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はじめに 

 伊賀市社会福祉協議会（以下、「伊賀市社協」といいます）は平成16年11月に合併し

てまもなく10年を迎えようとしています。合併前には住民参加によって合併後の社会福

祉協議会（以下、社協）のあり方を「あいしあおう構想」としてとりまとめました。当初

は旧来の組織体制を継承しつつ各種の事業実施に取り組んで参りましたが、事業実施上の

差違など様々な支障が出てきました。 

平成19年度には法人改革プロジェクトを結成して改革に着手、組織的な統一性を図る

など一定の成果を収めました。同じく平成18年度からは行政と共に住民参加によって策

定した第1次伊賀市地域福祉計画が稼働しはじめました。今後の伊賀市社協の組織経営基

盤を強化するため、伊賀市社協理事及び評議員、行政職員、地域住民（住民自治協議会、

福祉団体）、学識経験者によって策定委員会を結成し、「伊賀市社会福祉協議会基盤強化

計画大綱」の策定に取り組みました。 

 都合7回にわたる委員会で慎重審議頂き、まとめることができました。関係の方々には

ご多用の中、誠にありがとうございました。 

大綱は完成して終わりではありません。これから大綱に従って課題解決のために取り組

み、地域福祉を推進する伊賀市社協の基盤を強化することがそのねらいです。この大綱が

今後の伊賀市の地域福祉をすすめるうえで伊賀市社協の道しるべとして活用され、誰もが

その人らしく生きがいを持って暮らせる伊賀市が実現できますことを祈念します。 

  

平成25年4月1日 

 

社会福祉法人 伊賀市社会福祉協議会 

会 長  福 壽  勇      
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第１章 基盤強化計画大綱の考え方 

 

１．伊賀市社会福祉協議会が置かれている現状 

１）昨今の社会情勢 

 近年、日本の人口構造は大きな変化を見せています。中でも戦後増え続けた人口は2004

年に12,779万人とピークを迎え、以後減少に転じ、2055年には9000万人を割り込むと言

われています。また、同じ頃には国民の4割以上が高齢者となり、半世紀前までは一人の

高齢者を9人の現役世代で支える「胴上げ」型の社会であったのが、近年は3人で１人の

「騎馬戦」型、2050年には1.2人で一人を支える「肩車」型の社会が訪れると推計されて

います。 

 加えて、世帯構造にも変化が現れており、単身世帯、高齢者単身世帯、ひとり親世帯

ともに今後も増加が予想されています。最近の生活保護制度に関する議論において、家

族の役割が改めて見直されようとしていますが、これまでの家族を基盤とした社会福祉

の制度、支援のあり方は、少なくとも見直しを迫られる可能性があります。 

 そして、中でも問題視されているのが、終身雇用を軸とした雇用形態にも変化が現れ、

非正規雇用が増加するなど雇用基盤にも変化が現れていることです。特に、リーマンシ

ョック以後は、全国的に多数の失業者を生み出し、生活保護受給の問題や若者の就労問

題を発端に、貧困や格差の問題が一気に顕在化・深刻化し、閉そく感が漂う中で、多く

の人々が将来に不安を抱えています。これまでのセーフティーネットにほころびが生じ、

行政はその対応に迫られ、一方でセーフティーネットの再構築と誰もが排除されない地

域社会のあり方が市民に問われているのです。 

 

２）国の施策 

 そのような中で国は、社会保障財源の安定的な確保と財政の健全化をねらいとして、

「税と社会保障の一体改革」に着手し、先般、消費税の引き上げや社会保障の充実など

を盛り込んだ関係8法を成立させました。消費税は平成26年4月に8%、平成27年10月に10%

に引き上げられることになり、市民をはじめ事業者の消費行動にも時期的な偏りや波が

生じることが予測されます。また、社会保障は増税の理由付けにされただけだという当

初からの批判があるほか、低所得者対策や後期高齢者医療制度の廃止、最低年金保障制

度の創設、保育制度などについては先行き不透明でまだまだ揺れているのが現状です。 

 並行して、貧困・格差に対する対策にも力が入れられています。中でも一人ひとりに

寄り添う伴走型の支援を行うことで、生活破綻を食い止め、居場所や就業を通じた社会
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参加の場を確保し、その人が再び元気に歩き始めるお手伝いをし、社会の絆を再生して

いく取り組みを支援するパーソナルサポート事業*１が注目を集めています。生活困窮者

対策としては、この伴走型支援や中間的就労*２などの多様な雇用機会の確保、貧困の連

鎖の防止に向けた教育機関との連携による支援などが論点となっており、これらに加え

生活保護制度の見直し議論を盛り込んだ生活支援戦略が年度内に打ち出される予定にな

っています。 

 その他にも、被災地をはじめとして全国の孤独死を防止するために「社会的包摂ワン

ストップ相談支援事業*３」が創設され、24時間365日、全国からつながる電話窓口（より

そいホットライン）が設置されるなど、生活困窮者対策、孤立、孤独を防ぐための対策

が全国で展開されています。 

 

３）社会福祉協議会を取り巻く環境 

 このような社会状況において、地域福祉推進の中核を担ってきた社協への期待はます

ます高まる一方です。特に昨年の東日本大震災においては、被災地社協が中心となって

立ち上げた災害ボランティアセンターに全国の社協職員が派遣され支援にあたるなど、

一躍注目を浴びたところです。 

 しかしながら、社協を取り巻く環境は決して楽観視できるものではなく、年々厳しさ

を増していることも事実です。平成10年の NPO 法施行を皮切りに、地域福祉推進主体そ

のものが多様化してきたことから、これまでとは異なった役割が期待されています。そ

れに加え、特に新自由主義的*４な風潮が高まる中で委託金・補助金の見直しが急速に進

められている地域もあり、市民に対する説明責任とその能力が求められています。 

 先に述べた生活困窮者支援や孤立を防ぐための取り組みを進めるには、地域内での関

係者が協議する場や機会が必須であり、社協は今だからこそ、多様化した推進主体の調

整役や連携・協働の橋渡し役など、これまでも言われてきた「協議体」としての機能・

役割が改めて必要とされているのです。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*１ パーソナルサポート事業：一人ひとりに寄添う伴走型の支援を行うことで、生活破綻を食い止め、

居場所や就業を通じた社会参加を確保し、その人が再び元気に歩き始める支援を行う事業。平成 22

年度から内閣府のモデル事業として開始され、現在は全国 29 カ所で事業が実施されています。 
*２ 中間的就労：直ちに一般就労を目指すことが難しい人に対して、それに向けた準備段階としての

職業訓練等も含めた社会的な自立や参加ための就労の形態のことを言います。 
*３ 社会的包摂ワンストップ相談支援事業：平成 23 年度から始まった国庫補助事業で、24 時間 365

日、全国からつながる電話相談窓口を設置するとともに、被災地を始めとして、電話相談を具体的

な解決に繋げるための寄り添い支援を行う事業です。 
*４ 新自由主義：経済への政府の介入を縮小し、規制緩和等を通じて従来政府が担っていた機能を市

場に任せるという考え方。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%D0%BA%D1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%AF%C9%DC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%AC%C0%A9%B4%CB%CF%C2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%AF%C9%DC
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 また、介護保険制度施行以後、介護保険事業が社協の経営・運営に大きな影響を与え

ていることも否定できません。都市部では他の民間事業所との競争にさらされ、その性

格上、採算度外視で困難なケースを受けることも求められます。さらに、サービス提供

主体として職員数を増やして組織を拡大したことにより、組織内の合意や共通意識を持

つことが困難になっているという声も決して少なくありません。そして、近年注目され

ている認知症高齢者や精神障害者に対する支援においては、日常生活自立支援事業（地

域福祉権利擁護事業）や法人後見の受任などが、場合によっては福祉サービスの提供と

権利擁護の利益相反*５にあたるのではないかということも懸念されており、事業体とし

て既存事業の取捨選択を迫られているところもあります。全国津々浦々にあることが社

協の強みのように語られてきましたが、文化や生活基盤、生活課題やニーズも違えば、

そのために取り組む事業や経営に関する考え方も多様であり、いかにしてそれぞれの地

域で地域住民や地域内のステークホルダー*６と合意形成を図りながら地域福祉をどう推

進するのか、その手腕がまさしく問われている時期だと言えます。 

 

４）伊賀市社会福祉協議会の現状 

 伊賀市においても、近年、人口減少と少子高齢化の進展、地域支援力の弱体化が進む

一方で、厳しい行財政運営の下、地域福祉活動に関する補助金や受託金の減額が連年化

しています。 

 伊賀市社協は、平成16年11月に6市町村の合併と同時に新たなスタートを切って早くも

8年が経過しました。平成18年度には行政と協働事務局を構成して伊賀市地域福祉計画を

策定し、伊賀市社協は地域福祉の具体的な推進・支援機関として位置づけられています。

本計画は、平成23年度より第二次計画として引き継がれています。また、平成20年度に

は、日本地域福祉学会『地域福祉優秀実践賞』を受賞し、同時に一つの社協を取り上げ

た書籍としては初となる『社協の底力』を出版し、その取り組みを世に広めました。そ

れ以前から、悪徳商法撲滅にむけた取り組みなどに代表されるように、伊賀市社協は全

国の社協から常に注目を集めてきました。伊賀市社協の取り組みを参考に、新たな事業

の企画や地域福祉活動を進めている社協は決して少なくありません。 

 ところが、先に述べたような市内の状況に加え、多様な福祉サービス供給主体の台頭

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*５ 利益相反：ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為です。一定

の範囲内において不法なものであるとされ、法律でも規制の対象になっています。 
*６ ステークホルダー：企業・行政・NPO 等の利害と行動に直接・間接的な利害関係を有する者を指

します。 
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も相まって、伊賀市社協はまさしく今後の経営の方向を見定めるうえで岐路に立たされ

ています。今一度、地域住民による福祉課題解決能力の向上のための支援、専門的な相

談支援、権利擁護支援、福祉関係者のみならず地域社会の構成員が連携・協働できる社

会を構築する支援を担う役割を再認識し、これらの機能をより一層充実強化することが

求められています。 

 

