
平成 29年度福智町社会福祉法人地域公益活動連携協議会 

事 業 報 告 

 

活動報告 

 連携協議会設立から 2年目となった平成 29年度は、昨年度の社会福祉法の改正に伴う社会福祉

法人の定款の変更についての研修や支援から、もう一つの対応として重要な「地域における公益

的な取り組み」を具体的に実施するための調査や聞き取りを行い協議を重ねてまいりました。そ

の結果、地域の生活課題に対応した 6 つの事業を計画し、それぞれにワーキングチームをつくっ

て取り組み内容を検討してまいりました。その中で、平成 29年 12月 18日に福智町と連携協議会

とで「福智町の災害時における社会福祉法人の要援護者等の支援に関する協定」（災害時要援護者

等支援協定）を締結し、連携協議会が一体となって災害時において要援護者等の支援を行うこと

を示しました。また、介護保険制度改正に備えての研修会を開催し学習を行うとともに、今年度

初めて懇親会を開催し親睦を深めました。あわせて、情報の共有化を図るためまた情報発信を行

うために連携協議会専用のホームページを立ち上げました。さらに財源確保に向けての取り組み

として赤い羽根自販機の設置を進め、現在町内 18 カ所まで設置が進みました。平成 29 年度は、

平成 30年度以降に向けての基盤を固めていく年度であり、会員の皆様のご協力のもとに少しずつ

ではありますが、順調に運営が進んでいることに関しまして改めまして会員の皆様に感謝申し上

げます。 

 

                              会 長  芦 馬 謙 二 

 

６つの事業 

 

１ 地域交流活動提供事業 

   内容：各施設で行う行事を孤立しがちな単身世帯や引きこもり世帯を中心とした地域住民 

の交流活動の場として提供する。 

      交流活動の場として提供する社福連全体の施設行事カレンダー（時間・場所・内容 

も記載）を作成し、地域住民に周知して、交流の場として活用していただく事業。 

 

２ 地域に身近な福祉相談窓口連携事業 

   内容：各施設に相談窓口を設置し、生活困窮者や認知症など地域の要支援者の相談又はそ 

の要支援者への支援について相談を受けるとともに相談内容に応じて他施設や関係 

機関へつなげる事業。連携協議会を中心とした相談支援ネットワークを構築する。 

 

３ 要支援者サポーター育成事業 

   内容：地域における要支援者（認知症、障害者、精神障害者など）を地域でサポートする 

人材を育成するための研修会を開催する。それぞれの状況に対応できる（又は理解 

する）サポーターの養成を行う事業。 

 



４ 子ども学習支援事業 

   内容：ひとり親家庭や閉じこもり傾向にある児童を施設の一室を利用し、施設職員による 

学習支援を行う。対応に関しては、実施施設へ他の施設職員が協力支援する。 

また将来は、夕食（軽食）の提供を行う子ども食堂としての機能を合わせ持った事 

業として展開することも検討する。 

 

５ 災害時要援護者等支援事業 

   内容：福智町において地震、風水害、その他災害等が発生した場合に、支援が必要な高齢 

者や障害（児）者、妊婦、乳幼児等に対して、当会員における施設での受け入れや避 

難所における要援護者の支援並びに生活用品の提供など各会員施設で対応可能な支 

援を行う事業。（福智町と支援協定締結 平成 30年 12月 18日） 

 

６ 地域パトロール推進事業 

   内容：会員の施設職員が日頃の町内での送迎活動中において、ハイリスクの一人暮らしの 

      高齢者宅や孤立化した世帯、問題のある子育て世帯などに対して、常に気配りを行 

      い安否の確認等を行い、異変等の気づきがあった場合には迅速に連絡する事業。 

 

 

平成 29年度事業実施の内容 

  

