
第一次発展強化計画
計画期間：平成２６年４月～平成２９年３月（３カ年計画）



　近年、少子高齢化の進展や核家族化に代表される家族形態の多様化及びコミュニティ機能
の低下が進み、地域社会では様々な課題が発生しています。
　一方、東日本大震災発生以降、市民協働による取り組みが注目され、新たな安全や安心を
提供する仕組み作りが求められています。

　このような時代の変化と要請に応え、地域福祉推進の中核となる社会福祉協議会の役割を
果たすために、「取手市社会福祉協議会発展・強化計画策定委員会」を設置し、策定委員の
皆さまから貴重なご意見を伺いながら素案を作成し、その素案に基づき検討を重ね、「第一
次取手市社会福祉協議会発展・強化計画」を３カ年計画で策定致しました。

　この計画を推進するためには、市民の皆さまはもちろんのこと、民生・児童委員、町会、
自治会、ボランティア、市民活動団体、民間企業や行政の協力が不可欠となります。

　今後は、地域の様々な方々からご支援・ご協力をいただき、「発展・強化計画」を着実に
実行し、地域の人たちから信頼される「取手市社会福祉協議会」となれますよう、職員一同
努力してまいります。

　　平成 26年 6月

社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
会　長　　滝　　野　　忠　　男

ご あ い さ つ
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　取手市社会福祉協議会は、地域住民をはじめ、取手市やその他の民間団体、ボランティア等か
らのご理解、ご協力のもと、様々な方々との協働により地域福祉の推進に取り組んで参りました。
今後についても、住民主体の地域福祉活動を推進するため、より多くの地域住民の方々からの取
手市社会福祉協議会の活動に対するご意見等を頂き、福祉ニーズや地域福祉の課題について、把
握していく必要があると考えております。
　また、障害者施設をはじめとして多くの「指定管理施設」を運営している中で、各施設におけ
る様々な問題点、利用者からのニーズを把握し、それらに対しての改善策や、サービスの質の向上・
経営の効率化を目指していかなければ、利用者からの信頼を得ることができず、「指定管理者」と
して引き続き運営していくことはできません。
　このような状況の中で、取手市社会福祉協議会として「発展強化計画」にまとめ、さらに各事
業ごとに３カ年計画を策定し、より細部について明示することにより、社会福祉事業や地域福祉
推進活動、社会福祉施設の運営管理、その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発展及び社会
福祉に関する活動を活性化し、より効果的な事業の実施を目指し、中長期的な経営戦略の明確化
や運営体制の強化をし、地域福祉の中核として信頼される組織となれるよう策定するものです。

１．はじめに１．はじめに

２．取手市社会福祉協議会事業別事業分類表２．取手市社会福祉協議会事業別事業分類表

　現状の取手市社会福祉協議会は、各部門・各施設で事業を行っていますが、地域住民の方々に
もわかりやすくするために、下記のような事業別事業分類表を作成し、分類ごとに課題又は対策
の検討をしていきます。

① 地域福祉・ボランティアの① 地域福祉・ボランティアの
　 発展のために　 発展のために
地域福祉事業
◦地域福祉活動計画の策定
◦地区社協等の拠点づくり
広報・ＰＲ活動
◦情報誌の発行・ホームペー
ジの維持
◦助け合いのまちづくりの推進
ボランティア支援センターの充実
◦ボランティア等に対する助
成・助言
◦ボランティア情報の発信
ボランティアの育成・拡充
◦ボランティア教室・講座
◦学校ボランティア

② 高齢者のために② 高齢者のために
介護保険事業所
◦居宅介護支援事業所
◦訪問介護事業所
高齢者向け施設の運営管理
◦老人福祉センターあけぼの
◦老人福祉センターさくら荘
◦介護予防拠点施設

④ こども・児童のために④ こども・児童のために
こども・児童へのサービス
◦こども発達センター
◦子育て支援に関する事業

⑤ 住民参加型福祉サービス⑤ 住民参加型福祉サービス
住民参加型福祉サービス
◦在宅福祉サービス
◦ファミリーサポートセンター
◦移送サービス

⑥ 生活支援のために⑥ 生活支援のために
相談・支援事業
◦心配ごと相談事業
◦日常生活自立支援事業
◦生活福祉資金貸付事業・
　法外援護貸付事業

⑦ 法人運営⑦ 法人運営
財源の確保
◦会員会費
◦共同募金運動
◦自主財源の確保
法人運営・組織の体制強化
◦理事会等の役員
◦評議員会・各種委員会
◦法人組織の体制強化
人事・人材育成
◦職員の配置・構成
◦勤務評価・人材育成

③ 障害者のために③ 障害者のために
障害福祉サービス事業
◦福祉センターつつじ園
◦福祉センターあけぼの
◦福祉センターふじしろ
◦居宅介護（ホームヘルパー）
◦グループホーム
◦相談支援事業所
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３．取手市社会福祉協議会重点事業３．取手市社会福祉協議会重点事業
　取手市社会福祉協議会では地域の住民、ボランティアをはじめ、取手市やその他の民間団体等
からのご理解ご協力をいただき、協働して地域福祉の推進に取り組んで参りました。今後につい
ても住民主体の地域福祉活動を推進するために、より多くの地域住民の方々からのご意見を頂き
ながら、福祉のニーズや地域福祉の課題を把握し、その課題に対して対応していかなければなり
ません。
　また、社会福祉協議会の根源の「住民参加」について重要となるのがボランティアと考えます。
潜在するボランティアの掘り起しや、ボランティアの育成等を実施し、地域のニーズに応えるた
めに協働していかなければなりません。
　取手市の地域福祉の健全な発展や、地域住民の社会福祉に関する活動を活性化することが、取
手市社会福祉協議会の今後の発展をしていくために重要なことと考え、取手市の地域福祉の中核
として信頼される団体となれるように「①地域福祉・ボランティアのために」を取手市社会福祉
協議会第一次発展強化計画の中心を担う事業と考え、重点的に取り組んで参ります。