５）現状を踏まえた伊賀市社会福祉協議会における検討課題 

 伊賀市社協の現状を踏まえ、後述する策定委員会、専門部会において検討課題の整理

を行ってきました。 

 まず、「協議体」としての機能を見つめ直すことを考えた場合、全国的にも課題とな

っている会員制度についての検討が欠かせません。特に関西地方の社協を中心に「組織

構成会員制度」の導入が図られ、全社協の地域福祉推進委員会企画小委員会においても

同制度の全国的な普及について検討がなされています。この問題は、地域福祉財源の問

題とも関連することになります。さらに会員制度を考えるうえでは、事務局機構のあり

方、それに併せて職員管理の手法や職員能力の向上、財務運営のあり方についても同時

並行で検討を進める必要があります。さらには、伊賀市社協の地域福祉拠点、また介護

サービス拠点のあり方についての検討とともに社協の支所のあり方についても議論を要

します。 

 続いて、社協事業の柱とも言える地域福祉関連事業についても、多くの検討課題を有

しています。全国にも先立って推進してきた自治基本条例に基づく住民自治協議会を母

体とした小地域自治、小地域福祉活動の推進はもちろん、それらを広域的に支援するセ

ンター機能（中間支援機能）の整理も必要となります。また、先述してきたような貧困

や排除の問題に対して問題を抱えた個人に対する支援とともに、そういった人たちも生

活しやすい地域づくりを進めるための地域社会への働きかけを強めていく必要がありま

す。そのためには、重複しますが、地域福祉拠点の見直しとそれに併せた専門職の配置

のあり方についても検討を要します。その他、行政との協働関係や情報化社会における

内部の情報管理、外部に対する発信機能を見直し、検討していく必要があります。 

 そして、全国的に問題を抱えている社協が担う介護保険サービスのあり方についても

当然、検討を要する時期に来ています。介護保険事業による収入は、自主財源の有力な

手段である一方で、中立性や公平性を維持しつつサービス提供のあり方について、誰も

が納得できる十分な議論が必要です。サービスの質・量の向上のための人材確保、育成

のあり方、拠点のあり方についての検討はもちろん、市内における他の民間事業者との
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役割分担も必要になってくると考えられます。 

 

 

２．基盤強化計画大綱が目指すもの 

 今回の大綱策定は、たとえ生活上に何らかの支障があってもその人らしく安心して暮

らし続けられるようにする地域づくりが目標です。前述してきたような目まぐるしく変

化する社会情勢と伊賀市社協を取り巻く厳しい環境下においても、市民と行政と社協が

一体となって策定した地域福祉計画に立脚しつつ、社協の基本理念を基に、介護や権利

擁護など市民のニーズや期待に応えていくことを目指して、経営基盤強化の方針を示す

ものです。 

 

 

３．基盤強化計画大綱の位置づけ及び期間 

 伊賀市社協としての今後の目指すべき方向性を明らかにし、基盤強化を図るための指

針として『基盤強化計画大綱』を位置づけます。本大綱の期間は平成25年度から29年度

までの5年間とし、大綱の実現に際しては行政とのパートナーシップを一層強化しつつ、

役職員が一丸となって、その推進を図るものとします。 

 

  

４．基盤強化計画大綱の策定体制 

１）策定委員会 

 伊賀市社協理事及び評議員、行政職員、地域住民（住民自治協議会、福祉団体）、

学識経験者等の中から会長が委嘱した委員により構成し、社協の方針の明確化とその

実現に向けた事業、組織及び財政等の具体的な取り組みとして大綱を策定しました。 

 

２）専門部会 

 策定委員会は、策定にかかる作業、検討を行う場として下記のとおり課題に応じて

専門部会を設けました。 

（１）組織運営専門部会 

会員制度を含む組織のあり方、事務局機構のあり方、財務運営や職員の育成・管理、

支所機能のあり方などについて検討しました。 

（２）地域福祉専門部会 
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  地域福祉計画推進のあり方、誰も排除しない社会の構築を目指した事業戦略、個別

支援と地域生活支援のあり方などについて検討しました。 

（３）福祉サービス事業専門部会 

 人材の確保と育成、サービス拠点のあり方、サービスの質の向上などを含めて社

協が運営する福祉サービスそのもののあり方を検討しました。 

 

 

５．基盤強化計画大綱の進行管理 

 基盤強化計画大綱については、進行管理を行うために、定款に定める部会を設けます。
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第２章 平成２５年度以降の主な取り組み方針 

 

１．組織運営体制 

１）会員制度のあり方 

＜現状と課題＞ 

 伊賀市社協は合併後、8年が経過していますが、会費の納入にあたって自治会費と伊賀

市社協会費が一括で集められている地域があるなど、支所ごとに会費の取り扱いの差が

見られます。 

 また、社協の使命、会費の使途などがまだ十分に理解されているとは言えないのが現

状です。 

 会員としての参加のあり方、「任意性」の担保、会員についての権利及び義務が不明

確で、会員からの役員への就任について一定のルール化も含めて、会員制度そのものの

あり方が課題になっています。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）伊賀市社協は、地域の福祉関係組織・団体の協議会としての性格をより明確にす

るため、現在の住民会員制度に加え、組織構成会員制度*７の導入に向けた検討を行い

ます。 

（２）検討結果によって、会員規程及び同運用規程の見直しを図り、市内で統一したルー

ルの下、会費制度の理解と自主・自発的な加入を促進します。 

（３）会費の使途を明確にし、広く情報を公開します。 

 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）組織構成会員制度の導入に向けた検討 

（２）会員規程及び同運用規程の見直し 

（３）会費の使途の明確化とわかりやすい情報公開 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*７

 組織構成会員制度：社協は、福祉関係団体をはじめさまざまな関係の組織・団体の協議体として

の性格をもっていることから、組織構成（団体）員を会員制度の中に位置づけることが必要です。

これを「組織構成会員」と称し、構成員のそれぞれの立場を基盤とした評議員を選出することによ

り、社協の運営を担います。既に大阪府や滋賀県で導入されています。 
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２）組織のあり方 

＜現状と課題＞ 

 多様な地域福祉推進主体、サービス供給主体が存在する今日、社協は協議体としての

役割を一層強めることが求められています。一方で、ますます高まる権利擁護に関する

ニーズへの対応と福祉サービスの提供を併せて行う場合に生じる利益相反を解消するた

め、中立・公平な立場を明確にすることが必要です。 

介護保険制度発足以前は、在宅福祉サービスの担い手は社協が中心でした。多様な供

給主体が存在する今日にあっては、伊賀市社協の提供するサービスの役割を明確にする

必要があります。とりわけ地域福祉的な発想によるサービスや高い専門性が求められる

分野について存在意義と市民の期待があると考えます。 

また、その経営責任を持つ理事会にあっては、事務局からの議題を検討するだけでは

なく、課題ごとに部会を設けてふさわしい経営判断を行えるようにする必要があります。

専門部会設置によって公平性や中立性の担保が期待できます。 

 事務局組織においては、合併によりそれまでの運営体制を尊重してきましたが、反面、

部課と支所との関係において混乱を生じ、円滑な業務遂行に少なからず支障を来してい

ます。 

 さらには、在籍する職員年齢層に偏りが生じ、段階的な人材の育成を図りにくい状況

にあります。 

 その他、支所の福祉サービスについては、行政財産の目的外使用として施設賃借料の

支払いが収支会計に大きく影響しています。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）多様な専門機関と連携を図り、支援を行う中間支援組織としての役割、機能を強

化します。 

（２）地域福祉現場で生じる制度の狭間を早期に発見し、具体的な対応を行う事務局の

体制を強化します。 

（３）「部」を中心とした伊賀市社協全体の意思の形成及び運営機能の体制を整備し、

「支所」は具体的な事業展開と支所特有の地域課題解決の役割を発揮することを目指

します。 

（４）在宅福祉サービスの安定した事業運営を目指します。同時に、懸念される利益相

反については、地域住民や専門機関の十分な理解を得て、あくまでも地域での安心し

た生活を支える対応に主軸を置いた運営を目指します。 
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＜具体的な取り組み＞ 

（１）地域福祉の中核的推進機関としての体制づくりと公民の役割分担の明確化                                                             

 ①会員制度の見直しと併せた多様な地域福祉推進主体、福祉サービス供給主体が参画

できる体制の整備 

 ②行政との連携や協働を進めたうえでの「公」と「民」の役割分担の明確化 

 ③理事会機能の強化を図る観点から専門部会の設置 

④部業務の見直し 

（２）専門性を持った職員の確保・育成と効果的な人事配置、組織内体制づくり 

 ①計画的な職員採用の推進 

 ②資格取得の奨励 

 ③組織内における迅速な意思決定の体制づくり 

（３）地域性に応じ、迅速な問題解決を図るための本所と支所間の意思決定体制及び役

割分担の明確化 

 ①本所の部単位での方針を支所で事業展開、実践化できる組織体制づくり 

 ②支所ごとにアウトリーチ*８できる体制と窓口機能のあり方についての検討 

 ③各福祉団体の自主運営化の推進 

（４）権利擁護と福祉サービスに関する利益相反の解決 

 ①利益相反の解決のための事例ごとの協議の場の設置促進 

 

３）職員管理手法 

＜現状と課題＞ 

人事考課規程が制定されているが、考課者の養成ができていないことや目標管理手法

と基本事業目的評価表の要素が混在しているため、本格的な運用にいたっていません。

また、支所間において、具体的な労務管理の運用方法については合併後8年を経てもなお

差が生じており標準化が求められております。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）基本理念に基づき日常業務を評価し、組織及び職制に適応した目標管理手法とな

るよう、その見直しを行います。 

（２）職務の成果、遂行度、取り組み姿勢、能力発揮度を正しく公平に評価するため人

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*８ アウトリーチ：直接的に出向いて心理的なケアとともに必要とされる支援に取り組むことです。

