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平成３０年度 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会事業報告

Ⅰ 総 括 

地域福祉の推進を基本理念におき、市民（地区社会福祉協議会の役職員や民生委員・ボランテ

ィア・町会関係者等）の参加と協力のもと、福祉サービス提供事業者や福祉団体・専門機関・行

政等と密接に連携し、社会福祉協議会の有する専門的機能や公共性の高い非営利の民間組織とし

ての特性をいかし、市民が安心していきいきと暮らせる地域共生社会の実現に向けた取り組みを

推進した。 

Ⅱ 重点目標の達成状況 

１ 社会的孤立により起こる諸問題に対応するため、市民や関係機関・団体、専門職などとの連携 

を強化し、地域で支えあう仕組みや地域課題の解決を図ることができる体制を構築した。

２ 誰もが安心して暮らせる地域社会づくりを進めるため、判断能力の低下した人や障害のある人、

児童、生活に困窮する人等の相談支援体制を充実した。

３ 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るため、社会福祉事業推進に関する調査研究、福祉

人材の養成・確保及び質の向上に取り組んだ。

４ 福祉活動への市民の参加を促進するため、ボランティアセンター機能や市民への情報発信機能を

充実した。また、災害時における支援体制を築くため、災害ボランティアセンターの設置・運営

訓練、支援関係機関・団体のネットワ－クづくりに取り組んだ。

５ 目標を達成するため、関係機関との連携強化、職員研修体制の整備、事務の効率化、財政基盤の

強化に取り組み、法人の基盤及び機能の強化を図った。
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Ⅲ 事業内容 

 

１ 地域で支え合う仕組みや地域課題の解決を図ることができる体制の構築（地域福祉の推進） 

 

（１）地区社会福祉協議会（地区社協）活動の支援〔地区社協会長部会と連携して実施〕 

ア 情報交換・課題協議 

  ・地区社協会長部会役員会（１２回‥毎月） 

・地区社協会長会議（２回‥４月、７月） 

・地区社協・民児協ブロック会議（８回‥ブロックごとに開催） 

・地区社協事務担当者会議（１回‥５月） 

イ 研修 

  ・地区社協会長研修会（１回‥２月）  

テーマ「地域の身近な福祉相談窓口の対応状況」、実践発表、行政説明 

・地区社協職員研修会（１回‥３月） 

  テーマ「住民や行政から信頼される社協～適切な会計処理や予算管理・文書管理」 

ウ 活動支援 

  ・市社協ブロック担当職員による相談対応・情報提供‥年６回巡回訪問・個別訪問 

  ・地区社協実施事業（地域安心支え合い事業、地域の身近な福祉相談窓口設置、地域福 

祉座談会、地域サロン、子育てサロン等）実施に係る支援 

・地区社協会計システムの運用支援 

・地区社協の管理運営の手引きの改訂、手引きによる助言 

・地区社協・民児協会計管理ガイドラインの作成 

・地区社協事業・財源等に関する調査 

  ・地区社協活動の市民へのＰＲ（ホームページ等） 

 

（２）民生委員児童委員活動の支援〔市民生委員児童委員協議会（市民児協）と連携して実施〕 

ア 情報交換・課題協議 

       ・市民児協役員会（１２回‥毎月） 

・市民児協正副会長会議（随時） 

・市民児協総会（２回‥５月、３月） 

・地区民児協会長定例会（１１回‥８月を除く毎月） 

       ・主任児童委員連絡会理事会（４回‥４月、８月、１１月、１月） 

・主任児童委員連絡会全体会議（２回‥７月、１月） 

・ブロック別地区社協・民児協会議（８回‥ブロックごとに開催） 

イ 研修 

       ・地区民児協会長研修会（１回‥２月） 

         テーマ「２０２５年問題」、分散会 

       ・民生委員児童委員実務研修会（７コース９回、延べ９１５人参加） 

テーマ「高齢者等の生活実態・生活問題の把握」（新任フォローアップ研修）、 

「フレイル予防」、「障害者差別解消の理解」、「災害対応力を高める気象 
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情報の活用法」、「こどもの貧困状態のパターンとその多様性」、「こども 

