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平成２９年度 事業総括 

 

平成 29 年度は、社会福祉法の改正に伴う新たな役員体制がスタートした年になりました。新定

款に基づき、平成 28 年度末に選出された評議員により、新理事、新監事が選出され、新たな体制

で平成 29 年度は地域福祉活動支援、事業に取り組みました。 

 定款に基づく宇治市における社会福祉事業そのほかの社会福祉を目的とする事業の健全な発達

及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とし、平成 29 年度

は「相談対応力の向上」、「『支え手』の育成支援」、「それらを支える財源づくり」を重点項目として

取り組みました。 

新規の事業として、高齢者を軸にした地域づくりを行う生活支援体制整備事業、生活困窮世帯を

対象にした中学生の学習支援事業の取組みを始めました。生活支援体制整備事業では、地域活動が

地域住民の手により行われており、当会はその支援を行ってきました。また、生活困窮世帯の学習

支援事業では、大学生などの学習支援員と呼ばれるボランティアとの交流の中で、中学生たちのこ

れからの夢が語られる場面もありました。活動の相談、世帯の困りごとの相談につながる場面もあ

り、相談と地域活動の「つながり」が見える事業展開が少しずつできてきていると感じています。

これからは、当事者の相談に寄り添いながら進めつつ、実際の解決の手立てが難しい場面において

は、他者を巻き込みながら当事者に寄り添い、解決の手立てを組み立てる力が求められていると感

じました。 

 平成 29 年度の大きなできごととして、木幡学区福祉委員会の「解散」があります。これまでの

当会のかかわりを振り返り、その不十分さを痛感しました。また、地域活動の役員のなり手の不

足を改めて認識しました。このできごとをきっかけに地域の中で、「なぜ自分が福祉活動に参加す

るのか」や「自分が福祉活動で大切にしてきていること」を地域の人たちと考える機会を持ちま

した。自分が地域活動に参加することで地域の役に立っていること、地域活動者同士の大切にし

ている思い等を話し合う場を求められていたことを改めて知る機会になりました。場の設定だけ

でなく、その大切にされている思いに寄り添い、地域福祉活動を広げることを取り組んでいく姿

勢を事務局内でも確認したところです。木幡地域へのアプローチは、平成 30 年度も続くことにな

ります。懇談会を通じて地域へのアプローチをしながら、今の時代に求められる福祉活動のあり

方とその活動にかかわる人の思い、住民主体の理念を大切にした展開を考えているところです。 

 一方で、当会の財政状況は厳しく、特に会費の減少が大きく、当会の目的達成をするための事

業運営、人材育成を進める上で財政健全化の取組みが必要です。今後に向け、大きな課題となっ

ています。財源づくりに関しては、会員募集においても効果的なアプローチが打ち出せていませ

ん。自動販売機の設置は、地域の力添えもあり少しずつ広がってきていますが、より拡大してい

くために「社協」というブランド力を打ち出しながら、新設される福祉施設や民間事業所などに

も協力を求め自動販売機の設置を展開していきます。 

新たな事業、これまでの取組みや支援のあり方から成果と課題が見えた 1 年でもあり、今後も

その成果を大事にしながら、課題を丁寧に追い、進んでいくことが確認できた 1 年でした。 
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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。 

赤い羽根共同募金の 
配分金で実施する 
事業に表示。 

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。 

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。 

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。 
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第１章 寄せられる「相談」に丁寧に向き合う 

 
 当会には、様々な形で市民から相談が寄せられます。その相談に丁寧に向き合い、ニー

ズ把握に努めています。 

 

１．ボランティア相談から当事者の声に向き合う 
  

ボランティア相談から寄せられるニーズを、宇治ボランティア活動センターと共有しながら解決

に努めています。がん患者当事者からの相談に、ボランティア活動センターの広報力（機関紙パー

トナー発行等）を生かした支援やボランティアマッチングサロンを通してピアサポートグループの

立ち上げ支援を行ったり、また地域包括支援センター等の福祉専門職からの個別支援の相談にボラ

ンティアグループと一緒に足を運び当事者の声を聴くようにしています。 

一方で、ボランティア個人登録者へのアプローチができておらず、ボランティア活動センターの

機関紙送付による、ボランティア情報の提供のみとなっている点が課題です。 

 

 

（平成 29年度月別担当職員によるボランティア相談件数）       （単位：件） 

 

 

（担当職員によるボランティア相談件数の推移）   

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

件数 212 211 173 

 

 

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

 

 

 

 

 

（相談内容） ※複数内容あり（単位：件） 

 

 

 

 

 

  

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 

18 17 14 11 20 9 12 18 6 21 14 13 173 

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 

85 3 15 12 0 11 29 5 16 176 

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 

49 52 88 189 
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（相談対応）※複数回答有                       （単位：件） 

 

 

 

 

２．ふれあい福祉センターの相談から市民の相談に向き合う 

 

 

専門相談のほか、福祉なんでも相談などの対応からニーズ把握に努め、相談者の解決に寄り添い

ます。ただ、相談傾向から社会動向を考え、必要な支援を考えるまでには至っていません。 

 

 

（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）） 

 

 

３．各種貸付相談から生活の相談に向き合う 

           

生活福祉資金やくらしの資金等の貸付事業において、必要に応じて貸付を進めます。また、貸付

に至らない相談においても、関係機関と連携し、寄り添いながら解決に結びつけています。 

 

（１）生活福祉資金貸付の実施 

 

 生活福祉資金では、暮らしていく上で一時的に資金が必要になった場合、世帯に貸し付けていま

す。その多くが教育支援資金で、1 月以降の相談が多くなる傾向です。また、11 月に制度の概要が

改正され、説明等にも時間を要すことが増えています。 

 

 

  

「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 7 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 13 ボランティアグループへつなぐ 33 

情報提供 31 制度を紹介 4 

運営委員会対応（ﾏｯﾁﾝｸﾞｻﾛﾝ等） 5 広報 2 

制度紹介 2 他機関へつなぐ 24 

個人登録 20 継続（保留） 7 

そのほか 4 情報提供 56 

  運営委員対応 16 

Ｖ調整取り下げ 0 

対応できず 9 

 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２７年度 279 488 149 6 8 8 938 246 

平成２８年度 190 404 115 3 18 13 743 243 

平成２９年度 230 386 105 3 9 9 742 241 



5 

 

（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 2 1,181,036 0 0 0 0

生活支援費（増額） 4 2,100,000 0 0 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 14 1,370,000 12 1,130,000 12 1,030,000

教育支援費 61 15,342,000 65 17,853,000 52 16,972,000

就学支度費 60 27,094,000 62 29,327,000 47 22,282,000

0 0 0 0 0 0

166 52,968,227 162 54,295,664 134 48,608,751合計

5,985,664 23 8,324,751

教育支援資金

不動産担保型生活資金

平成28年度 平成29年度

総合支援資金

臨時特例つなぎ資金

福祉資金
25 5,881,191 23

資金種別

平成27年度

 

 

 

（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）を実施しています。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

への連絡を行っています。 

年々貸付件数が減少していますが、貸付者の多くがひとり親家庭や高齢者の独居世帯などであり、

本資金を活用しながら生計の立て直しを図っているケースも見受けられます。 

 

 

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

 

 

 

４．福祉サービス利用援助事業から「暮らしにくさ」の状況と向き合う 

 

福祉サービスの使い方や日々の金銭管理が困難な高齢者・障がい者に対し、定期的に生活支援員

が訪問し、暮らしをサポートしています。 

 

  

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 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 

平成 29 年度 8 14 22 2,150,000 18 1 0 1 0 0 2 
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（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 27 年度 ８ ６ １ １ ５ ０ 13 ３ ０ ０ ０ ０ 22 14 1 

平成 28 年度 13 ４ １ １ ４ ０ 14 ３ ０ ０ ０ ０ 28 11 1 

平成 29 年度 13 2 2 0 5 1 13 9 0 0 0 0 26 16 3 

 

 

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

平成 28 年度 ３ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ０ 

平成 29 年度 2 0 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 5 2 3 

 

（２）相談調整等の件数の推移 

 

 支援開始をして、生活支援員の定期的な訪問のみならず、当会への電話での不安の訴えなどがあ

るケースも多くあります。そのような場合では、関係者と協議の場を持ち、支援方針等を統一しな

がら連携と、互いの役割の確認をしながら関わっています。 

 

（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 27 年度 1,399 685 3,151 2 5,237 

平成 28 年度 1,105 379 3,834 13 5,331 

平成 29 年度 952 280 3,245 5 4,482 

 

 

（３）生活支援員の資質向上と相互交流・啓発による支援員増員 

 

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（いずれも京都府社会福祉協議会主催）への

参加を呼びかけました。宇治市より新任研修には５名参加、現任研修には７名が参加をしました。 

福祉サービス利用援助事業の啓発講座を受講した２名が生活支援員として登録をいただきまし

た。また、現在活動中の生活支援員の地域でのつながりの力を借りて、併せて３名の方が生活支援

員として登録していただいています。 
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（福祉サービス利用援助事業啓発講座） 

実施日 平成２９年 ５月１２日（金）１０：３０～１２：００ 

実施場所 宇治市総合福祉会館 

実施目的 福祉サービス利用援助事業の啓発、生活支援員の候補を探すため 

参加者 16 名 

内容 

講演 福祉サービス利用援助事業の概要と必要性について 
京都府社会福祉協議会 主任  岸 佑太氏 
           主任 北尾 尚子氏 

生活支援員より、実際の支援を通して感じることについての講話 
   宇治市生活支援員 小松 美樹氏 

成果 

参加者のうち２名が生活支援員として登録をいただきました。啓発講座には、障

がいのある当事者のほか、実際に地域福祉活動のかかわりの中で、本事業等にか

かわりを持ちたいと思っておられる方などもおられました。生活支援員以外に

も、ニーズの発掘にもつながっています。 

 

 

（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２９年１１月２５日（土）１１：００～１２：００ 

場所 ゆめりあうじ 

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 ９名（当会より実習生 2 名も参加） 

実施して 事業の概要や理念について説明をしました。本事業の生活支援員の活動やその意

義等についても話をし、活動への参加を呼びかけましたが、ここでは新たな支援

員の発掘にはつながりませんでした。 

当日は宇治市内の病院関係者が参加されており、そのご縁で、医療相談員の研修

の機会に当事業の説明等を求める声をいただきました。事業啓発としては一定の

効果があったと見ています。 

 

 

（４）山城北中部広域社協合同講座（研修や講座等の企画・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、山城北中部の８市

町社協（宇治市・城陽市・久御山町・八幡市・京田辺市・木津川市・井手町・宇治田原町）と京

都府社協との協働で企画を立て、研修や講座等を実施しました。 

 

（視察研修） 

日時 平成２９年 ９月１１日（月） 

場所 社会福祉法人グロー、 米原市社会福祉協議会 

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 成年後見制度に関する研修 

参加者 各市町村社協専門員 府社協担当職員（当会より担当職員と実習生 1 名が参加） 

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専門員の研鑽に努めます。 
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（地域生活支援サポーター養成講座～ひろげよう安心な暮らしの輪～） 

日時 平成３０年 ２月１４日（水）１３：３０～１６：００ 

場所 京田辺市社会福祉センター 

目的 当事業に携わる生活支援員の資質向上 

内容 生活支援員向けの講座と意見交換 

（現況報告） 

京都府内の福祉サービス利用援助事業利用者の現況について 

 ／きょうと高齢者障害者生活支援センター 

（講義と意見交換） 

もっとその人を理解するために～あたたかな地域づくりにむけて～ 

 ／龍谷大学社会学部現代福祉学科教授 荒田寛 氏 

参加者 各市町村社協生活支援員 

実施して 山城北中部圏域で当事業に携わる生活支援員を対象に、講義と生活支援員同士の

意見交換の時間を設けました。精神障がいの利用者が増加する中で、精神障がい

者への理解や対応方法等についてお話をいただきました。具体的な事例を交えた

講義は、予定時間が足りなくなるほどで、参加者からも、もっと具体事例を共有

したいというリクエストも多数いただきました。生活支援員同士で事例や意見交

流をする機会の大切さを改めて感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．当事者の声に耳を傾け、活動を支援する取組み  
 

当事者団体や、当事者の声、意見を聴き、課題解決のために活動をしている団体へ「赤い羽根コ

ラボ助成」や歳末助け合い募金等を活用した激励金、お祝い金などを活用し支援しています。特に、

既存の団体だけでは解決が難しいと考えられるテーマなどにおいては、課題解決に向けて、関係団

体と協働を模索するなど、当会が共に考えるスタイルを大切にしています。 

宇治市連合母子会が京都府の補助金を活用して実施する「ひとり親家庭の居場所づくり」につい

ては、これまでご協力のあった退職教員による支援グループ「虹」が平成 29 年度末で活動を終了

されることに伴い、次年度に向けて宇治市連合母子会のみで学習支援の場づくり模索されてきまし

た。当会では次年度に向けたプレ開催のボランティア募集の協力や事業組立ての相談に応じてきま

した。 

また、「青年の社会参加を応援する会実のり」とは、「働く」機会づくりとして、当会の住民会員

募集、共同募金運動において、町内会に依頼する資材の仕分け作業、当会事業における記録写真の

撮影などを行っていただいている他、リフレッシュ事業のアンケート集約作業も依頼し、社会参加

につながる「働く」機会づくりを意識しながら連携を図っています。 
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（１）在宅高齢者介護者リフレッシュ事業の実施 

 

市内の要介護認定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

互交流を目的に年２回開催している事業です。平成２８年度まで実施していた、介護者の誕生月に

季節のフラワーアレンジメントを届ける花束贈呈事業は平成２９年度より宇治市直営で行われま

した。また、平成２９年度より介護者同志の相互交流の事業においては、宇治市の委託内容におい

て、昼食代が参加者負担となりました。 

第 1 回目は宇治川旅館にて 11 月 18 日に行い、16 名の参加者が手もみケーション（ハンドマッ

サージ）講習と介護者（家族）の会の介護体験発表を受けた後、テーブル毎に昼食交流を行いまし

た。（食費負担額一人 2,000円） 

第 2 回目は宇治市総合福祉会館にて 2 月 10 日に行い、13 名の参加者が理学療法士で、落語家

でもある日向亭葵さんによるストレッチや笑いの効果を得た後、参加者同士でお弁当を囲み交流を

図りました。食後は障がい者福祉事業所による出張コーヒーとお菓子でリフレッシュをしました。

（食費負担額一人 1,000円） 

平成２９年度においては平成２８年度に比較し、参加申込人数が激減したため、2 回目の開催案

内に合わせて不参加者へのアンケート調査を行いました。対象者 467 人へ発送し、126 通の回答

を得ました（回収率 26.76％）。参加申込をしなかった理由で一番割合の多かったのは「仕事や介

護等で参加している時間がないから」が 57％を占めました。参加者の自己負担を理由とするもの

は 3％にとどまりました。また「参加費 1,000 円をどう思うか」の問いには、負担・やや負担が

25％、適当が 38％、負担に思わないが 23％、無回答 14％でした。参加者が激減している背景に

は介護をしながら働くライフスタイルの変化も影響しているように思います。 

 

 

（介護者家族交流会）      （単位；名）       

年度 定員 申込 参加者 

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 

平成 29 年度（1 回目） 

平成 29 年度（2 回目） 

７０ 

７０ 

１9 

２２ 

１６ 

１３ 
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（２）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」制度を創設しております。平成２９年度も主に市内

で活動をしている団体への助成を公募制で実施しています。「赤い羽根コラボ助成金」以前の「赤

い羽根福祉活動補助金制度」の頃より実施している事業助成に加え、運営助成、新規事業助成など

で団体の幅広い活動へ支援できるよう、募集を行っています。 

制度の定着化にともない、新規事業助成について申請をされる団体も増加しています。新規事業

助成は通年で募集を行っており、平成２９年度も 8 月から 9 月にかけて、同助成についての相談が

２件あり、いずれも１０万円の助成を行いました。募集時期を限定せず、団体・活動の拠点の近く

で相談から助成まで行える点では有用な仕組みであると言えますが、申請数が見えづらい中での予

算確保の仕方に課題が見えてきており、今後の柔軟な助成のあり方については検討が必要と言えま

す。この助成は、共同募金の配分金を受けて実施しており、今後の事業展開においては、共同募金

運動とさらなる連携が求められています。 

 

 

（赤い羽根コラボ助成金の助成状況） 

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 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 3,277,000 

運営費 8 8 0 

事業費 32 32 0 

新規事業 ３ ３ 2 

平成 29 年度 3,704,500 3,637,000 

運営費 11 11 3 

事業費 67 67 2 

新規事業 6 6 5 

 

 