① 地域福祉・ボランティアの発展のために① 地域福祉・ボランティアの発展のために

　（１）地域福祉事業
　　○ 地域福祉活動計画の策定
　　　【事業内容】
　　　　取手市社会福祉協議会では、地域の住民がお互いに力を合わせ、誰もが安心してくらせ

る福祉の街づくり（地域福祉の充実）を目標に掲げ活動して参りました。今後も同様に
活動していくために、住民相互の助け合い活動への参加と協働を基本にし、地域や住民
が取り組んでいくべき内容を体系化して、取手市社会福祉協議会が中核となって推進す
る市民の福祉活動の指針とするため策定します。

　　　【取り組み】
　　　　平成２６年度に５カ年計画（平成２６年度から平成３０年度）として策定し、取手市で

策定している「取手市地域福祉計画」と連携しながら、取手市全体の地域福祉活動を推
進していきます。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取手市地域福祉計画
（23年度から 27年度まで

５カ年計画）

取手市社会福祉協議会
第一次地域福祉活動計画
（５カ年計画）

取手市社会福祉協議会
第一次発展強化計画
（３カ年計画）

第一次計画
23年度から27年度 第二次計画

第一次地域福祉活動計画（平成 26年度から平成 30年度）
（取手市地域福祉計画と連携・見直し）

第二次発展強化計画
（平成 29年度から平成 31年度）

第一次発展強化計画
（平成 26年度から平成 28年度）
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　　○ 地区社協等の拠点づくり
　　　【事業内容】
　　　　小地域（学校単位等）で地区社協を設置し、高齢者や障害者が地域で安心して暮らすこ

とができるように、小地域での福祉課題や、ニーズに応じて様々な事業を行い、小地域
での福祉活動を活性化していきます。

　　　【取り組み】
　　　　平成２６年度中には、小地域活動のモデルとなるものを選定し、その準備を進めていき

ます。平成２７年度には、１か所から２か所のモデル地区で活動していき、その成果に
合わせて拡大を検討していきます。

　（２）広報・ＰＲ活動
　　○ 情報誌の発行・ホームページの維持
　　　【事業内容】
　　　　全世帯を対象に年４回（６月・９月・１２月・３月）配布している社協情報誌「とりで」

や、ホームページにて取手市社会福祉協議会の事業内容・事業報告や、福祉サービス情
報を発信しています。

　　　【現状と課題】
　　　　・取手市社会福祉協議会の法人自体の認知度が低い。
　　　　・地域住民に情報誌が読まれていない。
　　　　・報告記事が中心のため、旬な情報や地域住民の意見を掲載しづらい。
　　　　・気をひく内容、配色ではない。

　　　【取り組み】
　　　　取手市社会福祉協議会の認知度を上げていくため、情報誌の誌面・内容を、地域住民の

方々に興味を持ってもらえるような誌面の充実を検討し、また、より多くの住民の方々
に見てもらえるように情報誌の配布に協力していただける店舗等を開拓していきます。
ホームページにつきましても、迅速な福祉情報の発信・更新をし、地域の方々の声を反
映できるようにします。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

福祉情報の発信
取手市社会福祉協議会のアピール

ホームページによる迅速な福祉情報の発信・更新

情報誌の誌面
内容の検討 充実した情報誌の発行

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

小地域での拠点づくり
モデル事業の選定・準備 モデル拠点の設置 拠点の拡大
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　　○ 助け合いのまちづくりの推進
　　　【事業内容】
　　　　誰もが安心して暮らしていけるような取手市を目指し、取手市社会福祉協議会をはじめ、

市・地域住民の方々が相互に支えあい助け合いながら福祉課題に取り組んでいけるよう
な環境を作っていきます。

　　　【取り組み】
　　　　防災や防犯も含み見守りを住民相互で行うことができるように、安全マップ・バリアフ

リーマップ・幅広く地域住民の方々が参加できるイベントの検討を行い、自治体や住民
相互のネットワークを強化していき、「助け合いのまち」を目指し、地域活動につなげて
いきます。

　（３）ボランティア支援センターの充実
　　○ ボランティア等に対する助成・助言
　　　【事業内容】
　　　　既存のボランティア団体等の連絡調整・連携・ニーズの把握・助成・助言を行うと同時に、

新規ボランティア団体の立ち上げの相談や継続性のある活動を支援しています。

　　　【現状と課題】
　　　　・ボランティア団体の後継者不足や若年層のボランティア活動への意欲が低下している。
　　　　・地域福祉団体との協働、連携が不足している。
　　　　・ボランティアコーディネーターが十分に配置されていない。
　　　　・新規ボランティア活動を希望される方への対応が不十分である。

　　　【取り組み】
　　　　既存のボランティア団体等との連携を取りながら、ニーズに沿った支援を展開していき

ます。また、新たにボランティア活動を希望する住民の方々のために、コーディネーター
を育成し、ボランティアに対するコーディネート体制を構築していきます。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