を取り巻く環境」、「民生委員児童委員活動事例集に基づく活動事例検討」 

（中堅リーダー研修） 

       ・主任児童委員研修会（２回‥延べ１６２人参加） 

         テーマ「発達障害の特性と関わり」、「金沢市子どもの貧困対策基本計画骨子案」 

・ブロック別研修会（各ブロック１回 計８回‥延べ７７２人参加） 

  テーマ「民生委員活動で悩んでいる事」、「介護保険施設の種類とサービス」、 

「外国人居住者と日本の地域社会」、「認知症の方を介護する家族の支援」、 

「介護予防活動」、「コミュニケーションスキルを磨こう」 

・他都市民児協との交流研修（３回‥大津市、長野市、南砺市） 

     ウ 活動支援等 

  ・市社協ブロック担当職員による相談対応・情報提供等 

  ・民生委員児童委員活動の市民への紹介・ＰＲ（街頭ＰＲ活動…５月１２日、ホームペ

ージ等） 

        ・ブロック別主任児童委員連絡会への助成 

       ・金沢市介護相談員派遣事業への協力 

       ・金沢市家庭教育サポーター事業への協力 

・民生委員児童委員活動保険への加入（事故報告４件受付） 

  ・全国民生委員児童委員互助事業（６０件、５６２，０００円給付） 

  ・金沢市民児協慶弔規則（４０件、４００，０００円給付） 

       ・民生委員・児童委員支援募金への協力…１，１２４，０００円（平成３０年７月豪雨 

災害） 

 

（３）生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取り組みの推進（生活支援体制整備事業） 

    生活支援コーディネーターを配置し取り組みを推進 

    〔第１層（市全域）１人、第２層（ブロック担当）４人〕 

     ア 地域のニーズと資源の見える化・問題提起 

       ・「お宝探しワークショップ」（身近な支え合い活動の発掘）の開催 

         １０地区延べ１２回開催 

        〔開催地区〕新竪、弥生、瓢箪、材木、味噌蔵、馬場（２回）、浅野、鞍月（２回）、 

米丸、新神田 

       ・地域支え合い百万石通信（つどいの場の情報）の発行…７５回（No.1～No.75）発行 

       ・つどいの場Googlemapの作成…地域包括支援センター圏域ごとの地図（マップ）に 

より、つどいの場を見える化 

     イ 目指す地域の姿・方針の共有・意識の統一（第２層協議体の取り組み） 

       ・ブロック別地区社協民児協会議の開催…各ブロック（１～８）で開催 

     ウ 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ（第３層協議体の取り組み） 

・各地区地域福祉座談会等の開催…２８地区等で８８回開催 

     エ 関係者のネットワーク化 

       ・生活支援体制整備事業連絡会の開催（３回） 
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         金沢市、地域包括支援センター連絡会役員、市社協生活支援コーディネーターによ 

る活動報告・今後の連携についての会議 

       ・地域包括支援センターとの連携 

         運営懇談会への参画…１９センター３７回 

         センター長会議、地域ケア部会への出席…７回 

         地域ケア会議等への出席…８センター１７回 

     オ 生活支援の担い手の養成・サービスの開発 

       ・生活支援フォーラム2018の開催 

         テーマ「みんなで学ぼう地域支え合い活動」、１５７人参加 

       ・地域のお宝探し講演会、ワークショップ（生活支援コーディネーター育成研修）の開 

        催…２回開催、延べ１３１人参加 

 

