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平成２８年度 事業計画 基本方針 

 

 コラボネット宇治（当会）では、「支え合い、助け合い、励ましあって、つ

ながる福祉」をモットーに、住民の福祉力を高め、地域のきずなを培う力を

養うことをめざし、組織の三本柱の民生児童委員、ボランティア、学区福祉

委員を中心とする住民の活動が円滑に進められるよう、調整役（コーディネ

ーター）としての役割を果たしています。平成２８年度は、その三本柱に加

え、市内の社会福祉法人とも今まで以上に連携を密にし、地域福祉課題に対

して共に取り組んでいくことも掲げ、取り組みを進めます。 

また、平成２７年度の介護保険改正や新たに始まった生活困窮者自立支援

事業などの取組みは、一つの団体や組織だけでの解決は難しく、地域住民や

各種団体との連携がなければ、解決できないことが言われています。当会で

は、さまざまな「相談」場面を通じ、コーディネーターとしての役割を発揮

して、行政、住民、社会福祉施設、異分野業種との連携を通じて、地域福祉

課題の解決に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当会の機能を活かし、「共に考え、共に解決を目指す」組織を目指します。 

…当会の持つ「コーディネーター役」を発揮し、地域住民や関係機関と連携し
て地域福祉課題を発見、発掘し、課題解決を目指します。 

多くの住民で福祉活動を支える仕組みづくりを進めます。 
…誰もが支え、支えられるつながりのある地域福祉の輪を広げます。 
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【アイコン表示について】それぞれの実施内容には、活動財源が分かるアイコンを表示しています。 

 

 

 

 

 

毎年10月～3月にかけて
実施する、赤い羽根共同
募金の配分金で実施す
る事業に表示。 

毎年12月に実施している
「歳末たすけあい募金」
の配分金で実施している
事業に表示。 

宇治市社協の会費収入
等の独自財源、基金の運
用益を元にして実施す
る事業に表示。 

宇治市や京都府社協から
の委託金や補助金、助成
金により実施する事業に
表示。 

 

参加者や利用者からの
負担金により実施する
事業に表示。 



3 

 

第１章 少子高齢化が進む地域への支援 

 小学校区等を基盤にし、地域住民の主体的な参加をもとに、孤立や課題解決に向けて取組みを展

開している団体を支援します。そして、「支援する側」「支援される側」だけでなく、地域で暮らす

全員が活動にかかわれるような地域づくりを進めます。 

 

 

1．学区福祉委員会、住民主体活動への支援、協働  

 

      「小地域だからできる」活動には、住民の主体的な参加と、少子高齢化が進む中で地域に

潜在する課題の解決の糸口があります。そのために、学区福祉委員会や住民主体で行う活

動への支援、協働での活動等を行います。 

       ・小学校区で地域福祉活動を展開する学区福祉委員会の活動を支援します。 

       ・学区福祉委員会の活動を支える組織として学区福祉委員会連絡協議会を支援します。 

       ・小地域での住民主体の活動への支援等を行います。 

       ・地域での課題の発見、把握、解決を学区福祉委員会や住民主体活動、他機関と連携し

て進めます。 

       ・学区福祉委員会等と協働して、福祉委員募集に努めます。 

 

２．異業種とのネットワークの構築 

 

少子高齢化を踏まえ介護保険制度の改正や、行政における認知症施策との推進が謳われる

中、今まで福祉とかかわりのなかった分野においても、「地域福祉」にかかわる場面が増

えていきます。そのため、平成 24 年度から進めている異業種とのネットワーク構築を強

化して行く取組みを進めます。 

・京都地域包括ケア推進機構と連携し、「京都高齢者あんしんサポート企業」の養成講

座を実施します。 

 

３．ふれあいサロン事業の促進 

 

少子高齢化や貧困問題などから「社会的孤立」という課題が取り上げられています。その

予防、解決として、地域での孤立予防と身近に支えあえる仲間づくりを目的として展開し

ているグループを、サロンとして応援します。 

・サロン同士の交流と情報交換の場を提供するため、サロン交流研修会を実施します。

また、サロン運営経験者が新たなサロンを生み出す地域の投げかけ役となり、サロン

同士の交流や情報交換が地域で展開されることを目指します。すでにその取組みが実

施されているところにおいては、連絡会組織のあり方を検証します。 

・サロンの立ち上げ等に関する相談や当会への登録、必要なサロンへの助成金交付を行

います。 

・サロン利用者や運営者のニーズ把握と情報提供等の対応に努めます。 
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４．介護予防普及啓発事業Ｂ型(地域参加型)リハビリ教室の開催 

