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■ 第二次地域福祉活動計画について
１.地域福祉活動計画の見直しの背景
江田島市社会福祉協議会（以下江田島市社協）では、平成１９年に「えがお たくさん
じまんできる まちづくり」をキャッチフレーズに「地域福祉活動計画」を策定し、『誰もが
地域で安心して暮らせるまちづくり』の実現に向けて取り組んでまいりました。
しかし、この５年間の間にも、江田島市の少子高齢化や過疎化は益々進行し、さらに
経済情勢の厳しさの長期化も相まって、孤立死や自殺、ひきこもりなどの社会的孤立
の問題、経済的困窮や低所得の問題、虐待や悪徳商法など権利擁護の問題など、地
域における生活課題は多様化しております。
また、平成２３年３月１１日に発生した「東日本大震災」の教訓から、地域内における
普段の繋がり（『絆』）の大切さを改めて実感し、今後は行政だけに頼ることのない、住
民互助による防災・減災の取組みも進めていかなくてはいけない、という機運が地域内
に芽生え始めました。
そこで江田島市社協は、今日的な地域福祉の課題を受け止め、その解決に向けた
取り組みを図るべく、「江田島市社協地域福祉活動計画の見直し（第二次江田島市地
域福祉活動計画）」を策定することとなりました。
２.計画の基本視点と構成
この計画は、江田島市の地域特性をふまえた地域住民参画型の地域福祉活動の推
進を目指し、『えがお たくさん じぶんたちで まちづくり』をキャッチフレーズに「誰もが
安心して暮らせるまちづくり」を目標として掲げ、計画策定を行おうとするものです。
この計画の実現にあたって、市民各層、民間団体、ボランティア、各種組織、行政、
社協が相互協力し、江田島市の福祉増進に努めていきます。
３.活動計画の期間
本計画平成 25 年から平成 29 年までの 5 年間とします。ただし、関係法・制度の改
正や社会情勢の変化などによる影響をはじめ、地域におけるあらたな問題、ニーズなど
が明らかになった場合は、そうした状況に対応した取り組みができるよう、計画期間内
であっても必要に応じて見直します。

■ 第一次地域福祉活動計画による活動推進の振り返り
１.第一次計画の概要
◆キ ャ ッ チ フ レ ー ズ
◆基
本
構
想
◆基 本 目 標 の 柱
◆基本目標推進方法 ：
◆実
施
期
間
◆事 業 の 見 直 し

： 「えがお たくさん じぶんたちで まちづくり」
： 生活に密着した地域福祉の推進
： 「公助」 「共助」 「自助」
「場づくり」「活動づくり」「人づくり」「つながりづくり」
： 平成 19 年度～平成 23 年度の 5 カ年
： 平成 24 年度

２．活動推進の振り返りから見えてきた課題
▼支所の廃止から、住民との距離が離れた
・窓口が減少し相談を聞く機会が少なくなった（社協につながりにくい）

▼第一次計画は事業ごとで整理しているので、他事業との連携が見えにくい
▼社協自ら地域に積極的に出る手法が少ない。（地域に呼ばれてから出向いている）
▼社協 PR は全ての事業に必要
▼ふれあい・いきいきサロン活動について
・メンバーが固定化されている
・世話人が高齢化している（バトンを渡せない）
・回数が少ない
・内容がマンネリ化している
・内容が趣旨に合ってないサロンがある

▼しおかぜネットについて
・活動件数は順調に伸びているが登録者が増えていない
・ネット事業から近隣互助への繋ぎが困難

▼えがおえたじま応援センターについて
・若手ボランティアが少ない
・ボランティアグループが少ない
・無償の活動が少ない

▼地区社協推進が進んでいない
▼福祉教育推進が全体的に弱い
○「住民福祉ニーズアンケート」から見えた福祉課題○
（H20 年度、中町地区、三高地区 H21 年度、沖地区で実施）
①外出が不便（買い物,通院など）
③家事が難しい