まちづくりに対する地域住民の声を収集したり、関心を高めたりする活動も意味します。 
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事考課制度の適正な運用を図ります。 

（３）支所間で統一された労務管理を徹底します。 

 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）日常業務の評価、並びに目標管理手法としての PDCA サイクル*９の徹底 

 ①定期的な管理職等の研修の実施 

 ②定期的な面談による目標達成度、職務の遂行状況等の共有化の促進 

（２）公正な評価により勤労意欲を高めるための人事考課体制づくり 

 ①定期的な考課者研修の実施 

 ②考課結果を異動、人事配置、昇給、昇格、賞与に反映させるための仕組みづくり 

（３）法人全体での労務管理体制等の見直しと実施の徹底 

 ①労務管理に関する規程等の見直し 

 ②支所間の管理体制の徹底を図るため、管理職による意識の共有化と職員への周知の

徹底 

 

４）職員能力の向上 

＜現状と課題＞ 

地域福祉のニーズは、多様化、深化しています。アウトリーチなどのフットワークの

軽さや高度な専門性の両面を兼ね備えた職員の育成は、計画的に取り組む必要がありま

す。 

また、一人の困りごとや願いを地域の課題として、地域の人々が主体的にその解決に

あたっていくことを支援することが伊賀市社協の最大の役割です。個別支援と地域支援

とを一体的に支援できる人材を増やす必要があります。 

 専門性もさることながら、一方で事務的な技能や組織人としての業務遂行能力を養っ

て行くことも必要であり、その両面の計画的な育成が課題となっています。 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）経験や能力、分野に応じた研修体系を整備し、全ての職員が一定のルールに従っ

てキャリアアップしていける仕組みを整備します。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*９ PDCA サイクル：ピーディーシーエー、PDCA cycle、plan-do-check-act cycle。事業活動におけ

る生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つです。Plan（計画）→ Do（実行）

→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善してい

きます。地域福祉の推進にあたっても PDCA サイクルによって進行管理を行うことが理想となって

います。 
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＜具体的な取り組み＞ 

（１）研修体系の強化とキャリアアップの仕組みづくり 

 ①県社協をはじめとした外部研修の積極的な受講促進 

 ②内部研修の充実 

 ③研修体系を整備するための組織の見直し 

 ④研修履歴の管理と活用 

 ⑤キャリアアップと処遇の関係を整備 

 

５）財務運営のあり方 

＜現状と課題＞ 

 自治体の財政状況が厳しい中、限られた財源を有効に活用する必要があります。その

ため、地域福祉事業の財源確保という点から介護保険事業収益を繰り入れし、伊賀市に

おける地域福祉推進のための運営費、人件費等の補充を行っている状況にありますが、

固定費が徐々に増額していく中で、財源が不安定であることが課題です。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）公費補助を受ける根拠を明確に示すため、補助金、受託事業の成果の見える化を

目指します。 

（２）介護保険事業収入、会費収入をはじめとして、新たな自主財源確保にも努めます。 

（３）日常業務を見直し、必要な業務と事業に財源を投入し、ムダを省きます。 

 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）各種事業の成果の「見える化」に向けた検討。 

（２）社会福祉法人の社会貢献を協働で具現化する取り組みとして、伊賀市社協も含め

て市内の法人が一定の費用を拠出し、権利擁護機能や中間支援機能にかかる事業が行え

るような仕組みづくり。 

（３）組織内におけるムダを省くことの定着と徹底した経費の削減。 
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６）情報管理・発信能力の強化 

＜現状と課題＞ 

情報管理体制においては、パソコンの設置状況や、ウィルスソフト等ソフトウェアの

インストール状況が不明であり、職員のパソコンスキル不足により、業務効率が上がり

にくい状態にあります。また、個人情報が各部署内での共有に留まっている非常に危険

な状態です。 

伊賀市社協広報「あいしあおう」については、関心のある市民のみが必要とする情報

しか載っていないとか、お知らせが多く、読み物的要素のある記事が少ない状態です。

フルカラーである最大の魅力である、写真が少ないとの指摘もあります。 

伊賀市社協ホームページ「HANZOU-NET」は、ホームページ内に検索機能がないため、

市民にとって必要な情報にアクセスすることができなかったり、伊賀市社協の組織や相

談窓口が掲載されていなかったりして、必要な情報が掲載されていないまたは更新され

ていない状態です。これは、ホームページを更新できる職員が少ないのが原因で、ホー

ムページ更新に関する決裁権限が曖昧であることも問題です。 

全国的に、個人情報の取り扱いに関して、情報共有のためのルールづくりが求められ

ていて、他地域では、行政や伊賀市社協がホームページの他、ブログやフェイスブック、

ツイッター等の新たな媒体により、多くの市民に効果的に情報を発信している例があり

ます。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）職員の IT スキル*１０の向上により、安全かつ効果的な情報管理体制を構築してい

きます。 

（２）伊賀市社協広報「あいしあおう」や伊賀市社協ホームページ「HANZOU-NET」を充

実します。 

 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）法人運営部による情報管理体制の確立 

①IT ガイドラインの策定および、ウィルス対策とセキュリティの強化 

 ②職員の IT スキル向上のための研修の実施 

（２）伊賀市社協からの情報発信の充実 

①紙媒体による情報発信の充実 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*１０ ITスキル：情報処理技術を駆使する能力。 
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②インターネットを活用した情報発信の充実 

③その他、多様なメディア活用および視察・講演会等による情報発信の充実
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組織運営体制具現化シート 

 重点項目 具体的な取組 実施項目 

行 動 計 画 備   考 

平成２５年

度 

平成２６年

度 

平成２７年

度 

平成２８年

度 

平成２９年

度 

 

1 会員制度のあり方 

組織構成会員制度の導入に

向けた検討 
会員制度あり方の検討 

検討委員会

の設置準備 

検討委員会

設置・協議 

検討委員会

協議 

新会員制度

の確定 

新会員制度

の運用 

 

会員規程及び同運営規程の

見直し 
両規程改正 

   両規程確定 新会費運用 検討委員会の

結果を反映 

会費の使途の明確化とわか

りやすい情報公開 
理解促進・広報宣伝 

   会員制度周

知 

→  

２ 組織のあり方 

中核的推進機関としての体

制づくりと公民の役割分担

明確化 

理事会機能強化・会員制度

と連動した体制 

専門部会設

置  協議 

専門部会  

協議 

連動した体

制整備完了 

選任規程改

正 

運営  

「公」「民」の役割分担明

確化 

 専門部会で

の検討 

→ 3次地域福

祉計画反映 

→  

部業務の見直し 
専門部会で

の検討 

業務分掌の

確定 

→ → 体制強化  

職員の確保・育成と効果的

な人事配置、組織体制づく

り 

 

計画的な職員採用の推進 
 職員採用計

画立案 

計画的採用

の実施 

→ →  

資格取得の奨励 
支援内容検

討 

規程改定 奨励施策実

施と管理 

→ →  

組織内の迅速な意思決定体

制づくり 

研修としく

み作り 

実施 → → →  

迅速な問題解決を図るため

の本所と支所間の意思決定

体制及び役割分担の明確化 

本所の方針を支所で展開実

践できる体制づくり 

専門部会で

の検討 

体制のまと

め 

組織改革着

手 

実施 実施  

アウトリーチ体制と窓口機

能 

 あり方検討 あり方まと
め 

3次地域福
祉計画反映 

→  

福祉団体自主運営推進 
団体自主運
営促進 

→ → → → 団体自主運営
促進 
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 重点項目 具体的な取組 実施項目 

行 動 計 画 備   考 

平成２５年

度 

平成２６年

度 

平成２７年

度 

平成２８年

度 

平成２９年

度 

 

  
権利擁護と福祉サービスに

関する利益相反の解決 
利益相反関係解決の協議の

場設置 

 関係者によ
る検討 

→ → →  

３ 職員管理手法 

日常業務の評価、並びに目

標管理手法ＰＤＣＡの徹底 
管理職研修の実施 

一部ｽｰﾊﾟｰ
ﾊﾞｲｻﾞｰ設置 

研修実施 → → →  

定期面接による目標達成

度、職務遂行状況共有化 

定期面接の
実施 

→ → → →  

公平な評価により勤労意欲

を高めるための人事考課体

制づくり 

考課者研修の実施 
研修実施 → → → →  

考課結果反映のしくみ作り 

 プロジェク
ト立上と検
討 

考課結果の
適用 

→ →  

法人全体での労務管理体制

見直、実施 
労務管理体制の見直し 

見直し  
点検 

規程改廃 
制定 

運用 再点検手直
し  実施 

→  

管理職の意識共有化と職員

への周知 

研修実施と
実践 

→ → → →  

4 職員能力の向上 

研修体系強化、キャリアア

ップの仕組みづくり 
外部研修の受講促進 

受講促進 → → → →  

内部研修の充実 
OJT手法の
開発 

自主勉強会
の促進 

一部ｽｰﾊﾟｰ
ﾊﾞｲｻﾞｰ設置 

設置拡大と
研修 

→  

研修体系の整備 
 研修委員会
の見直し 

規程改定と
実施 

→ →  

研修履歴の管理と活用 
全職員受講
履歴把握 

→ まとめ   
整備 

計画的な受
講実施 

管理、活用  

キャリアアップと処遇関係

を整備 

研修実績把
握 

研修実績把
握 

反映した体
制検討 

反映した体
制検討 

職員配置  

５ 財務運営のあり方 
事業成果の見える化検討 

事業成果の課題整理と分析 
財務運営の
合理化推進 

事業結果の
評価と公開 

事業への反
映 

→ →  
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 重点項目 具体的な取組 実施項目 

行 動 計 画 備   考 

平成２５年

度 

平成２６年

度 

平成２７年

度 

平成２８年

度 

平成２９年

度 

 

