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１、平成 22 年度以降の地区社協支援体制について 

 

（１）職員の役割 

①市民主体のまちづくりの観点から、市民の団体活動における事務的な部分を担う役割 

②地域福祉の更なる推進に向けた働きかけ等を行う役割 

 

① ②  

 市民主体のまちづくりの観点から、市

民の団体活動における事務的な部分

を担う役割 

地域福祉の更なる推進に向けた働き

かけ等を行う役割 

市社協職員 

（地区担当者） 

地区社協の活動を担う地域福祉推進

員及びその補佐を行う地区活動推進

員に対し、業務が円滑に進められるよ

う直接的あるいは間接的に支援を行

うほか、各種の情報提供や情報の収

集、助言などを行う。 

地域における福祉の課題に対して支

援を行う専門職として担当地区の福

祉の推進に努める 

地域福祉推進員 地区社協が行う団体活動を支援する。 

地区活動推進員 地区社協が行う団体活動を補助する。 

住民からの相談への応対や地域の福

祉課題解決に向け住民とともに取り

組む等担当地区の福祉の推進に努め

る。 

※津久井四町地区社協については、地域福祉推進員の役割を市社協職員（地区担当者）が兼ねます。 

平成 2１年度 第３回地区社協部会開催結果 
 12 月 7 日、今年度第３回目となります地区社協部会を開催いたしました。以下にて

内容をお伝えいたします。 

議題１ 平成 22 年度以降の地区社協支援体制について  

事務局より、次年度以降の地区社協事務局の在り方について、現段階での考え方や課題につ

いて資料を用いて説明しました。次年度以降、旧相模原市においては地域福祉推進員や地区活

動推進員が事務を支援するため、事務決裁や金銭の管理、出納の取り扱いなどについて説明し

た内容を報告いたしました。 
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（２）事務文書決裁について 

○決裁の必要な文書はできるだけ整理を行い、省略するよう図る。 

○事務文書の決裁に際しては、会長が最終的な確認者とする。 

【会長の決裁が必要な事務文書の例】 

補助金の申請や請求、募金実績報告書の提出、依頼状・お礼状の送付、 

広報紙等記事の確認等 

 

 

 

 

 

 

 

※上記に例示していない会議の開催通知や会議提出資料などについては、あえて決裁を行う必要はな

いものとします。但しこれらの文書も、内容については適宜会長や担当役員に確認をすることを原

則とします。 

 ※地区担当者は必要に応じて適宜支援します。 

 

（３）現金出納の取り扱いについて 

  ○事故防止の観点から、通帳と印鑑の管理を分ける。 

（例）通帳は事務所金庫にて保管し印鑑は地区社協会計が保管する 

   ○できるだけ現金は保管しない。 

○現金出納文書への決裁の原則は以下の通りとする。 

 

 

 

○多額な現金（概ね 10 万円以上）の執行に関しては、必ず会長の決裁を得る。 

○地区社協の会計複数名で、概ね 1 月に 1 回の頻度で収入・支出の伝票と通帳・帳簿の照合を行う

ことを原則とする。 

以上説明終了後に意見交換を行いました。 

  主な意見）○は部会員 ●は事務局の発言 

 

○「地域福祉推進員」と「地区活動推進員」の名称について、「地域」と「地区」との言葉の

違いに何か意味があるのでしょうか。 

●「地区」は担当する地区そのものを意味し、「地域」については「地域福祉」という固有名

詞として捉え、地域福祉推進員は地域福祉を推進する者という意味として命名しました。た

だし、自治会活動を担う「地域活力推進員」や公民館活動を担う「公民館推進員」等、今後

は“推進員”の名称が重複することからも、名称の整理が必要であると認識しています。 

 

○地域福祉推進員の役割については「団体活動を支援する」とあり、地区活動推進員について

は「団体活動を補助する」とあるが、“支援”と“補助”の違いはどのようなものでしょう

か。 

●地域福祉推進員は週 5 日勤務し地区社協活動の事務支援を中心的に担う者であり、地区活動

推進員は週 3 日勤務の下で地域福祉推進員の役割を補助する形態を想定してます。 

 

