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1 他地区で行っている支援活動を調査する。
計画修正　'17/06

[調査内容]
背景、経緯、活動の進め方、組織の作り方など
1) ケアタウンおだわらシンポジウムの公聴 ● 17/1/28シンポジュウム

2) 他地区の現状を調査する。
（コーディネーター、ボランティア等の活動内容

や要件について）
計画修正　'17/08

①東富水地区支援活動拠点見学
②インターネットより各地域での活動事例入手
③足柄地区実施事例を公聴 ● 4/11第1回検討会

● 5/16第2回検討会

● 6/21第3回検討会

2 支援活動調査結果を整理する。
1）実施できる項目を決定する。

①支援体制を実行すための各条件（人・モノ・金）を整理し検討実施。
計画修正　'17/06

【決定事項】
①支援体制を実行するための核となる人を探す。

（各団体へ呼びかける）
⇒結果：核となる人が見つからない

②現在の活動を進める上で、市地域政策課、地区福祉活動団体
へ参加依頼する。

・社協、ボランティア会、包括支援センター ◎6/24第１回進捗報告会

★活動目標の変更：「支援体制構築」⇒「各団体個別課題の解決」
個別課題の解決を図り各団体の活動を充実させ最終的には支援体制の構築を図ることを目指す

2) コーディネーターを含めた活動チームを編成する。 ●7/14第4回検討会

●8/23第5回検討会

①9/20より新たに健康・福祉チーム結成 ●9/20第6回検討会

・社会福祉協議会　・民生児童委員・ボランティア会
・健康おだわら普及員・老人会・地域包括支援センター ◎9/23第2回進捗報告会

・体育振興会・自治会連合会・有識者
・（市）地域政策課、高齢介護課
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3 実施準備（個別課題の解決）
１）個別課題の再度洗い出し 計画修正　'17/10

①買い物について⇒小田原百貨店へ検討依頼（巡回バス等）
②ゴミだしについて⇒新聞情報や小田原市の現状について、

情報を共有化した。 ●10/18第7回検討会

◎ ③一部自治会で行っているサロン活動を全自治会に広げ充実させたい。 ●11/30第8回検討会

⇒選択
２）個別課題の決定と実施準備 ◎12/16第3回進捗会議

①サロン活動未実施自治会へ第3回進捗報告会で実施検討の呼びかけ。
開始は来年度。 ●1/24第9回検討会

②実施に当たり必要であれば「健康・福祉チーム」が立ち上げ支援する。 ●2/28第10回検討会

③実施に当たり、民生、ボランティア会が主担で実施する。 ◎3/25第4回進捗報告会

3 実施（個別課題の解決） ●5/16第11回検討会

①サロン活動未実施地区の実施 ●6/18第12回検討会

・学校前年1回⇒2回実施 ◎6/30第5回進捗報告会

・道下未実施⇒2回実施 ●8/6第13回検討会

・城北未実施⇒城北工業高校とのコラボ実施 ●9/11第14回検討会

・曽比協未実施⇒検討中⇒曽比協としては実施しない。 ◎9/22第6回進捗会議

・寺下年内に1回実施予定⇒2回実施
・高河原自治会内福祉活動各メンバーの会合を今後実施する。
②上記以外では記念館食堂利用予約可能月の変更　1か月前⇒2か月前
③買い物支援について⇒出張販売について模索中

4 上記以外の課題を考える
①現状の各団体の活動を整理し、今後の福祉健康のあるべき姿も考える ●10/22第15回検討会

・実施事業の整理 ●12/12第16回検討会

・民生委員によるニーズ調査 ◎12/15第7回進捗会議

・現状及び将来のあるべき姿を見える化する。
5 活動の見直し ●2/20第17回検討会

● 上記検討の結果、今後の進め方を以下にまとめる

②状況確認、または新規課題検討の為、定期的に福祉健康部会は
実施する。⇒1回/2か月

③課題発生時は臨時に福祉健康部会を臨時招集し検討する。
④福祉に関する活動については、各団体間で重複する活動は統合していく。 ●3/23総会

計画修正　'19/03

6 定期検討会の開催
● 第18回、第19回実施 ●4/10第18回検討会

① 部会長、副部会長改選：部会長・・下田社会福祉協議会 ●6/12第19回検討会

副部会長・田口体育振興会

めざす姿 具体的な進め方

①当面各団体とも連携し、現状の活動を継続実施する。
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② 活動報告
・サロン活動⇒道下今年度4回/年を計画／城北は城北工業高校と

