
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会 

第 5 次 宮崎県社会福祉協議会活動推進計画 

～ 県民一人ひとりが  

安心して暮らせる  

まちづくり ～ 



はじめに 

 

 近年、少子高齢化や人口減少に加え、家庭・地域のつながりの希薄化などにより、虐待、

社会的孤立、生活困窮等の地域ニーズはますます複雑化・多様化するとともに、社会保障財

源や福祉人材の確保などの社会福祉制度の根幹に関わる問題が深刻化しています。 

 

こうした中、国においては、「地域共生社会」の実現に向け、様々な施策が実施されていま

すが、改めて、社会福祉法人・施設や市町村社会福祉協議会には、地域福祉推進の中核的な

役割等が期待されています。 

 

一方、都道府県社会福祉協議会は、社会福祉法人・施設や市町村社会福祉協議会を支援し

ていくため、市町村間での情報共有の場づくりや、地域づくりを推進する人材育成等の役割

を担うことが必要と考えます。 

 

このような状況に対応するため、宮崎県社会福祉協議会（以下「宮崎県社協」という。）で

は、従来の中長期計画の名称としていた経営基盤強化という狭いイメージから脱し、本会に

おける地域福祉の一層の推進を図るイメージに転換するため、この度、その名称を「第５次

活動推進計画」として改定しました。 

 

今回の計画では、「県民一人ひとりが安心して暮らせるまちづくり」を基本方針に掲げ、宮

崎県社協の役割に基づいた基本目標や推進項目などを設定し、２０１９年度から２０２３年

度までの５年間の事業活動を示したところであります。 

 

今後は、この計画をとおして、宮崎県や市町村社会福祉協議会、民生委員児童委員、社会

福祉法人・福祉施設、ボランティア・市民活動団体等の福祉関係者はもとより、福祉分野以

外の関係者とも幅広い協働関係を構築しながら、県域における地域福祉の総合的な推進役と

して役職員一体となって取り組んでいく所存です。 

 

 最後に、この計画の策定にあたり、専門的な立場から貴重な御指導をいただきました九州

大学大学院 高野和良 教授をはじめ、多くの貴重な御意見をいただきました関係者の皆様

に心から感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

平成３１年３月 

                社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 

                 会 長  佐 藤 勇 夫 
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県民一人ひとりが 安心して暮らせる まちづくり 

１ 参加と協働によるまちづくりの推進 

２ セーフティネットの強化と権利擁護の推進 

３ 良質な福祉サービスを提供する基盤づくりの推進 

４ 災害における危機管理体制の強化 

５ 宮崎県社会福祉協議会の基盤強化 

● 第１章  計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

宮崎県社協は、平成１１年に第１次計画を策定して以来、平成１６年に第２次、平成

２１年に第３次、平成２６年に第４次計画を策定し、県民の社会福祉ニーズや社会情勢

を踏まえながら、長期的・総合的な展望に基づいた事業を推進してきましたが、第４次

計画策定以降、住民の抱える福祉ニーズがより多様化・複雑化し、これまでの社会福祉

の枠組みでは対応しきれない様々な課題が広がってきています。 

このような状況に対応するため、第４次計画の成果・課題を整理し、次の５年間に向

けて、第５次計画を策定しました。 

 

２ 計画の実施期間と進行管理（ＰＤＣＡサイクルの活用） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の構成 

  本計画は、基本方針、基本目標、推進項目、実施計画で構成しています。 

 

（１）基本方針 

計画の目指すべき方向性（中・長期活動展開の方針）として位置づけています。 

  

 

 

 

（２）基本目標 

基本方針実現のために、今後５年間で取り組む目標です。 

 

 

 

 

PLAN
（計画）

Do
（実施）

Check
（評価）

Action
（改善）

実施期間は、２０１９年度から２０２３年度

までの５か年間とします。 

また、進行管理については、毎年個別事業単

位で評価を行い、その結果を基に次年度の計画

を作成し、具体的事業を展開します。 

なお、計画全体についても３年目（２０２１

年度）に中間評価を行い、必要に応じた見直し

を行います。 
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（３）推進項目 

   基本目標を推進するために、今後５年間で取り組む項目です。（１６項目） 

   推進項目ごとに、第４次計画の検証結果と、宮崎県社協が把握している独自のデー

タを用いて「１ 現状と課題」を分析し、その解決に向けた重点的な取組を「２ 今

後の取組」として明記しています。 

   また、「３ 目標とする指標」では、可能な限り「２ 今後の取組」をふまえた具体

的な数値目標等を掲げています。 

 

（４）実施計画 

   個別事業ごとを基本とした年次計画（具体的実施事業）です。 

   また、実施計画を基に、宮崎県社協が実施するすべての事業を対象に、毎年度個別

事業計画書を作成します。 
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● 第２章  宮崎県社協の現状と課題 

 
 
 

１ 組織体制の活性化  

（１）会員等 

   宮崎県社協の会員は、平成３０年４月１日現在、市町村社協２６社協、民生委員・児

童委員２，６１４名、社会福祉施設７９９施設、となっています。 
   また、賛助会員は、企業・団体８６、社会福祉施設２３、個人８名です。 
   宮崎県社協が民間福祉団体として、地域福祉推進の中核的役割を果たしていくために

は、会員をはじめとして、今後、保健・医療、教育、経済等幅広い分野の関係機関・団

体や関係者との協働が必要となってきます。 
  
（２）理事会、評議員会、監事監査等 

   社会福祉法の改正に伴い、平成２８年に定款を変更し、役員等の定数及び選任方法等

の変更を行いました。 
   現在、理事１４名、監事２名、評議員２８名で、市町村社協、民生委員・児童委員、

社会福祉施設・団体、その他関係機関・団体の代表者、専門家等によって構成されてい

ます。 
   執行機関としての理事会は年３回、議決機関としての評議員会は年２回開催していま

す。主な内容は、事業計画、事業報告、予算、決算の他、事業の執行状況の報告を行っ

ています。   
   監事は、理事の職務を監査していますが、監査体制を構築し、社会福祉法人への信頼

を確立するとともに、法人の経営力強化・効率的な経営の観点から、一定の規模を超え

る社会福祉法人に会計監査人による監査が義務付けられ、宮崎県社協も平成３１年度か

ら会計監査人を設置することになりました。 
 
（３）種別協議会 

   宮崎県社協には９の種別協議会が設置され、それぞれの事務を宮崎県社協事務局が担

っています。民生委員・児童委員協議会、社会福祉施設等種別協議会等の事務局運営を

行っており、事務取扱の大部分を宮崎県社協職員が対応していますが、社会福祉ニーズ

の変化や事業の拡大等により、事務は質・量ともに増加しています。 
   社会福祉法の改正をはじめ、社会福祉法人施設等を取り巻く環境は大きく変わってき

ているため、将来を見据えてそれぞれの種別協議会と協働して、政策提言や予算要望活

動など社会福祉施設等の支援を図っていく必要があります。 
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２ 財政基盤の強化 

  宮崎県社協の財源は、平成２９年度決算（一般会計及び生活福祉資金会計）によると、

会費４．７％、寄付金０．４％、補助金１４．８％、受託金７．８％、貸付事業収入１０．

９％、事業収入４７．５％、負担金２．１％、受取利息配当金３．４％、基金等取崩収入

６．５％となっています。 
  人件費については、約７割が補助金、受託金となっており、今後も継続的な確保に努め

ていく必要があります。補助金、委託金においては、事業を展開するための事業費だけで

なく、運営管理するための費用確保が課題となっています。 
  また、自主的・持続的な法人経営を支えていくために必要な収益確保に努めていく必要

があります。 
 
 
３ 事務局体制の強化 

  事務局は、平成３０年度においては、総務企画部（総務企画課、福祉サービス推進室）、

地域福祉部（生活支援課、地域・ボランティア課、施設支援課）、安心生活部（長寿社会推

進センター、権利擁護支援センター）、人材研修部（福祉人材センター、社会福祉研修セン

ター）の４部（４課、４センター、１室）の体制となっています。 
  組織編成は事業ごとの業務別編成となっていますが、事業によっては横断的な推進がで

きるよう、連絡会議を行いながら進めているものもあります。 
  事務局体制については、宮崎県社協の事業規模に応じた職員の適正配置や組織の再編成

について検討する必要があります。 
  職員は、平成３０年４月１日現在、総数８２名で、内訳は正規職員３２名（県からの出

向職員２名）、業務職員４１名、臨時職員９名となっています。 
  正規職員の採用については、財源等の問題もあり、欠員の補充採用の形で職員確保を行

№ 種別協議会 
１ 民生委員児童委員協議会 
２ 市町村社協連絡協議会 
３ 社会福祉施設経営者協議会 
４ 老人福祉サービス協議会 
５ 障害者支援施設協議会 
６ 社会就労センター協議会 
７ 知的障害者施設協議会 
８ 児童福祉施設協議会 
９ 地域包括・在宅介護支援センター協議会 
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っていますが、業務量が増加している中で、正規職員以外の業務職員、臨時職員で対応せ

ざるを得ない状況です。 
  一方、労働関係法の改正等を踏まえ、介護・育児休暇制度の整備や業務職員の一部に無

期雇用（専任業務職員）を導入したり、福利厚生の取扱いを正規職員に近づけるなど取り

組んでいますが、今後も更に国の動き等を見据えながら対応していく必要があります。 
  また、職員の資質向上については職員研修要綱を策定し、業務を遂行する上で必要な知

識、技能及びその基礎となるべき一般教養の向上を図るための取組を行っています。 

 
 
４ 事業の現況と課題 

（１）市町村社協に対する支援 

地域住民が抱える福祉ニーズが複雑・多様化する中、市町村社協は公共性の高い組織

として、地域ニーズを的確に把握し、これらのニーズに対応した多様な取組の実施が求

められています。 

   このため、宮崎県社協では「社協・生活支援活動強化方針」の具体化を図るため、第

４次計画で「社協・生活支援まちづくり強化プロジェクト」を位置づけ、市町村社協を

指定したモデル事業などを重点的に実施してきました。 
   また、地域福祉を推進していくためには、地域住民の主体的な参加なくしては図れな

いことから、宮崎県社協では福祉教育とボランティア活動の推進にも力を入れています。

特にこれからは人口減少や核家族化などの影響もある中で地域福祉の担い手を確保、育

成していくことが難しくなることが予測されますが、地域住民や自治会組織等の地縁団

体、ボランティア・ＮＰＯ、企業や社会福祉法人など、多様な主体が参加しやすい環境

や仕組みを地域に作っていくことが必要です。そのプラットフォーム的な役割を市町村

社協が担っていくことが期待されます。 
   市町村社協は、事業内容や職員体制、財源等の規模もさまざまで、それぞれに課題を

抱えていることから、今後、宮崎県社協においては市町村社協全体を対象とした支援に

とどまらず、個々の市町村社協の状況に応じた重点的な支援に努めていく必要がありま

す。 
 
（２）社会福祉法人施設への支援 

   社会福祉法人改革が推進される中、社会福祉法人においては、地域における公益的活

動に取り組むことが求められています。また、種別協議会各組織の枠を超えた連携や協

働が課題となっています。 
   宮崎県社協では、平成２９年１月から複数の社会福祉法人が連携して財源を拠出し、

制度の狭間にある生活困窮者の支援を行う「みやざき安心セーフティネット事業」を立

ち上げ、社会福祉法人施設、市町村社協、民生委員・児童委員の連携・協働のもとに取

組んでおり、成果も上がってきています。 
   今後は、事業の円滑な推進とこの事業をもとに地域の福祉ニーズに応える協働事業の
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検討や開発等が課題です。 
 
（３）福祉人材の確保と育成 

   急速な少子・高齢化の進展等により、福祉・介護ニーズの増大が見込まれる中、介護

保険や障害福祉サービス等を担う施設・事業所では、必要な職員の確保・定着が厳しい

状況になってきていますが、今後人口減少に伴い労働人口も減少していくことから、福

祉人材の確保はますます重要な課題となっています。 
   また、高齢者の介護予防、認知症ケア、障がい者の地域生活移行、就労支援など、福

祉サービスも質的に変容してきているとともに、家庭や地域の介護・養育力の低下、虐

待の深刻化など社会的養護の一層の充実が必要になってきており、多様化する福祉・介

護ニーズに対応していくための職員の質の向上やキャリアパスの取組、労働環境の改善

等も重要な課題となっています。 
   また、国においては、不足する介護人材の確保対策として、外国人労働者の受入を緩

和するため出入国管理法の改正が行われたところであり、外国人労働者の受入に対する

状況を把握していく必要があります。 
 
（４）セーフティネットの強化と権利擁護の推進 

   権利擁護支援センターにおいて、３つのセンターを設置し高齢者や障がい者等の権利

擁護の推進に取り組んでいます。 
   あんしんサポートセンターでは、平成１１年１０月から国・県の補助金により「日常

生活自立支援事業」を実施しており、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の

判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助や金銭管理等を行い、地域生活を支え

る事業として定着してきており、平成３０年１０月末現在、認知症高齢者２１５名、知

的障がい者２７３名、精神障がい者２０６名、その他５３名の計７４７名の方が利用さ

れています。 
   成年後見制度を補完する事業として、今後も需要の増加が見込まれますが、利用希望

者の増に加え、対応に苦慮するケースの増、関係機関に対する事業の理解促進、実施体

制（財源、人員）の確保、担い手である専門員や生活支援員の質の向上、成年後見制度

へのスムーズな移行など、様々な課題を解決していくことが必要です。 
   また、本事業では、利用者の預金の引き出しや通帳、印鑑等の預かりなどを行うこと

から、日頃から不詳事故防止に努めるとともに、事故防止のための体制整備を行う必要

があります。 
   高齢者総合支援センターでは、県の委託を受け、市町村や地域包括支援センター等に

対し、専門的な支援を行うとともに、高齢者虐待の防止、成年後見制度の活用、法人後

見体制整備の支援など、権利擁護や地域包括ケアの促進に係る多様な事業を行っていま

す。 
   障がい者権利擁護センターでは、県や関係機関・団体等と連携し、市町村や障害者施

設等の虐待対応に係る支援体制の整備を図ることや障がい者虐待の問題について理解を
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深めるとともに、専門性の強化に努めていますが、対応能力の向上と平準化が課題とな

っています。 
 
（５）災害に係る支援体制の充実・強化 

   災害発生時には、社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを立ち上げ、地元住民

やＮＰＯ、ボランティアなど県内外の関係者とともに、被災された方々の生活再建を支

援することが定着してきました。 
   このような中、宮崎県社協では新燃岳噴火災害、東日本大災害の教訓を踏まえ、平成

２３年１２月に「宮崎県・市町村社協災害時相互応援協定」を締結し、県・市町村社協

間の応援体制の構築や「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」の策定、災

害ボランティアセンター設置運営訓練や研修を行い、災害への備えを行ってきました。 
   そうした中、災害ボランティア活動は被災者住宅の片づけ等の初動期活動だけでなく、

被災者の生活再建に向けた幅広いニーズに対応した長期的な支援活動が求められてきて

おり、ＮＰＯやボランティア団体等のそれぞれの有するスキルやノウハウを活かした支

援が行えるよう多様な主体との連携が重要になっています。 
   また、「南海トラフ地震」をはじめ、今後想定される大規模災害に備えるためには、行

政や社協、ＮＰＯやボランティア団体等との連携体制を平時から確立しておくことが課

題となっています。 
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● 第３章  基本目標と推進項目  

 