（赤い羽根コラボ助成金の助成状況） 
 

団体名 申請内容 助成決定額（円） 

1 宇治市障害者スポーツ大会実行

委員会 

第 41 回宇治市障害者スポーツ大会 
49,000  

2 ホームエデュケーション 

ネットワーク NANAIRO 

ホームエデュケーションギャザリング※ 
100,000  

3 要約筆記サークル「やまびこ」 聴覚障害者及び団体への支援 34,000  

要約筆記者の研修 15,000  

聴覚障害者と要約筆記の啓発 23,000  

運営助成 20,000  

4 金曜サロン 金曜サロン※ 100,000  

5 まんぷく会 地域交流懇談会 49,000  

6 宇治市父子会 ひとり親家庭ふれあいバーベキュー 49,000  

7 宇治市子ども会連絡協議会 研修活動 49,000  

子ども会球技大会 49,000  

新春子ども大会 49,000  

8 コンタクトパーソン「結」 運営助成 20,000  

9 宇治市傾聴ボランティア 

サークル「かかし」 

運営助成 
20,000  
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10 宇治難病患者連絡会 医療相談・交流会 49,000  

患者・家族相互交流会（フラワーアレン

ジメント） 
49,000  

患者・家族交流会（木工教室） 49,000  

11 宇治市介護者（家族）の会 会報「ほのぼの」、暑中見舞い、年賀状の

送付 
49,000  

親睦交流会（介護体験の発表とつどい） 49,000  

サロンせせらぎ（地域のつどい） 49,000  

運営助成 20,000  

12 わくわく kyoto SPACESHOWTIME vol.3 ダンス発表会

＆アート展 
49,000  

夏休み企画・ボウリング大会 36,000  

クリスマス会 40,000  

運営助成 20,000  

13 宇治リーディングボランティア 視覚障害者向け各種情報の音訳事業 49,000  

リスナーと URV との交流事業 49,000  

音訳ボランティア養成講座事業 49,000  

14 宇治市字幕付けサークル 

トトロ 

字幕制作及び字幕付き上映会 16,000  

運営助成 5,000  

15 わんぱく親子の会（御蔵山） 御蔵山わんぱく親子の会 49,000  

運営助成 20,000  

16 宇治市障害者福祉施設 

連絡協議会 

うじ・はんどめいどフェア 49,000  

市役所ロビーほっとショップ、オープン

カフェうじ 
49,000  

17 カフェ頼政道 カフェ頼政道日帰りバス旅行 49,000  

18 宇治市難聴者協会 機関紙「はと」の発行 49,000  

聞こえの広場 39,000  

手話勉強会 39,000  

19 生活よろず相談所 

「たよりになる輪」 

精神保健サロン 49,000  

たよりになる輪音楽会 49,000  

20 わぁわぁネット わぁわぁネット合同交流会 49,000  

わぁわぁネットミニ交流会 49,000  

21 宇治手話サークル太陽 ミニ学習会・一日研修会 49,000  

社会見学（サークル員の手話通訳体験） 49,000  

新春交流会 49,000  

22 子どもの成長を見守る会 運営助成 20,000  

個人の自立支援活動事業（ダンス）※ 50,000  

23 宇治市障害児・者父母の会 音楽療法 49,000  

レクレーション 49,000  

24 伊勢田わんぱく親子の会 スキー・雪遊び学習 49,000  

運営助成 20,000  

25 御蔵山ゆう輪蔵ぶ わいわい倶楽部（交流の場） 39,000  

26 精神保健サロン「元気です会」 精神障がい者サロン運営事業 49,000  

精神障がい者野外レクリエーション事業 49,000  

精神障がい者クリスマス会事業 49,000  

27 下居町内会 町内おたのしみ会 4,000  

28 京都府原爆被災者の会宇治支部 被爆体験を語る語り部活動 39,000  

会員交流・健康相談 20,000  

29 心ぽかぽか和みの会 見守り訪問事業 15,000  
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声かけ強化事業 19,000  

30 宇治市ろうあ協会 第 18 回敬老会 49,000  

社会見学 49,000  

やまぶき事業 49,000  

運営助成 20,000  

31 宇治市視覚障害者協会 点訳ボランティア養成講座 49,000  

目の健康講座 49,000  

研修旅行 49,000  

32 宇治地区保護司会 社会を明るくする運動（啓発活動、標語

表彰式） 
31,000  

33 宇治市要約筆記サークル「エコ

ー」 

中学生（校）福祉体験学習 49,000  

難聴者コミュニケーション訓練 42,000  

機関紙「エコー便り」発行 33,000  

34 アウンジャ サバイバーのための調理実習 49,000  

性暴力被害女性のためのステップハウス

※ 
100,000  

35 宇治市連合喜老会 機関誌発行 49,000  

友愛活動 49,000  

シルバーリーダー研修会 49,000  

36 宇治市肢体障害者協会 卓球バレー交流大会 49,000  

パソコン講習会 49,000  

市民とのふれあい事業 49,000  

運営助成 20,000  

37 宇治市連合母子会 クリスマスの集い 49,000  

38 ユニ宇治マンション自治会 ミニサロン 27,000  

39 城南荘集会所管理運営委員会 城南荘木曜カフェ※ 70,000  

40 つなぐ～みんなのひみつきち～ こども食堂※ 100,000  

（表中の※は新規事業助成） 
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第２章 安心して暮らせるしくみづくりを住民、 

関係機関と連携して取り組む 
 

 当会では、住民主体を基本にしながら住民の活動を支援することで、地域福祉の推進を

しています。平成２９年度も多くの福祉活動団体と関係機関と連携し、安心して暮らせる

しくみづくりの推進を行いました。 

 一方で、担い手の高齢化は深刻になっています。 

 

 

１．学区福祉委員会等の活動の支援  

 

「小地域だからできる」活動には、住民の主体的な参加と、少子高齢化が進む中で地域に潜在する

課題の解決の糸口があります。そのために、学区福祉委員会や住民主体で行う活動への支援、協働

での活動等を行っています。 

 

 

（１）学区福祉委員会への支援・協働 

 

地域担当者４名で２２の学区福祉委員会を担当して、各小学校区の地域福祉活動が発展するよう

コーディネーターとしての支援活動を行っています。 

 

 

 （学区福祉委員会支援のための各種補助金） 

種類 目的 補助金額 

①福祉活動費 学区福祉委員会の運営費、活動費 
各小学校区の市社協会費・寄付金の 20％

及び事業所会費の 40％を交付 

②事業費補助金 
地域ごとに特色のある地域福祉

活動にかかる活動費 

１学区あたり、 4 事業実施で上限

175,000 円 

③一人暮らし高齢者

訪問活動事業補助金 

月１回以上の訪問や生活支援時

に配布する記念品等に要する費

用 

対象者 1 人につき年額 1,000 円 

④一人暮らし高齢者

給配食事業補助金 

一人暮らし高齢者等への声かけ、

見守りを兼ねた給配食活動の費

用 

材料費として１食あたり 350 円 

⑤歳末たすけあい「ふ

れあい」事業補助金 

年末、年始に行われる見守り活

動、住民交流事業等に要する費用 

対象者 1 人につき年額 1,000 円 

または１学区上限 130,000 円 
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（学区別一人暮らし高齢者等訪問事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学区別一人暮らし高齢者等給配食事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本事業は、22 学区福祉委員会のうち、19 の委員会で実施しています。西小倉地区社協は３学区。 

 

 

学区名 
訪問実績対象者数（名） 

27 年度 28 年度 29 年度 

木幡 77 71 59 

宇治 206 183 184 

岡屋 99 98 96 

南部 130 144 140 

菟道 183 190 175 

菟道第二 140 144 143 

神明 171 177 173 

大開 99 114 111 

大久保 23 21 26 

西大久保 117 114 102 

伊勢田 127 125 109 

小倉 231 233 206 

西小倉地区社協  114 104 95 

槇島 184 204 202 

訪問対象者数 1,901 1,922 1,821 

※本事業は、22 学区福祉委員会のうち、16 の委員会で実施しています。西小倉地区社協は３学区。 

学区名 
給配食実績数（食） 

26 年度 27 年度 29 年度 

御蔵山 339 178 154 

木幡 163 146 114 

宇治 1,413 1337 1,042 

岡屋 276 221 166 

南部 164 178 220 

三室戸 797 719 613 

菟道 164 166 107 

菟道第二 238 224 309 

神明 763 661 542 

大開 423 407 469 

大久保 713 583 572 

西大久保 542 508 ― 

平盛 101 105 152 

伊勢田 168 161 138 

小倉 618 620 545 

西小倉地区社協 2,223 2182 1917 

槇島 1,141 1200 1200 

北槇島 146 188 143 

合計 10,392 9,784 8,403 
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（２）住民主体活動への支援・協働 

 

京都府社会福祉協議会の助成金制度「訪問見守りボランティア強化事業助成金」は平成２９年度

より「地域ひとつなぎ事業」となり、高齢者のみならず、小地域の地域住民による見守り活動に対

しての助成に、拡大されました。当会はこの助成金を宇治の小地域見守り活動に対して活用しまし

た。 

 

 

（平成 29年度 地域ひとつなぎ事業の助成実績） 

  
団体名 

戸別 

訪問 
配食 電話 その他 助成額（円） 

1 アルス・シルバー会 ○ ○ ○ ○ 20,000 

2 開地区喜老会 ○ ○ ○ ○ 20,000 

3 特定非営利活動法人善法雇用促進協議会 ○ 
   

40,000 

4 南部学区福祉推進委員会 ○ 
 

○ ○ 40,000 

5 砂田喜老会 ○ ○ ○ ○ 20,000 

6 宇治市傾聴ボランティアサークル「かかし」 ○ 
  

○ 20,000 

7 伊勢田喜老会 ○ 
 

○ ○ 20,000 

8 西岡屋喜老会 ○ ○ ○ ○ 20,000 

9 神明栗駒喜老会 ○ 
 

○ 
 

20,000 

10 神明学区福祉委員会 ○ ○ ○ ○ 40,000 

11 宇治学区福祉委員会 ○ ○ ○ 
 

40,000 

12 名木喜老会 ○ 
   

20,000 

13 きらきらクラブ ○ ○ 
  

30,000 

14 中宇治喜楽会 ○ 
 

○ 
 

30,000 

15 心ぽかぽか和みの会 ○ 
 

○ ○ 30,000 

16 一里塚喜老会 ○ ○ ○ 
 

20,000 

17 西小倉睦喜老会 ○ 
 

○ 
 

30,000 

18 西小倉寿会 ○ 
 

○ ○ 20,000 

19 槇島東喜老会 ○ 
   

20,000 

20 御蔵山学区福祉委員会 ○ ○ ○ 
 

20,000 

計 20 団体 20 9 15 10 520,000 

 

 

（３）学区福祉委員及び福祉委員会へのアンケート調査の企画・実施 

 

 宇治市内に学区福祉委員会が設立されて２０数年余りが経過するなか、地域の福祉課題は社会情

勢や地域共同体の変化とともに複雑化・多様化してきています。現在、地域で求められている福祉

課題を少しでも明らかにするために、地域で学区福祉委員として活動をされる方々に対し、アンケ

ート調査を実施することを企画しました。実際に地域での福祉活動に関わる方からの声を集めるこ

とにより各学区の福祉課題を浮き上がらせたり、それを学区福祉委員会に伝えたりすることにより、

当会も含め、改めて現在の学区福祉委員会の活動意義を捉えることを目標としています。 

 11 月から 12 月頃にかけて、学区福祉委員会（福祉委員）を対象にアンケートを行いました。個

人アンケートは 725 件の回答がありました。組織向けのアンケートから、現在福祉委員は 1,299

名いることがわかり、55.8%から回答をお寄せいただいたことになります。市内全体では 70 歳代

の福祉委員が一番多いことがわかり（554 名）、福祉委員総数の 42.6%を占めることがわかりまし
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た。また、委員の高齢化や自身の健康面での不安を抱えているという声も多く寄せられており、多

くの委員や委員会が、次世代の担い手をどう確保するかということが大きな課題となっていること

が改めて見えてきています。また、地域の声を拾う方法として、サロンや B タイプリハビリの利用

者など、顔の見える方への声かけを大切に暮らしているという回答が多く寄せられています。 

 今後、アンケートで寄せられた声を、様々な切り口で分析しながら、地域の会合等で多くの方に

お知らせし、今後の福祉委員会活動を考えるきっかけとしていきます。 

 

 

（４）木幡学区福祉委員会の対応について 

 

 木幡学区福祉委員会では、平成２９年１０月８日に開催された臨時総会において解散が決議され

ました。 

 経過としては、平成２９年４月幹事会において、「４月２９日の通常総会で役員の成り手を募り、

役員の成り手が集まらなければ解散をする」という結論に至りました。４月２９日の総会では、“木

幡学区福祉委員会の現状”という文書で、平成３０年度以降の役員の成り手を募集されました。し

かし、その総会の場では新たな役員の成り手は見つかりませんでした。その後、９月２日の臨時幹

事会まで、学区福祉委員で役員の募集に尽力されましたが、解散やむなしという結論に至り、１０

月８日に臨時総会を開催されました。 

宇治市の学区福祉委員会の全体の課題として、宇治市学区福祉委員会連絡協議会でも「委員の高

齢化」、「次世代の担い手不足」という課題がありました。当会としても「福祉委員募集記事」を社

協だよりに掲載する等を行ってきましたが、それ以上の有効な手立てを講じることができませんで

した。 

しかし、当会としては、地域福祉を推進する上で、地域で起こっている福祉課題について地域の

皆様と共に考え、その課題を解決するために地域の有志で活動を行うことが大切であると考えてい

ます。そのため、地元木幡に求められる福祉の価値観や活動について、地元関係団体をはじめ、有

志・個人の皆様をも含めて考える懇談の場を開催するべく、事務局内部で会議を重ねて、３月１７

日に木幡地域懇談会を開催しました。 

 

 

（事務局会議） 

日 時 

①平成２９年１２月１１日（月）１０：００～１２：００ 

②平成２９年１２月２２日（金） ９：３０～１２：００ 

③平成３０年 １月１１日（木） ９：３０～１２：００  

④平成３０年 １月３１日（水）１３：３０～１６：３０ 

⑤平成３０年 ２月２２日（木）１４：００～１６：００ 

⑥平成３０年 ３月 １日（木）１３：００～１６：００ 

⑦平成３０年 ３月３０日（金）１０：００～１６：００ 

場 所 宇治市総合福祉会館  

参加者 

①事務局６名、②事務局６名、③事務局６名、④事務局６名、⑤事務局６名 

⑥事務局６名  京都府社会福祉協議会より２名 

⑦事務局６名  京都府社会福祉協議会より３名 

内 容 懇談会の開催に向けての打ち合わせと、懇談会開催後に次回に向けた振り返り 
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（木幡地域懇談会） 

日 時 平成３０年 ３月１７日（土） ９：３０～１１：３０ 

場 所 のぼり児童館 ２階 

参加者 木幡地域：２７名、事務局：８名、オブザーバー：２名 

内 容 

９時３０分  開会あいさつ オリエンテーション 

９時５０分  講演 “わたし発”の「あったらいいな」から始まる地域づくり 

       ～京都府内の実践紹介～ 

       講師 京都府社会福祉協議会 足立 隆司 氏 

                     西木 奈央 氏  

１０時５０分 懇談会 

       「自分や家族が暮らしたい」地域福祉を考える 

１１時２０分 閉会あいさつ 

実施して 

前半は、京都府社会福祉協議会の足立隆司氏と西木奈央氏をお招きし、『“わたし発”

の「あったらいいな」から始まる地域づくり』をテーマに、京都府内の活動の報告を

頂きました。自分の趣味から始まったことが福祉活動につながる事例等を紹介頂き

ました。例えば、長岡京市では、警察からの情報で事件が多い場所や時間に散歩やラ

ンニングを行うことで、見守りや防犯活動につながる活動や、亀岡市では顔を合わ

せる場をつくろうということで、月に 1 回、自由に出入りできる皆で朝ご飯を食べ

る「朝カフェ」という活動を紹介されました。 

後半は、参加者２７名を５つのグループに分けて、参加者の現在までの活動や、これ

から活動をしたいと考えている内容の話合いをしました。また、その活動に対する

思いや、きっかけ等もお話し頂きました。 

同じ地域で活動を始めようとされている方や、現在活動をしている方が、お互いの

活動を知らなかったという場面も見受けられ、参加者からは「おしゃべりせなあき

ませんね」という声も聞かれました。 

 

 

（５）宇治市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、学区連協事務局として、下記の事業を取り組みました。 

 

 

（学区福祉委員会交流研修会） 

実施日 
平成２９年９月２日（土）    Ⅰ部（研修）  １０：００～１２：１０ 

               Ⅱ部（交流会） １２：３０～１４：００ 

実施場所 宇治市産業会館 

実施目的 

各学区で健康寿命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６４名  喜老会３名  事務局８名  

Ⅱ部（懇親会）１７学区５７名  喜老会３名  事務局７名 

内容 

Ⅰ部 １．老いじたくについて～転ばぬ先の杖～ 

講師；老いじたくを考える会 廣兼
ひろかね

 恒久
つねひさ

氏 

   ２．健康体操 

 講師；徳洲会病院 理学療法士 渡辺
わたなべ

 優也
ゆ う や

氏 

～福祉委員募集の集合写真撮影～ 

Ⅱ部  交流会 
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成果 

Ⅰ部講演で配布された資料を各学区福祉委員会の幹事会等で全員に配布され

たり、報告で活用された学区があり、関心の高い内容設定で実施できた。 

Ⅱ部交流会では、他学区との交流を促すために、できるだけ同一学区同士の同

一テーブルを避けた座席配置とすることで、他学区の取組み方や学区毎の悩み

などを意見交換されている様子があった。 

 

