して 

実行委員が各係のリーダーとなり、事務局と準備を進めました。実行

委員と事務局との連絡を密に取ることに努めながら、必要な作業など

を実行委員とともに行いました。 

 

（参加団体説明会） 

日 時 平成２８年９月２６日（月）１３：３０～１４：５０ 

場 所 宇治市総合福祉会館 大広間 

参加者 ５７団体 

内 容 

企画や運営内容の連絡、共有、協議 

・抽選会方法の変更／会場配置の変更／説明会終了後、エコ係の分担

協議 

実施して 

平成２８年度は、各種団体に事前に開催要項や申込書を送付して、申

し込みのあった団体に対して参加団体説明会を１回のみ開催するな

ど、会議のスリム化を図り、各種団体の会議参加の負担を軽減する工

夫を行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

宇治福祉まつりは、宇治中学校吹奏楽部の演奏で幕を開け、多くの参加者でにぎわいました。 
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（２０１６宇治福祉まつり当日） 

 

 

４．つながりづくり、活動のヒントを考える 

「うじピョンカフェ」（座談会）の開催 

 

今年度のうじピョンカフェは、社会福祉法人改革において、福祉施設等が、様々な地

域課題に対応することが求められている中で、日ごろの業務を通じて気になる課題や地

域と連携して取り組んでいることについて、高齢者、障がい者、子ども分野の枠を超え

て意見交換できる場として開催しました。 

 

 

日 時 平成２８年１１月６日（日）８：４５～１５：００  

場 所 宇治市総合福祉会館一帯 

参加者 
参加者６，０００人以上（参加団体９６団体、運営協力団体２０団体、個

人ボランティア（前日準備・当日）５名含む） 

内 容 

宇治中吹奏楽部の演奏 

各団体による３０秒ＰＲ：１７団体 

オープニング（開会宣言・来賓あいさつ） 

ステージ発表：１４団体／福祉の店：３４団体／展示：２７団体 

体験・相談：１６団体／スタンプラリー：１０団体 

お楽しみ抽選会 

実施して 

平成２８年度も宇治中学校吹奏楽部や城南菱創高校ボランティア部、子ど

もたちによる源氏物語の朗読グループ、佛教大学よさこいサークルの参加

など、若い力の参画も得ながら、大勢の人の交流拠点として開催できまし

た。 

また、平成２７年度に引き続き「お楽しみ抽選会」を実施して、来場者と

参加団体の交流を深めることにつながりました。 

福祉まつり当日までには、様々な団体、関係者とのやり取りを重ねます。

そのやりとり自体がお互いに顔の見える関係づくりにつながっています。 

うじピョンカフェでは、施設の職員が普段

感じていることなどをお聞きしました。 
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（うじピョンカフェの開催） 

日 時 平成２９年３月１５日（水）１９：００～２１：００  

場 所 宇治市総合福祉会館 大広間 

参加者 
市内の高齢、障がい、子どもの各福祉分野の施設職員１５名及び当会職

員６名 

内 容 

・ミニ講演会「社会福祉法人（福祉施設）と地域との協働実践」 

～それぞれの強みを活かした地域課題への対応について～ 

講師：第３次宇治市地域福祉活動計画 策定委員長 新崎 国広氏 

    （大阪教育大学教育学部 准教授） 

・各テーブルでの意見交換会 

・全員参加型ポスターセッション 

実施して 

「保育園と高齢者施設」「高齢者施設と障がい者施設」など、日ごろから

分野を超えたやり取りが市内にはたくさんあることを参加者で共有でき

たことにより、もっとできることがあるのではないかという意見も出さ

れました。分野を超えて意見交換したことで、参加者からは「新たな気

づきや発見ができた」という声もありました。 

 

５．京都文教大学との連携によるボランティア活動の促進 

 

京都文教大学の科目である「地域ボランティア演習」に関して業務提携を行い、学生

のボランティア活動促進に努めています。 

春学期は、17 名の履修登録があり、16 名の単位認定を行いました。秋学期は、12

名の履修登録があり、12 名の単位認定を行いました。この授業をきっかけに、継続し

てボランティア活動に参加している学生も 3 名います。 

一方で、受入れ施設では、日常業務との兼ね合いから、負担感を感じている場面もあ

るように伺っています。今後は、社会福祉施設等の現場での負担感を軽減しながら、ボ

ランティア活動の促進を図っていくことが課題です。 

 

 

 
文教大学地域ボランティア演習の履修生による

B タイプリハビリ事業でのプログラム。あじさい

をみんなで作りました。 
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６．各種関係機関との連携 

 

コーディネーター役として、当会が地域、関係機関と連携、協働し地域福祉の推進に

努めるために、小地域包括ケア会議、れもねいど推進協議会、宇治市自立支援協議会や

生活支援体制整備事業の協議への参加などを行いました。 

 

（１）地域包括ケアシステムの構築に向けた関係機関との連携、協議への参加 

 

平成 24 年度より、地域包括支援センター主催で、地域住民と関係者との連携や地域づく

りを目的として、圏域ごとに「小地域包括ケア会議」（年３回）が開催されています。また、

総括をする会議として、宇治市健康生きがい課主催で「地域包括ケア会議」が設けられて

います。 

 