５ 財務運営のあり方 

協働で具現化する取り組み 権利擁護や中間支援に社会

福祉法人拠出制度検討 

法人拠出制
度検討 

準備会設置 専門部会設
置 

要綱整理 実施  

無駄を省くことの定着と経費削減 コスト削減
委員会見直
し 

コスト削減
委員会活性
化 

→ → →  

６ 
情報管理・発信能力

の強化 

情報管理体制の確立 ITガイドライン策定、セキ

ュリティー強化 

管理体制  
見直し強化 

ガイドライ
ン策定 

ガイドライ
ンに基づく
運用 

→ →  

職員ITスキル向上の研修実

施 

研修実施 研修実施 → → →  

情報発信の充実 紙媒体による情報発信の充

実 

情報委員の
役割分担 

地域の活動
紹介を充実 

→ → →  

インターネットを活用した

情報発信の充実 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ担
当指定と更
新 

→ → → →  

多様なメディア活用及び視

察・講演会等による情報発

信 

窓口担当指
定と共通認
識 

職員の情報
共有促進 

共通資料作
成と周知 

→ →  
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２．地域福祉関連事業 

 

１）地域福祉計画の推進と住民自治協議会における地域まちづくり計画との関わり 

＜現状と課題＞ 

 地域福祉計画の推進に関しては、社協職員でエリア担当者を設置し、安心生活創造事業や地域支

えあい体制づくり事業に取り組んでいる住民自治協議会への支援を開始しています。地域福祉計画

に位置付けられている「地域ケアネットワーク会議」の開設数は3地区に留まっており、今後、順次

設置していくための支援が必要です。 

 また、市の市民活動推進課も住民自治協議会担当職員を配置し、住民自治協議会への支援をして

います。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）住民自治協議会単位において地域福祉活動の展開を支援していきます。 

（２）新たな地域福祉ステージに向けて第3次地域福祉計画の策定を支援していきます。 

（３）ふくし大学講座システムの拡充による人材育成計画を策定します。 

 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）住民自治協議会における地域福祉活動の展開支援 

 ①住民自治協議会ごとの「地域まちづくり計画」の策定支援 

②市住民自治協議会担当職員と社協エリア担当者による、住民自治協議会へのチームアプローチ

の実現 

③市住民自治協議会担当職員と社協エリア担当者により、住民自治協議会ごとに地域住民と共に

地域アセスメント*１１を実施 

（２）第３次地域福祉計画の策定支援 

 ①地域課題共有のための、各層に応じた検討の場の整備 

 ②福祉でまちづくりにより地域ごとにコミュニティビジネス*１２、ソーシャルビジネス*１３の創造 

 ③地域間の情報交換の場づくり 

（３）市民ふくし大学講座システムの確立による人材育成計画の策定 

 ①いが見守り支援員の住民自治協議会単位での組織化と民生委員児童委員や福祉部会等との連携

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*１１

 地域アセスメント：地域に暮らす一人を支援する際に活用できる資源を探しながら、今支援している一人が持

つ課題がその地域みんなの課題として普遍化できるのか、地域みんなの課題を住民へどう伝えどう解決していけ

るか等の視点から、地域を評価し地域の強みを明らかにしていく過程です。地域の人口や高齢化率、障がい者数

などの基礎データ、地域の特性、人的資源、社会資源などを住民の参加を得て調査します。 
*１２ コミュニティビジネス：地域が抱える課題について、地域資源を活かしながらビジネス的な手法によって解決
しようとする事業のことです。 

*１３ ソーシャルビジネス：地域及び地域を超えた社会的課題を事業性を確保しつつ解決しようとする取組のことで
す。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9
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による地域見守り体制の構築 

②住民自治協議会担当者向け研修の実施や福祉職員向け研修制度の体系化を図るための人材育

成計画の策定 

 

２）地域における福祉教育の推進とボランタリズム*１４による住民主体形成 

＜現状と課題＞ 

小学校、中学校、高校を対象とした狭義の福祉教育に関しては、福祉教育研究協議会が開催でき

ずにいることから、学習指導要領の改訂に伴って、新たな福祉教育アプローチが求められています。

地域住民すべてを対象とした広義の福祉教育という観点からは、広報活動や、各種講座の開設、地

区座談会等を通して、地域住民の福祉意識の醸成に努めています。 

ボランティア・市民活動においては、伊賀市が開設する「伊賀市市民活動支援センター」と、伊

賀市社協が各支所に開設する「伊賀市ボランティア・市民活動センター」があり、市民にとってそ

れぞれの機能の差異が解りにくい状況となっており、「伊賀市市民活動支援センター」も「伊賀市

ボランティア・市民活動センター」も、今後新らたな形の運営のしくみを検討していく段階にきて

います。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）地域を基盤とした福祉教育の展開による地域福祉活動を推進していきます。 

（２）市民活動支援センター検討報告書に基づき、ボランティア・市民活動センターを再構築しま

す。 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）福祉課題を一緒に考え、学びをサポートするための福祉教育アプローチ 

 ①発展的で多様な福祉教育プログラムの企画 

 ②福祉教育サポーターの育成と活躍できる場の提供 

 ③地域福祉教育推進プラットフォーム*１５によるコーディネート機能の充実 

 ④広報・啓発活動の推進 

 ⑤福祉教育指針の策定 

（２）ボランティア・市民活動センターのあり方についての見直し 

 ①ボランティア登録制度の見直しと市民活動や自治活動とも連動した新しい登録システムの構築 

 ②情報発信、交流の機会の提供、活動支援やセミナーなどの学習の機会を提供することによる市

民活動センター機能の強化 

 ③市・社協・ＮＰＯとの協働による災害ボランティアセンターの常設化 

 ④市民活動支援センターの受託による住民自治活動の支援機能の強化 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*１４ ボランタリズム：公共・福祉のためにする個人の自発的な協力活動を行おうとする意志のことです。 
*１５

 プラットフォーム：共通の目的（課題解決）を達成するためにつくられる場であり空間です。 
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３）誰も排除しない社会の構築を目指した事業戦略 

＜現状と課題＞ 

伊賀市社協では、伊賀市等と共に、生活のしづらさを持つ人たちが、地域から排除されることな

く、それぞれの役割を発揮し、安心して暮らせる地域づくりを目指し取り組んできました。しかし、

各法律や制度・省庁別の縦割りの課題、委託事業という性格的課題、担当職員の意識等の課題があ

り、地域に根ざした支援体制を、社協職員が関係機関と連携し、構築できるところまでには至って

いません。また、支援の対象が、従来の範囲を超え、あらゆる世代が対象となっており、活用でき

るしくみも福祉施策だけにとどまらず、より複雑化しています。課題解決に関しては、より専門性

をもった支援が要求されていますが、一人の職員がすべてを網羅し、対応することには限界があり

ます。 

 少子高齢社会、世帯人数の減少の影響による地域・社会構造の変化。社会経済状況の変化に伴う

経済的困窮。ニートや引きこもり、セルフネグレクト*１６等の社会的孤立の状態にある者、あるいは

その恐れがある者の増大が見込まれています。 

一方、内閣府では、孤立化した「人」と、縦割り化・複雑化した「制度」に対応するため、無縁

・孤立・貧困など様々な生活上の困難に直面している方に対し、個別的・継続的・包括的に支援を

実施する「パーソナル・サポート・サービス*１７」を、現在全国２９地域においてモデル・プロジェ

クトとして実施しています。「パーソナル・サポーター」の役割として、①生活・居住形態や就労

の有無などにかかわらず、「寄添い型・伴走型支援」として、個別的かつ継続的に、専門家の立場

から相談・カウンセリングを行いながら、必要なサービスに〈つなぎ〉、また〈もどす〉役割を担

う。②このため、地域資源をコーディネートし、自立後まで継続的に調整する。などを挙げていま

す。「パーソナル・サポート・サービス」が平成２４年度で終了し、厚生労働省の所管となり「生

活支援戦略」の一環で、平成２５年度より新たな枠組み（総合的な相談と「包括的」かつ「伴走型」

の支援）として、制度化されることが検討されています。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）生活のしづらさを持つ人たちが、地域から排除されることなく、それぞれの役割を発揮でき

るような支援や取り組みを展開します。その結果として、すべての地域住民が安心して暮らせる

地域づくりを目指します。 

（２）多様な社会資源を活用し、関係機関と連携し、特に社会的孤立の防止を重視し、事後的対応

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*１６ セルフネグレクト：成人が通常の生活を維持するために必要な行為を行う意欲・能力を喪失し、自己の健康・
安全を損なうことです。必要な食事をとらず、医療を拒否し、不衛生な環境で生活を続け、家族や周囲から孤立
し、孤独死に至る場合があります。防止するためには、地域社会による見守りなどの取り組みが必要とされます。
自己放任。 

*１７ パーソナル・サポート・サービス：失業をリスクに終わらせず、新たなチャンスに変えるための「セーフティ
･ネットワーク」の実現を目指し、長期失業などで生活上の困難に直面している人々を個別的・継続的・制度横断
的に支えることです。 

http://kotobank.jp/word/%E6%88%90%E4%BA%BA
http://kotobank.jp/word/%E9%80%9A%E5%B8%B8
http://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E6%B4%BB
http://kotobank.jp/word/%E5%BF%85%E8%A6%81
http://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C%E7%82%BA
http://kotobank.jp/word/%E6%84%8F%E6%AC%B2
http://kotobank.jp/word/%E5%96%AA%E5%A4%B1
http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%B7%B1
http://kotobank.jp/word/%E9%A3%9F%E4%BA%8B
http://kotobank.jp/word/%E6%8B%92%E5%90%A6
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E8%A1%9B%E7%94%9F
http://kotobank.jp/word/%E7%92%B0%E5%A2%83
http://kotobank.jp/word/%E5%91%A8%E5%9B%B2
http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A4%E7%AB%8B
http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A4%E7%AB%8B
http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A4%E7%8B%AC%E6%AD%BB?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E9%98%B2%E6%AD%A2
http://kotobank.jp/word/%E8%A6%8B%E5%AE%88%E3%82%8A?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E6%94%BE%E4%BB%BB
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ではなく早期発見早期対応の体制、予防的支援を視野に入れた支援体制を確立します。 

