
地区社協部会だより 第 11 号 

 1 

 

新部会員のご紹介！ 
 平成２１年度地区社協部会では、各地区社会福祉協議会での役職の変更により部会員となられた

方が２名いらっしゃいます。本紙面の恒例となりましたが、新部会員の皆様に地区社協活動推進へ

の抱負を語っていただきました。 

 

★更なる質の向上を目指して              

上溝地区社会福祉協議会会長 磯
いそ

 隆司
た か し

 

 

★地域づくりの充実を目指して 

相模台地区社会福祉協議会会長 今野
こ ん の

 豊
とよ

日子
ひ こ

 
  

 

 

地区社協部会だより  

発行日 平成２１年 ７月    

発 行 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 

        地区社協部会 

 このたび、上溝地区社会福祉協議会会長に就任いたしました磯です。 

 急速に進む少子高齢化に伴う様々な福祉課題と多様化する地域福祉活動に、

福祉分野の専門家でもあった佐藤前会長の後を引き継ぐ重責を改めて痛感し

ているところです。 

佐藤前会長は 4 年前、上溝地区における社協の「あり方検討会」を発足。“地

区社協の役割”を精力的に探求され、組織をはじめ事業全般にわたって大幅刷

新されました。地域に密着し時代に即した存在感のある上溝地区社協が構築さ

れましたが、これを維持継続すると共に、更なる質の向上を図るべく微力なが

ら精一杯努力してまいりますので、ご支援ご指導の程、よろしくお願いいたし

ます。 

 このたび、相模台地区社会福祉協議会の会長に就任し、職務の重さを深く

受け止めています。 

 私は、相模台地区自治会連合会の推薦をいただき、地区社協の活動には、

過去 3 年間の運営委員会を通じて多岐にわたる福祉について理解を深める

ことができました。 

 近年地域社会や家族のお互いの助け合う働きが希薄になってきており。地

域における人と人とのつながりがより一層求められれています。誰でも安

全・安心して暮らせる地域づくりの推進を目標として、福祉活動の拡大を図

っていきたいと考えています。地域住民からのご意見をいただき、気軽に参

加できる地域づくりを目指して取り組んでいきたいと思います。 
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新たな時代に向けて 

地区社協を基盤とする地域福祉の推進に向けて 
○平成２１年度 第 1 回地区社協部会開催結果（5 月１８日開催） 

平成２１年度は市社協の役員改選期にあたるため以下のとおり審議が行われました。 

  

☆ 議題１ 正副部会長の互選について 

☆ 議題２ 相模原市社会福祉協議会理事・監事（第 2１期）の推薦について 

 以上議題 1～２について一括説明・一括審議が行われました。 

◎審議の結果はつぎのとおり 

  部会長・理事  吉本一夫部会員（東林地区） 

  副部会長・監事 石井元二部会員（橋本地区） 

※ 理事・監事は本部会で推薦され 5 月 26 日に開催された評議員会で選任されました。 

☆ 議題３ 相模原市社会福祉協議会評議員(第 2１期)の互選について 

 ◎審議の結果はつぎのとおり 

評議員 神﨑 利秋  部会員（大野北地区） 

大久保 幸男  部会員（大野中地区） 

瀬間 優  部会員（大沢地区） 

津田 啓子 部会員（相武台地区） 

※評議員は本部会にて互選され、5 月 21 日に開催された理事会にて同意されました。 

 

☆ 議題４ 平成２１年度地区社協部会検討事項について 

 国での検討の中では、複雑多様化する福祉課題に対応するために、今後これまで以上

に地域福祉を推進していく必要性が訴えられ、具体的な事業も開催されているところです。

また、市社協では平成２１年度から５か年を計画年とする「第７次地域福祉活動計画」の

策定が行われており、この中で地区社協への支援のあり方は重要なテーマとなると考えて

いる一方で、政令市への移行など、地区社協に対する期待と共に「変化」の時期を迎えて

ます。 

このような背景の中、地区社協部会としては、 

①今後の地区社協活動のあり方に向けた意見交換の実施、研修会の開催 

②平成 22 年度移行の事務局体制についての検討、意見交換 

③第 7 次地域福祉活動計画に対する検討、意見交換   

の主に 3 点について提案し取り組むこととされました。 

 