（小地域包括ケア会議の出席） 

実施日 

（圏域ごと） 

東宇治北 

①平成２８年 ８月 3 日（水）１５：００～１７：００ 

②平成２８年１１月 ４日（金）１４：００～１６：００ 

③平成２９年 ２月２２日（水）１４：００～１５：３０ 欠席 

東宇治南 

①平成２８年 ９月１５日（木）１４：００～１６：００ 

②平成２８年１１月２４日（木）１４：００～１６：００ 

③平成２９年 １月１３日（金）１４：００～１６：００ 

中宇治 

①平成２８年 ９月１４日（水）１３：３０～１６：００ 

②平成２９年 １月１７日（火）１４：００～１６：００ 

③平成２９年 ２月２３日（木）１０：００～１２：３０ 

北宇治 

①平成２８年 ６月１７日（金）１４：００～１６：００ 

②平成２８年 ９月２３日（金）１４：００～１６：００ 

③平成２８年１１月２９日（金）１３：３０～１５：３０ 欠席 

④平成２９年 ３月１０日（金）１３：３０～１５：３０ 

西宇治 

①平成２８年 7 月２６日（火）１４：００～１６：００ 

②平成２８年１１月２２日（火）１４：００～１６：００ 欠席 

③平成２９年 ２月２０日（月）１４：００～１６：００ 

南宇治 

①平成２８年 8 月 1 日（月）１４：００～１６：３０ 

②平成２８年 9 月 5 日（月）１４：００～欠席 

③平成２８年１０月３１日（月）１４：００～欠席 

参加目的 高齢者支援を基軸にした地域福祉の推進 

参加人数 圏域の学区福祉委員担当か協議テーマに関連する担当者１名が参加。 

参加して 

各地域の特色が出ている会議になっていますが、当会の役割がなかなか見出しに

くいところが共通しています。プレ会議に参加して、会議の調整、地域の実情を

お伝えするのですが、その理解が福祉関係者や医療関係者に深まっていない点が

課題と言えます。 
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（地域包括ケア会議の出席） 

実施日 

（場所・参加職員数） 

①平成２８年６月１日（水）１４：００～１６：００ 

（うじ安心館 欠席） 

②平成２９年２月１日（水）１４：００～１６：００ 

（うじ安心館 １名） 

参加目的 
地域住民と関係者との連携、他職種とのネットワークの構築 

高齢者支援を基軸にした地域福祉の推進 

参加して 

認知症施策を中心にした報告が多く占めました。れもねいど推進協

議会等々も含めて、似たような会合が多くあるので、それぞれの会

合での目的を確認しつつ、「地域」を基盤にした発信の必要性を感じ

ます。 

 

（２）認知症疾患医療連携協議会 

 

 奇数月の第 3 金曜日の午後、洛南病院にて開催されており、出席しています。主に、

認知症カフェや相談の様子などの報告がされています。 

 

（３）れもねいど推進協議会 

 

 宇治市の「認知症の人にやさしいまち・うじ」の実現に向けた推進協議会に参加して

います。 

 

（れもねいど推進協議会） 

実施日 

（場所・参加職員数） 

①平成２８年 ６月２７日（月）１５：００～１６：３０ 

②平成２８年１０月 ３日（月）１５：００～１６：３０ 

③平成２８年１２月１９日（月）１５：００～１６：３０ 

④平成２９年 ３月２７日（月）１５：００～１６：３０ 

（いずれの日も、うじ安心館 １名） 

参加目的 

認知症施策の中で、地域とのかかわりを探る。また、当会で実施し

ている「高齢者あんしんサポート企業」の養成講座などの関係性を

考える。 

参加して 

当事者の声を大事にしながら、取組みを進められており、まさに「当

事者の声」からの施策づくりが求められていると感じます。一方で、

当事者からは、「残された時間が少ない」という声もあり、切実な思

いを迅速に施策化していくのかが大きな課題といえます。 
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（認知症フォーラム in うじ） 

実施日 

（場所・参加職員数） 

平成２９年３月２０日（月）１０：００～１６：００ 

（学習センター １名） 

参加して 

午後のフォーラムでは、当事者と支援者、そしてそこにかかわっ

た人が登壇され、当事者の皆さんも積極的に発言されていたこと

が印象に残りました。「当事者には残された時間が少ないんです。」

という切実な訴えもあり、制度や施策に結びつくこと、地域が変

わっていく「時間の流れ」と、当事者の症状の変化への対応の「時

間の流れ」に大きな隔たりがあることを訴えられていました。そ

のような当事者の声を受け止め、地域住民への発信をしていく役

割を感じています。 

 

（４）宇治市福祉サービス公社受託「生活支援体制整備事業」の四者協議 

 

 介護保険制度の改正により、総合支援事業を展開していく必要から、宇治市がその体

制整備を行う事業として、平成２７年度から宇治市福祉サービス公社に委託をされてい

ます。宇治市シルバー人材センター、当会も参加してその体制整備を考える協議を、平

成 27 年 5 月から月 1 回ペースで実施してきました。 

 

 

総合事業のスタートを控え、2 月には健康長寿フェ

スが開催されました。 

この取組みには、本会の職員や地域団体の代表など

が参加して、パネルディスカッション等も行われま

した。 



５２ 
 

（四者協議） 

実施日 

①平成２８年 ４月 ５日（木）  １０：００～１２：００ 

②平成２８年 ５月 ６日（金）  １０：００～１２：００ 

③平成２８年 ５月１９日（木）  １０：００～１２：００ 

④平成２８年 ６月２４日（金）  １０：００～１２：００ 

⑤平成２８年 ７月１９日（火）  １０：００～１２：００ 

⑥平成２８年 ８月１２日（金）  １３：００～１６：００ 

⑦平成２８年 ９月 ８日（木）  １０：００～１２：００ 

⑧平成２８年１０月１８日（火）  １０：００～１２：００ 

⑨平成２８年１１月２１日（月）  １４：００～１７：００ 

⑩平成２８年１２月２６日（月）  １３：３０～１６：３０ 

⑪平成２９年 １月１９日（木）  １４：００～１７：００ 

⑫平成２９年 ３月１７日（金）   ９：３０～１２：００ 

参加目的 

介護保険改正を巡る地域福祉活動と専門職との連携のあり方の協議。

また、総合支援事業の実施に係る、今後の地域福祉活動団体との調整

を考える。 

参加して 

全体的な協議の中では、主として健康長寿サポーター養成講座の場面

が多く、大枠の体制整備にまで至っていない点があります。この協議

を基軸に、平成２９年度は新たに当会も「生活支援コーディネーター

業務」を担い、宇治市福祉サービス公社とともに生活支援体制整備事

業を進めていくことになりました。 

 