コラボを3回/年計画⇒サロン活動のさらなる活性化を考えている（社協）
・従来の見守り活動の見直し。⇒異常察知ボランティア（仮）の

募集を考えている。（きづなチーム）
・ 福祉関連諸団体活動の統合化を考えている。（社協）
・包括支援センターの事務所変更⇒桜井小横（旧ひまわり）
・ 災害弱者との協定書改定。使用制限の拡大された。（自治会） ●6/29進捗報告会

・ その他各団体活動報告：老人会、健康おだわら、体振
● 第20回実施 ●第20回検討会

①各団体活動状況報告
・老人会⇒会員の減少。元気な人が残り、弱い人が脱会する。
・民生児童委員⇒役員改選で苦慮
・サロン活動は計画通り実施中
・社協⇒地域見守りボランティア「きずなチーム」募集活動開始 ●9/21進捗報告会

　 ・視察研修：「日光尊徳記念館」・・10/11(金 )
●第21回実施 ●10/29第21回検討会

①各団体活動状況報告
・民生児童委員⇒役員改選で苦慮
・サロン活動⇒桜井地区前期17回実施
・社協⇒新きずなチームの結成（通常の生活の中での気づきを

近くの民生委員に連絡）第1回情報交換会に60名の参加
・ボランティア会⇒昼食会、宅配弁当を計画に従って実施。
・健康おだわら⇒健康ウオーキング実施20名参加
・体振⇒大野山ハイキング実施14名参加
・自治会⇒台風19号での避難により多くの課題が出た。
・地域政策課、高齢介護課⇒公演情報

●第22回実施 ●12/3第22回検討会

①各団体活動状況報告
・民生児童委員⇒ふれあい訪問実施（介護をしている家族の方に
　　　　　　　　花を届ける。）
・社協⇒男性がもてなす昼食会実施（男性の福祉活動への参加
　　　　促進も狙い）活性化してきている。

・毎週土曜日朝、報徳記念館庭でラジオ体操を実施中
・ボランティア会⇒高齢化で昼食会へ来ることが困難な方がいる。 ●12/14進捗報告会

・体振⇒スポーツフェスティバル実施、約400名の参加
・自治会⇒寺下自治会ではサロン活動として囲碁、将棋を実施。

今後、月2回実施予定。
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●第23回実施 ●2/4第23回検討会

①各団体活動状況報告
・民生児童委員⇒新役員がひとり決まらない。
・社協⇒2/26きずなチーム第２回情報交換会

サロン活動実績を表にまとめた。
・体振⇒おだわら駅伝競走大会、２２年ぶりの準優勝

2/16桜井地区球技大会予定
・包括支援センター⇒桜井小６年生のクラスで認知症について
　　　　　　　　　　講演依頼有あり。
・健康おだわら⇒１２/１２医師講演会実施１５名参加
・老人会⇒2/3社協と合同で体力測定実施。25名参加
・自治会情報⇒寺下自治会12月1月サロン活動推進中（囲碁等） ○3/28進捗報告会

7 試行 計画修正　'18/04 ○10月検討会

2回目計画修正　'19/03 × ○12月検討会

3回目計画修正　'21/03

8 見直し、不具合の改善 計画修正　'18/04 ○2月検討会

2回目計画修正　'19/03 × ○3月総会

3回目計画修正　'21/03

9 改善策の実施 計画修正　'18/04

2回目計画修正　'19/03 ×

3回目計画修正　'21/03
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