ボランティア支援センターの充実

コーディネート体制の構築
　○コーディネーターの育成

ニーズを把握するためにボランティア団体等との連携を密にとる

体制の構築 実施・再検討・随時見直し

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

「助け合いのまちづくり」推進事業
助け合い事業の立ち上げ 事業開始 事業の見直し検討
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　　○ ボランティア情報の発信
　　　【事業内容】
　　　　現在は月に１回ボランティア情報誌「キューピット」を発行し、ボランティア情報の発

信を行なったり、社協情報誌「とりで」やホームページでのボランティア団体の紹介等
を行っています。また、窓口に来たボランティア希望の方々には情報を提供し、ボラン
ティア活動の参加に繋げています。

　　　【現状と課題】
　　　　・ボランティア団体等の情報更新がされていない。
　　　　・ホームページを利用した情報発信が不足している。

　　　【取り組み】
　　　　ボランティア支援センターや、ホームページでボランティア団体の活動内容等の更新を

随時行い、最新の情報を提供していきます。また、「きっかけづくり」となる情報につい
てもお知らせしていきます。

　（４）ボランティアの育成・拡充
　　○ ボランティア教室・講座
　　　【事業内容】
　　　　手話奉仕員養成講座・点字体験講座等、既存のボランティア団体に協力を得て講座を開

催し、ボランティア活動に対する「きっかけづくり」を行ったり、男性講座・男性料理
教室等の興味の幅をもった講座を開講することにより、ボランティアに参加しなかった
年代層のボランティア活動の取り込みを行っております。

　　　【現状と課題】
　　　　・ボランティア活動を支える方の人材育成し、ボランティアに関心を持てるような情報

提供が不足している。
　　　　・ボランティアのカテゴリーやジャンルが少ない。
　　　　・団塊の世代や若者のニーズに沿った教室が少ない。

　　　【取り組み】
　　　　ボランティアに関する興味が希薄化してきている中で、どうすれば地域住民の方々のボ

ランティアに対する興味・関心を持っていただけるのかを考え、ニーズ調査も実施し、
新しいボランティア養成講座・教室を開催していきます。

　　　　また、災害時に活動できるボランティアを育成していくとともに、地域福祉活動のリー
ダーとして活躍できるボランティアを育成していきます。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

ボランティア情報の発信・充実
　○ボランティア団体の情報提供 ボランティアの活動情報の提供

ホームページの情報の随時更新
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　　○ 学校ボランティア
　　　【事業内容】
　　　　若い世代からボランティアに興味を持って頂くために、小学校・中学校・高校・大学へ

定期的に訪問し、情報の提供や簡単なボランティア活動などの紹介を行い、きっかけづ
くりを実施しております。

　　　【現状と課題】
　　　　・若年層のボランティアに対する興味が希薄化している。
　　　　・各学校等向けのボランティア活動に関心を向ける情報が不足している。

　　　【取り組み】
　　　　各年代に向けたボランティア情報を提供していきます。また、授業やホームルーム等で

取り上げてもらい、ボランティアに対する「きっかけづくり」とプログラムを提供して
いきます。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

若年層のボランティア育成
若年層（学生）を対象にしたボランティア情報の提供
関心が持てるプログラムの提供・きっかけづくり

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

ボランティア養成講座・体験講座
ニーズに合わせた講座

ボランティアの育成

ボランティアのカテゴリー・興味の幅を増やす講座の開講・ニーズ調査

災害時や、地域福祉活動のリーダー的ボランティアの育成

活動調査・ニーズ調査 継続したボランティアの育成支援
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４．各事業分類の発展に向けて４．各事業分類の発展に向けて

② 高齢者のために

　（１）介護保険事業所
　　○ 居宅介護支援事業所
　　○ 訪問介護事業所
　　　【事業内容】
　　　　居宅介護支援事業所とは、介護保険のケアプランを作成する事業所で、利用者のニーズ

に合わせたプランを作成しています。訪問介護事業所ではケアマネージャーの作成した
ケアプランに沿って、掃除・洗濯（生活援助）や、食事介助・入浴介助（身体介護）等
のサービスを提供しています。

　　　【現状と課題】
　　　　・自立した運営が出来ていない。
　　　　・新規利用者獲得にむけてのＰＲ活動が不足している。
　　　　・利用者のニーズに合ったサービス内容が不足している。

　　　【取り組み】
　　　　現在取手地区（取手市社会福祉協議会）と藤代地区（ホームケアふじしろ）で介護保険

法による居宅介護支援事業所と訪問介護事業所を運営しておりますが、安定した運営を
するために、事業の効率化を図るとともに利用者の獲得・ニーズに合わせたサービスを
展開していきます。

　（２）高齢者向け施設の運営管理
　　○ 取手市立老人福祉センターあけぼの
　　○ 取手市立老人福祉センターさくら荘
　　○ 介護予防拠点施設（いきいきプラザ・稲・戸頭西・藤代）
　　　【事業内容】
　　　　あけぼの・さくら荘は、高齢者の健康増進や教養の向上、レクリエーション活動の推進

等を目的に、その活動の拠点として運営しております。介護予防拠点施設は、自宅に閉
じこもりがちな高齢者が地域で集い、いきがいづくりや介護予防に関することをおこな
い、できる限り要介護状態にならないようにすることを目的として運営をしております。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