 

（福祉委員活動の拡充に向けての研修） 

実施日 平成２９年１２月４日（月） １２：３０～１７：００ 

実施場所 パナソニックエイジフリーショップ京都乙訓 

実施目的 介護現場の動向を知り、各学区福祉委員会での福祉活動に生かす。 

参加者 １６学区２５名  事務局１名 

内容 

１.介護保険での福祉用具利用について（座学） 

２.認知症に関わる住環境事例（座学） 

３.設計士による住宅改修講座（体験） 

４.福祉用具を使った移乗動作（体験） 

５.電動カート、電動車いすの試乗（体験） 

成果 

学区福祉委員会では年に１回程度、視察研修を組まれるところもあるが、今回

の研修先は今後の研修先の候補としての情報提供にもつながった。 

講義で設けられる質問時間にも積極的に手があがり、介護を実際に経験された

方や、身近に介護をしている方がいるなどの様子が伺い知れ、我が事感を持っ

て参加いただけた。 

 

 

（第６回きょうと地域福祉活動実践交流会） 

実施日 平成３０年２月１７日（土）  １３：００～１６：３０ 

実施場所 京都府長岡京記念文化会館 

実施目的 京都府内の地域福祉活動の実践を共有し、今後の活動に生かしていく。 

参加者 
１３学区、地区社協２９名他、喜老会、宇治市地域福祉推進委員、同事務局（宇

治市、当会） 合計３７名 

内容 

１.基調講演 (13:30-14:30） 

講師：豊中市社協 勝部
か つ べ

麗子
れ い こ

氏 

２.交流企画 (14:30-15:10）  

地域福祉活動ポスター総選挙、 

フォトブース（記念撮影コーナー） 

イベント系ボランティアのステージ発表 

３.実践報告 (15:10-16:20） 

西向日自治会・西向日地区社会福祉協議会（向日市） 

おテラ、ミライのカタチ（長岡京市） 

子ども達と音楽ボランティア ポコの会（大山崎町） 

成果 

勝部氏による基調講演では、ドラマ「サイレントプア」や「プロフェッショナ

ル」の映像も使って大変わかりやすく紹介され、男性が多く参加する農園での

居場所づくり「豊中あぐり」の取組みや、地域でひとりぼっちをつくらないと

いう豊中市の実践をよく理解することができた。参加者による報告書からは

「自分の地域でももっと何かできるのではないかと感じた」「今実施している

配食事業から把握した個別の福祉相談にも応じられるよう今後の活動に活か

したい」等の感想が寄せられた。 

また、２市１町の実践報告では子どもが登壇する団体があり、子どもの視点や

力を生かしながら、多世代や地域を巻き込んでいく実践に学びを得た。 
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この他、学区連協として外部団体（宇治市要保護児童対策協議会、宇治市共同募金会、宇治市地

域福祉推進委員会）へ委員を選出しています。 

また、学区福祉委員強化月間（２月１日～３月３１日）として、ポスター１７６枚、チラシ１，

８７６枚、市政だよりの掲載（２月１日号）、ＦＭうじ出演（２月２日）社協だより（３月１５日号）

で福祉委員募集の取り組みを行いました。 

 

 

２．宇治ボランティア活動センターとの協働 

 

ボランティア相談から寄せられるニーズを、宇治ボランティア活動センターと共有しながら解決

に努めています。また、宇治ボランティア活動センターの運営を、運営委員（ボランティア）とと

もに進めています。特に平成 29 年度は、「支援」としての本会の役割だけではなく、ともに「連

携」、「協働」して取り組みを進めていけるような関係構築を目指しました。 

 

 

（１）宇治ボランティア活動センター運営委員会のかかわり 

 

宇治ボランティア活動センターでは、事前に役員会で議論を整理したうえで、運営委員会に諮る

体制を取っており、毎月役員会と運営委員会が定例開催されています。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、ボランティア活動センター宛の文書の受付や他機関からの依頼

事項の伝達、情報提供、各種申請手続き、運営委員間の連絡調整等を行っています。当会に入って

きたボランティア相談をボランティア活動センターが実施するマッチングサロンにつないだり、機

関紙パートナーへの掲載に結び付けることで、当会のみでのボランティア相談対応よりも相談者に

とって強力な支援に変えることができています。（がん当事者のピアサポートグループの立ち上げ

支援、母子会の子どもの居場所ボランティア募集等） 
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（宇治ボランティア活動センターの運営委員会との協働での取組み概要） 

実施日 

（頻度） 
事業名 実施場所 

毎月１回 役員会 総合福祉会館 

毎月 1 回 運営委員会 総合福祉会館 

毎月 11 日 イエローレシートキャンペーン イオン久御山 

年 6 回 機関紙「パートナー」発行（奇数月） 総合福祉会館 

年 5 回 ボランティアマッチングサロン 総合福祉会館 

年 2 回 セカンドライフ講座 生涯学習センター 

年 1 回 ボランティア発掘(活動紹介冊子更新) 総合福祉会館 

６月２６日（月） 団体・個人登録者会館清掃交流 総合福祉会館 

9 月 7 日（木） 
視察研修：宮津市社会福祉協議会 

（暮らしのかけはし事業） 
京都府宮津市 

１０月１７日（火） 
宇治市生活支援体制整備事業 

宇治市支え合いの仕組みづくり会議委員参画 
うじ安心館 

１０月２３日（月） 会館 301 号室暗幕設置要望 総合福祉会館 

１１月 ５日（日） 宇治福祉まつり(ボランティア相談・ステージ発表) 総合福祉会館一帯 

11 月 18（土）～

19 日（日） 
ボランティア全国ﾌｫｰﾗﾑ 2017 参加 広島県福山市 

１２月 ２日（土） 

運営委員研修 

（ボランティア活動実践交流パネルディスカッション

「いま、宇治市で起きていること」） 

総合福祉会館 

1 月１６日（火） 
ボランティアマッチングサロンのための視察 

大津市社協「出会いのボランティアカフェ」 
滋賀県大津市 

2 月 9 日（金） 
宇治市健康長寿サポーター養成講座 

「やりたい活動をみつけよう」ブース参加 
うじ安心館 

2 月２４日（土） 宇治市健康長寿フェス 2018 パネル展示参加 生涯学習センター 

3 月 ４日（日） 第 9 回宇治ボランティアフェスティバル＆おもいの駅伝 総合福祉会館 

3 月１０日（土） 第 20 回バリアフリー映画上映会 生涯学習センター 

３月２２日（木） 
宇治市生活支援体制整備事業 

宇治市支え合いの仕組みづくり会議委員参画 
総合福祉会館 

3 月２３日（金） SNS 等活用研修会 総合福祉会館 

年間 ゆるキャラ作成構想 総合福祉会館 

年数回 共同募金への協力 総合福祉会館他 

年数回 宇治市災害ボランティアセンターへの参画 総合福祉会館 

随時 備品助成・活動助成 総合福祉会館 

 

 

 

３．一般介護予防事業 介護予防普及啓発事業の実施（B 型リハビリ教室の実施） 

 

 

一般介護予防事業介護予防普及啓発事業（B 型リハビリ教室、以下 B リハ）では、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

とを目指しています。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。 

しかしながら、平成２９年度は利用を止められる方が多く、その多くが介護保険制度への移行にな
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っていること、新規の利用者の相談が福祉専門機関から減少していることなどから、利用者は減少

傾向になっています。 

加えて、ボランティア活動者も減少している地域もあり広報に力を入れています。平成２９年１１

月には、宇治ボランティア活動センターの情報紙「パートナー」に掲載をしたほか、平成３０年２

月に市政だよりの掲載、3 月１５日号の社協だよりにも掲載をしました。社協だよりの反響は大き

く、２０件の問い合わせがありました。 

 

 

（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 40 11 322 738 

さわやかくらぶ 御 蔵 山 46 12 483 288 

すこやか広野 大 久 保 38 8 240 543 

ニコニコ菟道 菟  道 43 12 319 725 

あったか平盛 平  盛 39 13 449 384 

のんびりくらぶ 西大久保 36 10 258 474 

みむろど健康教室 三  室  戸 43 13 434 480 

なごみ岡屋 岡   屋 40 9 228 255 

ホット大開 大   開 45 9 258 451 

元気おうばく 宇   治 45 7 183 667 

きらきら菟二クラブ 菟道第二 43 13 309 640 

ハスの実くらぶ 小   倉 40 5 113 837 

お茶の実クラブ 木   幡 38 8 230 474 

しらさぎクラブ 南  小  倉 41 13 291 580 

ふれあい北槇 北  槇  島 49 14 495 454 

槇島あすなろ会 槇   島 44 16 519 446 

ぬくもり伊勢田 伊  勢  田 40 10 278 586 

南部てんとう虫教室 南   部 44 11 384 555 

スマイル西小倉 西  小  倉 40 12 320 330 

フラワー北小倉 北  小  倉 43 7 221 242 

合計 837 213 6,334 10,149 

 

 

（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 27 年度 831 6,421 10,572 

平成 28 年度 832 6,448 10,128 

平成 29 年度 837 6,334 10,149 

 

一般介護予防事業介護予防普及啓発事業（B 型リハビリ教室、以下 B リハ）の各クラブの運営を

ボランティアの協力で実施しました。 
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（ボランティア研修会 開催状況） 

実施日 ①平成２９年 ８月 ４日（金） １０：００～１１：３０ 

②平成２９年 ９月２９日（金） １０：００～１１：３０ 

③平成２９年１１月２７日（月） １０：００～１１：３０ 

④平成２９年１２月 ６日（水） １３：３０～１５：００ 

実施場所 ①、②宇治市総合福祉会館 

③社会福祉法人 京都愛心会 宇治愛の郷 

④宇治市生涯学習センター 

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 ①５２名 ②４８名 ③２９名 ④６１名 

内容 ①ボランティア活動とは何か  

②椅子ヨガ  

③口腔機能訓練 

④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 いずれの会も、「B リハや地域の活動に活かしていきたい」との声があり、普段の活動に

役立つ講座の展開ができていると考えています。内容や会場によりばらつきはあります

が、健康志向の影響のためか、身体を動かす体操などを主体にした取組みは、一般の参加

が多くあります。介護予防や活動を長く継続するためには、自身も健康であることも大き

なポイントであることから、体操などを主体にした取組みの参加者が多いものと考えて

います。 

 

 

 

４．Hot！ふれあいサロン活動を媒介にした地域づくり 

 

 

 孤立予防と身近に支えあえる仲間づくりを目的に活動するＨｏｔ！ふれあいサロンに対して、助

成金を交付するほか、運営等の相談に努めました。具体的には、新規立ち上げを検討する地域住民

に対し、サロン運営経験者との情報交換の場を提供し、地域でのサロン活動を広げるように努めま

した。また、学区福祉委員会等の既存組織との連絡調整を行い、地元からの財政支援、広報紙等へ

の掲載など運営面のサポートを促すことで市民周知に努めました。 

 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、サロンが密集し、かつ連絡組織を持つ槇島地域に限定し、情報提供の協力をし、高齢者

平成２９年度は、コーディネーターの声もあり「ボランティアとは」という原

理原則を学ぶ機会からスタートしました。わかりやすいとの声もあり、今後も

定期的に取り入れていけたらと考えています。 
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サロンの実態把握に努めました。 

 介護保険制度が大きく変わり、地域住民によるサービス提供も求められる中、その需給調整だけ

では得られないような地域のつながり、助け合いの価値観を、継続して地元で醸成してきたことで、

集合住宅においては、支え合いの仕組みに発展したり（岡屋地域）、サロン立ち上げの過程から新

たな学区福祉委員への加入が促進されたり（槇島地域）など、地域福祉活動の担い手のすそ野が広

がりました。 

 一方で、現状のサロン規模（10～30 名）よりも大きな集まりや催しを開催する際の会場確保が

難しいことなどハード面での課題があります。 

 

（１）サロン助成金交付推移と一覧  

 

120 グループからサロン申請（うち、助成金申請サロン 107 件、登録サロン 13 件）がありまし

た。助成金交付選考会（６月 5 日実施）を経て、106 件に助成金交付を行いました。1 件は実施回

数において要綱上の対象要件を満たさないことから否決となりました。 

 

 

（サロン登録内訳） 

サロン分類 高齢者 高齢者・障がい者 障がい者 子育て 目的別その他 

箇所数（割合） 92（77％） 3（3％） 1（1％） 19（16％） 4（3％） 

 

 

（Hot!ふれあいサロン登録数及び助成金交付の推移） 

年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

助成金総（円） 3,342,000 3,217,000 3,295,000 

サロン数（登録のみ） 119（12） 117（13） 119（13） 

新規登録数 10 10 8 

 

 

（平成２９年度サロン助成一覧） 

№ 
登

録 
サロン名 会場校区 対象 

回

数 

決定金額

（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 55 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 6 13,000 

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 12 - 

11   風車の会 宇治 高齢者 11 19,000 

12   京かのこ 木幡 高齢者 11 19,000 

13   ミニホットサロンひまわり 大久保 高齢者 12 19,000 
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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 24 - 

16   平尾ふれあいサロン 御蔵山 高齢者 34 55,000 

17 ○ 明星ホットサロン 三室戸 高齢者 12 - 

18   サロンピノキオ 木幡 高齢者 12 19,000 

19   蔭山 HOT サロン 小倉 高齢者 12 19,000 

20   ほっとふれあいサロンひまわり 宇治 高齢者 12 9,000 

21 ○ よもやま会 北小倉 高齢者 12 - 

22   おこしやす 宇治 高齢者 22 37,000 

23   ともしび 西大久保 高齢者、障がい者 26 43,000 

24   サロンあざみ 木幡 高齢者 12 19,000 

25   ＨＯＴふれあいサロン権現 菟道第二 高齢者 10 19,000 

26   ＨＯＴ！ふれあいサロンﾕｰﾄﾋﾟｱ 御蔵山 高齢者 21 25,000 

27   フレンドサロン 南部 高齢者 12 19,000 

28   南山ふれあいサロン 御蔵山 高齢者 24 37,000 

29   もみじ会 大久保 高齢者 10 19,000 

30   ホットサロンやまぎわ 南小倉 高齢者 11 19,000 

31   にら花の会 宇治 高齢者 11 19,000 

32   ホットサロンさくら 大久保 高齢者 12 19,000 

33   わかば会 槇島 高齢者 12 19,000 

34   折鶴サロン 菟道 高齢者 24 37,000 

35   どんぐりっこ 伊勢田 児童・青少年 40 55,000 

36   喜楽会 槇島 高齢者 12 19,000 

37   ポヨポヨキッズ 菟道第二 児童・青少年 22 37,000 

38   わんぱくクラブ 大久保 児童・青少年 36 55,000 

39   ドラえもんサークル 小倉 児童・青少年 24 37,000 

40   お茶の子会 南部 高齢者 12 19,000 

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

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

43   ぐるぐる 小倉 児童・青少年 41 55,000 

44   ＨＯＴふれあいサロンあじさい 小倉 高齢者 34 55,000 

45   バルーンクラブ 小倉 児童・青少年 25 37,000 

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

47   華連グループ 神明 高齢者 18 31,000 

48   親子サークルころりんこ 小倉 児童・青少年 25 37,000 

49   きっずくらぶ 岡屋 児童・青少年 19 31,000 

50 ○ ふれあいサロン“はる” 木幡 高齢者 24 - 

51   むらさき気楽会 槇島 高齢者 94 55,000 

52   ホットサロンゆうゆう 岡屋 高齢者 23 25,000 

53   ズンドコサロン 西大久保 高齢者 40 35,000 

54   親子サークルあそビバ！ 北槇島 児童・青少年 18 31,000 

55   Hot！ふれあいサロンすみれ 小倉 高齢者 10 19,000 
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56   ふれあいサロンやよい 木幡 高齢者 12 19,000 