②独り暮らしの不安
④子どもたちの生活（遊び場がない,など）

江田島市社会福祉協議会 地域福祉活動計画の 5 年間の成果と反省
場づくり

活動づくり

人づくり

つながりづくり

気軽に安心して相談で

●沢山の人が心配ごと相談ができるために・・・

●心配ごとを解決に導くために・・・

●頼れる心配ごと相談員の拡充のために・・・

●他の機関や制度を連携をとる・・・

きる

【成果】

【成果】

【成果】

【成果】

≪総合相談事業≫

・毎月、各 4 町で「心配ごと相談所」を開設でき

・社協窓口で日常生活上の悩み事に応じた。

・民生委員、人権擁護委員、行政相談員の協力を得

・相談ごとに応じた関係機関を紹介できた。

た。開催回数 327 回、相談件数 389 件

・司法書士による無料法律相談会を開催した。

て「心配ごと相談員」として任命した。

（江 80 回：167 件、能 69 回：,34 件、沖 63 回：
23 件、大 79 回：112 件、全体 36 回：53 件）

【反省】
【反省】

【反省】

・臨時相談所は開設できなかった。

・相談員を対象とした研修会は実施できていない。

【反省】

・相談員向けの報告・連絡協議会は開催できなかっ

・支所がなくなり、相談窓口が減った。

た。

・関係機関との連絡協議会は実施できなかった。

・巡回型の訪問活動は実施できなかった。

安心して暮らすためのお手伝い

その人の願いを支える

●権利擁護事業の受付体制の整備

●権利擁護事業の活動

●権利擁護事業の人員を確保するために・・・

●他との連携を取るために・・・

≪権利擁護事業≫

【成果】

【成果】

【成果】

【成果】

・
「権利擁護センター」を設立し、相談機能を充実

・「福祉サービス利用援助事業かけはし」による支

・「権利擁護センター」に担当職員を配置。

・関係機関（地域包括支援センター、民生委員など）

させた。

援を行った。（現在 34 件）

・かけはし支援員（現在 3 人）

と積極的に連携をとっている。

・必要に応じて訪問相談も行っている。

・「法人後見制度」による財産管理及び身上監理に
関する契約等の法律行為全般を行っている。

【反省】

【反省】

（現在 12 件）

・権利擁護に関する職員研修は実施していない。

・運営委員会は設置されていない。
・関係者との意見交換会は実施されていない。

● 介 護 サ ー ビ ス を 供 給 す る 体 制 づ く り の た め ●質の高い介護サービスを提供するために・・・

● 介 護 サ ー ビ ス を 実 施 す る 人 員 の 養 成 の た め ●社協のネットワークづくりのため・・・

≪介護サービス事業≫

に・・・

【成果】

に・・・

【成果】

【成果】

・市から「グループホームやすらぎ」「パワリハ」

【成果】

・毎月の職員会議で各事業所との連携を図った。

・介護保険事業の指定を受けて事業を実施してい

を受託している。

・職員研修を開催した。

・必要に応じてケアカンファレンス・ケース会議を

る。

・福祉用具の一般レンタルを実施した。

・専門機関の研修会に参加した。

開催した。

（居宅、通所、訪問、福祉用具）

・積極的に研修会に参加した。

（公助）

暮らしに寄り添える

【反省】
・介護保険事業に関しては、積極的にボランティ
アを活用できていない。
頼りになる

●障害者支援体制の整備・・・

●障害者支援の活動・・・

●障害者支援の人員の確保のために・・・

●地域とのつながりを大切にするため・・・

≪障害者支援事業≫

【成果】

【成果】

【成果】

【成果】

・障害者生活支援事業を市から委託、実施し、障害 ・障害に関する講座や研修会を開催して、支援活動

・積極的に研修会に参加した。

・障害者相談支援事業で相談を受け、必要な情報提

者および家族の福祉を拡充した。

の拡充を図った。

・「えがおえたじま応援センター」と協力して、障

供や各種機関を紹介した。

・障害者相談支援事業の指定を受け、生活援助を実

・障害者自身の社会生活力を高める研修会を開催。 害者を支援するボランティア育成に取り組んだ。

・障害者も「しおかぜさん」として登録してもらい、

施した。

・「ぴあサポートサロン」を開催し、障害者の地域

「しおかぜネット活動」を通じて地域住民と交流で

での孤立防止に努めた。

（外出支援ボランティア養成講座×4 回）

きた。
【反省】
・
「ぴあサポートサロン」と市内の「ふれあいいき
いきサロン」との交流はできなかった。

場づくり

活動づくり

人づくり

つながりづくり

人と人との助縁

●ボランティア活動をしやすい環境をつくるため ●近隣互助を推進するために・・・

●期待される「ボランティア」の増員、えがおえ ●ボランティア活動の輪を広げるために・・・

≪えがおえたじま応援

に・・・

たじま応援隊の結成に向けて・・・

センター≫

【成果】
【成果】
・「ふれあい・いきいきサロン」等に出向いた際に

【成果】

・「しおかぜネット」の活動件数

【成果】

H19：620 件、H20：753 件、H21：838 件、H22： ・ボランティア講座などで、積極的に登録者を募っ

・地域住民から「応援センター運営委員」を選出し
（8 人）、「えがおえたじま応援センター運営委員

はボランティア活動について周知を行っている。

835 件、H23：810 件（合計 3856 件）

た。（H19：155 人～H23：98 人）

会」を開催した。（年 2 回）

・広報誌「しおかぜ通信」や、web 上の「江田島

・「ふれあい・いきいきサロン」は 62 か所

・広報誌やブログでボランティア活動実績を紹介

・「応援会員交流会」を開催し、登録者同士の交流

し、広く住民へ周知した。

を深めた。

市社協地域福祉ブログ」等で、広報活動を展開した。 ・ボランティア登録者は 93 人
（しおかぜ通信発行：年 10 回）

・積極的にボランティア研修を開催した。

「市域の交流会」
・・・8 回（H19～H23）

「外出支援 V 講座」
・・・4 回（H20～H22）

【反省】

「他市との交流会」・・6 回（H19～H23）

【反省】

「傾聴ｖ講座」・・・・・1 回（H22）

・サロンなどに「ちょっとまかせてカード」の設置

「学生ｖとの交流」・・1 回（H23）

・支所が廃止になったので、社協の窓口が減った。

「子育て支援 V 講座」
・・1 回（H22）

はしていない。

合計 15 回

「シニア V 講座」・・・・1 回（H19）

・「ふれあい・いきいきサロン」参加者からも「し

「災害 V 講座」
・・・・・1 回（H21）

おかぜネット」についての相談を受けたケースが

「障害者支援講座」・・・1 回（H23）

ある。

合計 9 回
地域みんなで助け合い

小地域活動の拠点

●地域のみんなが集まれる場を増やすために・・・ ●サロン活動を充実させるために・・・

●サロン参加者を増やすために・・・

●「サロン活動」とその事業をつなげるために・・・

【成果】

【成果】

【成果】

【成果】

・飛渡瀬地区に「常設型サロン よりんさいや」を

・他地区のサロンとの交流を積極的に推進した。

・まだサロンのない地域で「サロン説明会」を開催 ・サロンで把握したニーズを「しおかぜネット」等

開設した。

・年 1 回「サロン世話人会議」を開催し、運営上

し、新たなサロンの立ち上げを促進した。

≪ふれあい・いきいき
サロン≫

・子育て支援を目的にしたサロン「おしゃべり広場」 の知恵を共有してサロン内容の向上に努めた。

・「しおかぜ通信」「江田島市社協地域福祉ブログ」

の活動を支援した。

等でサロン活動を紹介した。

・先進地区でのサロン視察研修等を実施した。

で解決できるケースが増えた。
【反省】

（共助）

・
「小地域福祉マップ」はプライバシーの問題から、
【反省】

【反省】

【反省】

・サロンへの訪問が充分とは言えず、一部のサロ

・内容が適切でないサロンがあるが、指導が難し ・参加者が固定されているサロンも多いので、今後

・現状のサロンに様々な機能を追加することを、

ンには訪問できていない。

く対応に苦慮している。

参加者や世話人が負担に感じてしまい、推進する

「誰でも参加できるサロン」の推進が必要。

協力は難しい様子だった。

ことが難しかった。
ひとりひとりの困りご
とに寄り添える
≪しおかぜネット≫

●ちょっとした困りごとを助け合える環境を作る ●「しおかぜネット」活動を充実させるために・・・
ために・・・
【成果】
【成果】
・依頼があった際には、担当職員が必ず訪問して利
・あらゆる場面で「しおかぜネット」を周知した。 用者に「しおかぜネット」の趣旨を理解してもらう
（民生委員定例会、サロン、自治会連合会、など） よう心がけている。
・「しおかぜ通信」「江田島市社協地域福祉ブログ」 ・定期的に「応援会員交流会」を開催し、市内や県
で活用内容や趣旨を広く住民に周知した。
内のボランティアとの交流に努めた。
【反省】
・「ちょっと助けてカード」を市内各地に設置する
ことはできなかった。