（健康長寿フェス） 

実施日 

（場所 参加人数） 

平成２９年 ２月２５日（土）１０：００～１６：００ 

（学習センター ２名） 

参加して 

講演、事業説明、パネルディスカッションとたくさんのプログ

ラムであったが、平成２９年度から本格的にスタートする総合

事業に関してのモデル事業等の報告もあり、関心の高さもうか

がえた。 

 

（５）宇治市自立支援協議会 はたらく部会への参加 

 

 宇治市自立支援協議会は、市内の障がい者支援に関わる人たちで構成されており、当

会は身体障がい者デイサービス事業所として、「はたらく部会」に参加しています。ま

た、それ以外にも子ども部会等から、制度の枠組みを超えて社会資源開発に取り組まれ

ている内容について、相談対応を行っています。 
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（はたらく部会） 

実施日 

①平成２８年 ５月１９日（木）  １８：００～２０：００ 欠席 

②平成２８年 ７月２１日（木）  １８：００～２０：００ 

③平成２８年 ９月１５日（木）  １８：００～２０：００ 

④平成２８年１１月１７日（木）  １８：００～２０：００ 

⑤平成２９年 １月１９日（木）   １８：００～２０：００ 欠席 

⑥平成２９年 ３月１７日（木）   １８：００～２０：００  欠席 

参加目的 障がいのある方の「はたらく」多様性を考える。 

参加して 

身障デイという枠組みでは、就労というところまでいきつかないが現状で

す。しかし、「はたらく」多様性を考える上では、当会の様々な団体と関

わりは、意味があると考えています。参加している障がい者支援に関わる

人の中には、中小企業家同友会など企業の方もおられます。当会の他団体

との関わりも、障がい者支援に関わる人たちには知られていないこともあ

り、双方に有益に働くのではないかと考えています。 

また、部会では、ニーズ調査を展開していくことも決まっており、「制度

の狭間」をしっかり考える上での調査、分析、政策提言が予定されていま

す。当会のかかわりも役割を考えながら参加していく必要性があります。 

 

（宇治市自立支援協議会 報告会） 

実施日 

（場所 参加人数） 

平成２９年 ３月 ２日（木）１３：３０～１６：００ 

（学習センター ３名） 

参加して 

講演会と、平成２８年度のまとめとしての部会報告が行われました。講

演会では、障がいのある方のおかれてきた過去の歴史から現在にいたる

までを、実際に講師のかかわりに基づく内容でした。参加者が専門職だ

けではなく、地域の方が多い中、わかりやすく話があり問題提起や共感

を呼ぶ講演であったと感じました。部会報告については、それぞれの活

動の大枠のみの報告となりました。今後、どのように参加されている地

域の方に関わってもらうのかをより明確に打ち出されると報告会の意

義があるのではないかと考えます。 

 

（６）自治会長・町内会長懇談会 

 

 文化自治振興課で取り組まれている自治会長・町内会長懇談会において、地

域の高齢者問題を考えるテーマが設定され、当会職員も要請を受け参加をしま

した。 
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（自治会長・町内会長懇談会） 

実施日 

（場所・ 

参加職員数） 

①平成２８年１２月２０日（火）１４：００～１５：３０ 

（産業振興センター ２名） 

②平成２８年１２月２２日（木）１０：３０～１２：００ 

（東宇治地域福祉センター ２名） 

③平成２９年 １月２５日（水）１４：００～１５：３０ 

（学習センター ２名） 

参加目的 
自治会町内会の中で、高齢者の支援というテーマにどの程度関心があるの

かを図り、学区福祉委員会等の取組みを考える一助とする。 

参加して 

自治会町内会長は、１年交代が多い中、高齢者支援は「継続性」が必要で

す。その中で、子どもを巻き込んだ取り組みなどをされている町内もあり

ました。学区福祉委員会等にも情報提供をしながら、いろんな接点を見つ

けていく必要性があります。 

 

（７）地域課題庁内情報交換会への参加 

 

 地域福祉課からの要請を受け、宇治市の地域課題町内情報交換会へ参加しました。 

 

（地域課題庁内情報交換会） 

実施日 

（場所・ 

参加職員数） 

①平成２８年１２月１６日（金）１３：３０～１５：３０ 

（市役所会議室 １名） 

②平成２９年 ２月 ７日（火）１０：００～１２：００ 

（市役所会議室 １名） 

参加目的 
「身近な相談窓口」をテーマに、宇治市の福祉部局以外の職員も集まっ

て協議する場があるとのことで参加。 

参加して 

京都文教大学との「研究」の一環であるとのことだが、宇治市の福祉部

局以外にも、地域課題を身近な相談窓口で対応できないかという思いを

持っていることは感じられました。しかしながら、身近な相談窓口のイ

メージはそれぞれに違っていることもあり、最終的なまとめまでは至っ

てはいません。 
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７．市内の社会福祉法人等との連携事業（新規） 

