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各サービス区分予算名称 

１．法人運営事業         法人 補助 
 

２．社会福祉センター設置経営事業 社セ 補助 
 

３．高齢者地域生活支援事業    高支 補助 
 

４．障害者社会参加促進事業    障社 受託 
 

５．生活福祉資金貸付事業     生福 受託（県） 
 

６．地域福祉ネットワーク事業   地ネ 受託 
 

７．権利擁護支援センター運営事業 権擁 受託 
 

８．福祉金庫貸付事業       福金 自主 
 

９．共同募金配分金事業 

①ふれあいのまちづくり事業   ふま 自主 

②老人福祉活動事業       老人 自主 

③障害児・者福祉活動事業    障者 自主 

④児童・青少年福祉活動事業   児童 自主 

⑤母子・父子福祉活動事業    母子 自主 

⑥福祉育成・援助活動事業    福育 自主 

⑦ボランティア活動育成事業   ボ活 自主 

⑧市民福祉まつり事業      福ま 補助・自主 

⑨歳末たすけあい配分事業    歳末 補助・自主 
 

１０．児童発達支援事業「愛育園」  児デ 自主 
 

１１．生活支援体制整備事業     生支 受託 
 

１２．日常生活自立支援事業     日自 受託（県） 
 

１３．福祉資金造成事業       資造 自主 
 

１４．福祉活動応援事業       活応 自主 
 

１５．チャリティー芸能公演事業   チ芸 自主 

〇補助事業：市行政からの補助事業 

〇受託事業：市行政からの受託事業／県社協からの受託事業 

〇自主事業：本会主体の自主事業（財源：共募・寄付金）／本会主体の収益事業 

〇事業名の前のＰ〇〇は予算書のページを示してます。 



 

令和 2 年度 事業計画 
 

宜野湾市社会福祉協議会は、第３次地域福祉活動計画を策定し、その 

基本理念である「チュイシージーの心で創る 人と人がつながるやさし

い都市 ぎのわん」実現に向け、計画の骨格となる目標を以下の通り定

めています。 
 

〇基本目標 

目標１：みんなで支える地域づくり 

  みんなで支え合い地域づくりを進めるために、身近な地域での市民相互の連携充

実を図って行きます。また、活動の場の充実や地域で取り組む防災対策、新しい福

祉課題に向きあう社会福祉法人の責任と使命を果たすべく活動の充実も図ってい

きます。近年の福祉課題に取り組むべく、生活困窮者自立支援並びに子どもの貧困

対策への課題に対して連携・協働体制の構築を図りながら推進していきます。 

 

目標２：福祉を担う心豊かな人づくり 

  福祉を担う心豊かな人づくりを行うため、福祉教育や地域人材・資源の掘り起し

等により担い手育成を図っていきます。また、ボランティア人材の育成や福祉団体

への支援を行いながら、ボランティア人材の育成・活用・活性化を図っていきます。 

 

目標３：すべての人にやさしい福祉のまちづくり 

  子どもや高齢者、男性や女性、障がいの有無、国籍などにかかわらず、誰もが生

き生きと活動し、安心して暮らしつづけることができるよう、すべての人にやさし

い福祉のまちづくりをすすめます。そのため、バリアフリーの環境整備をはじめ、

情報提供や相談体制の確立、権利擁護の仕組みの充実を図ります。 

 

目標４：組織強化に努めます 

  社会福祉法人改革が進められる中、宜野湾市社会福祉協議会の法人組織強化に 

努めます。また、事務局体制の強化をとおし、ワークライフバランス、一人一人の 

やりがいと市民福祉に寄与していける体制づくりにも努めます。 

 

目標５：財政基盤強化に努めます 

  宜野湾市社会福祉協議会は、公共性・非営利性を持つ法人格であり、補助金・受 

 託金・寄付金等から組織が成り立つ公共性の高い法人としての役割を果たすべく、 

自主財源の確保に向けた取り組みや社協会費・赤い羽根共同募金への取り組みの充 

実も図っていきます。 

 



 

〇重点項目 

 基本目標に掲げた内容の実現に向け、重点項目として下記のとおり、

取り組んでいきます。 
 

１．みんなで支える地域づくり 

 ①「地域支え合い活動委員会」の充実 

  地域支え合い活動委員会が住民主体で活動していける体制づくりの充実に 

向けた活動を展開します。 

 ②第２層協議体の設置運営 

  第２層協議体を地域実情に応じた設置に向けて、住民との連携や協働を図りなが

ら、中学校区ごとの設置・運営をおこないます。 

 

２．福祉を担う心豊かな人づくり 

 ①子ども期からの福祉教育の充実 

  子ども期から他人に対する思いやりを育むため、小中学校における福祉教育やボ

ランティア活動の推進を実践していきます。 

 

３．すべての人にやさしい福祉のまちづくり 

 ①相談窓口の充実 

  誰もが気軽に相談できる窓口として、地域、関係機関、関係団体との連携を深め 

相談内容を適切につなぐことの出来る相談支援を行います。 

 ②「宜野湾市権利擁護支援センターうるる」の充実、日常生活自立支援事業の受託 

  金銭管理等福祉支援が必要な利用希望者の増加に伴い、待機者が増えている現状

の中、待機者解消に向けた支援策を講じていきます。 

 

４．組織強化に努めます 

 ①理事・評議員会の体制強化 

  執行機関・議決機関として、理事会、評議員会への事業説明及び説明責任を果た

すべく組織体制の強化を図ります。 

 ②事務局体制の強化 

  宜野湾市社会福祉協議会の取り組みや宜野湾市の地域活動の情報発信に向け、 

ラジオ出演を始め、多様な広報媒体を用いた広報活動を行います。 

 

５．財政基盤強化に努めます 

 ①資金造成事業 

社協事業等に対し、応援企業（企業広告）を募集し、その収益を各種事業に活用

していきます。 

 ②財政基盤強化計画の推進 

 令和元年度に策定した財政基盤強化計画に基づき、各種事業を推進します。 



 

 
 