 

少子高齢化が進む中、住み慣れた地域で住民同士が交流をしながら、身体機能の低下や閉

じこもりを予防することが重要になります。 

・ボランティアの参画で、市内 20 小学校区で概ね週１回のリハビリ教室を開催します。 

・市民に「介護予防」を普及し、利用者やボランティアを増やす取組みを各教室と連携

して行うとともに、教室以外にも利用可能な社会資源について、開発及び情報提供に

努めていきます。 

・各教室間での情報提供、共有の場として研修会や交流会を実施するほか、地域包括支

援センター等の関係機関への本事業の周知を図ります。 

 

５．子育て世代に関する支援 

 

子どもやその親世代とのかかわりを通じて、地域福祉や地域活動に関心を寄せてもらい、

全員参加での地域福祉活動の展開を進めていきます。 

・乳児の親の仲間づくり支援、情報交換できる場として、「赤ちゃんサロン」や「赤ち

ゃん広場」、「赤ちゃんパーク」（月齢により名称が異なる）をＮＰＯ法人と共催で実

施します。 

・ＮＰＯ法人と協働でアレルギーや多胎児など共通のテーマを持つ当事者の親が集い、

情報交換や交流ができる場として「おしゃべりキャッチボール」を開催します。 

・参加者の状況を見て、福祉的な課題等を抱えている親子については、行政等適切な

機関へ情報提供し、共有を図ります。 

・地域での子育てをより一層しやすくするサポート体制づくりに努めます。 

・「中学生と赤ちゃんのふれあい交流」を実施する中学校と協力して、ＮＰＯ法人や民

生児童委員協議会、学区福祉委員会と連携し、子育て世代に対して、ボランティア

活動や地域福祉活動へ関心を持ってもらうように働きかけます。 

 

 

 

第２章 安心して暮らせるしくみづくり 

当会の持つ「相談」、「事業」、「活動拠点」の取組みを活かし、地域において暮らしにくさ、生き

づらさを抱える人たちのニーズ把握、解決への支援に努めます。 
 

 

１．「福祉なんでも相談」を入口に展開する専門相談や相談体制のあり方検討の実施 

 

当会には、「悩みごと」や「困りごと」だけにとどまらず、「活動に関する相談」も含め

て、多岐にわたる相談が寄せられています。そのため、より市民に近い場所で相談を受

けられる体制をつくり、相談事業を展開していきます。 

・福祉なんでも相談（市民が抱える様々な福祉に関する困りごと、悩みごとの相談窓

口）を実施し、専門相談・福祉制度やサービスの紹介及び助言を行います。 
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・専門相談（法律相談、年金・社会保険相談、登記相談、多重債務・成年後見相談）

を実施します。 

・他機関と連携をしながら、より市民に近い場所での相談体制を整えます。 

 

２．当事者の声に耳を傾け、活動を支援する取組み  

 

当事者団体や、当事者の声、意見を聴き、課題解決のために活動をしている団体への支援

を行います。特に、既存の団体だけでは解決が難しいと考えられるテーマなどにおいては、

課題解決に向けて当会が共に考えていきます。  

・地域で活動する団体と、市民や他団体とを結ぶ・つなげる役割を担えるよう、ボラン

ティア団体や当事者団体、ＮＰＯ、企業などの福祉活動状況を把握し、情報提供や連

絡調整などを実施します。 

・現在、当会で把握している団体の現状を把握し、活動の相談に応じます。 

・新たに地域福祉活動団体の発掘と把握を行います。必要に応じて、事業等への助成も

行います。 

・学区福祉委員会活動以外の地域を基盤とした住民主体による地域福祉活動に取り組む

団体や、グループに対し、相談や情報提供、民間助成金の活用などの支援を行います。

他団体、企業などが実施する助成金制度を把握し、情報を必要としている団体、個人

へ提供し、申請の支援をします。 

・市内の「地域を豊かにする」地域福祉活動が活発に展開されるよう、共同募金を財源

とした助成金事業「赤い羽根コラボ助成」を実施し、申請団体を広く募集します。 

・助成を受ける団体へ、財源が共同募金であることを積極的に伝え、実施事業に関わる

市民や関係者へ共同募金の趣旨を伝える働きかけを促します。 

・宇治市介護者家族の会、青年の社会参加を応援する会「実のり」や、花組合と協力し

ながら、要介護３以上の高齢者を在宅で介護している方を対象に、誕生日の花束贈呈

や交流会を実施します。 

・共同募金配分金を活用した、交通遺児に対する激励金及び、ひとり親家庭への新入学

児童に対する御祝い金の給付を行います。 

 

