別添１
第４期地域福祉計画の進行状況：担い手の人材確保に関連する主な市の事業
分野

事業名

事業の概要

２８年度実績（関連部分）

２９年度計画及び進行状況（29.11末時点）

主管課

子育てサポーター
養成事業

・「子育てサポーター」の養成
・市民が自らの経験等を活かして子育てを支
援するための人材であり、本市の子育て支
援施設、母親クラブ等、市からの依頼を受
け、マッチングを行い、講座やイベント等で、
見守りや遊びの補助等を行う

県が全国共通の「子育て支援員研修」を実施し
たため、市独自の「サポーター養成講座」は実
施せず、すでに登録し活動している「子育てサ
ポーター」や「ファミリーサポートセンターの会
員」を対象としたフォローアップ講座を実施し
た。
・講座参加者数 58人

県が全国共通の「子育て支援員研修」を実
施したため、市独自の「サポーター養成講
座」は実施せず、子育て支援員研修修了者
およびサポーターを対象とした「子育て支援
員研修(現任研修）を実施する予定。
・現任研修 定員50人

健康福祉局
こども政策課

ファミリー・サポー
ト・センター事業

・「ファミリー・サポート・センター」の設置
・育児の援助を依頼する依頼会員、育児の
援助を行う提供会員及びどちらも可能な両
方会員で組織され、会員相互による育児の
相互援助活動を実施し、育児に関する負担
の軽減及び児童福祉の向上を図る

・活動件数 6,233回（332）
※（ ）は家事援助活動を示す
・登録会員数 3,337人
依頼会員 2,476人
提供会員 780人
両方会員 81人

・活動件数 4,873回（170）
※（ ）は家事援助活動を示す
・登録会員数 3,365人
依頼会員 2,482人
提供会員 807人
両方会員 76人

健康福祉局
こども政策課

にこにこ子育て応
援隊支援事業

・「にこにこ子育て応援隊」の結成
・様々な分野・地域で子育てを応援する企業
や店舗・市民活動団体などを隊員とし、市は
それらの活動に関する情報発信を行う（夢す
くすくねっと等）
・地域みんなで応援隊：地域で子育てに対す
る不安感等を緩和する活動を行う市民活動
団体等
・職場のパパママ応援隊：従業員が子育てし
やすいように職場環境を整える事業者
・お出かけラク！トク！応援隊：買物時の割
引等、子育て家庭に配慮する店舗や施設等

・地域みんなで応援隊 60団体
・職場のパパママ応援隊 32団体
・お出かけラク！トク！応援隊に参加している
お店や施設 657店舗

・地域みんなで応援隊 60団体
・職場のパパママ応援隊 32団体
・お出かけラク！トク！応援隊に参加してい
るお店や施設 683店舗

健康福祉局
こども政策課

妊娠・出産包括支
援事業（母子保健
サポーター養成・育
成）

・「母子保健サポーター」の養成・育成
・各保健センターで実施される1歳6か月児健
・従事回数 178回
診や3歳児検診、育児相談時に会場（各保健
・活動人数 446人
センター）での兄弟児の見守りや保護者との
・研修受講者 468人
話し相手となっていただくことで、地域の子育
て世帯との顔の見える関係づくりを図る

・従事回数 217回
・活動人数 555人
・研修受講者 60人

健康福祉局
母子保健課

育児支援事業
（母子保健推進員
養成・育成）

・「母子保健推進員」の養成・育成
・活動件数 112件
・地域内の１歳6か月児健診未受診者の家庭 ・活動人数 707人
訪問、受診勧奨を行うなど制度周知を図る ・役員会 年2回

・活動件数 49件
・活動人数 712人
・役員会 年2回

健康福祉局
母子保健課

・ボランティアジュニアリーダー養成セミナー
142人

教育委員会
青少年課

【ボランティアの活動】
・事業数
13,366事業
・活動者数 37,776人
・登録者数
8,693人

教育委員会
生涯学習課

・団体数
・構成人員
・対象高齢者

健康福祉局
長寿支援課

子
ど
も
・
子
育
て

・「ボランティアジュニアリーダー」の養成
・ボランティアジュニアリーダーは、生徒会や
青少年ボランティア 各中学校で行うボランティア活動の推進役 ・ボランティアジュニアリーダー養成セミナー
活動推進事業
・ボランティアの人材の掘り起こしや育成を
147人
行い、地域における交流活動や見守り等の
支援活動の振興を図る