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

58   白寿お茶飲み会 宇治 高齢者 24 37,000 

59   くりくま健功会 大久保 高齢者 24 37,000 

60   楽しく料理を作ろう会 北槇島 高齢者 12 19,000 

61   北槇ハーモニー 北槇島 高齢者 24 37,000 

62   イキイキ教室２０３ 小倉 高齢者 22 37,000 

63   サロン妙楽 菟道 高齢者 11 19,000 

64   北内Ｈot！ふれあいサロン 槇島 高齢者 14 25,000 

65 
  

子育てﾏﾏのｱｶﾍﾟﾗｸﾞﾙｰﾌﾟ

TwinkleTweety 
岡屋 児童・青少年 60 55,000 

66   サロン車田 南部 高齢者 12 19,000 

67   ユニエスさくら 菟道第二 高齢者 50 55,000 

68   ハモフレ 神明 育児中の親子 40 55,000 

69   開ひまわり会 神明 高齢者 24 37,000 

70   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 

71   井戸端かふぇ・まんぷくじゃ 宇治 全て 23 37,000 

72   丸山はづきの会 南部 高齢者 12 19,000 

73   さわやか会 大開 高齢者 14 25,000 

74   下村ほっとサロン 槇島 高齢者・児童 14 25,000 

75   ホットふれあいサロンつるかめ 槇島 高齢者、障がい者 12 19,000 

76   ほっとほっとサロン 宇治 高齢者 17 25,000 

77   色えんぴつ 御蔵山 高齢者 46 55,000 

78   多文化ｺﾐｭﾆﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟさらだぼうる 菟道第二 児童・青少年 29 43,000 

79   おやこサロン にこにこたっち 菟道第二 児童・家族 11 19,000 

80   ワクワク光 菟道 高齢者 11 19,000 

81   サロン槇の島 槇島 高齢者 15 25,000 

82   サロン巨椋 槇島 高齢者 12 19,000 

83   サロンなでしこ 小倉 高齢者 24 37,000 

84   サロンふれあいの森 北槇島 高齢者・児童 40 55,000 

85 ○ 紙芝居「ことわ」 大久保 乳幼児・児童・家族 12 - 

86 ○ 楽老会 木幡 高齢者 12 - 

87 ○ ふれあいひろば 岡屋 高齢者 24 - 

88 ○ うさぎはらっぱであそぼうよ！ 宇治 児童・青少年 11 - 

89   ミニステージイン宇治 菟道 全て 11 19,000 

90   天神台ふれあいサロン絆 神明 高齢者 17 25,000 

91   花 木幡 高齢者 10 19,000 

92   ふれあいサロン田原 西大久保 高齢者 12 19,000 

93   友和会 小倉 高齢者 12 19,000 

94   サロン白川 菟道 高齢者 12 19,000 

95   サロン足腰改善体操友の会 大久保 高齢者 24 37,000 

96   ふれあいサロン川東 菟道 高齢者、児童・青少年 22 37,000 
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97   平尾台囲碁茶ロン 御蔵山 高齢者、児童・青少年 12 4,000 

98   サロン絆 伊勢田 高齢者 20 31,000 

99   菟道北ふれあいサロン 宇治 高齢者 36 55,000 

100   さわやか会サロン同好会 大久保 高齢者 22 37,000 

101   サロンいきいき 槇島 高齢者 24 37,000 

102   文化サロン「ゑん」 大久保 高齢者 12 19,000 

103   落合元気アップ教室 槇島 高齢者 24 37,000 

104   サロン「水仙」 神明 高齢者 12 19,000 

105   福寿会 南小倉 高齢者 11 19,000 

106 ○ ふれあいサロン 大開 高齢者 12 - 

107   あおぞら会 木幡 高齢者 12 19,000 

108   ユニ宇治ふれあいカフェ 岡屋 高齢者 11 19,000 

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

110 
○ 

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 全て 24 - 

111 ○ 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 12 - 

112   アルスシルバー会 木幡 高齢者、児童・青少年 15 25,000 

113   羽戸山サロン 宇治 高齢者、児童・青少年 12 19,000 

114   蔭山縁が和サロン 小倉 高齢者 24 37,000 

115   なかよし会 木幡 高齢者 14 25,000 

116 ○ ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ「しろつめくさのいえ」 菟道 児童・青少年 24 - 

117   ふれあいサロンひまわり 槇島 高齢者、児童・青少年 14 25,000 

118 
  ホットサロン月夜 槇島 

高齢者、障がい者、

児童・青少年 
14 25,000 

119   イキイキの会 槇島 高齢者 16 25,000 

             合計  2,549 3,295,000 

 

 

（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。 
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（サロン研修会の実施）※B リハボランティア研修の再掲 

実 施 日 平成２９年１２月 ６日（水）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 61 名（サロンほか） 

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。 

 

 

 

５．生活支援コーディネーター業務（受託）と連携した 

地域活動支援の展開（新規） 

 

 

平成２９年度より宇治市から、宇治市生活支援体制整備事業を受託しています。地域における高

齢者の生活支援体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーター業務ならびに協議体の設置

を事務局会議において、シルバー人材センターも加わり、宇治市、宇治市福祉サービス公社（以下、

公社）と共に情報共有を行いながらすすめてきました。 

生活支援コーディネーターは、他事業と兼任で、社協に３名、公社に２名設置しています。 

生活支援体制整備事業では、協議を重ね「誰もが、住み慣れた地域での支え合い・見守りにより、

心豊かに暮らすことができる絆と思いやりのあるまちづくり」という大きな目標を立てました。 

今年度は、南陵町エリアをモデル地区とし南陵町の地域住民の皆さん、地域包括支援センターと

共に「宇治市地域の支え合い仕組みづくり会議【地域版】」（第２層協議体）をすすめてきました。 

「宇治市地域の支え合い仕組みづくり会議」（第１層協議体）は、宇治市域や地域で、これからの

支え合いの仕組みをどう考えていくのかという協議の場とし開催しました。なお、この会議は、公

開型（プラットホーム型）でやっていく方向なので関係団体にも広めていただいています。 

 

（事務局会議） 

実施日 ①平成２９年 ４月１３日（木） ９：３０～１２：００ 

②平成２９年 ４月２１日（金） ９：３０～１１：３０ 

③平成２９年 ５月 １日（月） ９：３０～１２：００ 

④平成２９年 ５月１８日（木） ９：３０～１１：３０ 

⑤平成２９年 ６月 ８日（木） ９：３０～１２：００ 

⑥平成２９年 ８月１０日（木） ９：３０～１１：３０ 

⑦平成２９年 ８月２５日（金）１０：００～１２：００ 

⑧平成２９年 ９月 ７日（木） ９：３０～１２：００ 

⑨平成２９年１０月１１日（水） ９：３０～１２：００ 

⑩平成２９年１１月 １日（水） ９：３０～１２：００ 

⑪平成２９年１２月２１日（木） ９：３０～１１：４０ 

⑫平成３０年 １月２５日（木） ９：３０～１１：４５ 

⑬平成３０年 ２月２３日（金） ９：３０～１１：３０ 

⑭平成３０年 ３月２３日（金） ９：３０～１１：３０ 
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場所 ②宇治市福祉サービス公社中宇治事業所 

②以外は、宇治市総合福祉会館 

参加者 宇治市；４名 公社；３名 当会；４名 

目的 生活支援コーディネーター委託業務及び協議体運営にかかわる事項について協議

する。 

実施して 会議のグランドルールを元に、チェックインも毎回行い参加者の関係性を高めな

がら、話し合いをすすめて来ました。 

事務局会議を通して、情報共有、意見交換、調整の場とし、各作業においては、

サイボウズライヴ、メールを使い常に情報共有を行い、役割やスケジュールの確

認を行いました。 

会議の終わりにも、チェックアウトを行い、全員で振り返り次回の会議につなげ

て来ました。 

 

（四者協議） 

実施日 ①平成２９年 ７月２０日(木)１０：００～１１：３０ 

②平成２９年１１月２９日(水)１０：００～１１：３０ 

※③、④は地域の支え合い仕組みづくり会議に読み替えています。 

場所 ①宇治市シルバー人材センター ②宇治市総合福祉会館 

参加者 宇治市シルバー人材センター；１名 宇治市；４名 公社；３名 当会；４名 

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。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。 

実施して シルバー人材センターの現状、生活支援体制整備事業の現状を四者で情報共有を

行い、連携のありかたを協議しました。 

 

 

（宇治市地域の支え合い仕組みづくり会議【地域版】（第２層協議体）） 

実施日 ①平成２９年 ７月２４日（月）１４：００～１５：３０ 

②平成２９年 ８月 １日（火）１０：００～１１：３０ 

③平成２９年 ９月２２日（金）１３：３０～１６：３０ 

④平成２９年１０月２６日（木）１４：００～１５：３０ 

⑤平成３０年 ２月 ５日（月）１０：００～１２：００ 

⑥平成３０年 ２月１９日（月）１０：００～１２：００ 

場所 ①宇治市南陵北集会所 

②、④、⑤北宇治地域包括支援センター 

③宇治市総合福祉会館３階大広間 

⑥うじ安心館３階大会議室 

参加者 ①南陵町；３名 

 北宇治地域包括支援センター；４名 宇治市；３名 公社；２名 当会；２名 

②北宇治地域福祉センター；4 名  

宇治市；4 名 公社；３名 当会；４名 

③宇治市；８名（生きがい課、地域福祉課） 地域包括支援センター；１８名  

公社；３名 当会；４名 実習生；３名（当会、北宇治、公社） 

④南陵町；７名 北宇治地域包括支援センター ５名 宇治市；５名  

公社；２名 当会；４名 実習生；１名（当会） 

⑤南陵町；１０名 北宇治地域包括支援センター ５名 宇治市；３名 公社；３名 

当会；４名 見学；大山崎町社協 ２名 

⑥南陵町；１名 宇治市；６名 地域包括支援センター；１８名 公社；２名 

 当会；４名 
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目的 地域住民が地域の中で主体性を持って、活動していくために、地域包括支援センタ

ー、行政、生活支援コーディネーター（公社・社協）が連携しサポートしていけるよ

うにする。その為に地域の連携の実情を共有し、ネットワーク化を図ります。 

内容 ①宇治市地域支え合い仕組みづくり会議（地域版） 

 課題と地域の取組みについて、南陵町の地域住民代表の方々にお聞きしました。 

②検証会議 

 第１回目の会議報告と振返り。 

③連携会議 

 地域住民と一緒に解決した事例の共有をグループワークで行い、地域のキーパー

ソンを探りました。 

④宇治市地域支え合い仕組みづくり会議（地域版） 

 第１回目の会議の拡大版とし、南陵町の地域住民の参加者を広げ、地域の取組みを

共有しました。 

⑤宇治市地域の支え合い仕組みづくり会議（地域版） 

 南陵町の１０年前を思い出してもらい、３年後の「未来予想図」について自治会も

加わりながらお互いの活動を話し合いました。 

⑥宇治市地域の支え合い仕組みづくり会議（地域版）連携会議 

 地域包括支援センター各圏域において、地域住民とどんな取組みができるのかを

グループワークで意見交換を行いました。 

実施して 平成 29 年度は、北宇治地域包括支援センター圏域の南陵町エリアにおいてモデル地

区とし、地域住民、地域包括支援センターと共に、南陵町の取組みや、課題を共有し、

第２層協議体をすすめて来ました。 

宇治市地域包括支援センターとは、「誰」と「どんな」連携で行っているかを知るこ

とで、第２層のキーパーソンを探りました。 

地域ケア会議の取組みは、各圏域で地域特性に応じた展開がなされています。 

宇治市地域の支え合い仕組みづくり会議（地域版）モデル事業の中での、地域ケア会

議の成果や課題を踏まえながら、グループワークであがったキーパーソン等ととも

に支え合いの仕組みを構想することの必要性と、その為には、地域の既存団体とのネ

ットワークの再構築が求められ、単にサービス提供のための枠組に留まらない地域

調整役の必要性が明らかになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南陵町のエリアでは、喜楽会（喜老会）を中心に展開

を進めています。地域課題は複雑なので、高齢者のみ

の課題を取り上げる難しさはありますが、主体的に住

民の参加がある会議になっています。 

南陵町の１０年前を思い出してもらい３年後

の「未来予想図」について、自治会も加わりな

がらお互いの活動を話し合いました。住み慣

れた地域で、暮らし続けるには、人とのつなが

り、そして、情報が伝わる大切さがわかりまし

た。 
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（宇治市地域の支え合い仕組みづくり会議（第１層協議体）） 

実施日 ①平成２９年１０月１７日（火）９：３０～１１：３０ 

②平成３０年 ３月２２日（木）９：３０～１１：３０ 

場所 ①うじ安心館 ②宇治市総合福祉会館３階大広間 

参加者 ①当会；４名 宇治市；６名 公社；３名  

１７団体；２０名（欠席；４団体） 当日参加者；３名 

②当会；４名 宇治市；８名 公社；２名 

 １４団体；１５名（欠席；７団体） 

目的 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第２項第５号に規定する

「生活支援体制整備事業」における第１層協議体として、地域住民の互助を基本とし

た生活支援等サービス創出に向けた取組を推進するため、宇治市地域の支え合い仕

組みづくり会議を設置する。 

内容 第１回目では、住民の皆さんと一緒に会議を作り上げていきたいと思っていること

を知っていただくこと。そして、地域住民の互助を基本とした生活支援等サービス創

出に向けた取組みを推進するため、宇治市域における地域での支え合いしくみづく

りをどう考えていくのか、すでに実際に活動をされている皆さんが、普段どのような

思いをお持ちで、地域の活動をされているのかを知り、関係者間のネットワーク化を

図りました。 

第２回目では、座長、副座長を選任いただき、今年度の生活支援体制整備事業の取組

みについて報告させていただき、次年度以降の取組みについて皆さんと共に考えま

した。 

実施して この会議は、参画者によるご意見から組み立てられる会議です。１回目に倣い会議の

グランドルールを確認し、追加の意見があり、新たにルールを追加しました。 

１回目の会議では、住民の皆さんと一緒に会議を作り上げて行きたいと思っている

ことを知っていただきました。 

宇治市域での支え合いの仕組みづくりをどう考えていくのか、各団体がどのような

思いで活動されているのかを知り共有しました。 

生活支援コーディネーターよりこの取組みを通して目指している、地域住民と専門

職等の連携をひろげていきたいということを各団体に伝えました。 

この会議は、公開型でやっていきたいという思いを伝えたところ、SNS 等でシェア

してくださった団体がありました。 

２回目の会議では、座長、副座長の選任を行い、今年度の、「生活支援体制整備事業」

の報告を社協、公社よりしました。 

次年度以降の取組みについて皆さんと意見交換を行い、有意義な会議となりました。

次年度も体制が整い次第、この会議の設定を行うことも皆さんと共に確認をしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車座で話し合いの場を持ちました。ルール

作りや、「参加型」と「公開型」を大切に進

めています。 

次年度以降の取組みについては、座長、副

座長の進行で活発な意見交換となり、すべ

ての方から、様々な意見が出ました。 
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６．孤立を防ぐ子育て支援事業  

 

 

（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） 

 

NPO 法人との連携による子育て中の親子の出会いの場、相談の場づくりとして、１歳になるま

での子どもを持つ親を対象とした、赤ちゃんサロン・広場・パークを開催しました。 

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、参加者が自然と交流しやすくなるような工夫をしています。 

また、市内にある、子どもとともに安心してでかけられる場所の情報共有のため、「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活動を引き続き

継続して行っています。 

さらに、広場開催時に孤立している母親の状態などを把握し、スタッフ間で情報共有を行い、母

親の話を傾聴したり、助産師につなぎました。 

平成２９年度は、１１月より同志社女子大学看護学部看護学科の学生を実習生として迎え、地域

での子育て支援のあり方や、実際の親子のふれあいの様子、親の喜びや悩みに触れる機会を提供し

ました。 

 

（赤ちゃんサロン・広場・パーク開催実績） 

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） 

１２０組 

（５１名） 

１５８組 

（５４名） 

６０組 

（５５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」へ委託） 

 

子育て中の親の悩みに基づいた当事者同士の出会いの場、相談の場づくりとしてのおしゃべりキ

ャッチボールの展開を行っています。 

双子・三つ子の回では生後 5 ヶ月から参加されていた方

より「今日で卒業します、長い間ありがとうございまし

た。おかげでたくさんお友達ができました。」と最後のご

あいさつをくださった方もいます。 
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平成２９年度は、平成２８年度に引き続き、宇治市に転入して１年未満の０歳～３歳までの子ど

もを育てる母親、アレルギーのある子どもを持つ母親、多胎児を育てる母親を対象に、宇治市内の

当事者グループや助産師など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。多くの参加者が、同様の

悩みを抱える者同士共感しあい、今後の情報交換などのために LINE でつながるなどの新たなネッ

トワークを築いておられます。 

平成２９年度は、おしゃべりキャッチボールの取組みにも、１１月より同志社女子大学看護学部

看護学科の学生を実習生とし手受け入れました。 

 

 

（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 

①７月７日（木） 

②１０月１２日（木） 

①６月８日（水） 

②１１月８日（水） 

①５月１２日（木） 

②９月８日（木） 

③１２月７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（１０名） 

①２組（４名） 

②２組（４名） 

③2 組（４名） 

①３組（８名） 

②１４組（４０名） 

③５組（１４名） 

④７組（２１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。現在、子育てサークルの調整

は、宇治市子育て支援機関センターが窓口となっているため、本会に連絡があった際には、子育て

支援機関センターへとつないでいます。サロンとして活動をする団体への調整は、当会において実

施しました。 

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。 

 