また、下記の内容で部会研修を開始することとも合わせ承認されました。 

□地区社協トップセミナー  

・テーマ「これからの地区社協のあり方を考える～安心生活創造事業からの考察～」 

・時 期：9 月上旬 

・対 象：各地区社協役員（1 地区 5 名程度） 

□ステップアップ講座 

・テーマ「地区社協の“広報”そのコツとツボ 

・内 容 住民をひきつける“広報”とは何か   

～住民から見た今の地区社協広報紙とこれからの広報～ 
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☆報告事項 

１ 平成 21 年度相模原市社会福祉協議会事業計画・予算について 

２ 相模原市社会福祉協議会総合企画委員の検討結果及び今後のスケジュールについて 

３ 市社協各種広報媒体の活用方法についいて 

  ４ 平成 21 年度地区社協支援体制について 

 

 

☆その他 

 ○有償ボランティアについて 
3 月に開催いたしました前回の部会にて、地域には、「有償ボランティア」という言葉を使い、会

員募集を行っている団体が存在します。活動内容は、買い物・話し相手・犬の散歩等日常的な生活

支援です。地区社協等では、無償で同様の取り組みを行っています。有償活動を否定しませんが、

ボランティアという言葉を使うことに疑問を感じます。”といったご意見をいただきました。そこで

ボランティア活動における有償-無償制について、県ボランティアセンター等関係団体の見解や市内

の実態などについて、情報をご提供いたしました。 

具体的には、 

 

１、ボランティア活動はあくまでも「無償」である 

ことが大前提 

２、但しこの場合の「無償」とは、「見返りを求める 

ものではない」という意味として捉える考え方が 

一般的となっている 

３、つまり活動の対価（≒見返り）を得る活動があっ 

たとしても、その内容が実費に当たる範囲のもの 

である場合には、（無償の）ボランティア活動と捉 

える 

  

との内容です。 

以下は当日の会議の説明に際して用いた資料ですので、ご参照ください。 

 

 

 

 

１、ボランティア活動の主な原則 

[1]自主性・主体性： 

他から強制されたり、義務としてするのではなく、個人の自由意思で行なう活動 

[2]社会性・連帯性： 

だれもがいきいきと豊かに暮らしていけるように、支えあい学びあう活動 

[3]無償性・無給性・非営利性： 

経済的な報酬を求める活動ではなく、お金では得られない出会いや発見、感動や喜び

を得る活動 

[4]創造性・先駆性・開拓性： 

今、社会で何が必要とされているのかを常に考えながら、さまざまな視点から活動を

見直し進めていくことが大切で、よりよい社会を自分たちで創る活動 

（全国社会福祉協議会 ホームページより） 

部会資料の抜粋 
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 ２、各機関が捉えるボランティアの「無償性」（情報提供） 

○厚生省  

「近年、ボランティア活動を行い実費や交通費、さらにはそれ以上の金銭を得る活動を「有償

ボランティア」と呼んでいる例もある。ボランティア活動の形態は、活動者やサービスの受けて

の意識の変化などに応じてかわるものと考えられる。」  （「厚生白書 平成 3 年版」より） 

○神奈川県ボランティアセンター  

（１）「ボランティア活動の無償性」の意味を「労働や活動の対価として報酬を得ることではない」

ととらえる 

（２）「無料で行われる活動」のみがボランティア活動ではない。ボランティア活動とは費用が伴

う（誰かが負担すべきかは別にしても）ものであり、しかるべき費用負担がなされるべきで

ある。 

（３）「無償性」の範囲を考えるために活動費用の分類を以下のようにする。 

ア．「賃金」：市場メカニズムに組み込まれた「労働の対価」 

イ．「活動料」：市場メカニズムの外部に位置した低廉なサービス料 

     ウ．「実費」：活動に伴う実際費用を根拠とした活動 

     エ．「謝礼」：ボランティアを依頼する当事者の自主的な謝礼 

オ．「無償」：自己のボランティア活動にともなう費用の全額負担 

 

