
別添２

第４期地域福祉計画の進行状況：見守り体制の充実・連携に関連する主な市の事業

社会福祉協議会補
助金

市社会福祉協議会が行う福祉事業の円滑な
推進を図り、本市の社会福祉を増進するため
に補助金を交付する

地域福祉活動推進事業
・地域福祉活動計画進行管理事業
・地域福祉ネットワーク事業
・介護講習会事業

○ふれあい子育てサロン
校区内の民生委員児童委員や町内会、ボ
ランティアの方々などが中心となって、子育
てを地域ぐるみで支えあう。
・51箇所　58校区社協で実施

○ふれあい子育てサロン
校区内の民生委員児童委員や町内会、ボ
ランティアの方々などが中心となって、子育
てを地域ぐるみで支えあう。
・52箇所　61校区社協で実施

健康福祉局
地域福祉課

地域ぐるみの学校
安全体制整備推進
事業

子どもたちが安全に教育を受けられるよう、警
察官ＯＢや防犯活動の専門家等を「地域学校
安全指導員」（スクールガード・リーダー）として
委嘱・配置し、学校の安全確保のための巡回
指導や学校安全体制整備についての評価を
行い、家庭や地域の団体及び関係機関・地域
ボランティア等と連携しながら、地域社会全体
で学校安全に取り組む「地域ぐるみの学校安
全体制の確立」に努める

○スクールガード・リーダー　15名
・それぞれ１人当たり4～6校を担当
・週1回、月4回を目安に、年41回勤務

○スクールガード・リーダー　15名
・それぞれ１人当たり4～6校を担当
・週1回、月4回を目安に、年41回勤務

教育委員会
保健体育課

青少年補導センター
事業

青少年の非行を防止し健全育成を図るため、
市少年補導委員による繁華街等での街頭補
導、電話相談、青少年健全育成のための広報
啓発活動等の事業を行う

市少年補導委員　345人
街頭補導実績　1,359回
　補導従事者数3,466回　補導少年数7,273
人
電話相談　20件

市少年補導委員　345人
街頭補導実績　  920回
　補導従事者数2,371回　補導少年数4,611
人
電話相談　14件

教育委員会
青少年課

心をつなぐともしび
グループ活動推進
事業

地域のボランティアグループを「ともしびグルー
プ」として登録し、ひとり暮らし高齢者、寝たきり
高齢者等を対象に声をかけ、福祉ニーズの掘
り起こし、在宅福祉に関する情報提供を行う

・団体数　　　  　 153団体
・構成人員　   　 　755人
・対象高齢者　　 1,484人

・団体数　　　  　 149団体
・構成人員　   　 　740人
・対象高齢者　　 1,442人

健康福祉局
長寿支援課

心をつなぐ訪問給食
事業

ひとり暮らし高齢者等の孤独感を和らげるとと
もに、安否の確認、食生活の向上を図るため、
デイサービスセンターなどで調理した食事を届
ける

・利用者数　　　　　　 2,065人
・配食数（昼）　　　　319,351食
・配食数（夜）　 　　　78,299食

・利用者数　　　　　　 2,165人
・配食数（昼）　　　　221,767食
・配食数（夜）　 　　　53,902食

健康福祉局
長寿支援課

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）

認知症等見守りメイト養成講座を開催し、講座
を修了した認知症等見守りメイト（ボランティア）
が、認知症と思われる高齢者等の見守りや家
族への支援を行う

・講座開催回数　　　　　3回
・メイト養成数　　　　　100人
・見守りメイト登録者数   484人

・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

障
害
者

ゆうあい訪問給食事
業

調理困難な重度障害者世帯を訪問して食事を
提供することにより、栄養及び献立等の面で単
調になりがちな食生活を改善し、障害者の健
康増進を図るとともに、孤独感の解消を図る

・延利用者数　　　　　2,076人
・配食数（昼）　　　　49,696食
・配食数（夜） 　 　　17,141食

・延利用者数　　　　　1,522人
・配食数（昼）　　　　23,722食
・配食数（夜）　  　　11,586食

健康福祉局
障害福祉課

避難行動要支援者
避難支援等制度

災害時に自力避難が困難な要介護者や重度
の障害者等（避難行動要支援者）について名
簿を作成し、消防や警察、町内会等の避難支
援等関係者と情報を共有することで、地域ぐる
みでの避難支援体制を確立する

