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地域福祉推進員・地区活動推進員のご紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区社協部会だより  

発行日 平成 2２年 ３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 

  

どうぞ、よろしくお

願いいたします！ 

平成22年4月より地区社会福祉協

議会及び地区民生委員児童委員協議

会の事務支援を行う職員として、3 月

1 日より 18 地区へ地域福祉推進員を

配属いたしました。 

また、津久井四町地区につきまして

は、4 月 1 日より地区活動推進員を配

置する予定です。各地区の担当者は表

の通りです。今後、皆様とともに地域

の福祉を進めるための活動に取り組

んでまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

（「地区活動推進員」の名称は、4 月 1

日より「地域福祉支援員」へと変更する

予定です。） 
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平成 2１年度 第４回地区社協部会開催結果 
 ２月７日、今年度第４回目となります地区社協部会を開催いたしました。以下にて主

な内容をお伝えいたします。 

議題１ 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、質疑を行いました。 

 

主な意見）○は部会員 ●は事務局の発言 

 

○大圏域・中圏域・小圏域・小地域の区分について、明確 

な位置づけがあるものなのでしょうか？ 

●市全域を「大圏域」、政令指定都市移行後の区単位を「中 

圏域」、22 地区を「小圏域」、小圏域の中で、更に住民に 

身近な圏域として「小地域」を位置づけています。 

○「小地域」の明確な位置づけはあるのでしょうか？あるい 

は各地区で定めるものなのでしょうか？ 

●中学校区であったり、単位自治会単位であったりと、地区 

によって異なると考えているため、明確な位置づけをして 

いないものです。 

 

○最近は不況の影響で仕事が優先されるためか、若い世代のボランティアの参加が減ってい

るように感じています。ボランティア活動に対する予算は景気の影響を受けない仕組みづ

くりが必要と考えます。これに関連し、現在公民館に設置している自販機の収益の一部を

地域に還元頂いていますが、公民館や出張所以外の場所に設置した場合でも同様の扱いを

してもらえるものなのでしょうか？ 

●光熱水費の負担をどうするかの調整が必要であるので、相談をさせていただければと思い

ます。 

○当該の自販機は、災害時には中にある飲料水が市民に提供されると聞いていますが、どの

ような状況になった場合に提供されるものなのでしょうか？地域の方に説明するための資

料としてあれば頂ければと思います。 

●市社協からのパソコン操作によって提供されるものです。どのような状態になった場合に

行うかといった明確な位置づけは現段階ではございません。今後整理し、市民周知の資料

を用意したいと思います。 

 

○地域福祉コーディネーターについて、22 地区にある地域包括支援センターの職員とこの地

域福祉コーディネーターの関係をどのように考えているものなのでしょうか。 

●地域福祉コーディネーターは、自治会の関係者や民生委員の方等、地域の住民層の方を想

定しており、地域包括支援センターをはじめとした福祉の専門機関とをつなぐ役割を期待

しているものです。 

 

 

 

 

 
 

部会にて協議いただいた第 7 次地

域福祉活動計画は、その後総合企

画委員会での検討討等を経て、3

月 15 日に総合企画委員会委員長

から吉本会長に答申されました。 
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議題２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支援の在り方の中で、主に現金出納の取り扱いにつ

いて資料を用いて説明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地区担当者が合議欄に確認・押印するのは、必ず会長が確認した以降のことなのでしょう 

 か 

●全ての予算執行伺書に会長の確認が必要か否かについては、地区ごとに判断いただければ

と考えています。その上で、会長の確認が必要となった場合、原則的には地区社協会計→

会長の順に確認をいただき、最後に地区担当者が合議として確認するものと考えます。但

 ・通帳と印鑑の管理について 

通帳届出印（印鑑）は事務所金庫にて保管し、金庫の鍵は地域福祉推進員が保管する。また、金

融機関口座通帳（通帳）は地区活動推進員が保管する。 

・現金の取り扱いについて 

金庫内に現金は保管しません。また現金を預かった場合には速やかに通帳へ入金を行います。 

・予算執行における事務手続きについて 

予算執行における事務手続きについては、以下の６点を全地区の共通事項とします。また手続き

の流れについては、下記の例を基本とし、具体的な手順については各地区にてルール化してくださ

い。 

・執行事務書類として「金銭出納簿」、「予算差引簿」、「予算執行伺書（収入・支出伝票）」を整備

する。 

・執行に際にしては、予算執行伺書を起票する。 

・支出の場合は、口座への振込とすることを原則とする。また執行の終えた支出伝票へは、請求書

や領収書を添付する。 

・執行手続きに、会長や地区社協会計等が関わる体制作りに努める。 

・市社協地区担当者は、職員の服務監督の観点から関与する（予算執行伺書の確認・合議欄への押

印、適宜帳票類等の確認） 

・地区社協会計は、概ね 1 か月に一度の頻度で通帳と予算執行伺書、現金出納簿を照合し確認を

行う。 

 