３．「助けてほしい」と「ボランティア活動をしたい」をつなぐボランティア相談 

 

ボランティア活動を求めている人と、ボランティア活動をしたい人をつなぐ相談を行いま

す。相談内容や地域課題などを宇治ボランティア活動センター運営委員会と共有し、解決

を住民とともに考えます。 

 

４．生活に困りごとのある人を支える各種資金貸付等の実施 

 

生活福祉資金やくらしの資金等の資金の貸付けの相談を通じ、相談者世帯の状況から世

帯のニーズ把握等を行い、支援します。 

・民生委員や関係機関等と連携を図りながら、所得が少ない世帯、障がい者、療養や

介護を必要とする高齢者がいる世帯、失業により生活維持が困難となった世帯に対

し相談支援を行うとともに、生活福祉資金貸付制度を活用し、世帯の経済的自立等
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を図ります。 

・民生委員との連携で、夏期と冬期の年２回、所得が少ない世帯へくらしの資金を貸

し付けることで、生活支援の一助とします。 

・償還支援のなかで、民生委員や関係機関の連携により地域と密着した支援や孤立化

を防ぎ世帯の生活基盤の安定をはかれるようにします。 

 

５．高齢者や障がい者の地域生活を支える福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援

事業）の実施 

 

福祉サービスの使い方や日々の金銭管理が困難な高齢者・障がい者に対し、定期的に生活

支援員が訪問し、暮らしをサポートします。 

・対象者がスムーズに本事業を利用できるよう、福祉や司法などの専門機関との連携

強化に努めます。 

・生活支援員に対し、資質向上のために各種関係講座の案内をします。 

・生活支援員の確保及び事業の周知のために、事業の紹介や現役の生活支援員の報告

などを交えた講座を開催します。 

・当会を含めた京都府南部(山城北中部)社協との協働で、事業の周知及び身近な協力者

の輪を広げること及び専門職との連携のために地域生活支援サポーター講座を開催

します。 

 

６． 東日本大震災の被災者の支援 

 

平成 27 年度に引き続き、地縁組織やＮＰＯ、ボランティアなどと協力し、宇治市に避難

する東日本大震災被災者が地域で孤立することのないよう取り組みを進めます。 

また、これまでの取組みをふりかえる意味でも発信をし、成果を伝えていきます。 

 

７．高齢者の活動支援としての宇治市老人福祉センターサークル協議会への運営協力 

 

宇治市総合福祉会館内の老人福祉センターで行われている、高齢者のサークル活動に対し

て、運営に関する相談や、それぞれのサークルの連絡組織である宇治市老人福祉センター

サークル協議会（ＵＳＫ）の運営を支援します。 

 

８．地域福祉活動の拠点としての宇治市総合福祉会館の管理運営（指定管理事業） 

 

数多くの当事者団体やボランティア団体、子育てサークル等に活動拠点として活用をされ

ている宇治市総合福祉会館は、まさに「地域福祉活動の中核的拠点」です。宇治市から管

理運営を指定された当会は、身体障害者福祉センター、老人福祉センター、福祉センター

の３つのセンター機能の役割に留意しながら、利用者が満足できるよう、適正な運営に努

めます。 

・会館の利用者の便宜を図るとともに利用拡大につなげ、宇治市の地域福祉団体が活

発な福祉活動を推進できるよう努めます。 

・利用者の意見を聞きながら施設・設備の充実を図り、サービスの向上に努めます。 
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９．障がいのある人の社会参加を目指す身体障がい者デイサービス(各種教室)事業と身体

障がい者移動支援事業の実施 

 