●「しおかぜさん」の人数を増やすために・・・
【成果】
・「しおかぜ通信」「江田島市社協地域福祉ブログ」
等で常時登録を募集している。
（現在 85 人）
・住民から「しおかぜネット事業推進員」を募って
雇用している。
（H23 年 6 月から、毎週火・水・木
の午後 1：00～17：15）
【反省】
・「ちょっとまかせてカード」は市内各地に設置し
ていない。
・「しおかぜさん」の中から需給調整ができるよう
な人員を育成していない。

●「しおかぜネット」を通じて住民同士がつなが
っていける活動にするために・・・
【成果】
・「しおかぜさん」と「利用者」が一緒に活動する
ことを推進することで、お互いが顔見知りになり継
続してお付き合いできる関係づくりを推進できて
いる。
・研修会等で「しおかぜネット」の趣旨を皆で共有
するよう努めている。
【反省】
・「えがおえたじま連絡協議会」は体制が作れてい
ない。

場づくり
組織化と活動支援

●新たな地区社協の組織化に向けて・・・

活動づくり

●地区社協の活動内容・・・

人づくり

つながりづくり

●小地域活動（地区社協）を実施する協力員確保、 ●地区社協と市社協の連携・・・
養成・・・

≪地区社協≫
【成果】

【成果】

【成果】

・市社協が指定した事業を実施する際、共同募金か

・「ふれあい・いきいきサロン」等の近隣互助活動

【成果】

・地域福祉事業（サロン・しおかぜネット等）で把

らの補助金を交付した。
（地域配分金を活用）

を通じてニーズ把握に努めた。

・地区社協のある地域内で「新しくサロンを始めた

握したニーズに対して、社協だけで解決が困難なケ

・社協会費、共同募金の取りまとめを依頼した。

い」との要望があった際には、地区社協会長（自治

ースは地区社協と連携して対応している。

【反省】

・「空き家を活用したサロン」など具体的な取り組

会長）に相談し、立ち上げの支援を行っている。

・行政が進める「まちづくり協議会」との関係性や

みを推進している。

・社協広報誌、HP、ブログ等で「小地域福祉活動」 【反省】

「地区社協」自体の必要性が明確に出来ず、新たな

・社協 HP に「地区社協」について掲載。

について記事を掲載している。

地区社協の設立は実現できていない。

るように働きかけすることは出来なかった。
【反省】

●既存の地区社協の充実に向けて・・・
【反省】

・地区社協に 1 名づつ「しおかぜさん」が在籍す

【反省】

・定期的に座談会など話し合う場を設けていない。 ・地区社協のない地域での現状把握が出来ていな
・
「地区社協」に関する広報活動が充分出来ていな

い。

い。

・小地域懇談会の開催が出来ていない。

・他地域の地区社協との情報交換会は開催していな
い。

・講座や座談会、運営会議等を開催できていない。
住民みんなでまちづくり

福祉意識の醸成

●地域まるごと福祉教育推進に賛同する地域を募 ●地域まるごと福祉教育を推進するために・・・

●地域まるごとで福祉教育に取り組む人材の確保 ●地域まるごと福祉教育を他の事業と連動するた

≪地域まるごと福祉教

集するために・・・

のために・・・

めに・・・
【成果】

育推進≫

【成果】
【成果】

・社協で職場体験を受け入れ、「福祉」について現

【反省】

・「地域まるごと」の事業指定を受け、江田島町切

場で学んでもらった。

・地域の懇談会は実施できず、福祉教育の人材確保 ・介護保険事業の職場体験を通じて、高齢者との交

串地区（H19～H21）、大柿町大君地区（H20～ ・地域での清掃活動に参加し、大人と子供がふれあ

（自助）

H22）
、の 2 地区で事業を推進した。

は達成できていない。

いながら活動する場をつくれた。

・社協広報紙や HP 等で活動内容を周知した。

緊急時の対策整備

流を図れた。
【反省】

【反省】

・児童・生徒のボランティア登録は出来なかった。

【反省】

・「地域まるごと福祉教育推進会議」は実施できな

・他事業との連携がとれなかった。

・事業指定後の関わりが薄くなってしまい、活動

かった。

が地域に根付かないケースもあった。

・福祉教育推進計画は策定していない。

●災害時に助け合える体制づくり・・・

●災害時に助け合うために・・・

●災害時に対応できる人員を確保する・・・

●地域全体で災害時に対応するために・・・

【成果】

【成果】

【成果】

【成果】

≪災害に負けないまち
づくり≫

・災害時のボランティア活動が円滑に行えるよう、 ・
「被災者生活サポートボラネット推進マニュアル」 ・「災害ボランティアバンク」を設立し、事前に緊

・サロン等に出向いた際には「災害時の助け合い」

市内の関係組織・団体の協力ものと「江田島市被災

を策定し、ボラネット構成団体の災害時における役

急時対応ができる人員を確保している。

「普段のつながりの大切さ」についてお話させても

者生活サポートボラネット推進会議」を立ち上げ

割と動きを明確にした。

・「災害ボランティアセンター運営シミュレーショ

らっている。

ン」を実施し、災害時に動ける人材を育成した。

・地域内の自主防災組織が中心となって、防災訓練

た。
【課題】

等を実施している地域もある。

【反省】

・「地域福祉マップ」づくりから「要援護者」の把

【反省】

・緊急連絡網は整備していない。

握はできていない。

・「緊急時対策委員」は選出していない。

【反省】
・社協と自主防災組織とのつながりが薄い

■第二次計画の目標と基本計画
☆第二次計画で目指す「社協」の姿☆
～こんな社協になりたい～
◆住民と距離の近い社協（フットワークの軽い社協）
◆住民目線で動く社協（社協職員も地域の一員になる）
◆事業間、事業所間の連携がとれる社協（職員が一丸となった社協）
◆住民と「伴走」する社協（一緒に走る）
◆住民に身近に感じてもらえる社協（もっと PR）
◆行って相談したらなんとかしてくれる社協（ワンストップ機能）
◆「住民」全員と関係のある社協（「福祉」だけじゃない）