【例：現金出納事務の流れ】 

１）地域福祉推進員は、日々の金銭の出入りの都度予算執行伺書の起票を行います。起票した予算

執行伺書は必ず決裁（確認・押印）を受けます。 

① 地域福祉推進員は、地区社協会計と連携を図り、予算執行伺書を起票します。 

     ② 会計複数名にて予算執行伺書の内容の確認を行います。 

     ③ 会計が確認した予算執行伺書を会長が確認します。  

     ④ 市社協地区担当者が合議欄に確認します。 

     ⑤ 以上①～④の確認を経て支払いや入金等の執行を行います。 

２）地域福祉推進員は、決裁を経た案件について、執行（金融機関口座より出入金）を行います。 

３）地域福祉推進員は、決裁を終えた予算執行伺書の内容を「金銭出納簿」「予算差引簿」に転記

します。 

４）地域福祉推進員は、決裁の終えた予算執行伺書を通帳の記載順に整理し保管します。 

５）地区社協会計は、概ね１月に一度の頻度で、「通帳」、「予算執行伺書」、「金銭出納 

簿」、「予算差引簿」を照合し、確認を行います。 

会議資料の一部抜粋 



地区社協部会だより 第 1４号 

 4 

し、会長や地区社協会計が不在時の場合や緊急を要する場合など、この原則を徹底してし

まうと上手く回らないこともあろうかと思われるため、事前に口頭にて了解を得るなど、

そのあり方について地区ごとに検討いただければと思います。 

 

○研修について、特に地区活動推進員から地域福祉推進員へ移行する者には、これまでとは

役割や責任等が異なることを十分に伝えてもらいたいと思います。 

○地域福祉推進員が配属された以降、地区活動推進員が夜や休日など時間外勤務をすること

はあり得るのでしょうか。 

●場合によってあると考えています。但し、今後は地域福祉推進員が中心となるため、全て

の事項に参加するというものではないかと思います。具体的には、今後は翌月の予定を会

長をはじめとした地区社協関係者と予め確認をした上で、地区担当者・地域福祉推進員・

地区活動推進員の勤務の予定表を作成していくことを考えています。 

 

○特に時間外等の勤務の有無については、採用した本人との 

認識が異ならないよう、事前に十分説明をして頂きたいと 

思います。 

○今後各地区に配属される職員が、地区社協と地区民児協のことだけを担当するとの認識で

は、実際と異なってくることがあると思います。 

●地域には、例えば自治会活動を担う地域活力推進員と一緒になって支援する必要のある催

し物等が存在していることは認識しています。時間外勤務の有無やご指摘頂いた点につい

ては、事前の研修会などの中で十分伝えていきたいと思います。 

 

○相模湖町地区では、最寄りの理事会にて地区社協会計の補正予算について金額のルールを

設けた。他の地区などで例があればお教え下さい。 

●市社協では、金額に関係なく理事会の承認事項としているところです。 

 

○今後区制が敷かれた以降、地区社協と区との関係に変化は生じるものなのでしょうか。 

●区社協を設ける予定はないため、現状と大きな変わりはないと考えています。 

 

○大野南では、業務量が多く、4 月の政令市移行後、地域福祉推進員と地区活動推進員の 2

名職員体制では対応しきれないと判断し、現在次年度以降の事業について効率的・効果的

に実施していくよう検討しています。当初の段階では無理かとは思いますが、いずれは仕

事の実際に即した人員の配置をお願いしたいと思います。 

 

 

また合わせて地区活動推進員の名称を平成 22 年 4 月移行「地域福祉支援員」へと変更する

ことが確認されました。 
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議題３ 福祉コミュニティ形成事業について 

 