身体に障がいのある方が、社会参加の場を得、多くの方と交流ができるよう、コーラス

やタブレット、ヨガなど、様々な教室を開催します。 

また、車いす利用者の外出を支援する移動支援事業を実施します。 

 

 

第３章 連携協働による暮らしやすいまち、宇治をめざす 

当会の持つ「橋渡し役（コーディネーター）」の機能を活かし、他機関、団体や、多職種と連携

をして地域の課題解決に努めます。 
 

 

１．宇治ボランティア活動センターとの協働  

 

地域で活動しているボランティア、ボランティア支援を求めている住民の双方から信頼さ

れるセンターをめざし、活動センターの運営委員と協働することで、センター運営を支援

します。宇治ボランティア活動センター運営委員と協働し、ボランティア活動のすそ野を

広げたり、ボランティアを求めている方（個人・施設等）を発掘したりする取組みを進め

ます。 

 

２．宇治市災害ボランティアセンターの運営 

 

ボランティアや行政との協働により、災害時のボランティアをコーディネートするため、

常設型ボランティアセンターの特徴である住民協働（宇治らしさ）を活かした企画・運

営をはかり、災害時体制における役割について日頃から協議し、災害に備えます。 

・災害時に備えるつながりづくりをテーマに訓練や研修会を実施します。 

・いざという時に災害ボランティアセンターが機能するために、日頃から「災害」を

テーマに取り組む地域組織、各種団体や関係機関と協働の実践を積み重ねながら、

連携を図ります。 

・宇治市災害ボランティアセンターで開設しているホームページで災害情報の提供や

加入団体の取組みを紹介するほか、京都府南部地域豪雨災害の経験をもとに啓発物

を用いて、地域住民と一緒に考えることができるセンター運営をはかります。 

 

３．各団体の力を結集して盛り上げる「宇治福祉まつり」の開催 

 

市民や福祉関係者による実行委員会を中心に、地域の福祉活動を盛り上げたり、相互

のつながりを生み出したりすることを目的に、宇治福祉まつりを 11 月 6 日（日）に

開催します。 
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４．つながりづくり、活動のヒントを考える「うじピョンカフェ」（座談会）の開催 

 

宇治市内の活動者同士のゆるやかなつながりを構築し、活動のヒントをお互いに考えあう

機会として「うじピョンカフェ」を開催します。 

 

５．京都文教大学との連携によるボランティア活動の促進 

 

京都文教大学の科目である「地域ボランティア演習」に関して業務提携を行い、学生のボ

ランティア活動促進に努めます。 

 ・学生のボランティア活動先の調整を行います。 

・継続したボランティア活動のため、学生へのフォローを大学と連携して行います。 

 

６．各種関係機関との連携 

 

コーディネーター役として、当会が地域と関係機関と連携、協働し地域福祉の推進に努め

ます。また、平成 29 年度は、介護保険法の改正をうけ、新地域支援事業がスタートしま

す。また、平成 30 年度には生活困窮者自立支援法の見直しなどがあります。当会がこれ

まで取り組んできた地域福祉のネットワークづくりを基盤にし、宇治市が展開する協議体

への参加等にも積極的にかかわり、地域の実情を伝えていくように努めます。 

 

７．市内の社会福祉法人等との連携事業（新規） 

 

市内社会福祉法人等と連携して、地域福祉課題等に取り組める体制を構築します。 

 

 

 

第４章 法人運営の強化 

当会の基盤を支えるための財源、役職員の資質向上、体制の強化に努めます。 
 

 

１．財源の確保 

 

（１）地域活動を支える当会会費の増強 

「地域の絆を培う力」を理念に、地域の団体や個人をつなぐ調整役（コーディネーター）

としての役割を発揮するため、会員募集に力を入れます。 

・住民会費は、近年の自治会・町内会活動の困難さを反映して減少してきています。

今後もさらに、学区福祉委員会と連携し、役職員一丸となって、自治会・町内会に

理解と協力を求めていきます。 

・平成 26 年度より取り組み始めた特別賛助会費の充実と、継続的に支援をしていただ
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ける口座振替を利用した会費への協力を積極的に展開します。 

・事業所会費、団体会費、施設会費、賛助会費についても効率的に協力を得られる体

制を構築し、更なる増強を図り、地域ニーズに応えうる活動財源の確保を図ります。 

・各活動の中で、当会の会員募集についても広く伝え、会員募集の理解を求めます。 

 