 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）包括的・伴走型のパーソナル・サポート・サービスの導入と権利擁護支援機能の充実の検討 

 ①総合的な権利擁護施策の充実 

 ②「包括的」かつ「伴走型」の支援の検討 

 ③既存事業の柔軟的な運用と委託事業の範囲・内容の再検討 

（２）社会的孤立の防止を重視した支援体制の強化 

①早期発見・早期対応につながる地域支援 

 ②福祉分野に限らない諸機関等との連携強化 

 ③部署間を越えた連絡調整や事例検討会等の充実 

 

４）コミュニティソーシャルワーク*１８による個別支援と地域生活支援 

＜現状と課題＞ 

 現在は、相談支援課・権利擁護課・地域福祉課の３課２５名でエリア担当者配置し、個別支援と、

地域支援をチームアプローチによって統合的に展開できる体制を作っています。エリア担当制の現

状は、１４地区民生委員児童委員協議会の定例会の参加や活動支援、安心生活創造事業、地域支え

あい体制づくり事業に取り組む住民自治協議会等への支援が中心となっています。 

地域の実情は、住民と専門職との繋ぎ役として活躍している民生委員児童委員のなり手がいなか

ったり、求められる役割が大きかったりするため、地域でサポートする仕組みが必要となってきて

います。また、住民自治協議会による地域ケアネットワーク会議の開催や人材養成も徐々にはじま

っていますが、専門職が配置されている第２層と、地域主体の第３～５層との有機的なつながりが

必要です。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

新たな総合相談体制の枠組みを構築するため、地域福祉部の人員を再編し、チーム制を核とした

対応を行います。 

 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）総合相談体制の確立 

 ①１チーム３名を母体としたチームによる寄り添い型の相談対応 

 ②本所・支所の職員配置の見直し 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*１８

 コミュニティソーシャルワーク：地域において生活上の課題を抱える個人や家族に対する個別支援と、それら

の人々が暮らす生活環境の整備や住民の組織化等の地域支援をチームアプローチによって統合的に展開する実践

です。 
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 ③管理者等（スーパーバイザー）の配置によるチーム支援と拠点を越えた調整を行うための体制

づくり 

 

５）地域福祉推進のためのプラットフォームづくり 

＜現状と課題＞ 

 これまで市内の社会福祉法人が地域福祉推進に関する協議を行う場がなく、法人間のネットワー

クづくりができていませんでした。また、伊賀市社協からの積極的な働きかけも行ってきませんで

した。 

 社会福祉法人間のネットワークもさることながら、市民活動団体や NPO、企業などの多様な主体

間の連携・協議の場を設けていくことも伊賀市社協に期待をされています。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）行政と連携し、伊賀市社協が市内の社会福祉法人による地域福祉推進に関する協議の場を設

けます。 

（２）地域福祉を進める多様な主体（市民活動、NPO、企業等）が身近な地域から広域まで、人々の

生活圏やライフスタイルに応じた福祉サービス活動推進を行えるよう支援します。 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）市内の社会福祉法人の連絡会組織の立ち上げによる社会福祉法人の地域福祉に関する役割の

共通理解の促進 

（２）地域福祉を進める多様な主体（市民活動、NPO、企業等）が一堂に会し、市内の福祉サービス、

地域福祉の推進に関して考える場の定例的な開催 
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地域福祉関連事業具現化シート 

 重点項目 具体的な取組 実施項目 
行 動 計 画 

備考 
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

1 

地域福祉計画の推

進と住民自治協議

会における地域ま

ちづくり計画との

関わり 

住民自治協議会にお

ける地域福祉活動の

展開 

地域まちづくり計画策

定支援 

総合計画見直

し 

→ → → →  

住民自治協議会への

チームアプローチ 

地域福祉体制

づくり事業 

→ → → →  

地域アセスメントによ

る地域支援計画の策定 

１０地区 １７地区 ２４地区 ３１地区 ３８地区  

第３次地域福祉計画

の策定支援 

地域ケアネットワーク

会議開設 

１０地区 

 

１７地区 

第２次地域福

祉計画見直し 

２４地区 

第３次地域福

祉計画策定 

３１地区 

第３次地域福

祉計画実施 

３８地区  

コミュニティービジネ

スの創造 

先駆的事例の

収集 

→ 先駆的事例集

の作成 

第３次地域福

祉計画実施 

→  

地域間の情報交換の場

づくり 

第７回校区・

小地域福祉活

動サミットin

みえ 

第３２回地域

づくり団体全

国研修交流会 

全国自治活動

サミット 

第３次地域福

祉計画実施 

活動報告会定例化 

市民ふくし大学講座

システムの確立によ

る人材育成計画の策

定 

いが見守り支援員制度 ７００名 

１０地区 

８００名 

１７地区 

９００名 

２４地区 

１０００名 

３１地区 

１１００名 

３８地区 

 

地域人材育成計画の策

定 

見守り支援員

制度の確立 

地域人材育成

計画の策定 

→ → →  

2 

地域における福祉

教育の推進とボラ

ンタリズムによる

住民主体形成 

福祉課題を一緒に考

え、学びをサポートす

るための福祉教育ア

プローチ 

福祉教育プログラムの

企画 

問題解決プロ

グラム 

地域還元プロ

グラム 

協働参画プロ

グラム 

福祉教育指針

の策定 

→  

福祉教育サポーターの

育成 

伊賀流ふくし

塾の見直し 

地域人材育成

計画との連動 

→ 福祉教育指針

の策定 

→  

コーディネート機能の

充実 

地域福祉教育

推進プラット

フォーム開設 

→ → 福祉教育指針

の策定 

→  
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 重点項目 具体的な取組 実施項目 
行 動 計 画 

備考 
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

 

 

 広報・啓発活動の推進 地域福祉教育

推進プラット

フォーム開設 

コミュニケー

ションツール

の開発 

→ 福祉教育指針

の策定 

→  

福祉教育指針の策定 地域福祉教育

推進プラット

フォーム開設 

福祉教育指針

の策定準備 

→ 福祉教育指針

の策定 

→  

地域における福祉

教育の推進とボラ

ンタリズムによる

住民主体形成 

ボランティア・市民活

動センターのあり方 

ボランティアセンター

機能を見直し 

ボランティア

登録制度見直

し 

市民活動登録

システム開発 

市民活動登録

システム稼働 

市民活動補償

制度の創設 

→  

市民活動センター機能

を強化 

市民活動支援

センターあり

方検討 

伊賀市市民活

動支援セン

ター名称変更 

市民活動登録

システム稼働 

市民活動補償

制度の創設 

→  

常設型災害ボランティ

アセンター機能の新設 

常設型災害ボ

ランティアセ

ンター開設 

三重県災害時

ＮＰＯ活動支

援事業協定締

結 

専任職員の配

置 

→ →  

自治活動支援機能の導

入 

市民活動支援

センターあり

方検討 

伊賀市市民活

動支援セン

ター受託 

市民活動登録

システム稼働 

市民活動補償

制度の創設 

→  

3 

誰も排除しない社

会の構築を目指し

た事業戦略 

包括的・伴走型のパー

ソナル・サポート・サ

ービスの導入と権利

擁護支援機能の充実

の検討 

総合的な権利擁護施策

の充実 

専門員の適正

配置 

法人後見担当

職員の配置 

第３次地域福

祉計画策定 

第３次地域福

祉計画実施 

→  

「包括的」かつ「伴走型」

の支援の検討 

新たな枠組み

の検討 

→ 第３次地域福

祉計画策定 

第３次地域福

祉計画実施 

→  

既存事業の柔軟的な運

用 

オーダーメイ

ド型支援の検

討 

→ 第３次地域福

祉計画策定 

第３次地域福

祉計画実施 

→  

社会的孤立の防止を

重視した支援体制の

強化 

早期発見・早期対応につ

ながる地域支援 

早期発見機能

と予防的プロ

グラムの開発 

→ 第３次地域福

祉計画策定 

第３次地域福

祉計画実施 

→  
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 重点項目 具体的な取組 実施項目 
行 動 計 画 

備考 
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

  

 福祉分野に限らない諸

機関等との連携強化 

社会的包摂の

ための連携会

議の設置 

→ 第３次地域福

祉計画策定 

第３次地域福

祉計画実施 

→  

部署間を超えた連絡調

整や事例検討会等の充

実 

部課再編 

事例検討会 

事例検討会の

定例化 

第３次地域福

祉計画策定 

第３次地域福

祉計画実施 

→  

4 

コミュニティソー

シャルワークによ

る個別支援と地域

生活支援 

総合相談体制の確立 寄り添い型の相談対応 部課再編 

チーム制導入 

ふくし総合相

談センターと

の連携 

第３次地域福

祉計画策定 

第３次地域福

祉計画実施 

→  

職員配置の見直し １４チーム 

２８名 

→ 第３次地域福

祉計画策定 

第３次地域福

祉計画実施 

１４チーム 

３８名 

 

スーパーバイザーの配

置による体制づくり 

地域福祉体制

づくり事業 

→ 第３次地域福

祉計画策定 

第３次地域福

祉計画実施 

→  

５ 

地域福祉推進のた

めのプラット

フォームづくり 

市内の社会福祉法人の連絡会組織の立ち上げ

による社会福祉法人の地域福祉に関する役割

の共通理解の促進 

社会福祉法人

連絡会設立準

備 

社会福祉法人

連絡会設立 

介護保険事業

所連絡会設立

準備 

介護保険事業

所連絡会設立 

自立支援事業

所連絡会設立

準備 

 

地域福祉を進める多様な主体（市民活動、

NPO、企業等）が一同に会し、市内の福祉サー

ビス、地域福祉の推進に関して考える場の定例

的な開催 

伊賀地域円卓

会議の継続実

施 

伊賀市地域円

卓会議の開催 

 

部門別地域円

卓会議の開催 

第３次地域福

祉計画策定支

援 

→  
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３．福祉サービス関連事業 

 

