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平成２８年度 主な取り組み
１ 社会福祉法人の情報・連携ネットワークの構築による地域貢献事業として地域生活支援ＳＯＳかわさき事業を新規に実施しました。
アピールプラン１）児童分野

１ページ ２）高齢者分野 ２ページ ３）障害者分野 ３ページ ８）組織の発展・強化分野 １１ページ

２ 区社協支援として、社会福祉法の改正に伴う新定款及び必要となる各規程について区社協モデルを作成し、提供しました。
アピールプラン４）地域分野 ４ページ
３ 地域の生活課題・福祉課題に取り組むため、
「職員が実践する個別支援と地域支援に関する指針」の説明会を市・区社協の全職員を対象に開催し、
意識とさらなる取組みへの共有を図りました。
アピールプラン４）地域分野 ４ページ
戦略プラン８）新たなる課題に対応するコミュニティソーシャルワークへの取組 ２５ページ
４ 区民参加型の区災害ボランティアセンターの立上げ訓練を、多摩区社協と共催で実施するとともに、復興支援ボランティアによるパネル展示なども開
催し、災害時における災害ボランティアセンターの活動を啓発しました。
アピールプラン５）災害分野 ６ページ
５ 平成３０年度からの第４期地域福祉活動推進計画と連動し、安定的な経営基盤を確立するために必要な資金や人材を計画的に調整・調達することを
目的とした組織経営計画について検討しました。
アピールプラン８）組織の発展・強化分野 １１ページ

アピールプラン進捗状況報告書
１）児童分野

進捗状況の記号

平成２８年度の進捗状況

【成果と課題、今後の展望】（第３期改訂版より）

地域で
取り組む
子育て
支援の
推進

川崎市内の子育て支援グループと関係機関の活動状況を
調査報告書としてまとめ、関係機関や子育て支援グループ
等に配布しました。
今後も子育て支援の推進における社協の役割について検
討し、実施していくため、地域で取り組む子育て支援事業
について区社協や関係機関・団体等と協議します。

●

▲

施設と地
域との協
働した取
り組み

追加

地域との連携を目的に、民生委員児童委員協議会、保育
協議会、児童・母子福祉施設協議会との情報交換会を継続
して実施しました。
情報交換の場として市社協内に設置した部会連絡会を活
用し、さまざまな福祉課題の情報交換を行い、地域と協働
した取り組みを積極的に検討し、推進します。

●

平成２７年度から５年間の計画期間となる「川崎市子ど
も・子育て支援事業計画 子どもの未来応援プラン」につ
いて、内容の検討を行う必要があります。
（改訂版後の追加項目）

●

平成２７年度に引き続き各区社協の子育て支援
事業担当職員会議を開催し、各区の状況等の共有
を行いました。また子育ての孤立化を防ぎ、子育
てサークル等につなげるために地域子育て支援事
業スマートフォンサイトの充実を図りました。
（担当／地域推進課）

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

平成２９年度の取り組み
（計画の最終年度に向けて）
担当者会議を定期的に開催し、各区の事業実施
状況等を共有しながら、市社協として必要な支援
を行います。さらに区社協と連携を深め、地域子
育て支援事業スマートフォンサイトの充実を図っ
ていきます。

児童に関する協議会を中心に、民生委員・児童
地域で取り組む子育て支援や児童をテーマとし
委員や学校関係者、学生、行政が参加する研究会 た研究協議・調整を行います。
を開催し、児童養護に関する理解を深めました
が、子育て支援をテーマとしたより深い協議は十
分に行えませんでした。
（担当／地域推進課、施設・団体事業推進課）
平成２７年度より民生委員児童委員、主任児童
委員、児童・母子福祉施設協議会による意見交換
会を実施しています。
部会連絡会で保育協議会や児童・母子福祉施設
協議会の活動やとりまく状況などを報告しまし
た。
その他、児童虐待防止推進月間における市民へ
の啓発活動として、オレンジリボンたすきリレー
に参加し、新たに川崎コースを設けました。
（担当／施設・団体事業推進課）
社会福祉法人の情報・連携ネットワークの構築
による地域貢献事業として、地域生活支援ＳＯＳ
かわさき事業の本格的な実施に向けて事前に調整
委員会を設置し、具体的な事業の調整を行いまし
た。具体的な実施体制については、８）組織の発
展・強化分野に記載しています。

関連する部会・協議会、団体で各事業や取り組
みに関する協議を継続します。
オレンジリボンたすきリレーは、活動の幅を広
げられるよう児童・母子福祉関係施設と連携し、
児童虐待防止に関する市民への呼びかけについて
検討を重ねていきます。

平成２７年度末に市・区社協子育て支援担当者
子どもに関する行政計画等の情報収集・勉強会
会議を活用し、川崎市の担当部署から「川崎市子 等を通じて、地域で取り組む子育て支援や児童・
ども・子育て支援事業計画子どもの未来応援プラ 若者を対象にした検討を進めます。
ン」の説明を受けました（担当／地域推進課）。
また第４期計画につながる内容を検討します。
平成２８年度は市・区社協職員で共有した情報
を活かし、各区で子育て支援事業等を推進してい
ます。
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２）高齢者分野

進捗状況の記号

平成２８年度の進捗状況

【成果と課題、今後の展望】（第３期改訂版より）

在宅
サービス
の事業
展開

普及啓発支援、介護技術指導や介護相談等については、
介護保険事業にとどまらず社協内組織の横断的な支援機能
や地域資源等を活かした事業展開の充実に向けて、継続し
て取り組みます。
平成２７年度の介護保険法改正を踏まえ、現在実施して
いる居宅介護等事業の市社協が担う役割の再評価を行うと
ともに、変化する情勢に即応し、効率性および実現可能性
の視点で、安定した事業の継続を目指して実施体制を構築
します。
「公的サービスでは解決できない地域課題の把握につい
ての調査」において、把握した内容を戦略プラン８）新た
な課題に対応するコミュニティソーシャルワークへの取り
組みで確認・精査します。

包括的
な取り組
み

地域包括ケアシステムについて、社協内研修の実施や地
域包括ケアシステムに関する学習会へ参加し、情報を収集
しました。高齢者にとどまらない地域包括ケアシステムの
構築と推進に向けて、地域福祉を推進するうえでの社協の
役割と使命等から、戦略プラン８）新たな課題に対応する
コミュニティソーシャルワークへの取り組みで検討しま
す。

施設と地
域との協
働した取
り組み

主な取り組みとして施設部会老人福祉施設協議会の制
度・施策検討委員会における調査研究、福祉従事者向け研
修会や講習会を実施しました。情報交換の場として、市社
協内に設置した部会連絡会を活用し、さまざまな福祉課題
の情報交換を行い、地域と協働した取り組みを積極的に検
討し、推進します。

●

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

平成２９年度の取り組み
（計画の最終年度に向けて）

普及啓発事業は、無資格者を対象にホームヘル
パーお仕事講座を各区で開催しました。また、介
護予防・日常生活支援総合事業における訪問型
サービスの担い手を育成するために介護予防訪問
サービス（生活援助特化型）従事者養成研修への
参加を促しました（担当／各区訪問介護支援事業
所）。
居宅介護等事業の具体的な実施体制は、戦略プ
ラン１）在宅サービス事業に位置付けています。
平成２８年度社協職員課題別研修において認知
症サポーター養成講座の内容を含めた研修を実施
し２０９名が受講修了しました。
（担当／企画経営担当）
戦略プラン８）新たなる課題に対するコミュニ
ティソーシャルワークへの取り組みに位置付けて
います。

●

●

社会福祉法人の情報・連携ネットワークの構築
による地域貢献事業として、地域生活支援ＳＯＳ
かわさき事業の本格的な実施に向けて事前に調整
委員会を設置し、具体的な事業の調整を行いまし
た。実施体制については、８）組織の発展・強化
分野に記載しています。
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地域生活支援ＳＯＳかわさき事業を本格実施し
ます。なお、地域生活支援ＳＯＳかわさき事業
は、施設と地域との協働であるため、地域包括ケ
アシステム推進の取り組みとして第４期計画で検
討します。

３）障害者分野

進捗状況の記号

平成２８年度の進捗状況

【成果と課題、今後の展望】（第３期改訂版より）

当事者
への支
援

当事者
団体支
援

施設・団
体と地域
との協働
した取り
組み

当事者自身が制度や社会資源を有効に活用できるための
情報提供や相談支援の取り組みとして、平成２５年度に総
合相談支援システム（市民から寄せられた相談内容を共有
するデータシステム）を構築しました。今後は、システム
を有効に活用するための仕組みづくりを検討します。
啓発活動については、障害者週間キャンペーンの継続実
施をはじめ、市民および福祉従事者を対象とした研修会や
講習会の開催など、市民の福祉力の向上に向けた広報活動
および当事者支援のさらなる充実に取り組みます。

