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１．目的 

「富里市地域福祉活動計画」（以下「現行計画」）の１年目が終了したので、平成２９年度にお

ける取り組みの成果や課題を明らかにし、現行計画に位置づけられた取り組み等の実施状況につ

いての結果を整理し取りまとめを行いました。 

 

 

２．評価の対象（現行計画の体系） 

基本理念  基本目標  基本施策 

     

 

手
を
つ
な
い
で
広
げ
よ
う
！
助
け
あ
い
・
支
え
あ
い
の
輪 

 

１  

ふれあい・支え合

い活動が実践でき

る環境づくり 

 

１ 地域交流の場をつくる    

   
  

２ 地域活動をひろげる    

   
  

３ 地域コミュニティをはぐくむ    

    

 

２  

安心・安全な暮ら

しを守る支援 

 

１ 地域の連携体制を強化する    

   

  

２ すこやかでうるおいのある生活を実現する    

   

  

３ より快適な住環境をととのえる    

    

 

３  

地域福祉推進体制

の強化 

 

１ 福祉意識を醸成する    

   

  

２ 地域を引っ張る人を育てる    

   

  

３ 福祉ネットワークをつくる    

    

 

４  

多様な福祉サービ

スの充実 

 

１ 福祉サービスを充実する    

   
  

２ 適切な情報提供・相談支援を行う    
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３．評価の方法 

現行計画に位置づけられている各施策の「社会福祉協議会の取り組み」について、「評価シート」

を用いて担当者による自己点検と評価を行いました。 

評価内容は、「施策の内容」「進行状況の自己評価」「平成２９年度の成果と課題」「今後の方針」

「平成３０年度の取り組み」としており、「自己評価」については以下の基準によりＡ～Ｅの５段

階で評価しています。 

なお、現行計画に位置づけられている「社会福祉協議会の取り組み」の数は６０（再掲６を含

む）となっています。 

 

【評価基準表】 

評価 評価内容 達成状況 
評価点 

（点数換算） 

Ａ 計画通り 達成率８０％以上 １０ 

Ｂ おおむね計画通り 達成率５０％以上８０％未満 ６ 

Ｃ 遅れがある・順調ではない 達成率５０％未満 ３ 

Ｄ 取り組んでいない 達成率０％ ０ 

Ｅ その他（事業移管等） ― ― 

 

※評価点について 

評価を実施するにあたり、基本目標及び施策の体系ごとの評価結果の比較を行うために、達成状況を上記のとお

り点数化しています。「Ａ」～「Ｄ」の４段階評価のうち、最高点（Ａ）を「10」、最低点（Ｄ）を「０」とし、そ

の中間の数値「Ｂ」「Ｃ」をそれぞれ「６」「３」としています。（各取り組みの評価結果が「Ａ」であることを優

先的に評価するために、「Ａ」と「Ｂ」の差（４）が「Ｂ」と「Ｃ」、「Ｃ」と「Ｄ」の差（３）よりも大きくなる

ように設定しています。）なお、Ｅは事業自体が移管された関係上、「－」として評価の対象から外しています。 

 

 

４．評価の手順 

評価シートを担当者に配布し、「施策の内容」「進行状況の自己評価」「平成２９年度の成果と課

題」「今後の方針」「平成３０年度の取り組み」について、担当職員を中心に記入を行いました。 

なお、社協全体の点検作業として職員会議を利用して平成２９年８月３日・平成３０年２月  

６日に２度の点検を実施しました。 
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５．評価結果 

以降に示す評価結果の点数については、１０点満点中の点数となります。 

 

（１）全体及び各評価結果 

①全体及び基本目標 

現行計画の全体の評価点は、９．１点 

 

基本目標ごとの評価については、「基本目標３ 地域福祉推進体制の強化」が 9.6 点で最も 

高く、次いで、「基本目標１ ふれあい・支え合い活動が実践できる環境づくり」が 9.1 点、 

「基本目標２ 安心・安全な暮らしを守る支援」が 9.0 点、「基本目標４ 多様な福祉サービス

の充実」が 8.7 点となっています。 

 

   

  

