
平成 25年度社会福祉法人匝瑳市社会福祉協議会事業計画 

 

 

１．事業方針 

 少子高齢化問題や厳しい経済状況により生活困窮する人々が増加し、人口減少に歯止めが

かからず、高齢者のみ世帯や単身世帯の増加が進んでいる。 

 また、東日本大震災以降、地域によって災害に対する意識の格差や特に単身世帯では新聞

を購読していない方が多く、回覧板等も回ってこない情報難民も発生しており、地域で安心

して暮らしていける福祉のまちづくり、仕組みづくりを進めること、各種団体と協働のもと

地域住民主体による見守り活動等による地域福祉の推進が重要になってきている。 

 一方、高齢化率や認知症の増加による問題、介護の人材不足問題も深刻化の一途をたどっ

ている昨今、公的な福祉サービスだけでは福祉課題には対応できない問題もある。 

 地域福祉を推進する社会福祉協議会として、これらの多様化されたニーズに対し、地域住

民主体を基に各関係機関と協働し、地域の課題解決に向け努力する。 

 

 

 

 

２．重点事業 

 

  ・福祉コミュニティの基盤作りの地区社協活動の活性化 

 

  ・地域福祉フォーラム事業推進のための働きかけ 

 

  ・地域福祉の理念を生かした居宅介護支援、居宅訪問介護事業の充実と効率的運営 

 

  ・小規模多機能型居宅介護施設「紙ふうせん」の運営及び職員研修の充実 

 

  ・ボランティア活動を通した地域福祉の推進 

 

  ・児童発達支援事業「マザーズホーム」の運営 

 

  ・生活福祉資金貸付相談員の設置による貸付事業運営体制の強化 

 

  ・安心生活創造事業により、災害時要援護者登録の推進及び宅配電話帳配布による見守り活

動の強化及び災害時協力者の整備 

 

 

 



 

 