第二次計画では
「4 つの課題」を解決するために 4 つの基本計画+「推進強化方策」を策定しました。
課題
基本計画
①「情報をもっと知りたい」・・・・・・・・社協がおこなっている活動を知ってもらおう
②「地域内でもっと交流したい」・・・・住民同士が交流できるようにしよう
③「もっと活動者を増やしたい」・・・・地域内で福祉活動ができるようにしよう
④「地域で安心して生活したい」・・・・住民の生活を支えよう
＋
「推進強化方策」・・・・・・・・・・・市行政との連携と市社協法人の強化

【基本計画①】

社協が行っている
っている活動を知ってもらおう
ってもらおう
江田島市社会福祉協議会では、公的なサービスである介護保険事業
江田島市社会福祉協議会
介護保険事業だ
けではなく、地域福祉推進事業
地域福祉推進事業や権利擁護事業など、住民の
の生活を支え
るために様々な活動を実施
実施しています。
しかし、まだまだ一般の
の方には「社会福祉協議会（社協）」という
という組織自体
の認知度が低く、日常生活上
日常生活上で困ったと感じることがあっても
じることがあっても、どこに言っ
て良いのかわからない、
、という実態があります。
そこで、江田島市社協
江田島市社協では、基本目標の一つとして「社協が
が行っている
活動（主に地域福祉活動
地域福祉活動）を知ってもらおう」を掲げ、住民の
の皆さんが「社
会福祉協議会（社協）」
）」を身近な存在として認識してもらえるような
してもらえるような取り組
みを進めます。

（1）講座・研修会を開催
（2）福祉教育の推進
（3）地域に出向いて PR 活動

（1）社協ホームページを活用
（2）発行物の充実
（3）DM（ダイレクトメール）を発行

■活動のポイント
「知る機会をつくる」
○各種ボランティア講座、研修会の参加者を増やすために、常に地域ニ
ーズに沿ったテーマを採用し、「誰もが参加できる」企画づくりをしていく
必要があります。
○講座や研修会を開催する際は、日程や会場などを工夫して、できる限
り多くの方が参加しやすくなるように配慮する必要があります
○福祉教育では、子どもたちも地域の一員として、「地域の課題に自ら気
づき、活動していく」という部分を大切にしていきます。
○社協職員が事務所で待っているだけではなく、地域に積極的に出向き、
社協の活動を通して、その存在を PR していきます。
「広報活動を充実させる」
○定期的にホームページやブログ等を更新し、常に最新の情報を掲載し
ていきます。
○地域の様々な情報を集めて整理し、地域生活に密着した情報誌を作
ります。
○江田島市全世帯に配布するだけではなく、市内の各拠点（行政支所・
公民館等）に常置し、生活に密着した場所で、簡単に手に取ることがで
きるよう働きかけていきます。
○ボランティア登録してもらっても、活動調整ができないままだと疎遠に
なってしまいがちです。ボランティアとの繋がりを大切にする意味でも、
定期的に DM（ダイレクトメール）を発行し、ボランティア活動に関する最
新の情報を届けます。

実施年度
目標

基本計画

推進事項

推進方法

財源
25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

29 年度

（1）講座・研修会を開催
①定期的にボランティア講座を開催する。

年3回

（2）福祉教育の推進
①福祉協力校との連携
・学校と地域が共同で、生徒と大人が交流できる活動を実施する。

年3回

・福祉学習を通じて、児童が「福祉」について学ぶ機会をつくる。

年1回

②もっとまるごと福祉共育創造事業の推進
と福祉共育創造事業の推進
知る機会をつくる

（市内全校）

・モデル地区を指定して「まるごと応援会議」を開催する。

誰もが安心して暮らせるまちづくり

社協がおこなっている活動を知ってもらおう

・子どもと大人が交流できるイベントを開催する。
・子ども達自らが、地域の課題に対して支援活動を行う。

（1 校）
年4回

②積極的にサロンに出向き、住民に社協の事業を PR する。

年1回

随時
年 25 箇所

③サロンがない地域において「サロン説明会」を開催する。
サロンがない地域において「サロン説明会」を開催する。

年1回

④「フェスティバル江田島」に社協ブースを出展し PR 活動を展開する。

年1回

（1）社協ホームページを活用
①定期的に内容を更新する。

随時

②「地域福祉ブログ」を更新する。
福祉ブログ」を更新する。

毎日

（2）発行物の充実

広報活動を充実させる

①「社協だより」を発行する。（全戸配布）

年2回

②「しおかぜ通信」を発行する。（全戸配布）

年 10 回

③パンフレット・チラシの更新、作成。

年4回

随時

（3）地域に出向いて PR 活動
①自治会や民生委員等、地域の会合に積極的に参加し、社協事業を PR する。

年2回

随時

④市内の拠点（行政支所、公民館等）に発行物を常置する。

（３）DM（ダイレクトメール）を発行
（ダイレクトメール）を発行
①「ボランティア登録者」を対象に「ハマレポ」を発行する。

年6回

②「サロン世話人」を対象に「サロン通信」を発行する。

年6回

年1回

【基本計画②】

住民同士
住民同士が交流できるようにしよう
できるようにしよう
地域福祉活動を進めるためには
めるためには、在宅での暮らしを支援する
する福祉サービ
スの整備も必要ですが
ですが、地域の人々の結びつきを強めるために
めるために、助け合い
や交流活動を盛んにすることがとても
んにすることがとても重要です。
そこで、江田島市社協
江田島市社協では「ふれあい・いきいきサロン」を始めとした
めとした、地域
住民の交流を目的とした
とした事業を推進していますが、現状では
では「参加者の固
定化」「後継者不足」「内容
内容のマンネリ化」など多くの課題を抱えています
えています。
また、江田島市においては
においては、若者の人口流出が大きな地域課題
地域課題として挙
がっていることも見過ごせません
ごせません。このまま少子高齢化、過疎化
過疎化が進行す
れば、将来の江田島市
江田島市は様々な地域活動に支障をきたす事態
事態に陥りかね
ません。
これらを踏まえ、江田島市社協
江田島市社協では「地域活性化」を目標とした
とした、住民交
流の場づくり、出会いの
の場づくりを進めていきます。