9.1 

9.0 

9.6 

8.7 

8 10

基本目標１ ふれあい・支え合い活動が実践できる環境づくり

（施策数３）

基本目標２ 安心・安全な暮らしを守る支援

（施策数３）

基本目標３ 地域福祉推進体制の強化

（施策数３）

基本目標４ 多様な福祉サービスの充実

（施策数２）
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②施策の中柱 

 

施策の中柱ごとの評価については、「２－１ 地域の連携体制を強化する」「３－１ 福祉  

意識を醸成する」で 10.0点と最も高くなっており、次いで「１－３ 地域コミュニティをはぐ

くむ」が 9.6 点、「３－２ 地域を引っ張る人を育てる」が 9.5 点となっています。一方で   

「２－２ すこやかでうるおいのある生活を実現するが 8.0 点と低くなっています。 

 

 

 

  

9.0 

8.8 

9.6 

10.0 

8.0 

9.0 

10.0 

9.5 

9.4 

8.4 

9.0 

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

１－１ 地域交流の場をつくる

１－２ 地域活動をひろげる

１－３ 地域コミュニティをはぐくむ

２－１ 地域の連携体制を強化する

２－２ すこやかでうるおいのある生活を実現する

２－３ より快適な住環境をととのえる

３－１ 福祉意識を醸成する

３－２ 地域を引っ張る人を育てる

３－３ 福祉ネットワークをつくる

４－１ 福祉サービスを充実する

４－２ 適切な情報提供・相談支援を行う

平均値：9.1
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③施策の小柱 

 

施策の小柱ごとの評価については、「1-1-(1)交流機会の充実」「1-2-(1)地域活動・ボランティ

ア活動への支援」「1-2-(2)地域組織の活性化」「1-3-(2)支援を必要とする人の把握・対応」「1-3-

(3)地域における相談支援体制の充実」「2-1-(1)地域における見守りネットワークの構築」「2-1-

(2)緊急時の連携・支援体制の整備」「2-2-(2)生きがいづくりの促進」「2-3-(2)生活空間のバリア

フリー化の推進」「3-1-(1)福祉・人権教育の推進」「3-1-(2)広報・啓発活動の充実」「3-2-(1)地域

のリーダーの育成」「3-3-(2)関係組織・団体間の連携強化」「4-1-(3)サービス事業者の育成」「4-

1-(4)生活困窮者の自立支援」「4-2-(2)相談支援体制の充実」の 16 の施策で 10.0 点と高くなっ

ています。一方で、「1-2-(3)地域の人材活用」「2-2-(1)健康の維持・増進の推進」「4-1-(1)福祉サ

ービスの充実」が 6.0点台と低くなっています。 
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（２）施策評価結果 

基本目標１ ふれあい・支え合い活動が実践できる環境づくり 

中柱ごとの評価点 

基本目標１の評価については、「１－３ 地域コミュニティをはぐくむ」が 9.6 で最も高く、

次いで、「１－１ 地域交流の場をつくる」が 9.0、「１－２ 地域活動をひろげる」が 8.8 とな

っています。 

 

基本目標１全体 9.1 

１－１ 地域交流の場をつくる 9.0  

１－２ 地域活動をひろげる 8.8  

１－３ 地域コミュニティをはぐくむ 9.6  

 

１－１ 地域交流の場をつくる 

各取り組み項目別の評価点 

１－１全体 9.0 

１－１－（１） 交流機会の充実 10.0  

１－１－（２） 既存施設の有効活用 8.0  

 

１－１－（１） 交流機会の充実 

１ 地区社会福祉協議会活動の支援・ＰＲ 平成２９年度 評価点 
広報紙「ささえ愛」やホームページを積極的に活用し市民への情報

提供に努めます。また、地区社会福祉協議会の広報紙を発行しＰＲに

つなげます。 

・広報紙（年３回） 

・ホームページ随時更新 

・地区社協広報紙（４地区） 

10.0  

２ 機材・備品の貸出 平成２９年度 評価点 
区・自治会、福祉施設等での行事やイベントの際に、テントや音響

機材のほか、車椅子などの福祉機器の貸し出しを実施し、地域行事の

運営への協力を通じ、地域との交流機会の充実を図ります。 

・随時貸出 10.0 

３ 富里市福祉まつりの開催 平成２９年度 評価点 
地区社会福祉協議会や福祉団体、ボランティア活動団体など地域

で取り組んでいる活動を紹介します。 

・参加団体ＰＲ活動 

・パンフレット紹介 
10.0  

 