事 業 名 目   的 主 な 実 施 事 項 

法人運営ならび

に連絡調整 

法人の適切な運営と効果的な事

業運営及び社協専門職の育成を

図る。 

１．理事会の開催（ ３回） 

２．監事会の開催（ １回） 

３．評議員会の開催（３回） 

４．財務、人事関係等のマネージメント 

５．社協野栄支所の運営 

６．職員研修等の実施  

  ・CSWの養成 及び CSWによる勉強会の開催 

７．事務局機能の強化 

広報啓発事業 住民参加による社会福祉の基盤

作りを目指し、福祉意識の高揚と、

福祉活動への参加の動機付けと

なるよう広報啓発活動を行う。 

１．社協広報紙「ほっとそうさ」の発行（２回） 

２．社協ホームページの運営管理 

３．社協活動紹介のパンフレット作成（手作り） 

地域福祉事業 複雑化している社会問題を地域の

方々からの声を基に分析し、課題

解決に向け地域福祉の推進を計

画的に実施する。 

地域福祉活動計画の策定 

 ・策定スケジュールの調整 

 ・策定委員会及び作業部会等の体制及び人選 

 ・策定委員会設置要綱の作成 

 ・住民ニーズ等のアンケート調査 

 ・地域福祉活動計画策定 

地域における地域課題の発見、対

応、福祉コミュニティの形成のため

地区社協と協働し、住民主体によ

る地域福祉活動を推進する。 

１．地区社協活動への支援 

  事業費、運営費の交付 

２．地区社協会長会議の開催 

３．サテライトデイサービスの開催 

４．ふれあいいきいきサロンへの協力及び推進 

５．高齢者見守り活動の推進 

 ・GPS設置助成 

６．地域防災ネットワーク作りの推進 

７．地区社協活動情報紙の発行（３回） 

多様化するボランティア活動への

ニーズに応じ活動援助、情報提供

等を行い、引き続き、市民のボラン

ティア活動への参加を促進するた

め、講座や研修会を開催する。 

また、地域における高齢者、障害

者等を守るために地域住民と協働

し地域づくりを推進する。 

１．ボランティアセンターの運営 

２．ボランティア傷害保険の加入 

３．ボランティア連絡協議会の運営 

４．ボランティア講座の開催 

  ・災害ボランティア（専門技術者）意見交換会 

講座（４回） 

  ・災害ボランティアスタッフ養成講座（２回） 

  ・団塊世代地域デビュー講座 



５．災害救援助っ人バンクの開設 

 ・専門技術者及び一般者の現場活動ボランティ

アの担い手養成 

 ・災害ＶＣスタッフの担い手の養成 

６．災害VC立ち上げマニュアルに沿った防災演習 

７．ボランティアグループへのフォローアップ 

８．ボランティアフェスタ２０１３開催の協力 

福祉教育を通し児童生徒が豊かな

体験を積み、思いやりの心を育

み、助け合いと連携の意識を養う

ことを目的とする。 

福祉教育の推進 

１．児童生徒のボランティア活動支援 

２．福祉体験講座へのボランティア講師派遣 

３．福祉教育に関する広報、情報提供 

相談事業 市民の困りごと、心配ごとを解決し

安心して地域生活が送れるよう相

談所を開設する。 

また、複雑多様化する相談に対応

するため、相談員研修会を実施す

る。 

１．心配ごと相談所の開設 

 ・隔週月曜日１０時～１５時 

２．弁護士無料法律相談 

 ・隔週月曜日弁護士による法律相談 13時～ 

３．心配ごと相談員研修会開催 

介護保険事業 要介護者が適切なサービスを利用

し自分らしい自立した生活を送れ

るよう支援するとともに、法令遵守

に基づきサービスを提供する。 

１．指定居宅介護支援事業所の運営 

（相談業務、アセスメント、サービス担当者会議

の開催、ケアプランの作成、モニタリング、評

価、給付管理） 

２．地域包括支援センターとの連携及び研修会へ 

の参加 

３．週間ケアマネ定例会議の開催 

要支援１・２の利用者の心身の状

態維持、改善を目指した介護予防

サービスの提供。 

１．介護予防支援事業所の運営 

（相談業務、アセスメント、サービス担当者会議

の開催、ケアプランの作成、モニタリング、評

価、給付管理） 

２．地域包括支援センターとの連携及び研修会へ 

の参加 

３．週間ケアマネ定例会議の開催 

 

要支援、要介護者にホームヘルパ

ーを派遣し、身体介護、生活援助

等のサービスを提供する。 

指定居宅訪問介護（予防）事業の運営 

・訪問介護計画の作成 

・ホームヘルパーの派遣 

・登録ヘルパーの確保及び派遣、育成 

ヘルパーへの健康診断の実施 

・利用実績の管理 

・登録ヘルパーに対し全体及び個別研修の実施 



社協の介護保険サービスの利用

者を対象に災害時の利用者支援

を行う。 

介護保険サービス利用者への要援護体制の確立 

・介護保険サービス利用者の要援護状況把握 

・災害時備蓄品の拡充と安否確認・避難支援体制

の確立 

介護保険サービスの利用者への

サービス向上を図る。 

質の良い介護サービスを提供するために、社協独

自の介護サービスの提供に取り組む 

・社協 DEサロン（仮称）から住民運営型小域いき 

いきサロンの設置及び推進 

 

障害者自立支援

法 

身体、知的、精神障害者にホーム

ヘルパーを派遣し、身体介護、生

活援助等のサービスを提供し、日

常生活の維持向上を支援する 

ホームヘルパーの派遣事業 

・居宅介護計画書の作成 

・ホームヘルパーの派遣 

・利用実績の管理 

・同行援護 

・登録ヘルパーに対し全体及び個別研修の実施 

・ヘルパーへの健康診断の実施 

 

移動支援事業 

 

屋外での移動が困難な障害者の

外出を支援するためガイドヘルパ

ーを派遣 

移動支援事業 

・ガイドヘルパーの派遣 

・ガイドヘルパー月間予定表作成 

・ガイドヘルパーの確保 

・ガイドヘルパーの研修 

・利用実績の管理 

 

小規模多機能型

居宅介護施設 

「紙ふうせん」の

運営 

介護が必要となった高齢者が、可

能な限り住み慣れた環境の中で生

活できるよう、365日・24時間の切

れ目ないサービスを提供する事

で、その在宅生活を支援すると共

に、地域福祉の発信拠点となるべ

く開かれた環境づくりを行なう。 

１．「通い」「訪問」「宿泊」サービスの提供 

利用者の想いに沿ったケアプランの作成 

給付管理 

２．利用相談、介護相談の受付 

３．地域との交流事業 

  幼稚園、保育園、小中学校との交流 

  ボランティアの受け入れ 

  紙ふうせんの地域開放 

４．運営推進会議の開催 

５．利用者本位に寄り添うための職員研修会 

の実施 

６．災害時備蓄品の拡充と、福祉避難所としての 

機能強化（ＤＩＧ及びＦＩＧの実施） 

７．施設管理 

８．施設の防火対策の強化 



児童発達支援 

事業「マザーズ 

ホーム」の運営 

心身の発達に心配のある乳幼児

の健やかな発達と機能訓練、集団

生活に適応できる基礎作りを目的

に事業を実施。 

１．利用計画の作成 

２．集団療育 

３．個別指導 

４．保護者相談 

５．専門職による指導 

６．関係機関との情報交換 

７．運動会、クリスマス会等行事の実施 

８．保育所・幼稚園等からの相談受付 

 