期 日 会 場 行事・会議名 内 容 

平成 29年 4月 26日 健康増進センター 第 9回事務局会議 

公益的な取り組み 

赤い羽根自販機設置 

第 4回全体会について 

平成 29年 5月 23日 健康増進センター 第 10回事務局会議 

第 4回全体会の開催について 

その他 

平成 29年 6月 2日 金田保健センター 第 4回全体会 

事業報告、決算報告・監査報告 

事業計画案、予讃案、福岡ライ

スレスキュー、公益的な取り組

み、赤い羽根自販機 

平成 29年 7月 3日 健康増進センター 第 11回事務局会議 

公益的な取り組み 

赤い羽根自販機設置状況 

ホームページの立上について 



平成 29年 7月 25日 健康増進センター 第 12回事務局会議 

地域における公益的な取り組

みアンケート調査について、赤

い羽根自販機設置状況、ホーム

ページ公開確認 

平成 29年 8月 31日 健康増進センター 第 13回事務局会議 

公益的な取り組みについて 

赤い羽根自販機設置状況 

ホームページ公開について 

平成 29年 9月 19日 健康増進センター 第 14回事務局会議 

地域における公益的な取り組

み 

第 5回全体会の開催について 

赤い羽根自販機設置状況 

平成 29年 10月 24日 健康増進センター 第 15回事務局会議 

第 5回全体会の開催について 

その他 

平成 29年 11月 1日 金田保健センター 第 5回全体会 

赤い羽根自販機設置状況 

ライフレスキュー事業 

地域における公益的な取り組

みについて 

ワーキングチームの設置 

平成 29年 11月 24日 健康増進センター 第 16回事務局会議 

公益的な取り組みについて 

研修会（学習会）の開催につい

て、会員間の懇親会について 

災害時要援護者等支援協定締

結について 

平成 29年 12月 18日 福智町役場町長室 調 印 

災害時要援護者等支援協定の

締結 

平成 29年 12月 26日 健康増進センター 第 17回事務局会議 

災害時要援護者等支援協定締

結について、ワーキングチーム

全体会、情報交換会（懇親会） 

介護保険制度改正に伴う研修

会の開催について 

平成 30年 1月 18日 ふじ湯の里 
第 1 回ワーキング

チーム全体会議 

ワーキングチームにおける作

業内容、各ワーキングチーム協

議 



平成 30年 2月 5日 健康増進センター 

第 1 回地域交流活

動ワーキングチー

ム 

事業実施に向けての意見交換、 

実施に向けてのスケジュール、 

今後の取り組み 

平成 30年 2月 8日 第 2長寿園 
第 1 回学習支援ワ

ーキングチーム 

学習支援の在り方について 

平成 30年 2月 13日 健康増進センター 第 18回事務局会議 

地域における公益的な取り組

み、介護保険制度改正に伴う研

修会の開催について 

平成 30年 3月 1日 
赤池コスモス保健

センター 
学習会 

介護報酬・制度改正対応セミナ

ー 

講師：日本介護支援専門員協会 

会長 柴口里則氏 

平成 30年 3月 6日 方城支所 

学習支援における

教育委員会との懇

談会 

学習支援の取り組みの経緯説

明、学校の現状について 

事業実施に向けての意見交換 

 

平成 30年 3月 6日 健康増進センター 

第 1 回要支援者サ

ポーター養成ワー

キングチーム 

現在の進捗状況の確認 

今後の活動について 

平成 30年 3月 15日 健康増進センター 第 19回事務局会議 

平成 30 年度事業計画案・予算

案について、地域における公益

的な取り組みの進捗状況 

平成 30年 3月 16日 健康増進センター 

第 1 回福祉相談窓

口ワーキングチー

ム 

全体会でのまとめ 

福智町の福祉相談窓口 

社会福祉法人の相談窓口のあ

りかたについて 

 

・全体会              3回（内介護保険制度改正対応セミナー1回） 

・事務局会議            11回 

・教育委員会との懇談会       1回 

 ・ワーキングチーム全体会      1回 

 ・各ワーキングチーム会議      4回（合計） 

 ・赤い羽根自販機設置推進      17台設置（3月 31日現在） 