事務局より、資料を用いて今年度の実施地区の取り組み状況と平成 22 年度の実施地区に

ついて説明を行いました。また、今年度実施している３地区の内、本会議に出席されていた

2 地区の会長から補足の説明をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度指定地区の進捗状況（平成２２年１月末日現在） 

進  捗  状  況 
地 区 

地域福祉推進会議 内   容 
今後の予定 

中 央 
・委員２１名 

・会議７回開催 

・「三世代 心でつながる

街 中央地区」をキャッチ

フレーズに、主に子供に対

して働きかけ、世代間交流

を促進する取り組みを行っ

ていくことを確認。 

・地区を4つの地域にわけ、

それぞれの地域特性の把握

や共有化を実施した。 

・地区内にて既に行われている催し物

や取り組み等を活用し、キャッチフレ

ーズに即した取組みができるよう工夫

していく方向。 

・4 地区の中で試行的に取り組む地区

を選定し実施していくことも視野に検

討。 

橋 本 
・委員２６名 

・会議１０回開催 

・地域における生活課題に

関して試行事業を企画、実

施。           

・優先課題として上げられ

ている地域内の交流と人間

関係の希薄化の改善に向け

た取り組みについて検討 

・地域内関連団体へ活動セ

ンターふれあいの家橋本

「ぬくもり」の貸出を開始 

・各試行事業の実施（試行事業の企画

にあたっては、推進会議の委員を７事

業に分けて企画、検討）                         

①高齢者等交流料理教室計画（2、3 月）      

②健康予防教室開催（2 月）          

③毎週水曜日に高齢者サロン開催   

④毎月第 4 火曜日に子育てサロン開催                         

⑤サロン設置に向けた調整                    

田 名 

・委員１４名 

・会議１３回開催 

(コーディネート

マニュアル班、規

約･拠点整備班各

２回を含む) 

・ボランティアセンター設

置に向けた仕組みについて

協議 

・ボランティアセンターと

して拠点となる物件の確保

（2/2 役員会で賃貸契約

承認済み） 

・コーディネーターの養成(２～３月) 

・活動者の募集（４月～） 

・活動依頼の募集(６月～) 

 

  

橋本地区での取り組

みの様子（KJ 法を取

り入れて意見集約） 
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地区社協部会研修会 

「より効果的な広報活動を目指して」 結果報告 
開催期日：平成 22 年 2 月 22 日（月）午後１時 30 分～４時 

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。 

 
講演の主な要旨は以下のとおりです。 

 

○広報紙は「誰に」、「何を伝えたいか」を想定して作成することが大切である。（読者の絞り込

み）その上で、編集段階では常に広報紙を発行するための「理由」と「期待」を話し合い、こ

れを念頭に入れて取り組むことが肝要である。また場当たり的ではなく、年間の発行回数を見

渡した記事の掲載企画を検討されたい。 

 

○地区社協広報は「エリア内コミュニケーション」ツールである。地域福祉の取組みをそのまま

知らせるだけでなく、まちの出来事の紹介（人・場所・催事／行事・四季・社会の動き等）を

通じて広めるという視点からの広報紙作りに努めてはいかがか。 

 

○広報紙は読みたくなる“ちょっとした工夫”をねることで読者から 

の反応が期待できるものである。そのための取組みの主なものとし 

ては、 

＜掲載記事・内容について＞ 

・社協だよりの「題材」はまちにあふれている。事業報告にとらわ 

れることなく、題材探しに努める。 

・最新情報としての「次号予告」を掲載する。（発行時期に合わせ 

た事前告知） 

・読みたくなる「見出し」づくりに務める（情報の賞味期限は 3 ヶ月） 

・チラシやカレンダーを取り入れた周知方法 

・ツーウェイ・コミュニケーション（読者から寄せられた感想や、写真、川柳、絵手紙等の掲

載）等、“読者も参加する広報紙づくり”の仕掛けを取り入れる。 

・単色、あるいは 2 色刷りの広報紙である場合には、紙の色を変えてみるなどの工夫をしてみ

ることも良いのではないか。（費用対効果の観点から考えた場合、必ずしもオールカラーが

一番ではない。） 

 

＜配布先・配布方法について＞ 

・自治会連合町会広報紙との合体、回覧板・掲示板の活用 

・地区内の幼稚園、保育園、学校、企業等を配布先に加える。 

 