障害者団体リーダー研修会を実施し、当事者団体のエン
パワメントや活動の強化と活性化に向けた支援を図りまし
た。また、市内で活動する当事者団体の課題の共有方法に
ついて検討しています。

地域との連携を目的に、民生委員児童委員協議会、障害
者福祉施設協議会と継続的に情報交換を行いました。ま
た、市社協内に設置した部会連絡会を活用し、さまざまな
福祉課題の情報交換を行い、地域と協働した取り組みを積
極的に検討し、推進します。

●

●

●

総合相談支援システムに蓄積されたデータの活
用を地域福祉情報バンクで検討しました。
（担当／ボランティア活動振興センター）
障害者差別解消法等を含めた市民への啓発で
は、障害者週間キャンペーンやボランティアタウ
ンフェスタでのチラシ配布等の活動を行いまし
た。
（担当／施設・団体事業推進課、ボランティア活
動振興センター）

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

平成２９年度の取り組み
（計画の最終年度に向けて）
総合相談支援システムに蓄積されたデータの活
用について引き続き地域福祉情報バンクで検討し
ます。
障害者差別解消法等を含めた啓発活動は、障害
者週間キャンペーンをはじめとして継続的に実施
していきます。

障害者団体リーダー研修会を継続実施していま
障害者団体部会で、情報交換等課題の共有を継
す。また、障害者団体部会において各団体の情報 続して実施します。
交換の場を設け、情報や課題の共有を行いまし
た。
（担当／施設・団体事業推進課）

社会福祉法人の情報・連携ネットワークの構築
部会連絡会等を通して、継続的な検討を行って
による地域貢献事業として、地域生活支援ＳＯＳ いきます。
かわさき事業の本格的な実施に向けて事前に調整
委員会を設置し、具体的な事業の調整を行いまし
た。実施体制については、８）組織の発展・強化
分野に記載しています。
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４）地域分野

進捗状況の記号

平成２８年度の進捗状況

【成果と課題、今後の展望】（第３期改訂版より）
地域部会を中心とした会議、区社協地域課職員を対象と
した業務別担当者会議や職員研修を通じて地域福祉活動推
進の調整・共通課題に取り組みました。人的配置、法人事
務の増大、財源や職員研修については、全区社協共通の課
題として引き続き検討します。

福祉教
育の推
進

▲…取り組みが不充分

平成２９年度の取り組み
（計画の最終年度に向けて）

●

地域部会の各種研修・会議、区社協地域課職員
研修や業務別担当者会議を継続開催するととも
に、地域福祉活動のための情報や課題の共有につ
いて検討しました。
平成２８年度は、社会福祉法改正の対応に関す
る情報共有を図るとともに、定款をはじめとする
諸規程のモデル提示をするなどの情報を提供しま
した。
また「職員が実践する個別支援と地域支援に関
する指針」について、各区社協で説明を行い指針
内容の理解を深めるとともに、課題や今後の方向
性を共有しました（担当／地域推進課）。

▲

市社協各課が行っている、区社協への支援及び
「区社協との協働・連携及び支援に関する取り
関連事業を把握し、全ての区社協に共通する課題 組み状況アンケート」をもとに課題をまとめ、第
を整理・検討するために行った「区社協との協
４期計画の策定に反映します。
働・連携及び支援に関する取り組み状況アンケー
ト」をもとに、課題の整理を行いましたが、まと
まるまでには至りませんでした。

区社協と
の連携

市内の福祉教育推進機関と連携した福祉教育推進会議
を定期開催し、福祉教育の推進に向けた課題整理や情報交
換を行いました。体系的で継続的な福祉教育推進に向け
て、市内学校現場における福祉学習実践への具体的なアプ
ローチとして「福祉教育ハンドブック（高齢者施設編）」
を作成しました。今後は学校等への福祉教育環境の充実に
加え、地域づくりのための福祉教育推進に向けた仕組みづ
くりが必要となると考えられます。効果的な福祉学習の推
進、地域福祉の視点に基づいた地域ぐるみの「福祉教育モ
デルプログラム」の開発、福祉教育ハンドブックの更なる
内容の充実を図ります。

●…着手、実施中

戦略プラン４）ボランティア活動振興センター
事業に位置付けています。

●
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研修・会議開催や情報提供等は、引き続き区社
協の意見を反映しながら情報や課題の共有を進め
ます。
また「職員が実践する個別支援と地域支援に関
する指針」の実現に向けた「仮称）総合相談マ
ニュアル」を区社協と連携して作成します。
住民の活動を中核とした地域支援のあり方と制
度の狭間・谷間にある今日的な生活課題の解決に
向けた取り組みについて研究・検討します（戦略
プラン８）新たなる課題に対するコミュニティ
ソーシャルワークへの取り組みに再掲）。

平成２８年度の進捗状況

【成果と課題、今後の展望】（第３期改訂版より）

ボラン
ティア活
動の促
進、組織
化

分野別
のボラン
ティア団
体の把
握、組織
化の推
進

市社協
各部会
の協働
による地
域福祉
の推進
多様な
活動拠
点施設
の活用
の推進

ボランティア担当者会議において、市内における月毎の
ボランティアコーディネート状況から、ボランティア活動
希望者およびボランティアニーズへの対応について課題を
整理しました。市内の傾向がみえてきたと同時に、地域に
おける課題の確認を行い、担当者間で共有しました。
外出支援等の地域福祉分野ニーズが多い反面、活動者は
施設等での活動希望が多いことから今後はニーズに応じた
活動者育成と啓発が必要です。地域における住民間での助
け合いを基本とする地域福祉の活動の啓発と育成、既存組
織への支援、活動者の組織化を含めた働きかけを行いま
す。
ボランティア連絡会等の区域ボランティア組織の構築に
向けて、ボランティア団体部会を中心に区社協へ働きかけ
ました。また、専門性の高いボランティア団体同士の組織
化に向けてかわさきボランティアタウンフェスタを開催
し、同じ分野の活動者間の連携を高めていくきっかけづく
りを行いました。区域ボランティアの組織化に関しては、
宮前区でボランティア当事者連絡会が発足しました。しか
し専門性の高いボランティア活動についてはイベントを通
じて交流はできたものの組織化には至っていませんので、
引き続き分野別のボランティア団体を把握し、交流等を通
じた組織化を進めます。
各分野におけるボランティア団体の組織化は、災害時等
におけるボランティアネットワーク構築も視野に入れて進
めます。
部会連絡会の設置により、それぞれの部会・協議会事業
に関する情報交換を行いました。
今後は、部会・協議会事業に関する相互理解や、共通す
る福祉課題の検討、問題の共有化に取り組みます。

福祉活動の拠点として福祉パルの安定した提供に努めま
した。また、市内介護老人福祉施設等を対象に地域や学校
との関係を把握するためのアンケート調査を実施し、介護
老人福祉施設等と学校との関係づくりの推進に向けて「福
祉教育ハンドブック（高齢者施設編）」を作成、配布しま
した。今後も引き続き、既存施設の開放や提供、相談支援
等について協議や調整、情報提供を行います。

平成２９年度の取り組み
（計画の最終年度に向けて）

戦略プラン４）ボランティア活動振興センター
事業に位置付けています。

●

戦略プラン４）ボランティア活動振興センター
事業に位置付けています。

●

部会連絡会を開催し、各部会の報告により情報
や課題を共有しました。
（担当／企画経営担当）

●

●

福祉パルの適切な管理運営のため、川崎市と調
福祉パルの運営目的である地域福祉活動拠点と
整を行っています。
して多くの市民が利用できるよう、川崎市及び区
（担当／地域推進課）
社協と管理運営の調整を継続します。
また、多様な活動拠点施設の活用と推進につい
て第４期計画の策定に向けて検討します。
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５）災害分野

進捗状況の記号

平成２８年度の進捗状況

【成果と課題、今後の展望】（第３期改訂版より）

災害時
の地域
支援

災害ボラ
ンティア
センター
の設置

災害発生から復興までの時間経過に伴い、被災者の生活
ニーズは刻々と移り変わり、その支援内容も変化します。
本会では、災害ボランティアセンターが復興過程ごとに行
う「地域生活支援マニュアル」の作成に着手しました（平
成２６年度）。多様な生活課題を抱える被災者支援につい
ては、社会福祉協議会のみならず様々な福祉関係団体、機
関等との協力体制が不可欠であり、今後の取り組みとし
て、平常時から災害時の連携や役割について協議します。
東日本大震災を機に、本会における被災地職員派遣をは
じめとする継続的な復興支援事業の実施により、被災地か
ら学んだ知識や経験を活かし、災害発生時における「職員
行動マニュアル」、「災害ボランティアセンター設置・運
営マニュアル」を改訂しました（平成２５年度）。
今後は、平常時からの災害ボランティアや関係機関団体
とのネットワーク構築、市民参加型の防災訓練の実施な
ど、災害ボランティアセンターの設置・運営の具体的な取
り組みと協力体制の整備・強化を進めます。