１－１－（２） 既存施設の有効活用 

４ 福祉センターの活用及び調査・分析 平成２９年度 評価点 

現状での各団体の利用について、利用者の居住地区などのデータ

収集やニーズ把握のためのアンケートの実施を検討していきます。

また、地域住民への周知のために広報紙「ささえ愛」やホームページ

を活用して利用者数の増大を図ります。 

・調査準備 

・広報紙、ホームページでの周知 
6.0  

５ 機材・備品の貸出（再掲） 平成２９年度 評価点 
区・自治会、福祉施設等での行事やイベントの際に、テントや音響

機材のほか、車椅子などの福祉機器の貸し出しを実施し、地域行事の

運営への協力を通じ、地域との交流機会の充実を図ります。 

・随時貸出 10.0 
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１－２ 地域活動をひろげる 

各取り組み項目別の評価点 

１－２全体 8.8 

１－２－（１） 地域活動・ボランティア活動への支援 10.0  

１－２－（２） 地域組織の活性化 10.0  

１－２－（３） 地域の人材活用 6.3  

 

１－２－（１） 地域活動・ボランティア活動への支援 

６ ボランティアセンターのＰＲ 平成２９年度 評価点 

ボランティア講座の募集ポスターを公共施設等に掲示したり、 

ホームページを活用し積極的に情報提供に取り組みます。 
・継続実施 10.0  

７ ボランティア入門講座の開催 平成２９年度 評価点 

ボランティア入門講座を開催するとともに、登録につながるよう

支援します。 
・年１回開催 10.0 

８ 介護支援ボランティア制度の活用 平成２９年度 評価点 

市と協力し、介護支援ボランティアポイント制度を利用・活用します。 ・検討 10.0  

９ 広報紙等でボランティア活動を紹介 平成２９年度 評価点 

毎年の活動報告を参考に、活動の取材に出向き、広報紙やホームペ

ージ等で紹介します。 

・年間２～３団体または個人

の活動を紹介 
10.0  

１０ ボランティア講座・サロンの開催 平成２９年度 評価点 

どのようなボランティア活動の需要があるか見極めながら各種養

成講座を開催します。また、サロンについてはボランティア活動への

きっかけづくりとして有効なことから開催に向けて取り組みます。 

・年間４～５会講座開催 

・サロン開催検討 
10.0  

 

１－２－（２） 地域組織の活性化 

１１ 広報紙による活動紹介 平成２９年度 評価点 

広報紙「ささえ愛」やホームページを活用し、イベントや行事情報

を発信します。また、福祉まつりを福祉のＰＲの場として団体活動を

冊子にして紹介します。 

・ささえ愛、ホームページ、

福祉まつり冊子の掲載 
10.0  

 

１－２－（３） 地域の人材活用 

１２ ボランティアの募集・登録 平成２９年度 評価点 

どのような知識、経験を持つボランティアの需要があるのかを調

査、研究し、募集及び登録を進めます。 
・調査 3.0  

１３ とみさと市民活動サポートセンターとの協力・情報交換 平成２９年度 評価点 

とみさと市民活動サポートセンターと連携し情報提供に努めます。 ・継続実施 6.0 

１４ シルバークラブのリーダー育成・支援 平成２９年度 評価点 

各種教室や研修会を開催し、シルバークラブを引っ張っていくリ

ーダーの育成や新規会員の加入促進を支援します。 

・加入促進健康講座（毎月） 

・リーダー研修会（年１回） 
10.0  
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１－３ 地域コミュニティをはぐくむ 

各取り組み項目別の評価点 

１－３全体 9.6 

１－３－（１） 身近な地域の支え合いの関係づくり 8.7  

１－３－（２） 支援を必要とする人の把握・対応 10.0  

１－３－（３） 地域における相談支援体制の充実 10.0  

 

