
【資料2】
＜第２次地域福祉活動計画計画　事業評価まとめ＞
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各事業評価 総合評価

 計画どおり実施されている

 概ね計画どおりだが、一部未実施

 大幅に計画から遅れている

 未実施 　評価０点

基本理念：「気づき、つながり、届き、支え合う、たつせがあるまち　　ながくて」

評　　　　　　　価 総合評価
(15点満点）

（１）ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー） 3 3 3 3 3

（２）地区社会福祉協議会事業 3 3 3 3 3

（３）ご近所パートナー訪問事業
（見守りサポーター養成事業）

2 3 3 2 3

（４）声かけネットワーク協力事業 3 2 3 1 0

（５）多機関協働相談支援包括化推進事業 3 2 1 2 1

（６）生活支援コーディネーター 2 1 3 3 3

（７）地域交流の集い・サロン活動の支援 0 1 3 3 3

（８）地域福祉事業 3 2 3 1 3

（９）共同募金運動事業 3 3 1 3 3

（10）ボランティア養成事業 0 3 1 0 2

（11）福祉教育事業 3 3 3 1 3

（12）福祉団体事務 3 2 2 0 3

（13）生活困窮者自立支援事業 3 1 3 1 1

（14）地域包括支援センター 3 3 3 3 3

（15）障がい者基幹相談支援センター 3 3 3 3 3

（16）居宅介護支援事業 3 3 3 2 3

全　　体 (平均） 2.5 2.4 2.6 1.9 2.5



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値
①地域福祉学習会48回
②アウトリーチ各300世帯
　（５小学校区計1500件）

実績
①67回＝100％
②計1,723件＝100％
AV＝100％

目標値
つながりを再構築する為の
活動4事業

実績 8事業

目標値
相談実件数４小学校区計
2,600事例

実績
合計3,280事例
西1,142、北1,126、市が洞
468、南544、東303

目標値
担い手を活用した相談事例
20事例

実績 25事例

目標値
個別支援で関わった方の力
を借りた地域支援4回

実績 ４回

A15点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号１　ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
「地域の福祉のなんでも相談員」として個別相談と不安や悩みを人々を早期に発見・対応でき、支え続けられる仕組み（システム）
作りを行う「地域福祉の推進役」である相談の専門職です。

気づき

ＣＳＷによる地域福祉学習
会やアウトリーチを通して、
地域の中で困っている人
や、困りごとに地域住民が
早期に気づくようになりま
す。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

◎3点
・地域福祉学習会は継続実施
・アウトリーチは、より計画的

に実施する必要あり
継続

目標
・学習会年72回

・アウトリーチ各400世帯

つながり

地域住民同士のつながりが
でき、地域でどんな仕組み
があったらよいかを考え、実
践できるようになります。

・「もりもり元気食堂」や「北っこひろば」等、地
域住民のつながりを再構築するための活動
を実施します。

◎3点 ・維持・継続が必要 継続 目標：年6事業

届き

困り事について、地域でで
きること、専門職と一緒に

なってできること、専門職が
実践することなどをＣＳＷが
整理し、住民に、必要に応じ
た的確な支援が行き届くよ

うになります。

・ＣＳＷの相談対応ケース（実件数）を増やし
ます。

◎3点
地域間格差があり、CSWの更
なる周知、部会活動の活性化

等が必要
継続 目標：年6小校区計3,900事例

支えあう

地域の人とともに、困り事を
抱えている人の支援を行
い、支援を通じて住民同士
が支え合える関係性ができ
るようになります。

・支え合える関係づくりの為に、相談者に対
して積極的にインフォーマルサポートの活用
を行います。

◎3点 更なる拡充が必要 継続 目標：年30事例

たつせがある

・お互いの困りごとを「我が
事」として捉え、自らのでき
る範囲で地域活動に参加・
参画できるようになります。
・当事者が、地域福祉学習
会や地区社協部会活動を
通じて地域活動に参加する
ことができるようになりま
す。

・ＣＳＷの個別支援で関わった人の力を借り
て、地域支援事業を展開します。

◎3点 更なる拡充が必要 継続 目標：年6回

1
CSW（コミュニティソーシャ

ルワーカー）
地域支援係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値

・認知症予防部会650名
・子育て不安軽減部会240名
・閉じこもり・ひきこもり予防部
会80名

実績

・認知症予防部会586名
・子育て不安軽減部会809名
・閉じこもり・ひきこもり予防部
会322名

目標値 １事業/各小学校区(4小校区）

実績 6事業

目標値 ４小学校区

実績 ６小学校区

目標値 ２事業/各小学校区（4小校区）

実績
１５事業
（西：４、北：３、市：４、南：４）

目標値 ６ケース

実績 11ケース

A１５点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号２ 地区社会福祉協議会事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
小学校区を単位として、「地域共生社会」の実現を目指し、地域へ出向く「アウトリーチ（訪問支援）」活動を主として、地域福祉学
習会や部会活動を通じ、地域の困りごとを早期発見・早期対応ができる、「感度の良いコミュニティ」を地域住民とともに作ります。

気づき

地域に実際ある課題や困り
事を知ることで、困り事を抱
えている身近な人に気づく
ことができます。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

◎3点
今年度設立したばかりの東小
学校区および長久手小学校
区については事業を未実施。

継続

・認知症予防部会　1,100名
・子育て不安軽減部会　400名

・閉じこもり・ひきこもり防止部会
120名

つながり

部会活動を通じ、地域住民
や、民生委員・児童委員・自
治会・まちづくり協議会など
各種団体とのつながりを作
り、地域課題について話し
合い、協働して課題解決に
取り組みます。