目標１：みんなで支える地域づくり 

（１）連携体制の充実 

 １）「地域支え合い活動委員会」の充実 P.31 地ネ 支出予定額：23,868,000円 

【具体的な取組み】 

  ①全自治会（２３自治会）区域での「地域支え合い活動委員会」の設置促進 

   現在「地域支え合い活動委員会」を実施している地域での活動を充実するため

地域課題解決に向け、多くの住民が活動へ参加できるよう、活動委員会委員、関

係機関との連携し取り組んでいきます。 

   また、未実施の自治会へは、自治会長、民生委員、各種団体、住民に対し、事

業説明、意見交換会等開催しながら「地域支え合い活動委員会」設置できるよう

働きかけて行きます。 

   ア．地域支え合い活動委員会の活動充実（２２自治会） 

   イ．新規地域支え合い立ち上げに向けた意見交換会の開催 

（１自治会） 

 

  ②地域支え合い活動委員会の周知 

   市民に対し、各地域支え合い活動委員会の周知を図るため、宜野湾市、社協ホ

ームページ及び市報、社協だより、ＦＭラジオ等にて活動紹介を行います。 

 

  ③個別支援活動の実施促進 

   地域づくり活動と併せて、支援を必要とする人を支えていくための具体的な福

祉活動を展開していく必要があります。そのため、地域の熟度に応じて個別支援

活動の展開を促進していきます。 

   また、「見守り・おかえり支援ネットワーク事業」では協力企業・団体に理解

を得ながら推進していきます。 

   ア．個別支援・グループ支援活動の実施促進 

   イ．見守り・おかえり支援ネットワーク事業の推進 

 

  ④宜野湾市地域支え合い活動支援委員会の活用 

   各地域支え合い活動委員会での課題共有、解決の場として宜野湾市福祉総務課

にて「宜野湾市地域支え合い活動支援委員会」が設置され、地域支え合い活動委

員会や活動実践者等から挙がってくる困難な課題等について協議・助言をもらい

ながら課題解決に向けた取り組みが行えるよう活用していきます。 

   ア．地域支え合い活動支援委員会の活用 

 

 

 



 

 
 

 ２）地域福祉コーディネーターの活動の充実 

【具体的な取組み】 

  ①地域福祉コーディネーターの配置と活動の充実 

   チュイシージーセンターに配置されている地域福祉コーディネーターは、「地

域支え合い活動委員会」との協働・連携を図るとともに、地域と関係機関との連

携をサポートするコーディネート及びコミュニティソーシャルワーク機能を担

うものとし、活動の充実に努めます。 

   ア．地域支え合い活動委員会の支援強化 

   イ．コミュニティソーシャルワーク機能を用いた地域福祉活動の展開 

   ウ．２中学校区域に２名の地域福祉コーディネーターの配置 

   エ．地域福祉コーディネーター定例会（意見交換会）の開催（６回） 

 

  ②地域との協働による問題解決の取り組み実施 

   地域福祉コーディネーターは、地域と協働して問題解決に取り組んでいくもの

とします。具体的な活動は地域の自主性を尊重し、住民に対し適切な情報提供を

図り、住民かつ地域福祉活動に参加できるようサポートしていきます。また、必

要に応じて地域の担い手（キーパーソン）となる人材の発掘や育成、支え合いマ

ップのマニュアル作成や講演会の開催に向けた企画づくり等専門的立場から

様々な地域活動を促進していく為に地域支え合い活動委員会等に対し支援して

いきます。 

   ア．地域と関係機関をつなぐパイプ役として社会資源の構築 

   イ．地域を支えていくための社会資源の開発 

 

  ③地域福祉コーディネーターの資質向上 

   地域福祉コーディネーターのスキルアップを図るため、コミュニティソーシャ

ルワークに関する技術論や技術実習等、資質向上に資する各種研修への参加促進

を図ります。 

   ア．研修会への参加によるスキルアップ 

 

（２）活動の場の充実 

 １）チュイシージーセンターの周知・活用促進 

【具体的な取組み】 

  ①チュイシージーセンターの周知 

   相談窓口、ニーズ把握、マネジメント等を行う拠点としてチュイシージーセン

ターを設置しています。市民に対し、各種情報媒体を用いてチュイシージーセン

ターの活動等について周知を行います。 

   また、センター機能を高めるため福祉総務課等と連携し、研究、検討していま

す。 



 

 
 

   ア．チュイシージーセンターの機能の充実やあり方検討 

 

  ②保健師の配置 

   チュイシージーセンターへの保健師の配置をし、地域住民からの健康課題や福

祉課題について地域福祉コーディネーターと連携しながら、支援します。 

   ア．専門職（健康課題、福祉課題）としての支援 

 

 ２）自治会・福祉団体の活性化 

【具体的な取組み】 

  ①自治会加入促進活動への参加 

   自治会加入促進強化事業への参加協力を実施していくとともに、 

地域支え合い活動委員会等の地域福祉活動をとおした自治会加入 

促進に向けた取り組みを行っていきます。 

   ア．「自治会への加入促進に関する基本協定」に基づく、自治会加入に対する 

     支援活動 

   イ．自治会加入促進月間（６月）の取り組みへの協力 

 

  ②「まちでニッコリ（＊＾＿＾＊）あいさつ・声かけ運動」の推進 

   地域や企業、学校等との連携のもと「まちでニッコリ（＊＾＿＾＊） 

あいさつ・声かけ運動」の継続・充実を図ります。 

具体的な取り組みについては、まちニコ推進委員会で検討し、 

取り組みを実施していきます。また、毎月 25日の「まちニコデイ」 

における各種広報活動の強化を図るとともに、運動に対する 

協賛等の協力依頼、バッジ着用依頼等を行っていきます。 

   ア．まちニコ推進委員会の運営・充実（年３回） 

   イ．広報活動の充実 

   ウ．「あいさつ・声かけひろめ隊」団体・企業の認定・拡大 

 

③福祉団体と各種地域資源との連携・情報共有支援 

   市内の福祉団体と福祉施設、事業所、ＮＰＯ、ボランティア団体等の把握を行

うとともに、相互交流・情報交換の機会創出に努める中で、連携・情報共有を促

進し活動の活性化を図ります。 

 

 ３）地域での居場所・活動の場の充実 

【具体的な取組み】 

  ①市民の交流・活動の場づくり 

   自治会でのミニデイ事業や子育てサロン事業等、市民に身近な 

地域公民館等で行われている支え合いの取組みや各種交流事業の 

充実に努め、市民への周知や参加促進を図ります。 



 

 
 