※ウ～オについては、概念上は有償ボランティアではありえないと整理 

（「平成５年 ボランティア活動の可能性とあらたな展望を求めて」より） 

 ○社団法人 日本青年奉仕協会  

市民活動における費用負担 

A B1 B2 B3 C1 C2 D 

交通費のみ

支給 

 

 

交通費と食

事代支給 

 

 

交通費と食

事代＋α（お

茶代など）支

給 

 

す べ て 自 己

負担 

 材料費支給  

最低賃金よ

り低い謝礼 

 

 

最低賃金よ

りは高いが、

相場よりも

低い謝礼（特

殊技術など）

支給 

相場に応じ

た報酬支給 

 

 

     

 

 

 

 

※B３と C１の線引きは難しい 

（筒井のり子 ボランティア活動と「有償」 ボランティア白書 2001 より） 

 

 

３、相模原市社協の状況 

  市社協ボランティアセンターが行っているボランティアの人材登録・供給のシステムである「いる

かバンク」において紹介する活動は、「無償」であることを前提としている。 

  ただし、福祉施設等ボランティア派遣を依頼する側から、継続的なボランティア活動を維持するた

めに必要な交通費等を支給している事例もある。 

 

無償性 

有 償 
非営利活動 

無 償 
ボランティア活動  

労働対価 費用弁償 

部会資料の抜粋 
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○敬老会の地域開催移行に関する動きについて 

  4 月に高齢者福祉課が庁内の関係各課を呼びかけて開催した会議の内容を口頭にて説明しました。

（平成 22 年度に地区ごとに敬老事業が実施できるか各々の課題等について、本年 6 月までに検討

するようにといったことがその主な内容） 

 

 

 

 

 

 

その１ サロンについて 

 

 

その２ 福祉コミュニティ形成事業について 

 

 

 今年度が初年度となる市の重点事業、「福祉コミュニティ形成事業」について、中央・橋

本・田名の 3 地区社協にてそれぞれ「地域福祉推進会議」を立ち上げました。 

様々な課題を抽出する中で、ボランティアの登録制度や住民の交流拠点などの具体的な

取り組み案が既に出されている地区もあるようです。本事業は、今後 1 年ごとに新たな地

区を選定し段階的に市内全域に推進していくものです。平成２２年度の地区選定に関しま

して、今後時期をとらえ募ってまいりたいと考えております。 

今回の部会の中で、いきいきサロンの展開について「市

社協の活動計画の中で400か所という目標数を気にし過

ぎるものではないかもしれませんが、5 か年計画の最終年

における状況として、少々気になるところではないかと思

います。一方でサロンと認定されていなくとも、活動の内

容はサロンそのものであるものが散見されるため、カウン

トの工夫をしてはいかがでしょうか。」といったご意見を

うかがいました。 

ご指摘の内容は事務局でも課題となっており、現在職員

間で「サロンの定義」について検討しているところです。

今後の部会の中で適宜ご相談をさせていただきたいと思

います。 
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[事務局より] 
 前年度まで担当しておりました歌丸に代わり、今年度より田代が地区社協部会の担当となりま

した。予定されている地区社協の事務局移管に向け、次年度以降各地区社協で取り組まれる事業

等が滞りなく進められるよう、できる限り円滑に各種の事務が引き継げれるよう尽力してまいり

ます。至らぬ点が多々あろうかと思いますが、ご理解とご協力を賜れば幸いです。 

  

 
「地区社協部会だより」についてお問い合わせ等は、下記までご連絡下さい 

 
相模原市社会福祉協議会 福祉推進課 地域福祉グループ  
電話０４２－７５６－５０３４ 内線 5572（担当：田代） 