各部会活動を自治会、まち協等へ周知し、実
際にある地域課題や、課題に応じて展開した
部会活動に団体として関わりをもってもらい
ます。

◎3点
今年度設立したばかりの東小
学校区および長久手小学校
区については事業を未実施。

継続 １事業/各小学校区

届き

小学校区ごとの課題に応じ
て展開する部会活動が「地
区社協だより」や社協広報
紙を通じ、当事者やその周
りの人へ届くようになりま
す。

地区社協だよりの発行を行います。 ◎3点 更なる拡充が必要 継続 ６小学校区

支えあう

当事者、周りの人、地域課
題を知るまで関わりの無
かった地域住民がそれぞれ
手を取り合い、部会活動を
推進することで、支え合う関
係性を築くことができます。

地域生活課題に対する部会活動を展開して
いきます。

◎3点

今年度設立したばかりの東小
学校区および長久手小学校
区については地域課題の洗い
出しに留まり、事業は未実施。

継続 ２事業/各小学校区

たつせがある

様々な悩みごとを抱える地
域住民一人ひとりが、周り
の困り事に気づき手を差し
伸べることで、誰もが役割
のある地域になります。

生きづらさを抱えている人へ、部会参加を促
します。

◎3点 更なる拡充が必要 継続 ６ケース

地区社会福祉協議会事業 地域支援係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値 年に２５０人

実績 １４６人=58.4%

目標値 年に１回

実績 年に１以上

目標値 １２ケース

実績 １７ケース

目標値 １０ケース

実績 ８ケース=80％

目標値 年１回

実績 年１回

A１３点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号３　ご近所パートナー訪問事業(見守りサポーター養成事業）

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
日頃からあいさつ・声かけを行いながら、困っている人や気になる人を見かけたらCSWに相談する「見守りサポーター」の養成を
行います。また、定期的な見守りが必要な人に対し、訪問による見守りを行う「ご近所パートナー」をマッチングｓ、地域住民同士が
支え合う仕組みをつくります。

気づき
日常生活で、身近な人、近
所の人の異変にすぐに気付
けるようになります。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

〇２点

講座実施会場が一部に偏って
おり各自治会や地域の団体な
ど市内全域としての実施がで

きなかった。

改善
年に300人

自治会や地域の団体、サロンに重
点的に実施

つながり

見守りサポ―ター・ご近所
パートナーと関係機関が情
報共有をしやすい関係をつ
くり、気づきが関係機関にす
ぐにつながるようになりま
す。

対象者ごとに、ご近所パートナーとの関わり
状況を確認します。

◎３点
同じ対象者の複数のパート
ナーの相互交流の拡充が必

要
継続

ご近所パートナーに、地域福祉学
習会を実施（年1回）

届き

制度を利用している・いない
に関わらず、困っている人
がご近所パートナーをイン
フォーマルサポートとして活

用できるようになります。

支援の際に、「ご近所パートナー」による見守
りを検討(紹介)します。

◎３点 今後も周知を拡充 継続
１８ケースにご近所パートナーの

利用を検討（紹介）

支えあう

見守りサポーターが地域を
見守り、ご近所パートナーに
より地域住民同士で支え合
い、早期に発見できるように
なります。

定期的な見守りが必要な人へ「ご近所パート
ナー」のマッチングを行います。

〇２点

目標値にわずかに届かず。対
象者を兼任しているパート

ナーもおり、今後多様な依頼
に対応できるパートナーの新

規開拓の必要あり。

継続 １１ケースにマッチングを実施

たつせがある
ご近所パートナーによる見
守り体験を整え、地域で支
え合える関係となります。

「ご近所パートナー」同士の意見交換会を実
施します。

◎３点

年度内の実施ができ、実働
パートナーのほとんどが参加
できたが、計画時期より遅くの

実施となった。

継続
フォローアップ研修や民生委員と

の交流を実施

3
ご近所パートナー訪問事業
(見守りサポーター養成事

業）
地域支援係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値 年１回

実績

年１回
（北：２月の閉じこもり、ひき
こもり防止部会の打ち合わ
せにて、民生委員、シニアク
ラブ会長、地域住民を含め
協議）

目標値 年１回

実績

年１回
（市が洞：役割について長久手
市障がい者基幹相談支援セン
ターと協議するものの整理に
は至らず。）

関係団体とともに、対象者の選定を検討します。 目標値 年１回

実績

年1回（西：10月の地区社協
運営委員会にて民生委員、
まち協相談委員と協議。現
在も継続中）

目標値 年１回

実績

関係団体との話し合いは
継続して行っているが、
議論がそこまでに至ってい
ない。

目標値 年１回

実績

関係団体との話し合いは
継続して行っているが、
議論がそこまでに至ってい
ない。

B10点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号４ 声かけネットワーク協力事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
災害などの緊急時に支援を要する人に対し、地域の中で日頃から見守り助け合える関係性を築くため、「声かけネットワーク協力
員（協力員）」をマッチングします。緊急時だけでなく、平常時にも協力員を通して民生委員・児童委員等の関係団体や社協、その
他相談支援機関（関係機関）につながる体制を構築し、日ごろから身近な住民同士が支え合う仕組みをつくります。

気づき
協力員となる住民が、対象
者の困り事を早期に発見で
きるようになります。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