介護保険事業所の安定的な運営
コスト削減・事業所の効率化について継続的検討・実施

ニーズ調査
サービス内容の充実

広報活動の強化
内容ＰＲ方法の検討

実施・再検討・随時見直し

実施・再検討・随時見直し
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　　　【現状と課題】
　　　　・利用者の高齢化、施設の有料化に伴い利用者数が減少している。
　　　　・事業内容がマンネリ化している。
　　　　・高齢者へのＰＲ活動が不足してる。

　　　【取り組み】
　　　　高齢者の生きがいや健康増進のためのカリキュラム参加のＰＲ活動を強化し、より多く

の高齢者等に利用していただけるようにしていきます。また、ニーズに合わせた魅力の
ある事業・企画を実施していきます。

③ 障害者のために

　（１）障害福祉サービス事業
　　○ 取手市立障害者福祉センターつつじ園
　　　　生活介護事業・自立訓練（生活訓練）事業・就労継続支援Ｂ型
　　　　取手市地域活動支援センター・障害者生活訓練等（夜間支援）事業
　　○ 取手市立障害者福祉センターふじしろ
　　　　自立訓練（生活訓練）事業・就労継続支援Ｂ型
　　　【事業内容】
　　　　障害をお持ちの方が作業・体力づくり・日常生活・余暇活動等の支援を通して集団の中

で基本的生活習慣を身につけるとともに健康の維持増進を図り、社会生活に必要な適応
能力の向上を目指して活動しています。支援計画に沿って個々に応じたメニューを提供
し利用者が楽しく、やりがいを得る事が出来るように創意工夫を重ねています。

　　　【現状と課題】
　　　　・利用者数の増加に伴い安全の確保が難しくなっている。
　　　　・利用者工賃支給額が茨城県内の事業所の平均額を下回っている。

　　　【取り組み】
　　　　利用者や、その保護者にも安心して施設を利用してもらえるように、安全に対する対策

を講じていきます。また、利用者のいきがいにも繋がる利用者工賃の支給額向上を目指
し、作業内容の見直しや、新規作業を開拓していきます。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

高齢者向け施設の運営管理

ニーズ調査の実施
魅力ある企画

広報活動の強化
内容・ＰＲ方法の検討

実施・再検討・随時見直し

実施・再検討・随時見直し
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　　○ 取手市立障害者福祉センターあけぼの
　　　　生活介護事業・自立訓練（機能訓練）事業
　　　【事業内容】
　　　　利用者の自立促進、生活の質の向上を図るため入浴・排泄等の介助、創作的活動、機能

回復訓練及び社会適応活動等のサービスを継続的に提供し、社会生活への適用ができる
よう支援を行っています。

　　　【現状と課題】
　　　　・高齢化、施設入所に伴い利用者数が減少している。
　　　　・スキルアップの為の研修の機会が不足している。

　　　【取り組み】
　　　　よりよいサービスを提供していくために、利用者のニーズを把握しながら、それに合わ

せた研修に参加し、職員のスキルアップを目指します。

　　○ 居宅介護・重度訪問介護（ホームヘルパー）
　　　【事業内容】
　　　　利用者の生活の質の向上、ご家族等の介護負担の軽減を目的に、在宅の障害者の方へ、

家事援助（掃除・洗濯等）や身体介助（食事、排泄等のお世話）をお手伝いするホーム
ヘルプサービスを行っております。

　　　【現状と課題】
　　　　・自立した運営が出来ていない。
　　　　・新規利用者獲得にむけてのＰＲ活動が不足している。
　　　　・利用者のニーズに合ったサービス内容が不足している。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

障害者福祉センターつつじ園
障害者福祉センターふじしろ

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

障害者福祉センターあけぼの

安全に配慮した対応策

新たなニーズの把握
サービス内容の充実

利用者工賃の向上
（作業内容の検討）

職員のスキルアップのため
の研修の実施・参加

実施・再検討・随時見直し

実施・再検討・随時見直し

実施・再検討・随時見直し

継続的に実施
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　　○ グループホーム
　　　【事業内容】
　　　　住み慣れた地域の中での障害者の生活の場の提供と、保護者の介護負担の軽減を目的に

開所しました。関係施設と連携を取りながらサービスの内容の充実を図って参ります。

　　　【取り組み】
　　　　平成２６年度が事業開始年度となりますが、安全安心して利用できる施設となるよう利

用者のニーズや課題を把握するとともに、事業発展を図り安定的な運営ができるように
していきます。

　　○ 相談支援事業所
　　　【事業内容】
　　　　障害福祉サービスの利用を希望される方に対し、個々のニーズに合った総合的な援助や、

解決すべき課題を踏まえ、最適なサービスのプランニングを行います。

　　　【取り組み】
　　　　平成２５年１２月から事業が開始され、徐々に対応ケースも増えていますが、障害者や

その家族の生活の支援に関する相談に応じるとともに、関係機関との連携を密に取り、
住み慣れた地域において生活できる支援体制を作っていきます。

　　　【取り組み】
　　　　介護保険事業所と同様に、取手地区（取手市社会福祉協議会）と藤代地区（ホームケア

ふじしろ）で運営しておりますが、安定した運営をするために、事業の効率化を図ると
ともに利用者の獲得・ニーズに合わせたサービスを展開していきます。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

居宅介護・重度訪問介護
（ホームヘルパー）

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

グループホーム
（平成２６年４月開始）

コスト削減・事業所の効率化について継続的検討・実施

ニーズ調査
サービス内容の充実

事業開始

広報活動の強化
内容ＰＲ方法の検討

実施・再検討・随時見直し

内容の検討・見直し

実施・再検討・随時見直し
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事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