 

社会福祉法人の役割として、「地域の公益的な活動」による多様な福祉ニーズへの

対応が求められている中、本会としては、各社会福祉法人との連携による今後の地域

福祉活動の展開を見据え、「地域の公益的な活動」に関するアンケート調査や学習会

を開催しました。 

 

 （アンケート調査） 

期 間 平成２８年１２月１日（木）～１２月２６日（月） 

対 象 市内の２０法人 ※回答数：１７法人（回収率８５％） 

調査内容 
・地域住民を対象にした各法人の公益的活動の取り組み状況について 

・今後公益的活動として取り組んでみたいと思う分野について など 

実施して 

多くの法人が、施設利用者と地域住民との交流事業に取り組んでいた

り、災害や地域の支え合い活動などに関心を持っていることがわかり

ました。 

一方で、公益的活動に取り組むための人員や地域との連携が不足して

いると回答する法人も多く、各法人が人員や財源を出し合い協働で取

り組みを進めることも必要だという意見もありました。 

 

（学習会） 

日 時 平成２９年１月２８日（土）１４：３０～１６：００ 

参加者 
合計４２名（１２法人２１名・宇治市３名・関係団体４名・当会理事

７名・当会職員７名） 

内 容 

学習会「今後の地域福祉と社会福祉法人の役割 ～宇治における『我

が事・丸ごと』地域共生社会の構築を考える～」 

講師：厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 地域福祉専門官  

後藤 真一郎 氏 

実施して 

国が検討を進める『我が事・丸ごと』地域共生社会の実現には、複雑

化する地域の様々な課題をこれまでの「縦割り」の福祉サービスでは

なく、分野に限らず「丸ごと」として対応する福祉サービスへの転換

が必要であるとの説明がありました。 

様々な福祉課題に対して、各社会福祉法人が専門分野の枠を超えて、

お互いにできることを行うためにも、今後も法人間の連携強化の必要

性が確認されました。 

 

新春福祉のつどい後開催された講演会では、社会福祉

法人が果たすべき役割を確認する機会になりました。 
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第４章 法人運営の強化 

当会の基盤を支えるための財源の確保、役職員の資質向上、体制の強化に努めました。 
 

 

１．財源の確保 

 

（１）地域活動を支える当会会費の増強 

 

住民会費・寄付金としては、約 34 万円の減額となりました。住民会費・寄付金以外

の会費合計額は、約 5.5 万円の減額となりました。全体では約 40 万円の減額となりま

した。昨年度に比べ、今年度は１０の自治会・町内会からの協力が増え、約１３万円の

増額でした。一方で２１の自治会・町内会からの協力が無く、約２６万円の減額でした。

減額の要因の一つとして、世帯数の多い自治会の内部問題により、会費へのご協力がい

ただけなかったことも挙げられます。 

会員募集は当会の根幹にかかわるものであり、より一層の協力をいただけるよう、学

区福祉委員会との連携強化や役職員による、積極的な声かけ、広報活動を展開していく

必要があります。 

 

（平成２８年度 会員募集の状況）（単位 円） 

 当会の会費・寄付金 

平成２６年度 14,983,368 

平成２７年度 14,744,886 

平成２８年度 14,314,954 

 

（平成２８年度 会員種別ごとの状況）（単位 円） 

 住民会費 寄付金 賛助会費 事業所会費 団体会費 施設会費 特別賛助会費 

平成 26 年度 10,612,500 1,242,692 244,776 1,073,000 553,400 280,000 977,000 

平成 27 年度 9,835,000 1,817,986 248,300 1,058,000 528,700 291,000 962,900 

平成 28 年度 9,535,500 1,780,015 220,500 954,000 563,800 305,000 956,139 

 

（２）１㎡でできる社会貢献（自動販売機設置事業）の推進 

 

企業の社会貢献を進める観点から様々な法人や事業所、また地域の学区福祉委員会等

のご協力を得ながら、飲料用自動販売機の増設を行い、設置台数は１４台となりました。

その収益は地域福祉・ボランティア活動の拡充に活用しています。 
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（各自動販売機手数料収益実績）                   （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）寄付金の受け入れと「ふれあい基金」「ボランティア基金」 

「災害時支援活動準備金」の適正運用 

 

様々な方からの寄付の受入れ及び「ふれあい基金」「ボランティア基金」の運用によ

る財源確保に努めました。また、日頃からの災害時への備えとして「災害時支援活動準

備金」積立への協力依頼を継続しています。また、平成２８年度は、遺言等による遺贈

自動販売機設置場所  年間収益 備考（設置期間） 

愛の郷（玄関前） 138,442  

１２ヶ月間（４月-３月） 

愛の郷（地域交流室） 130,240  

㈱ミヤモト 131,035  

旦椋公会堂 170,255  

開地域福祉センター 80,432  

東宇治地域福祉センター 147,751  

山城福祉会（ｱｸﾄﾊﾟﾙ宇治臨時駐車場） 68,812  ７月８日設置 ９か月間（７月-３月） 

粂田建設 79,169  ８月４日設置 ９か月間（８月-３月） 

リエゾン宇治おおくぼ 34,175  ９月２日設置 ７か月間（９月-３月） 

リジェール柳田 63,082  ９月７日設置 ７か月間（９月-３月） 

マークアップ大久保 21,680  ９月３０日設置 ６か月間（１０月-３月） 

デイサービスみやび 5,868  ２月２８日設置 １か月間（３月） 

ユニチカユニオン宇治 5,566  ３月１３日設置 １か月間（３月） 

木幡公民館 412  ３月２３日設置 １か月間（３月） 

合  計 1,076,919  

社協だよりをみて、設置してくださった企業や

福祉施設、公民館への設置も進みました。 

１社ありました。 



５８ 
 

が２件あり、ふれあい基金積立額が大幅増となりました。 

 