◎3点

協議の継続、現在話し合いに
参加している人達が気づきの
視点を養えるような機会が必

要

継続
学習会を通し、困り事に対する
気づきの視点を関係団体間で

共有する（目標：年１回）

つながり

協力員が、相談機関や民生
委員・児童委員、自治会、
ボランティア組織等の地域
の団体とつながりを持てる
ようになります。

本事業推進の為の関係団体の役割を整理し
ます。 ◎３点

関係団体に本事業についての
理解を深めてもらえるような働

きかけが必要

改善・見
直し

・関係団体との役割整理につき継
続して協議が必要

・協力員探しについて関係団体と
の検討（目標：年3回）

届き

異変時は、協力員と関係機
関が連携し、対象者の状況
や希望に合わせた支援、声

かけを行います。

◎３点 関係団体と議論の継続が必要 継続
関係団体と協議し、モデル地区の

選定を行う（目標：１地区）

支えあう

協力員が、対象者の困り事
を早期発見・早期対応でき、
地域のネットワークを有効
に活用できるようになりま
す。

関係団体間による支援体制を確認し、平常
時及び異変時にどのような支援が可能か互
いに共有します。

△１点
関係団体との継続した協議が

必要
改善・見

直し

・関係団体との議論の中で本事業
に対する理解を深めてもらう

・関係団体とともに、モデル地区に
対象者がどれくらいいるか共有

（目標：年１回）

たつせがある

気づきの視点をもつ協力員
により、困り事解決のため
仕組み作りや啓発を行うこ
とができるようになります。

関係団体とともに、協力員として活動して頂く
人の選定を行います。 ×０点

関係団体に本事業についての
理解を深めてもらえるような働

きかけが必要

改善・見
直し

・関係団体との議論の中で本事業
に対する理解を深めてもらう

・関係団体とともに協力員探しを
進める（目標：１地区）

声かけネットワーク協力事
業

地域支援係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値 -

実績
他事業の会議に参加し、事
業の周知を図るとともに、
ケースを共有しました。

目標値
協議会：年２回　　　　　　　　　　
実務者会議：年３回

実績
協議会：年１回　　　　　　　　　　
実務者会議：年３回　　　　　　
ケース会議：１０回開催

目標値 -

実績

研修会への参加、他市町へ
の視察によって、事業が有
効に機能する仕組みを検討
しました。

目標値 -

実績
３件のケースにつき、ＣＳＷ
と連携しました。

目標値 対応件数：年４０件

実績 対応件数：年１６件

B８点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号５ 多機関協働相談支援包括化推進事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
複合化・複雑化した生活課題に総合的に対応するための包括的な相談支援体制を構築し、福祉分野に限らず、様々な分野の関
係機関や地域資源等と連携・協働しながら、複合的な課題を抱える人や世帯の生活再建や自立を支援します。

気づき

関係機関等の世帯支援の
視点や気づきの強化によ
り、支援が必要な人や世帯
が早期に支援を受け、生活
再建が図れるようになりま
す。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

○２点
本事業の役割についての周
知。

継続 引き続き今年度の活動を継続

つながり

様々な関係機関や地域資
源等がつながり、連携・協働
し、支援チームとなって、困
りごとを抱える人の生活を
支えます。

相談支援包括化推進協議会、実務者会議、
個別ケース会議を開催します。

〇２点
協議会、実務者会議ともに、
内容を改善。

継続
協議会年２回、実務者会議年３回
開催へ向けて、内容等について検
討を継続。

届き

複合的な生活課題や制度
の狭間にある課題への対応
等、生活に困っている人や
世帯が生活再建に必要な
支援を受けられるようになり
ます。

地域に不足する資源や生活再建に必要な仕
組みを検討していきます。

△１点
ケースがつながる仕組み、体
制づくり。　　　　　

継続 引き続き今年度の活動を継続

支えあう

お互いの困りごとを「我が
事」として捉え、支援が必要
な人を地域で支え合えるよ
うになります。

CSWと連携しながら地域での暮らしを支援し
ていきます。

〇２点
ケースがつながる仕組み、体
制づくり。　　　　　

継続 引き続き今年度の活動を継続

たつせがある

様々な分野・立場の人、事
業所、団体等が困りごとを
抱える人への支援に関わる
ことで誰もが安心して暮らせ
る地域になっていきます。

制度や事業だけでなく、地域の担い手等と連
携した支援をコーディネートします。

△１点
ケースがつながる仕組み、体
制づくり。　　　　　　　　　　　　　　　
本事業の周知。

継続 対応件数年４０件

5
多機関協働相談支援包括

化推進事業
地域支援係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値 年1回発行

実績

昨年度作成した生活支援コー
ディネーター及び生活支援サ
ポーターチラシを修正し、公共
施設に設置。訪問時に配布。

目標値 年4０か所

実績

民間企業との連携を進め、
法人６か所訪問。2か所で居
場所づくり（体操教室）実
施・継続。=20％

目標値 年2回

実績

生活支援サポーター養成研
修（登録説明会）2回実施。
フォローアップ研修３回実
施。

目標値 集いの場　３件

実績

・ディーラーでの体操教室２
件
・元喫茶店宅（麻雀１）件
・元医院宅（サロンお試し）１
件

目標値
・地域活動への支援：年１件　　　　　　　　　　
・協働者：１名

実績

サロン運営サポート１名、
ディーラー体操教室講師補助　
２名、スマホ講習会講師補助２
名、福祉施設ボラ１名、サポー
ター通信発行3回

A13点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号６ 生活支援コーディネーター

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
他機関と連携しながら多様な地域資源を活用し、日常生活圏域の生活支援・介護予防にかかるサービスの基盤整備を行ってい
ます。

気づき
生活支援サポーターを知
り、地域活動に参加すること
ができます。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