（４）地域の見守り・相談・支援体制の充実 

 ア 地域の身近な福祉相談窓口の設置 

   ・市内１６地区において、地域住民が気軽に相談ができる環境を整備（７月） 

    〔設置地区〕  

      十一屋、新竪、内川、中村、瓢箪、小立野、味噌蔵、馬場、森山、戸板、西、 

      鞍月、富樫、伏見台、米丸、押野 

   ・相談受付件数４２８件（解決８３件、関係機関へのつなぎ２４８件、その他９７件） 

・相談窓口開設にあたり、相談員養成研修を開催（６月、２回） 

   ・相談窓口の周知等 

     広報チラシの作成、地区社協会長研修・職員研修での実践発表 

イ 地域安心生活支え合い事業 

  ・市内２８地区（新規着手９地区）において、地域住民主体の見守り・相談・支援体制

を構築 

  〔実施地区と事業開始年度〕 

    平成２５年度～ 新竪、米丸（モデル地区として実施） 

    平成２８年度～ 十一屋、中村、浅川、千坂、長田、諸江、伏見台、西南部 

    平成２９年度～ 内川、長町、味噌蔵、浅野、夕日寺、西、浅野川、米泉、三和 

    平成３０年度～ 菊川、芳斉、小立野、崎浦、小坂、大徳、粟崎、四十万、押野 

・地域安心生活支え合い事業実務者研修会（３月） 

ウ まちぐるみ福祉活動推進事業 

  ・まちぐるみ福祉活動推進員の委嘱‥３，０８３人 

・「まちぐるみ福祉活動ガイドブック」の作成・配布（３，６００部） 

・「すこやか長寿」（パンフレット）の作成・配布（２０，０００部） 

・まちぐるみ福祉活動推進員のボランティア活動保険への加入 

・各地区で実施するまちぐるみ福祉活動推進員研修会への講師派遣等‥１５地区 

・まちぐるみ福祉活動推進員・民生委員児童委員が対応する困難ケースへの助言、 

ケース検討会実施の支援等 

・退任感謝状の贈呈（３９人） 
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エ 地域サロン 

  ・地域サロンの設置‥市内全地区、２８３拠点で設置 

（５，００２回開催、延べ８０，１９２人が参加） 

  ・地域サロン運営担当者研修（３月） 

・地域サロン運営支援（巡回訪問、広報、情報提供、課題に対する助言） 

オ 子育てサロン 

  ・子育てサロンの設置‥３５地区で設置 

カ 児童クラブ 

  ・児童クラブの運営（７４ヶ所） 

キ 虐待防止、認知症等に関する市民への啓発・研修 

・金沢市や児童相談所、地域包括支援センター等の関係機関と協力した虐待防止に向け

た取り組みの実施 

       ・高齢者・障害者虐待防止対応専門職チームへの参画 

・金沢市・石川県社会福祉士会と共催で虐待防止研修会を開催（１１月） 

         テーマ「高齢者虐待防止の地域づくりと個人情報保護」 

ク 地域包括支援センターとの連携強化 

       ・運営懇談会、地域ケア会議、ケース検討会への参加 

ケ 子どもの生活支援の取り組み 

       ・スクールソーシャルワーカー活動への協力（２人、石川県教育委員会への協力） 

 

（５）共同募金運動の支援 

ア 情報交換・課題協議 

・金沢市共同募委員金会役員会（６月、８月） 

・地区共同募金委員会事務担当者会議（５月） 

イ 研修 

・地区共同募金委員会会長・事務担当者研修会（８月・２回開催） 

  テーマ「お金をくださいって言えますか？」 

ウ 広報啓発・活動支援 

・市社協情報で募金運動を広報 

・福祉のつどいで啓発（９月） 

・街頭募金（１０月～１２月、１２回） 

エ 募金実績（金沢市共同募金会取り扱い分） 

       ・６３，４７１，３２３円 

（一般募金３７，３７７，４５８円、歳末募金２６，０９３，８６５円） 
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２ 判断能力の低下した人や障害のある人、生活に困窮する人への相談支援の充実 

 

（１）金沢権利擁護センターの運営 

ア 高齢者等の権利擁護に関する相談・支援 

     ・成年後見制度の利用に関する相談・支援‥２４０件 

     ・日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）‥契約件数１０５件 

      ※津幡町、内灘町の利用者（１６人）が、各町社協へ移管 

     ・ひとり親家庭に対する経済的安定のための養育費相談‥１１件 

   イ 権利擁護に関する人材育成 

     ・権利擁護セミナーの開催（２回、２０１人参加） 

     ・講師派遣（５回） 

   ウ 研究協議 

     ・運営委員会の開催（２回） 

・法人成年後見等の試行的な実施（後見受任３件） 

     ・成年後見制度利用促進基本計画における中核機関設置に向けた協議（金沢家庭裁判 

所、専門職団体、金沢市等） 

エ 広報 

     ・「まちぐるみ福祉活動ガイドブック」、「すこやか長寿」、「障害がある方の便 

利帳」等で広報 

オ 関係機関との連携 

     ・専門職団体との連携強化 

       成年後見制度連絡協議会、高齢者障害者虐待対応専門職チーム、ぱあとなあ 

（石川県社会福祉士会）等への参画 

・金沢市地域包括支援センタ－、金沢市障害者基幹相談支援センター等との連携強化 

サービス担当者会議、個別支援会議、地域ケア会議へ７０回出席 

   カ 職員の資質向上（研修会等への出席） 

       ・成年後見制度利用促進基本計画、障害者差別解消法などに関する研修に職員が参加 

（２４回、延べ４３人） 

 

（２）金沢自立生活サポ－トセンタ－の運営 

①生活困窮者自立相談支援事業 

   ア 自立相談支援事業の実施 

・生活困窮者の包括的な相談・支援及び支援計画（プラン）の作成・サービスの提供 

      新規受付相談：５７７件、支援プラン作成：７７件、支援実績：３，９６６件 

      継続支援：１７７件、新規就労者・増収者数：５９件 

     ・支援調整会議の開催（２５回） 

  イ 住居確保給付金の相談対応・申請受付 

     相談：８６件、申請受理：１４件、支給決定：１６件、常用就職者：９人 

  ウ 子どもの学習支援事業の実施 

    ・学習支援教室の開催（毎週金曜日、隔週土曜日 他）‥生活困窮世帯中学生の学習支 
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援と居場所づくり・高校進学後の学習支援と居場所づくり 