１）福祉サービス事業について 

＜現状と課題＞ 

 伊賀管内のサービス提供事業者の数は年々増えている中、伊賀市社協の介護給付費からみるシェ

アは減少傾向となってきています。これは、全事業の収支の黒字幅を次第に減少させ、厳しい経営

状況となってきていることを示しています。 

 また、他事業所や施設の増加による在宅サービス利用者の減少も拍車をかける中、伊賀市社協の

福祉サービス事業のみで法人運営組織を支えることは、今後困難になることも予想されます。市内

のサービス提供のあり方については、伊賀市や市内の社会福祉事業関係者の共通課題として取り組

む必要性があります。 

 伊賀市社協として、今後も利用者に選ばれる質の高い事業を展開していくためには、人材の確保

や専門職の育成、また民生委員児童委員や住民自治協議会・自治会との連携を強化し、地域の福祉

ニーズを的確にとらえ、不足するサービスを共に創造し、地域を支える人づくりや、介護予防・生

きがい活動などの福祉による地域活性化にも取り組む必要があります。さらには、運営にかかわる

様々な機能の改善や統一と拠点のあり方など、ハード・ソフトの両面からサービス内容や提供体制

を整備していくことが重要となっています。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）将来のニーズ動向を見極め、地域包括ケアシステムの中で社協が担う相応しい、社協らしい

地域福祉的なサービスを創造し、提供します。 

（２）全職員が社協組織の一員としての自覚を持ち、福祉サービス事業の質の向上に努め、利用者

の満足を得られるよう努力します。 

 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）きめ細かな地域におけるニーズ動向の把握と地域福祉的なサービスの提供 

 ①地域住民、要援護者をはじめとするニーズの動向への注視 

 ②民生委員児童委員や住民自治協議会組織等との連携や協働によるサービスの提供 

（２）介護保険事業の質の向上 

 ①職員の持つ能力を最大限活かした質の高いサービスの提供 

 ②サービスの内容や実績で評価できる事業のあり方の検討 

 

２）福祉サービス事業における人材の確保と育成 

＜現状と課題＞ 

 伊賀市社協における福祉サービス事業の主軸となる介護保険事業は、支所を拠点として４事業（通
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所介護事業、訪問介護事業、居宅介護支援事業、地域密着型サービス事業（小規模多機能型居宅介

護）を23事業所で展開しています。職員は300名を超え、その構成としては正職員約20%、常勤職員

20%、非常勤職員及び登録職員が約60%と、非正規職員の割合が約80%となっています。また、61歳以

上の職員が30%を超える構成となっています。 

 さらに、現状の労務管理規程では能力評価や営業成績に応じた給与など労務実態に合わなくなっ

てきており、その運用が困難になってきています。 

 直面する問題としては、若手職員や提供するサービス内容に見合った条件に即した職員の確保（特

に休日勤務が可能な者、40〜50歳代の中間管理職の役割を担う者など）が必要になっています。ま

た、現在就労している職員の定着化が図れるよう、働きやすい環境づくりを行う必要もあります。 

 人材育成面においては、現場では業務の多忙により、十分な教育が図れないこともあり、組織内

に職員の指導育成部門の設置が必要となってきています。また、新人や転職者の教育だけではなく、

管理者をはじめとする指導的な立場にある職員や支所長等を含め役職員の指導能力を更に高めるこ

とが求められています。 

 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）役職員が一丸となって同一の理念に基づき、それぞれの持つ高品質なサービス提供能力を高

め、指導・育成の出来る体制を整備します。 

（２）事業所間の壁を取り除き、職員が一体となって働ける環境を整備します。 

 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）福祉サービス事業部内での職員指導育成部門の創設の検討 

（２）職員のモチベーションを高めるための定期的な研修や、役職員の意見交換の場の設置 

 

３）福祉サービス事業における活動拠点のあり方 

＜現状と課題＞ 

 合併前の市町村を基に事業所が配置されており、エリア内人口、要介護者数等が大きく異なる中、

事業展開エリアが広範囲のため、今後事業所の再配置・統廃合を考える必要があります。また、施

設や他事業所の増加に伴う在宅介護者の減少や利用者の流出にも対抗しうる対策が必要になってい

ます。現状のままでは福祉サービス事業所全体での収入の減少の原因にもなっています。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

 伊賀市エリアを数ブロックに分け、民間施設、事業所が進出している地域での活動については、

利用者動向を的確に見据え、他の事業者の手が届きにくいところを社協がカバーしていきます。 
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＜具体的な取り組み＞ 

 ①訪問系事業所の更なる品質向上に向けての効率的な運用 

 ②民間事業所の状況を踏まえたうえでの、地域密着やより高い専門性のあるサービスなど伊賀市

社協独自の特色ある施設づくりの推進 

 

４）福祉サービス事業におけるサービスの質の向上と新たなサービスの提供 

＜現状と課題＞ 

 伊賀市社協においては、サービスの質は一定のレベルを維持していると認識していますが、職員

個人や事業所によって多少の差異やレベルの低下が散見されるようになってきました。中堅職員の

離職や指導者人材の不足等もその一因にあることにより、職員の定着化と指導者の育成、研修体系

の構築に力を注ぐ必要があります。 

 

＜目指すべき方向性＞ 

（１）伊賀市社協職員としての基礎を学び、現場で成長していける研修体系、人材育成のシステム

が構築でき、各事業所における指導者の養成を行い、研修計画に沿った教育が出来る体制づくり

を行います。 

（２）研修・人材育成を行うための人材配置、投資を行います。 

（３）利用者から支持・信頼を得るために、介護技術のみでなく接遇面の資質向上を図ります。 

（４）利用者がどのような保険外の福祉サービス事業を望むかを適宜把握し、伊賀市社協にしか出

来ない保険外サービスを提供していきます。 

 

＜具体的な取り組み＞ 

（１）医療系知識や痰の吸引等の技術習得から基礎的な接遇面においても資質向上を図るための現

場に必要な知識・技術の習得を目的とした研修体系の整備 

（２）福祉サービスに関する研修担当者の部内の配置 

（３）接遇面に関する研修の重点的実施 

（４）訪問介護、通所介護事業を中心とした保険外サービスの積極的な導入 

 ①近隣住民による見守りや話し相手などの支援と組み合わせる形でのサービス提供の推進 

 ②地域で本人の役割が積極的に発揮できるような支援の実施 

 ③生活上の課題を持つ人や新たなニーズの早期発見 
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福祉サービス関連事業具現化シート 

 重点項目 具体的な取り組み 実施項目 
行 動 計 画 

備考 
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

1 
福祉サービス事業に

ついて 

きめ細かな地域におけ

るニーズ動向の把握と

地域福祉的なサービス

の提供 

地域住民、要援護者をはじめ

とするニーズの動向への注

視 

地域ニーズの

把握 

サービスの提

供 

再調査とサー

ビスの提供 

→ →  

民生委員児童委員や住民自

治協議会組織等との連携や

協働によるサービス提供 

連携のあり方

検討 

サービスの提

供 

→ → →  

介護保険事業の質の向

上 

職員の持つ能力を最大限活

かした質の高いサービスの

提供 

研修実施と実

践 

→ → → →  

サービスの内容や実績で評

価できる事業のあり方の検

討 

あり方検討会

の設置 

あり方検討会

での検討 

実施 → →  

2 

福祉サービス事業に

おける人材の確保と

育成 

福祉サービス事業部内

での職員指導育成部門

の創設の検討 

（職員指導育成部門の創設

の検討） 

職員指導育成

部門の設置の

検討 

職員指導育成

部門設置 

実施 → →  

職員のモチベーション

を高めるための定期的

な研修や、役職員の意

見交換の場の設置 

（定期的な研修） 研修実施と実

践 

→ → → →  

（役職員の意見交換の場の

設置） 

あり方検討・実

施 

実施 → → →  

3 

福祉サービス事業に

おける活動拠点のあ

り方 

（事業所の再配置及び

統廃合） 

訪問系事業所の更なる品質

向上に向けての効率的な運

用 

集約計画の立

案 

集約計画の検

討 

実施 → →  

（地域に密着した専門

性のある独自の特色あ

る施設づくりの推進） 

地域密着やより高い専門性

のあるサービスなど伊賀市

社協独自の特色ある施設づ

くりの推進 

あり方検討会

の設置・検討 

実施 実施 実施 →  
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 重点項目 具体的な取り組み 実施項目 
行 動 計 画 

備考 
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

4 

福祉サービス事業に

おけるサービスの質

の向上と新たなサー

ビスの提供 

医療系知識やたんの吸

引等の技術習得から基

礎的な接遇面において

も資質向上を図るため

の現場に必要な知識・

技術の習得を目的とし

た研修体系の整備 

（医療系知識等の習得） 医療系研修実

施と実践 

→ → → →  

（喀痰吸引等技術の習得） たんの吸引等

研修受講体制

整備 

たんの吸引等

研修受講 

実施 → →  

（研修体系の整備） 研修体系の整

備 

実施 → → →  

福祉サービスに関する

研修担当者の部内の配

置 

（研修担当者の配置） 研修担当者配

置の検討 

研修担当者配

置 

→ → →  

接遇面に関する研修の

重点的実施 

（福祉・介護の視点に立った

接遇の定期的な研修） 

研修実施と実

践 

→ → → →  

訪問介護、通所介護事

業を中心とした保険外

サービスの積極的な導

入 

近隣住民による見守りや話

し相手などの支援と組み合

わせる形でのサービス提供

の推進 

あり方検討 実施 → → →  

地域での本人の役割を積極

的に発揮していただけるよ

うな支援の実施 

あり方検討 実施 → → →  

生活上の課題を持つ人や新

たなニーズの早期発見 

新たなニーズ

早期発見シス

テム作り 

実施 新たなニーズ

再調査・実施 

→ →  
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資料 
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社会福祉法人 伊賀市社会福祉協議会基盤強化計画大綱策定委員会設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会（以下「社協」という。）基盤強化計画

大綱策定委員会（以下「委員会」という。）の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 委員会は、社協の方針を明確にし、その実現に向けた事業、組織及び財政等の具体的な取