〇2点

自治会回覧板での周知活動
に
至っていない。

継続
年１回発行
R2年度、チラシを刷新予定。

つながり
企業や福祉事業所の抱える
課題に対して、地域住民が
解決することができます。

企業や福祉事業所等へのヒアリングを行い、
地域で支えることのできる課題等を把握しま
す。

△1点

Ｒ２年度も民間企業との連携
を
継続予定。
月３～４か所新規訪問するこ
とで、目標達成見込みだが、
量だけではなく、質（連携内
容）も精査していく必要があ
る。

継続 年４０か所

届き

生活支援サポーター等の地
域活動を継続的に実施する
ことや、新たな活動を発見
することができます。

地域住民が興味のあることや学びたいことに
ついて研究棟を実施します。

◎3点

生活支援サポーターにとって
意義のある研修のあり方を再
確認
しながらも、サポーターの意向
に
沿った研修を検討する。

継続 年４回

支えあう

必要な集いの場が作られ、
参加者同士で運営をするこ
とができ、支え合いの仕組
みが広がります。

地域ケア会議等へ出席し、またCSWとも情報
共有しながら地域ニーズの情報を収集し、集
いの場として事業を展開します。

◎3点

今後更に居場所づくりを進め
ていく予定だが、いかに継続さ
せて
いくかが課題である。

継続
・集いの場：３件　　　　　　　　　　　　　　
・参加者の参画、運営：年１件

たつせがある

関係機関と連携をしながら、
地域住民が特技を活かした
地域活動を取り組むことが
できます。

・地域住民の特技を活かした地域活動への
支援を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・地域活動における協働者を増やします。

◎3点

・活動のマッチングを更に積極
的に進めていくことで、サポー
ター登録票未提出者への提出
を促す
きっかけにしたい。
・生活支援サポーター通信で
の働きかけ

継続 協働者：１名

6 生活支援コーディネーター 地域支援係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値
社協広報紙やホームページ
などにサロンの記事を掲載
します。

実績 未実施

目標値 出前講座勉強会6回

実績 2回=33.3%

目標値
各サロン年2回の定期訪問
を実施

実績 前期、後期1回訪問

目標値 年1回の交流会の実施

実績 1回実施

目標値
サロン参加者のその他地域
活動参加支援（年2人）

実績 5人

B１０点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号7 地域交流の集い・サロン活動の支援

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要

気づき
身近な場所にどんなサロン
があるのか、興味関心をも
ち知ることができます。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい

の人など）

×０点
広報担当者と連携し、計画的
にサロン記事を作成・掲載して

いく必要あり。

改善・見
直し

目標：サロン記事掲載数４回

つながり

身近な場所で、楽しみやつ
ながりがもてるようになりま
す。

きっかけづくりのための出前講座や勉強会を
行います。

△1点
出前講座、勉強会の開催可能

場所
改善・見

直し
目標：出前講座勉強会6回開催

地域住民が集う場所に

届き

集い場を通して顔を合わせ
る機会が増え、ちょっとした
悩みごとを相談できるように

なります。

ＣＳＷや生活支援コーディネーターによる定
期訪問で状況確認をします。

◎3点
CSWとサロンメンバーとの顔

の見える関係の構築
継続

目標：定期サロン訪問年2回（前期
1回、後期1回）

支えあう

サロンの代表者や参加者が
それぞれの活動や悩みごと
を共有できるようになりま
す。

サロン代表者・参加者がそれぞれの活動や
悩みを共有し、支え合いをテーマにした交流

会を実施します。
◎3点 交流会内容は要検討 継続 目標：年1回の交流会の実施。

たつせがある
サロンに参加するだけでな
く、運営にまわることができ
るようになります。

サロンに参加している人が、運営やその他の
地域活動に参加できるよう支援します。

◎3点 維持・継続が必要 継続
サロン参加者がその他地域活動

参加支援できるように支援。
目標：年2人

7
地域交流の集い・サロン活

動の支援
地域支援係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値 フォトコンテスト応募１０点

実績 １０点

目標値 福祉まつり参加者１８００名

実績 １５００名

低所得・障がい・高齢者など様々な福祉課題
を抱えた世帯に対して生活福祉資金の情報
が届くように情報発信をしていきます。

目標値 相談件数３％増加

実績
相談件数４％増加（５３件）
※昨年度実績５１件

目標値 自治会などで１０カ所

実績 ４か所

目標値 100名以上からの食品寄付

実績
１回実施、協力団体１　寄付
者８６名

B1２点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号８　地域福祉事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

基本施策 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
社協広報誌の発行、ホームページでのPRなど社協や福祉に関する情報発信やフードドライブ、男性の料理教室、ひとり親家庭等
援助、日常生活自立支援、福祉まつり、社協会費募集など特定の小地域ではなく市内全域での地域福祉の取り組みを行いま
す。

気づき

福祉が他人事ではなく自分
に関係する福祉に気づくよ
うになります。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

◎３点
事業周知及び応募点数の増

加
継続 目標：応募点数１５点

つながり

市民が中心となって考える
誰もが参加しやすいイベント
を通じて福祉とつながること
ができるようになります。

市民が主体の実行委員会と協働して福祉に
関するメインテーマを設けてボランティア、福
祉事業者・団体が集う福祉まつりを開催しま
す。

〇２点 幅広い周知 継続
目標：前年参加者５％増

福祉課題や時流に沿った内容で
の開催

届き

困窮する世帯や福祉課題を
抱えた世帯が、生活福祉資
金等を活用することで、世

帯を立て直すことができるよ
うになります。

◎３点 幅広い周知 継続 目標：相談件数３％増

支えあう
社協の進める地域の支え合
い活動（地域福祉）の支え
手が増えます。

社協の会員募集事業において、協力を得て
いる自治会に対して社協の活動や会員募集
事業の意義等の説明を行っていきます。

△１点
自治会への説明実施に関す

る周知、案内不足
改善

小学校区で説明会を実施する。
目標：自治会への説明10カ所

たつせがある
誰もが参加できる福祉の支
援活動が様々な人や団体
に広がります。

誰もが参加しやすい福祉活動として家庭内
の不要な食品を集めて生活困窮者へ食料支
援を行う団体への支援を行います。（フードド
ライブ事業）　　　　　　また活動を広めるため
に他団体と一緒に活動を行います。

