
登別市地域福祉実践計画きずな（4 年目）全市計画 総合評価・実績【概要】         

    2020.06  

基本目標と基本計画 

評価 

R1年度の実績 
今後の推進強化項目 

（校区きずな活動に関連の深いもの） 
今年度 

（R1） 

昨年度

（H30） 

【基本目標１】きずなを育て確かめる ～福祉の意識と関心を高める取り組み～ 

 

1 きずな活動の推進 4 4 

●きずな活動の推進 

・きずな推進委員会 1回開催 

・きずなリーダー会議 2回開催 

・校区きずな推進委員会 16回開催 

・住民座談会 1回開催 

（他 4回新型コロナウイルス感染症の影響により中止） 

・作業委員会（社協創設 60周年記念媒体作成）3回開催 

・プロジェクトチーム（登別 LC60周年アクティヴィティ 

によるビブス製作） 3回開催 

・きずな見守りパトロール応援事業 30団体参加 

・きずなシンポジウム 155名参加 

●ふれあいフェスティバル・社会福祉大会の開催 

●きずな（地域）の拠点づくり 

・しゃべっ茶お（鷲別小学校区） 

延べ利用人数 257名／開催日数 21日 

●出前福祉講座（7小学校／参加者数 891人） 

●ボランティア体験事業（51種類／38団体協力） 

●サロンサポーター（409名） 

・第 4 期登別市地域福祉実践計画

「きずな」の策定 

・きずな推進委員会改選等による更

なる体制の強化 

・地域拠点における関係者等の協働

体制の強化 

・地域活動等に結びつく福祉教育の

推進 

・生活支援活動を担う人材の育成 

2 
きずな（地域）の拠

点づくり 
4 3 

3 
きずな共育（福祉

教育）の推進 
4 4 

4 

地域福祉活動を支

える人材・ボラン

ティアの育成                       

4 4 

 



基本目標と基本計画 

評価 

R1年度の実績 
今後の推進強化項目 

（校区きずな活動に関連の深いもの） 
今年度 

（R1） 

昨 年 度

（H30） 

【基本目標２】 きずなを護り強める ～支え合う地域をつくる取り組み～ 

 

5 
小地域ネットワー

ク活動の推進 
4 4 

●小地域ネットワーク活動推進事業 

・実施町内会数 78か所 

・きずなづくり台帳 総累計 6,892枚配布 

・きずな安心キット 総累計 3,930個配布 

●ふれあいいきいきサロン（45か所） 

・延べ 2,748回、28,149人参加 

●ふれあい子育てサロン（3か所） 

・延べ 107回、765人参加 

●ふれあい会食会（66町内会） 

・延べ 1,609名参加 

●登別市総合防災訓練への協力及び障がい児・者の参加需

給調整（2件） 

●災害時の支え合いモデル事業（社協職員研修） 

・小地域ネットワーク活動の全市

展開に向けた推進体制の強化 

・地域における各種活動と小地域

ネットワーク活動との連動 

・理学療法士や作業療法士等と連

携した「まごころお届けプロジ

ェクト」の実施 

・市内活動の聞き取りに基づくふ

くし活動アイデア帳の作成 

・新しい生活様式に留意したサロ

ン活動の推 

・登別市災害時受援計画と連動し

た登別市災害ボランティアセン

ター運営マニュアルの完成 

・地域や事業所の防災・減災力向

上のための協力 

6 社会参加の促進 4 4 

7 
孤立させない地域

づくり 
4 3 

8 防災活動の推進 4 4 

 

 



基本目標と基本計画 

評価 

R1年度の実績 
今後の推進強化項目 

（校区きずな活動に関連の深いもの） 
今年度

（R1） 

昨年度

（H30） 

【基本目標３】 きずなを紡ぎ支える ～困りごとを解決する取り組み～ 

 

