
平成 30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 

 平成 28年 8月に設立したこの連携協議会は 3年目を迎え、この 2年間で協議してきたことが少

しずつ動き始めてまいりました。「地域における 6つの公益的な取り組み」については、具体的に

実施するためにワーキングチームでそれぞれ協議を重ね、いくつかの公益的な取り組みについて

は実際に取り組みがスタートいたしました。また、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、実際に平成 30年 7月豪雨では要支援者の受入れ支援を行いました。今後も、

連携協議会が一体となって災害時での要援護者支援を行っていくとともに、災害時における会員

間の相互支援も充実させていく必要があります。さらに、今年度は、現在会員施設間で大きな課

題となっている介護人材不足について、社会情勢にいち早く対応すべく、外国人介護人材の受入

れに関する基盤整備事業への取り組みを全体会で提案するとともに、外国人人材確保に向けての

研修会を開催し、基盤整備に向けて一歩足を進める形となりました。ふくおかライフレスキュー

事業も少しずつ体制が整い今年度は 3 名の支援を実施いたしました。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、その効果は大きくこの連携協議会の貴重な財源となっ

ています。現在町内 18 カ所（赤い羽根自販機）、町外 5 カ所（寄付付き通常自販機）まで設置が

進みました。平成 30年度は、公益的な事業の取り組みのスピードが少し落ちた感がありましたが、

確実に取り組みを進めるとともに、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 

 

福智町社福連６事業＆ふくおかライフレスキュー事業 

 

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。 

但し、当面は学校と施設をつなぐ行事を双方協議の上実施し取り組む。 

また、地域での子ども食堂への立上支援や運営支援を行う。 

 

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） 

また、会員間の災害時での相互支援を行う。 

 

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。 

 

７ ふくおかライフレスキュー事業 

   加入法人：豊徳会、筑豊福祉会、朝日会、久和会、福智町社会福祉協議会 

サンヒルズふくち会 

   サポーター養成  ８名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 30年度事業実施の内容 

 

期 日 会 場 行事・会議名 内 容 

平成 31年 4月 16日 健康増進センター 
第 28回事務局会

議 

事業報告、決算報告、監査 

事業計画、予算案 

全体会開催について 

平成 30年 5月 15日 健康増進センター 
第 2 回地域交流活

動ワーキング 

事業実施に向けて意見交換 

実施に向けてのスケジュール 

今後の取り組みについて 

平成 30年 5月 18日 健康増進センター 
第 3回相談窓口 

ワーキング 

実施内容の最終確認 

平成 30年 5月 24日 健康増進センター 
第 4回学習支援 

ワーキング 

今後の取り組みについて 

全体会での報告について 

平成 30年 5月 24日 
福智町公民館 

方城分館 
第 6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、赤い羽根自販機他 

平成 30年 6月 5日 健康増進センター 第 20回事務局会議 

公益的な取り組み 

研修会及び懇親会の開催につ

いて 

赤い羽根自販機設置状況 

その他 

平成 30年 6月 13日 
金田社会福祉セン

ター2階 

第 3 回要支援者サ

ポートワーキング 

講座プログラムの作成 

講師、施設見学、地域交流 

マニュアル作成 

平成 30年 6月 21日 弁城小学校 

学習支援ＷＴと弁

城小学校との懇談

会 

取組の経過及び趣旨について 

意見交換 



平成 30年 7月 2日 金田小学校 

学習支援ＷＴと金

田小学校との懇談

会 

取組の経過及び趣旨について 

意見交換 

平成 30年 7月 9日 健康増進センター 第 21回事務局会議 

地域における公益的な取り組

み 

ふくおかライフレスキュー 

赤い羽根自販機設置 

平成 30年 7月 17日 健康増進センター 
第 3 回地域交流活

動ワーキング 

イベントカレンダーについて 

実施に向けてのスケジュール 

今後の取り組みについて 

平成 30年 8月 22日 健康増進センター 第 22回事務局会議 

公益的な取り組みについて 

平成 30年７月豪雨支援報告 

ふくおかライフレスキュー 

外国人介護人材基盤整備事業 

佐賀県多久市視察訪問受入 

平成 30年 9月 7日 金田保健センター 
佐賀県多久市視察

訪問 

佐賀県多久市から 14団体 16人

が来町 

福智町社福連の取り組みを視

察 

平成 30年 9月 26日 健康増進センター 第 23回事務局会議 

外国人介護人材基盤整備事業 

佐賀県多久市視察報告 

第７回全体会の開催について 

その他 

平成 30年 10月 15日 健康増進センター 第 24回事務局会議 

福智町ボラ連からのお願い 

第７回全体会の開催について 

研修会及び懇親会の開催その

他 

平成 30年 10月 25日 
赤池コスモス保健

センター 
第 7回全体会 

ボラ連への協力について地域

の公益的取組み、外国人介護人

材基盤整備事業、研修会につい

て、会員間懇親会について、ラ

イフレスキュー事業、赤い羽根

自販機他 



平成 30年 11月 29日 健康増進センター 第 25回事務局会議 

研修会の開催について 

懇親会の開催について 

佐賀県鹿島市視察訪問受入他 

平成 31年 1月 17日 健康増進センター 第 26回事務局会議 

研修会及び懇親会の開催につ

いて 

外国人介護人材基盤整備事業 

佐賀県鹿島市視察研修受入他 

平成 31年 1月 25日 日王の湯研修室 

第 1 回社福連研修

会「人材確保セミ

ナー」 

外国人介護人材育成の現状 

元九州小谷短期大学講師 

田 中 優 子 氏 

外国人介護人材コンサルタン

ト 

平成 31年 1月 25日 日王の湯大広間 
平成 30年度 

懇親会 

 

27名参加 

講師及び副町長参加 

 

平成 31年 2月 13日 金田保健センター 
佐賀県鹿島市視察

来訪 

佐賀県鹿島市から 7 団体 11 人

が来町 

福智町社福連の取り組みを視

察 

平成 31年 3月 4日 健康増進センター 第 27回事務局会議 

公益的な取り組み 

外国人会議人材基盤整備 

佐賀県鹿島市視察受入報告 

第 8回全体会の日程他 

 

・全体会              3回（内人材確保セミナー1回） 

・事務局会議            9回 

・懇親会              1回 

・学校との懇談会          2回 

 ・各ワーキングチーム会議      5回（合計） 

 ・視察受入（多久市、鹿島市）    2回 

 ・赤い羽根自販機設置推進      設置数：町内 18台、町外 5台（5月 1日現在） 