◎３点
寄付の受け取り場所不足

保管場所の不足
継続

福祉の家以外の受け取り場所を
設置

目標：寄付者100名

8 地域福祉事業 地域福祉係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値 １カ所

実績 １カ所

目標値 ４か所

実績 ５カ所

目標値 ３団体

実績 １団体

目標値 １１０自治会

実績 ９９自治会

目標値 ２カ所

実績 ８カ所

A１３点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号 9  共同募金運動事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
市民、自治会、学校、企業、団体など様々な人々の協力により戸別、街頭、イベントなど様々な形で実施される地域課題解決のた
めの福祉活動への資金を募る募金活動です。

気づき

募金活動や募金の使われ
方が誰もが目にするように
なり募金へ理解がより深ま
ります。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

◎３点
市民により共同募金が見える

化できるようにする
継続 新たな設置場所の検討

つながり

イベントなどの身近な場所
で募金運動が行われること
で誰もが共同募金運動と繋
がることができるようになり
ます。

多くの人が集まる自治会等のまつり、イベン
トで共同募金運動を行います。

◎３点
単なるイベント募金ではなく、
共同募金への参加が感じられ

るようにする
継続 継続してイベントなどで実施する。

届き
地域の困りごとに対して素
早く共同募金の支援が届く

ようになります。

通 常 の 共 同 募 金 運 動 に 加 え て そ 
の 時 々 の 状 況 に 合 わ せ た テ ー マ 

を 設 け て 募 金 活 動 を 実 施 し て い き 
ま す 。

ま た テ ー マ に 関 係 す る 団 体 等 に 募 
金 活 動 に 協 力 し て も ら い ま す 。 

△１点
テーマ型募金の実績が少ない
ため、実施方法が確立してい

ない
改善 募金運動の内容検討

支えあう
共同募金を通じて誰もが助
け助けられるようになりま
す。

共　同　募　金　の　戸　別　募　金　を　自　
治　会　か　ら　の　協　力　を　得　て　実　
施　し　て　い　き　ま　す　。

◎３点 自治会への説明が不十分 改善 説明する機会を増やす

たつせがある
市民以外にも様々なお店や
企業などが募金運動により
参加するようになります。

地　域　の　お　店　な　ど　に　募　金　箱　
の　設　置　な　ど　募　金　活　動　に　協　
力　し　て　も　ら　い　ま　す　。

◎３点
福祉や地域との関係がある店

舗の割り出し
継続

他の事業で社協と関係のある企
業等にアプローチをする。

共同募金運動事業 地域福祉係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値 年１回　１０名

実績 未実施

目標値 説明会参加１０名

実績 １３名

目標値 年４回

実績 １回

目標値 ５０団体

実績 未実施

目標値 ６回検討会実施

実績 ４回実施

C６点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号10 ボランティア養成事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
ボランティア活動を行いたい、必要な人を支援するボランティアセンターを拠点として、ボランティアの情報収集、発信やボランティ
アの教育、講座、相談やボランティアのマッチングなどボランティア活動の活性化を目的に事業を行います。

気づき
子どもたちの変化に早く気
付けるようになります。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

×０点
事業実施について検討が不十

分
改善

CSWなどと連携して関係団体に呼
びかけ

つながり
ボランティア活動をしたい人
が興味を持った時に、始め
られるようになります。

ボランティア未経験者に向けて簡易な内容
の説明会を定期的に実施します。

◎３点 1回あたりの参加者が少ない 継続 周知を強化する。

届き
ボランティア団体の活動が
市民に届いて参加がしやす
くなります。

福 祉 団 体 、 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 が 実 施 
す る イ ベ ン ト や 募 集 を 集 約 し て 回 覧 

板 や 公 共 施 設 等 で 配 布 し ま す 。
△１点 掲載内容の充実 継続 事業所や団体へPRする

支えあう
ボランティア団体、個人が支
え合うことでより活動が活発
になります。

ボランティア団体の強みや困りごとをアン
ケートで集約します

×０点
新型コロナウイルスの影響で
活動できない状況のため内容

を再検討の必要がある。
継続

困り事を支援できるボランティアの
マッチングを行う。

たつせがある
男性のボランティア活動が
活発になります。

定年前後の男性が参加したいと思うボラン
ティア講座の内容を検討します。

〇２点 講座後の活動の場 継続 講座を実施する。

10 ボランティア養成事業 地域福祉係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値 １回開催１０名

実績 １回開催２８名

目標値 １団体

実績 １団体

目標値 ６８件（前年比５％増）

実績 ９５件（前年比４６％増）

目標値 ６カ所

実績 １カ所

目標値 ５カ所

実績 ６カ所

A13点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号１１　福祉教育事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
小中高等学校の福祉教育を支援する社会福祉協力校、高齢者体験や障がい者支援を学ぶ福祉実践教室、子ども達の視点で福
祉を表現する福祉作文コンクール、ボランティア１日体験などを行う福祉体験学習、ふれあい子ども劇などの様々な福祉に関する
学びの支援、貴会や資材の提供をします。

気づき
福祉に関する体験から、障
がいや高齢者の困り事に気
づくようになります。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

