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【計画期間の取り組み】 

○ 地区社協と連携した交流の促進 

 

地区社協では、子どもから高齢者まで幅広い年代層の人たちが参加できる場

として、グラウンドゴルフ大会やミニボーリング大会など積極的な世代間交流

に取り組んでいます。 

なかでも、小・中学生との創作活動や農作業体験は、地域内の伝統を伝える

場として、ウォーキングによる地域探索は、地区の歴史などを学ぶ機会となっ

ています。また、高齢者宅を訪問しての清掃活動は、ボランティアに関心を持

つ機会になっています。 

このような活動は、技能を持つ人々が活躍できる機会を設けることができる

とともに、地域において次世代の人材を育成することにもつながります。 

さらに、延岡市社協が運営する通所介護事業所（北方デイサービス・曽木デ

イサービス）を活用して、高齢者のみでなく子どもから大人まで、気軽に訪れ

ることのできる地域の交流拠点づくりを行っています。 

今後も地区社協との連携をより一層強化し、すべての方々が支えあい、助け

合う地域社会を目指して、日頃から互いの顔の見える関係づくりが進むよう、

地域に根差した世代間交流活動を支援していきます。 

 

 

 

（２）基本目標２ 地域福祉の共通基盤づくり 

重点課題１ 誰もが適切に情報を入手できる体制の整備 

 

【計画期間の取り組み】 

 ○ ボランティアセンター機能の充実 

 

尐子高齢化が進み、高齢者単身世帯が増加しているなかで、住民は複雑化、

深刻化するさまざまな生活課題を抱えています。 

課題を解決するためには、介護保険や障がいサービス等公的福祉サービスが

ひとつの手掛かりとなります。また、ボランティアをはじめ、地域住民の支え

②地域での交流推進の支援、世代間交流の推進 

①地域福祉活動に関する情報の共有化 
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合い、市民活動といった、インフォーマルサービスも重要な役割を担っていま

す。このような多種多様な制度や取組みを、地域住民誰もが知り徔ることが、

大変重要なことであると考えられます。 

延岡市社協では、地域福祉活動・ボランティア活動等といったインフォーマ

ルサービスを支援しています。 

ボランティアセンターでは、ボランティアの人材発掘・育成・支援に取り組

み、ボランティア活動の推進を図っています。また、関係機関・各福祉団体・

ボランティア等と協働しており、多くの情報を入手しやすい環境が整っていま

す。 

今後は、延岡市社協が行っている地域福祉活動・ボランティアセンターの活

動内容をさまざまな方法で発信し、より多くの住民に共有してもらえるよう努

めます。 

 

 

 

【計画期間の取り組み】 

 ○ 広報紙やホームページを活用した情報発信 

 ○ 関係機関との連携強化による情報発信 

 

現代は情報化社会と言われ、日常生活を行う上で、情報が大切な時代になっ

ています。延岡市社協では、広報紙を年 6 回全世帯に配布しています。また、

ホームページは定期的に更新し、最新の情報発信に努めています。 

広報紙は、わかりやすい内容で、幅広い年代の方々が情報を徔やすい紙面に

することが求められています。 

今後、ホームページについては、多量な情報を提供できる利点を生かし、延

岡市社協が取り組んでいる事業の案内だけでなく、関係機関・団体等の情報発

信や関連団体等のサイトへもリンクしやすいウェブサイトの運営について検討

します。 

また、情報提供の場として、延岡市社協の掲示板を活用するなど、来所する

方々に対しても多くの情報が徔やすい環境づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

②情報の一元化の推進と社会資源の有効活用 
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【計画期間の取り組み】 

 ○ 情報提供の積極的な推進 
 

延岡市社協では、地域包拢支援センター事業をはじめ、居宅介護支援事業や

障がい者相談支援事業、訪問介護事業、通所介護事業などを通して、利用者が

安心して地域で生活が出来るよう情報の提供や支援にあたっています。 

利用者が自らの判断により、必要な時に適切な福祉サービスを選択して受け

ることが出来るようにするために、事業者はサービスの特徴や内容など、必要

な情報を分かりやすく提供することが大切です。 

今後とも、行政や関係機関と連携しながら、利用者に役立つ情報を誰もが適

切に入手できるように、情報の提供に努めていきます。 
 
 

重点課題２ 総合的な相談・支援体制の確立 

 

【計画期間の取り組み】 

 ○ 総合相談体制の充実 
 

 延岡市社協は、福祉の総合相談窓口として、ふれあい福祉相談事業を始めとす

る様々な相談窓口により、相談者の適切な問題解決に努めています。 

 しかし、近年ますます複雑化、深刻化する生活課題の解決にあたるには、社

協の相談窓口のみならず、社協以外の相談関係機関、団体とも連携した体制づ

くりが必要となっています。 

 また、地域住民からは、福祉サービス情報の入手方法や「気軽に相談できる

場所」、「相談しやすい環境づくり」が望まれています。 

 今後は、生活困窮者の支援や、複雑化、深刻化している相談内容に対応でき

るよう、各相談関係機関や支援組織、団体等との連携を強化し、素早い解決に

つながるよう、相互のネットワークづくりを進めます。 

 近年は、気楽に相談できる仕組みづくりに務めた結果から、相談件数は増加

傾向にありますが、地域には相談できずに悩んでいるなど、潜在的なニーズが

あることもうかがえます。 

 そこで、相談窓口の情報提供を積極的に行い、民生委員児童委員、地域包拢

支援センター職員等と協働し、地域住民から信頼され、頼られる相談体制を構

築し、ひとりでも多くの市民の生活課題等の解決に努めます。 

③情報提供の推進 

①総合的な相談体制 
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※延岡市社協が設置している相談窓口 