（1）「ふれあい・いきいきサロン活動」の
の充実
（2）常設サロン「お茶の間サロン」の推進
推進
（3）「江田島市社協出会い支援事業」」の推進

（1）「えがおえたじま応援センター（※）」
）」の充実
（2）ボランティア講座の開催
（3）他の事業との連携

■活動のポイント
「気軽に集える場」をつくる
をつくる
○地域で安心して暮らしていくためには
らしていくためには、人と人とのつながりが
とのつながりが大切です。
気軽に集える場をきっかけにして
をきっかけにして、挨拶や声かけ、井戸端会議
井戸端会議ができる
人間関係をつくります
をつくります。
○「ふれあい・いきいきサロン
ふれあい・いきいきサロン」に多くの方が参加しやすくするために
しやすくするために、個人
が運営しているのではなく
しているのではなく、地域、または参加者全員が運営
運営しているとい
う意識を持って地域に
に参加者を呼び掛けていきます。
○江田島市社協出会
江田島市社協出会い支援事業では、社協だけでなく地域内
地域内の関係機
関・組織・団体を含め
め、市内の有識者などで構成した「江田島市社協出
江田島市社協出
会い支援イベント企画運営委員会
企画運営委員会」を設立して、「住民主体
住民主体」「地域主導」
を第一に心掛けながら
けながら、独身の男女の出会いを目的としたイベント
としたイベント等を
企画・実行します。
「ボランティア同士が交流
交流できるようにする」
○ボランティア交流会
交流会は、参加者が活動に関する想いを共有
共有し、「自分だ
けじゃなく同じ想いを
いを持った仲間がたくさんいる」ということを
ということを実感してもら
い、ボランティア同士
同士のつながりを大切にしていく必要があります
があります。
○ボランティア交流会
交流会は、江田島市内だけでなく、必要に応じて
じて他の地
域で活動されているボランティアさんとの
されているボランティアさんとの交流会も企画します
します。

目標

基本計画

推進事項

推進方法

実施年度
25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

29 年度

2 か所

2 か所

2 か所

2 か所

（1）「ふれあい・いきいきサロン活動」の充実
「ふれあい・いきいきサロン活動」の充実
①社協地域福祉課に「サロンコーディネーターを配置する。

1名

②サロンが開催されていない地区で、新たなサロンの立ち上げを推進する。
催されていない地区で、新たなサロンの立ち上げを推進する。

2 か所

③サロン世話人会議を開催し、サロン活動の充実を図る。（内容の活性化）

年1回

④定期的にサロンに訪問し、サロン運営が適正に行われているか指導する。
⑤サロンについての研修や勉強会を開催する。（内容の充実を図る）
⑥サロン運営に自治会等、地域組織を巻き込み「誰でも参加しやすい」環境を推進する。

年 25 箇所
年2回
随時

（2）常設型サロン「お茶の間サロン」の推進
）常設型サロン「お茶の間サロン」の推進
気軽に集える場をつくる

①空き店舗や集会所等を活用し「常設型サロン」を推進する。

住民同士が交流できるようにしよう

誰もが安心して暮らせるまちづくり

2 か所

3 か所

6名

9名

③定期的に「お茶の間サロン」に訪問し、サロン運営が適正に行われているか指導する。

2 か所

3 か所

④「安心サポートリーダー養成講座」を開催し、サロン活動の充実を図る。

年2回

⑤現在ある「サロン」を常設化して「お茶の間サロン」への移行を推進する。

2 か所

②地域住民から「安心サポートリーダー」を選出し、サロンが効果的に運営されるよう努める。

（3）江田島市出会い支援事業の推進
）江田島市出会い支援事業の推進
①江田島市の定住促進・地域活性化を目的に、市内の関係機関・組織等と協働で「江田島市
出会い支援イベント企画運営会議」を開催する。
②独身の男女が交流できるイベントを開催する。

年 10 回
年3回

（1）「えがおえたじま応援センター交流会」の開催
ま応援センター交流会」の開催

ボランティア同士が交流できる
ようにする

①市内に住む登録ボランティア同士の「交流会」を開催する。

年3回

②他地域との「ボランティア交流会」を開催する。

年2回

（2）ボランティア講座の開催
①ボランティア活動の充実を目標に「ボランティア講座」を開催する。

年3回

（3）他の事業との連携
①「ふれあい・いきいきサロン」等を活用して、日常的にボランティアが集える場をつくる。
①「ふれあい・いきいきサロン」等を活用して、日常的にボランティアが集える場をつくる。

随時

財源

【基本計画③】

地域内で福祉
福祉活動ができるようにしよう
できるようにしよう
江田島市社協では、平成
平成 18 年から「えがおえたじま応援センター
センター」という
名称のボランティアセンターを
のボランティアセンターを設立し、ボランティア活動の普及
普及と啓発に努
めてきました。平成 24 年 4 月現在のボランティア登録者は 97 名ですが、
実は大半が「しおかぜネット
しおかぜネット」の登録者（89 名）で、純粋にボランティアのみ
にボランティアのみ
で登録されている方は非常
非常に少ないというのが現状です。
江田島市の総人口は
は 26744 人（平成 24 年 4 月現在）なので
なので、江田島
市におけるボランティア
におけるボランティア人口割合は、約 0.36％ということになります
ということになります。この数
値が高いか低いかは判断
判断が難しいところですが、我々は江田島市内
江田島市内で「ボ
ランティア活動をしたい
をしたい」「何か地域のために役に立ちたい」と
と思っている方
はまだまだ沢山いるはず
いるはず、と考えています。
そこで、江田島市社協
江田島市社協では潜在的に「地域で活動したい」という
という人材に働
きかけを行い、ボランティア
ボランティア人口を増やし、より多くの方が活動
活動できる地域づ
くりを進めていきます。