◎３点
福祉実践教室ができる講師や

団体が限られている
継続

親子で参加できる講座など、若い
世代が参加しやすい講座を実施し

ていく

つながり

障がい者支援などのボラン
ティア活動をする団体と市
民とのつながる機会が増え
ます。

ボランティア団体を講師とした市民向け福祉
実践教室を開催します。

◎３点
福祉実践教室ができる講師や

団体が限られている
継続 内容の充実化

届き

地域での自主的な福祉活
動が行いやすくなり、地域で
福祉活動が活発になりま
す。

社協が無料貸し出しする福祉用具 、書籍を
充実することで地域での福祉的なイベントや
講座を支援します 。

◎３点 活用する団体が限られている 継続
幅広く活用してもらえるように周知

する

支えあう

子ども達の地域での支え合
いや福祉への思いが様々
な人に伝わるようになりま
す。

市 内 の 小 中 高 校 生 が 書 い た 福 祉 
作 文 の 朗 読 テ ー プ を 作 り 学 校 等 で 
流 す な ど 、 作 文 を 発 表 す る 場 を 作 
り ま す 。

△１点
音声テープの作成に時間がか

かる
改善

校長会を通してなど学校への利用
の呼びかけを行う。

たつせがある

障がい者や高齢者が福祉
の担い手にもなります。また
当事者の思いを伝える場所
ができるようになります。

障 が い 等 の 当 事 者 や 家 族 介 護 経 
験 者 な ど に 講 師 等 で 福 祉 実 践 教 
室 等 に お い て 協 力 し て も ら い ま す 
.。

◎３点 当事者の発掘 継続
身障協会とう当事者団体に声掛

けします。

11 福祉教育事業 地域福祉係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値 ４回

実績 １７回

目標値 ４回

実績 ４回

目標値 １０回

実績 ７回

目標値 ２回

実績 未実施

目標値 １回

実績 １回

B11点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号１２ 福祉団体事務事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
希望の会（知的障害者の家族会）、遺族会（戦没者）、シニアクラブ連合会、身体障害者福祉協会、子ども会連絡協議会など様々
な当事者等の団体の事務を行うことで団体を発展させていきます。

気づき
活動を通じて独居高齢者等
の困り事に気づくようになり
ます。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

◎３点
規模を拡大したため継続実施
のための支援が必要

継続
中心となった単位シニアや女性部
に継続実施

つながり
市民が各福祉団体を知り参
加しやすくなります。

加入者が減少傾向の福祉団体を市民に対し
てＰＲを実施します。

◎３点
加入者減とともに役員などの
なり手がいない

継続
各団体の活動を開示する方法を
検討する

届き
福祉団体に加入する人たち
に福祉サービスが届くように
なります。

Ｃ Ｓ Ｗ 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 、 
認 知 症 カ フ ェ な ど 制 度 内 、 外 の 福 
祉 の 案 内 を 行 っ て い き ま す 。

〇２点 地域福祉係以外の事業のPR 継続 他係にも働きかけを行う

支えあう
福祉団体の人たちに団体の
活動以外の福祉の内容が
伝わるようになります。

役員会等で福祉の講話を行っていきます。 ×０点
役員会は実施内容が決まって
いて時間の確保が困難

見直し
少人数でも時間をもらえる場所を
作る。

たつせがある
福祉団体への理解が深まり
ます。

地域で当事者として話をする機会を作ってい
きます。

◎３点 話をする場所づくり 継続
交流など自然な形で話をする機会
を設けていく

12 福祉団体事務 地域福祉係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値
事業説明：年２回
貸付との連携：年16件

実績
事業説明：年２回
貸付との連携：年16件

目標値 年５ヶ所

実績 年１ヶ所

目標値 年２回

実績 年２回

目標値 年２回

実績 年１回

目標値 年２回

実績 年１回

B９点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号 　13   生活困窮者自立支援事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
様々な理由で生活に困窮している人や世帯に対し、困りごとや課題の解決を図りながら、地域で自立した生活を送ることができる
よう支援します。また、複合的な課題を抱える生活困窮者への支援を通じて、福祉分野のみならず、労働、保健、文教、金融、住
宅、司法等の様々な分野と連携し、支援ネットワークの構築を目指します。（生活困窮者自立支援制度）

気づき

様々な理由で生活に困って
いる人や世帯に地域や関係
機関が気づき、困っている
人が早期に支援を受けて生
活再建が図れるようになり
ます。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

◎３点
事業説明については、より幅
広い機関や地域での実施が

必要
継続

目標
事業説明：年２回

貸付との連携：年17件

つながり

支援を通して、生活に困っ
ている人・世帯が地域や関
係機関、社会資源等とつな
がることで、地域でその人ら
しい生活ができるようになり
ます。

支援を通じて新たな連携機関・社会資源を開
拓します。

△１点
地域のインフォーマルな資源

の把握が不十分
継続

目標：年５ヶ所
地域のインフォーマルな資源の情

報を集め、把握する。

届き

生活に困ったときに不安や
心配、困りごとをまず相談で
きる窓口として、『くらし・しご
と・つながり支援センター』
が地域で身近な存在になり
ます。

地域住民に身近な場所（公共施設、コンビニ
等）へチラシを設置します。

◎３点
設置した効果の検証までは不

十分
継続

チラシ設置場所を新たに開拓しま
す。

目標：年５ヶ所

支えあう

就労の場や機会を求める人
と働き手を求める地元企業
等が、地域の中で結びつき
ます。

市内の産業・企業の状況（分野、業種、規
模、雇用状況等）をリサーチし、人手不足の
企業等を把握します。

△１点
効果的に企業リサーチができ
ず、まだ十分な把握ができて

いないです。
継続

市内の企業等への制度説明と協
力依頼を実施（年５回）し、人材を
求める企業等への就労をマッチン

グしていきます。
目標：年１回

たつせがある

誰もが住み慣れた地域で自
立して暮らしていくために、
一人ひとりの求める社会参
加の機会や就労の場を、地
域や企業、団体等が提供す
ることによって、いつでも利
用できるようになります。