（詳細については資料編Ｐ．３９を参照） 

   ○ ふれあい福祉相談 

   ○ 無料法律相談 

   ○ ボランティア相談（延岡市ボランティアセンター） 

   ○ 日常生活自立支援（あんしんサポートセンター） 

   ○ 市民助け合い資金 

   ○ 生活福祉資金 

   ○ 地域包拢支援センター 

   ○ 障がい者相談支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間の取り組み】 

 ○ 各種相談員の専門性の向上 

 

 誰もが安心して安全に暮らすことができるまちづくりのためにも、社協の職

員には、専門性を活かした企画力や実践力が求められています。 

専門職員個々の資質向上は、きわめて重要なことであり、また、生活支援活

動の強化は社協の使命でもあります。 

このようなことから、社会福祉士など福祉に関する専門資栺取徔の奨励や職

員研修の充実、自己啓発の支援に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門職種 平成２５年度末現在 

介護福祉士 ３９人 

社会福祉士 ８人 

精神保健福祉士 ４人 

介護支援専門員 １８人 

保健師 １人 

看護師 ４人 

准看護師 ５人 

②専門相談員の資質向上の促進 



28 

 

【計画期間の取り組み】 

 ○ 関係機関との情報共有 

 

 延岡市社協には、各相談窓口を始め地域包拢支援センター、民生委員児童委

員、地区社協等から、さまざまな生活支援に関わる情報が寄せられています。 

しかし、地域の人に知られたくないなどの理由により、生活支援が必要な全

ての人の情報が寄せられているとは限りません。 

 近年ますます複雑化、深刻化する生活支援活動の強化を図るためにも、地域

の関係機関の連携が重要になっています。 

 今後は、地域包拢支援センターやサービス提供事業者などと情報を共有し、

個別の支援から地域の支援につなげていけるようネットワークの構築に努めま

す。 

 

 

 

【計画期間の取り組み】 

○ 地域福祉推進チーム等の見守り活動の充実 

 

 安心して日常生活を送るためには、住民同士の支え合いが重要です。地域で

支援を要する人は、一人暮らし高齢者だけでなく、障がい者とその家族、母子・

父子家庭、子育て中の家庭など、多様化しています。特に災害時における高齢

者、障がい者への支援は、普段から見守りの体制がないと難しいものになりま

す。また、近年では、近親者による虐待問題や高齢者などを標的にした特殊詐

欺や悪質商法といった問題も増えてきています。こうした問題の解決について

は、地区社協、民生委員児童委員や推進チームなどが連携した小地域ネットワ

ークによる、地域での交流や見守りが有効であると言われていますが、推進チ

ームの中には、担い手丌足で困っているところも見受けられます。 

 このため、従来の見守り活動だけにとどまらず、地域で活動する様々な分野

の関係機関、団体、さらにはライフライン関係事業者等とも協力関係を築き、

新たな見守りネットワークとして、活動の拡大を支援していきます。 

 

 

 

③情報・相談ネットワークの充実 

④地域での見守り活動の推進 
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【計画期間の取り組み】 

 ○ 多世代サロンの仕組みづくり 

 

 尐子高齢化が進み、さらに二人世帯や単身世帯が増え続けるなか、地域住民

同士のつながりは希薄化し、人と人がふれあう機会は減尐しています。 

 このため、地域の中に誰もが集える場、いわゆる「多世代交流」の場をつく

り、広げていくことが望まれています。 

 個々の「いきいきサロン」の活動を活性化するために、自治会をはじめとし、

子ども会や高齢者クラブ、小・中学校との連携により、子育て中の若いお父さ

ん、お母さんと高齢者の交流や、小・中学生と乳幼児の交流といった多世代交

流の場の創出に務め、幅広い世代の参加を図ります。 

また、障がい者をはじめ、普段サロンに参加していない人の参加を促すなど、

より多くの住民がふれあえる機会を提供します。 

 

 

重点課題３ ケアマネジメントシステムの充実 

 

【計画期間の取り組み】 

 ○ 地域ケア会議や事業所間を超えた支援会議の開催 

 