       参加登録者：４０人、教室９６回開催、延べ参加者：４２５人 

     ・学習支援ボランティア（大学生）による教室運営・講習会の実施 

       ボランティア登録者：４４人 

・ボランティア講習会の開催（１８回、参加者：４６人） 

・企画・運営ミ－ティングの開催（４回） 

     ・学習支援便りの発行（毎月１回、計１２回） 

・交流イベントの開催‥バーベキュー、調理実習、レクリエーション等（５回、延べ 

１１３人参加） 

  エ 生活困窮者自立支援連絡協議会の開催 

    ・生活困窮者支援団体・関係機関等との連携・情報交換（２回） 

  オ 関係機関の会議等への出席 
       ・日本司法支援センター金沢地区地方協議会、金沢市ホームレス問題連絡協議会、金沢 

市子どもの貧困対策基本計画策定委員会等（１２回） 

  カ 研修会等への講師派遣 

     ・地域包括支援センター地域ケア会議、民生委員児童委員実務研修等 

      （７回） 

キ 広報 

     ・パンフレット、金沢市社協情報、「まちぐるみ福祉活動ガイドブック」等で広報 

   ク 職員の資質向上（研修会等への出席） 

       ・生活困窮者自立支援制度従事者養成研修等に職員が参加（１２回、延べ２１人） 

 

②生活福祉資金貸付事業・生活つなぎ資金貸付事務 

     ア 生活福祉資金・臨時特例つなぎ資金（住居を喪失した失業者世帯の自立支援）の相談対 

応・申請受付 

        受付相談：３，９６６件、申請受付：１５６件、貸付決定：１４７件 

     イ 生活つなぎ資金貸付事務 

   貸付件数：２７０件 

 

③社会福祉士会等専門職団体と連携した住居喪失者等支援活動 

      住居喪失や失業等による生活困窮者が生活している場に出向いての相談対応や資金貸付等 

による支援を、専門職団体が行う活動（見守り、安否確認、食糧・支援物資の提供等）と連 

携して実施 

     ア 路上生活者等支援団体との情報交換会（５回） 

     イ 巡回相談（月２回） 

     ウ 路上生活者等との交流会（３回開催、延べ６０人参加） 

     エ 食糧支援‥６７人に延べ１２６回支援 

 

④フードバンクネットワーク組織の基盤づくり 

 フードバンクネットワーク設立準備会への参画（平成３１年３月設立） 
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（３）金沢障害者就業・生活支援センター／障害者雇用定着促進事業 

     ア 相談・支援の充実 

       ・就職に向けた相談支援、準備支援（職場実習または職業準備訓練の斡旋等） 

   支援登録者：７５８人、相談件数：６，５４４件、職場実習等：３１件 

   職場定着支援：７８５件、新規就労者：６９人 

     イ 在職者の交流活動事業の実施 

・スッキリ会（精神障害・発達障害のある方対象）：６回開催、延べ６１人参加 

・ＷＡＩＷＡＩ会（知的障害のある方）：４回開催、延べ９２人参加 

     ウ 就職活動支援セミナーの開催（２回開催、延べ１８人参加） 

      エ 関係機関との連携 

・就労支援連絡会議の開催（１回） 

       ・特別支援学校生徒への支援（３校、職場実習企業巡回訪問、情報交換会等） 

       ・関連会議への出席（金沢市障害者自立支援協議会、石川県高次脳機能障害支援関係者

連絡会、石川県発達障害者支援体制推進会議等４１回出席） 

       ・講師派遣（５回） 

     オ 職員の資質向上（研修会等への出席） 

       ・障害者就業・生活支援センター就業支援担当者研修等に職員が参加 

（２３回、延べ３０人） 

 

（４）金沢福祉用具情報プラザの管理運営（指定管理事業） 
ア 展示事業 

  ・最新の福祉用具と住宅改修モデルの展示（福祉用具１，１５９点展示） 

  ・展示福祉用具選定部会の開催（１１月） 

  ・最新福祉用具展示会の開催（１月） 

イ 相談事業 

  ・福祉用具、住宅改修、介護、福祉制度に関する相談（３，２７３件） 

・衣服リフォ－ム相談‥ボランティアと連携実施（７人、延べ８件着手） 

  ・住宅改修・福祉用具適合に関する訪問相談（１３６件） 

  ・適切な福祉用具入手・選定のための福祉用具貸出(１，５９３人、３，１２２点) 

・職員の資質向上（研修会等への出席） 

         リハ工学カンファレンス、オムツフィッター研修等に参加（５回、延べ１１人） 
ウ 情報事業 

  ・金沢市社協情報、まちぐるみ福祉活動ガイドブック、すこやか長寿、ホームページ、 

ＳＮＳ等による情報発信・交換（ホームページアクセス件数：３７，７８８件） 

・福祉用具開発のための展示福祉用具試用貸出状況データの情報発信 

 