り組みとして、基盤強化計画大綱を策定することを目的とする。 

（業務） 

第３条 委員会は、基盤強化計画大綱の策定において必要な事項に取り組むものとする。 

２ 委員会は、策定案を会長に具申する。 

（委員） 

第４条 委員会の委員は、１５人以内で組織する。 

２  委員は、社協の理事及び評議員、行政関係者等の中から会長が委嘱する。ただし、 会長が必

要と認めた場合は、この限りではない。 

３ 委員の選出母体は、別表のとおりとする。 

４ 委員の任期は、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までとする。 

（役員） 

第５条 委員会に、委員長１名、副委員長１名をおく。 

２ 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名する。 

３ 委員長は会務を統括し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

（会議） 

第６条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第７条 委員会は必要に応じ課題ごとの専門部会を置くことができる。 

２ 部会に部員の互選により正副部会長を置く。 

３ 部会長は会務を統括し、会議の議長となる。 

（委員会の庶務） 

第８条 委員会の庶務は、社協総務経理課において処理する。 

（委員への報酬等） 

第９条 委員の報酬等は、社協役員等費用弁償規程に基づき支払うものとする。 

２ 報酬の額は会長が別に定める。 

（関係者の出席等） 
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第１０条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くこ

とができる。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年６月１３日から施行する 

 

伊賀市社会福祉協議会基本理念 
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基盤強化計画大綱策定委員 

 

当会理事     委員長  中林 豊 

    〃       副委員長 松岡 官治 

    〃            松本 直明 

   当会監事          奥野 忠彦 

事務局長          平井 俊圭 

学識経験者         廣野 一三（税理士） 

地域住民          岩間 勝（評議員・桐ヶ丘地区住民自治協議会事務局長） 

    〃            稲田 能文（評議員・福祉団体） 

行政職員          増田 基生（伊賀市健康福祉部長） 

福祉ｻｰﾋﾞｽ事業部長      西田 麒代彦(平成24年10月～川本 哲) 

地域福祉部長        乾 光哉 

法人運営部長        森木 容子 

   支所長代表         山出 久克 

アドバイザー        原田 正樹（日本福祉大学 社会福祉学部准教授） 

   事務局補助         橋川 健祐 

            （関西学院大学 人間福祉学部人間福祉実習助手） 
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策定経過 

策定委員会 

月 日 内   容 備考 

平成24年6月13日（水） 

第1回 策定委員会 

 ・策定の趣旨、目的について 

 ・委員長、副委員長の選任 

 ・策定の方向性について協議 

  

平成24年7月3日（火） 

第2回 策定委員会 

 ・日本福祉大学原田准教授（アドバイザー）による

講演及び意見交換 

※専門部会と合同開催 

   *社協のあり方について 

   *検討すべき事項 

   *社協の課題 

   *情報交換 

   *意見交換 

 

平成24年8月24日（水） 

第3回 策定委員会 

 ・各部会の進捗状況報告 

 ・策定の方向性重点整理 

 ・策定フローに沿った調整を協議 

  

平成24年10月10日（水） 

第4回 策定委員会 

 ・第1章大綱の考え方を事務局提案 

 ・第1章内容修正及び加筆 

  

平成24年11月12日（月） 

第5回 策定委員会 

 ・第1章修正後の確認 

 ・第2章取組方針提案 

 ・第2章内容修正及び加筆 

  

平成25年1月24日（木） 

第6回 策定委員会 

 ・第1章及び第2章最終確認作業 

 ・第3章今後の方向性方策共有 

  

平成25年2月26日（火） 

第7回 策定委員会 

 ・最終版確認  
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月 日 内   容 備考 

平成25年3月7日（木） 

第8回 策定委員会（最終） 

 ・会長への具申 
 

   
   

組織運営専門部会 
 

月 日 内   容 備考 

平成24年7月4日（水） 

第1回 組織運営専門部会 

 ・策定趣旨、目的説明 

 ・部会長、副部会長選出 

 ・部会として策定に盛込む検討事項抽出 

  

平成24年7月24日（水） 

第2回 組織運営専門部会 

 ・検討事項の掘り下げ意見交換 

  *会員制度のあり方 

  *組織のあり方及び組織管理手法 

  *職員能力の向上 

  *財務運営のあり方 

  *地域福祉拠点の確保 

  

平成24年8月16日（木） 

第3回 組織運営専門部会 

 ・検討項目の現状分析 

  *現状の姿 

  *合併から今日までの良かった点・悪かった点 

  *ありたい姿、あるべき姿 

  

平成24年9月5日（水） 

第4回 組織運営専門部会 

 ・第3回専門部会の現状分析の再協議 

 ・原案に向けての検討 

  

 平成24年9月28日（金） 

第5回 組織運営専門部会 

 ・策定委員会の報告 

 ・重点検討項目の点検、調整 

  

 平成24年10月15日（月） 

第6回 組織運営専門部会 

 ・策定委員会提言反映修正 

 ・原案に向けての検討 
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月 日 内   容 備考 

平成24年11月2日（水） 

第7回 組織運営専門部会 

 ・実践に向けての行動計画検討 

 ・部会内共通認識確認 

 ・検討項目漏れ確認 

 

平成24年12月4日（火） 

第8回 組織運営専門部会 

 ・検討項目最終調整 

 ・行動計画調整 

 

   
地域福祉専門部会 

  
月 日 内   容 備考 

平成24年6月18日（月） 

第1回 地域福祉専門部会 

 ・策定趣旨、目的説明 

 ・部会長、副部会長選出 

 ・検討項目の抽出 

  

平成24年7月6日（金） 第2回 地域福祉専門部会   

平成24年7月19日（木） 

第3回 地域福祉専門部会 

共同募金担当者ワーキング 

情報委員会 

  

平成24年7月20日（金） 

第4回 地域福祉専門部会 

ボランティア担当者ワーキング 

権利擁護課ワーキング 

見守り支援員あり方検討会 

  

平成24年7月30日（月） 

第5回 地域福祉専門部会 

役割分担後の各ワーキング会議開催 

*原案に沿った取組、着手準備 

  

平成24年8月6日（月） 
第6回 地域福祉専門部会 

地域福祉課ワーキング 
  

平成24年8月10日（金） 
第7回 地域福祉専門部会 

ボランティア担当者ワーキング 
  

平成24年8月24日（金） 
第8回 地域福祉専門部会 

情報委員会 
  

平成24年8月25日(土) 

       ～26日(日) 

第9回 地域福祉専門部会 

・阿山福祉センター、モクモク手作りファームに
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月 日 内   容 備考 

て合同合宿 

*進捗状況説明 

*講演 日本福祉大学原田准教授 

*パーソナルサポート、伴走型支援について 

*地域福祉部会からの経過報告 

*ワークショップ（ディベート方式） 

*検討項目ごとの協議 

平成24年8月27日（月） 第10回 地域福祉専門部会   

平成24年8月28日（火） 
第11回 地域福祉専門部会 

地域福祉課ワーキング 
  

平成24年9月4日（火） 
第12回 地域福祉専門部会 

権利擁護課相談支援課合同ワーキング 
  

平成24年9月19日（水） 
第13回 地域福祉専門部会 

情報委員会 
  

平成24年9月20日（木） 
第14回 地域福祉専門部会 

地域福祉課ワーキング 
  

平成24年9月25日（火） 第15回 地域福祉専門部会   

平成24年9月27日（木） 
第16回 地域福祉専門部会 

パーソナルサポートに関する勉強会 
  

平成24年10月4日（木） 
第17回 地域福祉専門部会 

見守り支援員あり方検討会 
  

平成24年10月12日(金) 第18回 地域福祉専門部会   

平成24年10月17日(水) 
第19回 地域福祉専門部会 

情報委員会 
  

平成24年10月19日(金) 
第20回 地域福祉専門部会 

地域福祉課ワーキング 
 

平成24年10月29日(月) 第21回 地域福祉専門部会  

平成24年11月21日(水) 
第22回 地域福祉専門部会 

地域福祉課ワーキング 
 

平成24年12月6日(木) 
第23回 地域福祉専門部会 

情報委員会 
 

平成24年12月14日(金) 第24回 地域福祉専門部会  

平成24年12月27日(木) 第25回 地域福祉専門部会  
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月 日 内   容 備考 

平成25年1月11日(金) 第26回 地域福祉専門部会  

平成25年1月17日（木) 
第27回 地域福祉専門部会 

情報委員会 
 

平成25年1月18日(木) 
第28回 地域福祉専門部会 

ボランティア担当者ワーキング 
 

平成25年1月23日(水) 第29回 地域福祉専門部会  

平成25年1月28日(月) 
第30回 地域福祉専門部会 

地域福祉課ワーキング 
 

平成25年1月29日(火) 第31回 地域福祉専門部会  

平成25年1月31日(木) 
第32回 地域福祉専門部会 

相談支援課ワーキング 
 

平成25年2月12日(火) 
第33回 地域福祉専門部会 

情報委員会 
 

平成25年2月20日(水) 
第34回 地域福祉専門部会 

地域福祉課ワーキング 
 

平成25年2月28日(木) 第35回 地域福祉専門部会  

平成25年3月6日(水) 第36回 地域福祉専門部会  

   
福祉サービス専門部会 

 
月 日 内   容 備考 

平成24年6月18（日） 

第1回 福祉サービス専門部会 

 ・策定趣旨、目的説明 

 ・部会長、副部会長の専任 

 ・部会の役割と今後の進め方 

 ・介護事業の課題を各委員が報告 

  

平成24年6月28日（木） 

第2回 福祉サービス専門部会 

 ・「自己を知る～私が考える福祉サービス事業の

課題」説明 

 ・今後の事業のあり方 

  

平成24年7月13日（木） 

第3回 福祉サービス専門部会 

 ・第１回・第２回の確認 

 ・①人材の確保と育成 

  ②活動拠点のあり方 

  ③サービス内容の向上 
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月 日 内   容 備考 

  の３項目について検討 

平成24年8月24日（金） 

第4回 福祉サービス専門部会 

 ・福祉サービスの内容や資質向上と新たなサー

ビスの提供について検討 

  