 

＜５本の基本目標と１６本の推進項目＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 基本目標１「参加と協働によるまちづくりの推進」・・・・・・・・・・10 

・推進項目１「福祉教育とボランティア・市民活動の推進」 

     ・推進項目２「地域福祉推進体制の構築」 

     ・推進項目３「市町村社会福祉協議会への支援」 

     ・推進項目４「高齢者の健康、生きがいづくりと社会参加の推進」 

     ・推進項目５「地域福祉推進のための財源の確保と活用の推進」 

 

○ 基本目標２「セーフティネットの強化と権利擁護の推進」・・・・・・・22 

   ・推進項目１「高齢者、障がい者等の権利擁護と相談機関等への支援の推進」 

    ・推進項目２「社会福祉サービスの運営適正化の推進」 

    ・推進項目３「生活福祉資金等による自立の支援」 

     

○ 基本目標３「良質な福祉サービスを提供する基盤づくりの推進」・・・・29 

    ・推進項目１「社会福祉法人の経営支援」 

    ・推進項目２「福祉サービスの質の向上」 

    ・推進項目３「福祉人材の確保」 

    ・推進項目４「福祉人材の育成と資質の向上」 

 

○ 基本目標４「災害における危機管理体制の強化」・・・・・・・・・・・40 

    ・推進項目１「災害に備えた支援体制の充実・強化」 

    ・推進項目２「災害時における支援活動の推進」 

 

○ 基本目標５「宮崎県社会福祉協議会の基盤強化」・・・・・・・・・・・45 

    ・推進項目１「組織基盤の強化」 

    ・推進項目２「財政基盤の強化」 
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

福祉教育推進事業指定社協数 4か所 2か所 2か所 2か所 2か所

福祉教育推進研修会受講者数 63人 98人 62人 85人 125人

事例集発行部数 200冊 220冊 220冊 220冊 220冊

       

 

 

 

推進項目１ 福祉教育とボランティア・市民活動の推進  

 

１ 現状と課題 

○ 福祉教育の推進については、市町村社協を指定して福祉教育推進事業（毎年度２か所

指定）を実施していますが、指定した市町村社協においては、福祉への関心を高める講

演会やイベント等の学びの場をつくり、住民同士の支え合いや助け合う意識の醸成、ボ

ランティア活動やサービスラーニング（奉仕活動と学習活動の実践を統合させた学習方

法）などを通じた地域住民の主体的な福祉活動につなげる取組が行われています。 

 

○ 今後は、その他の市町村社協においても、子どもから大人までの幅広い世代が自らの

地域課題に気づき、我が事として自らその改善・解決を試みるような福祉教育による働

きかけが重要となっています。 

 

○ 宮崎県社協では福祉教育に携わる人材育成のための研修を実施していますが、教職員

の参加が少ないことから学校側の理解と参加をすすめ、学校と地域の連携による福祉教

育の推進を図る必要があります。（資料１） 

 

【資料１】福祉教育推進事業 

 

 

 

 

 ○ ボランティア・市民活動の推進については、市町村ボランティアセンターの事業に対

する助成やボランティア活動に対する実態調査、ホームページ「ぶーら・ボ～ラ」等で

のボランティア関連情報の提供、ボランティアコーディネーターの人材育成、災害ボラ

ンティア活動の推進等に取り組んでいます。（資料２） 

 

 ○ 少子高齢化や核家族化の進行、個人の価値観やライフスタイルの多様化等を背景に、  

公的な福祉サービスだけでは充足できない多様な生活課題が顕在化していることから、

平成３０年度に市町村ボランティアセンターの機能強化を図るための「市町村ボランテ

ィアセンター強化方策」（以下「強化方策」という。）を策定しました。今後は強化方策

の普及や活用の促進が課題となっています。  

 

 

基本目標１ 参加と協働によるまちづくりの推進 
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【資料２】県内ボランティア団体登録数及び市町村ボランティアセンター助成額 

 

 

 

 

２ 今後の取組 

（１）子どもから大人まで幅広い世代への福祉教育の推進 

 学校と地域の連携による福祉教育を行う市町村社協へ助成するとともに、教職員や市

町村社協職員、民生委員・児童委員、その他地域の関係者に対する研修を行い、子ども

から大人までの幅広い世代への福祉教育の推進を図ります。 
また、市町村社協を指定した福祉教育の取組について、他の市町村社協の参考に資す

るような事例集を作成し、県内における福祉教育の推進につないでいきます。 
 

（２）県民のボランティア・市民活動への参加促進 

ア 市町村ボランティアセンターの支援 

    県内のボランティア活動や市町村ボランティアセンター事業の実態を把握するため

の各種調査を実施するとともに、市町村ボランティアセンターの強化方策の普及啓発

及び効果的な事業実施のための助成に努めます。 

イ ボランティア活動の広報啓発 

    ホームページ「ぶーら・ボ～ラ」や Facebook を活用して、県内ボランティア活動の  

情報発信に努めます。また、マスコットキャラクター「ボラみん」の着ぐるみの貸出

しを含めたボランティア活動の広報啓発に努めます。 

ウ ボランティア活動の人材育成 

    みやざきボランティア体験月間事業（７月から９月まで）を通じて、県民のボラン

ティア活動へのきっかけづくりや参加促進を図ります。さらに市町村ボランティアセ

ンターのボランティアコーディネーターを対象に研修を実施し、資質の向上を支援し

ます。 

 

 

 

 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

ボランティア登録団体数 1,961団体 1,990団体 2,027団体 2,009団体 2,124団体

市町村VC支援事業助成額 13,000千円 12,700千円 12,700千円 15,000千円 15,000千円
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推進項目２ 地域福祉推進体制の構築  

 

１ 現状と課題 

○ 県及び宮崎県社協においては、地域福祉推進のリーダーを育成するため、地域生活課

題の解決に向けてリーダーシップを発揮する役割を担う地域福祉コーディネーターを養

成しており、平成３０年度末で７０６名が修了しています。（資料１）地域福祉コーディ

ネーターは、市町村社協、社会福祉施設、ＮＰＯ法人、行政など、それぞれの所属組織

の特徴や専門性を活かした活動が行われていますが、その一部には具体的な活動につな

がっていない状況も見られることから、これへの対応を図る必要があります。 

 

【資料１】地域福祉コーディネーター養成研修修了者数 

 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

地域福祉コーディネーター 

養成人数 
56 人 66 人 68 人 69 人 61 人 

（累計） 442 人 508 人 576 人 645 人 706 人 

 

○ 県及び宮崎県社協においては、県域を営業エリアとする電気、ガス、新聞、宅配業者

等の民間事業者等と協定締結し、訪問先で異常があった場合の地域見守りネットワーク

「みやざき地域見守り応援隊」を構築しています（平成３１年２月末現在２１事業者と

協定）。民間事業者からの連絡・通報の中には、自宅で死亡していたところを発見したり、

体調が悪いところを消防等に通報し一命をとりとめた事例もあるなど成果を上げていま

す。今後とも支援が必要な人を早期発見するために民間事業者等と連携し、地域におけ

る見守り体制の充実に努める必要があります。（資料２） 

○ また、企業等の地域貢献活動の支援として、市町村域の民間事業者と市町村社協等が

協定締結する場合に助成する「地域見守り応援活動推進事業」や「地域貢献活動応援セ

ミナー」等による普及啓発を行ってきましたが、これ以上の事業の進展や効果が見込め

ないことから、事業の再構築が必要となっています。 

 

【資料２】みやざき地域見守り応援隊通報件数 

※平成３０年度は平成３０年１２月末現在の数値 

 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 合計 割合 

警察・消防への通報 10 件 15 件 29 件 17 件 18 件 89 件 66.4% 

市町村への通報 10 件 21 件 8 件 1 件 5 件 45 件 33.6% 

合  計 20 件 36 件 37 件 18 件 23 件 134 件 100.0% 

基本目標１ 参加と協働によるまちづくりの推進 
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○  宮崎県社協においては、定款３５条に基づき、市町村社協、民生委員・児童委員、社

会福祉法人・福祉施設等の各種別協議会を設置し、本県における社会福祉事業その他社

会福祉に関する活動の活性化等を図ることにより、地域福祉の推進に寄与しています。 

○  平成２８年４月施行の改正社会福祉法により、社会福祉法人の地域公益活動が責務化

される中、宮崎県社協は平成２９年１月に県内の複数社会福祉法人が連携して財源を拠

出し、生活困窮者支援を行う「みやざき安心セーフティネット事業」を立ち上げ、制度

の狭間にある生活課題への対応を図っています。（資料３、資料４） 

 

【資料３】地域における公益的な取組の実施状況 

項目 法人数 割合 

地域における公益的な取組を実施している 

(うち、みやざき安心セーフティネット事業のみ実施している) 

117 法人 

（44 法人） 

89.4％ 

（33.6％） 

複数の法人と連携して地域における公益的な取組を実施している 

(みやざき安心セーフティネット事業を除く) 

26 法人 19.8％ 

※社会福祉法人経営者協議会アンケート調査（平成 30 年 7～9月実施・131 法人より回答） 

 

【資料４】みやざき安心セーフティネット事業支援実績 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

参加法人（施設）数 27 法人（44 施設） 133 法人（169 施設） 139 法人（179 施設） 

新規相談受付世帯数 16 世帯 140 世帯 94 世帯 

経済的援助金額 245,645 円 4,764,223 円 4,456,825 円 

※平成３０年度は平成３０年１２月末現在の数値 

 

 

２ 今後の取組 

（１）地域福祉コーディネーターの育成と活動支援 

市町村社協職員、社会福祉施設職員等に対し研修を行い、地域資源（人・サービス等）

を活用できる地域福祉コーディネーターとして育成します。 

また、地域福祉コーディネーターが活動しやすい環境づくりや役割を発揮するための

スキルアップ研修・連絡会議等の充実に努めます。 

 

（２）みやざき地域見守り応援隊と連携した地域見守り活動の充実 

ホームページ等を活用してみやざき地域見守り応援隊の普及・啓発を図るとともに、

新たな民間事業者との協定締結に努め、地域における見守り体制の充実に努めます。       

また、みやざき地域見守り応援隊に参画する民間事業者の連絡会議を開催し、日頃の

地域見守り活動に関する情報交換や留意点を確認するなど、地域見守り活動の充実に努

めます。 
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（３）企業等における社会貢献活動の促進 

   ホームページを活用し、企業等の取組を紹介するなど、企業等の社会貢献活動の普及

に努めます。 

 

（４）多様な主体との連携・協働の場づくりとネットワークの構築 

      地域住民、民生委員・児童委員、ボランティア・ＮＰＯ、市町村社協、社会福祉法人、

企業・団体など、多様な主体が一堂に会する場をつくり、「見守り」「生活支援」「居場所

づくり」等をテーマに県内の取組事例等を共有し相互の交流を図ることで、多様な連携・

協働を創り出し、県民相互の支え合いや助け合いの輪をさらに広げます。 

また、これをきっかけに多様な主体が協働する共助の仕組みや新たなネットワーク構

築の支援に努めます。 

 

（５） 種別協議会の運営を通じた地域福祉の推進 
種別協議会の事務局としてその運営を支援するとともに、それぞれの専門的事項の課

題解決に協働して取り組みます。また、各種別協議会の研修等を通じて、社会福祉従事

者の資質向上、自律的な社会福祉法人経営及び地域における公益的な取組を支援し、地

域福祉の推進に努めます。 

 

（６） みやざき安心セーフティネット事業の充実 

みやざき安心セーフティネット事業について、広く県民に周知し社会福祉法人への理

解や信頼を得るとともに、参加法人（施設）の拡大や相談員の相談援助技術向上のため

の研修等を実施し、本事業における生活困窮者支援の充実に努めます。 

また、本事業では対応が困難な地域の福祉ニーズを蓄積し、これに対応するために必

要な事業の検討・実施に努めます。 

 

３ 目標とする指標 

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

地域福祉コーディ

ネーター養成人数 
50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 

（累計） 758 人 808 人 858 人 908 人 958 人 

みやざき地域見守

り応援隊への参画

事業者数 

 22 事業者 
 

 23 事業者 

みやざき安心セー

フティネット事業

参加法人数 

145 法人 150 法人 155 法人 160 法人 165 法人 
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推進項目３ 市町村社会福祉協議会への支援 

 

１ 現状と課題 

○ 宮崎県社協では、全社協・地域福祉推進委員会が提案する社協・生活支援活動強化方

針の具体化を図るため、第４次計画に「社協・生活支援まちづくり強化プロジェクト」を

位置づけ、モデル事業など各種の取組を重点的に実施してきました。これにより、指定

した市町村社協では、総合相談・生活支援体制や住民参加による地域づくりが強化され

ました。 

○ また、平成３０年度に市町村社協に対し実施した「社協・生活支援活動強化方針チェ

ックリスト」では、「強化方針の柱」の実現のために強化すべき行動の全ての項目におい

て本県の実施率が全国平均を上回りましたが、本県・全国とも「相談・支援体制の強化

（生活支援体制づくり）」、「地域づくりのための活動基盤整備」の項目が他の項目よりも

実施率が低く、これらが今後強化すべき課題であることが明確となりました。（資料１） 

○ 市町村社協は、市町村の人口規模や福祉施策、地域生活課題の状況等によって事業内

容や職員体制、財源等の規模も様々であることから、今後、市町村社協の経営課題を把

握しながら課題を抱える市町村社協への重点的な支援が課題となっています。（資料２） 

 