併せて、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進していきます。 

   更に、子どもから高齢者、障がいのある人もない人も誰もが一緒に楽しく過ご

すことのできる場所として、宜野湾市福祉・健康推進部担当課と富山型デイサー

ビスの普及について努めていきます。 

   ア．ミニデイサービス、子育てサロン開催のサポート 

   イ．富山型デイサービスの広報・普及 

 

  ②宜野湾市社会福祉センターの運営管理 

   地域住民の福祉増進と地域福祉活動の育成を図ることを目的に、昭和５３年よ

り宜野湾市社会福祉センターの運営管理を実施しています。福祉・ボランティア

団体の活動拠点になるようセンター機能の充実に努めるため、社会福祉センター

の老朽化に伴う、危険箇所の速やかな改善を図り、安全性に十分配慮していきま

す。 

   また、真栄原地区において予定している“子育てや健康増進機能等を備えた交

流施設”の早期整備に向け、働きかけを行っていきます。 

   ア．社会福祉センターの安全点検 

   イ．現センター修繕、機能改善に向けた計画作成 

   ウ．新社会福祉センター早期建設に向けた要請活動 

 

（３）地域で取組む防災対策の充実 

 １）避難行動要支援者に対する支援の充実 

避難行動要支援者に対する支援充実のため、行政、関係機関と連携の強化を図り、

避難行動要支援者に対する日常的な見守り支援体制の充実、宜野湾市地域防災計画

の推進に取り組んでまいります。 

 

【具体的な取組み】 

①避難行動要支援者に対する日常的な見守り支援体制の充実 

行政をはじめ、地域においては、民生委員、自治会等様々な地域団体と連携し、

日常的な見守り活動を含め、災害時に対応できる体制づくりに努めます。 

 

②宜野湾市地域防災計画の推進 

社協事業をとおし市民に対し、宜野湾市地域防災計画やハザードマップ、防災 

手帳の周知を図るとともに、災害情報を伝達するネットワークの構築や避難場所 

の確保・周知を図ります。加えて、津波一時避難ビルの指定拡充や市民に対する 

周知を図ります。 

（４）生活困窮者自立支援対策の推進 

 １）住居の確保並びに自立支援に向けた支援 



 

 
 

【具体的な取組み】 

①福祉金庫貸付事業         P.33 福金 支出予定額：2,001,000円 

   社協独自の事業として、一時的に生活が厳しくなった世帯等に対して小口資金

の貸付を行い生活の維持を図るとともに、関係機関との連携を図りながら自立に

向けた支援を行います。 

 

②緊急一時支援（法外援護） 

   自然災害等による被災や緊急援助を必要とする世帯への一時的な支援（金品や

生活物資等）を行っていきます。また、関係機関などとの連携を図り、生活状況

の改善に向けた支援も行います。 

   ア．法外援護費（緊急一時支援・火災・水害等被災者の支援）の支援 

   イ．「輝け子ども夢・希望・応援助成事業」の実施 

     経済的理由から学用品等の準備が難しい世帯に対し、学用品等、制服、 

部費、修学旅行費用等の一部を助成 

   ウ．フードドライブの支給 

エ．低所得世帯支援事業の実施 

 

③生活福祉資金貸付事業       P.30 生福 支出予定額：2,750,000円 

沖縄県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付事業の相談窓口として地

域住民からの相談を受け、世帯の自立に向けた支援を行っていきます。償還に対

しては、沖縄県社会福祉協議会と協力し指導及び援助を強化していきます。また、

民生委員と連携して償還指導や実情把握にも努めていきます。 

   ※生活福祉資金貸付相談員は、低所得者、障がい者、高齢者、失業者等の方々

へ資金の貸付と必要な相談支援を行い、世帯の安定した生活が送れるよう、関係

機関や民生委員と連携した相談支援を行います。 

 

  ④歳末たすけあい募金の効果的な活用 

   歳末たすけあい募金（一部）を活用し、明るい正月を皆で迎えていけるよう困

窮世帯に対し見舞金を支給し支援を実施していきます。また、新１年生（小・中） 

  を対象に学用品準備支援に係る一部助成も行っていきます。 

   ア．困窮世帯見舞金支給事業の実施 

イ．新入学用品等準備支援助成事業の実施 

 

 ２）生活に対する支援の実施 

【具体的な取組み】 

  ①フードドライブ活動の普及 

   家庭で余っている食べ物を持ち寄り、それらをまとめて地域の福祉団体や施設、

フードバンク等に寄付するフードドライブ活動について、広く市民への周知を図

り、活動への参画促進に努めます。 



 

 
 

   また、この活動からいただいた善意の寄付を困窮世帯に対し一時的な生活支援

として提供していきます。 

   ア．市民、企業に対するフードドライブ活動の周知 

 

（５）子どもの貧困対策の充実 

 １）貧困の連鎖を断ち切るための包括的な支援 

【具体的な取組み】 

  ①子どもの貧困対策に向けた行政との連携・体制整備 

   子どもの貧困対策の推進に向けた体制を整備し、各種取り組みの検討・実施を

図っていくとともに、包括的な支援を進める中で生活困窮者への支援等への普及

を図ります。 

 

 ②居場所づくり実施検討（子ども若者居場所の設置） 

   子ども自らが自分の暮らしや生活に目を向け、社会性を身 

につけ、自立していける環境づくりを図り、中学校卒業後に 

おいても夢や希望に向かってサポート出来る居場所づくりを 

目指します。また、市内で先駆的に実践している居場所づくり 

との連携を図っていきます。 

   ア．居場所づくりの「場」と運営する「人」の調査・発掘 

   イ．市担当課、居場所づくりの運営者や支援者への取り組みにおける情報の 

収集及び提供 

 

（６）新しい福祉課題に向きあう社会福祉法人の責任と使命 

 １）社会福祉法人等の地域貢献・公益活動の実施 

【具体的な取組み】 

  ①多様な福祉課題・生活課題への対応について 

   近年の福祉課題・生活課題は多様な要因を背景に複雑化している現状の中、社

会福祉法人としての公共性・非営利性を強みに市民福祉・市民ニーズに対する対

応できる体制を整えていきます。 

 

  ②「社会福祉法人運営協議会（仮称）」の設置に向けた取り組みについて 

   多様な福祉課題・生活課題を実践して行く為にも市内の社会福祉法人が一丸と

なって問題に取り組んでいかなければなりません。「社会福祉法人運営協議会(仮

称)」を設置し、市民福祉・市民ニーズに目を向けて取り組んでいきます。 

   ア．「社会福祉法人運営協議会（仮称）」の設置に向けた検討 

 