（寄付（物品）の推移） 

 
ふれあい基金寄付 災害時支援活動準備金※1 指定寄付 寄付物品 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 内容 

平成 26 年度 20 1,338,616 62 298,625 2 48,210 10 
消火器・車いす

ほか 

平成 27 年度 14 5,518,849 4 96,685 3 165,534 8 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄﾊﾟｿｺﾝ７

台、輪投げ、官

製ﾊｶﾞｷほか 

平成 28 年度 22 56,956,872 2 18,424 2 120,000 8 
ﾃﾞｼﾞｶﾒ、車いす、

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰほか 

※会館窓口ふくろう募金は１件とカウント。 

※災害時支援活動準備金は、住民会費の 2％分を含まず、指定寄付として受けた分のみ

掲載。 

 

（ふれあい基金運用実績）                 （単位：円） 

 ふれあい基金（180,734,938 円） 

運用益 基金積立 基金取崩し 基金額 

平成 26 年度 7,013,896 1,338,616 5,000,000 135,448,737 

平成 27 年度 11,323,890 6,618,849 0 142,067,586 

平成 28 年度 37,662,656 48,435,232 9,767,880 180,734,938 

※平成２７年度より、長期貸付回収金もふれあい基金積立てに計上。 

 平成２８年度は、一旦基金の一部を取り崩したのち、再度同額を基金に積立てをしていま

す。 

 

（ボランティア基金運用実績） （単位：円） 

 ボランティア基金

（121,788,928 円） 

運用益 基金額 

平成 26 年度 6,431,143 121,788,928 

平成 27 年度 4,891,699 121,788,928 

平成 28 年度 6,856,629 121,788,928 
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（４）赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動への協力  

 

１０月１日から募金種別（戸別、グループ、個人、街頭、資材、学校、その他）ごと

に募金運動を展開するため、また、共同募金の透明性確保と運動体の強化を目的とした

組織改編のために、幹事会（６月２４日、７月２５日、９月７日、２月２８日）、募金

推進委員総会（７月２５日、９月１３日）を開催しました。今年は、赤い羽根共同募金

運動７０回目の節目の年で、引き続き平成２９年度が７０周年にあたります。目新しい

取り組みとして、幹事会が新たに考案した寄付つき「赤い羽根年賀はがき」10,000 枚

を完売し、広報啓発に役立てられました。一部のイベント型募金は、期間を延長して３

月３１日まで展開しました。歳末たすけあい募金運動は、１２月１日から１２月３１日

まで展開し、広く市民に呼びかけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（募金実績）                 （単位：円） 

年度 一般募金 歳末募金 合計 

平成 26 年度 12,307,865 9,144,710 21,452,575 

平成 27 年度 12,951,733 8,814,608 21,766,341 

平成 28 年度 12,010,224 8,237,969 20,248,193 

 

２．会務の運営 

 

正副会長会（三役会）、理事会、評議員会、監査、第三者委員会、評議員選任解任委

員会を適宜開催しました。 

 

 

寄付つき赤い羽根年賀はがき 

１枚当り 10.5 円が共同募金として寄付されます。 

伊藤会長から、奥西会長へバトンタッチ！ 
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（理事会・評議員会の開催状況） 

理

事

会 

第 1 回：4 月 28 日（木）10:00～11:54 出席理事 10 名／出席監事 0 名 

①評議員の交替について 

②平成 27 年度事業報告について 

③平成 27 年度決算について ※平成 27 年度監査報告 

第 2 回：5 月 14 日（土）15:00～16:25 出席理事 13 名／出席監事 0 名 

①代表理事（会長）及び副会長の選任について 

②評議員の選任について 

③広報刊行物「社協だより」有料広告掲載に関する要綱について 

④情報公開規程の一部改正について 

⑤個人情報保護規程の一部改正について 

第 3 回：7 月 8 日（金）9:30～11:37 出席理事 11 名／出席監事１名 

①平成 28 年度資金収支予算補正について 

②給与規程の一部改正について 

第 4 回：9 月 23 日（金）15:30～16:40 出席理事 13 名／出席監事 0 名 

①平成 28 年度資金収支予算補正（2 次）について 

第 5 回：12 月 13 日（火）9:30～11:50 出席理事 12 名／出席監事 0 名 

①評議員の選任について 

②定款の変更について 

③指定寄付金の配分について 

④平成 28 年度資金収支予算補正（3 次）について 

⑤評議員選任・解任委員会設置規程について 

⑥評議員選出規程について 

第 6 回：2 月 21 日（火）9:30～11:27 出席理事 10 名／出席監事 0 名 

①評議員選任・解任委員の選出について 

②評議員選任候補者の選出について 

③来年度事業方針について 

④給与改定について 

第 7 回：3 月 17 日（金）13:30～15:25 出席理事 12 名／出席監事 2 名 

①社会福祉事業拠点区分 資金収支予算第４次補正案について 

②平成２９年度事業計画案について 

③平成２９年度資金収支予算案（社会福祉事業拠点、収益事業拠点）について 
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（第三者委員による共同募金配分金使途評価および苦情処理業務評価会議） 