相談支援事業所

　　○ 子育て支援に関する事業
　　　【事業内容】
　　　　親・地域を含めた、子育て支援の促進を行っていき、子どもたちが安心して楽しめる遊

び場を作っていきます。

　　　【取り組み】
　　　　子育ての悩みを気軽に相談したり、子ども達が地域の中で楽しめる居場所づくりをボラ

ンティア等、地域の住民の方々と協働して、ニーズに合わせた子育て支援の充実を目指
します。

④ こども・児童のために

　（１）こども・児童へのサービス
　　○ 取手市立こども発達センター
　　　【事業内容】
　　　　発達につまずきや遅れのあるお子さんの発達支援を目的とした児童発達支援事業及び放

課後等デイサービス事業所です。発達に心配のある未就学のお子さんと保護者を対象に、
通園指導、専門職指導、及び相談を行っています。また、お子さん１人ひとりの力を向
上させ、保護者がお子さんの状態を理解し対応することが出来るようになるための支援
を行っています。

　　　【現状と課題】
　　　　・療育内容の向上を目的とした、指導員の専門的知識を高める研修への参加が不足して

いる。
　　　　・他施設とは違って、年度当初の利用者数が減少することにより、利用者数の変動に対

する対応が不十分である。

　　　【取り組み】
　　　　療育に関する専門的な知識を持った職員・指導員を育成していくために、研修に積極的

に参加していきます。また、「発達支援センター化」をすることにより療育に関すること
を一元的に管理することができるようになるので、関係機関と連携を取りながらそれに
向けた検討を進めていきます。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

こども発達センター

適切なプランニングの
ための社会資源の情報収集

事業の効率化
運営体制の見直し

内容・実施方法の
検討見直し

職員の専門知識の向上の為の内部・外部研修に参加

発達支援センター化に向けた情報収集 発達支援センター化
の検討
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⑤ 住民参加型福祉サービス

　（１）住民参加型福祉サービス
　　○ 在宅福祉サービス
　　○ ファミリーサポートセンター
　　○ 移送サービス
　　　【事業内容】
　　　　　在宅福祉サービスは、地域の中で暮らす高齢者や障害をお持ちの方が、自宅で安心し

て日常生活を送れるように、地域の人々（ボランティア）が協力し、家事援助（掃除・
買い物等や、通院の介助等を行う会員制の有償の福祉サービスです。

　　　　　ファミリーサポートセンターは、子育て中の家庭を支える活動を軸に、保育所等の施
設では出来ない早朝や夜間・休日の保育、子どもの病後の時の保育や、習い事の送迎、
産前産後の育児援助を、協力会員の自宅を中心に行うサービスです。

　　　　　移送サービスは、介護認定を受けている方、障害者手帳をお持ちの方を対象に、病院
または公共機関まで、車椅子で乗れる車や助手席が回転して乗り降りしやすい車で協力
会員が送迎を行うサービスです。

　　　【現状と課題】
　　　　・高齢化に伴い、協力会員が減少している。
　　　　・ＰＲ活動が不足している。
　　　　・協力会員の知識の向上のための、研修や講習会の実施が不足している。

　　　【取り組み】
　　　　インフォーマルなサービスとして地域住民の方々が、お互いに協力し、支え合いながら、
　　　　安心して利用者が地域で生活できるように、協力会員（ボランティア）の育成をしなが

ら、安定したサービスを提供していけるようにします。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

子育て支援の促進
　○子育て中の親子の支援
　○子ども達の居場所づくり 事業の実施ニーズに合わせた事業の検討

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

住民参加型福祉サービス

協力会員（ボランティア）の育成を図るために
研修機会の増加・制度の改革 安定したサービスの提供

協力会員増加のための
ＰＲ活動 安定したサービスの提供
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⑥ 生活支援のために

　（１）相談・支援事業
　　○ 心配ごと相談事業
　　○ 日常生活自立支援事業
　　○ 生活福祉資金貸付事業・法外援護貸付事業
　　　【事業内容】
　　　　　心配ごと相談所は、日常的な心配ごとの相談を取手地区、藤代地区で行っています。

市民の日常生活のあらゆる相談に応じ、適切な助言と指導を行う事によって、福祉の増
進を図ることを目指します。

　　　　　日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等、判断能力が不
十分な方に対し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの援助を行い、在宅
での自立した生活を送る事を支援しております。

　　　　　生活福祉資金貸付事業等は、経済的困窮者について、茨城県社会福祉協議会等と連携
をとり、経済的理由により暮らしに不安や困難を抱えている方に対して、地域の民生委
員等と協働しながら自立した生活ができるように生活資金を貸し付ける事業です。

　　　【現状と課題】
　　　　・相談員の専門性を高める研修が不足している。
　　　　・ＰＲ活動が不足している。

　　　【取り組み】
　　　　地域住民の方々から寄せられる多様な生活課題を受け止め、地域を基盤にして解決につ

なげる支援やその仕組みづくりを行います。また、ニーズに合わせてより専門的な相談
を受け付け、その問題解決に努めるとともに、地域の関係機関と連携し適切な対応を行
います。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

地域住民の生活に対する相談・支援
相談員の専門的な知識の向上
定期的な研修の実施

広報活動の見直し

総合相談情報の
システム化

実施・再検討・随時見直し

総合相談システムによる相談情報の管理
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⑦ 法人運営

　（１）財源の確保
　　○ 取手市社会福祉協議会会員会費増強運動
　　　【事業内容】
　　　　茨城県や取手市などの公共機関と連携・協力しながら、地域で支え合い助け合う地域福