１－３－（１） 身近な地域の支え合いの関係づくり 

１５ 地域コミュニティ形成支援 平成２９年度 評価点 
地区社会福祉協議会で開催される各種イベントに一人でも多くの

方々に参加していただき、子どもから高齢者まで顔の見える関係づ

くりに取り組みます。 

・各種イベント開催支援 

・地区敬老会の開催支援 
10.0  

１６ 地区社会福祉協議会との連携による他団体支援 平成２９年度 評価点 

地区社会福祉協議会が主催する各種イベントを通して、さまざま

な関係団体と協力・連携し、地域による支え合い・見守り活動ができ

るよう支援します。 

・継続支援 6.0 

１７ 広報活動 平成２９年度 評価点 

広報紙「ささえ愛」やチラシ等を作成するとともにホームページを

活用し活動の周知を図ります。 

・ささえ愛掲載、ホームペー

ジ随時更新 

・チラシ内容検討 

10.0  

 

１－３－（２） 支援を必要とする人の把握・対応 

１８ 歳末慰問の実施 平成２９年度 評価点 

歳末たすけあい募金の配分金事業として、一人暮らし高齢者等へ

の慰問を通じて福祉サービスの情報提供を行うとともに、サービス

が必要な人の把握に努めます。 

・継続実施 10.0  

１９ 地区社会福祉協議会活動 平成２９年度 評価点 
地区社会福祉協議会の各種事業に参加している地域の意見を把握

し反映できるよう支援します。 

・課題の把握、検討、対応 

・関係機関調整 
10.0 

 

１－３－（３） 地域における相談支援体制の充実 

２０ 相談員への支援 平成２９年度 評価点 

相談を受ける側の心構え、幅広い専門的知識の研修を取り入れ、市

民の相談ごとに親身に取り組めるよう支援します。 
・研修参加、支援 10.0  

２１ 相談先の周知 平成２９年度 評価点 
不安を抱えて相談に来る人のニーズを把握し、相談者の問題解決

に取り組めるよう支援します。 

・心配ごと相談所 

・こころの相談等 
10.0 
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基本目標２ 安心・安全な暮らしを守る支援 

中柱ごとの評価点 

基本目標２の評価については、「２－１ 地域の連携体制を強化する」が 10.0 で最も高く、

次いで、「２－３ より快適な住環境をととのえる」が 9.0、「２－２ すこやかでうるおいのあ

る生活を実現する」が 8.0 なっています。 

 

基本目標２全体 9.0 

２－１ 地域の連携体制を強化する 10.0  

２－２ すこやかでうるおいのある生活を実現する 8.0  

２－３ より快適な住環境をととのえる 9.0  

 

２－１ 地域の連携体制を強化する 

各取り組み項目別の評価点 

２－１全体 10.0 

２－１－（１） 地域における見守りネットワークの構築 10.0 

２－１－（２） 緊急時の連携・支援体制の整備 10.0 

 

２－１－（１） 地域における見守りネットワークの構築 

２２ 地区社会福祉協議会活動 平成２９年度 評価点 

地域の実情に応じて地区社会福祉協議会の協力体制を整え、積極

的に参加できるよう連携を図ります。 
・活動支援 10.0  

２３ 悪質商法等の情報収集及び情報提供 平成２９年度 評価点 

関係機関と連携し、悪質商法等の情報収集に努めます。また、住民

や他団体に対し情報を発信できるよう取り組みます。 
・団体への情報提供（随時） 10.0 

２４ 地区社会福祉協議会活動等 平成２９年度 評価点 

給食サービス事業を広く周知し、高齢者の安否確認や見守りを図

ります。また、地域の実情に応じて地区社会福祉協議会の協力体制を

整え、防犯パトロール隊に積極的に参加できるよう地域の連携を図

ります。 

・給食サービス（月１回訪問） 

・地区社会福祉協議会活動支援 
10.0  

 

２－１－（２） 緊急時の連携・支援体制の整備 

２５ 災害ボランティア講座の開催 平成２９年度 評価点 

災害ボランティア講座を開催し、防災についての知識向上に努め

ます。 
・災害ボランティア講座開催 10.0  

２６ 災害ボランティアセンターのマニュアル作成 平成２９年度 評価点 
災害ボランティアセンター立上げのマニュアルを作成し、マニュ

アルに基づいた訓練を実施します。 
・調査研究 10.0 
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２－２ すこやかでうるおいのある生活を実現する 

各取り組み項目別の評価点 

２－２全体 8.0 

２－２－（１） 健康の維持・増進の推進 6.0  

２－２－（２） 生きがいづくりの促進 10.0  

 