・「学校支援ボランティア地域コーディネー
ター」の配置（市内小学校78校に36人配置）
・地域で学校を支援する体制づくりを推進す
るために、コーディネーターは学校からの要
望をもとに、支援できる人材を発掘・登録し、
学校へボランティアを派遣する業務を担う
・学校ではより細やかな指導ができるように
学校支援ボランティ
なり、また、学んだ成果を生かすことでボラン
ア事業
ティアの方々の生きがいづくりにもつながる
・地域住民と学校をつなぐことで、子どもを見
守る体制づくりや地域の活性化へも広がる

【ボランティアの活動】
・事業数
18,267事業
・活動者数 52,762人
・登録者数
8,202人

【ボランティアの主な支援内容】
学習支援、読み聞かせ、登下校の安全確
保、環境整備など

高

・「ともしびグループ」の登録
心をつなぐともしび ・地域のボランティアグループとして登録し、 ・団体数
グループ活動推進 ひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者等を対 ・構成人員
事業
象に声かけ活動、福祉ニーズの掘り起こし、 ・対象高齢者
在宅福祉に関する情報提供を行う

153団体
755人
1,484人

149団体
740人
1,442人

齢
者

高齢者が介護保険施設等で行うボランティア
高齢者いきいきポイ 活動や健康診査の受診に対して換金等が可
・登録者数 1,198人
ント推進事業
能なポイントを付与することで、高齢者の生
きがいづくりや介護予防を推進する
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・登録者数 1,276人

健康福祉局
長寿あんしん課
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事業名

事業の概要

２８年度実績（関連部分）

２９年度計画及び進行状況（29.11末時点）

主管課

・地域の互助活動を促進し、住民主体の
サービスの担い手を育成する
・高齢者を含む任意の団体が、生活援助な
どの互助活動を行う
生活支援支え手育 【主な活動内容】
・登録団体数 46団体
成モデル事業
各団体が地域で把握している支援対象者に
対して、生活援助の実施や通いの場を提供
する

・登録団体数 48団体

健康福祉局
長寿あんしん課

・講座開催回数
2回
・メイト養成数
64人
・見守りメイト登録者数 533人

健康福祉局
長寿あんしん課

※モデル事業であり、予算要求上は平成30
年度で終了予定
認知症オレンジサ
ポーター養成事業
（認知症等見守りメ
イト養成講座・活
動）

高
齢

・「認知症等見守りメイト」の養成
・講座開催回数
3回
・認知症等見守りメイト（ボランティア）が、認
・メイト養成数
100人
知症と思われる高齢者等の見守りや家族へ
・見守りメイト登録者数 484人
の支援を行う

・「よかよか元気クラブ」の充実
住み慣れた身近な地域で健康づくりの取組が
地域で介護予防を ・住み慣れた身近な地域で健康づくりの取組
推進できるよう、介護予防の取組の実態把握
展開するための連 が推進できるよう、よかよか元気クラブ（住民
・よかよか元気クラブ 38か所発足
を行い、住民主体の通いの場が地域で展開で
携推進事業
主体の通いの場）を充実させ、継続的に拡大
きるようモデルプランを提示した。
していくような地域づくりを推進する

者

障
害
者

地域保健活動事業
（地域で介護予防を ・「介護予防のうねりを起こす会」への支援
・会への参加者数
67人
展開するための連 ・市民が主体となり、らくらく体操の普及と元
・普及人数
23,294人
携推進事業：29年 気高齢者づくりを市とともに推進する
度変更）

よかよか体操・らくらく体操の普及と元気高
齢者づくりの推進を目的とした2月の「よかよ
か元気クラブの交流会・体操講会」に向け、
「介護予防のうねりを起こす会」の会議を開
催した。
・会への参加者数 55人

・「防火防災リーダー」の育成
・地域における防火・防災のリーダー的存在
である防火協力会長等に対し、焼死者を発
生させないための講習を行うことにより、高
齢者を災害から保護し、さらには地域の火災
火の用心！シル
予防思想の普及啓発の推進を図る
バーセーフティ事業 ・火災や地震等の災害時に周囲の助けが必
要となる方の把握及び地域における共助体
制の確立を図り、日頃から防火防災対策を
講じてもらうとともに、災害発生時には、地域
住民と協力して、可能な範囲で高齢者をはじ
め災害弱者への支援を行う