●

●

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

平成２９年度の取り組み
（計画の最終年度に向けて）

「災害発生時地域生活支援ガイドライン」は、
作成した連携・協働先リストを市・区社協職員
「職員が実践する個別支援と地域支援に関する指 及び関係機関等に配布します。
針」の説明会にあわせて市・区社協職員に配布
し、周知を図りました。さらにガイドラインにお
ける災害時の被災者支援の協力体制の構築を視野
に入れた関係機関等との連携・協働先リストを追
加し、完成とします。

平成２８年度川崎市総合防災訓練において、多
摩区社協を中心に区民参加型の区ボランティアセ
ンターの立上げ訓練を実施しました（多摩区社協
との共催）。本訓練では災害ボランティアセン
ターの活動啓発を目的に、復興支援ボランティア
の協力のもと活動パネルの展示やチラシ配布を行
いました。
また、かわさきボランティアタウンフェスタ２
０１６において防災関連のブースを設け、市民に
向けた啓発活動を実施しました。
（担当／ボランティア活動振興センター）

6 ページ

現行マニュアル（職員行動マニュアル、災害ボ
ランティアセンター設置・運営マニュアル）は、
東日本大震災時の被災地支援を参照して作成しま
したが、全国的な被災地支援の体制や手法が著し
く変化していることから、マニュアルの見直しに
着手します。

平成２８年度の進捗状況

【成果と課題、今後の展望】（第３期改訂版より）

被災地
への支
援、帰宅
困難者
等への
支援

本会では東日本大震災以降、川崎市東日本大震災被災者
等支援基金からの助成を受け、市民ボランティアバスの運
行や支援物品の寄贈調整等、継続した被災地支援に取り組
んでいます。
また、市外で大規模災害が発生し、多数の方が市内に避
難され広域的な支援が必要となった場合、災害ボランティ
アセンター設置が求められる状況が想定されます。
本会では、現在「川崎市災害ボランティアセンター設置
に関する協定書」の見直しを行政、市民活動センターと協
議検討を進めています。
帰宅困難者等に対する支援については、総合福祉セン
ターにおける施設としての対応とあわせて、行政や関係機
関との調整を行います。

災害時に本会として取り組む活動の財源確保として創設

●

平成２９年度の取り組み
（計画の最終年度に向けて）

平成２８年４月１４日に発生した熊本地震災害
災害ボランティアセンター設置運営マニュアル
に対し、６月２２日より３回にわたり職員を派遣 の見直しを行います。
しました（担当／総務課）。
また、広域災害や同時多発災害における被災地
熊本地震で派遣された職員が自主的に主催した 支援について検討します。
活動報告会（１１月１６日開催）には、行政関係
者からも多数出席がありました。災害に関する社
協の取組に対する関心の高さが伺えました。
現行の協定やマニュアルの見直しに向けて、行
政や関係機関との具体的な調整を図る必要性か
ら、全社協ボランティア活動振興センターの担当
部署にヒアリングを行い、災害ボランティアセン
ター設置運営に関する最新情報を川崎市の担当部
署と情報共有しました（災害分野プロジェク
ト）。
帰宅困難者への支援については、総合福祉セン
ター（本会が指定管理者）が、災害発生時の帰宅
困難者一時滞在施設に関する協定を川崎市と締結
しています。川崎市主催の帰宅困難者対策協議会
エリア防災計画作成部会、中原区防災連携協議会
に参画し、帰宅困難者の安全確保について協議し
ました （担当／総合福祉センター）。

災害活動のための通信機器、ＯＡ機器等の取り

災害時・ した「災害活動基金」は、平成２６年度で目標額を達成し
扱いは、川崎市災害ボランティアセンター設置に
被災地 ました。また、災害時の活動のための通信機器、ＯＡ機器
関する協定書に基づいて川崎市の担当部署と調整
●
等の機材については、継続して確保の手段を検討します。
と位置づけについて検討しています。
支援時
（担当／総務課）
の資金
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６）権利擁護分野

進捗状況の記号

平成２８年度の進捗状況

【成果と課題、今後の展望】（第３期改訂版より）

判断能
力が不
十分な
方に対
する権利
擁護

①日常生活自立支援事業の推進
あんしんセンターが各区に展開して５年が経過し、地域
に密着した相談窓口としての効果と今後のあり方について
検証を行いました。今後ますます利用者の増加が予測され
ることから、専門員の専門性の向上およびバックアップ体
制を強化し、より充実した相談機能を果たし、事業を推進
します。
②成年後見事業の推進
平成２５年度第一期市民後見人養成研修を開催しまし
た。研修修了後、受講生の内から選考を行い、引き続きあ
んしんセンター法人後見人受任ケースで実務実習を行って
います。また、平成２６年度第二期市民後見人養成研修を
開催しています。今後は平成２７年度市民後見人の受任を
目指した仕組みづくりを川崎市および各関係団体とともに
進めます。
引き続き川崎市の虐待事業に協力するとともに、虐待問
題を市民に広報・啓発します。

虐待問
題への
取り組み

▲…取り組みが不充分

平成２９年度の取り組み
（計画の最終年度に向けて）

戦略プラン２）川崎市あんしんセンター事業に
位置付けています。

●

●

相談支援事業のケース検討会の開催（他セクション、関係
機関、行政含む）

追加

●…着手、実施中

●

虐待防止に関する啓発グッズの作成及び配布機
会について検討しました。
平成２７年度より検討していたオレンジリボン
たすきリレーに関しては、平成２８年度川崎市で
初めての試みとなり、また児童以外の虐待に関す
る啓発は、オレンジリボンたすきリレーの本来の
主旨と異なると判断し、参加を見送りました。
虐待問題の啓発について市社協ホームページの
活用や広報誌への掲載及びホームページの内容に
ついて検討しました。

部署を超えた相談支援事業のケース検討会の開
催など、困難ケースの職員共有について検討しま
す（担当／ボランティア活動振興センター）。
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平成２９年度は、虐待の啓発機会としてオレン
ジリボンたすきリレーに限らず、介護いきいき
フェアなど市社協が関わるイベントへの参加につ
いて引き続きプロジェクトで検討していきます。
啓発グッズの作成に関しては、引き続きプロ
ジェクトで検討し、予算は広報啓発担当課に位置
づけます。
ホームページに掲載する虐待防止の啓発コンテ
ンツを確定し、市社協のホームページに掲載しま
す。予算は広報啓発担当課で計上します。
広報誌への掲載等ホームページ以外の媒体につ
いては、継続検討とします。

７）福祉人材の養成分野
平成２８年度の進捗状況

【成果と課題、今後の展望】（第３期改訂版より）

福祉人
材の確
保

研修・養
成

就労支援の取り組みは既に事業化し、資格取得の情報が
伝わりやすい仕組みづくり、就労困難者への寄り添い型支
援、研修受講者の積極的な就労支援等を具体化して推進し
ています。
とりわけ次代を担う児童生徒への福祉キャリア教育、潜
在化した有資格者や子育てが一段落した女性等に向けた再
就労準備講習、実際の福祉の仕事を体験できるようなバス
ツアー等を企画実施して就労支援を強化しています。
また一般大学について、福祉・介護現場の魅力を伝える
機会として「福祉の仕事のガイダンス」の開催を積極的に
申し入れています。

時代の変化に応じた福祉関連研修（国・県・市・その他
の指定等が必要な研修）の情報収集や川崎市の動向把握
は、整備プラン１）研修センター事業に移行して検討しま
した。福祉従事者のさらなる専門性の向上と職場の定着支
援に取り組むため、キャリアパス対応研修や福祉関連研修
の体系整備に取り組み、多くの介護人材・福祉人材を養成
するよう努めます。児童福祉に特化した研修については、
アピールプラン１）児童分野で検討を進めることになりま
した。
研修講師の確保策として、職員の外部研修参加時の情報
提供づくりを進めます。内部講師の活用については、引き
続き検討します。
地域で活動する福祉人材の養成では、関係部署間の連携
を意識しながら効果的な事業展開を図ります。また、社会
福祉士等をめざす実習生を積極的に受け入れます。