【資料１】社協・生活支援活動強化方針チェックリスト集計結果 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 参加と協働によるまちづくりの推進 

a b

１　アウトリーチの徹底 18 54 23.8 20.8 44.1% 38.5%

２－１　相談・支援体制の強化
         （総合相談体制の強化）

12 36 21.7 19.6 60.3% 54.4%

２－２　相談・支援体制の強化
         （生活支援体制づくり）

20 60 18.8 17.9 31.3% 29.8%

３　地域づくりのための活動基盤整備 18 54 20.2 19.3 37.4% 35.7%

４　行政とのパートナーシップ 14 42 19.1 15.4 45.5% 36.7%

合　計 82 246 103.6 92.9 42.1% 37.8%

全国 全国宮崎県 宮崎県

「強化方針の柱」の実現のために
　強化すべき行動

項目数 満点
合計点
平均

実施率

c c/b
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【資料２】市町村社協事業活動状況等 

【調査時点：平成３０年４月１日、対象：２６市町村社協（９市、１４町、３村）】 

【計画策定】 

○地域福祉活動計画（社協活動発展・強化計画含む） ２３社協（88.5％） 

【組織化活動】 

○地区（校区）社協    ８社協（30.8％） ○高齢者関係当事者組織化支援    ９社協（34.6％） 

○地区（校区）福祉会等  ４社協（15.4％） ○障がい児・者関係当事者組織化支援 ８社協（30.8％） 

○地区福祉委員      ７社協（26.9％） ○社会福祉法人等連絡会      １０社協（38.5％） 

○小地域座談会      ７社協（26.9％） 

【相談事業】 

○地域包括支援センター受託状況 １４社協（53.8％） ○障害者基幹相談支援センター ３社協（11.5％） 

○心配ごと相談         １４社協（53.8％） ○子ども家庭支援センター   １社協（3.8％） 

○総合相談           １８社協（69.2％） ○生活困窮者自立支援事業   ７社協（26.9％） 

 【介護保険サービス】 

○居宅介護支援         ２０社協（76.9％） ○通所介護         １２社協（46.2％） 

○訪問介護           ２０社協（76.9％） ○小規模多機能型居宅介護   １社協（3.8％） 

○訪問入浴介護          ８社協（30.8％） 

 【介護予防・日常生活支援総合事業】 

○訪問型サービス        １９社協（73.1％） ○地域介護予防活動支援事業  ８社協（30.8％） 

○通所型サービス        １８社協（69.2％） ○一般介護予防事業評価事業  ２社協（7.7％） 

○その他の生活支援サービス    ９社協（34.6％） ○介護予防普及啓発事業    ８社協（30.8％） 

○介護予防把握事業        ６社協（23.1％） 

○生活支援コーディネーターの配置 １５社協（57.7％） 

○地域リハビリテーション活動支援事業 １社協（3.8％） 

 【障がい福祉サービス】 

○居宅介護           １９社協（73.1％） ○相談支援事業所      １０社協（38.5％） 

○自立訓練           １社協（3.8％）  ○就労継続支援事業所     １社協（3.8％） 

【在宅福祉サービス】 

○小地域ネットワーク活動 １１社協（42.3％）  ○つどいの広場          １社協（3.8％） 

○高齢者サロン      ２３社協（88.5％）  ○放課後児童クラブ        ９社協（34.6％） 

○障がい児・者サロン    ３社協（11.5％）  ○ファミリーサポートセンター   ４社協（15.4％） 

○子育てサロン       ８社協（30.8％）  ○住民参加型在宅福祉サービス   ７社協（26.9％） 

○ミニデイサービス     ３社協（11.5％）  ○寝具洗濯・乾燥・消毒      ８社協（30.8％） 

○食事サービス（毎日型） １１社協（42.3％）  ○福祉用具の清掃（車いすを除く）１７社協（65.4％） 

○食事サービス（ふれあい型）２社協（7.7％）   ○家族介護教室          ８社協（30.8％） 

○学童保育         ４社協（15.4％）   ○介護者のつどい        １０社協（38.5％） 

○子ども食堂         ４社協（15.4％） 
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【日常生活支援事業】 

○日常生活自立支援事業  ２６社協（100％）  ○移送サービス              ８社協（30.8％） 

○法人後見事業       ５社協（19.2％）   ○たすけあい資金・小口資金貸付 ２４社協（92.3％） 

○預かりサービス      ６社協（23.1％） 

【ボランティアセンター事業】 

○ボランティアセンター事業 ２６社協（100％） 

【職員配置状況】 

○職員数 ２，３２５人（正規職員 556 人、非正規職員 1,769 人） 

 

２ 今後の取組 

（１）市町村社協の実態把握と課題の明確化 

市町村社協支援の基礎資料として各市町村社協の組織体制や事業内容をまとめた市町

村社協活動便覧を作成しホームページ等で広報します。 

また、「社協・生活支援活動強化方針」チェックリストを活用し、各市町村社協の事業

実施状況や課題の明確化に努めます。 

 

（２）市町村社協における組織運営管理の支援 

市町村社協は今日的な地域生活課題の解決に向けて、その存在意義や活動の方向性を

再確認し、地域福祉推進の中核的な組織としての役割を果たすことが求められているこ

とから、市町村社協の事務局長が自らの組織の置かれている状況を見極め、将来的なあ

り方を検討するための必要な知識や職員育成、組織運営管理の考え方などを学び、その

課題解決に向けた取組を推進することを目的とした研修・会議を行います。 

 

（３）市町村社協への個別支援 

市町村社協活動便覧及び「社協・生活支援活動強化方針」チェックリストの結果を踏ま

え、市町村社協の巡回訪問を実施し、重点的な個別支援に努めます。 

 

（４）市町村社協連絡協議会との連携・協働 

社協職員の人材育成や介護保険事業の経営、地域共生社会に向けた社協活動の展開など、

市町村社協に共通する悩みや課題をテーマ設定し、市町村社協連絡協議会と連携・協働して

その課題解決に努めます。 
 

３ 目標とする指標 

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

社協・生活支

援活動強化方

針チェックリ

スト実施率 

44％ 46％ 48％ 49％ 50％ 
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推進項目４ 高齢者の健康、生きがいづくりと社会参加の推進 

 

１ 現状と課題 

 〇 本県においては、総人口や労働力人口が減少していく中、高齢者人口は増加しており、

介護や医療などの社会保障費が増大することが懸念される一方、豊富な知識、経験や、

社会参加意欲を持った高齢者が増加することが期待されます。 

 

 〇 高齢者が自身の状況に応じ、生きがいを持って社会参加することは、健康維持につな

がることはもとより、社会保障費の軽減に寄与することも期待されます。 

 

 〇 このような中、要介護高齢者などを対象に毎年開催している全国唯一の「心豊かに歌

う全国ふれあい短歌大会」は、高齢者の生きがいづくりに貢献しています。 

 

 〇 一方、スポーツ・文化種目を通じた競技会である「宮崎ねんりんピック交流大会」で

は、近年、参加者が低迷するなどの課題も抱えています。 

 

 〇 今後、高齢者が、それぞれの体力や長年培ってきた知識や経験、技能、意欲などのシ

ニアパワーを生かし、スポーツ・文化活動はもとより、社会福祉に関する活動など、様々

な活動の場に参加する環境や仕組みを構築する必要があります。 

 

２ 今後の取組 

（１）高齢者の社会参加を通じた健康、生きがいづくりの支援  

「宮崎ねんりんピック交流大会」、「全国健康福祉祭への選手派遣」や「心豊かに歌う全

国ふれあい短歌大会」などのスポーツ・文化イベントの開催を通じ、高齢者の心身の状

況に応じた健康づくり、生きがいづくりを支援します。 

   また、イベント参加者を地域で活用するなど、事業成果を地域社会に還元する仕組み

を検討します。 

 

 (２) 多様なシニアパワーの活用促進  

シニアパワーを生かし、高齢者の多様な活動の場づくりを進めるため、NPO 活動の立ち

上げや PR支援等を通して NPO 活動等への参加を促進します。 

また、スポーツを通じた生きがいづくりや介護予防の観点から、高齢者が気軽に取り

組めるニュースポーツを普及するため、普及に必要な指導者を着実に養成します。 

さらに、高齢者が介護の担い手として活躍してもらうため、介護施設において就労体

験を行うなど、新たな仕組みを検討します。 

 

基本目標１ 参加と協働によるまちづくりの推進 
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３ 目標とする指標 

 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

宮崎ねんりんピック交流大

会参加者数 
3,500 人           3,500 人           3,500 人           3,500 人           3,500 人           

全国健康福祉祭選手派遣数 150 人 150 人 150 人 150 人 150 人 

心豊かに歌う全国ふれあい

短歌大会応募者数 
2,600 人 2,600 人 2,600 人 2,600 人 2,600 人 

シニアインターンシップ参

加者数(延べ人数) 
250 人 250 人 250 人 250 人 250 人 
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推進項目５ 地域福祉推進のための財源の確保と活用の推進 

 

１ 現状と課題 

○ 公的制度の対象となりにくい民間の社会福祉に関する事業に対して助成を行う「ふる

さと愛の基金」事業は、毎年度同じ事業で本基金を活用する団体が多く、新規の要望団

体や事業が出てこない状況にあります。 

 

○ 中国帰国者の自立に対する支援や障がい児・者の自立に対する支援を目的とする「佐

藤棟良福祉基金」事業のうち、中国帰国者の自立に対する支援のほとんどは修学費の助

成ですが、対象者が年々減少しています。 

 

○ 宮崎県社協は、毎年、寄付金や車両をはじめとする多岐に亘る物品の寄贈を受けてお

り、これらを地域福祉の推進に役立てていますが、今後とも継続して寄付や寄贈等を受

けられるよう広報等に努める必要があります。 

 

【資料１】ふるさと愛の基金等による助成件数及び寄付金、物品寄贈の件数 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

ふるさと愛の基

金による助成件

数 
１４０件 ９８件   ８４件 ６９件 ７９件 

佐藤棟良福祉基

金による中国帰

国者に対する助

成件数 

２４件 ２２件 ２６件 １９件 １８件 

寄附金、物品寄

贈の件数  
  １７件 

(寄付 8 寄贈 9) 

  ２０件 

(寄付 8 寄贈 12) 

１８件 

(寄付 7 寄贈 11) 

２４件 

(寄付 11 寄贈 13) 

(注) １５件 

(寄付 3 寄贈 12) 

（注）は平成３０年１２月３１日現在の数値 

 

２ 今後の取組 

（１）ふるさと愛の基金事業の広報の強化 

新規の要望団体や事業を募るため、マスメディアの活用や市町村社協の広報誌への掲 
  載依頼など広報活動の強化を図ります。 
 
（２）佐藤棟良福祉基金事業の今後の基金活用方策の検討 

障がい児・者に対する支援を継続するとともに、中国帰国者の自立に対する支援の対

象者が少なくなるのを見据えた基金の活用方策について検討していきます。 
 

基本目標１ 参加と協働によるまちづくりの推進 
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（３）継続して寄付または寄贈を受けるための広報等への取組 

 引き続き寄付や多岐に亘る寄贈を受けられるよう県社協機関紙及びホームページ等で 

積極的に広報を行うとともに、寄付者に対する表彰等に的確に取り組みます。 
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推進項目１ 高齢者、障がい者等の権利擁護と相談機関等への支援の推進 

 

１ 現状と課題 

〇 宮崎県あんしんサポートセンターでは、国・県の補助金をもとに宮崎県社協が実

施主体となって日常生活自立支援事業の運営を行っており、事業の一部を２６市町

村社協に委託し事業を推進しています。 

    認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の権利擁護と地域生活を支える事業

として定着してきており、成年後見制度を補完する事業として今後も需要の増加が

見込まれます。 

〇 なお、事業における支援の内容が十分理解されず、支援の範囲をこえた内容の対

応を利用者や関係者から求められる場合や、成年後見制度への移行がスムーズに進

まず、判断能力の著しく低下している利用者を支援継続せざるを得ないケースも見

受けられます。 

 

【資料１】日常生活自立支援事業の実利用者数・新規契約者の推移 

      平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

実利利用者数 763 人 781 人 777 人 752 人 747 人 

新規契約者数 168 人 149 人 157 人 128 人 120 人 

 

【資料２】宮崎県における成年後見制度の申立て件数・利用者数の推移（宮崎家庭裁 

判所調べ） 

      平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 

申立件数 283 件 314 件 365 件 407 件 416 件 

成年後見制度利

用者数 
1,840 人 1,948 人 2,083 人 2,241 人 2,406 人 

 ※申立件数は、当該年の１月から１２月までに申立のあった件数。 

 ※成年後見制度利用者数は、各年１２月末日現在。 

〇 宮崎県高齢者総合支援センターでは、県の委託を受け、高齢者総合支援センター

の運営を行っています。 

     本センターは、市町村や地域包括支援センター等に対する地域包括ケアに関する

専門的な支援や、高齢者虐待の防止、成年後見制度の活用等の権利擁護の支援を行

う等市町村における地域包括ケアシステムの構築を支援することを目的に、研修や

講座、相談支援活動など多様な事業を行っています。 

 

基本目標２ セーフティネットの強化と権利擁護の推進 
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   〇 「地域包括支援ネットワーク構築支援事業」の推進 

     地域ケア会議に対する助言等を行う広域支援員の配置や、弁護士等の専門職を派

遣し助言等を行うほか、認知症高齢者の対応や福祉用具の適切な活用を促進するた

めのケアマネジメント研修、総合相談等の能力向上を図るための研修等を行ってい

ます。 

     なお、地域包括ケアシステムの推進や構築において、市町村間で意識や対応に温

度差があるため、より実効的な研修を行い平準化とスキルアップを図る必要があり

ます。 

 

   〇 「高齢者権利擁護支援事業」の推進 

     高齢者虐待の防止や成年後見制度の活用を促進するため、広域支援員等と連携し

ながら市町村や地域包括支援センターに対する支援や研修会を行うとともに、高齢

者の権利擁護に関する県民への啓発活動を行っています。 

なお、虐待対応において、市町村間で意識や対応に温度差があるため、専門職チ

ーム派遣の周知徹底を図るほか専門職チームを活用したより実効的な内容の研修を

行い平準化を促進していく必要があります。 

 

【資料３】高齢者虐待専門職チーム派遣数の推移 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

   ８件   １件   ９件   ６件   ８件 

    ※平成３０年度は平成３１年２月末日現在の数値 

   〇 宮崎県障がい者権利擁護センターでは、県の委託を受け障がい者権利擁護支援セ

ンターの運営を行っています。    

本センターは、県及び関係機関団体等と連携し、市町村や障害者施設等の虐待対

応に係る専門性の強化を図ることを目的に研修や相談支援活動などを行っています。  

なお、虐待対応において、市町村間で意識や対応に温度差があるため、専門職チ

ーム派遣の周知徹底を図るほか専門職チームを活用したより実効的な内容の研修を

行い平準化を促進していく必要があります。 

 

【資料４】障がい者虐待専門職チーム派遣件数の推移 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

   ８件   １件   ９件   ６件   ５件 

※平成３０年度は平成３１年２月末日現在の数値 

 

   〇 また、県の委託を受け権利擁護推進体制強化事業を推進しています。 

   本事業では、身近な地域で後見活動を担う市民後見人の養成や市町村社協による

法人後見の体制整備を行うことを目的として研修を開催しています。 

〇 現在、８か所の社協において法人後見の取組が始まっており、これまで３９名の

市民後見人の養成を行っていますが、市町村によっては養成研修を修了した方の活
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動の場がなかったりするなどの課題もあり、今後は、市町村社協における法人後見

体制整備の支援を行う必要があります。 

 

【資料５】法人後見支援養成研修の修了者数の推移 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

修了者数  ２０人   １９人  ４１人 

 

２ 今後の取組 

（１）宮崎県あんしんサポートセンターの運営 

県民や関係者への本事業の支援内容や範囲、対象者等について周知を徹底します。 

また、事業の主たる担い手である専門員・生活支援員の資質の維持向上を図るために、

より実践に即した研修を行うほか事業の適正な運営が行われるよう、日常業務や専門員

会議、研修や訪問調査（年１回）を通して指導・助言を行います。 

さらに、本事業から切れ目なく成年後見制度による支援が行われるよう、行政・関係

機関と協働し成年後見制度への移行を支援します。 

 

（２）宮崎県高齢者総合支援センターの運営 

広域支援員が市町村の「自立支援型・地域ケア個別会議」に専門職派遣の調整を行う

ほか、研修会を実施し県内市町村の底上げを図ります。 

 また、市町村・地域包括支援センターを対象に、各種ケアマネジメントや福祉用具、

相談技術、認知症についての研修を実施し、業務を行う上で必要な知識の及び技術の習

得・向上を図るとともに高齢者虐待や孤立死の防止に向けた研修や成年後見制度等につ

いての研修を行い、関係者との連携や対応能力の向上を図ります。 

さらに、虐待対応における専門職チームの派遣対応について周知徹底を図るほか専門

職チームを活用したより実効的な内容の研修を行い平準化を促進します。 

 