「防火防災リーダー育成教室」を実施（H29
～）
44人（募集定員：50人）
・炊き出し訓練
・防火防災講話
・救急基礎講習
※シルバー教室は指導になる

健康福祉局
保健予防課

健康福祉局
保健予防課

消防局
予防課

・「手話奉仕員」及び「手話通訳者」の養成
・「手話奉仕員」とは、聴覚、言語機能、音声
機能などの障害のため、意思疎通を図ること
に支障がある障害者等との交流活動を促進
するため、日常会話程度の手話通訳を行う
・「手話通訳者」とは、聴覚、言語機能、音声
機能等の障害のため、意思疎通を図ること
に支障がある障害者等が自立した日常生活
又は社会生活を営むことができるように手話
手話奉仕員等養成
通訳を行う
事業
【主な活動】
・手話奉仕員
各種イベント等における手話ボランティア
・手話通訳者
市役所に設置している手話通訳者や鹿児島
市手話通訳者等派遣事業において派遣する
手話通訳者として登録した場合は、利用者
の申請を受けて、公の講演会や集会、官公
署、病院等で手話通訳を行う

【養成講座】
・手話奉仕員
入門編（城西・谷山・鴨池）91人 60人修了
基礎編（城西・谷山・鴨池・喜入）65人 42人修
了
・手話通訳者
通訳者Ⅰ 25人 21人修了
通訳者Ⅱ 13人 12人修了
実践課程 11人 10人修了

【養成講座】
・手話奉仕員
入門編（城西・谷山・鴨池・吉野）108人
基礎編（城西・谷山・鴨池）55人
・手話通訳者
通訳者Ⅰ 36人
通訳者Ⅱ 21人
通訳者Ⅲ 11人

健康福祉局
障害福祉課

・「要約筆記者」の養成
・「要約筆記者」とは、聴覚、言語機能、音声
機能等の障害のため、意思疎通を図ること
に支障がある障害者等が自立した日常生活
要約筆記者養成事 又は社会生活を営むことができるように要約
業
筆記を行う
・鹿児島市手話通訳者等派遣事業において
派遣する要約筆記者として登録した場合は、
利用者の申請を受けて、公の講演会や集
会、官公署、病院等で要約筆記を行う

【要約筆記者養成講習会】
開催場所：鴨池公民館
参加者数：6人
修了生数：4人

【要約筆記者養成講習会】
開催場所：鴨池公民館
参加者数：4人
修了生数：3人

健康福祉局
障害福祉課

・「盲ろう者向け通訳・介助員」の養成
・「盲ろう者向け通訳・介助員」とは、視覚機
能と聴覚機能に障害を併せ持つ重度重複障
盲ろう者向け通訳・ 害者（盲ろう者）に対して、コミュニケーション
介助員養成研修事 の支援及び移動介助の技術を習得した者
業
・鹿児島市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事
業において派遣する通訳・介助員として登録
した場合は、利用者の申請を受けて、コミュ
ニケーション及び移動等の支援を行う

・研修を行える講師がまだ育成されていない
等、体制が整っていないため養成講座等は未
実施
・登録者数 36人（県で講座等受けた者）
・派遣件数 510件

研修を行える講師がまだ育成されていない
等、体制が整っていないため養成講座等は
未実施
・登録者数 36人（県で講座等受けた者）
・派遣件数 479件

健康福祉局
障害福祉課
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障
害
者

事業名

事業の概要

２８年度実績（関連部分）

・「精神保健福祉ボランティア」の養成
・精神障害者の地域社会への積極的な社会
参加の促進及び精神保健福祉に関する知
識や情報の普及啓発を図る
【養成講座】
精神保健福祉推進
・実施回数 １コース（5日）
事業
【主な活動】
・受講者 14人
（精神保健福祉ボラ
・「いこいの部屋あらた」の開設
【ボランティア研修】
ンティア養成・育成）
・家族会、行政主催の各種行事への参加
・修了生研修会 1回
・スポーツ活動の支援（ミニバレーボール大
会の開催と各病院デイケアプログラム提供と
してストレッチ講座の出前）