 

 
 

（７）社会参加と安心して暮らせるまちづくり 

 １）生活支援体制整備事業の推進    P.46 生支 支出予定額：7,357,000円 

【具体的な取組み】 

  ①地域資源の把握・充実・開発について 

   宜野湾市内の地域福祉サービスや住民同士の集いの場（子どもから高齢者まで 

集える場）、地域の支援ニーズの発掘等地域資源の把握に努め、住民同士が支え

合っていける体制を作っていきます。 

   また、新たなサービスの開発に向けても宜野湾市健康推進部担当課との協働・

連携を図りながら推進していきます。 

   ア．地域の様々な活動や人材と繋がり、ニーズ把握や地域資源の発掘 

   イ．地域住民主体の支え合い体制や生活支援、居場所づくり等の推進 

   ウ．市担当課、福祉関係団体、企業との連携、協働 

 

  ②第２層協議体の設置・運営について 

   第２層協議体（各中学校区）を地域実情や地域状況に応じて立ち上げを行い、

住民主体を基本とする地域ニーズや地域実情に応じた運営を行います。福祉関係

者や地域住民等との連携や情報共有を図る場としても活用していきます。 

   また、宜野湾市健康推進部担当課にて設置する第１層協議体との協働・連携を

図りながら総合事業並びに生活支援体制整備の充実に向けた検討を行っていき

ます。 

   ア．事務局体制の充実（職員３名配置） 

   イ．第２層協議体（４中学校区）の運営充実 

   ウ．第１層協議体との連携 

 

  ③生活支援コーディネーターの配置について 

   生活支援コーディネーターを各協議体に配置、生活支援コーディネーターは、

地域ニーズや地域実情を把握し、住民主体を基本とする姿勢を保ちながら第２層

協議体でのコーディネート機能の役割を果たしていきます。 

   ア．生活支援コーディネーターの配置（第２層協議体） 

 

（８）高齢者の居場所づくり・福祉サービス支援 

 １）高齢者地域生活支援事業の実施  P.28 高支 支出予定額：34,553,000円 

【具体的な取組み】 

  ①生きがい対応型デイサービス 

   65歳以上の高齢の方で、地域の方との交流の場づくり、健康保持に努め、楽し

く日々の生活を過ごしていけるよう、地域の公民館（23公民館）で週１回開催し

ています。 



 

 
 

   ア．ボランティア研修会、情報交換会等の開催によるプログラムの充実・強化 

    （年３回） 

   イ．ボランティア、利用者の拡大に向け、社協だよりやホームページ等を活用 

     した広報活動（社協だより年 1回／ホームページでの事業紹介） 

   ウ．健康チェックや各種講座開催のため病院・事業所等との連携・強化 

   エ．ボランティア、利用者の安全対策の強化 

 

  ②軽度生活援助事業 

   65歳以上の一人暮らしの方、または高齢者世帯で日常生活の援助が必要な方に

対し、ヘルパーの派遣を行います。 

   ア．事業所、地域包括支援センターとの連携・強化 

   イ．今後のあり方について検討 

 

  ③寝具丸洗い仕上げ事業 

   65歳以上の一人暮らしの方、または高齢者世帯で寝具類の衛生管理が困難な方

に対し、寝具類一式の洗濯、乾燥、消毒を行います。 

   ア．令和２年度より事業廃止 

 

  ④保健飲料（ヤクルト）給付事業 

   家に閉じこもりがちな一人暮らし高齢者のご自宅へ週１回保健飲料をお届け

し、心のふれあいの機会をつくるとともに見守り支援を行います。 

   ア．事業所、地域包括支援センターとの連携・強化 

 

 ２）給食サービス事業・見守り活動の実施  

【具体的な取組み】 

①給食サービス・見守り活動事業  

  １．給食サービス事業（社協型）の実施  P.36 老人 支出予定額：1,078,000円 

     十分な食事を確保できない又は、虚弱などを理由に安否確認や見守り支援が

必要な高齢者世帯等に対し、地域ボランティアによる訪問活動を行っています。

また、サービスを提供することで地域との結びつきを強化し、孤独感の解消を

図ります。各自治会と連携した支援体制の構築（配食・見守り） 

   ア．制度の狭間や緊急的に支援が必要な世帯に対するサービス提供 

（週２回夕食の配達） 

   イ．地域包括支援センター、関係機関等との支援体制の構築 

   ウ．見守り活動助成事業（配食による見守り活動）への移行に向けた事業整理。 

 

  ２．見守り活動事業の実施         P.36 ふま 支出予定額：676,000 円 

    地域で安否確認や見守り支援が必要と認められる世帯を対象に高齢・障がい

等の年齢を問わず地域との結びつきを目的とし、週１回以上、地域ボランティ



 

 
 

アによる訪問活動を行っていきます。また、地域資源を活用した配食による見

守り活動も展開します。 

   ア．見守り活動実施団体への助成 

   イ．地域支え合い活動等を活かした見守り体制の構築 

   ウ．地域包括支援センター、関係機関等との支援体制の構築 

 

（９）子ども達の居場所づくり・福祉サービス支援 

 １）子ども達の居場所づくり・福祉サービス支援 

  ①子育てサロン事業 

１．子育てサロンの運営         P.38 児童 支出予定額：615,000円 

    地域に暮らす子育て中の親と子が集い、地域の方（ボランティアや民生委員） 

と楽しくおしゃべりしたり遊んだりしながら交流を図り、子育てに関する情報 

交換を行います。 

   ア．実施団体への助成、活動の支援を行いサロン運営の充実 

   イ．サロンの運営充実に向けた研修会、情報交換会等の開催（１回） 

ウ．利用者の拡大及びボランティア発掘のための広報活動の充実 

 