２－２－（１） 健康の維持・増進の推進 

２７ ボランティアの相談・登録・斡旋 平成２９年度 評価点 

ボランティア登録や活動に関する相談に応じ、情報提供に努めま

す。また、介護予防に関するボランティアの研究や講座の開催に取り

組みます。 

・情報提供継続 

・講座の調査研究 
6.0  

２８ 介護予防出前講座の開催 平成２９年度 評価点 
介護予防の基本的な知識の普及啓発に努め、体制づくりとして地

域へ講師の派遣を行います。 
・講師の派遣１２団体 ― 

 

２－２－（２） 生きがいづくりの促進 

２９ 生きがいデイサービス事業 平成２９年度 評価点 

介護予防の一環として「生きがいデイサービス」を実施します。ま

た、新しい総合事業に即した生きがいデイサービスの実施に向けて

のあり方を検討し、実施します。 

・継続実施 10.0  

３０ シルバークラブの運営支援 平成２９年度 評価点 
各種スポーツ大会や研修旅行の企画･運営、クラブ活動への支援を

行うことで、生きがいづくりの増進を図ります。 

・行事企画運営 

・クラブ活動支援 
10.0 

２－３ より快適な住環境をととのえる 

各取り組み項目別の評価点 

２－３全体 9.0 

２－３－（１） 生活環境の向上 8.0  

２－３－（２） 生活空間のバリアフリー化の推進 10.0  

 

２－３－（１） 生活環境の向上 

３１ 地区社会福祉協議会との連携 平成２９年度 評価点 
地区社会福祉協議会発行の広報紙を活用し広報・啓発活動に取り

組みます。 
・継続支援 6.0  

３２ 活動の周知 平成２９年度 評価点 
広報紙「ささえ愛」やホームページ、地区社会福祉協議会広報紙を

活用し、地域清掃や環境美化活動の周知を図るなどの支援に努めます。 
・継続支援 10.0 

 

２－３－（２） 生活空間のバリアフリー化の推進 

３３ バリアフリー化の推進 平成２９年度 評価点 
福祉まつりや福祉体験を通じて、高齢者や障がいのある人、子ども

連れの方が快適に生活できるよう、バリアフリーやユニバーサルデ

ザインの普及に努めます。 

・福祉まつり 

・福祉体験 
10.0  
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基本目標３ 地域福祉推進体制の強化 

中柱ごとの評価点 

基本目標３の評価については、「３－１ 福祉意識を醸成する」が 10.0で最も高く、次いで、

「３－２ 地域を引っ張る人を育てる」が 9.5、「３－３ 福祉ネットワークをつくる」が 9.4

となっています。 

 

基本目標３全体 9.6 

３－１ 福祉意識を醸成する 10.0  

３－２ 地域を引っ張る人を育てる 9.5  

３－３ 福祉ネットワークをつくる 9.4  

 

３－１ 福祉意識を醸成する 

各取り組み項目別の評価点 

３－１全体 10.0 

３－１－（１） 福祉・人権教育の推進 10.0  

３－１－（２） 広報・啓発活動の充実 10.0  

 

３－１－（１） 福祉・人権教育の推進 

３４ 福祉体験の実施・協力 平成２９年度 評価点 

障がいのある人や高齢者への理解を深めてもらうため、福祉まつ

りの会場で体験コーナーを設置します。また、体験セットの貸出し促

進のためＰＲに努めます。 

・継続実施 10.0  

３５ 富里市福祉まつりの開催 平成２９年度 評価点 
地区社会福祉協議会等の各関係団体と連携しながら、福祉団体やボ

ランティアの活動をＰＲする福祉まつりを開催することで、市民の福

祉意識の醸成に努めます。 

・継続実施 10.0 

 

３－１－（２） 広報・啓発活動の充実 

３６ 広報紙・ホームページによる情報提供 平成２９年度 評価点 

広報紙「ささえ愛」によるさまざまな福祉情報の提供に努めるとと

もに、ホームページを活用し、より一層詳細な情報提供を図ります。 

・ささえ愛掲載（年３回） 

・ホームページ更新（随時見直し） 
10.0  
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３－２ 地域を引っ張る人を育てる 

