
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年度 事業計画    
～支え合い、助け合い、励ましあって、つながる福祉～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会 

（コラボネット宇治） 



2 

 

平成 29 年（2017 年）度 事業方針 

 

平成 28 年度の当会の取組みの中で「『制度の枠に当てはまらない』相談が多く寄せられて

いる」という課題があります。 

制度にないことは、どうにもならないことなのか。 

制度の枠だけで対応していていいのだろうか。 

このような声が聞こえる中で、国では、「我が事・丸ごと地域共生社会実現に向けて」が動

き出しました。この流れは、平成 29 年新春福祉のつどいの講演会の中でも報告され、生活

困窮者自立支援法の見直しや、介護保険改正など制度改正も大きく影響をする方針として打

ち出されています。 

また、社会福祉法の改正による社会福祉法人の公益的活動においては、宇治市内の社会福

祉法人の動きや連携、当会の「社会福祉法人」としての動きの、双方の視点が必要になって

います。特筆すべきは、当会の活動の財源の多くを占める共同募金運動も、社会福祉法の改

正の中で、大きな変化をすることになっています。この一連の動きは、制度のしくみだけで

なく、大きな社会福祉の転換期にさしかかっているといえます。 

その転換期の中で、社会福祉法人のパートナーとして重要視されているのは、「地域」です。

特に、当会がかかわってきた学区福祉委員会、宇治ボランティア活動センター登録グループ、

民生児童委員協議会、当事者団体などの地域福祉活動団体が注目を浴びているなか、これら

の団体は「支え手の高齢化」が大きな課題になっています。その「支え手」を「支える」こ

とが当会には求められています。 

そこで、平成 29 年度は、以下のことを重点項目として取り組みます。 

 

 ①相談対応力の向上 

 当会に寄せられる相談が、複雑化しています。その背景は、「個人」の問題ではなく、「世

帯」の中に問題があり、その「世帯」の問題を解決することが、制度の枠だけでは難しくな

っていることが考えられます。そこで、寄せられる相談を、当会だけで解決するのではなく、

関係機関と連携し解決できるように本人に寄り添って相談対応を行います。 

 また、寄せられた相談を分析し、地域課題として取り上げていきます。 

 

 ②「支え手」の育成支援 

 当会に寄せられる相談の解決を図るためには、解決する仕組み、ともに考える「人」が必

要です。そのため、活動者を増やす、活動者を支えるほか、解決のための「しくみ」を創り、

育てていきます。福祉分野、それ以外の分野との連携の「しくみ」を考え、寄せられる相談

の解決を図っていくほか、連携先になる福祉専門職を支える視点も取り入れて、支え手の育

成に取り組みます。 

 

 ③それらを支える財源づくり 

上記二つの重点項目を実施するには、「財源」が必要です。社協会費、寄付金、共同募金運

動、歳末たすけあい募金運動、収益事業の展開（自動販売機設置）など、財源の確保に努め

ます。
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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。 

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 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ます。 

 

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。また、相談傾向から社会動向を考え、必

要な支援を考えます。 

 

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くように努めます。 

 

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 

 

福祉サービス利用援助事業の相談から、必要に応じて契約、支援を

行います。福祉サービス利用援助事業の支援を行う生活支援員の資質向

上に努めます。また、生活支援員の増員を目指します。 

 

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、当会が共に考えていきます。 
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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 
 

当会の相談事業を中心にして寄せられた地域課題について、解決していける

ように「支え手の支援と育成」、「解決のためのしくみ」を構築するように努め

ます。その取組みには、宇治市福祉サービス公社や市内の社会福祉法人だけで

なく、様々な事業所、職種や住民と協働によって取組みます。 

 
 

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

等を行います。 

         ・小学校区で地域福祉活動を展開する学区福祉委員会等、住民主体

の活動を支援します。 

               ・学区福祉委員への研修の機会に努めます。 

・地域での課題の発見、把握、解決を学区福祉委員会や住民主体活

動、他機関と連携して進めます。 

・学区福祉委員会等の活動を支える組織としての宇治市学区福祉委

員会連絡協議会を支援します。 

・学区福祉委員会等や宇治市学区福祉委員会連絡協議会の住民福祉

活動の取組みを、「見せる化」していきます。 

・学区福祉委員会等と協働して、福祉委員募集に努めます。 

 

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ます。 

         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す。 

 

 

 

 

 



6 

 

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）の各クラブの運営をボランティアの協力で実施します。 

また、Ｂリハのボランティア代表者、役員の思いや情報が共有でき

る場を作ります。そのほか、ボランティア講座等を通じて、新たなボ

ランティア活動者を発掘します。 

 

４．Hot！ふれあいサロン活動を媒介にした地域づくり 

          

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

相談に努めます。 

         新規のふれあいサロンの立ち上げや、既存のサロンの運営相談から、

地域でのサロン活動を広げるように努めます。 

         20年近く展開してきている当会のHot!ふれあいサロンの状況を調

査し、サロン活動を媒介にした地域づくりの視点を、広く市民にも広

報をします。 

 

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） 

  

当会で支援、取り組んでいる学区福祉委員会、宇治ボランティア活

動センター、Ｂリハ、サロンなどとの連携のほか、地域包括支援セン

ターや住民主体の活動と連携して、宇治市からの受託である生活支援

コーディネーター業務ならびに協議体の運営を行います。 

 

６．孤立を防ぐ子育て支援事業 

  

NPO 法人との連携による出会いの場、相談の場づくりとして、赤ち

ゃんサロン・広場・パークの展開を行います。 

また、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います。 

 

 

７．障がいのある人への支援 

 

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、ヨガ、手づくりなど、様々な教室を開催します。 

また、車いす利用者の外出を支援する移動支援事業を実施します。 



7 

 