②児童発達支援事業所「愛育園」の充実  

P.44 愛育園 支出予定額：28,315,000 円 

ことば・発達の遅れや、行動・コミュニケーションが気になる子ども達へ、早

期に集団保育（療育）及び個別指導を行い、楽しい遊びの中から、からだ、ここ

ろの発達を支える親子参加型の療育の場です。 

   ア．利用児の発達、特性に合わせた親子支援の充実 

   イ．保護者への支援 

   ウ．関係機関との連携 



目標２：福祉を担う心豊かな人づくり 

（１）担い手の育成 

 １）福祉教育の充実 

【具体的な取組み】 

➀子ども期からの福祉教育の推進   P.40 ボ活 支出予定額：1,035,000円 

   子ども期から他人に対する思いやりを育むため、小中学校における心の教育

（障がい者による講話等）やボランティア活動並びにボランティア活動推進校の

指定に向けての活動の推進を図ります。 

   また、指導教員に対しての福祉教育学習の機会を設け福祉教育の推進が図れる

よう学習会の開催を行います。 

ア．ボランティア活動推進校（モデル指定１カ所）、これまでの活動をより多  

くの生徒が自主的にボランティア・地域活動に参加できるようボランティ

アパスポートを活用し、学校、自治会と連携を図り事業を推進します。 

イ．指導教員に対しての福祉教育学習プログラムの機会を設けます。 

ウ．総合的な学習の時間等、学校での福祉教育の取り組みにおいて福祉教育の  

充実を図る為、市内事業所及び関係機関の協力により、子供たちの福祉関

心が持てる取り組みを行います。 

   エ．「はごろもチャレンジ隊」（中高生対象：福祉施設体験学習）及び・「わく

わくキッズ隊」（小学４年生以上対象：地域活動体験学習）を開催します。 

   オ．広報人材育成プロジェクト実行委員会と協働し、子どもたちの福祉・ボラ

ンティア体験を大人に伝えていく為、ライター講座を取り入れます。 

 

  ②地域での実践から学ぶ福祉意識づくり 

   地域活動への市民の参画を促進し、支え合いの活動の輪を 

広げるとともに、活動を通じて福祉意識を高めます。また、 

地域包括ケアシステムの構築に向け、高齢者・障がい者等を 

地域で支える意識の高揚を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２）地域を担う人材・資源の掘り起こし・育成 

【具体的な取組み】 

  ①地域の担い手（キーパーソン）の発掘・育成 

   市民の関心の高い地域づくり活動を実施し、参画を促進していくとともに、地

域の担い手（キーパーソン）となる人材の発掘及び活動を通してその育成や「地域

支え合い活動委員会」への参画に繋げていきます。また、地域福祉コーディネー

ターとボランティアコーディネーターが連携し、地域支え合い活動委員会の取り

組みの中でボランティアの発掘を行うとともに、実践を通して養成を図ります。 

ア．市民協働課との協働による「ぎのわん地域づくり塾」を開催し、地域活動の

担い手の発掘や育成、担い手を地域へと「つなぐ」地域福祉コーディネータ

ーの養成 

イ．地域ボランティアの発掘等が必要な地域支え合い活動委員会へは、地域福祉

コーディネーターと生活支援コーディネーター、ボランティアコーディネー

ターが連携し、支え合い委員会や第２層協議体と共にボランティアに関する

勉強会や講座等を開催 

 

  ②企業等に対する働きかけの実施 

   市内に立地する企業等に対して、各種地域づくり活動への 

参画を促していくため、「まちでニッコリ（＊＾＿＾＊）あいさつ・ 

声かけ運動」の強化月間等といった機会を通し、各種地域 

づくり活動の情報提供を図ります。 

 

  ③社会福祉士現場実習・愛育園実習・インターンシップ等の実習指導について 

   福祉人材を育成するため学生の実習受け入れを積極的に行い、法人としての社

会的役割を担っていきます。 

   ア．社会福祉士取得のための「相談援助実習」の受け入れ（大学・専門学校等） 

   イ．小学校、中学、高等学校のインターンシップ（職場体験学習等）の受入 

   ウ．教員研修等社会人研修のサポート 

   エ．その他、講義、研修会等への講師派遣 

 

 ３）民生委員・児童委員や福祉団体の養成・支援 

【具体的な取組み】 

  ①民生委員・児童委員の確保・充実 

   市民に最も身近な相談相手となる民生委員・児童委員については、担い手不足

により確保が難しい状況もみられるため、新たな人材の確保に向けて民生委員・

児童委員の役割や意義、活動内容等の周知を図っていきます。 

   ア．民生委員・児童委員の活動に対する支援の推進 

   イ．研修会の協働企画運営（２回） 

   ウ．円滑な事務局運営の推進 

 



  ②福祉団体や当事者団体の支援活動（母子寡婦福祉会・手をつなぐ親の会等） 

   福祉団体や当事者団体が自立した会活動が実践していけるよう支援していき

ます。 

   ア．当事者団体、福祉団体の事務局運営 

    ａ．母子寡婦福祉会 

    ｂ．手をつなぐ親の会 

    ｃ．民生委員児童委員連絡協議会 

 
（２）ボランティアの育成・活用 
 １）ボランティア活動の充実 

【具体的な取組み】 

  ①ボランティアサロンの周知・活用促進 

   チュイシージーセンターにボランティアサロンを設置し、ボランティアに関す

る情報発信やボランティアを必要とする市民への紹介を行うボランティア活動

の拠点として活用するとともに、市民やボランティア人材に対し、その周知を図

ります。 

   ア．ボランティアサロンの設置及び貸出等によるボランティア活動の場の支援 

 

  ②ボランティア同士の連携促進 

   ボランティア団体間の交流の場・交流機会の確保に努めるなど、ボランティア

同士の横の連携・充実を促進します。 

   ア．個人ボランティア・団体ボランティアの交流の場づくりの開催 

   イ．ボランティア同士の横のつながりが図れる体制整備の構築 

   ウ．個人ボランティアの活動の環境整備 

 

  ③大学との連携による学生ボランティアの活動の促進 

   貧困の連鎖を断ち切るための学習支援をはじめ、各種ボランティア活動につい

て、大学生ボランティアの参画を促進していきます。また、市内の大学との協働・

連携を図っていくなど、学生ボランティアの取り組みの充実に努めます。 

   ア．市内大学との協働連携を図り、学生ボランティア活動の取り組みに向けた

検討会の開催 

 

  ④企業等の社会貢献の促進 

   市内企業や商工会、社会福祉法人等に対し、地域福祉の各種取り組みについて

の周知を図り、地域活動への参加を促進していくとともに、今後とも寄付や活動

への協賛を募っていくなど、地域での社会貢献を仰ぎます。 

ア．企業の社会貢献に向けた取り組みについての意見交換等の開催 

 