●

●

平成２９年度の取り組み
（計画の最終年度に向けて）

「福祉の仕事のガイダンス」等の就労支援事業
を継続して実施しています（担当／福祉人材バン
ク）。
具体的な就労支援を推進するために、プロジェ
クトで求職者の傾向・動向に合わせた就労支援体
制の整備などの検討内容をまとめました。次年度
に向けて担当課による段階的な実践を促していま
す。

指定管理事業を実施している福祉人材バンク、
研修一覧を定期的に更新します。
高齢社会福祉総合センターをはじめとした各部署
社協職員研修担当会議についてプロジェクト検
で福祉関連研修を継続して実施しました。また、 討結果をまとめます。
本会の研修実施状況を職員間で共有できるように
実習生の積極的な受け入れと実習指導体制につ
一覧にまとめ、定期更新する仕組みを作りまし
いて引き続きプロジェクトで検討します。
た。
内部講師の活用を目的に、社協職員にアンケー
ト調査を行い講師派遣の実態把握に努めました。
平成２７年度実施した研修関係課連携調整会議
は、研修担当部署の意向を踏まえ、社協職員研修
担当者会議の場へと移行を検討しています。
社会福祉士等の実習生を継続して受け入れてい
ます。（担当／総務課）。
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８）組織の発展・強化分野

進捗状況の記号

平成２８年度の進捗状況

【成果と課題、今後の展望】（第３期改訂版より）
指定管理施設の事業内容や機能についての「地域福祉事
業への相乗効果」を基本に据えて、次期の申請や新たな施
設に応募する際に引き続き事前の検証作業を行います。

指定管
理事業

●

指定管理事業と同様に、「地域福祉事業への相乗効果」
を基本に捉えるとともに、今後も年度ごとに事業の公的責
任や存在意義、地域への貢献、公共性の高さを検証し、よ
り良い事業構築を進めます。

委託事
業等各
事業

●

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

平成２９年度の取り組み
（計画の最終年度に向けて）

総合福祉センターで実施する地域福祉コーディ
指定管理事業に関する検討は、平成３０年度か
ネーター研修を中堅職員の必須研修と位置づけて らの組織経営計画につなげるよう取り組みます。
継続実施しています（担当／川崎市総合福祉セン
ター・福祉人材バンク、企画経営担当）。
地域福祉情報バンク事業では、総合相談支援シ
ステムに蓄積された情報の効果的な活用を検討
し、かわさき福祉情報サイトふくみみの見やす
さ・使いやすさの向上に努めました。
(担当／ボランティア活動振興センター)
人材開発研修センターでは、認知症サポーター
キャラバンを広めるなかで平成２８年度から新た
に７区の地域みまもり支援センターを運営委員に
迎え、認知症サポーター養成講座を通じた認知症
高齢者の理解と地域福祉の普及を強化しています
(担当／人材開発研修センター)。
地域福祉事業への相乗効果を基本に据えた次期
指定管理事業申請のための検証作業を行いまし
た。

福祉サービス利用事業では、安定的なサービス
引き続き、事業を継続します。
の提供に努めました（担当／在宅サービス課）。
委託事業等の受託に関する検討は、平成３０年
人材開発研修センターが実施する介護支援専門 度からの組織経営計画につなげるよう取り組みま
員更新研修のファシリテーターを、当会の主任介 す。
護支援専門員が行いました。
（担当／人材開発研修センター)
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平成２８年度の進捗状況

【成果と課題、今後の展望】（第３期改訂版より）

会員の
社会貢
献、会員
との協働

事業運
営体制

事務局
体制

引き続き法人・施設や市・区・地区の社協との連携につ
いて研究します。特に社会福祉法人の協働による社会貢献
（地域公益活動）については、平成２６年度に設置した検
討プロジェクトにおいて、制度の狭間・谷間で生活問題を
抱え、地域生活が困難な住民への支援として、法人や施
設、社協との連携・協働による事業の実施に向けた研究・
協議を進めます。

第３期地域福祉活動推進計画に掲げた重点目標等である
「会員間の協働関係の構築」および「施設・団体と地域と
の協働した取り組み」を具体的に推進するために、平成２
５年度から新たに部会連絡会を設置しました。本会の７つ
の部会間の相互理解と横断的な協働関係の構築を進め、地
域福祉の推進に向けた協議を継続します。
平成２６年度に設置した会員及び会費制度等検討委員会
において、会員の枠組みなどについて検証を行いました。
今後も継続的に検討を進めていきます。
また、理事会等の事業執行体制のあり方について引き続
き研究します。
委託料や補助金については、川崎市へ具体的な協議や要
望を行い、人件費予算の確保に努めました。
また、職員の資質向上に向けて、研修体系の見直しを図
り、新たに川崎市社会福祉協議会職員研修要綱を定めまし
た。

●

●

●

引き続き財源・財政について研究します。

財源

●

平成２９年度の取り組み
（計画の最終年度に向けて）

平成２７年度に法人経営者部会に設置した検討
プロジェクトでまとめた「社会福祉法人の情報・
連携ネットワークの構築による地域貢献事業につ
いて」の報告書に基づいて地域生活支援ＳＯＳか
わさき事業を新たに実施することになりました。
平成２８年度は事業実施要綱を作成し、市内社会
福祉法人に参加を呼びかけ、３１法人の申込があ
りました(平成２９年２月末現在）。また、参加
法人の高齢・障害・保育・児童等各分野の事業担
当者を各区に設置して連携及び情報ネットワーク
の体制を構築しました。
同事業の具体的調整を図るため、平成２９年３
月に事業調整会議を設置し、本格的な実施に向け
た事業調整を行っています（担当／地域推進
課）。
引き続き部会連絡会を２回開催しました。
部会連絡会は、第３期地域福祉活動推進計画の
（担当／企画経営担当）
期間中の取り組みとして開催してきましたが、計
会員状況について、定期的に理事会で報告をし 画期間最終年度にあたり部会連絡会の総括を行
ています。また理事会等を定期開催しました。
い、今後のあり方を検証します。
（担当／総務課）
理事会等の事業執行体制のあり方について、平
成３０年度からの組織経営計画につなげるよう取
り組みます。

職員研修要綱に基づき、職員研修を実施しまし
引き続き、取り組みを行います。
た（担当／企画経営担当）。
事務局体制に関する検討は、平成３０年度から
川崎市に対して本会事業についての具体的な協 の組織経営計画につなげるよう取り組みます。
議・要望を行い、予算の確保に努めました。
（担当／総務課）
また、要望に対する市長回答を受けて、事業の
費用対効果並びにアウトカムなどの事業検証を
「社協事業の見える化」として取り組み、川崎市
の担当部署へ検証結果を報告しました。
（担当／企画経営担当）
安定した経営基盤の確立、効率的な事業執行体
引き続き、取り組みを行います。
制、質の高い人材育成などに資するため、社会福
財源に関する検討は、平成３０年度からの組織
祉法人の経営分析に知見のある専門機関に外部か 経営計画につなげるよう取り組みます。
らの事業評価を依頼しました。理事会・評議員会
での報告とともに川崎市の担当部署へ報告しまし
た（担当／企画経営担当）。
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1 在宅サービス事業
具体的な展開の
項目

介護保険サービ
スの展開と運営
のあり方につい
ての検討

介護職員のキャ
リアパスへの取
り組み

介護保険事業所
の運営・体制の
随時見直し

平成26年度改訂時の
点検評価と課題

進捗状況の記号

状
況

今後の取り組み

本会が当事業を担う意義とし
て①訪問介護員や介護支援専門
員によるアウトリーチ機能、②
地域包括ケアシステム構築に向
けた組織の一員としての役割、
③事業で得られた収益を自主財
源として活用し、地域福祉活動
に貢献（地域福祉事業の財源）
することについて検討しまし
た。
キャリアパス充実に向けた取
り組みとして、介護職員を内部
評価する介護プロフェッショナ
ルキャリア段位制度の評価者
（アセッサー）講習の受講を促
進しました。
職員研修を通じて、介護職員
のスキルアップを図りました。

訪問介護員や介護支援専門員
の活動を通して福祉課題等を把
握し、他部署との連携を強化し
地域福祉活動に繋げる取り組み
を強化します。

安定した事業継続を図るた
め、介護保険法改正に柔軟に対
応する運営体制・事業所体制に
ついて検討しました。
サービス提供責任者と介護支
援専門員の給与体系の見直し、
処遇改善を図りました。
訪問介護員の確保、定着に向
けた取り組みとして手当の充実
を図りました。