（３）宮崎県障がい者権利擁護センターの運営 

市町村障がい者虐待防止センター職員を対象に、障がい者虐待に対する専門性の向上

と対応能力の強化を図るための研修や障害者福祉施設管理者・従事者を対象に、障がい

者虐待に対する意識の啓発と対応力向上を図るための研修を実施します。 

また、虐待対応における専門職チームの派遣対応について周知徹底を図るほか専門職

チームを活用したより実効的な内容の研修を行い平準化を促進します。 

 

（４）権利擁護推進体制強化事業の推進 

 法人後見支援員（市民後見人）の養成研修やフォローアップ研修、法人後見専門員の

育成研修やスキルアップ研修を行うとともに法人後見の取組について市町村社協へ情報

提供や助言を行います。 
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推進項目２ 社会福祉サービスの運営適正化の推進 

 

１ 現状と課題 

 ○ 日常生活自立支援事業の適正な運用を確保するため市町村社協へ訪問調査を行うとと

もに、福祉サービスに係る苦情を円滑に解決するため利用者等からの相談に対応し助言

等を行うほか、事業所への巡回訪問や苦情解決責任者等を対象とした苦情解決セミナー

の開催などの啓発活動等を行っています。 
 
○ 日常生活自立支援事業の運営監視については、全ての市町村社協に対し 2 年に１度訪

問調査を実施しています。以前に比べると運営状況は改善されてはいますが、不適切な

取扱いも散見されます。 
 
○ 福祉サービスに係る苦情受付件数はここ数年横ばい傾向にあります。また苦情の内容

としては職員の接遇に関するものが最も多くなっています。（資料１） 
【資料１】苦情相談受付件数 
 平成 26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30年度 

苦 情 受 付 
件 数 ２０件 ３４件   ２０件    ２９件   ２２件 

相 談 受 付 
件   数   ５９件    ６０件   ６１件    ８９件   ４５件 

合 計   ７９件    ９４件   ８１件   １１８件   ６７件 
※ 平成 30 年度は平成 30 年 12 月 31 日現在の数値 

 

２ 今後の取組 

（１）日常生活自立支援事業の運営監視の充実 
日常生活自立支援事業の運営監視については引き続き市町村社協への訪問調査を実施

し、事業の透明性、公平性が確保されるよう指導、助言を行っていきます。 
 
（２）福祉サービスに係る苦情解決の促進 

福祉サービスに係る苦情の解決に関しては、ポスターやパンフレットの配布、苦情解

決セミナーの開催、事業所への巡回訪問等を通じて事業者段階で解決が図られるよう啓

発に努めます。 
 

 

 

基本目標２ セーフティネットの強化と権利擁護の推進 
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推進項目３ 生活福祉資金等による自立の支援 

 

１ 現状と課題 

〇 生活福祉資金貸付制度は、県内の雇用経済情勢が緩やかな改善傾向にある中、近年の

貸付実績は減少から横ばい傾向となっています。特に失業や減収等により生活に困窮し

ている方の生活費や一時的な資金の貸付を行う総合支援資金や子どもの修学費等の貸

付を行う教育支援資金が高校授業料無償化や各種奨学金制度の拡充により減少傾向に

あります。（資料１） 

 

〇 また、償還については、もともと収入が少ない上に、世帯内に病気や障がいをもつ方

がおり安定した仕事もできないなど、複合的な生活課題を抱える世帯が多く、償還困難

な状況が見受けられます。（資料２） 

 

〇 本制度は、資金の貸付を通じた生活困窮者支援の有効なツールであることから、宮崎

県社協では利用者の自立支援を図るため、制度の周知や利用促進、市町村社協や生活困

窮者自立相談支援機関、民生委員・児童委員、みやざき安心セーフティネット事業等と

の連携、適切な債権管理を行っていく必要があります。 

 

〇 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業並びに児童養護施設退所者等自立支援

資金貸付事業については、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親と児童養護

施設を退所又は里親等への委託を解除された方を対象に、平成２８年度から貸付を開始

しており、自立の支援を行っています。（資料３） 

 

 

基本目標２ セーフティネットの強化と権利擁護の推進 

総 合 支 援 資 金 27 6,693 15 3,618 7 1,727 2 573 2 570

福 祉 資 金 68 13,399 57 11,913 74 13,587 68 13,486 66 7,530

教 育 支 援 資 金 134 81,987 118 40,498 146 52,320 112 51,087 115 51,618

不 動 産 担 保 型
生 活 資 金

4 26,600 0 0 0 0 0 0 3 31,654

計 233 128,679 190 56,029 227 67,634 182 65,146 186 91,372

件数

平成２９年度 平成３０年度

件数
金額

（千円）
金額

（千円）
件数

金額
（千円）

 【 資料１ 】　 資金別貸付状況 

資金種類
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

金額
（千円）

件数
金額

（千円）
件数
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２ 今後の取組 
（１）生活福祉資金貸付事業の推進 

ア 制度の周知と利用促進 
パンフレットの配布やホームページを活用する等、本制度の周知を図るともに、民生

委員児童委員向け研修を実施し、制度の利用促進に努めます。 
イ 関係機関等と連携した相談支援の強化 

市町村社協や生活困窮者自立相談支援機関、民生委員・児童委員、みやざき安心セー

フティネット事業、福祉事務所等と連携し、効果的な貸付や償還の促進に努めます。 
また、市町村社協職員を対象とした制度の理解促進と相談援助技術の向上を支援す

るための事務説明会や研修会を開催するとともに、生活福祉資金貸付を通じた利用者

の効果的な自立支援に関する事例集を作成します。 

資金種類

入 学 準 備 金 24 件 11,642 千円 33 件 15,254 千円 34 件 16,714 千円

就 職 準 備 金 6 件 1,191 千円 14 件 2,292 千円 7 件 1,204 千円

資金種類

生 活 支 援 費 7 件 1,400 千円 19 件 10,550 千円 21 件 12,600 千円

家 賃 支 援 費 6 件 580 千円 17 件 4,533 千円 21 件 6,697 千円

資 格 取 得 支 援 費 1 件 189 千円 1 件 124 千円 0 件 0 千円

金額

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

 【資料３】　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業・児童養護施設退所者等自立支援資金
 　　　　　　 貸付事業の貸付状況

件数 金額 件数 金額 件数

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

金額 件数 金額 件数 金額

児童養護施設退所者等
自立支援資金貸付事業

ひとり親家庭高等職業
訓練促進資金貸付事業

件数

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

償還計画（元金）：円 128,125,379 115,053,863 110,564,033 111,232,459 103,719,442

償還実績（元金）：円 86,190,889 79,560,679 80,055,486 81,135,703 77,097,222

償 還 率 　 　６７．２７％　　　 　６９．１５％　　　 　７２．４１％　　　 　７２．９４％ 　 　７４．３３％

  【 資料２】　 償還状況

※　償還計画（元金）、償還実績（元金）は、過年度分償還期限後を除く
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ウ 適切な債権管理と償還の促進 

債権管理事務の標準化を図り、市町村社協と連携した滞納世帯の実態把握や償還指導

を実施するとともに、必要に応じて悪質な滞納者に対する法的措置や償還免除規程の要

件に該当する債権の償還免除に努めます。 
 

（２）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の推進 

   県内に住所を有し、高等職業訓練促進給付金の支給を受け、県内の養成機関で修学

し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対して必要な資金を貸付け、自

立の支援を図ります。 
 

（３）児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業の推進 

   進学や就職により児童養護施設等を退所した者のうち、生活費や住居などの確保が困

難な者に対して生活費や家賃相当額の貸付を行い、児童養護施設退所者等に入所中の者

に対し就職に必要な各種資格を取得するため必要な費用の貸付を行います。 
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推進項目１ 社会福祉法人の経営支援 

 

１ 現状と課題 

〇 社会福祉法人制度改革を経て、社会福祉法人には多様化する地域の福祉ニーズに主体

的、自律的に取組む健全で持続的な法人経営とともに、経営の透明性が求められており、

各種制度や経営に関する情報提供や相談対応が必要とされています。 

 

〇 宮崎県社協では、財務・労務等の専門家（弁護士、社会保険労務士、税理士）と専門相

談員契約を締結し経営等に関する指導・援助を実施しており、単独で専門家との顧問契

約を結ぶに至らない小規模法人等の経営支援について効果が得られています。（資料１） 

 

【資料１】経営相談事業実績 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

相談件数 20 件 17 件 14 件 25 件 8 件 

専門相談員への相談料 145 千円 156 千円 132 千円 277 千円 54 千円 

※平成３０年度は平成３１年１月末現在の数値 

 

 

２ 今後の取組 

（１） 社会福祉法人経営支援事業の推進 
専門相談員による法務、人事・労務、財務・経理、税務等の指導・援助により、社会

福祉法人の安定的で適正な経営を支援するとともに、社会福祉法人経営者協議会と連携

して研修等による情報提供、支援に努めます。 

 

 
       

 

基本目標３ 良質な福祉サービスを提供する基盤づくりの推進 
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推進項目２ 福祉サービスの質の向上 

 

１ 現状と課題 

 ○ 福祉サービス事業者が提供するサービスの質の向上を支援するため、地域密着型サー

ビス外部評価事業及び福祉サービス第三者評価事業を実施しています。 
 
○ 地域密着型サービス外部評価事業は毎年 80 件程度の評価を行っており、信頼される適

切な評価を行うためには調査員の確保と資質の向上が求められます。 
 

 ○ 福祉サービス第三者評価事業の受審は、社会的養護施設以外は任意であるため受審件

数が伸びない状況にあります。 
 

【資料１】 
地域密着型サービス外部評価事業及び福祉サービス第三者評価事業の評価件数 
 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

地域密着型サ

ービス外部評

価事業の評価

件数 

 

 １７８件 

 

  ７６件 

 

１１２件 

 

  ７０件 

 

  ８４件 

福祉サービス

第三者評価事

業の評価件数 

 

   ４件 

 

   ６件 

 

   ２件 

 

   ４件 

 

   ５件 

 

 

２ 今後の取組 

（１） 地域密着型サービス外部評価事業に係る調査員の確保と資質の向上   
地域密着型サービス外部評価事業については、計画的な新規調査員の養成と調査員

の資質向上に努めます。 
 
（２）福祉サービス第三者評価事業に係る調査者の確保と資質の向上  

福祉サービス第三者評価事業については、５年に１度の受審の努力義務が課せられ

た保育所の受審が増加することが予想されるため、適切に対応できるよう調査者の

確保と資質の向上に努めます。 
 

 

 

 

 

基本目標３ 良質な福祉サービスを提供する基盤づくりの推進 
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３ 目標とする指標 

 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 
地域密着型サ

ービス外部評

価事業の評価

件数 

８０件 ８０件 ８０件 ８０件 ８０件 

福祉サービス

第三者評価事

業の評価件数 
５件 ５件 ５件 ５件 ５件 
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推進項目３ 福祉人材の確保 

 

１ 現状と課題 

○ 無料職業紹介事業の状況は、新規求人数は増加しているのに対して、新規求職者数は

減少しています。また、求人事業所と求職者が一堂に会して面談等を行う福祉の仕事就

職面接・相談会や福祉の仕事就職説明会も、求職者の参加が減少しており、求職者の確

保が課題となっています。このように求職者が減少する中、丁寧なマッチングを行い、

就職者数は増加傾向にあります。（資料１、資料２） 

 

○ 離職した介護福祉士等の潜在化を防止し、再就労を促すことを目的に、平成２９年度

から開始された離職介護福祉士等届出制度については、窓口での案内や事業所への通知、

新聞広告、大型ビジョンを活用した広告、届出はがき付チラシの配布などを行い目標を

上回る届出を受理しています。（資料３） 

 

○ 求職者の確保に向けて、各事業所も様々な取組を行っていますが、そうした取組につ

いての情報発信が十分になされていません。 

  また、就職面接相談会等に参加する事業所も、積極的に求職者を呼び込もうとする事

業所がある一方で、求職者の来訪を待つだけという事業所も見受けられます。 

 

○ 中学生や高校生に、福祉の仕事のやりがいや魅力等を伝え、福祉の仕事への興味・関

心を喚起し、将来の福祉を担う人材を育むことを目的とする「福祉の仕事」出前講座で

は、平成２９年度に受講した生徒の８割以上が「福祉の仕事に興味を持った。」と回答し

ており、また、出前講座に同席する教師のアンケートからは、福祉に対する理解を深め

ることができたと認められ、一定の成果がありました。（資料４） 

  また、「福祉の仕事」出前講座のテキストの他、小学校・中学校・高等学校での福祉教

育に活用できる教材として、宮崎県や宮崎県教育委員会と連携して、「福祉の仕事ガイド

ブック」を作成し配布しました。 

 

○ 福祉人材の育成及び確保並びに定着を支援することを目的に、平成２８年度に介護福

祉士修学資金等貸付の拡充と、保育士修学資金貸付など６種類の新たな貸付が創設され

ましたが、介護福祉士修学資金貸付、介護福祉士再就職準備金貸付、保育補助者雇上費

貸付及び保育士の就職準備金貸付については利用が低調です。特に、平成３０年度の介

護福祉士修学資金の新規貸付については、入学者の減少に伴い、貸付枠を大きく下回り

ました。 

   なお、近年、介護福祉士の資格取得を目指す外国人留学生が増加しており、本県の介

護福祉士養成施設にも留学生が入学しています。これらの留学生に対しても、平成３０

基本目標３ 良質な福祉サービスを提供する基盤づくりの推進 
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年度から介護福祉士修学資金貸付を実施しています。 

 

【資料１】無料職業紹介の推移 

 
 

 

【資料２】就職面接・相談会、就職説明会参加状況（求職者） 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

２４２人 １８６人 ２１２人 １１２人 １２７人
３００人 ３００人 ２５０人 ２５０人 ２００人
－５８人 －１１４人 －３８人 －１３８人 －７３人

－ ３３人 ４０人 ８７人
－ ６０人 ８０人 ７５人
－ －２７人 －４０人 １２人

２４２人 ２１９人 ２５２人 １９９人 １２７人
３００人 ３６０人 ３３０人 ３２５人 ２００人
－５８人 －１４１人 －７８人 －１２６人 －７３人

平成３０年度は、平成３１年１月末現在

H31.3
開催予定

計画(目標)値 b
a-b

合　　　計
参加実人員 　a
計画(目標)値 b

a-b

就職説明会
参加実人員 　a

就職面接・相談会
参加実人員 　a
計画(目標)値 b

a-b

 

 

 

【資料３】離職した介護福祉士等の届出状況 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

届出者数　　　 ａ － － － １３９人 １１９人
計画（目標）値 ｂ － － － ７０人 ８０人

ａ-ｂ － － － ６９人 ３９人
平成３０年度は、平成３１年１月末現在  
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【資料４】福祉の仕事出前講座アンケート結果（平成２９年度） 
 中学生                高校生 