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、災害に備えます。 

        また、東日本大震災や熊本地震への支援等に努めます。 

・市民に対して、災害ボランティアセンターの PR に努めます。 

・災害時に災害ボランティアセンターが機能するために、加入団体

とのつながりづくりや、運営体制の強化に努めます。 

・宇治市災害ボランティアセンターで開設しているホームページで

災害情報の提供や加入団体の取組みを紹介するほか、京都府南部

地域豪雨災害の経験をもとにした啓発物を用いて、地域住民と一

緒に考えることができるセンター運営をはかります。 

 

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）の運営を支援します。 

 

 

        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 

 

市民や福祉関係者が一堂に集い、地域の福祉活動を盛り上げた

り、相互のつながりを生み出したりすることを目的に、宇治福祉

まつりを 11 月５日（日）に宇治市総合福祉会館一帯で開催します。 

 

１１．異業種とのネットワークの構築 

 

少子高齢化を踏まえ介護保険制度の改正や、行政における認知症施

策との推進がうたわれる中、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する取

組みを進めます。 
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１２．多様な世代への「ふくし」の働きかけ 
 

京都文教大学からの受託による「地域ボランティア演習」の授業を

行うことで、大学生へボランティア活動への働きかけを行います。 

         中学生との赤ちゃん交流など、他の地域での実施状況を調査し、学

校、NPO 法人、民生児童委員との連携強化の参考にしていきます。 

         その他各種学校や組織からの「ふくし」に関する講演活動等で若い

世代への働きかけを行います。 

         また、宇治市福祉サービス公社との合同プロジェクトを通じて、新

たな視点で、働く世代の「ふくし」とのつながりづくりにチャレンジ

します。 

 

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 
        

平成 28 年度実施したアンケート等をもとに、市内の社会福祉法人

等との連携、協働による地域福祉課題解決のしくみづくりを目指しま

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 

 

   宇治市福祉サービス公社と「ぽっぽとうじピョンの未来（あす）の

宇治（ちいき）の福祉を考える合同プロジェクト」を通じて、地域福

祉課題の解決に向けた宇治モデルの連携構築を目指します。 

 

  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。 
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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ます。 

・住民会費は、近年の自治会・町内会活動の困難さを反映して減少

してきています。今後もさらに、学区福祉委員会と連携し、役職

員一丸となって、町内会・自治会等に理解と協力を求めていきま

す。 

・平成 26 年度より取り組み始めた特別賛助会費の充実と、継続的

に支援をしていただける口座振替を利用した会費への協力を積

極的に展開します。 

・事業所会費、団体会費、施設会費、賛助会費についても効率的に

協力を得られる体制を構築し、更なる増強を図り、地域ニーズに

応えうる活動財源の確保を図ります。 

         

        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理解を得ながら、飲料用自動販売機の設置を進

め、その収益を地域福祉活動・ボランティア活動の拡充に活用します。 

 

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 

 

住民から寄せられた寄付金は「ふれあい基金」として積み立て、

「ボランティア基金」とともに適正に運用し、その運用益を福祉活

動に役立てます。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ます。 
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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、12 月 1 日から 12 月 31 日まで展開される歳末たす

けあい募金運動を広く市民に周知して、寄付文化の醸成に努めます。 

様々な方法で、民間保育園や学校を中心にした子どもからボランテ

ィア活動者、高齢者まで、あらゆる世代に募金協力を呼びかけます。 

また、宇治市共同募金会の事務局として、平成 29 年度に行う宇

治市共同募金会の組織改編において、より運動性を高める動きに積

極的にかかわり、共同募金の配分の透明性に協力します。 

 

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、適正な法人運営をはかります 

 

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） 

 

        宇治市内の活動者同士のゆるやかなつながりを構築し、活動のヒン

トをお互いに考えあう機会として「うじピョンカフェ」を開催するほ

か、様々な活動場面で、活動のヒントが共有できるようにします。 

         次期計画に向け、ふりかえりと作成に向けた準備を行います。 

 

 

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、広報に努めます。 

・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）を活用します。 

・洛南タイムス社のご協力を得て、月１回、「月イチうじピョンの

〇〇な話」の連載を行い、当会の取組みや役職員の思いを伝えま

す。 

・社協だよりにおいては、広告の掲載を PR します。 
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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、その功

績を称える場として、市内の福祉関係者が一堂に介し、平成 30 年１

月２７日（土）に開催します。 

 

 

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） 

 

数多くの当事者団体やボランティア団体、子育てサークル等に活動

拠点として活用をされている宇治市総合福祉会館は、まさに「地域福

祉活動の中核的拠点」です。宇治市から管理運営を指定された当会は、

身体障害者福祉センター、老人福祉センター、福祉センターの３つの

センター機能の役割に留意しながら、利用者が満足できるよう、適正

な運営に努めます。 

・会館の利用者の便宜を図るとともに利用拡大につなげ、宇治市

の地域福祉団体が活発な福祉活動を推進できるよう努めます。 

・利用者の意見を聞きながら施設・設備の充実を図り、サービス

の向上に努めます。 

 

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

会の役割について検討し、その目指す姿を発信していきます。 

・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ます。また、局内での職員研修にも

努めます。 

・社会情勢の中で、住民のニーズに基づく、緊急性の高い取組み

を実施できる体制として「プロジェクト制」において、適宜職

員の発案を取り上げ、取り組む体制を構築します。 

・社会福祉士の養成校等の実習生を受け入れ、社会福祉分野の人

材育成を行います。実習生の受入れを通じて、宇治での地域福

祉活動に参加する人材の育成を行います。（４名予定） 

・「社会福祉法人」としての当会の「公益的活動」を検討します。 

 