 

 



  ⑤退職者を対象とした生涯現役活躍支援の実施 

   生涯現役で活躍することを支援するため、退職者を対象に地域貢献を促進する

ための講座の開催等を図り、できること・得意なことでの社会参加を促進してい

けるよう宜野湾市福祉推進部・企画部担当課と連携しながら取り組んでいきます。 

   ア．担当課（福祉総務課・企画部担当課等）との意見交換会等の開催 

 

  ⑥災害ボランティアの体制づくりの検討 

   災害時にボランティアの受入れや派遣の調整等が迅速に機能できるよう、災害

ボランティアのあり方について検討していきます。 

   ア．担当課（福祉総務課・市民防災室）との、災害ボランティア受入・派遣等

のあり方について検討会議の開催 

 

  ⑦ボランティアセンター運営委員会 

   本市におけるボランティア活動の振興を図るため、地域課題への対応、開発

的・先駆的に課題に対する取り組みを通じ、ボランティア活動に参加しやすい体

制整備を行っていきます。 

   ア．ボランティアセンター運営委員会を開催します。（年３回） 

   イ．福祉教育の取り組みと効果を検証します。 

 

  ⑧NPO法人や市民活動団体との連携・協働の充実 

   NPO 法人や市民活動団体と宜野湾市における福祉課題解決に向けた連携・協働

を図って行きます。 

 

 ２）ボランティアコーディネーターの活動の充実 

【具体的な取組み】 

  ①ボランテイア育成・活用の充実 

   各種ボランティア養成講座や研修会などへ市民参加を促進し、ボランティアの

育成を図ります。また、ボランティアコーディネーターは、育成したボランティ

ア人材の登録を図るとともに、ボランティアを行いたい人、お願いした人とのマ

ッチングを含めボランティアに関するコーディネートに努める等、積極的に人材

の活用を行います。 

   ア．ボランティアのコーディネート 

   イ．ボランティア情報の提供 

   ウ．ボランティア保険の加入手続き 

   エ．ボランティア養成講座や研修会などへの市民参加の促進 

 

 

 

 



 ３）福祉活動の充実に向けた取り組み 

【具体的な取り組み】 

① 社会福祉大会の開催        P.38 福育 支出予定額：345,000円 

   地域の「絆」を強くする支え合いの構築が求められ、市内各関係機関が協働し、 

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりが実践される中で、市民、福祉関係者 

が一堂に会し、多年にわたり社会福祉の発展に功労のあった方々を顕彰し、本市 

の地域福祉の更なる充実・発展に向けて大会を開催しています。 

   ア.地域福祉活動に貢献のあった方々への感謝、表彰 

   イ.記念講演会の開催 

 

② 市民福祉まつり検証        P.40 福ま 支出予定額： 15,000円 

   中校区単位にて、子どもから高齢者まで様々な市民が気軽に福祉活動に参加で 

きる場（ふれあい・交流）づくりをとおし、新たな地域資源の開発、提案につな 

げていくことを目指し市民福祉まつりを開催してきました。 

 今後はこれまでの実施内容を検証し、各地域の行事（催事）に関わりながら、 

情報提供や必要に応じた支援を行います。 

   ア．関係機関団体と協働による検証会議（3回）を行います。 

イ．地域主体の行事（催事）これまで培ってきたノウハウを活かし、情報提供 

等の支援（コーディネート）を行います。 



 

 

目標３：すべての人にやさしい福祉のまちづくり 

（１）バリアフリーのまちづくり 

 １）移動手段の確保          P.29 障社 支出予定額：5,647,000円 

【具体的な取組み】 

  ①リフト付き車両の貸し出しの充実 

   リフト付き車両の貸し出しを行い、車いす使用者及び重度肢体不自由者の移動

支援を行います。 

 

  ②車いす貸し出し 

   外出や福祉サービスの手続きの間、車いすが必要な方へ短期的な（最長３カ月）

車いす貸し出しを行います。 

 

  ③自動車運転取得・自動車改造助成事業 

   自動車免許の取得、運転装置取付等の自動車改造の一部助成により、障がい者

の社会参加と自立促進を目的に実施します。 

 

  ④福祉バスの貸し出し         P.36 ふま 支出予定額：192,000円 

   地域住民や団体交流等を目的に福祉バスの貸し出しを行います。 

 

 ２）福祉サービス及び情報提供の充実 

【具体的な取組み】 

①手話奉仕員養成講座（入門編） 

   身近な地域において手話奉仕員の育成・派遣等が望まれており、聴覚障がい者

の社会参加に役立てるため、手話奉仕員の養成を行います。 

   ア．手話奉仕員養成講座（入門講座）の開催 R2.4月～ 

     全 35回（毎週月曜日 19:00～21:00） 

 

②点訳講座                  

   視覚障がい者に対し幅広く情報を提供するための点訳ボランティアの養成並

びに障がい者福祉の啓発を図ります。 

   ア．点訳講座の開催 R2.7月～ 全 10回 

 

③点字・声の広報発行事業           

   情報不足になりがちな視覚障がい者等に対し、市報、社協だより等の広報誌、

当事者の必要な情報等を点訳・音訳し、日常生活に必要な情報を提供することに

より、視覚障がい者の生きがいと社会参加を図ります。また、声の広報発行にお

いて、音訳ボランティアの育成につなげるための養成講座を行います。 

   ア．広報活動の実施 

   イ．視覚障がいのある方への点字、声の広報等発行事業の実施 



 

 

（２）相談支援・情報提供体制の強化 

 １）相談窓口の充実 

【具体的な取組み】 

  ①相談窓口の充実・連携 

   地域の各種相談窓口（地域包括支援センター、地域子育て支援拠点事業、障が

い者相談支援事業所等）との連携体制の構築に努めます。 

   また、チュイシージーセンターで市民の各種相談に対応できる総合的な相談窓

口としての体制の充実に努めます。 

 

  ②総合相談（ふれあい相談所） 

   誰もが気軽に相談できる窓口として、ふれあい相談所を設置し、関係機関との

連携を深めながら相談支援の充実に努めていきます。 

   また、無料法律相談を月２回実施し、法律の専門家との連携のもと多様な相談 

に対応していきます。 

   ア．相談窓口の充実を図る。 

     ※ふれあい相談員は、市民の身の回りの心配事や悩み事など一人で悩んで

いることの相談を受け付けます。生活や家族に関する事、経済的な問題、

福祉サービスや医療費に関する事などに対し、相談者と寄り添いながら関

係機関と連携し支援します。 

 