（1）「えがおえたじま応援センター」機能の充実
充実
（2）「しおかぜネット事業」の推進

（1）各種ボランティア講座・研修会の開催
（2）福祉協力校との連携

（1）社協ホームページの活用
（2）発行物で PR する
（3）その他 PR 活動

■活動のポイント

「ボランティア活動を活性化
活性化する」
○ボランティア活動に
に興味があっても活動に結び付かない方
方の多くは「忙
しい」「きっかけがない
きっかけがない」「一人では勇気がない」という想いを
いを抱えています。
そういった方々を「後押
後押しする」という意識をもってボランティア
をもってボランティア活動を推
進する必要があります
があります。
○ボランティアコーディネーターは
ボランティアコーディネーターは、ボランティアならではの
ボランティアならではの力が発揮でき
るよう、市民と市民または
または組織をつないだり、組織への支援
支援という役割を
担います。
○「しおかぜネット」が
が安価なサービスにならないよう、利用者
利用者と活動者が
一緒に活動することで
することで、お互い様の関係を築けるようなコーディネートを
けるようなコーディネートを
心掛ける必要があります
があります。
「学ぶ機会をつくる」
○常に地域ニーズに沿
沿ったボランティア講座を企画し、講座修了後
講座修了後はしっ
かりと活動へ繋げていくことが
げていくことが必要です。
○福祉教育は、福祉の活動体験等を子どもや大人が一緒
一緒に行う取組み
です。お互いが共感
共感できる「心」を育み、高め合うことに繋がるような
がるような働き
かけを心掛ける必要
必要があります。
○福祉教育校と連携
連携し、地域の方々を巻き込みながら子どもたちの
どもたちの活動
を支え、大きな地域のネットワークづくりを
のネットワークづくりを推進します。
「活動を PR する」
○ホームページ等広報媒体
等広報媒体には福祉の専門用語などを多用
多用せず、住民
の皆さんに分かりやすい
かりやすい内容を心掛けます。
○積極的に地域に出向
出向き、社協の活動について PR する機会
機会を増やすこ
とが必要です。

目標

基本計画

推進事項

推進方法

実施年度
２５年度

２６年度

２７年度

２８年度

２９年度

財源

（１）えがおえたじま応援センター機能の充実
①社協地域福祉課に「ボランティアセンター」を配置する。

1名

②住民参画の場として「えがおえたじま応援センター運営委員会」を設置しボランティア活動の推進について協議する。

年3回

③新規ボランティアの獲得を目的に「ボランティア入門講座」を開催する。

年1回

④災害時でもボランティアが対応できるように「災害ボランティアバンク」を運営する。

（２）「しおかぜネット」事業の推進
ボランティア活動を活性化する

３ 地.域内で活動できるようにしよう

誰もが安心して暮らせるまちづくり

①社協地域福祉課に「ボランティアコーディネーター」を配置する。

1名

②あらゆる活動を通じて住民ニーズを把握する。

随時

③日常生活支援の類似事業（シルバー人材、ＮＰＯなど）と、綿密に連携を取る。

随時

④活動者が偏らないような調整を心がける。

随時

⑤利用者と「しおかぜさん」が一緒に活動して、お互い様の関係が築けるような活動を心がける。

随時

⑥市内の各拠点に「ちょっとまかせてカード」を設置する。（登録者を随時募集）

随時

⑦活動記録カードを活用して、活動の際の気付きを次回の活動へと活かす。

随時

・社協会費

・寄付金

（１）各種ボランティア講座・研修会の開催
①様々な地域ニーズに対応できるよう、各種講座・研修会を開催する。
②県社協等で開催される講座・研修会への参加を呼びかける。

年3回
随時

・共同募金
配分金

学ぶ機会をつくる
（２）福祉協力校との連携
①福祉協力校で「福祉学習」「ボランティア講座」等を実施し、学生のボランティア活動を推進する。

・介護保険事業

年1回

収益金からの
繰越金

（１）社協ホームページの活用
①ホームページを活用し、広くボランティア活動についての情報提供を行う。

随時

②「江田島市社協地域福祉ブログ」でボランティア活動の様子を掲載する。

毎日

（２）発行物でＰＲする
①ボランティアについての情報を「しおかぜ通信」に掲載する。

活動をＰＲする

②ボランティア会員向けにＤＭ「ハマレポ」を発行し、情報を発信する。
③必要に応じてパンフレット等を作成し事業周知を行う。

随時
年6回
随時

④行政の支所や公民館等、市内の各拠点に発行物を常置する。

（３）その他ＰＲ活動
①フェスティバルエタジマで「しおかぜネット」のブースを出展してＰＲ活動を行う。
②自治会や民生委員等の会合やサロン等へ積極的に出向き、ボランティア活動ＰＲする。

年1回

【基本計画④】

住民
住民の生活を支えよう
「誰もが住み慣れたまちで
れたまちで暮らしたい」これは誰もが願っていることです
っていることです。しかし、地域
内には、高齢や障がいなどが
がいなどが原因で、一人では解決できない困りごとを
りごとを抱えた方がいま
す。
江田島市社協では、そういった
そういった方々の生活を支えるために、各種相談窓口
各種相談窓口を充実させ、
困りごとをいち早く把握できる
できる体制づくりに取り組み、地域住民の助け合
合いや交流活動、
ボランティア活動などによるインフォーマルな
などによるインフォーマルな支援を推進するとともに、介護保険
介護保険サービ
ス、障害福祉サービス、権利擁護
権利擁護などのフォーマル（制度）な支援も実施
実施します。
また、それらの支援を災害時
災害時にも活かすことのできるよう、日常から行政
行政をはじめとした
各種団体・組織等とのネットワークを
とのネットワークを構築し、途切れることのない支援体制
支援体制づくりに努め
ます。
（１）安心生活創造事業
安心生活創造事業の推進
（2）小地域福祉活動
小地域福祉活動の推進
（3）地区社協
地区社協の推進
（4）ちいきまるごと
ちいきまるごと福祉教育の推進