エ 学習事業 

  ・介護・医療従事者対象の研修会の開催（５回開催、延べ１０７人参加） 

  ・介護技術職場定着研修会（年間通して実施、１２回開催、延べ２８２人参加） 

  ・住宅改修基礎講習（３回開催、延べ９３人参加） 
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  ・福祉用具専門相談員指定講習会の開催（１回開催、８日間、３５人修了） 

オ 市民交流事業 

  ・市民が集えるイベントの開催（６月‥プラザ祭り、６，７２５人参加） 

  ・市民の関心を集めるための催事展示（２回） 

  ・市民対象の福祉関連教室の開催（２回開催、延べ６３人参加） 

・地域福祉活動支援（職員派遣４回） 

・高齢者疑似体験セット等の体験学習器具の貸出（５７件、３９６点） 

カ 中日本ブロック介護実習・普及センター連絡会議の参加（１２月） 

     キ 介護保険住宅改修適正化事業 

住宅改修の申請者宅への訪問、現地確認・アドバイス（２件、６種類の確認） 

     ク 施設利用 

        来館者数：３８，３６９人、研修室利用：２４３回、視察・見学１００件 

     ケ 利用者満足度アンケ－ト（３３８人回答） 

職員対応、館内表示、施設清掃、展示品充実度、専門職員充実度のそれぞれの項目に 

おいて「満足」「やや満足」が８割以上 

 

（５）地域活動支援センター 

     ア 各種教室の実施 

・料理教室（月１回）  ・書道教室（月２回）  ・絵手紙教室（月１回） 

 ・手芸教室（月２回）  ・陶芸教室（月２回）  ・生花教室（月２回） 

         利用契約者：６０人、実施回数：１１６回、延べ利用者：６４８人 

イ 広報活動 

       ・作品展の実施（１１月） 

 

（６）いきいきギャラリーの運営 

ア 高齢者・障害のある方の手作り品の展示・販売 

   ２３施設・団体が出展、売り上げ：３，０９０，５２８円、３，６７３人来店 

イ 市民教室の実施（２回、１５人参加） 

ウ 研修室・展示室の貸出（１１団体、８３０人利用） 

エ 地元商店街のイベント協力（６回） 

 

（７）金沢メルシーキャブサービス（車いす使用者の送迎サービス） 

ア 利用状況 

利用会員：２１０人、２，５４５回運行、総利用距離：１６，２５０ｋｍ（３台） 

イ 運転協力会員（ボランティア）の状況 

   運転協力会員（ボランティア）：１１２人、延べ運転者数：１，９８２人 

  ・新規運転協力会員講習（随時） 

  ・カウンセリング付一般診断（７０歳以上対象）の実施（随時） 

ウ 広報  

  ・金沢市社協情報、金沢市広報、ホームページ等で利用会員及び運転協力会員募集 
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３ 福祉人材の養成・確保及び福祉サービスの質の向上 

  

（１）介護・福祉サービス事業従事者の研修、人材定着の取り組み 

①介護サービス事業者連絡会 

〔金沢市と連携して実施〕 

ア 事業者相互の情報交換・課題協議 

  ・理事会（２回）、総会（１回） 

  ・部会会議（随時）、部会正副部会長会議（随時） 

イ 研修・研究協議 

  ・全体研修会（２回）、延べ１７８人参加 

テーマ「長寿安心プラン２０１８について」 

       「事業所運営に必要なコンプライアンス」 

・ケアプラン研修（２回）、延べ１７５人参加 

    テーマ「自立支援のためのケアプランの作り方」 

       「精神障害のある人もない人も、誰もが元気で安心できるまちづくり」 

・部会別研修会等‥１９部会で６０回の研修・研究協議を実施 

延べ１，０３３人参加 

ウ 調査研究 

  ・事業所情報一覧の作成、アンケート調査等 

エ 情報の提供 

  ・行政情報の提供（随時） 

  ・介護支援専門員および各事業者等への事業者情報の提供 

オ 関係機関との連携 

  ・金沢市医師会、金沢市歯科医師会、金沢市薬剤師会等の関係機関との連携強化 

     カ 会員の状況‥２４６法人、７４１事業所 

 

②専門部会（保育部会、老人福祉施設連絡会、地域デイサ－ビス部会、障害児・者福祉施設連 

絡会）及び介護サ－ビス事業者連絡会等の関係団体と協力しての研修の実施 

     ※「５－（２）専門部会での調査研究、関係機関との連携強化」参照 

 

③介護職員人材定着促進事業 

ア 介護職員の相談・交流の場（ケアワーカーカフェ）の設置 

  ・ケアワ－カ－カフェ（会場：金沢市松ヶ枝福祉館、２４回開催、延べ１１３人参加） 

  ・出張型ケアワ－カ－カフェ（会場：地域密着型介護老人福祉施設等２４回開催、延べ

１５３人参加） 

     イ ビギナーズ・ケアワーカーカフェの開催 

       ・若手介護職員による人材定着に関する意見・要望について協議（６回、５５人参加） 

       ・報告会の開催（１回、４７人参加） 

ウ ケアワ－カ－カフェ・プラス 

テーマ「レクリエーション」、３０人参加 
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エ ＳＮＳ・フェイスブック・ポスター等による広報活動実施 