 

日常生活自立 

支援事業 

（権利擁護事業） 

判断能力が十分でない高齢者や

障害者を対象に、福祉サービスや

日常的な金銭管理などの援助を行

い、地域で安心して暮らせるよう支

援する。 

１．福祉サービス利用援助 

２．財産管理サービス 

３．財産保全サービス 

４．弁護士、司法書士等紹介サービス 

５．日常生活支援員養成講座の開催 

６．あさひ広域後見支援センターとの連絡調整 

７．成年後見制度の周知活動 

８．日常生活支援員の確保 

 

 

貸付事業 低所得者、高齢者、身体障害者世

帯の経済的自立と安定した生活の

維持を目的に貸付事業を行う。 

１．生活福祉資金貸付 

①総合支援資金 

   ・生活支援費 

   ・住宅入居費 

・一時生活再建費 

②福祉資金 

    ・福祉費 

    ・緊急小口資金 

③教育支援費 

    ・教育支援費 

・修学支援費 

④不動産担保型生活資金 

    ・不動産担保型生活資金 

    ・要保護向け不動産担保型生活資金 

２．専門相談員配置による貸付基盤の強化 

  ・貸付業務の強化 

  ・償還指導の強化 

 

 

 



市受託事業 高齢者の自立生活を支援するた

め、匝瑳市の事業を受託し、地域

福祉の推進を図る。 

１．セーフティーネット支援対策等事業 

２．介護予防デイサービス 

３．生活管理指導員（ホームヘルパー）派遣 

４．安心生活創造事業 

高齢者福祉事業 高齢者等の在宅生活を支援する事

を目的に事業を行う 

１．高齢者 SOSネットワーク事業 

２．友愛訪問 

３．車いすの貸出 

４．ひとり暮らし高齢者等への配食サービス 

ひとり暮らしの高齢者等が緊急入

院する場合、民生委員や地域の方

たちが速やかに対応できるよう支

援を行う 

あんしん箱設置事業 

・ひとり暮らし高齢者等へのあんしん箱設置 

・ひとり暮らし高齢者等への継続的な見守り と 

訪問活動への支援 

・あんしん箱利用状況調査 

老人クラブ事業 高齢者の老後生活を健全で豊かに

することを目的に、自主的かつ中

立的な組織として活動する老人ク

ラブの事務局を運営する事により、

高齢者の心身の健康増進を図る 

１．老人クラブ連合会事務局の運営 

 ・市老連定例会開催(第３金曜日) 

 ・交通安全教室開催 

 ・環境美化運動、花植作業（春・秋） 

 ・寿大学開催 

 ・特選演芸会開催 

 ・市老連グランドゴルフ大会（春・秋） 

 ・健康教室開催 

 ・女性委員料理教室 

 ・敬老の日寝たきり友愛訪問 

 ・秋季スポーツ大会開催 

 ・県老人・海匝老人クラブ研修会への参加 

２．市老人クラブ連合会への助成 

障害者福祉事業 障害者の社会参加の促進と地域

生活支援のためノーマライゼーショ

ンの理念に基づく活動を行う。 

１．車いすの貸出 

２．視覚障害者への声のサービス 

３．郵便物への点字添付サービス 

４．身体障害者福祉会への助成 

児童福祉事業 関係機関と連携し、全ての児童の

健全育成を目指す。 

１．特別支援学級臨海学校助成 

２．ことばの教室親の会助成 

３．福祉教育の推進 

４．赤い羽根子どもの遊び場遊具補修 

５．交通遺児激励見舞金、勉学奨励金の支給 

 



地域福祉 

フォーラム事業 

地域内の様々な団体、組織、地域

住民が一緒になって地域づくりに

取り組むあり方や、取り組みにつ

いて話し合う地域福祉フォーラム

事業に取り組む 

１．基本福祉フォーラムの実施 

 ・小域地域福祉フォーラム情報交換会の開催 

２．地区社協を基盤とした小域福祉フォーラムの 

実施及び推進 

共同募金事業 たすけあい精神の高揚と参加型社

会福祉として、市民の善意を結集

する赤い羽根共同募金運動、歳末

たすけあい運動に取り組む。 

１．共同募金運動の実施 

 ・地区社協会長会議での募金協力依頼 

 ・募金配分計画策定 

 ・配分結果報告 

２．歳末たすけあい運動 

 ・歳末見舞金配分対象者調査 

 ・歳末見舞金の配分 

 ・歳末たすけあい運動結果報告 

 

その他の事業  １．法外援助 

２．災害見舞金支給 

 

 