各取り組み項目別の評価点 

３－２全体 9.5 

３－２－（１） 地域のリーダーの育成 10.0  

３－２－（２） ボランティアコーディネート機能の強化 9.0  

 

３－２－（１） 地域のリーダーの育成 

３７ 地区社会福祉協議会の人材育成 平成２９年度 評価点 

それぞれの地域の特性や実情を踏まえた上で、人材の確保や育成

を図ります。 

・課題発掘 

・研修会参加 
10.0  

 

３－２－（２） ボランティアコーディネート機能の強化 

３８ ボランティアセンターのＰＲ（再掲） 平成２９年度 評価点 

ボランティア講座の募集ポスターを公共施設等に掲示したり、 

ホームページを活用し積極的に情報提供に取り組みます。 
・継続実施 10.0  

３９ ボランティア入門講座の開催（再掲） 平成２９年度 評価点 

ボランティア入門講座を開催するとともに、登録につながるよう

支援します。 
・年１回開催 10.0 

４０ 介護支援ボランティア制度の活用（再掲） 平成２９年度 評価点 

市と協力し、介護支援ボランティアポイント制度を利用・活用します。 ・検討 10.0  

４１ とみさと市民活動サポートセンターとの協力・情報交換（再掲） 平成２９年度 評価点 

とみさと市民活動サポートセンターと連携し情報提供に努めます。 ・継続実施 6.0 
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３－３ 福祉ネットワークをつくる 

各取り組み項目別の評価点 

３－３全体 9.4 

３－３－（１） 社会福祉協議会・地区社会福祉協議会の活動の周知・充実 8.7  

３－３－（２） 関係組織・団体間の連携強化 10.0  

 

３－３－（１） 社会福祉協議会・地区社会福祉協議会の活動の周知・充実 

４２ 地区社会福祉協議会活動の支援・ＰＲ 平成２９年度 評価点 
地区社会福祉協議会の地域福祉活動内容のＰＲ及び充実、育成を

図り市民参加に努めます。また、総合事業に基づく新たな支え合いの

仕組みづくりを検討し、実施します。 

・検討実施 6.0  

４３ 広報紙・ホームページによる情報提供（再掲） 平成２９年度 評価点 
広報紙とホームページを活用し、社会福祉協議会の各種事業をはじめ

地区社会福祉協議会やボランティア団体の活動をＰＲすることで、より

一層の福祉活動への周知を図ります。 

・ささえ愛掲載（年３回） 

・ホームページ更新（随時見直し） 
10.0 

４４ 職員の研修実施 平成２９年度 評価点 

職員の資質を高めるため、計画的な研修への参加と事業展開に必

要な資格の取得を促します。 
・継続実施 10.0  

 

３－３－（２） 関係組織・団体間の連携強化 

４５ 子育てサロン等の支援 平成２９年度 評価点 
地区社会福祉協議会が主催する子育てサロンや各種イベントに、

さまざまな団体に協力してもらい事業実施できるよう支援すること

により、地域間の連携を深めます。 

・継続支援実施 10.0  

４６ 情報提供・相談 平成２９年度 評価点 
社会福祉協議会支部長会議や民生委員児童委員協議会定例会等で社

会福祉協議会のサービス等の情報を提供します。また、気軽に相談で

きる体制に努めます。 

・継続支援実施 10.0 
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基本目標４ 多様な福祉サービスの充実 

中柱ごとの評価点 

基本目標４の評価については、「４－２ 適切な情報提供・相談支援を行う」が 9.0 で最も高

く、次いで、「４－１ 福祉サービスを充実する」が 8.4 なっています。 

 

基本目標４全体 8.7 

４－１ 福祉サービスを充実する 8.4  

４－２ 適切な情報提供・相談支援を行う 9.0  

 

４－１ 福祉サービスを充実する 

各取り組み項目別の評価点 

４－１全体 8.4 

４－１－（１） 福祉サービスの充実 6.3 

４－１－（２） 利用者の権利擁護 7.3 

４－１－（３） サービス事業者の育成 10.0 

４－１－（４） 生活困窮者の自立支援 10.0 

 