（２）１㎡でできる社会貢献（自動販売機設置事業）の推進 

企業の社会貢献を進める観点から様々な法人や事業所、また地域の学区福祉委員会等の

ご理解を得ながら、飲料用自動販売機の設置を進め、その収益を地域福祉活動・ボラン

ティア活動の拡充に活用します。 

 

（３）寄付金の受け入れと「ふれあい基金」「ボランティア基金」「災害時支援活動準備

金」の適正運用 

住民から寄せられた寄付金は「ふれあい基金」として積み立て、「ボランティア基金」と

ともに適正に運用し、その運用益を福祉活動に役立てます。また、日頃からの災害時へ

の備えとして「災害時支援活動準備金」積立への協力依頼を継続します。 

 

（４）赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動への協力 

10 月 1 日から３月 31 日（期間延長を実施）まで展開される赤い羽根共同募金、12 月 1

日から 12 月 31 日まで展開される歳末たすけあい募金運動を広く市民に周知して、様々

な方法での募金協力を呼びかけます。 

・当会で実施している共同募金を財源とした助成金等に際しては、助成を受ける側や、

配分金を活用している取組みで、共同募金の啓発及び運動への参加を呼びかけ、共

同募金の助成を受ける側も、積極的な運動の参加者として関わりを持つよう、呼び

かけをします。 

・民間保育園で拡がってきた組立式募金箱の取組みを、学校にも普及するよう引き続

き取り組みます。若い世代への寄付文化の醸成の意味を含め、共同募金の趣旨など

を簡潔に伝えるように努めます。 

 

２．会務の運営 

 

正副会長会（三役会）、理事会、評議員会、監査、第三者委員会を適宜開催し、適正な法

人運営をはかります。 

 

３．多角的な広報活動 

 

地域福祉活動や当会の活動を知らない人たちに向け、当会活動や地域福祉活動・ボランテ

ィア活動に取り組んでいる団体、施設等の情報を広報紙・ホームページ等を活用して発信

する役割を強化します。また、積極的にマスコミ等に取材等を依頼し、広報に努めます。 

・社協だよりやホームページ等では、つながりにくい年齢層の方や遠距離の方にも本会

事業や様々な活動の「今」を知ってもらうために、Twitter（ツイッター）を活用しま

す。 

・洛南タイムス社の協力を得て、月１回、「月イチうじピョンの〇〇な話」の連載を行い、
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当会の取組みや役職員の思いを伝えます。 

・社協だよりにおいては、広告の収入のあり方を検討します。 

 

４．新春福祉のつどいの開催 

 

地域福祉活動に永年ご尽力いただいた個人や団体に対して、その功績を称える場として、

市内の福祉関係者が一堂に介し、１月２８日（土）に開催します。 

 

 

５．時代の変化に対応した取組みを進める体制の検討 

 
社会情勢を鑑み、住民主体の地域福祉推進の観点からこれからの当会の役割について検討

し、その目指す姿を発信していきます。 

 ・宇治市福祉サービス公社と「ぽっぽとうじピョンの明日（みらい）の宇治（ちいき）

の福祉を考える合同勉強会」を開催し、地域福祉課題の解決に向けた、宇治モデルの

連携構築を目指します。 

  ・職員研修については、職歴・役職・業務担当などに応じて行われている、他団体・他

機関の研修会への参加をベースに、各職員の計画的な受講をすすめます。また、局内

での職員研修にも努めます。 

・社会福祉士の養成校等の実習生を受け入れ、社会福祉分野の人材育成を行います。実

習生の受入れを通じて、宇治での地域福祉活動に参加する人材の育成を行います。 

・当会職員が宇治市に出向することにより、職員のスキルアップを図ります。 
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平成２８年度 事業計画 

 発行：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治） 

小学校区での 

地域住民による

福祉の活動 

ボランティアや 

当事者の活動 

市内の様々な 

施設や 

関係機関 

民生児童委員 

協議会の活動 

宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）は、地域の皆さんやボランテ

ィアの皆さんが行っている福祉に関わる活動を応援したり、それぞれの活動

をつなげたり、広げたり、また、当会を中心とした活動を地域の皆さんと一

緒に行うことによって、少しでもたくさんの幸せを皆さんと共有できる活動

をしています。 

 