祉の増進や、ボランティアの活動など、様々な福祉事業に取り組んでいくため、戸別会
員・特別会員を募り、活動財源の確保を目的としています。

　　　【現状と課題】
　　　　・全世帯の加入を目標に実施しているが平成２４年度の実績で５８％の加入率にとどまっ

ている。
　　　　・年々金額、加入率が減少している。
　　　　・取手市社会福祉協議会の活動により多くの賛同を得るための広報活動が不足している。

　　　【取り組み】
　　　　取手市社会福祉協議会の法人運営における貴重な自主財源である会員増強運動（会費）

の会員数を増加させるためには、地域住民の方々に取手市社会福祉協議会の趣旨や活動
にご賛同を頂かなければなりません。そのために取手市社会福祉協議会の事業をアピー
ルし、より多くの方に協力していただけるようにしていきます。また、会員会費の制度
や会費の納入方法等を検討し、より協力しやすい体制を構築していきます。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

会員数（法人含む）の増加

取手市社会福祉協議会の活動・事業をアピールし、
主旨への賛同を得る

会員会費の納入方法の検討
会員制度の見直しの検討 会員制度の充実
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　　○ 赤い羽根共同募金運動（赤い羽根共同募金・歳末助け合い運動）
　　　【事業内容】
　　　　中央共同募金会（全国）、茨城県共同募金会と連携を取りながら進める全国規模で実施さ
　　　　れる募金活動です。ご協力いただいた募金については、取手市内における地域福祉活動

や、茨城県レベルの福祉活動のための貴重な財源となっております。

　　　【現状と課題】
　　　　・年々募金額が減少している。
　　　　・目標額に到達していない。
　　　　・地域住民の方々に対する募金使途・募金活動の広報活動が不足している。
　　　　・地域福祉の活性化につながる募金の配分が不十分である。

　　　【取り組み】
　　　　会員増強運動と共に、地域福祉活動を行う上での貴重な自主財源となっています。その

ため多くの協力を頂くために、赤い羽根共同募金運動・歳末助け合い運動についての趣
旨の理解を求める必要があります。そのために募金の使途を明示しながら、広く広報活
動を行っていきます。また、募金の配分についても、公募等を検討し、地域福祉活動を
活性化する配分を行います。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

共同募金運動（赤い羽根・歳末）の実績
額増加

地域福祉活動に対する配分

募金活動の趣旨の理解を求めるための
使途を含めた広報活動

地域福祉活動を活性化させ
るための配分の検討

地域福祉活動を活性化させる配分の実施
（助成金の公募等）

配分を受ける団体等との共同での募金活動
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　　○ 自主財源の確保
　　　【概要】
　　　　　現在の取手市社会福祉協議会の平成２５年度（予算）の財源構成は、会員会費・寄付

金・共同募金配分金等の自主財源が３.７％、補助金・指定管理料・受託金の公費が
４４.５％、介護保険・障害福祉サービス等の事業による歳入が４５.２％その他の歳入と
して６.６％となっております。社会福祉協議会は社会福祉法に定められているように地
域福祉を推進するために設立された団体であり、公共性・公益性が高い事業を担ってい
るため、多くの歳入が公費によって賄われております。

　　　【課題】
　　　　・地域福祉活動の推進（社協独自の事業）のための自主財源の確保が十分でない。
　　　　・取手市福祉交流センターの大規模な修繕のための積立金がされていない。
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　　　【取り組み】
　　　　取手市社会福祉協議会の独自の事業を展開していくためには、自主財源の確保が必要で

す。また、取手市福祉交流センターは取手市社会福祉協議会の財産となっており、今後
の大規模な修繕に備える必要があります。そのために、取手市福祉交流センターのネー
ミングライツやホームページ等の広告収入を得てその確保に努めます。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

取手市福祉交流センターの
ネーミングライツ

広告媒体の活用

取手市福祉交流センターの維持管理

新たな収益事業

ネーミングライツ導入の
検討・調整

収益事業の実施

導入

自主財源確保のための収益事業の検討

社協情報誌・ホームページ等のスペースを利用し、
各種会社等の広告を掲載し、広告料を得る

大規模修繕に備えた積立金の自主財源の確保

平成２５年度取手市社会福祉協議会歳入一覧（予算） 単位：千円
区分け 歳　入　科　目 金　額 区分けごとの金額 割　合

自主財源
会費収入 7,300 7,300 

22,852 22,852 3.7%3.7%寄付金収入 3,301 3,301 

共同募金配分金収入 12,251 12,251 

公費
補助金収入 129,451 

272,296 44.5%
指定管理料・受託金収入 142,845 

事業による
歳入

償還金収入 2,586 

276,385 45.2%

事業収入 12,397 

介護保険収入 26,186 

障害福祉サービス収入 234,086 

利用者負担金収入 1,130 

その他
前期繰越金収入 6,765 

40,086 6.6%その他 57 

経理区分間繰入金収入 33,264 

611,619 611,619 100.0%
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　（２）法人運営・組織の体制強化
　　○ 理事会等の役員
　　○ 評議員会・各種委員会
　　　【概要】
　　　　　理事会等の役員は、取手市社会福祉協議会の意志決定機関及び執行機関であり、組織