 

 

７．障がいのある人への支援  

 

 

（１）身体障がい者デイサービス事業の実施 

 

身体に障がいのある方が、社会参加の場を得、多くの方と交流ができるよう、ヨーガ、手づくり

など、身体障がい者デイサービス事業として様々な教室を開催しています。一度終了していたパソ

コン教室も当事者の希望により再開し、全部で１０種類の教室を開いています。利用者の身体機能

の低下も見られる時がありますが、利用者同士の支え合いもある中で、安全面に配慮しながら運営
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しています。 

 

（各教室の実施状況） 

年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

教室数 12 11 10 

教室開催回数 168 164 147 

登録人数（名） 71 64 53 

のべ利用者数（名） 730 695 700 

 

 

（H29各教室の実施状況内訳） 

教室名 年間 

開 催

数 

登録 

利 用

者数 

登録利用者内訳 延べ 

参 加

者数 

1 回

当 た

り の

参 加

人数 

平均 

出席率 肢体 視覚 聴覚 内部 

視覚裁縫 11 2 0 2 0 0 21 1.9  95% 

卓球バレー 43 9 7 1 1 0 286 6.7  74% 

書道 12 6 2 1 1 2 66 5.5  92% 

コーラス 19 9 4 3 1 1 127 6.7  74% 

手作り 11 5 1 2 2 0 41 3.7  75% 

絵てがみ 11 3 2 0 1 0 21 1.9  64% 

生け花 7 3 1 0 1 1 14 2.0  67% 

ヨーガ 11 8 3 5 0 0 49 4.5  56% 

遊びでできる 

リハビリ 
10 3 1 1 1 0 28 2.8  93% 

パソコン 12 5 3 0 2 0 47 3.9  78% 

合 計 147 53 24 15 10 4 700     

 

 

（２）身体障がい者移動支援事業の実施 

 

車いすを利用する方への移動支援を展開しています。平成 29 年度からは施設入所者の利用もで

きるようになりました。新規での相談件数はありませんが、継続して社会参加をするために移動支

援事業を活用いただいています。しかしながら、利用者や登録ガイドヘルパーの高齢化が課題です。 

 

 

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

平成 28 年度 30(11/19) 16（9/7） 277 264 

平成 29 年度 31(11/20) 14(10/4) 230 215 
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８．市民参加による宇治市災害ボランティアセンターの運営  

 

 

ボランティアや行政との協働により、災害時のボランティアをコーディネートするため、常設型

ボランティアセンターの特徴である住民協働（宇治らしさ）を活かした企画・運営をはかり、災害

時体制における役割について日頃から協議し、災害に備えました。 

 

 

（１）宇治市災害ボランティアセンターの運営体制強化について 

 

 

（第１０回総会） 

日 時 平成２９年５月１３日（土） ９：３０～１２：３０ 

実施場所 宇治市総合福祉会館 大広間 

参加者 ５３団体５２名（うち委任状１７団体）※正会員７９団体中 

実施内容 
・平成２８年度事業報告・決算（一般会計及び特別会計） 

・平成２９年度事業計画・予算 

 

 

（運営委員会の開催） 

 

 

  

回 日 時 場 所 主な議題内容 

１ 
平成２９年４月２６日（水） 

１９：００～２１：００ 

宇治市総合福祉会館 

第１０回総会準備／日赤第４ブロック

訓練協力／府災ボラ運営委員推薦／運

用訓練助成の申込／運営委員・担当職員

の交代 

２ 
平成２９年６月３０日（金） 

１９：００～２１：００ 

宇治市防災訓練への対応／宇治市災ボ

ラ訓練の概要／担当職員の交代 

３ 
平成２９年７月２１日（金） 

１９：００～２１：００ 

九州水害における対応／今後の他都道

府県・他市町村の災害対応 

４ 
平成２９年９月１日（金） 

１９：００～２１：００ 

宇治市災ボラ訓練概要確認／宇治市防

災訓練最終確認 

５ 
平成２９年１１月２９日（水） 

１９：００～２１：００ 

宇治市災ボラ訓練内容確認／中央図書

館×危機管理課コラボ事業への参加／

西小倉地域防災訓練への対応 

６ 
平成３０年２月２１日（水） 

１９：００～２１：００ 

災害ボランティアセンター災害時運用

訓練の企画／第１１回総会にむけての

協議 
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（２）他団体開催の訓練、会議等への参加 

 

（日本赤十字第４ブロック合同災害救護訓練への参加） 

日 時 平成２９年 ６月１７日（土）１０：１５～１７：００ 

場 所 京丹波自然運動公園 

参加者 運営委員２名、事務局２名 

内 容 災害ボランティア運営訓練への参加※準備会、反省会を含め３回参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（向日市防災訓練 災害ボランティアセンター設置運用訓練への参加） 

日 時 平成２９年 ９月１６日（土）８：３０～１１：３０ 

場 所 向日市立第６向陽小学校 

参加者 事務局１名 

内 容 
災害ボランティアセンター運営訓練への参加 

※宇治市社会福祉協議会事務局としての参加 

 

 

（第 3回被災地における支援情報の共有・利活用検討会） 

日 時 

①平成２９年 ９月１４日（木）１３：３０～１７：００ 

②平成２９年１２月２２日（金）１３：３０～１７：００ 

③平成３０年 ２月２７日（火）１３：３０～１６：３０ 

場 所 
①、③京都大学防災研究所 

②防災科学技術研究所（当会からは、総合福祉会館より WEB 会議にて参加） 

参加者 運営委員１名、事務局１名 

内 容 災害時の情報発信・収集に関する課題、解決ツールに関する意見交換 

 

 

  

日本赤十字社の訓練で、赤十字レスキューチェーン京都と

連携して訓練の企画運営に参加しました。 
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（３）講演会の実施 

 

（講演会「災害時の支援活動は何のため、誰のために行うのか」） 

日 時 平成２９年 ５月１３日（土）１０：３０～１２：３０ 

場 所 宇治市総合福祉会館 大広間 

参加者 ３６団体５２名※第１０回総会と同日開催 

内 容 

講師：日野ボランティア・ネットワーク 

   山下 弘彦氏 

内容：災害時、特に地震災害時の支援活動は、何のために、誰のために行うのか。 

実施して 

実際の地震災害におけるエピソードを交えながら、被災者の「元の暮らし」、「元

の暮らしのリズム」、「地域の支え合いの力」を取り戻すことが被災地支援におけ

る大切な視点であることを学びました。 

また、その活動は災害ボランティアセンターだけでは解決できないため、多くの

関係機関との連携が必要であることを改めて当センター加盟団体とともに確認を

する機会となりました。 

 

 

（４）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、回覧板の配布などを

行いました。自治会・町内会関係者や訓練参加団体などに宇治市災害ボランティアセンターを PR

しました。 

 

（宇治市総合防災訓練への参加） 

日 時 平成２９年１０月１５日（日）９：００～１１：４０ 

場 所 宇治市立 東宇治中学校 

参加者 運営委員８名、事務局２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 

・体育館における避難所開設訓練への参加（運営委員２名） 

 

 

（西小倉地域訓練への参加） 

日 時 平成２９年１２月３日（日）９：００～１２：４０ 

場 所 西小倉小学校 グラウンド 

参加者 運営委員５名、事務局２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時の写真の展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西小倉自治連合会のご協力もあり、平成２９年度も

訓練へ参加させていただきました。回覧板等で PR

をしました。 
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（中央図書館×危機管理課 コラボ事業への参加について） 

日 時 平成３０年１月１５日（月）～１月１９日（金）９：００～１７：００ 

場 所 宇治市役所 １階 ロビー 

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 

・災害ボランティアセンターの紹介 

・京都府南部地域豪雨災害時の写真の展示 

 

 

（講師派遣について） 

依頼者 

①コスモウィング自主防災組織 

②北宇治中学校 

③宇治市自主防災リーダー養成研修 

内 容 

①自主防災組織と宇治市災害ボランティアセンターの連携について 

②災害ボランティア活動と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 

③京都部南部豪雨災害時の災害ボランティアセンターの活動について 

日 時 

①平成２９年５月２０日（土）１８：００～１８：４５ 

②平成２９年６月３０日（金）１０：４５～１１：４５ 

③平成３０年３月１１日（日） ９：３０～１１：１０ 

場 所 ①コスモウィング宇治集会所 ②北宇治中学校 ③うじ安心館 

参加者 ①運営委員２名・事務局１名 ②運営委員１名・事務局１名 ③運営委員２名 

実施して 

運営委員とともに、自主防災組織や中学生、自主防災リーダー研修などにおいて

災害ボランティアセンターの PR を行いました。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専門家ではなくボランティアができる役割

があることを伝え、何かの時にお互いに支え合えるよう、普段からの顔が見える

関係づくりが大切だということを伝えました。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。 

 

 

（５）災害ボランティアセンター災害時運用訓練の実施 

 

日 時 平成３０年 ３月１８日（日）８：４５～１２：３０ 

場 所 宇治市総合福祉会館一帯 

参加者 運営委員１５名、事務局７名、加盟団体参加者６３名 

内 容 

宇治市災害ボランティアセンター災害時運用訓練（想定：水害） 

・運営委員、加盟団体の災害ボランティアセンター災害時運用におけるスキルアッ    

 プ ※ボランティアの受付から送り出しまでの手続きの流れを確認。 

・マニュアル改訂にむけての意見収集 ※訓練終了後、実施した訓練の振り返り及

びマニュアル改訂への反映内容を確認。 

 

 
（６）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２９、３０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 
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・他市町村における災害ボランティアセンター研修への参加 

 

（７）研修・イベント等への参加 

 

日 時 

①平成２９年 ６月１１日（日）１３：３０～１７：００ 

②平成２９年 ７月 １日（土）１３：００～１７：００ 

③平成２９年 ７月２２日（土）１０：３０～１６：００ 

④平成２９年 ７月２３日（日）１０：３０～１６：００ 

⑤平成２９年 ９月２９日（金）１９：００～２０：３０ 

⑥平成２９年１０月２０日（金）１３：００～１７：００ 

⑦平成２９年１２月 ７日（木）１３：１５～１６：００ 

⑧平成２９年１２月１５日（金）１０：３０～１６：００ 

⑨平成３０年 １月１５日（火）１３：２５～１６：３０ 

⑩平成３０年 ２月２８日（木）１３：３０～１６：３０ 

場 所 
①本願寺聞法会館 ②京都大学宇治キャンパス③④キャンパスプラザ京都  

⑤宇治市生涯学習センター ⑥⑧宇治市総合庁舎 ⑦⑨⑩ハートピア京都  

内 容 

①京都府災害ボランティアセンター全体研修会 

 熊本地震における浄土真宗本願寺派の支援活動・龍谷大学ボランティア活動に

ついて 

②災害時 NPO 等ネットワーク第２回大会 

 平成２７年常総市鬼怒川水害レポート 

③初動支援チーム研修 

 災害ボラセンの先遣・初動期支援に必要な視点 

④初動支援チームフォローアップ研修 

 初動支援チームの実働に関すること 

⑤災害時の外国人サポート講座 

やさしい日本語での災害時の外国人支援について 

⑥平成２９年度福祉避難サポートリーダー養成研修 

 災害時要配慮者対策について 

⑦トップセミナー（１日目） 

⑧初動支援チーム研修（２回目） 

⑨トップセミナー（２日目） 

⑩トップセミナー（３日目） 

参加者 

①運営委員２名 事務局１名 ②運営委員３名 ③運営委員２名、事務局１名  

④運営委員３名 ⑤運営委員１名 ⑥運営委員１名 ⑦運営委員１名 

⑧運営委員１名 加盟団体２名 ⑨運営委員１名 ⑩運営委員１名 

参加して 

平成２９年度は、府内で発災があり、災害ボランティアセンターを立ち上げた市

町がありました。また、全国各地で災害が起こり、災害ボランティアセンターの

設置がされました。その中で、災害ボランティアセンターの限界、連携のあり

方、要支援者支援をどのように考えるか、災害時に情報の弱者になってしまう方

にいかに情報を伝えるかなど、普段から検討し、関係各団体との連携が重要であ

ることを感じました。 

改めて、加入団体との連携、その他の組織・団体また企業などとの共同のあり方

を考える機会になり、今後の運営に活かしていきたいと考えています。 
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９．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

に関する相談やサークルの PR、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。 

 

（老人福祉センターサークル数の推移） 

 

        

 

     

 

 

 

（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） 

 

 

（当会活動への協力、連携状況） 

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。また、１２月の「クリーン運動」では、５７名のサークル

会員が、会館内及び会館前広場の清掃を実施しました。 

そして、初めてボランティア活動センター主催「清掃交流会」に 9 名が参加しました。 

さらに、社協だよりの掲載や洛南タイムス社に掲載している「月イチうじピョンの『〇〇な話』」

において、３サークルがサークルの紹介とサークル会員の募集を、広く呼びかけました。 

 

 

（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２７年度 40,200   60,317 41,421 

平成２８年度 36,300   47,741 60,923 

平成２９年度 39,400 50,000 57,164 

 

  

 (館外研修の支援) 

 毎年老人福祉施設を訪問し、USK 活動の参考にしています。今年は、「養護盲老人ホーム慈母園」

(奈良県高市郡)へ 50 名が訪問し、障害のある高齢者への理解を深めることができました。 

年度 サークル数 登録者（名） 

平成 27 年度 21 402 

平成 28 年度 19 363 

平成 29 年度 20 400 

実施日 

①舞台発表大会：平成２９年 ９月３０日（土）１０：００～１６：００ 

②展示発表大会：平成２９年１０月 7 日（土）１３：００～１６：００ 

８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・社交ダンス・3B

体操 

②華道・書道・陶芸・編み物・茶道・ちぎり絵 

実施して 
発表会では、普段と違った表情が見られ、また、それを励みに日々練習を重ねておら

れることも分かりました。大きな舞台は、やりがいにつながっていると感じました。 
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１０．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２９年１１月５日（日）に開催しました。平成２９年度は、各事業所に協賛を頂き開催をして

いたお楽しみ抽選会を実行委員会の判断で中止にしました。また、３年前から開催のテントは、業

者にレンタルをしていましたが、アンケートに「天幕に施設名等がないのが寂しい」、「福祉施設全

体で盛り上げるために施設から協力をしてもらえないか」という意見がありました。各施設・団体

に協力をお願いし、（社福）山城福祉会、宇治市民間保育園連盟よりテントを借用し行いました。 

 平成３０年度に向けた新たな実行委員の募集のため、3 月１5 日号の市政だより、社協だよりに

募集記事を掲載しました。 

 

 

（実行委員会） 

日 時 

①第１回：平成２９年 ６月２８日（水）１９：３０～２１：００ 

②第２回：平成２９年 ９月 ６日（水）１９：３０～２１：４５ 

③第３回：平成２９年 ９月２９日（金）１９：３０～２１：４５  

④第４回：平成２９年１０月２７日（木）１９：３０～２１：００ 

⑤第５回：平成３０年 １月１７日（水）１９：３０～２０：４０ 

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１０名、事務局２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２９年９月２５日（月）１０：００～１２：００ 

場 所 宇治市総合福祉会館 大広間 

参加者 ６０団体 

内 容 
企画や運営内容の連絡、共有、協議 

会場配置・テントの大きさの変更／エコ係の分担協議 

実施して 

平成２９年度は、平成２８年度に引き続き、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回のみ開催すること

にしました。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。 
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（２０１７宇治福祉まつり当日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．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。過去、４年にわたり「京都高齢者あんしんサポート企業養成講座」を実施

してきましたが、今年度は、宇治市福祉サービス公社との合同プロジェクトのもと、「ＵＩ（宇治イ

ンターミッションの造語）プロジェクト」の取組みについて、京都府市町村社協連合会主催の「地

域福祉活動の基盤強化のためのネットワークづくり事業」の採択を受けて実施しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

日 時 平成２９年１１月５日（日）８：４５～１７：００  

場 所 宇治市総合福祉会館一帯 

参加者 
参加者５，０００人以上（参加団体９４団体、運営協力団体１５団体、個人ボランテ

ィア（前日準備・当日）３名含む） 

内 容 

宇治中吹奏楽部の演奏 

各団体による３０秒ＰＲ：１８団体 

オープニング（開会宣言・来賓あいさつ） 

ステージ発表：１０団体／福祉の店：３３団体／展示：２３団体 

体験・相談：１９団体／子ども広場：６団体／スタンプラリー：９団体 

実施して 

平成 29 年度は、晴天に恵まれたくさんの来場で賑わいが見られ、子供連れの来場者

も多く見られました。「お楽しみ抽選会」の実施はありませんでしたが、多世代の方

に「福祉」を啓発することができました。また、福祉の店のテントについては、宇治

市民間保育園連盟、山城福祉会に貸与の協力を頂きました。宇治市内の福祉施設･団

体の力を集結し、開催をすることができました。また、それらのやりとりのなかで、

団体と施設間でも顔が見える関係を築いていくきっかけにもなっています。 

子ども広場のプラ板コーナーは多くの親子連れでにぎわいました。ステージでは、共同募金会も PR しました。 

初の試みでは、不動産業界の感じている課題が見えて

きました。異業種との連携の中で、新たな企画展開の

可能性が明らかになりました。 
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（企業向けセミナー「知って得する！人生を豊かにする介護術」の実施） 