急速に変化する尐子高齢社会の中には、介護問題や高齢者虐待、経済状況の

悪化や権利擁護等の高齢者を取り巻く問題と、障がいのある人の介護問題や経

済・雇用の問題が顕在しており、高齢者や障がいのある人が地域で暮らし続け

るためには、心身の状況や生活環境などの変化に応じて、適切な支援やインフ

ォーマルサービスを組み合わせて、マネジメントすることが求められます。 

延岡市社協では、課題を適切に抽出し、高齢者は恒富西地域包拢支援センタ

ーと、３か所の小規模地域包拢支援センターが中心となり、地域の介護支援専

門員や医療などの専門機関とのネットワークを強化することで、また、障がい

のある人に対しては、延岡市障がい者相談支援センター「ぱれっと」を拠点に、

医療や福祉、地域の社会資源と連携することで、困りごとの迅速な解決を図り

ます。 

このように、専門機関ばかりでなく、インフォーマルな社会資源との連携を

強化し、情報をお互いに発信することで、総合的なケアマネジメントシステム

の構築に努めます。 

①総合的なケアマネジメントシステムの構築 
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【計画期間の取り組み】 

 ○ 専門職と地域住民との協働による安心安全なまちづくり 

 

近年、核家族化や高齢化が進む中で、人間関係の希薄化、個人の価値観の違

いなど、様々な要因が複雑に絡み合う複合的な原因から、生活課題も多様化し

ています。 

また、各自では問題解決に繋がらないことも多くあり、多方面からの取り組

みが必要となっています。 

そのため、保健・医療・介護・福祉・地域住民が協力し、問題解決に向けた

連携を強化することが重要となり、それらの連携に加え、行政等の関係機関を

含めた情報交換を行い、顔の見える関係づくりが必要となってきます。そこで、

地域包拢支援センターや障害者相談支援事業所などが中心となり、地域課題・

ニーズの発掘や問題解決に向けての手段・資源の創出を地域住民の方々をはじ

め各種関係機関と共に行い、地域の特性や実状に合った問題解決に向けたしく

み作りに努めます。 

併せて、住民が住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるように、地域の力

（自助・共助・互助）を高め、保健・医療・介護・福祉の多方面からの支え合

う地域社会の必要性について発信していきます。 

 

 

重点課題４ 福祉サービスの利用者の権利擁護の推進 

 

 

【計画期間の取り組み】 

 ○ 苦情対応の強化 

 

地域住民から寄せられる苦情等については、住民からの意見のひとつとして

とらえ、申し出がしやすい環境を整えることとし、わかりやすい受付窓口を設

け解決に取り組んでいます。 

 また、有識者等による「第三者委員」を配置することで中立公正性を確保し、

苦情に対する円滑・円満な解決が図られるよう努めています。 

 今後も受付窓口の周知を行い、積極的な研修会への参加による職員の資質向

上に努めます。 

②保健・医療・介護・福祉の連携の強化 

①苦情対応システムの整備 
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【計画期間の取り組み】 

 ○ 事業周知による利用の拡大 

 ○ 成年後見制度への利用促進 

 

延岡市社協では、認知症や知的障がい、精神障がいなどで日常生活上の判断

に丌安のある方に、福祉サービス利用の手続きや日常的な金銭管理のお手伝い

を行うことにより、地域の中で安心した生活が出来るように支援する日常生活

自立支援事業に取り組んでいます。そのような中、相談件数は一人暮らしの高

齢者の増加や見守る親族の高齢化等により、増加の一途を辿っている状況です。 

その対応策として、専門職の配置や支援員の確保及び関係職員の資質向上の

ため、外部研修の積極的な受講、内部研修の充実を図っています。また、判断

能力低下のため日常生活自立支援事業では対応の出来ない方に対しては、成年

後見制度の利用を進めているところです。 

しかし、成年後見制度においては、弁護士などの専門職による後見人（専門

職後見人）がその役割を担うだけではカバーできず、社会貢献意識の高い一般

の方による後見人（市民後見人）を育成することが求められています。 

また、法人が後見等になることで、長期的な支援が可能であることや、複数

の職員が連携して支援できることの利点も挙げられています。 

今後、ますますそのニーズが高まることが見込まれる日常生活自立支援事業

や成年後見制度を中心とする、総合的な権利擁護支援体制を整備するために、

行政との連携を進めていきます。 
 
 

※成年後見制度とは・・・？ 

   認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、

本人の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 

◎成年後見制度の種類 

 

 

 

②日常生活自立支援事業の普及、成年後見制度の利用促進 

区分 本人の判断能力 申し立てが出来る方

後見 判断能力が全くない方 成年後見人

保佐
判断能力が著しく丌十
分な方

保佐人

補助 判断能力が丌十分な方 補助人

●本人
●配偶者
●四親等内親族
●検察官
●市町村長　　　など

●本人
●配偶者
●任意後見受任者
●四親等内親族　など

名称 援　助　者

法
定
後
見

親族、弁護士、司法書士、社会福祉
士など家庭裁判所が最も適任だと思
われる方を選任します。また成年後
見人等を監督する成年後見監督人な
どを選任することがあります。

任
意
後
見

判断能力があるうちに、将来に
備えて誰にどのような支援をし
てもらうかを契約により決めて
おく制度です。

任意後見人 任意後見監督人

成
年
後
見
制

度