（1）しおかぜネットの
しおかぜネットの推進
（2）えがおえたじま
えがおえたじま応援センターの推進
（3）ふれあい・いきいきサロン
ふれあい・いきいきサロン活動の充実

（1）江田島市被災者生活
江田島市被災者生活サポートボラネット
の推進

（1）各種介護
各種介護サービス事業の実施
（2）介護者
介護者の集いを支援

（1）権利擁護センターえたじまの
ーえたじまの運営

（1）障害者生活支援
障害者生活支援センター運営
（2）自立支援
自立支援センター「あおぞら」の運営

（1）各種相談所等の開設
開設
（2）サロン活動を活用
（3）その他相談窓口の
の整備

■活動のポイント
「地域内で住民同士がお互いに支えあえる仕組みづくりを推進する」
○互助の仕組みを地域に根付く活動にするためには、自分たちの地域
の課題を自らが気付き、どうすれば良いのかを地域の皆で相談し、お互
いが協力しながら活動していく、という「住民主体」「地域主導」を念頭に
置いた推進手法で進めます。
○最初から難しいことに取組むのではなく、「挨拶」「声かけ」「見守り」な
ど、日常の活動を意識したものを拡げていく手法も効果的です。
○活動の財源確保のためにも、この取組みを積極的に地域住民へ周知
し、理解と協力を呼び掛ける必要があります。
「ちょっとした困りごとを解決する」
○公的なサービスでは補えない、「ちょっとした困りごと」をボランティアな
らではの柔軟な活動で対応し、どんな小さな困りごとでも真摯に向き合
います。
○積極的に関係機関・団体と連携をとり、ネットワークを活用した支援を
心掛けます。
「災害時でも助け合えるまちづくりを進める」
○日常から関係機関・団体と「災害時における助け合い」について協議
し、お互いの顔が見える関係づくりに努めます。
○被災者への支援活動を円滑に進めるために、日常から災害時の対応
までを意識した活動を心掛けます。
「介護の悩みを解決する」
○介護が必要になっても、住み慣れたまちで自立した生活が営めるよ
う、施策に基づいた介護サービスの提供や、専門職による総合相談の
体制をつくります。
「権利擁護の問題を解決する」
○判断能力が不十分な方、または低下した方の権利が侵害されないよ
う、専門的な立場から本人の意思を尊重し、問題解決に向けて支援を
します。

「障がいに関する困りごとを
りごとを解決する」
○障がいのある方が安心
安心して生活が営めるよう、ひとりひとりの
ひとりひとりの願いや暮
らしに寄り添った相談援助
相談援助とケアマネジメントをもって、各種制度
各種制度に基づ
いた総合的な支援を
を行います。
「相談機能の充実・強化
強化」
○社協に相談窓口を
を設け、常時悩みごとの相談に応じ、様々
様々な機関と
連携して問題解決に
に取り組みます。
○多様な悩みごと相談
相談に対応できるよう、時には専門家による
による相談会を
開催します。
○ふれあい・いきいきサロン
ふれあい・いきいきサロン等、地域の拠点に「ニーズキャッチ
ニーズキャッチ」と「相談」
機能を持たせ、困りごとを
りごとを相談しやすい地域づくりの推進に努
努めます。

目標

基本計画

推進事項

実施年度

推進方法

２５年度

２６年度

２７年度

２８年度

２９年度

財源

（１）安心生活創造事業の推進
①基盤支援を必要とする人とそのニーズを把握する。
・地域内に支援が必要としている人がどのくらいいるのかアンケート調査をする。

・社協会費

市内全域
随時

・行政、民生委員、自治会、関係機関・組織等から随時情報を収集する。

・寄付金

②支援を必要とする人がもれなくカバーされる体制をつくる。

7 地区

・行政や各種団体・組織が地域と連携した「見守り」体制を構築する。

7 地区

7 地区

7 地区

・江田島市
委託金

随時

・「見守り活動」で把握した生活ニーズを関係機関へと繋ぐ。
③それを支える安定的な自主財源の確保。

・共同募金
配分金

随時

・活動内容をを広く住民へ周知し、社協会費の増収に努める。

（２）小地域福祉活動の推進

４ 住.民の生活を支えよう

誰もが安心して暮らせるまちづくり

①推進モデル地区を指定し、地区内の関係組織・団体と協同で「小地域福祉活動推進協議会」を立ち上げる。（テーブルづくり）

1 地区

2 地区

3 地区

・広島県社協
補助金

②地域の課題を把握するため、地域懇談会やアンケート等を実施する。
（地域診断）

随時

③定期的に「小地域福祉活動推進協議会」を開催し、「新たな支えあいの仕組みづくり」について協議する。

随時

・介護保険事業

④住民主導で地域内の課題解決に向けた活動を展開する。

随時

収益金からの
繰入金

地域内で住民同士がお互いに支え
あえる仕組みづくりを推進する

（３）地区社協の推進
①既存の地区社協活動の充実

13 地区

・定期的に運営会議、合同会議を開催する。

年1回

・市社協が指定した事業を実施する際、共同募金からの補助金を交付する。

（指定事業は「サロン」等の近隣互助事業とする）

・空き家や、空き店舗等を活用した常設サロンの開設等、地域内の新たなサロンの立ち上げを支援する。

随時

・他地区の地区社協の取組みを学ぶため、視察研修等を企画する。

随時

・社協会費

・寄付金

②新たな地区社協の組織化に向けて
・社協理事・評議員による地域福祉部会で、新たな地区社協の在り方等について検討する。

年2回

・各地区の「まちづくり協議会」と連携して、地区社協的機能を強化する。

随時

・地区社協のない地区に、視察研修や勉強会の参加を呼び掛ける。

随時

・共同募金
配分金

（４）ちいきまるごと福祉教育の推進
①学校だけではなく、地域住民も一緒に話せるテーブルづくりを推進する。
②日常生活を意識した活動を拡げていく。

（登下校の見守り、挨拶運動、高齢者訪問、清掃活動、など）

年3回
随時

・社協会費
・寄付金
・共同募金
配分金

目標

基本計画

推進事項

推進方法

実施年度
２５年度

２６年度

２７年度

２８年度

２９年度

財源

（１）しおかぜネットの推進
①社協地域福祉課に「ボランティアコーディネーター」を配置する。

1名

②依頼があった際には、必ず担当職員が訪問して調査・聞き取りを行う。

随時

③利用者と「しおかぜさん」が一緒に活動して、良好な関係が築けるような活動を心掛ける。

随時

④他の生活支援サービス等と連携を取り、包括的にサポートできる体制を整える。
⑤市内の各拠点に「ちょっと助けてカード」を常置する。
（常時受付）
⑥活動記録カードを活用して、活動の際の気付き等を次回の活動へと活かす。