利用者の確保に取り組み、安
定した事業継続を図るため運営
体制を整備します。
訪問介護員の確保、定着に向
けて引き続き処遇改善に取り組
みます。

継続してアセッサー講習受講
者を拡大し、介護職員のキャリ
アパス充実に向けた取り組みま
す。

●

●

●

２８年度

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

２９年度
（計画の最終年度に向けて）

担
当
課

介護支援専門員が地域ケア圏域会議
引き続き地域との連携を強化し、地
に参画し、地域支援ネットワークの構 域福祉活動につなげるよう取り組みま
築をはじめ地域課題の把握や困難ケー す。
スの支援方法などについて協議しまし
た。
区社協と連携し、各事業所で区民向
けにヘルパーのお仕事講座を開催し、
介護の仕事の普及啓発に取り組みまし
た。

介
護
支
援
課

継続してアセッサー講習受講に取り
引き続きアセッサー講習受講につい
組みました。また、受講後のフィード て取り組みます。
バックや情報共有の機会に取り組みま
した。

介
護
支
援
課

平成３０年度の法改正に向けて、継
平成３０年度の法改正に向けて、新
続して事業所の運営体制について検討 たな運営体制を検討・整備していきま
しています。平成２８年度に開始した す。
川崎市介護予防・日常生活支援総合事
業に伴い、サービスの担い手である介
護予防訪問サービス（生活援助特化
型）従事者の養成を開始しました。ま
た、生活援助特化型の従事者の中から
訪問介護員を養成し、ヘルパーの確保
に努めました。
平成２８年度新たにサービス提供責
任者と介護支援専門員の優秀な人材を
確保することを目的に再雇用制度を設
けました。

介
護
支
援
課
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地域包括ケア連
絡会議

包括的・継続的
ケアマネジメント
事業（ケアマネ
ジャー支援）

個別ケースや町内単位での検
討を行い、区社協・地区社協に
参加してもらい会議を実施しま
した。
個別課題の解決とともに地域
課題の解決方法を検討しまし
た。

社会福祉協議会がもつネット
ワークを基盤として、個別ケー
スの検討と併せて地域課題の解
決にむけた会議（地域包括ケア
連絡会議）を開催します。

事例検討会、介護支援専門員
との意見交換会、サロン、ニー
ズ訪問調査等を行い、介護支援
専門員とともに地域ネットワー
ク形成のための支援活動を行い
ました。

介護支援専門員に対する事例
検討会、意見交換会等を開催し
ます。
地域団体や関係機関との連携
を深め、「医療・介護・福祉」
のネットワーク構築を図りま
す。

●

●

川崎市地域ケア会議運営ガイドライ
引き続き地域課題の解決に向けた会
ンが作成され、個別ケア会議及び地域 議を開催します。
ケア圏域会議になりました。町内会、
民協、地区社協、介護支援専門員、ボ
ランティア団体など、社協ネットワー
クを基盤として個別事例の検討と地域
課題を検討しました。個別事例解決に
むけた支援方針、小地域内のネット
ワーク作りや地域課題の抽出を行いま
した。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

タ地
主任介護支援専門員との連携を通じ
引き続き「医療・介護・福祉」の
て介護支援専門員との事例検討や社会 ネットワーク構築のための事例検討や ー 域
包
資源、地域課題や研修体系について検 意見交換会、研修会を実施します。
括
討しました。
支
地区・区単位において「医療・介
援
護・福祉」のネットワーク構築のため
セ
の事例検討や意見交換会、研修会を実
ン
施しました。
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２ 川崎市あんしんセンター事業
具体的な展開の
項目

日常生活自立支
援事業の実施

成年後見事業の
実施

平成26年度改訂時の
点検評価と課題
毎月１回開催されるケース検
討会議では新規ケースが増加傾
向にあり、多い月で審議が２０
件を越す状況が生じています
（２５年度平均１４．７５
件）。
平成２５年度に区社協展開５
年が経過したことを機に「市・
区社協職員による事業検討委員
会」を実施しました。様々な課
題を区社協内で情報提供し、利
用者を面で支える必要性を確認
しました。

進捗状況の記号

状
況

今後の取り組み
定期的に事業検討します。

●

平成２５年度は第一期市民後
平成２７年度市民後見人推進
見人養成研修を実施しました。 機関を設置します。
３９人受講、最終的に１５名を
法人後見および市民後見につ
選考し実務実習につなげまし
いて、受任要件のガイドライン
た。平成２６年度、第二期市民 を作ります。
後見人養成研修では２３名が受
講しました。
法人後見の受任は市長申立案
件に限定していませんが、申立
前に区役所が社協へ依頼した案
件を受任しています。社協が行
う法人後見の受忍すべき案件に
ついて、川崎市と協議します。

●

２８年度

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

２９年度
（計画の最終年度に向けて）

担
当
課

大幅な予算の削減があり、一部の専
予算減額への対応として、引き続き
門員について正規職員から嘱託職員へ 事業実施体制の見直しについて検討を
移行し、コスト削減を図りました。
進めます。
平成２８年度から職場定着支援と資
質向上を目的として、配属されてから
１年未満の専門員を対象に、新任専門
員フォローアップ研修を実施しまし
た。
平成２８年度から各区への事業実施
調査について、運営課職員だけでなく
他区の職員も同行して調査を行う方法
に変更し、市内全体の事業の質の向上
や適正な事業実施に努めました。
平成２８年度新たに生活支援員の優
秀な人材を確保することを目的とし
て、再雇用制度を設けました。

あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
運
営
課

法人後見受任の減少の改善を図るた
め、毎月実施するケース検討会議の中
で、受任の可否を簡易的に審査する仕
組みについて検討しました。
市民後見人受任者に対しては、あん
しんセンター職員だけではなく弁護
士、司法書士、社会福祉士の方々によ
る相談対応を行いました。
第３期市民後見人養成研修（基礎
編・実務編）を実施し、１５名が受講
しました。

あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
運
営
課
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法人後見受任の減少について、川崎
市と市長申立て案件のあり方について
検討します。
また、日常生活自立支援事業の利用
者が、判断能力が低下してきた時に法
人後見につながるよう、区あんしんセ
ンターとの連携を図ります。
第３期市民後見人養成研修（実務実
習編）を実施します。

●

業務マニュアルの見直しについて検
新設したモニタリング様式や、見直 タ あ
討しました。
しを行った業務マニュアルを実際に使 ー ん
運し
新たにモニタリング様式を作成する 用し、効果を検証します。
営ん
とともに、業務の効率化を目的とし
課セ
て、支援実施記録の様式の見直しにつ
ン
いて検討しました。

●

成年後見制度シンポジウムについて
成年後見制度の普及については、川
は、「障害を持つ子の親として成年後 崎市の委託事業として、引き続き川崎
見制度に期待すること」として実施し 市と協議調整を図り実施します。
ました。
精神障害者家族会や病院等にあんし
んセンター職員を講師として派遣し、
成年後見制度の普及に努めました。
平成２８年度から、川崎市消費者行
政センター発行の「障害者の消費生活
見守りガイドブック」に川崎市あんし
んセンター及び日常生活自立支援事
業、成年後見制度について掲載してい
ただきました。

業務実態に併せて適宜改訂し
ます。

業務マニュアル
の整備

事業理解のため
の広報

親族後見人研修、関係機関向
け研修、普及啓発のシンポジウ
ムを開催しました。
親族後見人研修は参加希望者
が多く、後見に関する知識取得
のニーズを感じました。
関係機関向けの研修は内容を
工夫しながら継続しています。
普及啓発のシンポジウムは開
催６年目を迎え広報活動等の見
直しが必要です。

川崎市の委託事業であり川崎
市と協議しながら今後のあり方
を検討します。
普及啓発のシンポジウムは後
見制度連絡会のメイン事業でも
あるので、広報活動を強化し多
くの参加をしてもらえるように
努めます。
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あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
運
営
課

3 指定管理事業
①川崎市総合福祉センター
具体的な展開の
項目

利用しやすい総
合福祉センター
の管理経営

地域福祉情報バ
ンク事業

平成26年度改訂時の
点検評価と課題

進捗状況の記号

利用者への親切で丁寧な対応
引き続き利用環境の改善を図
を徹底し、サービス向上を目指 ります。
しています。また、適正で安全
な事業を実施するために、毎月
の責任者会議で問題点等を確認
し改善を 図っています。
老朽化した設備の補償維持管
理を行い、安全で安心して利用
できる環境を整備しています。

ふくみみの運営を通じて地域
福祉情報の収集・整備を行いま
した。
地域福祉情報バンク通信を定
期発行し、広報活動を行いまし
た。
総合相談事業では、電話によ
る相談援助を中心に事業を行っ
ています。相談への対応とし
て、他の専門機関の紹介や、制
度の情報提供、当事業である専
門相談(弁護士・医師・臨床心
理士)へ繋げることが多いで
す。