運営機関でもあります。現在は会長１名、副会長２名、常務理事１名、理事１１名、監
事２名で構成されています。その構成は関係福祉団体、ボランティア、社会福祉施設、
行政機関等の組織及び学識経験者に委嘱しています。

　　　　　評議員会は、取手市社会福祉協議会の業務議決機関であり、執行機関である理事会へ
の諮問機関であります。現在はボランティア団体、福祉施設、学識経験者等から選出さ
れた３１名で構成されております。また、取手市社会福祉協議会の事業の推進や内容の
検討等を行う各種委員会を行うため、委嘱しています。

　
　　　【現状と課題】
　　　　・役員等の構成に隔たりが見られる。
　　　　・理事会等において、役員に対して情報提供が不足しており、議論が活発とは言えない。
　　　　・長期間にわたる重任により高齢化している。

　　　【取り組み】
　　　　取手市社会福祉協議会が民間団体として主体的な経営判断を行い、地域に根付いた組織

体制を確立し、公共性と民間性を併せ持つ団体として地域住民の方々から信頼される組
織となるために、役員である理事・監事や評議員・各種委員会の体制強化が必要です。
そのために選任規程を制定し、役員・委員の構成について定義していきます。また、理
事会・評議員会には担当制（委員会制）を導入し、地域福祉の課題に対する解決策や方
策を議論する環境を整備し、活性化を図ります。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

理事会の活性化

評議員会の活性化

委員会活動の活性化
　福祉委員会・広報委員会
　配分委員会・ボランティア運営委員会
　発展強化計画策定委員会　　等

選任規程の策定（公募含） 各種委員会の活性化

選任規程の策定
担当制（委員会制）の導入 理事会の活性化

選任規程の策定（公募含）
部会の導入 評議員会の活性化
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　　○ 法人組織の体制強化
　　　【概要】
　　　　取手市社会福祉協議会は、昭和４４年に設立され、平成１７年９月に取手市社会福祉協

議会と藤代町社会福祉協議会が合併して、現在の取手市社会福祉協議会となりました。
その間に社会福祉法や、介護保険制度を始めとする法制度の施行等により、社会情勢も
大きく変わって参りました。取手市社会福祉協議会としても、法制度への対応や取手市
からの委託事業を含め、拡大・多様化してきております。

　　　【課題】
　　　　・拡大、多様化する事業への対応が組織として不十分。
　　　　・組織構成が地域住民の方々にわかりにくくなっている。

　　　【取り組み】
　　　　法律の改定や社会情勢の変化に合わせて、取手市社会福祉協議会で実施している事業や

法人組織についても見直しをしていかなければなりません。地域住民のニーズに合わせ
て柔軟に法人組織の随時見直しを図っていきます。

取手市社会福祉協議会事務局組織（平成２６年１月現在）

取手市社会福祉協議会
事務局

法人運営

法人運営
　　藤代支所
　　福祉交流センター運営
赤い羽根共同募金運動
ボランティア支援センター
地域福祉事業
福祉大会
善意銀行

生活支援事業
日常生活自立支援事業
生活福祉資金貸付事業

在宅福祉サービス
在宅福祉サービス
移送サービス
ファミリーサポートセンター

介護保険事業
ヘルパーステーション（取手）
ホームケアふじしろ

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

法人組織の見直し
新規事業、事業の効率化、経費削減を含んだ

法人組織の見直し
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　（３）人事・人材育成
　　○ 職員の配置・構成
　　　【概要】
　　　　取手市社会福祉協議会の職員は、正規職員、臨時職員等で構成されており、その大半が

臨時職員となっています。特に障害福祉サービス事業所でその傾向が顕著であります。
また正規職員につきましても、３０歳代に多くの職員がおり、２０歳代の職員が極端に
少なくなっております。

　　　【課題】
　　　　・定期採用を行っていないため年齢構成が適正でない。
　　　　・臨時職員の処遇改善の取り組みが不足している。
　　　　・組織に合わせた職務職位の設定がされていない。

　　　【取り組み】
　　　　職員の採用・配置を含めた「人事計画」を策定し、それに沿った職員採用・職員配置を

行い、年齢構成等の適正化を目指していきます。また、取手市社会福祉協議会の職員構
成の割合の半数以上を占める臨時職員の確保をするために処遇改善を行っていきます。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

人事計画の策定

職員の適正な配置

臨時職員の人材確保
処遇調査 処遇改善検討 実施

正規職員採用の
人事計画の策定 人事計画に沿った職員採用

適正な職員配置の準備 適正な人事異動・職員配置の実施
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　　○ 勤務評価・人材育成
　　　【概要】
　　　　職員の労働意欲の向上と人材育成、組織の活性化を図るために平成２５年度から勤務評