市内の産業・企業の状況（分野、業種、規
模、雇用状況等）をリサーチし、就労体験等
を行っている企業を把握します。

△１点
効果的に企業リサーチができ
ず、まだ十分な把握ができて

いないです。
継続

市内の企業等への制度説明と協
力依頼を実施（年５回）し、就労体
験の受け入れ先を開拓します。

目標：年１社

13 生活困窮者自立支援事業 地域福祉係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値
出張相談や出前講座での情
報提供・収集　年40回

実績
地域サロン、喫茶店、集会
所等における出張相談・出
前講座の実施　87回

目標値

・出張相談や出前講座の場で、
地域包括支援センターの周知
活動　年40回

・地域サロンや集いの場などへ
の社会資源へのつなぎ　月1人

実績

・地域サロン、喫茶店、集会
所等における出張相談・出
前講座の実施　87回

・地域サロンや集いの場など
への社会資源へのつなぎ　
33人

目標値
地域ケア会議で地域課題の
抽出　月1回

実績

毎月１回地域ケア会議後に
地域課題の抽出を実施。ま
た地域課題の分析方法を市
と検討し決定。

目標値
ご近所パートナーや民生委
員、市福祉サービスへのつ
なぎ　年12ケース

実績
ご近所パートナーや民生委
員、市福祉サービスへのつ
なぎ　33人

目標値

CSWや生活支援コーディ
ネーター等による活躍の場
づくりに協力し、地域のサロ
ンや出張相談等にて紹介　
年40回

実績
出張相談・出前講座におい
て居場所・活動（活躍）の場
についての紹介　87回

A15点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号 １４    地域包括支援センター 事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
だれもが住み慣れた地域で可能な限り暮らし続けられるよう、市民と専門職が一体となって、課題解決のために何が必要なのかを
考え、地域の新しいしくみ作りを行います。

気づき

認知症や介護問題、消費者
被害、高齢者虐待等の困り
事に早期に気づけるように
なります。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がいの
人など）

◎３点
新たな出張相談・出前講座実
施場所の検討が必要です

継続
出張相談や出前講座での情報提
供・収集　年50回

つながり
地域住民同士のつながりを
持ち続けられるようになりま
す。

・出張相談や出前講座の場で、地域包括支援
センターの周知活動を行っていきます。

・地域サロンや集い場などの社会資源へつな
いでいきます。

◎３点
新たな出張相談・出前講座実
施場所の検討が必要です。

継続

・出張相談や出前講座の場で、地
域包括支援センターの周知活動　
年50回

・地域サロンや集いの場などへの
社会資源へのつなぎ　年24ケース

届き

地域の資源をはじめ、医療
や保健、介護、行政の制度
を活用することで、切れ目の
ない支援が届き、だれもが
地域で、可能な限り自立した
生活を送れるようになりま
す。

地域ケア会議で地域課題の抽出を行っていき
ます。

◎３点
地域課題の分析を行いつつあ
りますが、政策・事業形成の検
討にまで至っていません。

改善

・地域ケア会議で地域課題の抽出　
月1回

・分析及び政策・事業形成のため
の意見聴取の場の開催　年2回

支えあう

みんなでお互いに協力し合
いながら、支援が必要な人
を支え合えるようになりま
す。

支援が必要な人に対して、見守りサポー
ター、ご近所パートナー、民生委員、市福祉
サービスなどにつないでいきます。

◎３点
引き続き、必要な社会資源に
つないでいくことが必要です。

継続
ご近所パートナーや民生委員、市
福祉サービスなどへのつなぎ　年
24ケース

たつせがある

周囲の困っている人に声を
かけるなど、自分の役割や、
やりがいを見つけ、自分が
求められていることを実感で
きるようにします。

CSWや生活支援コーディネーター等による、
活躍の場づくりに協力し、地域のサロンや出
張相談等にて、紹介していきます。

◎３点
新たな出張相談・出前講座実
施場所の検討が必要です。

継続

CSWや生活支援コーディネーター
等による活躍の場づくりに協力し、
地域のサロンや出張相談等にて紹
介　年50回

14 地域包括支援センター 相談支援係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値
災害時における要支援者へ
の対策の検討(講演会)　1
回

実績
8/31講演会を実施。一般市
民や関係者等、100名が参
加。

目標値
災害時における要支援者へ
の対策の検討(講演会)　1
回

実績
8/31講演会を実施。一般市
民や関係者等、100名が参
加。

目標値

災害時における要支援者へ
の対策の検討(市内一斉防
災訓練/反省会・今後に向
けて)

実績

障害福祉施設の協力のも
と、市が洞地区にて市内一
斉防災訓練に当事者ととも
に参加。

目標値

市が洞地区の福祉施設・ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ・CSW・関係課ととも
に具体的な支援体制を検
討。

実績
関係者とともに検討会を継
続。1回/月

目標値

市が洞地区の福祉施設・ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ・CSW・関係課ととも
に具体的な支援体制を検
討。

実績

関係者とともに検討会を継
続。1回/月
個別支援計画の素案ができ
る。

A15点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号15  障がい者基幹相談支援センター事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
誰もが地域で安心して生活できる社会の実現を目指し、障がい者等の相談支援に関する業務を総合的に実施するとともに、必要
な社会資源の開発・コーディネートを行います。

気づき

誰もが誰かの手助けを受け
ないと暮らせない時がある
ことに気がつくようになりま
す。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