     オ 介護職員からの相談対応‥６件 

 

④社会福祉事業従事者互助会の運営（民間社会福祉事業従事者の退職共済制度の運営） 
ア 互助会制度の運営‥理事会（２回）、代議員会（２回）開催 

イ 会員‥２６７事業所、２，１５０人の会員 

ウ 退職手当金の支給 

平成３０年度退会者２１１人、退職手当金２５８，４６０，１００円支給 

   ※保有率６９．２１％ 

エ 貸付制度‥２件、７５０，０００円貸付 

 

 （２）福祉サービスの質の向上 

①介護相談員派遣事業 

  ア 介護相談員の養成（５日間の新規養成研修実施、５人養成） 

  イ 介護相談員の派遣 

        介護相談員５９人、派遣回数１，５２９回、派遣先６８事業所（特養、老健、療養型、 

認知症高齢者グループホーム等） 

ウ 受入事業所への事務局職員の訪問（随時） 

     エ 介護相談員連絡会・受入事業所との意見交換会 

        連絡会５回開催、内１回は受入事業所との意見交換会） 

  オ 研修 

    ・介護相談員研修会（２回、延べ１３６人参加）  

テーマ「相談援助技術について」 

         「介護相談員派遣等事業の評価・介護相談員の意義と役割」 

    ・介護相談員現任研修への参加（２人） 

  カ 調査・研究、広報 

       ・広報（受入事業所掲示用ポスターの作成） 

       ・活動状況報告書の作成‥介護相談・受け入れ事業所への提供（月ごとの報告書） 

 

②福祉サービス第三者評価事業 
ア 介護サ－ビス情報の公表に係る訪問調査（１３件） 

イ 保育所（園）及び認定こども園利用者調査（１件） 

 

③実習の受け入れ 

    社会福祉士養成課程「相談援助実習」における実習生７人を受け入れ 

 

 

 

 

 

 

11



 
 

４ ボランティアセンター機能・市民への情報発信機能の充実 

 

（１）ボランティアセンターの運営 

ア 相談と調整 

・ボランティア登録者：１４，２４２人 

（個人３，２５２人、グループ１０，９９０人‥３０４グループ） 

・ボランティアに関する相談：１５７件 

・演芸ボランティアの登録および斡旋：６０グループ登録、２２７件斡旋 

  ・ボランティアマッチングシステムの整備（ボランティアによる支援が必要なニーズと 

ボランティア活動希望者を円滑に結びつける仕組みの整備） 

イ 活動支援 

・福祉ボランティア活動育成事業：１０４グループに４，７２０，０００円助成 

・ボランティア活動保険受付：１４，２４２人、保険料助成：２，５９５，５５０円 

・ボランティア行事用保険受付：１２０，５４９人（９９１件の行事） 

保険料助成：４９５，１６０円 

・使用済み切手の収集：３０件収集 

ウ ネットワークづくり 

・金沢市福祉ボランティア連絡協議会 

    正副会長会議（２回）、理事会（１回）、研修会（４回）、行事参加（１回） 

エ 学習／研修 

・ボランティア講座（３回開催、３５人参加） 

・ボランティア講座等への職員派遣（４回） 

・「ボランティアカフェ＠まつがえ」（６回開催、８８人参加） 

          テーマ「チャレンジ！運転ボランティア」、「ホタルを守るボランティア」、 

「登山をサポートするボランティア」「こども食堂ってどんなところ？」、 

「身近な不登校支援を知ろう！」、「もう一度、被災者支援を考えよう」 

オ 石川県社会福祉協議会・ボランティアセンター、金沢ボランティア大学校との連携 

・ジュニアボランティア体験事業‥１３地区で実施 

・児童・生徒のボランティア活動普及事業‥２小学校指定（犀川小学校、富樫小学校） 

  ・金沢ボランティア大学フェスタへの参加 

カ 企業への社会貢献セミナーの開催（１回開催、３６人参加） 

テーマ「地域に密着した企業の社会貢献活動」 

キ いきいきシニア介護支援ボランティアポイント事業 

  ※高齢者がボランティア活動を通じて生きがいづくりや健康づくりの促進を図る事業 

高齢者がボランティア登録、新規活動者は研修受講、高齢者福祉施設での活動に応 

じてポイントを付与しクーポン券交付 

・登録ボランティア：１４６人（平均年齢７４．４歳）／受入施設：５９施設 

・総活動回数：１，０９１回（一人あたり２．７回／月、１回あたり約２時間活動） 

・クーポン券申請者：８人 

・登録ボランティア講習会（５回開催、２５人参加） 
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・受入施設担当者研修会、説明会（３回開催、延べ８９人参加） 