地域福祉推進員 

（地区活動推進員） 

担当役員 地区社協会長 

地区社協会計 地域福祉推進員 

（地区活動推進員） 

地区社協会長 

市社協地区担当者 
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○地区社協は公的な部分と民間的な部分の両方を兼ねた活動をしていると認識しており、市職

員が担当から離れることについては疑問を感じています。また、これまでは出張所の職員が

関わっていたことで地域の各種団体間相互の横のつながりを形成することができたと感じ

てもいます。今後自治会担当や地区社協担当とそれぞれ職員が配置されることで、縦割りに

なってしまうのではないかと危惧しています。 

●新たに設けられるまちづくりセンターには「地域政策担当」という市の職員が配置され、各

種団体を束ねる役割を担うと聞いています。この地域政策担当に横断的な役割を担っていた

だくよう市と調整を図っていきます。 

 

○青少年健全育成協議会や老人会など、地域にあるその他の団体の事務はどこが担うのでしょ

うか？ 

●まだはっきりしていない部分が多くあると聞いています。ただし、政令指定都市以降後、市

の職員が全く関わらないとうことはないと思います。体制が変わった後に、少しずつ時間を

かけて整理していく部分もあると認識しています。 

 

 

議題２ 第 7 次地域福祉活動計画の策定について 

  事務局より資料を用いて説明を行いました。 

  

○基本目標の中で「福祉の課題を発見し、」とありますが、市社協として既に把握している課

題があるものなのでしょうか？あるのであれば、どのような課題があるかを明記したほうが

良いのではないかと思います。 

 ●今回の策定にあたって地区社協活動に関わっていられる方々等から意見を伺った中では、

「地域の福祉を担う人が足りない。」という声を多く聞いています。これを踏まえ市社協が

実施する各種の講座や人材登録の仕組みを体系的に整理できたらと考えています。一方で

「地域の福祉課題」は様々な地域の特性により生じるものも多くあり、これら全てを市社協

が把握できるものでもないとも感じているところです。そのため、これを敏感に察知し関係

機関につなげることのできる人の養成や、そのような声を吸い上げる仕組みを整えられたら

との考えから、このような整理をしているところです。 

 
 
報告事項 

１ 第 40 回相模原市社会福祉大会の結果報告について  

   11 月 1 日に開催した社会福祉大会の結果について報告を行いました。 

 

２ サロン実践交流会の開催結果について 

11 月 11 日～13 日の間に開催した「いきいきサロン実践交流会」と、10 月 25 日に開

催した「子育てサロン実践交流会」の結果について報告を行いました。 

 

３ 部会主催研修会の開催について 

  「より効果的な広報を目指して」をテーマに、平成 22 年 2 月頃 

を開催時期として実施予定である旨をお伝えしました。 
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サロン実践交流会開催！ 
 10 月～11 月にかけまして、ふれあいいきいきサロン、ふれあい子育てサロンの実践者を対

象とした交流会を開催いたました。以下では、その内容についてご報告いたします。 

 

ふれあいいきいきサロン実践交流会の開催結果              

◎内 容： 

「交流・仲間づくりをすすめるために～男性も気軽に参加できる工夫～」を統一テーマとして

設定しつつ、3 会場ごとに趣向を変えて実施しました。1 グループ 10 名程度に分かれ、サ

ロン活動の現状と課題等情報交換を行いました。 

 

◎日時・場所・参加者数： 

①平成２１年１１月１１日（水）午後２時～４時 

中央会場：相模原市立環境情報センター２階学習室   

参加者８３名 

②平成２１年１１月１２日（木）午後２時～４時 

南部会場：大野南公民館２階大会議室  参加者５１名 

 ③平成２１年１１月１３日（金）午後２時～４時 

   北部会場：城山保健福祉センター３階第１会議室  参加者１７名 

 

◎把握された主な内容： 

◇男性の参加促進に関する工夫こと 

・お誘いの声かけや日頃の声かけを根気強く行っている。 

・“誰でも参加できます”と広報しても人の集まりがよくない。 

・男性の担い手が必要。男性がいると男性の参加者が参加しやすい。 など 

 

◇会場の確保について 

・個人宅で開催しているので、受入れの人数が限られる。 など 

  