時代の要請に合わせ、よりわ
かりやすく、より市民の役に立
つ情報サイトを目指し、ふくみ
みのリニューアルを検討しま
す。
引き続き広報活動として地域
福祉情報バンク通信の定期発行
を行います。
総合相談事業では、相談員の
資質向上を図るとともに、地域
福祉情報バンクで収集した地域
福祉情報を活かし、迅速な相談
解決に繋がるよう、引き続き事
業を推進します。

●

●

▲…取り組みが不充分

２９年度
（計画の最終年度に向けて）

担
当
課

利用者への親切で丁寧な対応を徹底
引き続き利用環境の改善を図りま
し、サービス向上を目指しています。 す。
施設が老朽化しているため、設備の
適切な維持管理に努め、安全に安心し
て利用できる環境を整備しています。
市がコンサルタントに委託し、大規
模修繕計画を作成するにあたり、施設
運営者の立場から計画立案に参画しま
した。
適正かつ安全な事業を実施するため
毎月の責任者会議で問題点等を確認
し、改善を図っています。

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

ふくみみのサービス検索カテゴリ再
構築と団体検索の修正を行い、利用者
の利便性（情報の探しやすさ）の向上
を図りました。また、ふくみみの
Facebookページを開設・運用し、情報
を発信しました。
地域福祉情報バンク通信を定期発行
し、広報活動を行いました。
総合相談事業では、相談員の資質向
上のための研修会参加や職員による
ケース検討会議を定期的に開催しまし
た。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
振
興
セ
ン
タ
ー

状
況

今後の取り組み

●…着手、実施中

２８年度

16 ページ

正確な情報をよりスピーディーに発
信できるよう、引き続きふくみみの情
報内容の更新と拡充を積極的に行いま
す。
冊子「ボランティア・市民活動団体
紹介ガイドブック２０１７」を発行し
ます（３年に一度発行）。
広報活動として引き続き地域福祉情
報バンク通信の定期発行を行います。
総合相談事業では、相談員の資質向
上を図るとともに、地域福祉情報バン
クで収集した地域福祉情報を活かし、
迅速な相談解決につながるよう引き続
き事業を推進します。

社会福祉研修セ
ンター事業

次期指定管理に
向けた検討・準
備

社会福祉施設等職員研修（新
任職員研修、中堅職員研修等）
は福祉施設数の増や職員の資質
向上を目的に参加者数が増加し
ています。
市民向け福祉啓発を行う地域
福祉関係研修は、時代のニーズ
に即して企画・実施できまし
た。発達障害への理解等をテー
マにした研修は参加者増により
回数を増やして開催しました。
地域福祉コーディネート技術
研修のひとつであるコミュニ
ティソーシャルワーク研修（実
践編）は参加者が少なく、地域
包括ケアシステムや地域善隣事
業の中心となるコミュニティ
ソーシャルワーカ―を継続的に
養成するためにも研修参加者を
増やす検討が必要です。

引き続き研修内容を検討・実
施します。
コミュニティソーシャルワーク
研修は、基礎編と実践編として
分けて受講者を募集しました
が、研修受付は１回に集約する
等の工夫をしていきます。また
修了後に継続して受講生が集ま
り学習する場づくりを行いま
す。

重要度の高い研修を継続して実施し
引き続き、市民の受講ニーズに沿っ
ました。
た研修内容を検討し実施します。
また、平成２８年度からの指定管理
期間より研修実施本数が増加しまし
た。

福
祉
人
材
バ
ン
ク

●

次期指定管理者の申請に向け
次期指定管理者の申請に向け
た検討を行っています。
た検討をします。

●

平成２８年度～平成３２年度までの第 指定管理者として安定した実績を積み タ 総
３期指定管理期間の１年目にあたりま 重ねることにより次期の指定管理者選 ー 合
福
す。今後の活動の基礎となるよう適切 定につなげます。
祉
な管理運営に努めています。
セ
ン
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3 指定管理事業
②川崎市高齢社会福祉総合センター
具体的な展開の
項目

管理運営状況の
検証（自己評価
の実施）

次期指定管理者
への申請準備

平成26年度改訂時の
点検評価と課題
特に介護人材の育成について
検討し、新たに次のように取り
組みました。
介護職員初任者研修を実施
し、就職先の情報提供や就労相
談ブースを設ける等、就労に結
びつける取り組みを行いまし
た。また研修修了から就労への
道筋が繋がるように取り組みま
した。
国の福祉人材確保指針に基づ
く全社協キャリアパス対応生涯
研修課程において、キャリアパ
スに対応した研修( 初任者) を
実施しました。
参加者の満足度も高く内容の濃
い研修となりました。しかし受
講者が7 名と定員を大きく下回
り、キャリアパス研修の意義の
浸透が課題となりました。
次期指定管理者の申請に向け
た検討を行っています。

進捗状況の記号

状
況

今後の取り組み
社会福祉士及び介護福祉士法
の一部改正に伴う国家資格取得
の見直しに伴い、介護職員実務
者研修の実施に向けて準備を進
めます。
介護職員初任者研修は、介護
現場への就労に結びつける取り
組みを行いました。また、介護
職員実務者研修の実施に伴い介
護職員初任者研修の実施回数を
見直します。
キャリアパス研修の対象を広
げ、初任者から管理者まで全て
の階層での実施に向けて取り組
みます。

●

次期指定管理者の申請に向け
た検討をします。

●

２８年度

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

２９年度
（計画の最終年度に向けて）

担
当
課

平成２８年度と同様に介護職員実務
者研修と初任者研修を実施します。
また、介護福祉士試験直前対策講座
を継続して開催し、川崎市における介
護福祉士の確保・増員に努めていきま
す。
キャリアパス対応生涯研修課程は、
引き続き全４階層を実施します。本研
修は事業種別・職種を横断した職員を
対象としていることから、関係行政課
の理解のもと他分野施設・事業所への
研修周知を図ります。

高
齢
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

新たに平成２８年度～平成３２年度
川崎市は市福祉センター跡地活用施
までの第３期指定管理期間が開始しま 設内（川崎区日進町）に、仮称）福祉
した。
総合研修センターの開設を予定してお
り、本施設（多摩区長沢）での指定管
理業務は今期で終了します。
平成２６年度に市に提出した「これ
からの川崎市の福祉・介護に関する研
修構造について」をもとに、必要に応
じて関係行政課と協議します。

高
齢
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

平成２８年度新たに全社協と共催で
実施した介護職員実務者研修は、３４
名が修了、介護職員初任者研修は２０
名が修了しました。また、平成２８年
度の実務者研修修了者のうち１１名が
受講した介護福祉士試験直前対策講座
には２５名が受講し、介護福祉士の確
保・増員につなげることができまし
た。
平成２８年度よりキャリアパス対応
生涯研修課程を初任者、中堅、チーム
リーダー、管理職の全４階層で実施し
ました。また、講師育成の取り組みと
して管理職コースを除く３階層におい
て川崎市内の福祉従事者に講師を担っ
ていただきました。しかし、受講者人
数は全コースが定員を割り込み、市内
福祉従事者のキャリアパス構築や本研
修の浸透が課題となりました。
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４ ボランティア活動振興センター
具体的な展開の
項目

福祉教育の推進

分野別のボラン
ティアの組織化
支援

平成26年度改訂時の
点検評価と課題

進捗状況の記号

状
況

今後の取り組み

市内福祉教育推進機関と連携
し、福祉教育推進会議を定期開
催しました。市内学校現場にお
ける体系的、継続的な福祉学習
実践への具体的なアプローチと
して、福祉教育ハンドブックを
作成しました。学校等への福祉
教育環境充実に加え、地域づく
りのための福祉教育推進に向け
た仕組みづくりが課題です。

学校教育において効果的な福
祉学習推進に向けて地域福祉の
視点に基づく地域ぐるみの「福
祉教育モデルプログラム」の開
発をします。また「福祉教育ハ
ンドブック」は更なる内容の充
実を図ります。
地域における様々な生活課題
の解決に向けて地域や住民へ福
祉意識を高めていくための福祉
教育を検討します。

イベントでの交流を通じて同
分野（一芸）の活動者同士の連
携を高めていくきっかけづくり
はできましたが組織化には至っ
ていません。また、項目名「専
門的なボランティア」は、川崎
市総合防災計画の災害ボラン
ティアカテゴリーにおいて、医
師や看護師等の専門職によるボ
ランティア（名称：専門ボラン
ティア）と混同するため、項目
名の変更をします。
区域のボランティア組織構築
に向けてボランティア団体部会
中心に未設置区の区社協へ働き
かけを行い、新たに高津区と宮
前区でボランティア当事者連絡
会が発足しました。