・登録ボランティア、受入施設担当者合同研修会（１回開催、４７人参加） 

 

（２）金沢災害ボランティアセンターの体制整備 

ア 金沢災害ボランティアセンター運営関係団体とのネットワーク会議（２回開催） 

・参加団体：１３団体・機関 

    金沢市町会連合会、金沢市校下婦人会連絡協議会、金沢市地区社会福祉協議会会 

長部会、金沢市民生委員児童委員協議会、石川県災害ボランティア協会、石川災 

害ボランティアネットワーク、石川県防災士会、日本赤十字社石川県支部、石川 

県県民ボランティアセンター、石川県社会福祉協議会、金沢市危機管理課、金沢 

市福祉総務課、金沢市社会福祉協議会 

イ 災害ボランティアセンター関する周知・設置運営に関する研修等 

・金沢市市民防災訓練でのＰＲ・情報伝達訓練（８月、長町校下で合同実施） 

・災害ボランティアセンター現地支部設置・運営訓練（１２月、４６人参加） 

       ・石川県災害ボランティア協会等の関係機関との連携 

       ・西日本豪雨災害被災地の災害ボランティアセンターへ運営スタッフ３人派遣 

        （広島県江田島市・呉市） 

 

（３）広報啓発 

①市民への情報発信の充実 

・「金沢市社協情報」の発行（１８，０００部×６回） 

・ホームページ、フェイスブック、ＬＩＮＥ等による情報発信（LINE登録者１４５人） 

 

②金沢市社会福祉大会、福祉のつどい、障害者ふれあいコンサートの開催 

  ア 第６４回金沢市社会福祉大会（９月２日、本多の森ホールで開催） 

・社会福祉事業関係者表彰、標語入選者表彰、被表彰者記念撮影 

     イ 福祉のつどい２０１８金沢・ふれあいコンサートの開催（９月２日、金沢市松ヶ枝福祉 

館、松ヶ枝緑地、金沢市庁舎前広場で開催） 

       ・模擬店、ゲーム、福祉ショップ、活動紹介・体験、コンサート等１００団体が参加） 

        計３，８８０人参加（来場者２，９５８人、参加団体７７８人、ボランティア７３人、 

        関係者・事務局７１人） 

 

③人権・同和問題研修会 

  ア 人権・同和問題に関する研修会の開催（権利擁護セミナー・虐待防止研修等３回開催） 

  イ 関係機関が実施する人権・同和問題に関する研修会への参加（金沢市・石川県等が主催 

する人権・同和問題研修会、人権問題講演会等５回参加） 

 

④こどもすくすくランド（未就園児の保護者に、金沢市内の保育所及び認定こども園の活動や子 

どもの生活の様子の紹介、子育て支援の取り組みについて周知する場） 

・６月２９日、金沢市民芸術村で開催、３，０００人が入場 
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５ 法人の基盤及び機能の強化 

 

（１）法人の基盤強化  

①法人の運営 

    ア 理事会開催（３回） 

・４月３日（理事１０人、監事３人出席） 

  会長の選定 

・６月４日（理事８人、監事３人出席） 

平成２９年度事業報告・収支決算報告、役員辞任に伴う後任候補者の選定について、 

定時評議員会の招集 

・３月２０日（理事１４人、監事２人出席） 

        平成３０年度収支補正予算、平成３１年度事業計画・収支予算、諸規定の一部改正、 

        理事辞任に伴う後任候補者の選定、評議員会の招集 

イ 評議員会開催（２回） 

・６月２１日（評議員１０人出席） 

        平成２９年度事業報告・収支決算報告、役員辞任に伴う後任候補者の選任 

・３月２８日（評議員１５人出席） 

        平成３０年度収支補正予算、平成３１年度事業計画・収支予算、社会福祉事業従事 

者互助会規約の一部改正、理事辞任に伴う後任理事の選任 

ウ 監事会開催（１回） 

・５月２８日（監事３人出席） 

        平成２９年度事業報告・収支決算 

 

②公認会計士等による助言・指導 

     法人運営の透明性を高めるための公認会計士・税理士等による助言・指導  

 

③関係機関との連携強化 

・町会、公民館、婦人会、老人会等の地域福祉推進関係団体との連携強化 

・医師会、歯科医師会、薬剤師会、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、ソーシャルワー 

カー協会、地域包括支援センター、障害者機関相談支援センター、福祉保健センター、児 

童相談所、相談支援専門員協会、警察、ハローワーク、保護観察所等の専門機関との連携 

強化 

・福祉・介護サービス提供事業所、善隣館、ボランティアグループ、ＮＰＯ、大学・専門学 

校、企業、教育委員会、行政等の関係機関との連携強化 

 