9 
福祉相談体制の

強化 
4 4 

●生活あんしんサポートセンター調整件数 953件 

●地域拠点丸ごと支え合い事業 

・延べ利用会員数 623名 

・開催日数 96日 

・延べ運営 STAFF数 415名 

●鍵預かりサービス事業（実施地区 4か所） 

・事業協力員数 89名、利用登録者数 14名 

●登別小学校区及び鷲別小学校区における買い物支援事

業の検討及び協議（校区きずな推進委員会で計 4回） 

●福祉用具の貸し出し 56件 

●日常生活自立支援事業（道社協受託事業） 

・活動件数 569件 

●ファミリーサポートセンター（市受託事業） 

・活動件数 2,605件 

●地域活動支援センター（市受託事業） 

・延べ利用人数 2,630名 

●重度障がい児入浴サービス事業（市受託事業） 

・延べ利用人数 113名 

●通所介護事業 延べ利用人数 6,546名 

●居宅介護支援事業 計画作成数 770件 

・新型コロナウイルス感染症に伴

う緊急小口資金及び総合支援資

金の貸付による生活支援 

・応急生活支援事業（現物給付）

の拡充 

・地域拠点丸ごと支え合い事業の

充実 

・鍵預かりサービス事業の校区拡

大 

・社会福祉法人と連携した買い物

支援の実施 

・地域の互助関係による買い物代

行等生活支援活動の実施 

・受託事業及び介護事業と地域と

の連携体制の強化 

10 
地域包括ケアシ

ステムの構築 
3 3 

11 
暮らしを支える

福祉事業の実施 
4 4 

 



基本目標と基本計画 

評価 

R1年度の実績 
今後の推進強化項目 

（校区きずな活動に関連の深いもの） 
今年度

（R1） 

昨年度

（H30） 

【基本目標４】 きずなを結び深め広げる ～地域の協力体制をつくる取り組み～ 

 

12 
ボランティアセン

ター機能の充実 
4 4 ●ボランティアセンター調整件数 825件 

●NPO・ボランティア団体等の活動支援 

・ボランティア登録・把握団体数 60団体 

・個人ボランティア数 2,565名 

●きずなのまちづくり助成事業（28事業助成） 

・ありがとうメッセージ集の作成 

●生活困窮者等に対する安心サポート事業 3件 

・連携団体（市内社会福祉法人及び行政）との会議の 

開催 

●ふれあい・きずなショップ 

・4団体出店／12回開催 

●セブン-イレブン・ジャパンからの日用品等の寄贈 

 

・ボランティア活動に対する意

識向上及び醸成 

・市内活動の聞き取りに基づく

ボランティア活動啓発パンフ

レットの作成 

・社会福祉法人や行政等関係団

体及び連合町内会や民児協等

地域団体との連携強化 

・社会福祉法人連携会議の設置 

13 

身近な暮らしの情

報ネットワークの

促進 

4 4 

14 
関係機関とのネッ

トワーク 
4 4 

 

 



基本目標と基本計画 

評価 

R1年度の実績 
今後の推進強化項目 

（校区きずな活動に関連の深いもの） 今年度

（R1） 

昨年度

（H30） 

【基本目標５】 きずなを高め保障する ～きずなの推進体制を確立する取り組み～ 

 

15 社協の基盤強化 3 3 

●社会福祉基金造成事業（3地区開催） 

・ビールパーティー（益金 480,702円） 

・チャリティー市民演芸会（益金 578,383円） 

●会員会費推進事業 

・正会員   283件 実績 2,228,900円 

・賛助会員 849件 実績 2,284,500円 

●自主財源の確保に向けた取組み 

・ガチャガチャ募金、カレンダーリサイクル市等 

●全国社会福祉協議会「ボランティア情報」事例掲載 

●日本福祉教育・ボランティア学習学会第 25 回北海道

大会への参加（実行委員会への参画、実践報告など 

●地域福祉コーディネーター調整件数 2,180件 

 

・市民に対する社協会員加入促

進の強化 

・地域と連携した自主財源確保

の取り組みの積極的推進 

・社会福祉基金取崩による財源

の確保 

・共同募金運動への協力 

・地域福祉実践計画の進捗管理 

16 財政基盤整備 4 4 

17 

地域福祉を推進す

るための職員の配

置と資質向上 

4 4 

18 

地域福祉実践計画

の進捗管理と地域

福祉計画との連携 

4 3 

※実施計画の内容等について、計画どおり実施されているかに焦点を当て 1～5点（5か年評価と同様／5点が高評価）で評価 

 

 