実施日 平成２９年１０月 2 日（月）１０：００～１２：００ 

場 所 株式会社メイクス（センチュリー２１加盟店） 

実施目的 

今まで福祉や地域との接点が少なかった「働く世代」に対し、その世代に身近な福祉

課題である「介護離職」をテーマに、企業向けセミナーを実施することで、新たなつ

ながりづくりを目的とする。 

参加人数 株式会社メイクス 7 名、宇治市福祉サービス公社 2 名、当会 1 名 

実施して 

当初は、「介護」を暮らしのリスクと捉えない社会づくりを目的に、福祉業界から提案

型の企業向けセミナーの実施を通して、働く世代とのつながりづくりを目標に取り組

んできました。 

セミナー内容は、40 歳からの人生シミュレーションをわかりやすく双六形式でチャ

ート化し、介護保険制度、認知症、地域包括支援センターについて理解を深めるもの

で、希望事業所（不動産業）への出前講座としてセミオーダーで実施しました。 

セミナー開催による即時効果は見られないものの、企業経営者との対話から、福祉分

野との連携事例（以下、２点）の可能性が広がりました。 

①地域活動拠点として空き家活用を促進するモデル 

②高齢者の住宅賃貸借に関連する課題の早期発見・早期対応モデル 

 

 

（企業向けアンケート「仕事と介護の両立に関するアンケート」の実施） 

 企業向けセミナーの成果と課題を踏まえ、宇治市内の事業所（京都府ワークライフバランス認

証企業、れもねいど参加登録企業、取引業者等）157 社に対し「仕事と介護の両立に関するアン

ケート調査」を実施しました。その結果、48 社からの回答が得られ、うち４件が企業セミナー受

講の希望ありました。（詳細は巻末資料参照） 

 3 月 27 日の合同プロジェクトの成果報告会では、セミナー受講企業代表から「名刺をもらった

ことで、相談できる先を知ったことが成果です。」と評価いただきました。 

 不動産業界からは、社会課題を背景とした空き家、高齢者の住宅賃貸借について問題提起され

る場面もあり、当会との連携強化を約束されるなど、地域福祉の基盤強化につながる示唆をいた

だけたことが一番大きな成果であったといえます。 

 

 

 

１２．多様な世代への「ふくし」の働きかけ 

 

 

（１）京都文教大学ボランティア演習を通しての大学生へのボランティアへの働きかけ 

 

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。この「地域ボランティア演習」では、学校支援コース、自己開拓コ

ース、社会福祉コースがあり、本会は社会福祉コースを担っています。 

春学期は、５名の履修登録があり、５名の単位認定を行いました。秋学期は６名の履修登録があ

り、６名の単位認定を行いました。この授業をきっかけに計測してボランティア活動に参加してい

る生徒が３名います。 

平成２８年度と比べ、「地域ボランティア演習」に関しては履修生が著しく少なくなっています。

そのことより、受入れ可能と回答頂いた団体・施設の中には、参加者が０名という結果になったと

ころもありました。 
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（京都文教大学ボランティア演習の演習実施状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）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っています。平成２９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・槇島中学校で実施しました。南宇治中学校は、実

施にむけ準備をしておりましたが、インフルエンザの流行により中止となりました。５校全ての学

校において地区民生児童委員協議会、NPO 法人子育てを楽しむ会の協力をいただきました。また、

黄檗中学校においては、地元の学区福祉委員会、槇島中学校においては、NPO 法人まきしま絆の

会の協力を得ました。 

実施校が増加する中、「赤ちゃんボランティア」の募集などの課題も大きくなっています。 

また、長い学校では平成３０年度で１５年目となる学校もあり、取組みに対する意義を再度学校

と当会で確認する必要性があります。 

当会と学校にとって、よりよい事業とするために、実施校６校と現状の関わりと今後の取組み方

法について協議を進めています。 

 

春学期 秋学期 

団体・施設名 人数 団体・施設名 人数 

特定非営利活動法人就労ネットう

じ みっくすはあつ 

2 特定非営利活動法人就労ネットう

じ みっくすはあつ 

2 

宇治市障害児・者父母の会 1 宇治市障害児・者父母の会 1 

宇治市社会福祉協議会 

（介護予防普及啓発事業 B 型 

（地域参加型）リハビリ教室） 

1 

 

宇治市社会福祉協議会 

（こどもの学習支援事業） 

2 

宇治川福祉の園 1 宇治川福祉の園 0 

宇治ボランティア活動センター 0 宇治ボランティア活動センター 0 

  要約筆記サークル エコー 1 

ボランティア活動をより身近に感じてもらえるよう

に、演習生による演習先の障がい者施設の製品販売会

を開催。演習生以外にも PR になっています。 
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（東宇治中学校） 

実施日 平成２９年６月２７日（火）、６月２８日（水）、６月２９日（木） 

実施場所 東宇治中学校 

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１２２組（実数６７組） 

 

 

（黄檗中学校） 

実施日 平成２９年１０月４日（水）、１０月５日（木） 

実施場所 黄檗中学校 

対 象 黄檗中学校３年生（３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６０組（実数４２組） 

 

 

（宇治中学校） 

実施日 平成２９年１０月２３日（月）、１０月２４日（火） 

実施場所 宇治中学校 

対 象 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 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９７組（実数５４組） 

 

 

（西宇治中学校） 

実施日 平成２９年１１月６日（月）、１１月７日（火） 

実施場所 西宇治中学校 

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８５組（実数４１組） 

 

 

（槇島中学校） 

実施日 平成３０年２月２０日（火）、２月２１日（水） 

実施場所 槇島中学校 

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５８組（実数３８組） 
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１３．社会福祉法人等の公益的活動と連携した 

地域福祉課題解決に向けたしくみづくり構築 
        

市内の社会福祉法人が取り組んでいる地域貢献活動について、市民等がより身近に

感じ、参加につながるきっかけとなるよう、地域貢献活動を取りまとめたＰＲサイトの

立ち上げ準備を進めました。まだ、実際に閲覧できる状態までには至っていませんが、

早期に完成できるよう引き続き取り組みを進めます。 

 

 

 

１４．宇治市福祉サービス公社との合同プロジェクトにおける 

 地域課題解決に向けたしくみづくり構築 

 

 

（１）ぽっぽとうじピョンの未来の宇治の福祉を考える合同プロジェクト全体の取組み

について 

 

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「未来（あす）の宇治

（ちいき）の福祉を考える合同プロジェクト」は、平成２８年度同様、平成２９年度も

進めています。特に上半期は、平成２８年度には、両社に求められる力として二つの力、

「企画と経営の両面を考えて仕事を進めていくこと」と「複雑化する福祉課題解決に向

けた専門職の資質向上を行い、福祉での人材確保の一助とすること」が確認されてきま

した。そして、平成２９年度は「企画力と経営力を強化する」という目的のもと UI プ

ロジェクトチームと、「複雑化する福祉課題解決に向けた力をより強化する」という目

的のもとはざまなくし隊チームに分かれて、取組みを実施しています。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」を確認しあう場を設けています。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

お父さんの参加もあり、改めて中学生が赤ちゃん

から命の尊さを学ぶ意義を感じます。 
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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、福祉専門職として求められる

力「人に伝える力」「人を巻き込む力」「人に提示する力」を養うことを毎回のプロジェ

クトの中で確認をしています。 

また、平成２９年度には、本取組みを京都府社会福祉協議会主催の「府社協いっせい

会議」にて報告をしています。 

 

 

（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２９年 5 月２２日（月）１８：００～２０：３０ 

②平成２９年 7 月２５日（火）１８：００～２０：３０ 

③平成２９年１１月２4 日（金）１８：００～２０：３０ 

④平成３０年 2 月１６日（金）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。これから先の

時代を見据えて双方の役割の再確認と更に新たな連携の在り方を模索し、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。 

その中で、職員は、「人に伝える力」、「人を巻き込む力」、「人に提示する力」を

身につけることを目標にし、複雑化す地域福祉課題への対応力とそれぞれの組

織力を強化していく。 

内容 

①平成２８年度のふりかえりと各チームの進捗について 

②１回目のふりかえりと各チームの進捗について 

③勉強会のふりかえりと各チームの進捗について 

④各チームの進捗と報告会に向けて 

講師 大谷大学 志藤 修史氏 

参加者 当会；７名、公社；9 名（９月末まで１０名） 

実施して 

職員が参加し、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、二者間

で行うことで、改めて「連携」や「協働」が自分たち本意ではなく、話し合いと

意見や力を合わせていくことでしか生まれないこと、その中で自分たちの仕事

を見つめ直し、地域課題の解決にどのように向き合えるのかが問われているこ

とが感じられました。 

 

 

  福祉業界で求められている力を、教示いただきな

がら、その力をどうつけていくのかの議論が続い

ています。 
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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２９年 ９月１５日（金）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。 

明日の福祉を考える上で、必要な情報提供と学びの機会、現状の課題を共有す

る時間とする。 

内容 

各チームの進捗状況 

講演「これまでの１０年、これからの１０年」 

 講師 大谷大学 志藤 修史氏 

個人ワーク 自分と宇治の未来予想図 

パネルディスカッション「団塊ジュニアが語る！これまでの１０年、これから

の１０年」 

 発題者 宇治市生活支援課 畑 智和氏 

     宇治市福祉サービス公社 竹田 未絵氏 

     当会 米田 守 

グループワーク「『わがごと』として宇治の地域でどう暮らすのか、どう働く

のか ～二つのプロジェクトへの意見～ 

参加者 ①当会；１８名 公社；４８名 府社協；２名 宇治市；８名 

実施して 

「自分たちの地域をどうしたいと思いますか」と、専門職は地域住民によく投

げかけます。では、わたし達自身はそこにどう答えるのか。また、１０年後のこ

とをバラ色のように語るけれども、本当にそうなっているのか。先が読めない

時代の中で、何をどう「先を読む」のかわからない。そんなことを考えての企画

の立案でした。１０年前は１０年後の今をどう想像していたのか。そして、自分

たちも「暮らす人」としてどう感じているのか。そんなことを考えるいい機会に

なりました。 
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（報告会） 

実施日 ①平成３０年 ３月２７日（火）１８：００～２０：３０ 

目的 
合同プロジェクトの実施内容の役職員全体への共有化と、先進事例を学ぶ。 

明日の福祉を考えるための情報提供と学びの機会、現状の課題を共有する。 

内容 

講演 大阪府社会福祉協議会における社会貢献事業の取組みについて 

 講師 大阪不社会福祉協議会 総務企画部 部長 片岡哲司氏 

報告・パネルディスカッション 

 はざまなくし隊  宇治市福祉サービス公社 平田 哲郎氏 

          当会 米田 守 

 UI プロジェクト 宇治市福祉サービス公社 高田 治夫 

          当会 田中 弘導 

 コーディネーター 大谷大学 志藤 修史氏 

今後のまとめと展望について 

 報告者 当会 土田 恭仁子 

参加者 
宇治市内社会福祉法人、宇治市、京都府社協、宇治市福祉サービス公社、当会：

約 100 名 

実施して 

先進事例として報告を聞いた大阪府社協の取組みは、社会福祉法人の社会貢献

について、社会福祉法改革以前から取り組まれており、府域というスケールメ

リットを活かして展開されてきました。その先駆的な取組みに学びながら、宇

治らしさをどう打ち出していくのかが課題です。 

2 年間の取組みの成果と今後の展望について、役職員のほか社会福祉法人にも

参加をいただき、報告をすることができました。この 2 年磨いてきた「伝える

力」をより発揮し、「人を巻き込む力」を培いながら、地域福祉の展開をしてい

きたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）プロジェクトチーム「はざまなくし隊」の取組み 

 

はざまなくし隊では、複雑化する地域福祉課題の解決に向け、連携と協働を進めてい

くことを、組織を超えて目指し、学びの場や困りごとを話し合う場を設けています。 
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（はざまなくし隊 勉強会・WANTED！の取組み） 

実施日 

①平成２９年 ６月１６日（金）１８：３０～２０：３０ 

②平成２９年１０月２０日（金）１８：３０～２０：３０ 

③平成３０年 ２月１４日（水）１８：３０～２０：００ 

目的 

①聴覚障がいのある方に対する対応について、専門職の『気づき』や実際の現

場で活かせる方法について、学ぶ機会とする。 

②「連携」をキーワードに意見交換場を設ける。 

内容 

①勉強会 

講演会「聞こえないってどんなこと？」 

 アドバイザー 宇治市障害者生活支援センター「そら」 中島あい子氏 

 グループワークと質疑 

②③WANTED‼「制度の狭間」意見交換会 

「連携」についてのグループワーク 

参加者 ①４６名 ②４１名 ③５０名 

実施して 

聴覚のテーマでは、実際に現場で困っている事例をイメージできる質問が多く

寄せられました。また、この取組みに関してアドバイザーを務めてくださった

中島あい子氏の所属する組織の発行ニュースにも取り上げていただき、参加者

だけでなくかかわる人にとって有益なものであったと実感しました。連携のテ

ーマでは、「連携」と一言で言っても様々なイメージアあることが分り、同じ

言葉でイメージや意味、包括される組織が異なることなども学びました。両日

とも、多くの参加者があり、ともに福祉で働く仲間が学び合い、つながり合う

ことの必要性があると実感しています。 

 

 

（３）プロジェクトチーム「UI」の取組み  

 

働く世代が職場を超えて就労や生活の場である「宇治」の未来を考え、宇治に住んで

よかった、宇治で働いてよかったというようなつながりを持つことを目指し、介護離職

に着目して、企業や働く世代にどうかかわるかを模索しています。現在、宇治市福祉サ

ービス公社や当会に関連する企業にアンケートを実施しています。 
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（企業向けセミナー「知って得する！人生を豊かにする介護術」の実施） 

実施日 平成２９年１０月 2 日（月）１０：００～１２：００ 

場 所 株式会社メイクス（センチュリー２１加盟店） 

実施目的 

今まで福祉や地域との接点が少なかった「働く世代」に対し、その世代に身近な

福祉課題である「介護離職」をテーマに、企業向けセミナーを実施することで、

新たなつながりづくりを目的とする。 

参加人数 １事業所 7 名、宇治市福祉サービス公社 2 名、市社協 1 名 

実施して 

当初は、「介護」を暮らしのリスクと捉えない社会づくりを目的に、福祉業界か

ら提案型の企業向けセミナーの実施を通して、働く世代とのつながりづくりを

目標に取り組んできました。 

セミナー内容は、40 歳からの人生シミュレーションをわかりやすく双六形式で

チャート化し、介護保険制度、認知症、地域包括支援センターについて理解を深

めるもので、希望事業所（不動産業）への出前講座としてセミオーダーで実施し

ました。 

セミナー開催による即時効果は見られないものの、企業経営者との対話から、

福祉分野との連携事例（以下、２点）の可能性が広がりました。 

①地域活動拠点として空き家活用を促進するモデル 

②高齢者の住宅賃貸借に関連する課題の早期発見・早期対応モデル 

※異業種とのネットワークの内容を再掲 

 

 

 

１５．そのほか関係機関のネットワークへの参画 

 

 

そのほか、宇治市等が進めている関係機関への会合に役職員が出席し、当会の「協議会」

としての役割を発揮します。 

 

（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。 
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（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２９年 ４月 ７日（金）１４：００～１６：００ 

②平成２９年 ６月 ２日（金）１０：００～１２：００（プレ） 

③平成２９年 ８月２３日（水）１５：００～１７：００ 

④平成２９年 ９月２７日（水）１４：００～１６：００ 欠席 

⑤平成２９年１０月２５日（水）１４：００～１６：００ 

東宇治南 

①平成２９年 ６月２３日（金）１０：００～１２：００（プレ） 

②平成２９年 ９月２１日（木）１４：００～１６：００ 

③平成２９年１２月 ４日（月）１４：００～１６：００ 

中宇治 

①平成２９年 ８月１０日（水）１４：００～１６：００ 

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２９年１０月２４日（火）１５：３０～１７：００（プレ） 

②平成２９年１１月３０日（木）１３：１５～１５：１５ 

西宇治 

①平成２９年 ５月３１日（水）１４：００～１５：３０ 

②平成２９年 ７月３１日（月）１４：００～１５：３０  

③平成２９年 ９月２７日（水）１４：００～１５：３０ 

④平成２９年１０月２５日（水） ９：３０～１３：３０ 

南宇治 
①平成２９年 8 月３１日（木）１４：００～１６：００ 

②平成２９年 9 月３０日（土）１４：００～１６：００ 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。また、平成２９年度は、地域の支え合い仕組みづ