（２）専門部会（保育部会、老人福祉施設連絡会、地域デイサービス部会、障害児・者福祉施設連絡

での調査研究、関係機関との連携強化 

ア 保育部会 

・理事会（１２回開催）、総会（２回開催） 
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・理事長・所長研修会（５回） 

    テーマ「熊本地震を教訓とした自然災害への備えについて」（７２人参加） 

       「アクションカードを使用した新しい救急危機管理について」 

（４９人参加） 

       「管理職としてのマネジメント～人材育成や園内研修の進め方～」 

（４５人参加） 

       「魅力ある職場づくりのためのマネジメント～働き方改革を踏まえて～」 

（５５人参加） 

            「委員会報告」、「行政説明」（９８人参加） 

・こどもすくすくランド（１回）（実行委員会６回開催） 

・専門委員会による調査、研究 

         第１委員会（環境改善）‥６回 

         第２委員会（人材確保）‥５回 

         第３委員会（保育保健）‥６回 

・金沢市保育医療連絡協議会等と連携しての調査・研究、研修（７回） 

イ 金沢市障害児・者福祉施設連絡会 

・連絡会議（２回）、幹事会（２回）、役員会（１回）開催 

・金沢市長との懇談会開催（１回） 

・職員研修会 

テーマ「虐待防止・権利擁護研修」（１４人参加） 

・グラウンドゴルフ大会（６施設、１３チーム、７３人参加） 

・レクリエーションボッチャ大会（７施設、１３チーム、８３人参加、審判講習２回開 

催） 

・プラザ祭り、福祉のつどい、市民体育館・プール無料開放への参加 

ウ 老人福祉施設連絡会 

・役員会（１回）、理事会（１回）、総会（１回） 

・施設長等研修会 

テーマ「職場のハラスメント防止研修～誰もが働きやすい環境づくりのために～」 

（２５人参加） 

・職員研修会 

   テーマ「認知症高齢者に尊厳と共感を～その対話法について～」（１５人参加） 

・施設職員の自主研修費の助成（２１施設に助成） 

・施設間交流促進事業（４施設参加、２回開催） 

・社会福祉法人の社会貢献活動研究事業 

研究会の開催（２回）、地域貢献活動事例集の発行 

エ 地域デイサービス部会 

・役員会（３回）、部会会議（２回） 

・職員研修検討等実務担当者会議（１回） 

・全体研修会 

テーマ「行政説明」、「昭和の人気曲と唱歌メドレー」（５９人参加） 
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・職員研修会 

「力を使わない移乗方法」（１８人参加） 

・一日体験研修‥職場訪問研修（１施設１人参加、１施設で受入） 

・デイサービス事業の実態調査（２回‥経営状況、総合事業の取り組み等） 

・利用者作品展の開催（１０月１０日～１５日、泉野図書館アートロビー、１０施設が 

参加） 

・視察研修（コミュニティスペースややのいえ、コミュニティースペースとんとんひろ 

ば、６人参加） 

 

（３）職員の資質向上・やりがいのある職場づくり 

ア 職員研修（１０８回、延べ２５１人が受講） 

       ・新任職員研修等の実施 

       ・外部研修への参加 

イ 職員の資格取得支援 

       ・社会福祉士等国家資格取得に係る費用の一部助成 

       ・社会福祉士等国家資格取得に係るスク－リング期間等の職務専念義務の免除 

     ウ 職員への社会貢献活動への参加の支援 

 

（４）事務の効率化の推進 

     ア インターネット環境の整備 

       ・事務局内のインターネット環境の整備及びネットワークセキュリティの強化 

イ 事務効率化検討チームによる検討 

       ・事務局内に「事務効率化検討チーム」の設置、事務の見直し・効率化に向けて提言・ 

実践 

 

（５）金沢市松ヶ枝福祉館の管理運営（指定管理事業） 

①金沢市松ヶ枝福祉館の管理運営 

ア 自主的活動の支援 

・利用登録団体（市内のボランティアグループ、福祉・保健・医療等関係機関・団体） 

         ３２４団体 

・研修室等利用状況 

         利用者数：７７，８３３人、研修室等利用：３，６３８回 

イ 利用者満足度アンケ－ト（２２４人回答） 

「満足」「やや満足」：５０．９％、「普通」：３７．９％、 

「やや不満」「とても不満」：７．６％、「無回答」：３．６％ 

 

②福祉保健総合相談事業 

（認知症の人と家族の会石川県支部、裁判所職員ＯＢ会等と連携した相談活動） 

ア 福祉なんでも相談・認知症に関する介護相談：２６，９４６件 

イ 民事・家事に関する法律相談：２３件 
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