安心安全地域リー
ダー育成事業

(1) 防犯・事故防止基礎コース、防災基礎コー
ス
① 受講者数
・防犯・事故防止基礎コース47人 33人修了
・「安心安全地域リーダー」の育成
・防災基礎コース61人 50人修了
・地域の防犯・事故防止、防災活動のリー
② 開催状況 9/4～1/14・各コース8回
ダー
(2) 防犯・事故防止マスターコース
※各マスターコース修了者に安心安全推進
防災マスターコース
員を委嘱する
① 受講者数
・防犯・事故防止マスターコース13人 8人修了
・累計 342人（実人数 267人）
・防災マスターコース18人 13人修了
② 開催状況 9/4～1/7・各コース8回

２９年度計画及び進行状況（29.11末時点）

主管課

【養成講座】
・実施回数 1コース（5日）
・受講者 10人
【ボランティア研修】
・修了生研修会 1回

健康福祉局
保健予防課

(1) 防犯・事故防止基礎コース、防災基礎
コース
① 受講者数
・防犯・事故防止基礎コース 20人 ３回
・防災基礎コース 60人 ６回
② 開催状況 8/26～11/5
(2) 防犯・事故防止マスターコース
防災マスターコース
① 受講者数
・防犯・事故防止マスターコース25人 ４回
・防災マスターコース32人 ５回
② 開催状況 8/27～11/5

市民局
安心安全課

・安心安全推進員委嘱数（28年度 14人）

・「地域消費者リーダー」の育成
消費者教育担い手 ・地域に根ざした消費者啓発を促進するた
地域消費者リーダー：29人、 出張講座：56
地域消費者リーダー：35人、 出張講座：59回
育成事業
め、地域消費者リーダーが、地域において簡
回
易な出張講座を実施する

市民局
消費生活セン
ター

・「地域消費者サポーター」の育成
地域消費者サポー ・悪質商法やうそ電話詐欺などのトラブルを
ター育成事業
防ぐ情報を自分の身近な人に伝えることを
主な活動とするボランティア

市民局
消費生活セン
ター

地域福祉推進事業
（地域福祉館等を拠
点とした地域福祉
ネットワークの推
進）

全

地域消費者サポーター：47人

○地域福祉館等を拠点としたネットワークの推
・「校区社協等の担い手」の育成
進
・地域福祉支援員6人による、校区社協等へ ・地域福祉支援員による
の活動に関する助言等により、校区社協等
相談及び支援 7,444件
における担い手育成を支援する
○小地域ネットワーク支えあい補助金
・補助団体 63校区社協

般
○ボランティアセンター運営事業
・登録者数(494団体 77,116名) (個人626名)
社会福祉協議会補 市社会福祉協議会への補助金を交付を通じ ・相談件数 3,715件
助金
て、ボランティアセンターの運営を支援する ・コーディネート数 876件、3,104人
○ボランティア活動啓発・推進事業
・ボランティア出前講座 27回 1,318人参加

鹿児島市社会福祉協議会ボランティアセン
ターのボランティア推進育成校に関する事業
に補助を行う
ボランティア推進校
支援事業
【ボランティア推進校の活動例】
・清掃活動
・募金活動
・福祉体験、高齢者との交流会 など

○ボランティア推進校：133校
・小学校79校 ・中学校37校
・高校17校

地域の福祉活動を推進する拠点として設置
地域福祉館管理運
・ボランティア登録受付者数：11件
している地域福祉館において、ボランティア
営事業
・ボランティア相談件数：6件
活動等の支援を行う

民生委員・児童委
員指導事業

○地域福祉館等を拠点としたネットワークの
推進
・地域福祉支援員による
相談及び支援 5,097件
○小地域ネットワーク支えあい補助金
・申請 54校区社協
・確定 21校区社協

健康福祉局
地域福祉課

○ボランティアセンター運営事業
・登録者数(380団体 54,103名) (個人289名)
・相談件数 1,269件
・コーディネート数 558件、1,599人
○ボランティア活動啓発・推進事業
・ボランティア出前講座 12回 774人参加
・校区社協ボランティア出前講座 4回 146
人参加