くり会議（地域版）（第２層協議体）との読み替えなどがあり、小地域包括ケア会

議と協議体との棲み分け、考え方に混乱がありました。 

 

 

（地域包括ケア会議の出席） 

実施日 

（場所・参加職員数） 

①平成２９年６月７日（水）１４：００～１６：００（うじ安心館） 

②平成３０年２月７日（水）１４：００～１６：００（うじ安心館） 

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 

生活支援体制整備事業との関連性の確認 

参加して 

平成２９年度に始まった生活支援体制整備事業の取組みとの関連性も踏まえ参

加をしていますが、なかなか「違い」を説明できるところまで行きついていな

い感触があります。れもねいど推進協議会等も含めて、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。 
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（２）認知症疾患医療連携協議会 

 

 ３カ月に１回第 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２９年 ６月２１日（月）１５：００～１６：３０ 

②平成２９年 ９月２５日（月）１５：００～１６：３０ 

③平成２９年１２月２５日（月）１５：００～１６：３０ 

④平成３０年 ３月２７日（火）１５：００～１６：３０ 欠席 

（①～③はうじ安心館、④は洛南病院） 

参加目的 認知症施策の中で、地域とのかかわりを探る。 

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。また、行政の

管轄の図書館を通じた取組みなども展開されていて、福祉ではない視点

での「認知症」に対する理解の発信が展開されています。当会もれもね

いど加盟登録を行いました。 

 

 

（４）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２９年 ５月１８日（木）  １８：００～２０：００  

②平成２９年 ７月２０日（木）  １８：００～２０：００ 

③平成２９年 ９月２１日（木）  １８：００～２０：００ 欠席 

④平成２９年１１月１６日（木）  １８：００～２０：００ 

⑤平成３０年 １月１８日（木）  １８：００～２０：００ 欠席 

⑥平成３０年 ３月 8 日（木）  １５：００～１７：００ 

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、就労までいきつかないのが現状です。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、双方に有益です。 

 

 

１６．学習支援事業～うじピョンの学び舎～（新規受託事業） 

 

 

  宇治市では、平成２９年４月から５月に、学習支援事業の実施が打ち出されました。

当会ではそれに伴い、プロポーザルで公募していた学習支援事業に応募し、受託が決定

をしました。宇治市内の中学１年生～３年生の宇治市が適当と認めた生徒約１８名を対

象に、中学生の夏休みの期間の７月２４日より「学習支援事業～うじピョンの学び舎～」

を運営しています。開催は原則、週２回１８時～２０時で開催しています。夏休みや冬

休みの長期休みの際には、開催時間を昼間１４時～１６時に変更し、週３回開催するこ

ともあり、平成２９年度は、年間７５回開催をしました。 

中学３年生の生徒が 3 名登録をしていましたが、全員が志望校に合格しました。教育

支援資金の貸付相談に円滑につながるなど、保護者と生徒と普段から関わりがあること

が活きた場面でした。 

 また、生徒が福祉に関わるきっかけづくりとして、福祉まつりへ招待をしました。 

学習支援員には、中学生が少し先の将来の自分の姿を想像できるように主に大学生に

参加をしてもらって活動しています。学習支援員の登録数は、２２名ですが参加実態は

少ない状況になっています。平成３０年度も引き続き、学習支援員の募集活動に力を入

れていく必要があると考えています。 

 

 

（学習支援事業の実施報告） 

 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

開催回数 ４ １２ ８ ９ ９ ９ ７ ８ ９ 75 

参加人数（のべ） 38 122 75 83 79 56 45 63 51 612 

学習支援員（のべ） 16 45 26 34 44 37 29 31 33 295 

 



54 
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第３章 法人運営の強化 
 

当会の基盤を支えるための財源、役職員の資質向上、体制の強化に努めていま

す。特に、共同募金運動については、平成 29 年度に組織改編を行い、当会の会

員募集とともに大切な「地域福祉活動財源」としての運動性をさらに高めていま

す。 

 

 
 

１．会員募集の増強  

 

 

「地域の絆を培う力」を理念に、地域の団体や個人をつなぐ調整役（コーディネータ

ー）としての役割を発揮するため、様々な活動場面で会員募集についても広報し、会員

募集に力を入れています。しかし、近年の町内会・自治会活動の困難さを反映して住民

会費は減少が止まりません。住民会費時に一口 500 円に満たないご協力は経常経費寄

付金として受領していますが、この経常経費寄付金も減少傾向にあります。 

今後も引き続き学区福祉委員会と連携し、丁寧に町内会・自治会等に理解と協力を求

めていくことが必要となっています。また、木幡地域については学区福祉委員会の解散

により、町内会・自治会への新たな依頼方法を模索しています。 

 

 

（平成２９年度 会員募集の状況）（単位 円） 

 当会の会費・寄付金 

平成２７年度 14,744,886 

平成２８年度 14,314,954 

平成２９年度 13,921,372 

 

 

（平成２９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 27 年度 9,835,000 1,817,986 248,300 1,061,000 528,700 291,000 962,900 

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

平成 29 年度 9,261,000 1,726,803 233,769 972,000 594,000 295,000 873,800 
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２．１㎡でできる社会貢献（自動販売機設置事業）の推進  

 

 

企業等の社会貢献を進める観点から様々な法人や事業所、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、現在の設置台数は 18 台となりま

した。引き続き、設置にご協力いただけるよう、地域の企業等への協力依頼を行ってい

ます。 

 

（自動販売機手数料収益実績）           （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。運用益については、債券単価が購入時よりも上がらず、債 

券売買による差益が出ず、利金のみとなりました。 

 

 設置場所 1 年間の総額 

１ 愛の郷（玄関前） 117,261 

２ 愛の郷（地域交流室） 125,924 

３ ㈱ミヤモト  156,805 

４  旦椋公会堂 189,161 

５  開地域福祉センター 85,325 

６  東宇治地域福祉センター 162,271 

７ 山城福祉会（ｱｸﾄﾊﾟﾙ宇治臨時駐車場）  106,851 

８ 粂田建設 108,272 

９ リエゾン宇治おおくぼ 64,081 

10 リジェール柳田 147,832 

11 マークアップ大久保 76,541 

12 デイサービスみやび 91,903  

13 ユニチカユニオン宇治 142,911  

14 木幡公民館 69,499  

15 ハーモニー東風館 21,220 

16 広野公民館 17,898 

17 総合福祉会館 22,802 

18 あさくら診療所※ 9,273 

合  計 1,715,830 

※あさくら診療所は平成 30 年 3 月より設置 
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（寄付（物品）の推移）                     （円） 

 

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 

H27 
14 件 

5,518,849 

4 件 

96,685 

３件 

165,534 

８件 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄﾊﾟｿｺﾝ７台、 

輪投げ、官製ﾊｶﾞｷ 他 

H28 
24 件 

38,623,552 

２件 

18,424 

２件 

120,000 

11 件 

ﾃﾞｼﾞｶﾒ、車いす、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 他 

H29 
18 件 

1,075,237 

1 件 

10,571 

2 件 

110,000 

８件 

座布団,お米 20 ㎏,ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ 30 個 

他 

※会館窓口ふくろう募金等、複数回寄付先は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。 

 

 

（各基金運用実績）                     （円） 

 ふれあい基金 

（194,576,295 円） 

運用益 基金積立 基金取崩し 基金額 

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 29 年度 1,019,830 21,176,357 7,335,000 194,576,295 

 

 

 ボランティア基金 

（121,788,928 円） 

運用益 基金額 

平成 27 年度 4,891,699 121,788,928 

平成 28 年度 6,856,629 121,788,928 

平成 29 年度 317,049 121,788,928 

 

 

 

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３月 31 日（期間延長を実施）まで展開される赤い羽根共同募金運動

は、募金種別（戸別、グループ、個人、街頭、資材、学校、その他）ごとに一般募金と

して展開しました。また、12 月 1 日から 12 月 31 日までの展開として歳末たすけあい



58 

 

募金を広く市民に周知して寄付文化の醸成に努めました。 

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に伴い、１２月１

日から「宇治市共同募金委員会」に改称しました。幹事会（７月６日、９月 15 日、3 月

15 日※運営委員会に改称）、募金推進委員総会（７月 2６日、９月２０日）を開催し、

平成３０年度からの新組織体制での事業展開に向けて、組織基盤の整備を行いました。

平成 29 年は、赤い羽根共同募金運動 70 周年の節目の年にあたります。幹事会が考案

した寄付つき「赤い羽根年賀はがき」は、３年目になりますが、10,000 枚を完売し、

広報啓発に役立てられました。 

 

（組織改編の骨子） 

①宇治市共同募金委員会への改称 

 …社会福祉法人京都府共同募金会の定款変更に伴う名称 

②審査委員会の設置 

 …地域福祉に係わる資金需要の把握及び助成申請の周知、受付と、助成申請団体の 

  審査及び助成業務とその評価、また、助成計画を策定する役割を担う。 

③助成金制度の創設 

 …これまで当会事業として実施してした「赤い羽根コラボ助成事業」、「Hot！ふれ 

  あいサロン助成事業」を宇治市共同募金委員会の事業に引き継ぎます。 

 

 

（募金実績）                          （単位：円） 

 一般募金 歳末募金 合計 

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 

平成 29 年度 11,394,875 7,899,845 19,294,720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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５．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。 

 

 

（理事会・評議員会の開催状況） 

理

事

会 

第１回：４月１日（土）１５：００～１５：５３ 出席理事１２名／出席監事０名 

①常務理事の選任ならびに職務及び権限について 

②事務専決規程の一部改正について 

③組織及び事務分掌規程の一部改正について 

④経理規程の一部改正について 

第２回：５月１９日（土）１４：００～１６：５３ 出席理事１１名／出席監事０名 

①補欠評議員の選任候補者の推薦について 

②評議員選任・解任委員会の開催について 

③平成２９年度定時評議員会（第１６３回評議員会）の開催について 

④平成２８年度事業報告について 

⑤平成２８年度社会福祉事業拠点区分・収益事業拠点区分資金収支決算について 

⑥平成２９年度社会福祉事業拠点区分・収益事業拠点区分資金収支予算補正について 

⑦特例職員の給与規程の制定について 

⑧評議員・役員等・委員会委員の報酬等に関する規程の制定について 

⑨個人情報保護規程の一部改正について  

第３回：６月９日（金）１５：３０～１６：００ 出席理事１０名／出席監事０名 

①代表理事（会長）、副会長及び常務理事の選定について 

第４回：８月２４日（木）１３：００～１５：２５ 出席理事１０名／出席監事１名 

①共同募金配分事業の方針（案）について 

②平成２９年度社会福祉事業拠点区分資金収支予算補正案について 

③第１６４回評議員会の開催について   

第５回：１１月３０日（木）９：３０～１０：３６ 出席理事１１名／出席監事０名 

①【確認事項】新春福祉のつどいについて 

第６回：２月１６日（金）９：３０～１１：４５ 出席理事１３名／出席監事０名 

①嘱託職員に関する規程の廃止及び制定について 

②職員の服務に関する規程の制定について 

③事務局規程の一部改正について 

④職員就業規則の一部改正について 

⑤臨時職員に関する規程の一部改正について 

⑥指定寄付金の配分について 

⑦平成２９年度社会福祉事業拠点区分資金収予算補正案について 

⑧第１６５回評議員会の開催について          

第７回：３月８日（木）９：３０～１１：１０出席理事１１名／出席監事０名 

①Hot！ふれあいサロン事業費補助金交付要綱廃止について 

②赤い羽根コラボ助成金交付要綱廃止について 

③職員給与規程の一部改正について 
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（期末監査） 

実施日 平成２９年５月１１日（木） ９：３０～１２：００ 

出席者 監事 2 名 会長、常務、事務局５名 

内容 平成 28 年度 事業報告 決算に関する監査 

 

 

（中間監査） 

実施日 平成３０年 1 月１９日（金） １０：００～１１：３０ 

出席者 監事 2 名 会長、常務、事務局４名 

内容 平成２９年度 12 月末までの事業報告 執行に関する監査 

 

 

（財政援助団体等の監査） 

実施日 平成３０年３月２３日（金） １３：１５～１３：４５ 

出席者 監査委員 2 名、監査事務局 1 名、宇治市 3 名、当会 3 名 

内容 宇治市からの補助、委託事業関連の監査 

 

 

④旅費規程の一部改正について 

⑤平成２９年度社会福祉事業拠点区分資金収支予算補正案について 

⑥平成３０年度事業計画案について 

⑦平成３０年度社会福祉事業拠点区分資金収支予算案について 

⑧平成３０年度収益事業拠点区分資金収支予算案について 

評

議

員

会 

第１回定時評議員会（第１６３回）：６月９日（金）１３：３０～１５：３０ 

出席評議員２７名／出席理事９名／出席監事０名 

①平成２８年度事業報告について  

②平成２８年度社会福祉事業拠点区分・収益事業拠点区分資金収支決算について                  

③平成２９年度社会福祉事業拠点区分・収益事業拠点区分資金収支予算補正について 

④評議員・役員等・委員会委員の報酬等に関する規程の制定について 

⑤理事・監事の選任について  

第２回（第１６４回）：９月１１日（月）１３：３０～１４：４５ 

出席評議員２６名／出席理事１０名／出席監事２名 

①共同募金配分事業の方針について 

②平成２９年度社会福祉事業拠点区分資金収支予算補正案について 

第３回（第１６５回）：３月２０日（火）１３：３０～１５：２５ 

出席評議員２７名／出席理事９名／出席監事０名 

①平成２９年度社会福祉事業拠点区分資金収支予算補正案について 

②平成３０年度事業計画案について 

③平成３０年度社会福祉事業拠点区分資金収支予算案について 

④平成３０年度収益事業拠点区分資金収支予算案について 
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（評議員選任・解任委員会） 

実施日 平成２９年５月２６日（金）１０：３０～１０：４５ 

出席者 評議員選任・解任委委員５名／出席理事１名 

内容 
①第２号評議員（１名）の選任について 

②第４号評議員（１名）の選任について 

 

 

（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２９年７月１４日（金）１３：３０～１５：３０ 

出席者 出席第三者委員４名／出席理事２名 

内容 

①平成２８年度当会における共同募金配分金使途について 

②平成２８年度当会での事故対応報告の一覧について 

③平成２９年度の共同募金運動に関する改革について 

 

 

 

６．地域福祉活動計画（平成 26 年度～平成 30 年度）の 

ふりかえりと次期計画の準備（新規） 

 

 

京都府社会福祉協議会が開催したコミュニティワーカー実践研究会～コミュニワー

ク編～「住民主体で作成する地域福祉活動計画とは」に参加しました。南丹市の地域福

祉活計画での丁寧な住民聞き取り調査に基づいて地域福祉活動計画及び地区住民福祉

活動計画が作成されていることを学びました。また、同じく、京都府社会福祉協議会が

開催した地域福祉担当者会議では、地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係にも触れな

がら、今年度地域福祉活動計画を策定（更新）した他市（城陽、八幡、京田辺）の実践

報告を受けました。特に地域福祉の分野における評価軸については議論が尽きず、次期

計画にも大切な視点であることを意識しました。 

平成 29 年度の「うじピョンカフェ」は木幡学区福祉委員会の解散決議を受けて、今

後改めて木幡地域の支え合いの機運を木幡地域の住民の皆さんと高めていければと「木

幡地域懇談会」の開催に位置づけをさせていただき開催しました。 

 

 

 

７．多角的な広報  

 

 

地域福祉活動や当会の活動を知らない人たちに向け、当会活動や地域福祉活動・ボラ

ンティア活動に取り組んでいる団体、施設等の情報を広報紙・ホームページ等を活用し

て発信する役割を強化します。また、積極的にマスコミ等に取材等を依頼し、広報に努

めています。 
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社協だよりやホームページ等では、つながりにくい年齢層の方や遠距離の方にも本会

事業や様々な活動の「今」を知ってもらうために、Twitter（ツイッター）を活用し、情

報発信を行いました。ホームページは、一部のページをリニューアルしながら、届けら

れる広報を目指しています。 

 

 

（１）広報紙「社協だより」の発行 

 

実施日 ①６月１５日号 ②９月１５日号 ③３月１５日号 

実施場所 市内約 82,000 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：『宇治市社協』ってなあに？/宇治市災害ボランティアセンター第

10 回総会報告/平成 28 年度収支報告・平成 29 年度予算/ふれあい福祉セ

ンター紹介/１㎡でできる社会貢献事業（自販機設置の取り組み）／各種団

体の催し紹介／平成 28 年度社協会費協力一覧 

②特集：共同募金 70 周年・宇治市社協が大切にする地域の福祉を支える要

素（サロン事例を通じて）/１㎡でできる社会貢献事業（自販機設置の取り

組み）/各種おしらせ：宇治福祉まつりの開催、介護予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会、赤