実施日 平成２８年７月２６日（火）１３：３０～１５：３０ 

出席者 出席第三者委員５名／出席理事２名 

内容 
①平成２７年度当会における共同募金配分金使途について 

②平成２７年度当会での事故対応報告の一覧について  

 

評

議

員

会 

第 1 回（158 回）：5 月 9 日（月）13:30～15:10 

出席評議員 32 名／出席理事 12 名／出席監事 0 名 

①平成 27 年度事業報告について 

②平成 27 年度決算について ※平成 27 年度監査報告                    

③理事の選任について 

④監事の選任について 

第 2 回（159 回）：8 月 1 日（月）13:30～15:03 

出席評議員 32 名／出席理事 9 名／出席監事 0 名 

①平成 28 年度資金収支予算補正について 

第 3 回（160 回）：9 月 28 日（水）10:00～11:20 

出席評議員 27 名／出席理事 10 名／出席監事 0 名 

①平成 28 年度資金収支予算補正（2 次）について 

第 4 回（161 回）：12 月 19 日（月）10:00～11:10 

出席評議員 33 名／出席理事 8 名／出席監事 1 名 

①理事の選任について 

②定款の変更について 

③平成 28 年度資金収支予算補正（3 次）について 

④評議員選任解任委員会設置規程について 

⑤評議員選出規程について 

第 5 回（162 回）：3 月 30 日（木）10:00～11：33 

出席評議員 35 名／出席理事 10 名／出席監事 2 名 

①社会福祉事業拠点区分 資金収支予算第 4 次補正案について 

②平成 29 年度事業計画案について              

③平成 29 年度資金収支予算案(社会福祉事業拠点、収益事業拠点)について 

④理事の選任について                        
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（評議員選任・解任委員会） 

実施日 平成２９年３月１０日（金）１０：００～１１：２８ 

出席者 出席委員５名／出席理事１名 

内容 

①経過報告 

1）社会福祉法改正の流れ、2）新定款、3）評議員選出規程 

4）評議員選任・解任委員会運営規程 

② 評議員選任・解任について 

 

 

３．多角的な広報活動 

 

（１）ＳＮＳ（twitter、facebook）の活用  

 

当会の事業のほか、地域の福祉活動やボランティア活動等の「今」を書き込むことで、

素早い情報発信につながっています。また、発信したことが、別のフォロワーにて再発

信され、当会の事を知らない方にも情報が伝わるきっかけとなっています。宇治市共同

募金会の Facebook ページとも連動して情報発信を行い、共同募金運動の視点からも地

域福祉活動の発信をしています。 

 

（２）ホームページの運用 

 

新着情報に、他団体の活動情報や催し等を掲載することで、市内の福祉活動情報を知

りたい人に、「社協のページを見れば催し情報がわかる」と思ってもらえるように努め

ました。また、各種団体が活動に活用できる助成金等の情報を中心に記事掲載に努めて

更新をしました。 

 

（３）新聞を活用した広報「月イチ・うじピョンの○○な話」 

 

地元紙の洛南タイムス社のご協力により、毎月末に「月イチ・うじピョンの○○な話」

というコーナーを持ち、当会の活動や活動を通じた心あたたまるエピソードを紹介しま

した。内容は巻末資料をご参照ください。 
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（月イチうじピョンの○〇な話） 

実施日 毎月末 

実施目的 当会の認知度の向上および、市民に地域福祉・ボランティア活動を伝える。 

内 容 

４月：熊本地震から感じたこと 

５月：赤い羽根共同募金で宇治をよくする取組みを応援！ 

６月：今どきのワカモノが吹かせる風 

７月：ボランティアマッチングサロン 

８月：生まれて初めてのボランティア活動に参加しませんか 

９月：赤い羽根共同募金 70 回目記念 

１０月：今年もやります！宇治福祉まつり 

１１月：事業所からつながる地域のあんしんサポート 

１２月：身近に手軽に社会貢献 

 １月：学区福祉委員会の活動に参加頂ける方を募集しています 

 ２月：伝えることで広がるボランティア活動 

 ３月：皆さんのご協力が、身近な地域の福祉活動を支えています！ 

実施して 

記事掲載を SNS で知らせてくださる福祉委員の方などもおられ、地域の皆

さんにも応援をいただいているコーナーであると感じています。 

また、平成２９年度は老人福祉センターサークル協議会から、「このスペー

スを借りて広報をしたい」などの積極的な意見もあり、平成２９年度はそれ

をもとに計画を立てています。 
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（４）広報紙「社協だより」の発行 

（社協だよりの発行） 

 

 