随時

ちょっとした困りごとを解決する

（２）えがおえたじま応援センターの推進
①地域の福祉課題の解決に向けた取り組みを推進する。（近隣互助など）

随時

・社協会費

４ 住.民の生活を支えよう

誰もが安心して暮らせるまちづくり

（３）ふれあい・いきいきサロン活動の充実
①サロン参加者同士の「知縁」から「助縁」の関係づくりを推進する。

随時

②サロンで把握できたニーズを社協や関係機関へとつなぐ仕組みを推進する。

随時

・寄付金

・共同募金

（１）江田島市被災者生活サポートボラネットの推進
①定期的に「江田島市被災者生活サポートボラネット推進会議」を開催する。
（お互いの顔が見える関係づくり）

災害時でも助け合えるまちづく
りを進める

②随時「江田島市被災者生活サポートボラネット推進マニュアル」の見直しを図る。
（災害時対応のルールづくり）
③定期的に「災害時対応」をテーマにした研修会や講義等を開催する。
（災害時に頼れる人材づくり）

配分金

年３回
随時
年1回

（１）各種介護サービス事業の実施
①介護保険事業の指定を受け事業を実施する。

・介護保険事業
収益金

②行政からの受託を受け事業を実施する。

介護の悩みを共有する
随時

（２）介護者の集いを支援
①在宅介護者のリフレッシュを目的に、介護者同士が集まって悩みを共有できる場を支援する。

随時

・社協会費
・寄付金
・共同募金
配分金

（１）権利擁護センターの運営
権利擁護の悩みを共有する

①認知症高齢者や障がいのある方が、判断能力が不十分なために権利が侵害されないよう専任の相談員を配置し、専門的な立場から
ご本人の意思を尊重し、問題解決に向けて支援を行う。
②「福祉サービス利用援助事業

かけはし」による福祉サービスや、それに付随した金銭管理等の支援を行う。

③成年後見制度による財産管理及び身上管理に関する契約等の法律行為全般を行う。
（法人後見）

年3回
随時

・広島県社協
委託金
・江田島市補助金
・事業収入
・介護保険事業
収益金

目標

基本計画

推進事項

推進方法

実施年度
２５年度

２６年度

２７年度

２８年度

２９年度

財源

（１）障害者生活支援センターの運営
①障害者生活支援事業を市から受託、実施し、障害者及び家族の福祉を充実する。
②障害者相談支援事業の指定を受け、生活援助を実施する。
③障害者自身の生活力を高める研修会を開催する。

ちょっとした困りごとを解決する

④「ぴあサポートサロン」「ピアトーク」を開催し、障害者の地域での孤立防止に努める。

年1回
毎月１回
・江田島市

⑤障害者生活支援に必要な関係機関と連携を密に取る。

委託金

（２）自立支援センター「あおぞら」の運営

・事業収入

４ 住.民の生活を支えよう

誰もが安心して暮らせるまちづくり

①障害者自立支援法の指定を受け、事業を実施する。

（１）各種相談所等の開設
①「心配ごと相談所」の開設
・江田島市内 4 地区で「心配ごと相談所」を開設する。

毎週木曜日

・民生児童委員、人権擁護委員、行政相談員の協力を得て「心配ごと相談員」を任命する。
・「相談記録カード」を活用し、関係機関との連携を図る。

・介護保険事業

随時

収益金

②「司法書士による無料相談会」の開催
・広島司法書士会と連携し「司法書士による無料法律相談会」を開催する。

年1回

相談機能の充実・強化
（２）サロン活動を活用
・社協会費
①「お茶の間サロン」活動を推進し、サロンで困りごとを相談できる仕組みづくりを推進する。
②職員が積極的にサロンに出向き、住民福祉ニーズの把握に努める。

2 か所

3 か所

・寄付金
・共同募金
配分金

（３）その他相談窓口の整備
①社協地域福祉課に専門電話回線を増設し、相談窓口を設置する。

・社協会費

【推進強化策】

市行政との連携と市社協法人運営の強化
これら４つの基本計画を実行するためには、それを担う社協の強化が必要になります。
江田島市社協では、地域福祉を担う中心的な組織として住民に理解され、信頼される
各事業を実施するために、以下の【強化項目】に基づいて市社協法人の強化に取り組
み、本計画を実行不可能な夢ではなく可能なものにするべく努力いたします。

【強化項目】
（1）市行政との連携
・積極的に市行政と連携を図り、お互いが協力しながら事業を推進していきます。

（2）適正な人員配置と人材育成の推進
・各部署の業務量に見合った適正な人員配置に努めます。
・積極的に職員の資格取得を促進し、福祉の専門職としての資質向上に努めます。
・定期的に研修会等学びの機会を設けます。

（3）事業所間の連携を取り、要支援者を包括的に支えることのできる体
制づくりの構築
・毎月職員会議を開催し、各部署が取組んでいる事業についての現状と課題を共
有し合い、社協全体が連携できる体制づくりを推進します。
・あらゆる相談・不安へ対応できるよう、社協内部はもちろん関係団体・組織等と綿
密に連携を取り、相談内容に基づき適切な支援を調整します。
・それぞれの課内、事業所内で定期的に会議を開催し、事例の共有に努めます。

（4）自主財源確保の取組み
・社協事業についての広報活動を積極的に行い、住民への理解と協力を求め、社
協会費、寄付金の確保に努めます。
・積極的に補助事業、委託事業に取り組みます。
・各事業の実施にあたり様々な工夫をし、適切な運営を通して事業経費の確保を図
ります。

（5）理事会・評議員会の活性化
・総務部会、地域福祉部会といった部会制度を設け、社協事業の推進について、き
め細かく参画する機会を設けます。