ちゃんボランティア募集、寄付き赤い羽根年賀はがき/共同募金活用実践紹

介①宇治リーディングボランティア②NPO 法人わくわく kyoto／各種団体

の催し紹介 

③特集：Ｂタイプリハビリ事業に参加しませんか。/福祉まつり実行委員を

募集/学区福祉委員を募集/共同募金会の組織改編とふれあいサロン、赤い

羽根コラボ助成金の事前ＰＲ／ボランティア紹介（点訳ボランティアとは）

/各種団体の催し紹介/ふれあい福祉センター紹介 

実施して 

社会福祉協議会の役割である、情報集約と発信を意識して、市民等に地域福

祉・ボランティア活動の様々な情報を届けることを意識して発行しました。

Ｂタイプリハビリ事業の参加者募集や老人センターサークルの各教室の参

加募集では、紙面を見た方からの参加希望の反響が大きく利用者増につな

がりました。またボランティアグループの養成講座の申込者も昨年度に比

べ増えました。 

 

 

（２）新聞を活用した広報「月イチ・うじピョンの○○な話」の連載） 

 

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エピソードを紹介しました。 
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（月イチうじピョンの○〇な話） 

実施日 毎月末（不定期） 

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：USK サークル紹介 NO.1 合唱団炎 

５月：赤い羽根共同募金の使いみち 

６月：USK サークル紹介 NO.２ 琵琶民謡会、茶道サークル 

７月：「支え合い、助け合い、励まし合って、つながる福祉」の実現のために 

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：地域での自立した生活を支える 

１０月：２０１７宇治福祉まつりー赤い羽根共同募金が支えますー 

１１月：つながりづくりの取組みから見えたこと 

１２月：「じぶんの町を良くする『しくみ』」の赤い羽根共同募金 

 １月：学区福祉委員会の活動に参加頂ける方を募集します 

 ２月：ボランティアをもっと身近に！ 

 ３月：社協の会員募集が始まります。 

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。平成２９年度より

老人福祉センターサークル協議会のサークル紹介も行っています。 

 

 

 

８．地域福祉活動への感謝の気持ちを伝える「新春福祉のつどい」の開催  

 

 

地域福祉活動に長年ご尽力いただいた個人や団体に対して、市内の福祉関係者が一堂

に集い、その功績を称える場として平成３０年１月２７日（土）に平成 30 年新春福祉

のつどいを開催しました。 

平成２９年度の宇治市社会福祉協議会会長表彰受賞者は７８名、感謝状贈呈者は９団

体です。 
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（新春福祉のつどい） 

実施日 平成３０年１月２7 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７8 名、感謝状贈呈者 9 団体 14 名 

参加者 335 名（来賓 34 名、受賞者 76 名、一般 225 名） 

目的 
年の初めにあたり、福祉関係者が一同に会し懇親を深めるとともに、地域福祉推進へ

の決意を新たにするため開催しました。 

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 講師 iPS 細胞研究所 未来生命科学開拓部 准教授 池谷 真氏 

第３部：懇親会 

実施して 

日頃活動しておられる皆さんや当会への寄付者、自動販売機の設置協力者への感謝

を表すことと、交流を大切にしています。第 2 部の講演会では、iPS 細胞の果たす役

割期待の内容に、参加者からも「ぜひ自分の地域でも講演いただきたい」などのお声

がありました。 

 

 

 

９．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

運営している総合福祉会館を三つのセンター機能（※）に留意し管理運営を行いました。

前年度との比較として、利用団体総数は 108 団体増え、利用者は、ほぼ横ばいとなり

ました。老人福祉センターでは、新しいサークルが始まったり、社協だより等によりサ

ークル員の募集広報を実施したことにより、2 階利用者は 858 名増となりました。一

方、個人利用人数は 1,156 名減となり、浴室利用人数も女性が 155 名増となったもの

の全体では 276 名減となりました。 

 

（総合福祉会館団体利用状況）  

      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 

H27 298 910 8,284 2,414 39,856 1,075 18,826 4,399 66,966 

H28 297 876 7,810 2,118 37,348 1,019 19,806 4,013 64,964 

H29 297 831 7,493 2,173 38,206 1,117 19,162 4,121 64,861 

※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 
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（老人福祉センター個人利用人数）      

 男性 女性 合計 

平成 27 年度 4,652 2,875 7,527 

平成 28 年度 3,929 2,806 6,735 

平成 29 年度 3,261 2,318 5,579 

 

 

（浴室利用者数） 

 男性 女性 合計 

平成 27 年度 3,813 2,007 5,820 

平成 28 年度 3,195 1,952 5,147 

平成 29 年度 2,764 2,107 3,882 

 

 

 

１０．時代の変化に対応した取組みを進める体制の検討  
  

 

社会情勢を鑑み、住民主体の地域福祉推進の観点からこれからの当会の役割について

考えてきました。 

・職員研修については、職歴・役職・業務担当などに応じて行われている、他団体・他機

関の研修会への参加をベースに、各職員の計画的な受講をすすめてきました。特に、新

規事業で受託をした総合事業や学習支援事業に関しては、積極的に研修参加を進めたほ

か、自主研修制度を見直し、その制度を活用して 8 人の職員が、自己研鑽に努めました。 

 また、平成 29 年度は 4 月に職員研修を全体で行いました。 

・社会福祉士の養成校等の実習生 3 名を受入れました。うち 1 名の学生は、実習終了後

も学習支援事業のボランティアに参加をしています。また、同志社女子大学看護学部の

学生が、子育て支援関連の部門で実習を希望され、当会と子育てを楽しむ会で実施して

いる子育て支援関連の取組みに１６名の学生を受入れました。その他、京都文教大学の

地域インターンシップ演習という授業の一環で、共同募金運動の準備に１名の学生のイ

ンターンシップを受け入れました。 

・「社会福祉法人」として、特に公益的かつ当会の相談力の強化や安心して暮らせる仕組

みづくりを住民や関係機関と連携して取組むためことを引き続き検討します。 
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（職員研修） 

実施日 平成２９年 ４月１０日（月）１７：３０～２０：３０ 

場所 宇治市総合福祉会館 

実施目的 

平成２９年度の事業方針である「本会としての大きな目標」を共有化する。

目標の共有と本会の職員ひとりひとりが、その目標に向かってどんな「仕事

への姿勢」で臨むのかを共有化する。 

内容 
・局長から本会の現状と平成２９年度の事業方針の説明 

・グループ討議による平成２９年度当会事務局ルール作り 

参加者 職員２２名 

実施して 

職員間でルール作りを行いました。ルールを意識するところまで行き切れて

いませんが、局内の見える場所に貼り、できるだけ意識ができるように心が

けています。 

 

 

（役職員研修） 

実施日 平成２９年１１月３０日（木）１０：４０～１２：００ 

場所 宇治市産業会館 

実施目的 
理事職員とともに、「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けた国の動き

の共有を図る。 

内容 

・宇治市社協のこれまで 

・我が事・丸ごと「地域共生社会」をめぐる動きと課題対応について 

 講師  （社福）京都府社会福祉協議会 事務局長 武田知記氏 

・意見交換 

参加者 役職員 ２４名 

実施して 

講演内容から、宇治市地域福祉活動計画等、本会の実践の今までの方向性を

確認しながら押さえてもらうことができ、振り返りにもなりました。特に、

講師からは宇治市地域福祉活動計画の内容から、意義が確認でき、仕事の足

元が何かを考える機会になりました。 

 

 

 

 

 

  

宇治市地域福祉活動計画を用いて説明をいただき、

国が現在目指そうとしていることと当会の現状を

振り返ることができました。 
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巻末資料 
 

UI プロジェクト「仕事と介護の両立に関するアンケート意識調査」   …６８ 

 

うじピョンの○○な話                       …７６ 
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平成 29 年度ぽっぽとうじピョンの未来の地域の福祉を考える合同勉強会 

UI プロジェクト「仕事と介護の両立に関するアンケート意識調査」結果報告 

 

 

＜調査目的と実施＞ 

 年間１０万人超の介護離職者数の実態や、団塊世代が７５歳に突入し、急増

する介護ニーズへの対応が問題視される 2025 年問題を社会背景に、働く世代

の抱える不安「介護離職」について、多岐業種にわたる事業所を対象としたア

ンケートを実施しました。 

 目的は、市内事業所の「仕事と介護の両立に関する意識」の実態を明らかに

することと、他業種とのつながりや、働く世代との接点をきっかけに地域の福

祉課題を捉えなおし、福祉業界から新たな企画提案・提言をしていくことで

す。 

 

＜調査対象＞ 

 市社協、公社の関連企業、京都ワークライフバランス推進宣言企業、きょう

と健康づくり実践企業、認知症サポーター養成講座受講企業のデータベースよ

り収集した 147 事業所（※別紙１参照）。 

 

＜調査方法、実施時期＞ 

 ダイレクトメールによる回答及び Google フォームによるウェブ回答 

 

＜回答数（率）＞ 

 *157 事業所・団体中、48 件の回答が寄せられました。  

 48/157（30.6％） 

＊京都城南ライオンズクラブ様より新たに 10 事業所の取りまとめをいただき

ましたので、母数は 157 事業所として算出しています。 
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＜アンケート結果＞ 

Ｑ1 事業者回答一覧（※別紙２参照） 

 

Ｑ2 業種別割合 

 
Ｑ３ 事業内容（別紙 2 参照） 

 

Ｑ４ 社員数規模別割合 

 
Ｑ５ 40 歳以上の社員割合 
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Ｑ６ 介護問題を抱える社員の把握の有無 

 

 
 

Ｑ6-1 介護問題を抱える社員の把握について、どのような機会を設けています

か。 

 

・年 3 回の個別面談で、プライべ―トな背景を話してくれることがあります。 

・社員間での窓口を設けています。 

・個別面談の上、解決策を講じる。 

・大きくない事業所です。各部署の長に一人一人の状況、介護に限らず背景の状

況を確認し、把握して、その上で中央にあげてもらっています。 

・年 1～2 回の個人面談 

・「仕事と介護の両立に関する意識調査」等のアンケートの実施 

・個別面談の実施 

・年 2 回コミュニケーションシートによる面談、産業医など。 

・面談の際に。 

・人事面談 

・"日々のミーティングの中で。" 

・年に 1～2 回の個人面談等 
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・社員数が少ないことから業務や人間関係を円滑にするための対話を心がけて

いる。 

・チラシや社内 SNS などを使い、呼びかけを行っている。 

・現場に行く道のりで色々話します。 

・厚生労働省が指定する所定の調査票を用いたアンケート 

・全社員とのコミュニケーションを強化しています。 

・懇談（個人別）時を定めず、相談できる機会を設けるよう心掛けています。 

・日常の会話の中で。 

・管理職による面談 

・人事ヒアリング・随時の相談 
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Ｑ7 仕事と介護の両立に関する取組みの有無 

 

 
 

Ｑ7-1 仕事と介護の両立に関する取組みの具体例 

 

・介護が発生した場合、介護休暇がとれるよう、就業規則に明記しています。 

・特別有給休暇制度 

・介護休業制度を設けています。 

・ワークライフバランスの宣言をしています。介護に限らず、シフトを前もって

組んでいます。又、急な対応にもすぐに対応できるようにしています。 

・企業向けセミナーを受講させて頂きました。大変内容も勉強になり良かったで

す。ただ、社員さんの入れ替わりや状況変化や新しい情報提供もあると思いま

す。年に 1 回など継続して受講させて頂きたいと思います。 

・法定を上回る介護休暇を規則に定めています。 

・介護休業制度の導入 

・介護休暇、介護休業の導入 

・弊社介護休業規則による。 

・短期介護休暇（有給）、介護休暇（無給）、介護時間（無給）を導入 

・介護休業を取得できる。 

・介護休業制度 

・介護休業を設けている。 

・Ｈ29.9 に育児・介護休業等に関する規定を設けて就業規則に導入しておりま

す。 

・就業規則に介護休業等の導入 

・時短勤務 

・仕事と介護の両立に関する相談窓口の設置および周知 

・介護休暇制度を設けている 

・休業の補償 

・"介護休業規程" 

・介護休暇 

・育児・介護休業等に関する規程 

・規程等の整備 
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Ｑ８ 介護問題を抱える社員の有無 

 

 
 

Ｑ8-1 介護問題を抱える社員への対応、あるいはどのような支援が必要ですか。 

 

・パートさんに関しては、勤務日、勤務時間を各自で決定。チームでカバーでき

るようにしています。 

・現在、特になし。休暇のとり易さ。 

・家族構成をお聞きするので、事情は確認している。遅刻や早退、欠勤について

は状況により対応している。 

・介護休暇の取得 

・介護休業希望が今はいない。柔軟な就業調整で出来るだけ雇用関係を継続する

こと。 

・介護に関する各種休暇を案内し、取得方法等個別に説明している。 

・本人の希望に副うように勤務を調整している 

・柔軟に対応はしておりますが、会社が出来るのは限定的です。 

・介護施設の時間延長など 

・介護休業および時間短縮等 

・支援事業は全てにおいてつながりが必要です。励ましが言葉に留まらず実行で

きることが大切と思っています。現時点の職員に対しては、家族でどこまで協

力体制がとれているのかプライベートの部分まで確認し、孤立しないことを重

点にみています。 

・介護の状況等を聞き取りながら、気おくれなく休める雰囲気づくりが必要。 

・面談を行い、現状の把握を行っていますが、育児・介護休業等に関する規定の

範囲では困難なケースもあるため、頭を痛めています。 

・各種制度の周知・就労形態の多様化（フレックス短時間勤務等） 
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Ｑ9 仕事と介護の両立に関して、課題に感じていることなど。 

 

・仕事の負荷や働く時間を考慮する必要が出てくるのではないかと予測してい

ますが、個人により事情は異なる為、状況に応じて本人と話していくことにな

るでしょう。 

・自営業で主人と私だけで仕事をしております。病気、けが、介護で一人になる

と仕事ができなくなる。 

・施設に入居するまで、申請等に時間がかかるようです。仕事中にも連絡を取り

合うなど、当事者は大変そうです。 

・介護の事業所を運営しているため、逆にご利用者様の家族様、患者様にいろい

ろな資源をご紹介しております。一般の方々が知らないことが多いため、お知

らせするように努めております。 

・具体的に悩みを聞いたり、対策についてのアドバイスは本人から相談がなけれ

ば会社としてして仕組みを作っていない。 

・公共施設と企業の連携 

・"介護休職等に関する法令、規則等についての社員の理解・社員が介護休暇を

取得した場合、その代わりを務める人員の不足" 

・交代制勤務の部署が多いため、就業形態の組み立てが難しく、離職に直結する

可能性がある。 

・個人に抱えているのではないか。 

・これから要介護の親を持つ家庭が職員の中で増えてから課題に感じることが

出てくると思います。 

・周囲の人に遠慮なくは無しができ、認めてあげられる環境 

・業務時間の自由度 

・介護休業中の給与は支給されないこと。 

・介護の費用や労力・施設などについて公的な支援の増加 

・勤務体制と介護中の給与等 

・ご家族がいらっしゃる方はまだましですが、シングルの方が、介護する場合な

どは厳しい環境です。 

・社員数が少ないことで、現実に直面した時の人材の確保 

・介護保険の使い方もまだきちんと把握していないので、そこから勉強していか

なければいけないと思っています。 

・企業にとっての労働力の低下による損失 

・仕事と介護の優先順位は？ 

・介護の場合は、一日一日を心地良く生きることを目標にする事が課題と思って

います。その為のエネルギーと精神力をどんな方法で介護者として、もてるか、

自身の課題でもあります。＜往く年来る年＞の節目を大事に思います。両立は

職場内の信頼関係に基づきます。 

・介護で休んだ時に、休んだ人の業務をフォローできる体制確保が難しい。 

・年齢的に多くの職員が介護との両立を考えなくてはいけなくなっていますの
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で、多様な勤務形態の導入も必要かと。 

・職場主体の介護と仕事の両立についての理解とフォローができる環境づくり

が課題。 

Ｑ１０ セミナー受講の意向 

 
 

 

＜アンケート結果を受けての対応＞ 

 

▼セミナー受講希望 ３件 

・Centry21 株式会社メイクスと、年１回以上の研修企画（介護保険情勢）に

ついて、北宇治地域包括支援センターとともに情報共有しながら進めます。 

・日商リネンサプライ株式会社の役員と懇談の場を持ちました。障がい者の雇

用状況と、配慮が必要と思われる気になる社員の家族への定期的な連絡、フ

ォローの実態を知りました。障がいのある従業員に比べて、一般従業員の方

が介護に関する相談先を知らないのではないかとの役員の思いから、昼休み

後の時間を利用した社内研修企画を進めていくことになりました。 

・社会福祉法人春秋福祉会（なかよし保育園）は、現に介護問題を抱える職員

が孤立しないように配慮しているとのことですが、雇用形態や働き方が多様

化するなかで、どのような形でセミナー開催が可能であるかをともに企画す

ることになりました。 

 

▼セミナー概要説明希望 １件 

・社会福祉法人宇治東福祉会は、年齢的に多くの職員が介護の問題を考えなく

てはいけなくなっているため、セミナー概要の説明を通して調整を図る予定で

す。 

 


