平成24年9月19日（水） 

  

第5回 福祉サービス専門部会 

 ・これまでの検討結果のまとめ 

 ・現状の姿、ありたい・あるべき姿のシート 

    項目の検討・まとめ 
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３専門部会（組織運営・地域福祉・福祉サービス事業）による調整 

  

月 日 内   容 備考 

平成 24年１０月２日（火） 

橋川氏とのテレビ会議 

第１回 調整 

・第１章 大綱の考え方共通認識 

・第２章 各専門部会による提案事項持寄り 

 

平成 24年１１月２日（金） 

橋川氏とのテレビ会議 

第2回 調整 

・第1章 大綱の考え方文書確認 

・第2章 各専門部の現状とあるべき姿の 

方向性検討 

 

平成 24年１１月9日（金） 

橋川氏とのテレビ会議 

第3回 調整 

・文書全体のまとめ方調整 

・スタイル様式の統一 

・編集方法の統一 

 

平成 24年12月14日 

（金） 

第4回 調整 

・各専門部会実施項目再検討 
 

平成 25年1月11日（金） 
第5回 調整 

・各専門部会策定の重複修正、確認 
 

平成 25年1月17日（木） 

第6回 調整 

・文書全体の文字形式、語句確認 

・行動計画確認 

 

平成25年2月13日（水） 
第7回 調整 

・最終版調整 
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主な実施事業一覧 

事務事業名 財源 委託・契約元 期間 委託（指定管理）・契約・協定等の名称 H24予算額 

(千円) 

1-1権利擁護事業      

1-1-1地域福祉権利擁護事業 受託 三重県社協 H24.4.1～

H25.3.31 

地域福祉権利擁護事業業務委託契約書 17,377  

1-1-2福祉後見サポートセンター事業 受託 伊賀市・名張市   9,002  

1-1-3法人後見事業 後見報酬 家庭裁判所  － 600  

1-1-4地域福祉あんしん保証推進プ

ロジェクト事業 

補助    0  

1-1-5いが若者サポートステーション

事業 

受託 厚生労働省 

職業能力開発

局長 

H24.4.1～

H25.3.31 

平成24年度地域若者サポートステーション事

業委託契約書 

15,104  

若者無業者支援地域人材育成

事業 

受託   若者無業者支援地域人材育成事業 2,995  

地域若者サポートステーション・

ステップアップ事業 

受託   地域若者サポートステーション・ステップアッ

プ事業 

2,199  

若者無業者職業的自立支援促

進事業 

受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

若者無業者職業的自立支援促進事業委託契

約書 

1,000  

1-2総合相談支援事業      

1-2-1総合相談支援事業      

支所ふくし相談支援センター運

営事業 

受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

伊賀市ふくし相談支援センター運営事業委託

契約書 

32,000  

高齢者ふくし相談室運営事業 受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

伊賀市高齢者ふくし相談室運営事業委託契約

書 

1,500  

伊賀市地域包括支援センターへ

の職員の派遣 

受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

伊賀市地域包括支援センター運営関係協定書  

1-2-2認知症高齢者やすらぎ支援事業 受託 伊賀市 H24.4.2～

H25.3.31 

伊賀市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委

託契約書 

2,970  

いが見守り支援事業 独自 ― ― －  

1-2-3転倒予防・介護教室開催事業 受託 伊賀市 H24.4.2～

H25.3.31 

伊賀市転倒予防・介護予防教室開催事業委託

契約書 

実績 

家族介護教室開催事業 受託 伊賀市 H24.4.2～

H25.3.31 

伊賀市家族介護教室開催事業委託契約書 １回30千円 

1-2-4高齢者あんしん見守りネット

ワーク事業 

受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

高齢者あんしん見守りネットワーク事業委託契

約書 

2,340  

1-2-5苦情解決事業 独自 ―  － 100  

1-2-6住宅リフォーム事業 独自 ―  －  

1-2-7障がい者就業・生活支援事業      

1-2-8精神障害者地域移行・地域定着

支援事業 

自立支援 三重県 H24.4.1～

H25.3.31 

精神障がい者地域移行・地域定着支援事業業

務委託契約書 

2,775  

ピアカウンセラー養成事業  三重県 H24.4.1～

H25.3.31 

三重県精神障がい者ピア・カウンセラー、ピア

・サポーター養成事業業務委託契約書 

286  

1-2-9指定特定相談支援事業 自立支援 伊賀市 H24.4.1～

H30.3.31 

特定相談支援事業者指定通知書 752  

1-2-10ジョブサポーター派遣事務局

事業 

受託 伊賀市 H24.5.1～

H25.3.31 

伊賀市障がい者就労定着支援(ジョブサポー

ター派遣)事業委託契約書 

800  

1-2-11生活福祉資金貸付事業 受託 県社協 H24.4.1～

H25.3.31 

生活相談員設置事業業務委託契約書 2,790  

緊急食糧等提供事業 共同募金配分   － 5  
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事務事業名 財源 委託・契約元 期間 委託（指定管理）・契約・協定等の名称 H24予算額 

(千円) 

1-2-12消費者トラブル対策事業 独自   － 0  

1-2-13住宅手当緊急特別措置事業 受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

住宅手当緊急特別措置事業業務委託契約書 3,572  

1-3地域福祉事業      

1-3-1ふれあい・いきいきサロン事業 共同募金配分   － 6,601  

1-3-2地域福祉活動推進支援事業 県社協助成 三重県社協 H24年度 － 250  

1-3-3広報啓発事業 会費・市補助・

広告料 

  － 4,896  

1-3-4地域福祉計画推進事業 補助金 伊賀市  －  

1-3-5会費事業 会費   － 14,516  

1-3-6福祉団体支援事業     27,736  

民生委員・児童委員活動推進 市が団体へ補

助 

伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

民生委員児童委員活動に係る福祉推進を図る

事業の実施 

 

老人クラブの支援 市が団体へ補

助 

伊賀市 H24年度 伊賀市老人クラブ連合会運営事業補助金  

障害者団体支援 市が団体へ補

助 

伊賀市 H24年度 平成２４年度障がい者福祉団体活動事業 

伊賀市障害者スポーツ大会事業補助金 

 

遺族会の支援 市が団体へ補

助 

伊賀市 H24.6.27～

H25.3.31 

H24年度伊賀市遺族会運営事業補助金  

1-3-7共同募金事業 共同募金配分 ―  － 19,345  

1-3-8市民活動登録斡旋事業(ボラン

ティア・市民活動センター事業費) 

市補助 ―  － 1,780  

1-3-9市民活動養成研修事業  ―    

1-3-10市民活動組織化育成事業  ―    

1-3-11地域福祉教育推進事業  ―    

1-3-12地域福祉防災推進事業  ―    

1-3-13子育て支援事業（伊賀市ファミ

リー・サポート・センター） 

受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

（伊賀市ファミリー・サポートセンター事業に係

る）業務委託契約書 

4,272  

1-3-14移送サービス事業 受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

伊賀市移送サービス事業委託契約書 28,000  

1-3-15アクティビティ・認知症予防教

室開催事業 

受託 伊賀市 H24.4.2～

H25.3.31 

伊賀市アクティビティ認知症予防教室開催事業

委託契約書 

10,618  

1-3-17放課後児童健全育成事業 指定管理 伊賀市 H20.4.1～

H25.3.31 

伊賀市放課後児童クラブの管理に関する包括

協定書（風の丘） 

 

 指定管理 伊賀市 H24.4.2～

H25.3.31 

伊賀市放課後児童クラブの管理に関する年度

協定書（風の丘） 

3,534  

 指定管理 伊賀市 H24.4.2～

H25.3.31 

伊賀市放課後児童クラブ障がい児受入事業委

託契約書（風の丘） 

1,200  

 指定管理 伊賀市 H20.7.15～

H26.3.31 

伊賀市放課後児童クラブの管理に関する包括

協定書（第２風の丘） 

 

 指定管理 伊賀市 H24.4.2～

H25.3.31 

伊賀市放課後児童クラブの管理に関する年度

協定書（第２風の丘） 

3,600  

1-3-18介護者交流事業 受託 伊賀市 H24.8.1～

H25.3.31 

伊賀市家族介護者交流事業委託契約書 利用者１人あた

り年額25千円 

伊賀市高齢者生きがいセンター

運営事業 

受託 伊賀市 H24.4.2～

H25.3.31 

伊賀市高齢者生きがいセンター運営事業委託

契約書 

2,000  

2-1介護保険サービス・自立支援サー

ビス事業 
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事務事業名 財源 委託・契約元 期間 委託（指定管理）・契約・協定等の名称 H24予算額 

(千円) 

2-1-1訪問介護事業 介護保険事業

収入 

―   288,902  

伊賀市高齢者ゆうあい訪問事業 受託 伊賀市 H24.4.2～

H25.3.31 

伊賀市高齢者ゆうあい訪問事業委託契約書 500  

「介護実習」校外実習受け入れ 実習受託料 県立高校 H24.4.19～

H25.3.22 

（県立高校「介護実習」校外実習業務）委託契

約書 

1人1日500円 

2-1-2通所介護事業 介護保険事業

収入 

―   393,717  

伊賀市生きがい活動支援通所

事業 

受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

伊賀市生きがい活動支援通所事業委託契約書

（やすらぎの家） 

1人当たり１回

1500円 

 受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

伊賀市生きがい活動支援通所事業委託契約書

（猿野） 

1人当たり１回

1500円 

2-1-3訪問入浴事業 介護保険事業

収入 

―   22,078  

 受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

伊賀市在宅重度身体障害者訪問入浴サービ

ス事業契約書 

 

2-1-4居宅支援事業 介護保険事業

収入 

―   218,280  

介護予防マネジメント 受託 伊賀市 H24.4.1～

H25.3.31 

（介護予防マネジメント）業務委託契約書 １件あたり月額

4,206円 
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