分野別のボランティア組織化
に向けて市内ボランティア団体
の把握を進めます。また各区の
ボランティア（当事者）連絡会
のネットワーク化を進め、地域
における様々な課題解決や災害
時における地域支援体制を視野
に入れたプラットフォームを提
供します。

●

２８年度

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

２９年度
（計画の最終年度に向けて）

福祉教育推進会議において、更なる
学校教育現場における福祉教育実践へ
の具体的なアプローチとして、市内小
中学校教諭を対象にした福祉教育研修
を企画実施しました。また「福祉教育
プログラムガイド」をあわせて紹介し
ました。
「社会的包摂に向けた福祉教育の推
進」については、取組に向けた検討を
進めています。

引き続き学校教育現場で効果的な福
祉学習が推進されるよう福祉教育研修
を実施し、福祉教育プログラムガイド
の啓発を行います。
市内における「社会的包摂に向けた
福祉教育の推進」に、全国で展開され
ている事例を踏まえ、第４期計画での
実施に向けて取り組みます。

現行のイベントでは分野別ボラン
ティアの交流やネットワーク構築には
発展しませんでした。
災害時における地域支援体制の構築
に向けた関係団体との連携について、
具体的な取り組みには至りませんでし
た。

分野別ボランティアの組織化の必要
性について、理解・協力を得やすい
テーマ設定や共通認識をつくる場が必
要です。イベントを含め、手法を見直
します。

▲
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担
当
課
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
振
興
セ
ン
タ
ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
振
興
セ
ン
タ
ー

サイトの情報内
容の拡充及び普
及啓発

情報内容を拡充しましたが、
情報サイトとして、正確な情
制度改正や新たな社会資源の情 報をよりスピーディーに発信で
報の掲載が追いつかない面もあ きるよう、引き続き実践しま
りました。
す。
普及啓発に関しては計画的に
実施できました。

●

総合相談支援システムのデー
総合相談支援システムの運用
タベース化を実現しました。今 と蓄積されたデータ（支援事
後は、システムを有効に活用す 例）を活用します。
るための仕組みづくりを検討し
ます。

総合相談のデー
タベース化

継続してふくみみの内容更新と拡充
正確な情報をよりスピーディーに発
を実施しました。また、ふくみみの
信できるよう、引き続きふくみみの情
サービス検索カテゴリ再構築と団体検 報内容の更新と拡充を積極的に行いま
索の修正を行い、利用者の利便性（情 す。
報の探しやすさ）の向上を図りまし
た。
普及啓発に関しては計画的に実施で
きました。

総合相談支援システムを運用しまし
引き続き蓄積されたデータの活用方
た。また、蓄積されたデータの活用方 法を検討します。
法を検討するとともに、データをふく
みみのサービス検索カテゴリ再構築の
作業に活用しました。

●
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ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
振
興
セ
ン
タ
ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
振
興
セ
ン
タ
ー

５ 福祉人材バンク事業
具体的な展開の
項目
啓発・就労促進
のためのセミ
ナー・ガイダン
ス・講座・就職相
談会等の開催

福祉の仕事の無
料職業紹介事業
の実施、利用推
進

求人情報等の有
益な情報の発信

平成26年度改訂時の
点検評価と課題
「福祉のお仕事相談会」に保
育士確保に向けたブースを増設
しました。看護職の確保は厳し
い雇用環境が続いているため、
特色ある取り組みを継続して進
める必要があります。

状
況

今後の取り組み
「福祉のお仕事相談会」は引
き続き介護職ならびに保育職の
確保を重点に継続します。看護
職の確保にむけて関係機関との
連携を図り、社会福祉分野での
看護師の活躍を広報します。ま
た応募しやすい職場環境づくり
を支援するとともに、ナースセ
ンター等との連携を深めます。

就労していない人を福祉の仕
Facebook 等のSNS（インター
事へと案内するためにインター ネット上のソーシャル・ネット
ネット等を介した広報をより重 ワーキング・サービス）を活用
点化していく必要があります。 します。またインターネットの
動画を通じての仕事の魅力や職
場の紹介等を行います。
求人、求職者ともに増加し作
インターネット上に求人情報
業量が著しく増えています。効 を公開し、検索や情報を入手し
率を上げるためには情報提供の やすくする等の利便性を高めま
仕方に工夫が必要です。
す。

スムーズな連携を行っていま
す。

関係機関・団体
との連携強化

進捗状況の記号

●

●

●

継続して連携を図ります。

●

２８年度

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

２９年度
（計画の最終年度に向けて）

担
当
課

「福祉と保育のお仕事相談会」を継
従来の相談会に加え小規模な相談会
続実施し、介護職・保育職の確保に努 を開催し、市内の福祉人材の確保に努
めました。また、看護職の確保につい めます。
て川崎市看護協会と連携して看護職用
のブースを出展しました。
求職者が福祉の仕事を具体的にイ
メージできるように、出展法人へ動画
やパワーポイントなどによる法人紹介
を推進しました。

人
材
バ
ン
ク

福祉人材バンクの周知図るために
Facebookを活用し、タイムリーに情報
を発信しました。
平成２８年度末に福祉人材バンクの
ホームページをリニューアルし利用者
への利便性の向上を図ります。

引き続きFacebookやホームページを
活用して情報発信に努めます。
学校訪問やガイダンスの際に、福祉
人材バンク事業を広報するなど人材バ
ンクが実施する無料職業紹介事業の利
用促進に努めます。

人
材
バ
ン
ク

求人及び求職情報は、福祉人材情報
システム「福祉のお仕事」サイト（全
国の人材センター・バンクが使用する
求人紹介システム）を活用し、求人・
求職者への職業紹介及び情報提供を継
続的に実施しました。

引き続き福祉人材情報システム「福
祉のお仕事」を活用した職業紹介を行
います。
福祉人材紹介システムだけではなく
求職者及び関係機関へ求人情報紙を定
期発行するなど情報発信に努めます。

人
材
バ
ン
ク

継続して関係機関と連携を図ってい
引き続き関係機関と連携を図り、事
ます。
業推進していきます。
また、関係機関が実施する就職フェ
ア等の人材確保関連事業にも積極的に
参加し、連携強化を図りました。

人
材
バ
ン
ク
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メンタルヘルス相
談室の継続運
営、研修の開催

法人・事業者に
おける人材確保
のための有益策
に関する研修等
の検討・実施

福祉人材の確保
のための効果的
な社会福祉協議
会組織内部の連
携強化、実施体
制等の検討

相談室の運営を維持します。
多くの職員が参加しやすい研
また個別相談だけではなく職
修にするため、アンケート調査
種・職階によって抱えることが 等を活用して会場や開催方法等
多いメンタルの課題に対応した を検討します。
研修の開催方法をも検討してい
く必要があります。

少子高齢化がすすみ労働者数
の減少が見込まれ、福祉人材の
確保は他の業界との競合が予想
されます。法人・事業者に他の
業界にはない魅力を伝える必要
性と、採用や定着のためのノウ
ハウがさらに求められていま
す。

働く人が職場を選ぶ際のポイ
ントを整理し、効果的な定着策
に関する情報を収集します。
キャリアパス研修等、人材確
保につながる事業を法人・事業
者と連携して実施します。

概ね調整して事業を実施でき
高齢社会福祉総合センターや
ました。
施設・団体推進課と継続して情
報交換、研修会での求職者情報
を提供します。求職者の動向の
説明等連携を図ります。

●

相談室の運営について、平日利用が
土曜日の相談室については、２８年
難しい相談者への対応として土曜日に 度の試行結果により平日のみの開所と
相談日を設けて試行しましたが、利用 します。
は多くありませんでした。
引き続き相談室の運営及び研修を実
メンタルヘルス研修についてはテー 施します。
マを絞り、知識・技術を学ぶ講座と事
例研修を実施しました。

人
材
バ
ン
ク

「求職者をいかに自法人に導くか」
人材確保や定着支援策など、福祉現
をテーマに、求人担当者向けの研修を 場が抱えている課題をテーマに効果的
実施しました。
な研修を実施します。

人
材
バ
ン
ク

人材開発研修センターで実施する介
引き続き市社協各組織との連携を強
護職員初任者研修受講者のうち希望者 化し、人材確保に努めます。
へ福祉人材紹介システムの求職者登録
を行いました。
また、施設・団体事業推進課を介し
て老人福祉施設事業協会の人材育成委
員会と市内の福祉人材確保策について
連携した人材確保事業に取り組みまし
た。

人
材
バ
ン
ク

●

●
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６ 社会福祉法人経営改善支援事業
具体的な展開の
項目