  ③第三者委員会の設置 

   福祉サービス利用者からの苦情の適切な解決に努めるとともに、利用者へ適切

に対応していくため、第三者委員会を設置し、福祉サービスの充実・強化を図り

ます。 

   ア．第三者委員会の開催（年１回） 

 

 ２）誰もが必要な情報を入手できる仕組みづくり 

【具体的な取組み】 

① 情報提供の充実 

   必要とする情報がいつでも入手できるよう、福祉サービスや地域に関する情報

提供の充実を図ります。広報誌・ホームページに掲載する内容の充実、更にはマ

スコミを活用し多様な情報提供に努めます。 

    ア．社協だよりの発行（年４回） 

イ．ホームページの活用 

ウ．ラジオ番組による広報（週１回、年間５０回） 

 

 

        



 

 

（３）権利擁護の仕組みの充実 

 １）福祉サービス利用援助事業の充実促進 P.32 権擁 支出予定額：5,654,000円 

【基本的な考え方】 

  福祉サービス利用に伴う手続きの援助や日常的金銭管理や書類の管理に支援が

必要な認知症高齢者や知的・精神障がい者に対し、宜野湾市や関係機関との連携の

もと、福祉サービス利用援助の普及促進を行います。また、権利擁護に関する支援

拠点である「宜野湾市権利擁護支援センターうるる」について、専門員の充実や機

能・運営面の充実を図ります。 

 

【具体的な取組み】 

  ①福祉サービス利用援助事業の普及 

   多様な広報媒体（広報誌やホームページへの掲載、パンフレット設置等）を利

用し、広く周知を行うとともに、事業説明会等を実施することで、福祉サービス

利用援助事業の普及を図ります。 

    

②「宜野湾市権利擁護支援センターうるる」の充実 

   「宜野湾市権利擁護支援センターうるる」の充実に努めるとともに、機能の拡

充や運営のあり方を検討していきます。 

   ア．機能運営の充実及び待機者の解消 

   イ．専門員の資質向上 

ウ．内部及び外部機関との連携を強化し、 

より良い支援が実施できる体制の構築 

 

③ 日常生活自立支援事業の受託   P.47 日自 支出予定額：2,521,000円 

   沖縄県社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業の市町村化に伴い、宜

野湾市社協でも利用者の支援に向けた体制づくり並びに支援の充実に努めます。 

ア．沖縄県社会福祉協議会との事業連携 

イ．事務補佐職員の配置 

ウ．新規利用者の受け入れ支援体制の構築 

 

④「通帳等一時預かり事業」の実施 

   福祉サービス利用援助事業や成年後見人制度の利用が必要な者で、それらの契

約が締結されるまでの間に権利が侵害される恐れがある場合、または虐待等の理

由で緊急的に通帳や印鑑の保管が必要と判断された場合、行政の依頼を受け、関

係機関と連携して「通帳等一時預かり」を行い、制度の狭間にある要支援者の権

利を擁護します。 

 



 

 

 ２）子どもから高齢者の権利侵害や虐待防止への連携 

【基本的な考え方】 

  子どもから高齢者の権利侵害や虐待防止に向けて宜野湾市福祉・健康推進部担当 

課との連携を図っていきます。 

①虐待への対応 

 住民から虐待に関する通報、事業等から虐待情報を把握した場合、関係機関と

連携し対応します。 

 ア．関係機関との連携 

 



 

目標４：組織強化に努めます 

（１）宜野湾市社会福祉協議会 組織体制強化 

１）理事・評議員会の体制強化 

【具体的な取組み】 

  ①理事会及び評議員会の委員選任について 

   社会福祉法等の一部改正に伴う、現制度からの移行が行われるにあたり、執行

機関としての責務、議決機関としての責務をはたしていける委員選任を行ってい

きます。 

   ア．評議員選任解任委員会の開催（１～２回） 

 

  ②法人事業への参画が実施しやすい会運営及び説明について 

   理事・評議員が法人事業運営に参画しやすくするための事業説明及び説明責任

全体研修会を実施すると共に、執行機関・議決機関としての機能を果たしていけ

るよう体制整備を図ります。また、法人会計が複雑化している中で、一つ一つの

事業への理解や法人会計の理解がしやすいよう事務局として説明責任を果たし

ていく仕組みづくりを行います。 

   ア．組織体制の強化 

   イ．第３次地域福祉活動計画の推進 

 

２）監査体制強化 

【具体的な取組み】 

  ①監査体制における指摘事項の徹底 

   平成 24年の社会福祉法人会計改正（宜野湾市社協は、平成 26年度移行）によ

り複雑化した法人会計において、宜野湾市並びに監事による指摘事項に対し、法

人運営が適切に運営していけるよう速やかに対応し、法令順守並びに規則遵守を

徹底していきます。 

   ア．法人監査の実施 

   イ．所轄庁（行政）による指導監督に対する監査対応 

 

  ②経営管理（ガバナンス）の強化 

   福祉サービスの質を高める事や情報開示を積極的に行い、説明責任を果たし市

民から信頼される組織運営に努めます。併せて、経営管理の強化を行い、合意形

成、組織決定がスムーズに行える事業経営に努めます。 

   ア．財務会計に係るチェック体制の整備 

   イ．運営の透明性確保に向け、現況報告書、財務状況等を広報紙、ホーム 

ページを活用し公表 

Ｇ１社協発展プラン 



３）事務局運営の強化 

【具体的な取組み】 

①係体制の見直し並びに適正な組織運営 

   適正な係運営並びに職員人数を検討し、一人一人の業務が過重にならないよう

職員間の連携を図りながら支援していける体制を構築します。また、適正な組織

運営に向けて務めていきます。 

 

  ②受託・委託事業等の精査 

   受託・委託事業等を精査しながら、今後の法人運営の展望や本市における地域 

福祉推進のあり方について役員との議論を重ねながら検討していきます。 

 

③広報の充実            P.38 福育 支出予定額：1,780,000円 

   多くの方に社会福祉協議会の活動を理解していただき、市民参画で事業推進が 

図れるよう、多様な広報媒体を用いながら広報活動を充実していきます。 

   ア．社協だよりの発行（年４回） 

   イ．ホームページの活用 

   ウ．ラジオ番組による広報（週１回、年５０回） 

 