価制度を導入しております。また、地域住民の方々から信頼を得たり、社会情勢に柔軟
に対応できる職員を育成していくため、計画的な研修制度を導入しました。

　　　【課題】
　　　　・勤務評価制度の定着化が図られていない。
　　　　・研修制度の構築、確立が不十分。

　　　【取り組み】
　　　　取手市社会福祉協議会が一層発展していくためには、職員の質の向上が求められます。

勤務評価を導入し、職員の意欲向上を図るとともに、研修制度を体系化し、職員各自の
スキルを向上させていきます。

取手市社会福祉協議会職員構成一覧（平成２６年４月現在）
所　属　課　所 正規職員 臨時職員 合　計 正職員の年齢構成

20 代 30 代 40 代 50 代

事務局 6 6 3 3

ボランティア支援センター 1 1

移送サービス 1 1

介護予防拠点施設 8 8

ファミリーサポートセンター 4 4

日常生活自立支援事業 9 9

特定相談支援事業所 1 1 2 1

藤代支所 3 3 1 1 1

福祉センターつつじ園 9 18 27 2 5 1

福祉センターふじしろ 1 7 8 1

福祉センターあけぼの 3 7 10 2 1

こども発達センター 6 14 20 2 2 1 1

地域活動センター 3 3

グループホームつつじ 1 1

あけぼの 2 7 9 2 1

さくら荘 1 3 4 1

ヘルパーステーション 3 5 8 2 1

ホームケアふじしろ 4 4 8 1 1 2

合　　計 39 93
132 2 9 17 11

30% 70%

取手市社会福祉協議会職員資格取得状況（平成２６年４月現在）
所属課所 社会

福祉士
介護
福祉士

精神保健
福祉士

作業
療法士

介護支援
専門員

訪問介護員
1･2 級 保育士 看護師

事務局 2 1 1 2 10 1

藤代支所
福祉センターつつじ園 2 4 11 2 1

福祉センターふじしろ 1 1 2

福祉センターあけぼの 1 7 2 1 5 1 2

こども発達センター 1 2 1 2 7

さくら荘 1

ヘルパーステーション 6 2 8

ホームケアふじしろ 1 5 3 8 1 1

合　　計 7 26 1 3 8 45 15 4
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５．新規事業に対する取り組みについて５．新規事業に対する取り組みについて

　地域福祉活動計画や、取手市社会福祉協議会で行っている事業の中から吸い上げられた地域住
民の方々のニーズや、法制度の新設や改正その対応について常時検討していける体制を構築し、
公的なサービスでは対応しにくいニーズについても対応していけるように努力して参ります。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

勤務評価制度

研修制度の確立

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度

新規事業・ニーズを検討する体制づくり

公平な勤務評価・適正な昇格制度の定着化

地域住民やサービス利用者のニーズの把握

研修制度の構築 体系的な研修制度の実施

迅速に対応できる
体制づくり ニーズに応える体制
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６．取手市社会福祉協議会発展強化計画について６．取手市社会福祉協議会発展強化計画について

　今回制定した第一次発展強化計画は、平成２６年４月から平成２９年３月までの３カ年計画と
なっておりますが、目標値の改正・新規事業の立ち上げ・重点事業の追加等、必要があれば変更
していきます。
　また１年間に１回、事業の進捗状況の把握や、職員による内部評価や、利用者による外部評価
を行い、職員の共通認識と今後の対策等について報告していきます。

事　業　内　容 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取手市社会福祉協議会発展強化計画
（３カ年計画）

第二次発展強化計画に
向けた準備

第二次発展強化計画

第一次発展強化計画

内部評価・外部評価の実施

新規事業の追加・目標値の変更

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

発展強化計画
進捗状況確認

進捗状況の随時確認

前期の進捗状況の内部評価

評価

後期の進捗状況の内部評価

年間を通した外部評価の実施
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社会福祉法人取手市社会福祉協議会第一次発展強化計画策定委員会策定経過

　１．事務所内に発展強化策定プロジェクトチームの立ち上げ（平成２５年４月）

　２．取手市社会福祉協議会発展強化計画策定委員会設置（平成２５年４月）

　３．取手市社会福祉協議会発展強化計画策定委員会開催

回　数 日　時 主　な　議　題

第１回 平成25年5月28日

・委員長及び副委員長の互選
・策定趣旨、概要説明
・社会福祉協議会の事業の現状把握
　　取手市障害者福祉センターあけぼの
　　取手市立こども発達センター
　　取手市障害者福祉センターつつじ園
　　取手市障害者福祉センターふじしろ

第２回 平成25年7月24日

・社会福祉協議会の事業の現状把握
　　施設管理運営
　　生活支援事業
　　在宅福祉サービス事業
　　介護保険事業

第３回 平成25年8月23日

・社会福祉協議会の事業の現状把握
　　法人運営事業
　　職員配置・人材育成
　　募金活動・社協会員会費
　　取手市総合ボランティア支援センター

第４回 平成25年11月12日

・事業別事業分類表
・取手市社会福祉協議会発展のために中心となる事業
・第一次発展強化計画における重点事業
・新規事業に対する取り組み
・他の事業別事業分類について

第５回 平成25年12月24日 第一次取手市社会福祉協議会発展強化計画素案について

第６回 平成26年1月21日 第一次取手市社会福祉協議会発展強化計画素案について

第７回 平成26年2月18日 第一次取手市社会福祉協議会発展強化計画素案について

第８回 平成26年3月7日 第一次取手市社会福祉協議会発展強化計画素案について

資料編



取手市社会福祉協議会第一次発展強化計画策定委員名簿

属所び及職役名　氏号番

１ 内藤　義彦 取手市民生委員児童委員協議会会長 委員長

２ 石坂　叡志 ボランティア

３ 保科　龍一 福祉施設（緑寿荘）

４ 諸澤　幸江 ボランティア

５ 濱西　まり子 福祉施設（ポニーの家）

６ 宮脇　貞夫 NPO法人　活きる

長員委副者験経識学一武　田寺７

８ 坂場　庸克 学識経験者

９ 堀川　武義 NPO法人　緑と絆

10 金敷　勝実 取手市役所社会福祉課長

－25－
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