 
 教師（自由記述より抜粋） 
・ 高齢化社会に向けたとても重要な仕事なので、子ども達への啓発をしていきたい。 
・ これからの社会には必要な仕事なので、多くの生徒が将来就きたい仕事と考えても

らいたい。 
・ きつい、大変というイメージを持っていましたが、実際この仕事に就いた人や生徒(卒

業生)の話を聞いて楽しそうとかやりがいがありそうというイメージに変わりました。 
・ 今本当に人材が求められており、その仕事は決してきついだけのものではないとい

うことを考えさせたいです。やりがい、人と人との絆を感じられる尊い仕事だと思い

ます。 

 

【資料５】新規貸付決定の状況 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

２６件 ２８件 ３０件 ３４件 ２０件
２６件 ２８件 ２８件 ３７件 ５１件

０件 ０件 ２件 －３件 －３１件
５件 １１件 ９件 ５件 ４件
５件 １１件 １１件 ５件 ５件
０件 ０件 －２件 ０件 －１件

－ － ２件 ２５件 ４５件
－ － ５０件 ６０件 ６０件
－ － －４８件 －３５件 －１５件
－ － ０件 ８件 ２件
－ － ２６件 ３０件 ３０件
－ － －２６件 －２８件 －２８件
－ － ７７件 ９９件 １３１件
－ － ７７件 ７７件 ９９件
－ － ０件 ２２件 ３２件
－ － ５件 ５件 １件
－ － １３件 １３件 １０件
－ － －８件 －８件 －９件
－ － ２件 ２１件 ４６件
－ － ８件 １０件 １５件
－ － －６件 １１件 ３１件
－ － １件 １０件 １１件
－ － １５件 １５件 ２５件
－ － －１４件 －５件 －１４件

平成３０年度は、平成３１年１月末現在

未就学児を持つ保育士に
対する保育料の一部貸付

新規貸付件数　a
新規貸付枠    b

a-b

就職準備金貸付
新規貸付件数　a
新規貸付枠    b

a-b

保育士修学資金貸付
新規貸付件数　a
新規貸付枠    b

a-b

保育補助者雇上費貸付
新規貸付件数　a
新規貸付枠    b

a-b

介護福祉士実務者
研修受講資金貸付

新規貸付件数　a
新規貸付枠    b

a-b

離職した介護人材の
再就職準備金貸付

新規貸付件数　a
新規貸付枠    b

a-b

社会福祉士修学資金貸付
新規貸付件数　a
新規貸付枠    b

a-b

介護福祉士修学資金貸付
新規貸付件数　a
新規貸付枠    b

a-b
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２ 今後の取組 

（１）無料職業紹介事業の推進 
ア 求職者の掘り起し 

各種国家資格の取得を目指す養成校をはじめ、介護福祉士実務者研修や介護職員初

任者研修を実施する機関・団体、ハローワーク等と連携して、引き続き求職者の掘り

起こしに努めます。 
イ 離職介護福祉士等届出制度の周知及び再就労の支援 

事業所への案内や新聞広告、届出はがき付チラシの配布などを引き続き行うととも

に、市町村広報誌や市町村社会福祉協議会の機関紙等を活用し更なる周知に努めます。 
    また、届出のあった介護福祉士等に対しては、引き続き求人情報や復職支援のため

の研修情報等の提供を行い、再就職を促していきます。 
ウ 事業所における求職者確保に向けた取組の把握 
  各事業所を訪問の上、求職者の確保に向けた取組について把握するとともに、ホー

ムページやＳＮＳ、求職者向けのパンフレットの作成等について指導・助言を行いま

す。 
エ 就職面接・相談会参加事業所への指導・助言 

福祉の仕事就職面接・相談会等へ参加する事業所に対しては、求職者の事業所への

理解を促進するために、事前にＰＲの方法等プレゼンテーションのあり方についての

指導・助言を行います。 
 

（２）福祉の仕事出前講座の推進 

   中学校や高等学校を訪問の上、引き続き「福祉の仕事」出前講座の開催を働きかけ、

開催回数の増を図ります。 

   なお、実施に当たっては、「福祉の仕事ガイドブック」を活用するとともに、福祉関係

事業所との連携や市町村社会福祉協議会が行っている福祉教育との合同開催などを行い、

生徒の関心や興味を一層喚起できるように努めます。 

   また、小学校でのガイドブックの活用については、市町村社会福祉協議会が実施して

いる福祉教育の中で活用していただくよう、市町村社会福祉協議会に依頼します。 

 

（３）福祉人材確保のための各種貸付制度の活用促進 
   各種貸付制度について、さまざまな媒体や機会を通じて広く県民に対して周知を図り、

制度の活用を促し、福祉人材の確保に努めます。 
   特に、新たな福祉人材を育成するために、修学資金貸付については、直接高等学校を

訪問し進路指導担当教諭等を通して周知に努めるとともに、生徒や生徒の保護者に対し

て直接説明する機会を設け、修学資金の利用を勧めていきます。 
   また、今後、増加が予想される外国人留学生に対しても、日本人学生と同様に対応し

ていきます。 
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３ 目標とする指標 

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

就職者数   170人   175人   180人   185人   190人 

福祉の仕事出前講座 

開催回数 
 25 回  25 回  30 回  30 回  30 回 
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推進項目４ 福祉人材の育成と資質の向上 

 

１ 現状と課題 

 〇 年々中堅職員及びリーダー層の受講者が増加しており、福祉現場で業務や人材育成の 
中心的役割を担う職員研修のニーズが高まっています。理由として、離職等により本来 
事業所内で人材の育成指導を行うべき指導的職員が養成できない現状があり、人材の不 
足や人材育成のノウハウが欠如していることから、効果的かつ充実した研修の実施が望 
まれます。（資料１） 
 

〇 平成１９年に見直された新福祉人材確保指針において、福祉従事者の資質向上におけ 
 るキャリアアップの仕組みの構築の重要性が位置づけられており、今後さらに福祉職場 
 におけるキャリアパス構築の普及を推進し、職員の定着促進に繋げることが必要です。

（資料２） 
 

○ 宮崎県社協でも人材育成の柱として取り組んでいますが、本来の目的である各事業所

におけるキャリアパス制度の構築や、職員の定着については、把握しきれておらず、本

研修の研修効果を測り、それを研修内容にいかに反映させていくかが課題です。 
 

 【資料１】階層別研修実施本数および受講修了者数 

 

 

 

 

 【資料２】キャリアパス対応生涯研修課程実施本数および受講修了者数 

  

 

 

 

 

基本目標３ 良質な福祉サービスを提供する基盤づくりの推進 

本数 申込数 修了者数 本数 申込数 修了者数 本数 申込数 修了者数 本数 申込数 修了者数 本数 申込数

初任 12本 1,156人   825人 19本 1,876人 1,421人 24本 2,689人 1,951人 23本 2,560人 1,669 36本 3,409人

中堅 11本 1,187人   961人 17本 2,051人 1,410人 24本 3,668人 2,429人 27本 4,132人 2,725 24本 3,541人

リーダー   6本 　　534人   396人   9本 1,064人   759人 12本 1,196人   733人 13本 1,532人 866 12本 1,156人

管理職   2本 　　755人   542人   4本   898人   599人  4本    553人   446人 　6本    542人 323 　3本   252人

専門研修 27本 4,824人 3,829人 17本 2,852人 2,031人 - - - - - - - -

平成３０年度平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

本数 申込数 修了者数 本数 申込数 修了者数 本数 申込数 修了者数 本数 申込数 修了者数 本数 申込数

初任 7本 463人 327人 5本 371人 278人 6本 389人 293人 6本 493人 323人 6本 267人

中堅 1本 89人 45人 5本 420人 282人 7本 510人 385人 8本 595人 427人 8本 433人

リーダー - - - 1本 103人 39人 6本 414人 287人 6本 477人 334人 7本 351人

管理職 - - - - - - 1本 81人 42人 1本 81人 46人 1本 65人

8本 552人 372人 11本 894人 599人 20本 1,394人 1,007人 21本 1,646人 1,130人 22本 1,116人

平成３０年度CP対応
生涯研
修課程

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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２ 今後の取組 

（１）質の高いサービス提供と職員の定着のための効果的かつ充実した研修の実施 
ア 体系的かつ段階的な研修や多様なニーズに対応した研修の実施 

（ｱ）組織の一員として必要なマネジメントやモチベーションを上げるための研修、 
職員が活き活きと働き続けるためのメンタルヘルス等、分野や職種を横断した研修 
を体系的かつ段階的に実施します。 

（ｲ）階層を意識した人材確保・定着・育成のため、組織力の向上を目指すとともに、 
専門性を高め、さらには施設と地域の協働等地域福祉の推進を図ります。 

イ 職場内研修支援の強化 
職員の育成は職場内での学びが重要であり、指導職員のスキルの習得や質の向上が 

必要不可欠であるため、OJT や職場研修企画者養成研修、コーチングやリーダーシッ

プ等の研修の充実強化を推進し、職場内での人材育成と定着を図るための研修を実施

します。 
   さらに、講師の派遣等も含め、職場内研修支援を進めるための方策について検討し

ていきます。 
ウ 新任職員育成の充実 

職員の定着及びメンバーシップの醸成と、組織の一員である自覚と福祉従事者とし

ての倫理観等の意識の構築を図るための新任職員の社会人・福祉人としての基礎的研

修を実施します。 
エ ニーズに則した研修カリキュラムと講師の開発 

福祉現場や地域に求められる多様なテーマについての研修カリキュラムの企画開発

に努めるとともに、カリキュラムに則した講師の情報収集や開拓を図っていきます。 
特に講師については、今後の予算状況や事業所の職場内研修の支援を考慮し、県内

講師の発掘及び養成に努めます。 
オ 研修受講システムの活用促進 

研修センターで導入している研修受講システムは、各事業所においても職員の研修

受講履歴が確認できるため、このシステムを活用することで、各事業所の職員育成（研

修）計画に活かすことが可能です。研修受講システムの利用促進と、システムを活用

した計画的な人材育成の促進を図ります。 
（２）福祉職場におけるキャリアパス構築の普及推進と職員の定着の促進 
  ア キャリアパス対応生涯研修課程の推進 

福祉従事者が自身の目標を描きながらモチベーションを高めるため、それぞれの役 
割を認識しながら職務を遂行し、人材の定着を図るため、キャリアパス対応生涯研修 
課程の全課程を継続して実施していきます。 

  イ 研修効果等測定の仕組みづくり 
事業所等現場においてキャリアパスの構築がどのように行われ、研修がどのように 

活かされているのか等受講事業所への訪問調査やアンケート等、研修効果などについ

て評価ができる仕組みづくりを検討します。 
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３ 目標とする指標 

  2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

キャリアパス

研修受講者数 
(修了者数) 

１，１４０名 １，１５０名 １，１６０名 １，１８０名 １，２００名 

新規講師 

養成等数 ５名 ６名 ８名 １０名 １０名 

研修ニーズ・研

修効果等訪問

調査事業所数 

１０か所 １２か所 １５か所 １８か所 ２４か所 
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推進項目１ 災害に備えた支援体制の充実・強化  

 

１ 現状と課題 

〇 宮崎県社協では、新燃岳噴火災害、東日本大震災の教訓を踏まえ、「宮崎県・市町村社

会福祉協議会災害時相互応援協定」（平成２３年１２月）を締結し、県・市町村間の応援

体制を構築するとともに、「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」（平成２

４年３月）を策定し、市町村社協における災害ボランティアセンターの取組を支援して

います。また、これ以降は毎年市町村の持ち回りで災害ボランティアセンター運営研修

会を開催するとともに、県総合防災訓練で災害ボランティアセンターの設置運営訓練を

実施するなど、社協職員の人材育成や災害への備えを強化しています。 

 

〇 近年、災害ボランティアセンターには、初動期の泥かきやガレキ撤去だけでなく、被

災者の生活再建に向けた幅広いニーズに対応した長期的な支援活動が求められており、

そこにはＮＰＯ・ボランティア等の有するスキルやノウハウを生かした支援が行えるよ

う、多様な主体との連携が重要になっています。特に今後想定される南海トラフ地震な

どの大規模災害に備えるためには、本県でも行政や社協、ボランティア・ＮＰＯ等の連携

体制を平時から確立することが課題となっています。 

 

〇 これまで福祉施設等においては、火災や地震発生時等の対応を目的とした防災設備の

設置や避難訓練等の各種防災対策が行われていますが、災害発生時への備えや発生直後

の対応、災害発生後の復旧といった経過に応じた対応計画（事業継続計画「ＢＣＰ」）に

ついては、必ずしもその取組が進んでいない状況があります。（資料１） 

 

〇 平成２５年２月に締結した「宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定」においては、

県内７５８施設が締結していますが、今後は当該協定に基づいた具体的な手続き要領の

作成や施設間の相互応援を十分機能させるための運用面での対策が課題となっています。 

 

〇 国においては、災害時において災害時要配慮者（高齢者や障がい者、子ども等）の福祉

ニーズに的確に対応し、避難生活中における生活機能の低下等の防止を図るため、各都

道府県に対し一般避難所での災害時要配慮者に対する福祉支援体制（＝災害福祉支援ネ

ットワーク）の構築を求めています。 

 

 

 

基本目標４ 災害における危機管理体制の強化 
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【資料１】事業継続計画（BCP）の策定状況 

 

 

 

 

 

 

 

２ 今後の取組 

（１） 社協職員の人材育成 
社協職員が災害ボランティアセンターの設置運営や被災者支援を円滑かつ適切に行え

るよう運営訓練や研修を実施し、災害対応の資質向上を図ります。 
   また、災害時に災害ボランティアセンターが様々な情報発信ができるよう、ＳＮＳ

（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用することができる社協職員の育

成に努めます。 
その他、全社協主催の研修へ職員を派遣し、災害ボランティアセンターの運営に関す

る具体的な指導や現場における指示を的確に行えるキーパーソンの育成に努めます。 

 
（２）市町村社協連絡協議会災害支援プロジェクトチームとの連携 

災害ボランティアセンター運営研修の企画運営や災害時における災害ボランティアセ

ンターの設置運営支援を連携して行います。 

 

（３） 行政、社協、ＮＰＯ・ボランティア等の連携による体制づくり 

   県や中間支援組織のＮＰＯ法人と連携して、平時から災害リスクや防災行政等に関す

る情報を共有するなど、行政、社協、ＮＰＯ・ボランティア等がそれぞれの有する役割

やスキル、ノウハウを被災者支援に活かしていくための連携体制（ネットワーク）づく

りに努めます。 

また、被災地内での被災者支援に混乱を来さないよう、それぞれの活動の連携・調整

や外部支援の受入れ態勢づくりに努めます。 

さらに、大規模災害等に備え、九州各県・指定都市社協、全社協、ＪＶＯＡＤ（全国

災害ボランティア支援団体ネットワーク）等の関係機関との連携に努めます。 

 

（４）社会福祉法人における事業継続活動の支援 
県内社会福祉法人に対して、会議、研修等を実施し、事業継続計画（ＢＣＰ）の策

定、事業継続マネジメント体制（ＢＣＭ）の構築を支援します。 
 

（５）宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定の運用面の充実 
協定の手続き要領の周知を図るとともに、協定締結施設の定期的な更新等を行い、災