４－１－（１） 福祉サービスの充実 

４７ 総合事業への移行 平成２９年度 評価点 

既存の訪問介護事業の内容を精査し、社会福祉協議会の特性を活

かした新しい総合事業に移行できるよう取り組みます。 
・総合事業の検討、実施 3.0  

４８ 多様なニーズへの対応 平成２９年度 評価点 

介護者本人や家族の支援を行う中で、多様なニーズを把握し福祉

サービスの充実に努めます。 
・継続実施 6.0 

４９ 外出支援の充実 平成２９年度 評価点 

外出支援が必要な人に情報提供ができるように情報の収集をしてい

きます。また、外出支援ボランティア養成講座の開催に向けての研究の

実施、講座の開催、講座修了者のボランティア登録を支援します。 

・情報収集、情報提供 

・講座研究 
6.0  

５０ 移送サービス事業 平成２９年度 評価点 
富里市からの委託を受け、高齢や障がいにより、単独での移動及び公

共交通機関の利用が困難な方を対象に、福祉車両による外出支援を行い

ます。 

・継続実施 10.0 
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４－１－（２） 利用者の権利擁護 

５１ 日常生活自立支援事業 平成２９年度 評価点 
日常生活を送る上で、十分な判断ができない方や、体の自由がきか

ない方に対し、福祉サービスの利用にかかわる相談や援助をはじめ、

日常的な金銭管理のお手伝いなどの支援をします。 

・生活支援員の増強 

・研修参加 

・相談支援継続 

6.0  

５２ 成年後見制度の関する事業（法人後見） 平成２９年度 評価点 

成年後見制度の相談・申立書類の手続き支援や必要に応じて、法人

として成年後見人となり支援します。 

・窓口開設 

・相談支援 

・チラシの作成配布 

10.0  

５３ 広報活動事業 平成２９年度 評価点 

地域生活支援事業（声の広報等発行・相談支援・移動支援・生活サ

ポート）や成年後見制度についての周知充実を図ります。 

・ささえ愛掲載 

・ホームページ随時更新 
6.0  

 

４－１－（３） サービス事業者の育成 

５４ 職員の資質の向上 平成２９年度 評価点 
多様なサービスにかかわる職員が連携を図りながら、利用者へ適

切なサービスを提供できるよう、研修会やミーティングを行うこと

でスキルアップを図ります。 

・研修会の実施、参加 10.0  

５５ 情報の収集 平成２９年度 評価点 
福祉サービスを利用したい人が適切な事業者を選択できるように、

事業者連絡会等を通じて情報を収集し、提供できるように努めます。 
・継続実施 10.0 

 

４－１－（４） 生活困窮者の自立支援 

５６ 生活福祉資金貸付事業 平成２９年度 評価点 
資金の貸付と民生委員・児童委員の協力のもとに必要な相談や援

助指導を行うことで安定した生活を送れるよう支援します。 
・継続支援、実施 10.0  

５７ 小口資金貸付事業 平成２９年度 評価点 
生活保護の見通しがつき、保護費が支給されるまでのつなぎ資金と

して健全な世帯に立ち直らせることを目的に貸付を行います。 
・継続実施 10.0 
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４－２ 適切な情報提供・相談支援を行う 

各取り組み項目別の評価点 

４－２全体 9.0 

４－２－（１） 情報提供の充実 8.0  

４－２－（２） 相談支援体制の充実 10.0  

 

４－２－（１） 情報提供の充実 

５８ 広報紙・ホームページによる情報提供 平成２９年度 評価点 
広報紙「ささえ愛」やホームページを活用し、社会福祉協議会が実

施する各種相談事業を事例を交えながら市民にわかりやすく周知し

ます。 

・内容検討、掲載実施 6.0  

５９ 声の広報の実施 平成２９年度 評価点 
「広報とみさと」及び「議会報」を音訳し希望者に配付します。ま

た、音訳ボランティアの講座を開催しボランティアのスキルアップと

新規ボランティアの育成に努めます。 

・配付継続 10.0 

 

４－２－（２） 相談支援体制の充実 

６０ 心配ごと相談所の運営 平成２９年度 評価点 
市民の個々の悩みごとについて適切な助言・指導にあたり、明るい

家庭生活に導くことを目的として心配ごと相談を実施します。また、

月１回人権擁護委員・行政相談委員と合同での相談を開催し、各機関

と連携しながら幅広い相談に対応できるよう努めます。 

・心配ごと相談（週１回） 

・合同相談（月１回） 
10.0  

 