実施日 ①７月 1 日号 ②１０月１日号 ③３月１５日号 

実施場所 市内約 80,000 世帯にポスティング 

実施目的 当会事業の周知および各種団体、活動情報の集約と発信 

内 容 

①特集：新会長挨拶・災害時支援活動準備金／平成 27 年度収支報告、平成

28 年度予算、赤ちゃんボランティア募集、社協だより広告募集、自動販売

機設置の取組み／各種団体の催し紹介／平成 27 年度社協会費協力一覧 

②特集：共同募金は、今年７０回目の運動を迎えます／うじピョンからのお

しらせ（宇治福祉まつりの開催、赤ちゃんボランティア募集、自動販売機設

置の取組み、高齢者あんしんサポート企業養成講座の募集、社協だより広告

募集、会員募集のお礼とお願い）／ひとりひとりが輝ける社会をめざして（市

内 NPO 法人のご紹介）／各種団体の催し紹介 

③特集：学区福祉委員会では、活動に協力頂ける参加者を募集しています／

身体障碍者デイサービス事業、うじピョンからの報告（2016 宇治福祉まつ

り、平成２９年新春福祉のつどい、今後の地域福祉と社会福祉法人の役割と

は）／サロン、赤い羽根コラボ助成金のお知らせ、自動販売機設置の取組み

／各種団体の催し紹介 

実施して 

共同募金運動や社会福祉法人の社会貢献とリンクした情報発信をしたほか、

市内の NPO 法人などの特集を通じて、当会の「つなぐ」を意識した情報提

供ができたと考えています。 

広告収入については、１件のみにとどまり、今後周知などを含めて展開に課

題があります。 



６５ 
 

４．新春福祉のつどいの開催 

（新春福祉のつどい） 

実施日 平成２９年１月２８日（土）１０：００～１３：４５ 

実施場所 パルティール京都 

参加者 
会長表彰・感謝状贈呈者 表彰状受賞者７9 名、感謝状贈呈者 9 団体、3 人 

参加者３２１名（来賓３7 名、受賞者６９名、一般２１５名） 

目的 福祉関係者が一堂に会し懇親を深め、地域福祉推進への決意を新たにする 

内容 

第１部：福祉功労者表彰・感謝状贈呈式典 

第２部：講演会  

これからの地域福祉～「我が事･丸ごと」地域共生社会の構築にむけて～」 

講師厚生労働省 社会･援護局地域福祉課 地域福祉専門官  

後藤 真一郎 氏 

第３部：懇親会 

実施して 

昨年度より特別賛助会員にもご案内を差し上げています。また、自動販売機設

置事業にご協力をいただいている団体や企業に感謝状の贈呈も行っています。

つどい終了後には、実際に新たな自動販売機設置のご協力のお申出もありまし

た。会場内では特別賛助会員への加入呼びかけや、共同募金運動への呼びかけ

も行っています。 

この数年、第 2 部では中学生の吹奏楽演奏を企画していましたが、現在の社会

状況を踏まえ、今年度は第 2 部を講演会としました。多くの皆さんと地域の現

状と今後の在り方を考える時間となりました。毎年定着をしている本取組みで

もあるので、今後とも当会としての思いをアピールしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新春福祉のつどいでは、表彰・感謝状の贈呈後、講

演会を開催しました。ワークを交えて、「今地域で

起こっていること」をわかりやすくご講演いただき

ました。 
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５．時代の変化に対応した取組みを進める体制の検討 

 

 社会福祉法改正に伴う社会福祉法人制度改革に関しては、幅広い組織の協議体として

の当会の性格を維持しつつ、平成２９年４月１日からの新たな体制に向けて、定款変更

や諸規程の制定等を行いました。 

介護保険制度については、平成２９年度からの「総合事業」の実施に向けて、宇治市

担当課、宇治市福祉サービス公社等との間で協議を重ね、平成２９年度からの「生活支

援コーディネーター」等当会が担う役割について整理を行いました。 

なお、生活困窮者自立支援制度に関しては、情報収集に留まりました。 

 職員の資質向上については、平成２７年度に引き続き、当会職員が１名宇治市に出向

し、そのスキルアップを図りました。職員研修としては、各々の役職・業務に応じて、

京都府福祉人材・研修センターが実施する研修等を活用しました。また、現在の地域福

祉の動向を学ぶために、平成 29 年新春福祉のつどいの講演会（「これからの地域福祉

～「我が事･丸ごと」地域共生社会の構築にむけて～」）の内容を、職員全体でビデオ学

習する研修を行いました。 

 社会福祉士の養成校等の実習受け入れにおいては、８月末から９月にかけて１週間、

福岡県立大学から「経験型実習」を受け入れました。平成２８年度１０月末からは、龍

谷大学より１名の社会福祉士資格取得のための実習を受け入れました。 

 平成２７年度より実施してきた、宇治市福祉サービス公社との合同プロジェクトは、

平成２８年度は２カ月に１回のペースで取組みを進めており、特に上半期は「協働の意

識を醸成する」ことを中心に取り組みました。講師として大谷大学の志藤修史先生にも

かかわっていただき、宇治市福祉サービス公社とのかかわりを通じて、改めて「社協の

役割」や「社協の意義」を確認しあう場になっています。職員からは、多くの仕事を抱

える中で、取組みに対する不安も見受けられますが、一方で社会福祉協議会の求められ

る役割についても考えることで、時代の変化の中で、どういう役割を地域に果たすのか

を考えるいい機会になっていると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同プロジェクトでは、かかわる職員だけでな

く、他の職員にも情報共有をするため、年に 2

回「勉強会」と位置付けて、宇治市行政を交え

て共有化を図る場を持ちました。 
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（宇治市福祉サービス公社との合同プロジェクト） 