◇プログラムや内容について 

   ・席は毎回くじびきにしている。必ず全員一言はしゃべるように配慮している。 

・名札に苗字の他に出身県を書いてもらっている。出身県は話題提供になるので好評 

・自治会からの協力を得るためには、サロンも自治会活動に協力することが大切 

・高齢者のプライドに配慮することがプログラムづくりやサロン運営では重要 など 

   
◇世代間交流について 

・大学生の実習生、中学生等との交流を行ってい 

るが、参加者に非常に喜ばれる。 

・児童、生徒等に世話をしてもらうのではなく、参 

加者が児童・生徒等に何かを教えたり、指導する 

ような配慮が必要 など 
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◇災害時・緊急時の対応について 

・代表者のみ名簿やカードで個人情報を把握している。 

・実際、サロン活動時に体調の不調を訴えた高齢者がいた。次回の案内などを配布する関

係から連絡先を把握していたため、問題なかった。 など 

 

◇地区社協や市社協への要望等 

・開催場所の確保 

・サロンの周知が十分されていない、認知されていない。 

・緊急時の対応の仕方の講習等を行って欲しい。 

・サロンの担い手養成講座を行って欲しい。など 

 

 

 

 

子育てサロン実践交流会の開催結果                   
 

◎内 容：第一部 演習「子育てサロンでできる手遊び･歌～楽しく交流･仲間作り」 

講師：保育士 萌出優子さん（市社協藤野町地域事務所） 

※子どもが喜ぶ歌や、お母さん同士の仲間作りが進む手遊び等を紹介。 

※サロンでの事故に関する注意点は「おしゃべりが楽しくても子どもから目

を離さないこと！誰かがきちんとみていること！」 

第二部 情報・意見交換会（３グループに分かれて実施）  

 

◎日時・場所・参加者数： 

平成２１年１０月２３日（金）午前 9 時 30 分～正午  

あじさい会館 ６階 展示室   ２５名（１２サロン） 

 

◎把握された主な内容： 

◇プログラムについて 

・卒業するお母さんからの“また会いたい”の声にやりがいを感じている。 

・こどもの日、クリスマスなど、季節ごとのプログラムを工夫している。 

・世代交流が大切 など 

 

◇担い手・参加者募集の工夫 

・成長を皆で喜び合えるのが嬉しい。 

・小中学生の親のサロンを立ち上げたが、 

参加者が少なく心配 

・男性スタッフがほしい。 など 

 

◇親子との接し方の工夫・その他 

・お母さん同士でサロンを開けるのでは、と思える人たちもいる。 

・参加者の母親から“おばあさんが子育てに干渉しすぎて困る”と相談を受けた。 など 

 

 

 

 

 

 

 

萌出優子さん 
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[事務局より] 
早いもので今年度も残すところあと２カ月余りとなりました。４月には政令指定都市

へと移行し、行政組織は大きく改編される予定です。これに合わせ、地域福祉推進員や

地区活動推進員の配置を始め、地区社協に対する市社協の支援体制も大きく変わろうと

しています。細部について調整が必要な事項が多くある状況ではありますが、４月の移

行に向けて残りの時間の中でクリアできるよう努力してまいりたいと考えておりますの

で、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。 

ご案内  地区社協部会研修学会 

「より効果的な広報活動を目指して」  
現在、各地区社協では広報紙の発行を始めポスターやホームページ等様々な媒体を用

いた広報活動を展開しています。その一方で、実際に広報活動へ携わっている地区社協

関係者の方からは、広報記事や表現方法等について、企画、立案するにはどのようにし

たらよいか相談を受けることがあります。市社協としては地域福祉のまちづくりの推進

において、広報活動は重要と考えており、今後より活発な広報活動が行えるよう支援す

る考えでおります。今回の研修会では、地区社協の立場から広報物をより効果的につく

る方法について学ぶ機会として実施します。 

 

開催期日：平成 22 年 2 月 22 日（月）午後１時 30 分～３時 30 分 

会 場 ：あじさい会館 ６階 展示室 

講 師 ：高橋誠一 氏（株式会社オープン代表取締役） 

      【講師プロフール】 

大学卒業後、（株）オープンを設立。広告の編集や企画・デザイン等を

手掛ける傍ら、主に横浜市内の区社協や地区社協が発行する広報紙の編

集や制作に携わっています。 