健康福祉局
地域福祉課

29年度計画（29年11月末実績）
○ボランティア推進校：144校（133校）
・小学校80校（78校） ・中学校43校（36校）
・高校21校（19校）

健康福祉局
地域福祉課

・ボランティア登録受付者数：9件
・ボランティア相談件数：8件

健康福祉局
地域福祉課

・民生委員推薦会 ５回開催予定
・民生委員推薦会 7回開催（一斉改選3回を含
（4回開催済）
む）
・民生委員審査専門分科会 ５回開催予定
・民生委員審査専門分科会 7回開催
（4回開催済）
・「民生委員・児童委員」の資質向上及び幅 ・民生委員新任者研修 2回実施
・民生委員新任者研修 2回実施
広い知識の習得のための指導等
・民生委員現任者研修 １回実施
・民生委員現任者研修 １回実施予定
・地域社会の福祉増進のため支援活動を行 ・業務視察研修 1回
・業務視察研修 1回
う
民生委員・児童委員数
民生委員・児童委員数
定数：１,０６０人 現任数：１,０３５人（Ｈ28.12.1
定数：１,０６０人 現任数：１,０４９人（Ｈ29.12.1
現在）
現在）
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健康福祉局
地域福祉課

別添１
分野

事業名

事業の概要

２８年度実績（関連部分）

・「食生活改善推進員」の養成・育成
・食生活改善を中心とした健康づくりのため
の普及啓発の活動を行う

【養成講座】
・実施回数 10回×5保健センターで実施
【育成】
食生活改善推進事 【主な活動】
全体研修会
2回
業
・市協議会の自主事業としてメンズキッチン、
リーダー研修会 1回
（食生活改善推進 ヤングキッチン、健康づくり料理教室の実
新人研修会
2回
員養成・育成）
施。各保健センター・消費生活センター等行
調理技術研修会 （保健センターにて実施）な
政行事への参加
ど、
・地域の要請に応じて小学校の文化祭等に
研修会延開催回数 100回
参加
・県から委託される事業の実施

・「運動普及推進員」の養成
・地域において市民の健康づくりのための運
動普及及び実践活動を行う

全

・活動推進員数 272人
【養成講座】 全6回
【主な活動】
運動普及推進員支
【育成】
・お達者クラブ
援事業
・保健所主催研修会 3回
・地域からの要請に応じて老人クラブやサロ
・運動普及推進員協議会研修会 2回
ン
・定例会時研修会 2.96回
・個人的に身近な住民へ
・市の事業への協力（よかよか体操・らくらく
体操の普及等）

２９年度計画及び進行状況（29.11末時点）

【養成講座】
・実施回数 8回×2保健センターで実施中
【育成】
全体研修会
1回
リーダー研修会 1回
新人研修会
1回×5保健センター
調理技術研修会、調理伝達研修会 （保健
センターにて実施中）

市民に健康づくりのための運動習慣の普及
実践を図るため、運動普及推進員の29年度
養成講座は終了、活動を支援するための研
修会・連絡会等を実施している
・養成講座

主管課

健康福祉局
保健予防課

健康福祉局
保健予防課

全6回

般
・「健康づくり推進員」の養成
・介護予防のために実施するお達者クラブの ・養成講座 全4回
健康づくり推進員支
運営等を通じて、ひとり暮らしや閉じこもりが ・養成者数 42人（養成講座修了者）
援事業
ちな高齢者と交流を図り高齢者の日常生活 ・活動推進員数 452人（養成者含む）
における動作の機能低下防止等を行う

29年度の健康づくり推進員養成講座は終
了、活動を支援するための研修会・連絡会
等を実施している。健康づくり推進員協議会
にお達者クラブの運営を委託している
・養成講座

健康福祉局
保健予防課

全4回

○ゲートキーパー養成講座
・「ゲートキーパー」の養成
自殺対策事業
・市民向け1回（受講者 27人）
・自殺の危険性の高い方の早期発見、早期
（ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ養成講
・職員向け1回（受講者 52人）
対応を図るため、自殺の危険を示すサイン
座）
・スキルアップ講座1回（受講者 22人）
に気付き、適切な対応を図る
・委託 3回

○ゲートキーパー養成講座
・市民向け 2回（受講者 116人）
・職員向け 5回
・スキルアップ講座 1回
・委託 3回

健康福祉局
保健予防課

校区公民館ごとに成人学級、女性学級、小
中学校ごとに家庭教育学級、中学校に父親
校区社会学級の開 セミナーを開設し、社会生活上の様々な課題
設
について学習する中で、必要な教養や知識･
技能を習得するとともに、その成果をまちづ
くりに生かす

・成人学級
73学級
・女性学級
58学級
・小学校家庭教育学級 78学級
・中学校家庭教育学級 39学級
・父親セミナー
39学級

教育委員会
生涯学習課

・成人学級
72学級
・女性学級
61学級
・小学校家庭教育学級 78学級
・中学校家庭教育学級 39学級
・父親セミナー
39学級
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