回答数 割合
策定済み 11法人 8.3%
策定中 8法人 6.1%
検討中 42法人 32.0%
未検討 56法人 43.0%
その他・未回答 14法人 10.6%

※ 社会福祉法人経営者協議会アンケート調査 

（平成 30 年 7～9月実施・131 法人より回答） 
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害時に即時対応可能な体制づくりに努めます。また、図上訓練等を通して運用上の課題

を明確化し、その改善に努めます。 

 

（６）災害福祉支援ネットワーク構築に向けた協力 

今後、本県で予定されている災害福祉支援ネットワークについて、種別協議会、関

係機関・団体等との連携を図りながら、その構築に協力するよう努めます。 
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推進項目２ 災害時における支援活動の推進 

 

１ 現状と課題 

〇 市町村社協においては、発災時に自らが被災している可能性があることや、もともと

災害対応できる人員が限られていることなどから、自組織で災害ボランティアセンター

を設置運営すること等が困難な場合があるため、県社協と市町村社協間の相互応援体制

により被災地の市町村社協を支援する必要があります。 

 

〇 社会福祉施設が被災した場合、社会福祉事業の継続や円滑な復旧を通じて施設利用者

等の支援を確保する必要があるため、協定締結施設との間で人材の派遣、物資の提供等

相互に応援しあう体制を迅速に整え、支援する必要があります。 

 

〇 また、県内をはじめ、県外で大規模災害が発生した場合には、宮崎県社協の役割を明

確にしながら、県、市町村社協、種別協議会、九州各県・指定都市社協、全社協、ＮＰ

Ｏ法人等の多様な関係機関・団体等と連携した、より良い被災地支援に努める必要があ

ります。 

     

２ 今後の取組 

（１） 宮崎県・市町村社会福祉協議会災害時相互応援協定に基づく支援 
災害時に遅れることなく市町村社協への円滑な支援ができるよう、県社協と市町村社

協の緊急連絡や、災害発生時の被災状況の早期把握、市町村社協に対する迅速な支援要

請（災害ボランティアセンターの設置運営支援や生活福祉資金特例貸付等における職員

派遣）など、相互の連携体制の確保に努めます。 
 

（２） 宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定に基づく支援 
被災した社会福祉施設等が施設利用者等の安全を確保し、施設機能をできるだけ早期

に回復して安定的な運営を継続できるようにするため、協定締結施設への緊急連絡や、

災害発生時の被災状況の早期把握、協定締結施設に対する迅速な支援要請など、相互の

連携体制の確保に努めます。 

 

（３）多様な関係機関・団体等と連携した被災地支援 

県の関係部局をはじめ、市町村社協、種別協議会、九州各県・指定都市社協、全社協、

ＮＰＯ法人等の多様な関係機関・団体と連携し、被災地への社協職員や社会福祉施設職

員の派遣、災害ボランティアに関する県民への情報提供、県内外から集まったＮＰＯ・ボ

基本目標４ 災害における危機管理体制の強化 
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ランティア等との支援ニーズに関する情報共有など、被災地支援のための必要な取組を

行います。 
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推進項目１ 組織基盤の強化 

 

１ 現状と課題 

○ 社会福祉法人制度改革により、会計監査人の選定や内部管理体制の強化が求められて

います。 

  また、法人の執行機関である理事会については、現状では、審議案件の提案を受けて

承認という形に概ね留まっているため、課題に対する議論や協議が十分になされるよう、

活性化を図る必要があります。 

 

○ これまで、県民の生活課題や種別協議会員等が抱える問題点等、各部署毎に様々な調

査をしてきましたが、引き続き、情報の整理と調査研究活動の実施が必要です。 

  

○ 会員数は、過去５年間は概ね横ばいでありますが、今後も継続的に宮崎県社協活動へ

の理解促進を図る必要があります。（資料１） 

   【資料１】県社協会員数の推移 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

正会員数 ３，４５８ ３，４２７ ３，４２６ ３，４２３ ３，４１３ 

賛助会員数 １０６ １００ １０４ １０３ ９０※ 

※平成３０年１１月末日現在の数値 

 

○ 高度化する福祉ニーズに対応するため、宮崎県社協職員には「高い専門性」が求めら

れますが、雇用形態が多様化し、人材の流動化がすすむなか、組織の一員として果たす

べき役割や能力を理解し実践する「組織力の向上」も、大変重要な課題です。 

このため、職員の採用・配置、人材の評価 、労働条件の整備、人材育成や能力開発、

等をとおして、経営目標の実現を図っていくことが求められます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【資料２】職員数 【資料３】

H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 　平成３０年度の正職員の年齢構成

正職員数 26 25 26 27 27 年齢構成 人数 割合

県派遣 2 2 2 2 2 60歳代 1 4%

県OB 4 4 3 3 3 50歳代 9 33%

業務職員数（無期） 0 5 8 7 9 40歳代 4 15%

業務職員数（有期） 38 32 31 34 32 30歳代 8 30%

臨時職員数 11 11 12 10 9 20歳代 5 18%

合　　計 81 79 82 83 82 合計 27

基本目標５ 宮崎県社会福祉協議会の基盤強化 
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 ○ 近年、地震や豪雨災害等様々な自然災害が相次ぐ中、緊急事態に対する取組計画とし

て、平成３０年度は、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を進めてきましたが、策定後は、

運用の定着に向けての取組が必要です。 

 

２ 今後の取組 

（１）法人組織の強化等 

法令の規定に則り、引き続き、理事会及び評議員会等を適確に開催するとともに、会

計監査人による会計監査の実施や内部管理体制の整備等により、法人組織の更なる強化

を図ります。 

また、理事会と事務局が一体となって事業を推進していく体制を強化するため、理事

会において、より活発な意見をいただけるよう事務局からの情報提供をこれまで以上に

積極的に行います。 

 

（２）企画力の強化 

   種別協議会や事務受託団体等からの意見を随時聴取し、調査研究活動を実施します。 

また、それにより明らかとなった課題や収集したデータを活用し、正確な宮崎県の現

状分析を行い、３年後の本計画見直し等に反映できるようにします。 

 

（３）情報発信･広報機能の強化 

  内部組織である局内情報化企画委員会において、広報全般の課題を整理し、情報の収

集、分析、発信ができる体制を強化し、ホームページや機関紙等を活用して的確な情報

発信を行い、福祉分野以外の企業など多様な分野との接点強化を図り、賛助会員制度の

周知等につなげます。 

 
（４）事務局機能の強化 
  ア 職員がやりがいと意欲をもって質の高い業務が遂行できるよう、働く意欲の向上に 

つながる人事管理制度の構築に努めます。 
  イ 事務局組織については、効率的かつ効果的に事業を推進するための職員の適正配置 

や組織編成、必要な人件費等について検討します。 
  ウ 人材育成については、「職員に求める階層ごとの役割や能力」を明らかにした上で、 

経験年数や職階に応じた研修計画の作成や職務を通じた指導・育成（OJT）を効果的に 

実践するため、職場内研修の指導者を育成するなど、職員の資質向上に努めるととも 

に能力開発を支援します。 

 

（５）災害対策の総合的な推進 

事業継続計画（ＢＣＰ）への職員の意識定着と組織全体の危機管理体制強化を図るた

め、同計画に記載された「教育・訓練等計画」に従い、教育・訓練・点検・見直しを行

います。 
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推進項目２ 財政基盤の強化 

 

１ 現状と課題 

○ 平成２９年度の決算状況を見ると、一般会計及び生活福祉資金の全決算規模は

1,937,515 千円となっています。収支内訳を見ると、収入では退職共済事業収入を除くと、

補助・受託金収入が全体の 21.6％となっており、公費の割合が最も高く、自主財源の割

合が 4.8％と最も低くなっています。また、支出では事業費が 81.4％となっており、人

件費の占める割合は 16.5％となっています。（資料１） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○ 法人単位での収支を見ると、新たな貸付事業に関する補助金が平成２８年度に数年分

前倒しで交付されたこと等により、収入・支出の増減はあったものの、過去５年間は概

ね横ばいの状況で事業が遂行されています。（資料２） 

 

○ 資金運用においては、満期保有後の新たな債券の購入が難しい状況となっており、市

場の動向をみながら定期預金で運用せざるを得ないことから、今後は運用益の減少が予

想されます。 

 

○ 法人運営事業拠点区分での自主財源の推移をみると、会費収入、寄付金収入等、過去

５年間は概ね横ばいとなっています。（資料３） 

 

○ ほとんどの事業が公的財源や基金等、使途の明確な財源による事業を主とした運営が

なされていることから、恒久的な財源の確保については、適切な対処法が見出せていな

いのが現状です。 

 

【資料１】平成２９年度収支決算状況

収入 支出

単位：千円 ％ 単位：千円 ％

自主財源 85,910 4.8% 法人運営事務諸経費 41,288 2.1%

補助金 253,867 14.2% 人件費 319,687 16.5%

受託金 132,703 7.4% 事業諸経費（一般会計） 1,415,540 73.1%

基金事業 107,264 6.0% 事業諸経費（生活福祉資金関係会計） 161,000 8.3%

退職共済事業 760,228 42.5% 合計 1,937,515 100%

生活福祉資金関係（補助金除く） 207,898 11.6%

その他の事業収入 242,482 13.5%

合計 1,790,352 100%

基本目標５ 宮崎県社会福祉協議会の基盤強化 
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【資料２】一般会計法人単位資金収支計算書における収入・支出の推移 

 
 
 
 
 

平成26年度
（決算）

平成27年度
（決算）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
会費収入 9,145 77,877 80,189 80,684 80,654
寄附金収入 4,041 5,772 3,113 6,429 1,200
経常経費補助金収入 167,699 169,517 171,386 170,764 164,911
受託金収入 147,940 167,867 166,971 132,703 133,141
貸付事業収入 6,345 7,033 9,010 90 100
事業収入 755,381 770,681 798,982 812,297 78,748
負担金収入 53,047 22,364 25,586 36,647 36,061
受取利息配当金収入 242,179 89,327 71,293 55,093 61,538
その他の収入 12,049 2,472 1,832 38,036 10,545
施設整備等補助金収入 0 0 0 1,224 0
固定資産売却収入 25 0 0 1,500 0
投資有価証券売却収入 538 0 67,552 0 0
基金積立資産取崩収入 34,905 29,709 注1 902,132 67,221 74,831
積立資産取崩収入 57,117 119,258 191,427 1,452 123
生活福祉資金会計繰入金収入 817 0 1,058 0 0
その他の活動による収入 15,520 5,170 注２ 1,773,159 76,943 注４ 1,443,227

収入計 1,506,748 1,467,047 4,263,690 1,481,083 2,085,079
人件費支出 291,204 278,162 301,724 311,566 284,050
事業費支出 850,730 1,005,970 1,024,170 1,123,735 592,064
事務費支出 41,633 31,873 30,413 32,444 34,657
販売原価支出 5,186 5,393 6,288 5,680 5,369
分担金支出 288 288 288 350 350
助成金支出 44,564 50,346 47,909 47,344 50,591
負担金支出 2,272 24,776 26,697 32,372 31,308
固定資産取得支出 346 3,044 3,018 1,374 0
基金積立資産支出 0 2,100 6,638 17,156 16,620
積立資産支出 248,389 47,856 72,307 85,017 1,714
その他の活動による支出 9,547 8,132 注3 927,518 8,414 注5 1,412,354

支出計 1,494,159 1,457,940 2,446,970 1,665,452 2,429,077
予備費 710

当期資金収支差額合計 12,589 9,107 1,816,720 △ 184,369 △ 344,708

注1：ボランティア基金の取崩しによる

注2、注3：新たな貸付事業による

注4、注5：退職共済事業の会計処理の変更による

※ 勘定科目等は最新の会計処理をもとに整理していますが、平成30年度予算における「退職共済事業費支出」は事業費支出に合算して計上しています。

※ 収入は千円未満切り捨て、支出は千円未満を切り上げで計上しています。

勘定科目
平成29年度
（決算）

平成30年度
（予算）

平成28年度
（決算）
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【資料３】法人運営事業拠点区分の決算額における自主財源の推移（補助金等は除外） 

 

 

 

２ 今後の取組 

（１）収入の確保 
県に対して、地域福祉推進のための諸事業を積極的に提案していくことで、事業実施 

に必要な事業費の確保を図ります。 
 また、図書販売、広告料、研修事業等による事業収入の増を図ります。 

 
（２）資金管理・運用 

使途の明確な基金については、現在のような国内債券市場の低調が続けば、今後利息

収入 単位：千円
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

会費収入 9,267 9,145 9,004 8,884 8,732
市町村 2,533 2,406 2,285 2,171 2,062
会員施設・事業所 3,327 3,336 3,341 3,348 3,328
民生委員児童委員 2,600 2,614 2,614 2,614 2,614
賛助会員 807 789 764 751 728

寄附金収入 3,778 882 3,673 1,255 4,844
事業収入 6,430 6,605 6,300 6,545 6,500

広告料収入 6,430 6,605 6,300 6,545 6,500
負担金収入 47,097 52,612 49,975 48,450 50,835

事務負担金 46,235 51,740 49,101 47,574 49,961
予算対策活動費 862 872 874 876 874

受取利息配当金収入 2,729 3,022 3,335 3,286 3,267
基本財産利息 2,697 2,988 3,299 3,281 3,266
普通預金等利息 32 34 36 5 1

その他の収入 1,454 3,007 1,860 1,353 1,380
介護等体験調整事務手数料 1,007 1,083 1,072 941 958
雇用関係助成金 0 1,589 514 0 0
健診助成金(福利厚生ｾﾝﾀｰ) 265 294 251 292 263
雑収入 182 41 23 120 159

積立資産取崩収入 0 0 1,458 317 0
施設・設備整備積立資産 0 0 1,458 317 0

固定資産売却収入 0 0 0 0 1,500
土地 0 0 0 0 1,500

その他の活動による収入 11 12 558 0 0
70,766 75,285 76,163 70,090 77,058

公益事業会計繰入金収入 4,581 6,905 6,147 4,303 5,685
経営支援事業 4,581 3,694 6,147 2,668 5,685
福祉ｻｰﾋﾞｽ評価事業 0 3,211 0 1,635 0

収益事業会計繰入金収入 1,596 2,524 2,965 3,111 3,167
76,943 84,714 85,275 77,504 85,910

※法人運営事業拠点区分の決算額をもとに補助金等を除き整理したものです。

項     目

会費・寄附金等収入計

合     計（１）
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収入がなくなり、原資取崩のみを財源とした事業運営を迫られることが見込まれます。 

基金の枯渇をできるだけ先延ばしできるよう、事業実施に真に必要な取崩額を見極め、

適正な資金管理・運用に努めます。 

 

（３）支出の削減 
業務の効率化をすすめるとともに、次年度以降の経費状況を踏まえた削減数値目標等

を示しながら、適正な経営に向けたコスト管理に努めます。 

具体的には、これまでの支出内容を再度見直し、真に必要な経費を精査するとともに、

業者の選定方法の見直し、旅費、通信運搬費など事務費の節減をさらに進めていきます。 

 

（４）人件費の削減 

今後５年間の人件費のシミュレーションと、確保できる財源・人員について、毎年度

補正の段階で再整理する等、次年度以降に備える体制を強化し、財源に見合う人員の配

置に留意します。 

 