◎３点
災害時における要支援者への
具体的な支援策の検討が必

要。
継続

個別支援計画の作成
災害時の支援体制の構築

つながり
不便さを解消するために、
ちょっとした行動をお互いに
実行できるようになります。

啓発イベント等で、障がいによる生きづらさ
は、どんな暮らしの不便さがあるのか当事者
等が伝える場面を作ります。

◎３点
災害時における要支援者への
具体的な支援策の検討が必
要。

継続
個別支援計画の作成
災害時の支援体制の構築

届き

手助けを受けないと暮らせ
ない生活には、どんな不便
さがあるのかを教えてもら

い、知ることで理解が広がり
ます。

啓発イベント等で障がいによる暮らしの「不
便さ」に対し、参加者が、何か手助けを考え、
実施してもらいます。

◎３点
訓練の反省を踏まえ、災害時
における要支援者への具体的
な支援策の検討が必要。

継続
個別支援計画の作成
災害時の支援体制の構築

支えあう

同じような不便さを感じてい
る人を想像し、不便さが解
消される行動を実行してみ
ることで、支えあいの輪が
広がります。

障がいによる生きづらさに関する啓発イベン
トを開催して、同じような暮らしづらさを持つ
人への手助けを実施し、支えあいの輪を広
げていきます。

◎３点
訓練の反省を踏まえ、災害時
における要支援者への具体的
な支援策の検討が必要。

継続
個別支援計画の作成
災害時の支援体制の構築

たつせがある
支えあいの輪が継続可能な
仕組みになります。

啓発イベント内で、支えあいを継続できるよう
にする仕組みを当事者と一緒に考えます。

◎３点
個別支援計画の作成
災害時の支援者の確保

継続
個別支援計画の作成
災害時の支援体制の構築

15
障がい者基幹相談支援セ

ンター
相談支援係



【事業評価】 【事業方針】

◎ ３点 ～85％ 継続 現行どおり、事業を継続する

○ ２点 51～85％
改善・見

直し
事業の見直し、改善を図る

△ １点 1～50％ 縮小 事業規模を縮小する

× ０点 ～0％ 休・廃止 事業を廃止する

事業名 基本理念 目標 行動計画 担当係 評価 課題 事業方針
R２年度目標・
今後の方向性

目標値
各職員１回以上
※職員数5名

実績

・毎月1回の地域ケア会議に出席して
課題について事業所内で共有9回　・
ながくて夢ネット研修会の参加2回　・
ケアマネスキルアップ研修の参加1回　
・事例検討会4回　・名古屋東部認知
症連携の会1回

目標値 月１名分確保

実績
・利用者と一緒に支援し、必
要な関係機関へつなぎ実施　
1人

目標値 全利用者ケース

実績
・定期訪問で実施できてい
るか確認しています。

目標値 年間１０件

実績

・定期訪問して定期的な見
守りが必要な方についてＣ
ＳＷに相談した2人、多機関
に相談した4人

目標値 全利用者ケース

実績
定期訪問をしてニーズを把
握し、活動の場を紹介につ
なげました。

A１４点

令和元年度　長久手市地域福祉活動計画　事業評価シート事業番号 16      居宅介護支援事業

目標値を達成している

概ね計画どおりだが、目標値を達成していない

大幅に計画から遅れている

未実施

事業番号 目標及び実績

総合評価 A：１３点以上　B：８点～１２点　C：１点～７点　D：０点

事業概要
誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、家族にも目を配り、地域住民とともに支援を行います。またＣＳＷ等と協働し、介
護が必要な人の暮らしを地域全体で支えるための仕組みづくりを行います。

気づき
利用者だけではなく、世帯
全体に支援の目が広がりま
す。

障がいによる様々な生きづらさに気づくため
の啓発イベントをテーマ決めて開催します。
（テーマ例：知的障がいの人・育てにくい子ど
も・仕事が続かない人・うつ病・中途障がい
の人など）

◎３点
研修内容について事業所内で
の共有が必要です。

継続

8 0 5 0 世 帯 等 の 複 合 的 な 
課 題 を 抱 え た 世 帯 を 発 見 
し 、 関 係 機 関 に つ な げ ま 

す 。 
（年に1世帯）

つながり
介護保険につながりにくい
利用者も支援が届くように
なります。

介護保険サービスにつながらない利用者へ
の　対応枠を設けます　。　

◎３点
引き続き、必要な社会資源に
つないでいくことが必要です。

継続
介護保険サービスにつながらない
利用者への対応枠を設けます。

（月２名分確保）

届き

介護保険サービスだけでは
なく、近隣住民による見守り
や、サロン活動の紹介し、よ
りその人らしく暮らせるよう
になる。

サロンなどの地域担 い手による サービスの
活用がなされているか 、ケース毎 にモニタリ
ングを行います。

◎３点
引き続き、活用がなされている
か確認を行っていくことが必要
です。

継続

サロンなどの地域担い手による
サービスの活用がなされている

か、ケース毎にモニタリングを行い
ます。

（全利用者ケース）

支えあう

近隣住民による支え合いの
関係ができ、利用者の日常
の変化にすぐに周りの人が
気付くことができるようにな
ります。

近隣住民による定期的な見守りが必要な人
を C S Wへ連絡し 、マッチングを行います。

○２点
引き続き、必要な社会資源に
つないでいくことが必要です。

継続

近隣住民による定期的な見守りが
必要な人をCSWへ連絡し、マッチ

ングを行います。
（年間１０ケース）

たつせがある

介護の経験や思いを伝える
場ができ、自身や家族の介
護の経験、思いなどを役立
てることができようになりま
す。

介護経験者の話を聞きたい人、話したい人
など、ニーズを把握します。

◎３点
引き続き、必要な方をつない
でいくことが必要です。

継続
介護の体験談をしたい人と話を聞

きたい人をマッチングします。
（年間１ケース）

16 居宅介護支援事業 高齢相談係