  ④新職員・中堅職員・管理職の研修機会の創出について 

   福祉サービスの充実に向け法改正が各分野ごとに行われ、法人としての役割や

地域福祉推進に向けた職員一人一人の学習の機会が求められます。職員階層ごと

の役割や業務により求められる内容の理解に向けた研修会への参加を行います。 

   ア．職員研修会の充実、強化 

 

  ⑤ワークライフバランスの充実 

   人の役に立ちたいという意欲ややりがいを常に感じながら個々のライフステ

ージやワークライフバランスを考慮し、働き甲斐のある職場としての環境づくり

に努めていきます。その為の体制整備や職員配置についても議論します。 

   ア．ノー残業デーの実施 

   イ．職員向け健康講座（運動・保健指導） 

   ウ．労働環境改善に関する規程整備 

   エ. 嘱託職員への賞与の実施（年２回） 

   

  ⑥人事評価制度の実施（職員理想像到達度評価制度） 

   法人の基本理念を実現するため、職員行動指針ひとつひとつを意識し、職員理

想像により近づけるための職員育成、評価制度を実施します。 



目標５：財政基盤強化に努めます 

（１）宜野湾市社会福祉協議会 財政基盤強化 

 １）自主財源の確保について         P.54 資造  目標額：500,000円 

【具体的な取組み】              P.55 活応 目標額：480,000 円 

① 財政基盤強化計画の推進 

財政基盤強化計画に基づき、各種事業を推進し主財源確保に努めていきます。 

   ア．資金造成援事業（事業等応援企業による広告募集）を取り組みます。 

  ②自主財源の確保に向けた取り組み 

   現在実施している「自動販売機設置」の事業の継続と「チャリティーボウリン

グ事業」を再開することで、自主財源の確保に向けた取り組みを行っていきます。 

   また、既存の自動販売機を活用し、多くの企業へ協力を求めていきます。 

ア．寄附型自動販売機を新規設置（２ヵ所） 

イ．チャリティーボウリングの実施 

 

  ③基金の運用並びに積み立てのあり方について 

   現在、「備品等購入積立金」「福祉基金積立金」の２つの基金があり、いずれも

本会の運営に直結した基金である。 

   備品等購入積立金は、法人の運営に係る備品の購入の為の積立金であり、福祉

基金積立金は、地域福祉全般において活用される基金である。 

   財政委員会にて議論を深め、２つの基金について運用並びにあり方について検

討します。 

 

  ④一般管理費（仮称）の導入のあり方について 

   本会では、４つの受託事業を実施しており、全体予算の約２割を占めています。

現状としては、事業規模によっては、法人からの財源持ち出しもあり、今後、法

人運営が安定的に円滑に行っていけるよう一般管理費（仮称）の導入又はその他

必要経費の確保に向け、福祉推進部と調整していきます。 

 

 ２）社協会費について           P.25 法人 目標額：5,850,000円 

【具体的な取組み】 

  ①社協会費の有効的な活用について検討 

   戸別会費・団体会費等市民の皆様からご協力をいただく社協会費を市民福祉・

地域福祉に還元していく事を目的に宜野湾市における福祉課題を明確化し、課題

解決に向け会費の有効的な活用について検討していきます。 

 

  ②企業への協力依頼強化ついて 

   企業への働きかけについて役職員が市内企業へ出向き、社協活動について丁寧

に説明し、理解をいただきながら、協力を求めていきます。 



   ア．企業 20社の新規加入 

 

  ③広報並びに使途の透明性について 

   社協活動会費の使途について市民の皆様へ分かりやすい広報の工夫を行いな 

がら、使途の透明性についてもチェック体制を強化していきます。 

 

④ネットによるカード決済の導入の検討（社協ホームページ等）新規 

  戸別会員は、自治会の協力により実施しているが、自治会未加入 

世帯への PRや市民の皆様がより気軽に会員になれるような仕組み 

として、ネットでの決済を取り入れていきます。 

 

 ３）赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動について 

【具体的な取組み】 

  ①宜野湾市共同募金運営委員会の効果的な会運営について 

   宜野湾市共同募金運営委員会の機能や役割について再確認し、効果的な会運営

に向けた検討を行っていきます。 

   ア．宜野湾市共同募金委員会の開催（年３回） 

運動期間中は、定期的に委員会開催し、実績状況を把握するとともに 

目標達成に向けて取組みます。 

 

  ②企業への協力依頼強化について 

   市内企業へ社協配分事業（地域福祉活動の財源）並びに、共同募金に関する取

り組みの周知、理解が得られるよう、運営委員と事務局にて企業訪問を実施し、

丁寧な説明を行いながら協力を求めていきます。 

   ア．企業訪問の実施（年２回） 

     企業 10社の新規加入 

 

③歳末たすけあい募金の効果的な活用方法について 

 P.40  歳末 目標額：3,600,000円 

   困窮世帯見舞金支給事業・新入学用品等準備支援助成事業・小地域ふれあい事

業の３事業を実施しています。 

   困窮世帯見舞金支給事業においては、明るい正月を皆で迎えていけるよう困窮

世帯に対し見舞金を支給し支援を実施していきます。新入学用品等準備支援助成

事業においては、新１年生（小・中）を対象に学用品準備支援に係る一部助成を

行います。 

   小地域ふれあい事業においては、23自治会にて世代交流・住民参画、絆づくり

を目的に開催し活動を支援します。 

 

  ④使途を明確にし、可視化出来る仕組みづくりについて 

   沖縄県共同募金会と協働しながら、募金の使途について市民に対し可視化して 



いける仕組みづくりを行っていきます。 

   また、宜野湾市における共同募金の使い道についても市民に分かりや 

すいよう工夫していきます。 

 

⑤チャリティー公演の開催について     P.56 チ芸 目標額：719,000円 

   歳末たすけあい募金配分事業を充実させるべく、市内の福祉関係者・機関団体 
をはじめ、芸能関係者の協力を得て、チャリティー「芸能公演」を実施いたしま 
す。 

 

 ４）中期財政プランについて 

【具体的な取組み】 

① 財政基盤強化計画の推進 

   本会の法人運営が円滑に推進していけるよう「財政基盤強化計画」に基づき、

各種事業を推進します。 

  