事業の周知定着

平成26年度改訂時の
点検評価と課題

進捗状況の記号

状
況

今後の取り組み

高齢者施設を経営する法人へ
保育、児童等の高齢者施設以
業務への認識と理解を確認する 外の法人にも経営改善支援事業
ために調査を行い実態を把握し の周知を継続的に会議等で行
ました。
い、相談業務へ繋げていきま
す。

法人の支援に必
要なその他事業
の実施

▲…取り組みが不充分

２９年度
（計画の最終年度に向けて）

高齢者施設以外にも会議等で周知を
事業の検証をしつつ、引き続き周知
行いました。また、研修会についても を行います。
広く広報を行い、障害・保育関係の法
人から参加を得ました。

●

融資財源の確保については計
引き続き計画に沿った融資財
画通りに進められています。
源を拡大します。

融資財源の確保
と対象の拡大

２８年度

●…着手、実施中

引き続き今後の資金の管理と運用に
限りある財源を有効に活用できるよ
ついて検討しています。
うに、融資にとらわれず法人支援がで
きる方法も検討する必要があります。

●

業務継続と多様な相談に対応
資金の貸付に至る前の相談を
していくため、委託機関を変更 も考慮しながら社会福祉法人の
し、相談方法も指定日を定めた 経営にかかわる事柄について支
方法から、柔軟に対応できるよ 援します。
う変更しました。

法人への支援強化のため、川崎市と
過去の実績から、事業の形態や事業
連携した研修を実施しました。
の在り方について、法人にとって必要
な部分、社協として可能な部分の確認
を実施していきます。

●
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７ 災害時の取り組み
具体的な展開の
項目

災害発生時地域
生活支援策の検
討

災害発生時対応
マニュアルの見
直し

平成26年度改訂時の
点検評価と課題

進捗状況の記号

状
況

今後の取り組み

「職員行動マニュアル」「災害ボラ 協働体制の構築、組織的な取り
ンティアセンター設置運営マニュ 組みを推進します。
アル」が災害時の職員の行動を規 各支援策に基づく具体的な取り
定するものであるため「地域生活 組みを各所管課業務に反映しま
支援マニュアル」は、災害時の支 す。
援ガイドラインを示す方向で作成
を進めています。

災害発生時対応マニュアルの見 各マニュアルは所管課を中心に
直しを行い、「 職員行動マニュア 随時見直し、調整します。
ル」「災害ボランティアセンター設
事業継続計画は所管課におい
置・運営マニュアル」を作成しまし て定期的（年1回）に確認します。
た（平成26年度）。
災害時を想定した職員の参集調
災害時を想定した職員の参集調 査を行います。
査を検討します。

●

２８年度
平成２７年度に作成した「災害発生
時地域生活支援ガイドライン」を市・
区社協職員に配布し周知を図りまし
た。
また、災害時の被災者支援における
関係機関等との協力体制の構築を視野
に、連携・協働先リストを作成してい
ます。
平時から具体的かつ実効的な災害対
応を業務に位置付ける必要性があり、
発災時の職員配置などの体制づくりを
はじめ、災害の対応スキルを備えた人
材育成を目的に、部署を横断した災害
対応チームの設置に取り組みます。
平成２５年度に見直しは完了してい
ます。

●
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●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

２９年度
（計画の最終年度に向けて）
災害時の被災者支援における関係機
関等との協力体制の構築を視野に入れ
て作成した連携・協働先リストを関係
機関に配布し、共有します。
設置した災害対応チームで災害時の
連携や役割の確認について検討しま
す。

担
当
課
プ災
ロ害
ジ分
ェ野
ク
ト

同時多発・広域災害対応の体制や手法 プ 災
ロ害
の変化に合わせて見直します。
ジ分
ェ野
ク
ト

８

新たな課題に対応する
コミュニティソーシャルワークへの取組

具体的な展開の
項目

コミュニティソー
シャルワークに
関する検討プロ
ジェクト会議の設
置

具体的な事業、
取り組み

平成26年度改訂時の
点検評価と課題

今後の取り組み

進捗状況の記号

状
況

【私たちの目指す方向】
地域福祉の中心的な推進役とし
て、こうした状況における使命や役
割を果たすためにコミュニティソー
シャルワーク機能ならびに地域包
括ケアシステムについての研究・
検討を行い、現行制度では解決で
きない今日的な生活課題、多様で
深刻化する福祉課題などに取り組
みます。
【具体的な展開】
職員によるプロジェクト会議（コミュ
ニティソーシャルワークに関する検
討プロジェクト会
議）を設置し、地域福祉の中心的
推進役としての使命に基づく「コ
ミュニティソーシャルワーク指針の
立案」ならびに「地域包括ケアシス
テムにおける具体的な取り組み」
について研究・検討します。今日
的な生活課題や新たな法制度等
に適切に対応した責任ある組織と
して取り組みます。

２８年度

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

２９年度
（計画の最終年度に向けて）

個
別
支
援
と
地
域
支
援
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「職員が実践する個別支援と地域支
援に関する指針 －個別支援と地域支
援に関する検討プロジェクト会議報告
書－」の完成により、本取り組みは終
了。

●

●

「職員が実践する個別支援と地域支
援に関する指針」を市社協及び区社協
の全職員を対象に説明会（全11回）を
開催し、指針の内容の理解を深めると
ともに課題や今後の方向性の共有を行
いました。
（担当/地域推進課）
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担
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課

「職員が実践する個別支援と地域支
援に関する指針」の実現に向けた「仮
称）総合相談マニュアル」を区社協と
連携して作成します。
住民の活動を中核とした地域支援の
あり方と制度の狭間・谷間にある今日
的な生活課題の解決に向けた取り組み
について研究・検討します（アピール
プラン４）地域分野に再掲）。

地
域
推
進
課

整備プラン進捗状況報告書
１ 研修センター事業
具体的な
展開の項
目

研修セン
ターへの
あり方の
検討

川崎市へ
の提案・協
議

進捗状況の記号

平成26年度改訂時の
今後の取り組み
点検評価と課題
川崎市では平成30 年に福
祉・介護に関する研修を行
うセンター（仮称 福祉総
合研修センター）設置が計
画されました。この計画に
即して、本会がこれまで検
討した総合研修センターの
構想をもとに、新たな研修
センター構想「これからの
川崎市の福祉・介護に関す
る研修構造について」を作
成しました（平成26 年
度）。
職員の専門性の向上につ
いては、全社協中央福祉学
院の「社会福祉研修実施機
関職員研修会」ならびに
「福祉職員キャリアパス対
応生涯研修課程指導者養成
研修課程」の受講を継続的
に行っています。

今後の（仮称）福祉総合
研修センター設置計画の進
捗に合わせ、関係機関・団
体等からの意見を聞きなが
ら、必要に応じて研修セン
ター構想の改訂や、より具
体的な内容を検討します。
職員の専門性の向上につ
いてはアピールプラン７）
福祉人材の養成分野と連動
して取り組みます。特に指
導者養成研修課程を社協職
員が継続的に受講し、将来
的には内部講師による体制
整備も視野に入れて取り組
みます。

作成した新たな研修セン 川崎市の計画の進捗に合
ター構想「これからの川崎 わせ、新たな研修センター
市の福祉・介護に関する研 構想をもとに協議を重ねま
修構造について」を、川崎 す。
市に提案します（平成26
年度）。

状
況

２８年度

●…着手、実施中

▲…取り組みが不充分

２９年度
（計画の最終年度に向けて）

川崎市総合福祉センター及び川崎市高齢社会総
合福祉センターについて、平成２８年度～平成３
２年度までの第３期指定管理期間が開始されまし
た。引き続き適切な管理運営に努めていきます。
職員の専門性の向上については、全社協中央福
祉学院の「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課
程指導者養成研修課程」の受講を継続的に行い、
正規職員は全員がキャリアパス研修の講師補助と
して役割を担いました。

仮称）福祉総合研修センターの設置が延期され
ましたが、引き続き川崎市の担当部署と連携して
検討していきます。
職員の専門性の向上については、アピールプラ
ン７）福祉人材の養成分野と連動して取り組みま
す。特に指導者養成研修課程を社協職員が継続的
に受講し、将来的には内部講師による体制整備も
視野に入れて取り組みます。

川崎市は福祉人材の育成機能として「仮称）福
祉総合研修センター」を平成３２年に設置する基
本計画を発表しました。
川崎市高齢社会福祉総合センター「人材開発研
修センター・保健福祉研究センター」の指定管理
者として運営しているノウハウをもとに、川崎市
の担当部署に研修センターの機能について情報提
供を行いました。

平成３２年度に設置する「仮称）福祉総合研修
センター」設置に向けて、川崎市内のよりよい福
祉・介護人材育成のための研修構造について検討
し、川崎市の担当部署へ提案・情報を交換しま
す。

●

●
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