実施日 

①平成２８年 5 月２０日（金）１８：００～２０：２０ 

②平成２８年 7 月２８日（木）１８：００～２０：４５ 

③平成２８年 ９月１８日（金）１８：００～２０：３０ 

④平成２８年１１月２５日（金）１８：００～２０：３０ 

⑤平成２９年 ２月２７日（月）１８：００～２０：３０ 

目的 

超高齢者社会の諸問題に加えて、地域社会には精神的な不安を抱えた人

達の課題や、貧困（子どもの貧困）、ひきこもり等、広範な課題が地域

社会には山積し、複雑・困難化した事例も多くあり、縦割りの制度・政

策では太刀打ちできない状況も数多く見受けられる。 

こうしたことから、平成 27 年度より、社協、公社がこれまでの歩み、

果たしてきた役割を振り返る場を持ってきた。平成 28 年度は、これか

ら先の時代を見据えて双方の役割の再確認と再構築、更に新たな連携の

在り方を模索するために合同プロジェクトチームを立ち上げて宇治市

における諸問題の整理とそれらへの対処方法について検証、実践を行

う。 

内容 

①「両者から見た介護保険制度～要支援１、２の介護問題にどう向き合

うか」 

②1 回目のふりかえり、滋賀の縁の視察報告、視座の違いを明らかにす

るディスカッション 

③合同勉強会のふりかえり、サブプロジェクトに分かれて協議、企画の

立案 

④各サブプロジェクトの進捗状況 

⑤年度まとめ 

講師 大谷大学 志藤 修史氏 

参加者 当会；７名、公社；9 名 

実施して 

職員が熱心に参加し、お互いにできることを確認しあってきました。福

祉専門機関として働いている人たちが、一緒に自分たちの働く宇治をど

う考えるのか、どうすれば働きやすい環境になるのかも含めて、議論が

進んでいます。特に、当会の役割を実際に福祉専門機関がどう感じてい

るのかを、職員自身があまり感じることなく過ごしてきたので、組織使

命や役割の「違い」の認識からスタートしています。連携や協働の基礎

になること、また、外部との接点を持つことで、自分の組織を見つめる

ことにもつながっているといえます。 

企画を通じて、お互いの理解が深まり、協働のあり方等も深まっていき、

職員の仕事に対する意識にも変化が生まれました。 
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（宇治市福祉サービス公社との合同勉強会） 

実施日 
①平成２８年 ８月２５日（木）１８：００～２０：３０ 

②平成２８年１２月２０日（火）１８：００～２０：３０ 

目的 
合同プロジェクトの実施内容の職員全体への共有化と、職員の意見交

換、関係機関等への合同プロジェクトへの取組みの周知。 

内容 
①1 回目、２回目のプロジェクトの学びの報告、参加者の意見交換。 

②これまでのまとめとサブプロジェクトチームによる企画の報告 

参加者 
①当会；１８名 公社；３１名 府社協；1 名 宇治市；３名 

②当会；２２名 公社；２９名 府社協；２名 宇治市；５名 

実施して 

合同プロジェクトの実施内容を、同じ組織内の職員に伝え、意見交換を

することで、新たな学びや発見につながっています。当会では、福祉会

館の受付や生活福祉資金の相談など、一見公社との協働には無縁に見え

ていましたが、住民、市民の暮らしを支えるという共通項があり、今後

もお互いの強みを活かした連携を軸に、他の法人や機関も巻き込んで、

宇治の福祉の充実を目指します。 

 

（WANTED‼「制度の狭間」意見交換会） 

実施日 平成２９年２月１６日（木）１８：３０～２０：３０ 

目的 

「利用者（世帯）にとって必要な支援」と「制度で定められた提供でき

るサービス」との間で、対応していくことが難しい問題があることに着

目し、障がい者・高齢者の支援に従事する専門職が普段の業務で感じて

いる「制度の狭間」や「支援の想い」などを率直に出し合う意見交換の

場を設ける。しくみづくりの一助にする。 

内容 「制度の狭間」や「困っていること」についてのグループワーク 

参加者 

４９名（ケアマネジャー９名、訪問介護職員１１名、地域包括支援セン

ター６名、相談支援事業所５名、行政職員１１名、社協職員５名、その

ほか２名） 

実施して 

初めての共同企画に、最初はどこまで人が集まるのかと不安になった

が、結果、多くの参加者を得ることができました。そして、参加者から

は「すっきりしたわ」、「また誘ってな」と言いながら、会場を後にされ

ていました。このような場の必要性も感じ、その場で新たな関係づくり

もできたグループもあり、出会いも生まれました。 
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（宇治市福祉サービス公社との合同プロジェクト 報告会） 

実施日 平成２９年３月２９日（水）１８：００～２０：３０ 

目的 

平成２８年度の宇治市福祉サービス公社との合同プロジェクトの取

組みを役職員に対して報告を行うとともに、先進事例を学び役職員

とともに共有する。 

内容 

進行 大谷大学 志藤 修史 先生 

・報告 1 年間のまとめと今後について                    

  報告者  当会職員 土田 恭仁子 

・基調講演／先進事例  

滋賀の縁創造実践センターの取組みについて  

  講師 滋賀県社会福祉協議会 事業部門 地域福祉担当 

滋賀の縁創造実践センター事務局 課長 高橋 宏和 氏 

・報告・パネルディスカッション   

各サブプロジェクトチームの報告と今後に向けて 

  報告者 課題対応力向上サブプロジェクトチーム 

     宇治市福祉サービス公社       岡本 千鶴 

     当会職員              米田 守 

企画経営サブプロジェクトチーム 

     宇治市福祉サービス公社       高田 治夫 

     当会職員              加藤 綾華 

  コーディネーター 

     大谷大学 志藤 修史 先生 

参加者 約１２０名 

実施して 

滋賀の縁創造実践センターの事例を役職員で聞き、先進事例の共有

ができました。その後、各サブプロジェクトチームからの報告を聞

き、役職員で現在の取組み状況を確認できたことが大きな一歩だと

考えています。お互いに役割使命を果たす「手段」が異なる法人で

あるからこそ、連携をして地域福祉課題に向き合っていくことが確

認できる場になったと考えています。 

 
滋賀の縁創造実践センターの先進

事例を聞いたほか、この 1 年間の

まとめを行いました。参加した職

員の多くから「滋賀のような取組

みをぜひ宇治でも進めたい」、「こ

の活動が継続してほしい」などの

アンケートが寄せられました。 
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平成２８年度 事業報告 

 発行：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治） 