（５）当期末支払資金残高（繰越金） 

経営の指標となる法人運営事業拠点区分の当期末支払資金残高は、年度内の運転資金

としての活用や法人運営に必要な諸経費としての積立財源ともなるため、毎年度１億円

程度は残すよう努めます。 
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● 第４章  実施計画  

 

 

＜５本の基本目標と１６本の推進項目＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 基本目標１「参加と協働によるまちづくりの推進」・・・・・・・・・・52 

・推進項目１「福祉教育とボランティア・市民活動の推進」 

     ・推進項目２「地域福祉推進体制の構築」 

     ・推進項目３「市町村社会福祉協議会への支援」 

     ・推進項目４「高齢者の健康、生きがいづくりと社会参加の推進」 

     ・推進項目５「地域福祉推進のための財源の確保と活用の推進」 

 

○ 基本目標２「セーフティネットの強化と権利擁護の推進」・・・・・・・55 

   ・推進項目１「高齢者、障がい者等の権利擁護と相談機関等への支援の推進」 

    ・推進項目２「福祉サービスの運営適正化の推進」 

    ・推進項目３「生活福祉資金等による自立の支援」 

     

○ 基本目標３「良質な福祉サービスを提供する基盤づくりの推進」・・・・57 

    ・推進項目１「社会福祉法人の経営支援」 

    ・推進項目２「福祉サービスの質の向上」 

    ・推進項目３「福祉人材の確保」 

    ・推進項目４「福祉人材の育成と資質の向上」 

 

○ 基本目標４「災害における危機管理体制の強化」・・・・・・・・・・・59 

    ・推進項目１「災害に備えた支援体制の充実・強化」 

    ・推進項目２「災害時における支援活動の推進」 

 

○ 基本目標５「宮崎県社会福祉協議会の基盤強化」・・・・・・・・・・・61 

    ・推進項目１「組織基盤の強化」 

    ・推進項目２「財政基盤の強化」 

 



No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 福祉教育推進事業 ①地域を基盤とした福祉教育に取り組む地域（市
町村社協）の指定
②地域を基盤とした福祉教育事例集の作成及び関
係機関・団体への配布
③学校、市町村社協等が行う福祉教育・ボラン
ティア学習への職員派遣

県補助金
基金（ボランティア
基金）

2 福祉教育推進研修会 ①学校、住民、民生委員児童委員、ボランティ
ア、市町村社協等を対象とした福祉教育推進に関
する研修会の実施

県補助金

3 市町村ボランティアセンター
運営体制支援事業

①市町村ボランティア活動基礎調査、市町村ボラ
ンティアセンター基礎調査の実施
②「市町村社協ボランティアセンター強化方策・
実践ガイドブック」の普及と活用の促進（個別訪
問等）
③ボランティアコーディネーター育成のための全
社協等主催研修会への職員派遣

基金（ボランティア
基金）

4 市町村ボランティアセンター
活動支援事業

①市町村ボランティアセンター事業費の一部助成 基金（ボランティア
基金）

5 ＮＰＯ・ボランティア活動情
報発信事業

①宮崎県ボランティアセンターホームページ
「ぶーら・ボーラ」及びFacebookを活用した情報
発信
②宮崎県ボランティアマスコットキャラクター
「ボラみん」の活用

基金（ボランティア
基金）

6 ボランティア体験月間事業 ①市町村社協が行うボランティア体験事業の募
集、呼びかけ
②マスメディアを活用した広報

基金（ボランティア
基金）

7 社協ボランティアコーディ
ネーター研修会

①ボランティアコーディネーター資質向上のため
の研修会実施

基金（ボランティア
基金）

8 宮崎県ボランティアセンター
運営事業

①宮崎県ボランティアセンターの運営基盤の整備
②県内会議・研修会への職員派遣
③全社協等主催の研修等への職員派遣
④関係機関との連携・調整
⑤ボランティア・市民活動に関する問合せや相談
への対応
⑥活動機材の貸出し
⑦明日のみやざきづくり表彰（県知事表彰）、ボ
ランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰等に
関する推薦

基金（ボランティア
基金）

9 宮崎県ボランティアセンター
事業検討委員会

①宮崎県ボランティアセンター事業のあり方に関
する有識者を交えた事業検討委員会の実施

基金（ボランティア
基金）

10 宮崎県市町村ボランティア連
絡協議会の支援

①宮崎県市町村ボランティア連絡協議会研修事業
への一部助成
②同団体との連携、協働

基金（ボランティア
基金）

No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 地域福祉コーディネーター育
成・活動支援事業

①行政、社協、地域包括支援センター、社会福祉
施設、ＮＰＯ等の職員を対象とした研修会の開催
②養成研修修了者及び受講者を対象とした連絡会
議の開催
③地域福祉コーディネーターが複数の機関や団体
等と協働して取り組む活動に対する助成

県補助金

　○　推進項目2　地域福祉推進体制の構築

　○　推進項目１　福祉教育とボランティア・市民活動の推進

基本目標１　参加と協働によるまちづくりの推進
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2 みやざき地域見守り応援隊事
業

①ホームページ等を活用したみやざき地域見守り
応援隊事業の普及・啓発
②新たな民間事業者との協定締結
③応援隊に参画する民間事業者を対象としたネッ
トワーク会議の開催
④民間事業者と連携した地域見守り活動を推進す
る市町村・市町村社協への支援
⑤その他必要な事業

自主財源

3 企業等の社会貢献活動広報事
業

①宮崎県内の企業等の社会貢献活動の広報（ホー
ムページ）

県補助金

4 広がれ、助け合いの輪！みや
ざき交流集会

①地域住民、民生委員・児童委員、ボランティ
ア・ＮＰＯ、市町村社協、社会福祉法人、企業等
を対象とした県民相互の助け合いや支え合いの輪
を広げる交流集会の開催
②多様な主体が協働する共助の仕組みや新たな
ネットワークの構築

県補助金

5 種別協議会の運営を通じた地
域福祉の推進

①種別協議会の運営支援
②社会福祉従事者の資質向上、自律的な社会福祉
法人経営及び地域における公益的な取組の支援

その他（種別協議会
財源）

6 みやざき安心セーフティネッ
ト事業の充実

①県民への事業の周知
②参加法人（施設）の拡大
③相談援助技術向上のための研修会等の実施
④対応困難な地域福祉ニーズのための事業の検
討・実施

基金（みやざき安心
セーフティネット事
業基金）

No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 市町村社協の実態把握と課題
の明確化

①各市町村社協の組織体制や事業内容をまとめた
市町村社協活動便覧の作成
②市町村社協活動便覧のホームページ等での広報
③社協・生活支援活動強化方針チェックリストの
実施

自主財源

2 市町村社協会長・事務局長会
議

①市町村社協会長・事務局長を対象とした会議の
実施（地域福祉推進に関する講演、県社協・県共
同募金会の事業計画の説明等）

自主財源

3 市町村社協経営基盤強化推進
会議

①市町村社協事務局長を対象とした市町村社協の
組織・事業基盤とガバナンスの強化を支援するこ
とを目的とした会議の実施

自主財源

4 市町村社協巡回相談支援事業 ①市町村社協への個別訪問による実態把握と課題
解決に向けた支援

自主財源

5 市町村社協連絡協議会との連
携・協働

①社協職員の人材育成や介護保険事業の経営、地
域共生社会に向けた社協活動の展開など、市町村
社協連絡協議会と連携・協働した取組の推進

自主財源

6 市町村社協に対する情報提供 ①全国、九州、市町村段階の情報や、県内外の先
進的事例等、各種情報の提供

自主財源

No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 宮崎ねんりんピック交流大会
事業

①全国健康福祉祭の予選会を兼ねる高齢者のス
ポーツ・文化種目の競技会を実施

県補助金、基金(長寿
社会振興基金)

2 全国健康福祉祭派遣事業 ①宮崎ねんりんピック交流大会で優秀な成績を収
めた者を宮崎県選手団として全国健康福祉祭に派
遣

県補助金、基金(長寿
社会振興基金)

　○　推進項目３　市町村社会福祉協議会への支援

　○　推進項目４　高齢者の健康、生きがいづくりと社会参加の推進
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3 心豊かに歌う全国ふれあい短
歌大会開催事業

①要介護・要支援高齢者やその家族、介護職員等
から短歌の募集を行う「心豊かに歌う全国ふれあ
い短歌大会」を開催し、優秀作品の表彰や短歌
トーク、体験教室を実施

県補助金、基金(長寿
社会振興基金)

4 シニアのための地域デビュー
応援事業

①高齢者の社会参加を促進するため、高齢者が活
躍するNPO、ボランティア団体等の活動をホーム
ページ等で紹介、活動団体を対象とした研修会の
実施、活動団体でのシニアインターンシップ等を
実施

県補助金、基金(長寿
社会振興基金)

5 ニュースポーツ指導者養成事
業

①高齢者が手軽に楽しめるニュースポーツの普及
促進を図るため、ニュースポーツ指導者養成講習
会やニュースポーツ用具の貸し出しを実施

基金(長寿社会振興基
金)

6 広報事業 ①高齢者の生きがいと健康づくり、社会参加に対
する県民の理解を深めるため、啓発パンフレット
の作成・配布、ホームページでの情報提供等を実
施

県補助金、基金(長寿
社会振興基金)

7 情報発信支援事業 ①中高年向け情報誌「jupia」を通じて、中高年
者の生きがいと健康づくり、社会参加に役立つ情

県補助金、基金(長寿
社会振興基金)

No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 ふるさと愛の基金事業 ①基金原資の確保
②社会福祉団体、ボランティア団体等の民間福祉
活動への助成及び基金号の贈呈
③運営委員会の開催
④社会福祉基金の償還事務

基金（ふるさと愛の
基金）

2 佐藤棟良福祉基金 ①中国帰国者の自立に対する支援（修学費、就学
支度費、技能習得費、見舞金、社会交流事業等）
②障がい児・者の自立に対する支援（就職お祝い
金、療育器材整備）

基金（佐藤棟良福祉
基金）

3 宮崎県共同募金会との連携と
共同募金の有効活用

①宮崎県共同募金会に対する意見書の提出
②共同募金配分金の活用

自主財源
共同募金配分金

4 民間助成事業 ①助成金に関するホームページ、メールでの情報
提供
②寄附金受入
③寄贈物品の受入･贈呈

自主財源

　○　推進項目５　地域福祉推進のための財源の確保と活用の推進
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No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 宮崎県あんしんサポートセン
ターの適正な運営
（日常生活自立支援事業）

①契約締結審査会の開催
②広報啓発事業
　・リーフレットの配布
　・県社協ホームページや広報誌の活用
　・各市町村社協及び行政の広報誌への記事掲載
③研修事業
　・生活支援員、専門員を対象とした研修の開催
④調査研究事業
　・専門員業務会議の開催、市町村社協訪問調査
⑤実施社協運営事業
　・市町村社協への事業委託

県補助金

2 宮崎県高齢者総合支援セン
ターの適正な運営
　①広域支援事業

①地域ケア会議の充実支援
②地域ケア会議への専門職派遣調整
③地域ケア会議への、市町村担当者研修の開催

県受託金

3 　②ケアマネジメント機能の
　　向上支援事業

①専門職への福祉用具貸出
②介護入門団体コースの開催
③福祉用具を活用した在宅ケアマネジメント研修
の開催
④ホームヘルパー研修の開催

県受託金

4 　③総合相談等の能力向上に
　　対する支援事業

①法律相談（県民向け）の実施
②相談対応研修の開催

県受託金

5 　④高齢者虐待・孤立死防止
　　支援事業

①高齢者虐待の相談支援
②高齢者虐待対応専門職チームの派遣
③高齢者虐待防止研修の開催
④孤立死防止セミナーの開催
⑤地区別情報交換・意見交換会の開催
⑥高齢者虐待防止・成年後見制度・孤立死防止に
関する出前講座への派遣

県受託金

6 　⑤成年後見制度活用支援事
　　業

①成年後見制度の相談支援
②成年後見制度に関する研修の実施

県受託金

7 宮崎県障がい者権利擁護セン
ターの適正な運営

①障がい者虐待の相談支援
②障がい者虐待対応専門職チームの派遣
③障がい者虐待防止研修の開催

県受託金

8 権利擁護推進体制強化事業の
適正な運営

①法人後見支援員養成研修・フォローアップ研修
の開催
②法人後見専門員育成研修・スキルアップ研修の
開催

県受託金

No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 苦情解決部会の開催 ①部会による相談や助言 県補助金

2 広報啓発事業 ①ポスター、リーフレットの作成
②県社協ホームページ
③県社協情報誌

県補助金

3 研修事業 ①苦情解決セミナーの開催（苦情受付担当者、苦
情解決責任者、第三者委員などが対象）

県補助金
自主財源

4 巡回訪問 ①事業所訪問（事業経営者の依頼に対応） 県補助金

5 調査研究事業 ①事業所アンケート調査の実施
②苦情解決対応事例集の作成

県補助金

基本目標２　セーフティネットの強化との推進

　○　推進項目１　高齢者、障がい者等の権利擁護と相談機関等への支援の推進

　○　推進項目２　福祉サービスの運営適正化の推進
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6 運営監視部会の開催 ①日常生活自立支援事業全般及び個別契約の実施
状況の監視

県補助金

No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 生活福祉資金貸付事業の推進 ①制度の周知と利用促進
②関係機関と連携した相談支援の強化
③適切な債権管理と償還促進

県補助金

2 ひとり親家庭高等職業訓練促
進資金貸付事業の推進

①ひとり親家庭の親に対し、就職に有利な資格取
得をすための必要な資金の貸付を行う。

県補助金

3 児童養護施設退所者等自立支
援資金貸付事業の推進

①児童養護施設等を退所した者に対し、生活費、
家賃相当額及び就職に必要な各種資格取得のため
の必要な資金の貸付を行う。

県補助金

　○　推進項目３　生活福祉資金等による自立の推進
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No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 社会福祉法人経営支援事業の
推進

①専門相談員による指導・援助
②経営協との連携による情報提供・支援

その他（種別協議会
経営協財源）
自主財源

 事業・項目名 取組内容等 財源

1 地域密着型サービス外部評価
事業

①認知症高齢者グループホームの外部評価の実施
と評価審査委員会の開催
②評価調査員のフォローアップ研修の実施
③評価調査員の計画的な養成・確保

自主財源（評価手数
料）

2 福祉サービス第三者評価事業 ①福祉サービス第三者評価の実施と評価委員会の
開催
②定期的に開催される県及び全社協の継続研修へ
の評価調査者の派遣
③評価調査者の計画的な要請・確保
④評価の受審促進・啓発等

自主財源（評価手数
料）

 事業・項目名 取組内容等 財源

1 福祉人材センター運営事業 ①福祉人材センターの運営
②運営委員会の開催
③各関係機関・団体等との連絡調整

県受託金

2 福祉人材無料職業紹介事業 ①求職者対応
②求人事業所対応
③求人情報誌の作成及び発送等情報提供
④統計業務
⑤無料職業紹介所関係研修への参加
⑥改正職業安定法への対応