・避難行動要支援者名簿情報の更新
　台帳登録者数：13,205人
・町内会等、避難支援等関係者への名簿提
供
・民生委員による新規対象者へ対する同意
確認等調査
・支援者等による個別支援計画の作成

・避難行動要支援者名簿情報の更新
　台帳登録者数：13,238人
・町内会等、避難支援等関係者への名簿提
供
・民生委員による新規対象者へ対する同意
確認等調査
・支援者等による個別支援計画の作成

市民局
危機管理課

防犯パトロール隊支
援事業

地域における子どもや高齢者など住民の安全
を確保するための自主的な活動を行う防犯パ
トロール隊の結成促進を図るため、パトロール
用品を支給する。
※10人以上の団体

・用品の支給　38団体 ・用品の支給（申請受付）　12団体
市民局

安心安全課

青色回転灯装備車
両導入促進支援事
業

犯罪等の未然防止に向けた活動を支援するた
め、青色回転灯装備車両（青パト）を導入した
団体に対し、青色回転灯などの用品を支給す
る。

・用品の支給　24台 ・用品の支給（申請受付）　16台
市民局

安心安全課

青色防犯パトロール
隊活動費補助事業

青色防犯パトロール隊の活動費の負担軽減を
図るため、青パト１台当たり年額18,000円を限
度に燃料費等の活動費を補助する。
※週1回以上又は年52回以上

・補助金の交付　53団体　165台
・補助金の交付（申請受付）　41団体　132
台

市民局
安心安全課

全
般

高
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分野 主管課２９年度計画及び進行状況（29.11末時点）事業名 事業の概要 ２８年度実績（関連部分）
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分野 主管課２９年度計画及び進行状況（29.11末時点）事業名 事業の概要 ２８年度実績（関連部分）

Ａ（悪質商法）Ｂ（撲
滅）Ｃ（シティ）消費
者情報ネットかごし
ま事業

消費者被害未然防止ネットワーク会議を開催
して関係機関との連携を図るとともに、メール
マガジン等による被害情報の提供など消費者
被害情報を共有することにより、消費者への
「見守り機能」を強化し、本市における悪質商
法の撲滅に資する

・鹿児島市消費者被害未然防止ネットワー
ク会議
　開催回数　1回
・メールマガジン配信
　配信回数　12回
　年度末登録者数　1,463人

・鹿児島市消費者被害未然防止ネットワー
ク会議
　開催回数　1回
・メールマガジン配信
　配信回数　8回
　年度末登録者数　1,488人

市民局
消費生活セン

ター

地域消費者サポー
ター育成事業

悪質商法やうそ電話詐欺などのトラブルを防ぐ
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として「地域消費者サポー
ター」を育成する

地域消費者サポーター：47人
市民局

消費生活セン
ター

社会福祉協議会補
助金

前述と同じ

○支え合いマップの作成・活用
・啓発研修会の実施：10校区社協
・研修会の開催（校区社協連テーマ別研修
会）
・支え合いマップづくりの取組：1校区社協

○支え合いマップの作成・活用
・啓発研修会の実施：4校区社協
・研修会の開催（校区社協連テーマ別研修
会）
・支え合いマップづくりの取組は検討中

健康福祉局
地域福祉課

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）

地域福祉ネットワークの活動拠点である地域
福祉館等に、必要な備品等の整備を行うととも
に、地域福祉支援員６人を配置し、校区社協
等へ活動に関する助言などを行うことにより、
見守り活動の推進を支援する

○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　7,444件
○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
○見守りネットワーク活動
・校区社協の活動　49校区

○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

民生委員・児童委員
見守り活動支援事
業

民生委員・児童委員による地域での見守り活
動を支援し、援助が必要と思われる住民の早
期把握及び対応につなげることにより、誰もが
安心して生活できる地域社会づくりに寄与する

①活動支援（訪問連絡カードの作成：1,060
部）
②地域の見守り活動協力事業者の呼びか
け
・南日本新聞販売南日会
・鹿児島相互信用金庫
・南日本リビング新聞

①活動支援
・訪問連絡カードの作成配布済み
・ポスター・チラシ作成配布済み
②地域の見守り活動協力事業者の呼びか
け
・南日本新聞販売南日会
・鹿児島相互信用金庫
・南日本リビング新聞

健康福祉局
地域福祉課

全
般
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