＜より楽しい広報づくりとするための工夫について＞ 

・後継者（若い世代）を「自然にまきこむ」仕掛けとして、 

最初の読者に「この人」と思う人材を選ぶ。 
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・横浜市内のある地区社協では、地区内の中学校の美術部の生徒にイラストを作成してもらい、

世界に一つのカット集を作成した例がある。地域の方々を上手に巻き込み、広報スタッフの

負担を軽くすることを検討してみてはいかがか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   メッセージボード搭載自販機について 
市社協では、市内約 80 か所にメッセージボード搭載自販機を設置しています。 

この自販機は、メッセージボードでの情報提供の他、緊急災害時には自販機内の飲料水を無料で

提供できる機能を備えているものです。 

また、公民館や出張所に設置しているものについては、販売収益の一部を当該地区社協へ配分し

ており、各地区社協活動の源の一部となっています。 

各地区社協でこの自販機の設置をご検討される場合には、市社協までお問合せ下さい。 

 

 

 

 

①「地域情報」メッセージの表示 
  市民向けのお知らせやイベント案内などを表示します。表示は全自販機に一斉に行うことは

もとより、特定の自販機にのみ表示することもできます。地区社協の行事のご案内などを表示

することも可能です。 

②「時事フラッシュニュース」メッセージの表示 
  時事通信社の速報ニュースを 1 日平均 80 本表示しています。 

市民の皆様にリアルタイムのニュースを提供しています。 

③緊急時における「災害情報」メッセージの表示 
  リアルタイムでのメッセージ送信が可能です。緊急時において 

も広域的、安定的に市民の皆様にメッセージをお届けいたします。 

 

 
 緊急災害時にはリモート操作により自販機は常にお金を投入 

している状態になり、商品のボタンを押せば無料で取り出すことができます。緊急時の水瓶とし

てお役立ていただける機能を備えています。 

 

 
 公民館や出張所へ設置しているものについては、販売収益の半分を当該地区社協へ「特別育成

費補助金」として配分しています。平成 21 年度は、13 の地区社協へ合計約 185 万円を配分い

たしました。 

 

また後半では、「写真のトリミング」・「レイアウト」・「タ

イトル作り」のそれぞれについて、他地区の広報紙など

を題材に演習形式で実施しました。 

休憩時間には、各地区社協で発行されて

いる広報紙やパンフレットを参加者が

閲覧する姿が見られました。 

メッセージボードの搭載 

緊急災害時には「無料提供」 

地区社協活動財源確保の支援 

自 販 機 の 特 徴 
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市社協事務所の住所などの変更について 
平成 22 年 4 月から政令指定都市移行に伴い、市社協事務所の場所や住所・郵便番号が変更さ

れましたのでお知らせいたします。 

 

部署名 郵便番号 住  所 変更事項 

総務課 

福祉推進課 
252-0236 

相模原市中央区 

富士見 6-1-20 

あじさい会館 2 階 

福祉推進課は、あじさい会館 4 階か

ら 2 階に移りました。 

南事務所 252-0303 

相模原市南区 

相模大野 6-22-1 

南保健福祉センター1 階 

南ボランティアセンターが、南事務所

内に移りました。 

城山 

地域事務所 
252-0105 

相模原市緑区 

久保沢 2-26-1 

城山保健福祉センター2 階 

 

津久井 

地域事務所 
252-5172 

相模原市緑区中野 633 

津久井総合事務所 3 階 
津久井総合事務所第 2 別館 1 階から

津久井総合事務所３階に移りました。 

相模湖 

地域事務所 
252-5162 

相模原市緑区寄瀬 896 

相模湖総合事務所 3 階  

藤野 

地域事務所 
252-5152 

相模原市緑区小渕 2000 

藤野総合事務所 3 階 

藤野総合事務所２階から３階に移り

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事務局より] 

本紙でもお伝えいたしましたように、各地区社協及び地区民児協活動の事務支援を担う職員の

採用事務を一通り終え、１８地区については３月から各地区へ配属をしており、また津久井四町

地区については４月から配属を行います。今後職員に対しては、資質の向上に向け、地区担当者

を経由しての指導・助言や定期的な定例会の開催、研修会の実施等を取り組んでいく予定ではご

ざいますが、慣れるまでの間には至らぬ点も多々あろうかと思います。どうか皆様方の温かい目

でのご指導、ご鞭撻を賜れば幸いです。どうぞよろしくお願い致します。 