県受託金

3 講習会等開催事業 ①福祉の職場見学
②福祉の職場体験学習
③相談コーナーの設置及び説明会の開催

県受託金

4 福祉人材確保相談事業 ①施設訪問等による相談対応
②各種連絡会議・研修会への参加

県受託金

5 広報啓発事業 ①福祉人材センターリーフレットの作成（求職者
用、事業所用）
②福祉のしごと・資格ガイドブックの作成
③ホームページ等の活用
④関係機関・団体等の広報媒体の活用

県受託金

6 福祉人材確保重点事業 ①福祉の仕事就職面接・相談会
②福祉の仕事就職説明会
③無料職業紹介所土曜日開設

県受託金

7 離職介護福祉士等届出事業 ①届出システム関係研修への参加
②普及啓発活動
③登録及び相談対応
④研修情報等の収集・作成・提供
⑤関係団体との連携

県受託金

8 福祉の仕事キャリア教育連携
推進事業

①出前講座教材の作成
②「福祉の仕事」出前講座
③魅力発見「福祉の職場見学会」（バスツアー）
の開催

県受託金

基本目標３　良質な福祉サービスを提供する基盤づくりの推進

　○　推進項目１　社会福祉法人の経営支援

　○　推進項目3　福祉人材の確保

　○　推進項目２　福祉サービスの質の向上
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9 介護支援専門員実務研修受講
試験

①試験の実施 自主財源（受験手数
料収入）

10 義務教育教員免許取得志願者
介護等体験事業

①体験の受入調整 自主財源（手数料収
入）

11 介護福祉士修学資金等貸付事
業

①介護福祉士修学資金貸付
②社会福祉士修学資金貸付
③介護福祉士実務者研修受講資金貸付
④離職介護人材再就職準備金貸付

県補助金

12 保育士修学資金貸付等事業 ①保育士修学資金貸付
②保育補助者雇上費貸付
③未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸
付
④就職準備金貸付

県補助金

13 民間社会福祉施設等従事職員
共済事業

①退職金等の給付
②継続性を踏まえた財政検証等の実施

その他（契約者掛金
等）

14 社会福祉施設職員等退職手当
共済事業

①制度の周知
②退職手当金請求書･被共済職員退職届出の照会
対応、受付･審査、転送

福祉医療機構受託金

15 福利厚生センター「ソウェル
クラブ」地方事務局事業

①事業周知及び加入促進
②会員交流事業の計画･実施
③地方開発メニューの充実･開拓
④福利厚生センターが行う福利厚生の事業連絡･
調整及び援助

福利厚生センター受
託金･助成金

No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 宮崎県社会福祉研修センター
事業

①社会福祉行政従事者研修
②地域福祉推進者研修
③社会福祉事業従事者研修
④福祉職員キャリアパス対応生涯研修

県受託金収入

2 経営支援セミナー事業 ①労務管理コース
②財務管理コース
③経営管理コース
③福祉サービス管理コース

自主財源（参加費収
入）

3 研修ニーズ、研修効果等調査 ①研修ニーズ訪問調査
②キャリアパス研修及びキャリアパス構築の取り
組みに関する調査
③研修効果に対する評価測定に関する検討

県受託金収入
自主財源（参加費収
入）

　○　推進項目４　福祉人材の育成と資質の向上
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No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 災害支援に備えた各種マニュ
アル整備事業

平成30年度にＢＣＰ(事業継続計画)を策定したこ
とに伴い、以下のマニュアルを整備する。
①県災害ボランティアセンター運営マニュアル
②生活福祉資金特例貸付マニュアル
③社会福祉施設等災害時相互応援協定マニュアル
④市町村社協支援及び九ブロ･全社協への応援派
遣要請マニュアル

自主財源

2 市町村災害ボランティアセン
ター運営体制支援事業

①市町村ボランティアセンターが実施する災害ボ
ランティアセンター設置運営訓練の支援（県社協
職員及び市町村社協災害支援プロジェクトチーム
への派遣）
②全社協災害ボランティアセンター運営者研修及
びJVOAD主催「災害時の連携を考える全国フォー
ラム」への職員派遣
③市町村社協連協災害支援プロジェクトチームと
の連携・協働
④市町村災害ボランティアセンター設置・運営マ
ニュアルの見直し
⑤宮崎県総合防災訓練における災害ボランティア
センター設置運営訓練

自主財源（ボラン
ティア基金）

3 災害ボランティアセンター運
営研修会

①市町村社協、ボランティア、ＮＰＯ等団体を対
象とした災害ボランティアセンターの設置運営に
関する研修会の開催

自主財源（ボラン
ティア基金）

4 災害ボランティアセンター運
営研修会（情報発信編）

①市町村社協職員を対象とした、災害時の情報収
集・発信ツールとしてのＳＮＳ等の有効活用につ
いて学ぶ研修会の開催

自主財源（ボラン
ティア基金）

5 災害ボランティア活動連携体
制強化事業

①災害ボランティア活動の連携体制づくりに向け
た連絡会議等への参加
②「災害時の連携を考えるフォーラム」（仮称）
の開催
③大規模災害のあった被災地への視察

自主財源（ボラン
ティア基金）

6 社会福祉法人における事業継
続活動の支援

①事業継続計画（BCP）策定の支援
②事業継続マネジメント体制（BCM)構築の支援

種別協議会財源
自主財源

7 社会福祉施設等災害時相互応
援協定の運用面の充実

①協定の手続き要領の周知
②協定締結施設の定期的な更新
③災害時に即時対応可能な体制づくり
④図上訓練等による運用上の課題の明確化と改善

種別協議会財源
自主財源

8 災害福祉支援ネットワーク構
築に向けた協力

①種別協議会等との連携による協力 種別協議会財源
自主財源

No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 県・市町村社協災害時相互応
援協定に基づく支援

①県社協と市町村社協の緊急連絡、被災状況の早
期把握
②市町村社協に対する迅速な支援要請（災害ボラ
ンティアセンターの設置運営支援、生活福祉資金
特例貸付等における職員派遣）

自主財源（県社協自
主財源、ボランティ
ア基金）
県補助金

2 社会福祉施設等災害時相互応
援協定に基づく支援

①協定締結施設への緊急連絡、被災状況の早期把
握
②協定締結施設に対する迅速な支援要請

種別協議会財源
自主財源

基本目標４　災害における危機管理体制の強化

　○　推進項目１　災害に備えた支援体制の充実・強化

　○　推進項目２　災害時における支援活動の推進
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3 多様な関係機関・団体等と連
携した被災地支援

①被災地への社協職員や社会福祉施設職員の派遣
に伴う調整
②災害ボランティアに関する県民への情報提供
③県内外から集まったＮＰＯ・ボランティア等と
の支援ニーズに関する情報共有
④その他必要な取組の実施

自主財源（県社協自
主財源、ボランティ
ア基金）
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No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 適正な法人経営の遂行 ①理事会、評議員会、評議員選任･解任委員会の
開催
②会計監査、監事監査の実施
③外部専門家の活用
④職員台帳の整理･管理、システム導入に向けた
検討

自主財源

2 会員制度の充実 ①会員制度の範囲及び会費額の検討
②賛助会員の普及･開拓

自主財源

3 職員育成･適正配置等の推進 ①計画的な採用等
②人材育成事業
 ・職員研修の実施
 ・職務に関する資格取得の支援
 ・目標管理制度の実施
③適正配置･異動

自主財源

4 調査研究事業及び政策提言等
活動の充実

①基礎的データの整理･蓄積
②各課における情報共有の仕組みの整理
③情報分析･活用
④根拠に基づく意見交換･政策提言の実施

自主財源

5 社会福祉予算確保対策活動事
業

①関係団体等からの要望書の取りまとめ･関係機
関への提出

自主財源

6 宮崎県社会福祉大会開催事業 ①社会福祉功労者等の顕彰及び地域福祉の啓発 県受託金

7 顕彰･表彰事業 ①宮崎県社協会長表彰･感謝
②その他の顕彰･表彰推薦等

自主財源

8 機関紙「Ｃｏｍｆｏｒｔ」発
行事業

①機関紙「Ｃｏｍｆｏｒｔ」の発行 自主財源

9 ホームページ等運営事業 ①ホームページ、メール等ネットの活用
②メディアの活用

自主財源

10 各種社会福祉週間･月間等の
広報･啓発

①各種社会福祉関係啓発週間･月間(児童福祉週
間、民生委員･児童委員活動強化週間、ボラン
ティア体験月間、発達障害者福祉月間、老人の
日･老人週間、里親を求める運動週間、介護の日
等)等への協力

自主財源

11 局内ＬＡＮネットワーク管理
事業

①局内ＬＡＮ(パソコン、プリンター、サーバ等)
の管理
②局内システム(業務効率化システム等)の管理

自主財源

12 活動推進計画の管理 ①第５次計画の遂行･評価･見直し
②第６次計画の策定

自主財源

13 事業継続計画(ＢＣＰ)定着の
ための取組

①毎年一定の時期(4、6、7、12月予定)における
研修･訓練･点検･見直しの実施
②外部コンサルタント、外部講師を活用した効果
的な教育訓練の実施(必要に応じて実施)

自主財源

基本目標５　宮崎県社会福祉協議会の基盤強化

　○　推進項目１　組織基盤の強化
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No. 事業・項目名 取組内容等 財源

1 安定的な財源の確保に向けた
整理・分析

①公的財源の確保
②民間財源の活用
③自主財源の確保
 ・適正な資金運用
 ・広告料収入の確保
 ・公益事業からの繰入金の確保
 ・書籍/常備薬の販売促進
 ・介護M-net事業手数料の確保
 ・土地の適正管理
 ・先進事例等、新たな財源の確保に向けた
　情報収集等
④適正な会計処理等によるデータの提供

自主財源

2 業務の効率化とコスト管理 ・業務効率化に向けて、適宜、見直しを行う。
・現状を踏まえた必要な削減数値目標（時間外手
当の削減目標等）を経営企画会議等に示しながら
適正なコスト管理に努める。

自主財源

　○　推進項目２　財政基盤の強化
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● 宮崎県社会福祉協議会の経営理念と行動規範 

 

「本会の存在意義を明確にし、地域福祉を推進する信頼性の高い法人であることを、内

外に示す」ために、第３次経営基盤強化推進計画作成時（平成２１年３月）に定めました。 
 

 

≪経営理念≫ 
 

宮崎県社会福祉協議会は、人と地域を基本として、豊かな福祉文化を創造し、

誰もが安心して暮らせるまちづくりをすすめます。 

 

１ 人と地域を大切にします 

宮崎県社会福祉協議会は、すべての人と生活の場である地域を大切にした

事業活動をすすめます。 

 

２ 豊かな福祉文化を創造します 

宮崎県社会福祉協議会は、参加と協働による地域福祉を推進し、豊かな福

祉文化を創造します。 

 

３ 社会に貢献します 

宮崎県社会福祉協議会は、より良い地域社会の実現に努め、公共性の高い

非営利組織として社会の発展に貢献します。 
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≪行動規範≫ 

 

１ 人権の尊重 

私たちは、事業活動の様々な場面において、常に基本的人権の尊重に努めます。 

 

２ 法令等の遵守 

私たちは、関係法令や定款・諸規程を遵守し、誠実かつ適切な事業活動に取り組

みます。 

 

３ 県民の生活課題に基づく事業活動 

私たちは、常に県民の立場に立って生活課題の把握に努め、それに基づいた事業活

動をすすめます。 

 

４ 公共的・公益的な取組 

私たちは、地域の生活課題に即応した先駆的、開拓的な取組を行うとともに、安定

的・継続的な事業経営を行います。 

 

５ 参加と協働の促進 

私たちは、社会福祉及び保健、医療、教育、労働、環境等の関係機関・団体等の参

加と協働を促進します。 

 

６ 広域的な取組 

私たちは、市町村の地域福祉の推進を支援するため、広域的な観点から全県的に実

施すべき事業や、単独市町村では実施が困難な事業に取り組みます。 

 

７ 情報の開示 

私たちは、事業運営の透明性を高めるため、関係法令等に従い、事業内容、財務状

況等を積極的に開示します。 

 

８ 働きやすい職場環境と人材育成 

私たちは、安全で働きやすい職場環境を確保するとともに、職員の自主性と創造性

を発揮し、チャレンジする風土づくりと業務に必要な能力の向上に努めます。 

 

９ 安定的な財政基盤の確立 

私たちは、法人経営の持続的発展を図るため、安定的な財政基盤の確立と適切な財

務管理・会計処理を行います。 
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第５次宮崎県社会福祉協議会活動推進計画策定委員会設置要綱 

 
（設 置） 

第１条 第５次宮崎県社会福祉協議会活動推進計画（以下「計画」という。）」を策定するた

め、「第５次宮崎県社会福祉協議会活動推進計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）」

を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 所掌事務は、次のとおりとする。 

 (1) 第５次計画作成方針の決定 

 (2) 第５次計画に関する審議 

（委 員） 

第３条 策定委員会の委員は、会長、副会長兼常務理事、事務局長、事務局次長、部長をも

って構成する。 

２ 委員の任期は、平成３０年７月１２日から平成３１年３月３１日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 策定委員会に委員長１名及び副委員長１名を置く。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長兼常務理事をもって充てる。 

４ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 

（会 議） 

第５条 策定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員でない者を出席させ、説明又は意見

を聴くことができる。 

（庶 務） 

第６条 策定委員会の庶務は、総務企画課において行う。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年７月１２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
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第５次宮崎県社会福祉協議会活動推進計画策定委員会 委員名簿 

 
氏 名 役 職 名 

◎佐藤 勇夫 会長 

○安井 伸二 副会長 兼 常務理事 

 黒江 義之 事務局長 

 和田 真弓 事務局次長 兼 総務企画部長 

 興梠 寛治 事務局次長 兼 人材研修部長 

 坂本 雅樹 地域福祉部長 

 毛利 博樹 安心生活部長 兼 権利擁護支援センター長 
     ◎委員長、○副委員長 

 

 

第５次宮崎県社会福祉協議会活動推進計画策定アドバイザー 

 
氏 名 役 職 名 

高野 和良 氏 九州大学大学院 人間環境学研究院 
共生社会学講座 教授 

 

 

【計画の策定経過】 

 

年月日 会議等 主な内容 

平成３０年 

７月１２日（木） 

●第１回策定委員会 ○ 基本方針の決定 

 ８月 ６日（月） ■第１回職員会議 

 

○ 基本方針の共有化 

○ ＜アドバイザー講義＞ 

  地域福祉の現状と都道府県社協の役割 

９月２１日（金） ●第２回策定委員会 ○ 第４次計画検証結果の共有と第５次計画

体系の検討 

１０月１６日（火） ●第３回策定委員会 ○ 第５次計画体系・施策決定 

１２月２５日（火） ●第４回策定委員会 ○ 第５次計画素案審議 

平成３１年 

１月３０日（水） 

●第５回策定委員会 ○  第５次計画書（案）審議 

２月 ４日（月） ▲種別協議会への事

前説明会 

○ 計画についての説明 

○ 種別協議会の意見聴取 

２月２５日（月） ■第２回職員会議 

 

○ 全体説明会 

○ アドバイザーから計画についての総評 

３月 １日（金） ●第６回策定委員会 ○ 第５次計画書（案）審議 

３月２０日（水） 理事会 ○ 第５次計画書（案）審議 

３月２８日（木） 評議員会 ○ 第５次計画書作成報告 
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