
平成 29年度

社会福祉法人湖南市社会福祉協議会事業計画

基本方針

国の経済情勢は、国民、市民の生活に大きく影響するもので、福祉活動、福

祉事業など福祉の分野もその経済状況に、影響されることとなる。最近の各国

の国家元首の発言、行動が、日本の経済に大きく影響を及ぼし、安定してきた

かに見えた日本経済も将来への見通しが立ちにくくなったように恩われる。

その中で、日本が抱える様々な問題、特に福祉分野において、少子高齢化、

生活困窮、子ども・高齢者への虐待など地域のつながりの希薄化がもたらす影

響が深刻となってきている。

今、社会福祉協議会として何ができるかを考えていく左、社会福祉協議会の

職員が起ζ した不祥事により、市民、関係機関の方々に多大なご迷惑ご心配を

おかけしたこ左を、まず反省し、改めてーからスタートしていかなければなら

ない。今回行われる社会福祉法改正に伴う社会福祉法人の制度改革において、

法人の在り方が問われ、組織の体側、ガパナンスの強化が求められている。当

会での事件はまdfとその組織、ガパナンスの欠如から起こったものであると自

覚し、 29度は、その組織の強化を図っていくこ左も重点としていかなければ

ならない。もちろん地域のつながりづくりの強化のための事業は、継続して行

い、社会福祉協議会の原点である地域づくりを目指していきます。

社会福祉協議会が地域における公的法人としての役割を果たすために、地域

との関わりを今後も続け、地域とともに歩む姿勢を見せていくことが、信用、

信頼の回復となると信じて、組織づくりに努めていきます。

重点目標

1.法改Eに対応した組織体制の強化を図り、健全な法人運営に努めます。

2. 自己研鐙による職員資質の向上左人材育成に努めます。

3.第三次地域福祉活動計画の策定及ひ准進に努めます。

4.住民の積極的なボランティア活動等への参加啓発に努めます。

5.住民生活の安IOのため地域のつながりづくりの活動に努めます。

6 災害時や緊急時に備えた取り組みに努めます。

7.在宅福祉サ〕ピスの充実と事業の安定化に努めます。



《大日新規》

A 社会福祉事業 ((+目地域福祉活動計画》

1 法人運営事業 [77，178千円]

(1)本部事業

会務運営に必要な事務ならびに事業の運営に必要な会計を中心とした

事務業務などを総合的に行う。

・理事・評議員・監事の選任

・役員会の開催(予定)

理事会年 3~5 回

評議員会年 2~3 回

監事会(監査) 年 1田

評議員解任・選任委員会必要な場合開催

-市内各世帯・事業所への会費の納入依頼と徴収

.法人会費増額のための広報紙活用

-役職員研修の開催(役職員階層別研修)

・会計(予算執行と経理)

・予算、決算の作成

・事業計画、事業報告の作成

・庶務(公印、金庫の管理を含む)

・定款、規程等の事務管理

・職員管理

人件費抑制の一環としての管理職手当の一部カット(継続)

衛生委員会の運営

-職員人事交流

・事業継続計画 (BCP)の作成のための事業整理

非常時における本会の事業継続を計画化するため、それぞれの

事業内容や事務を整理する。

2 地域福祉事業 【13，151千円]

(1)地域福祉活動事業 [1，385千円l
①φ地域たまり場事業の実施

②・地域福祉支援事業

学区ごとに担当の職員(地域福祉支援員)を配置し、活動の支援を

行う。

③@地域見守り活動の推進と体制の整備

・生活支援サボ」ター事業の実施

・給食サ)ピス利用者に対する安否確認と見守りの実施



毎月 1回、手u用料の集金時に安否確認活動を行う 0

.芦掛け運動の実施

@+わかりやすい地域支え合い活動のパンフレット作成

0小地域福祉推進事業

地域を主体とするふれあいサロンや見守り活動、福祉講座などの勉強

会に対する活動費の支給、活動運営に関する助言、情報提供を行う。

-福祉協力員制度の展開

0小地域福祉活動事業推進交付金事業

・まちづくり協議会が地域の福祉課題の実情に合わせ、自主的に解決

しようとするための事業経費を交付する。

O~静災害ボランティアセンタ}設置・運営のための体制整備

-設置運営訓練の実施

-災害ボランティア講座の開催

.大センタ)運営協力者の育成

・*災害ボランティアパンフレットの作成

.大災害ボランティア登録制度の実施

O~静福祉出前講座の開催

地域住民や自治会・団体等を対象に、社会福祉協議会の事業、ボラ

ンティア、介護などの各担当職員を講師として派遣し、市民の社会福

祉協議会や地域福祉への啓発と推進のため、福祉出前講座を行う。

0*第 3次地域福祉活動計画の策定

社協の地域福祉活動の今後の指針と 28年度に市が策定した湖南市

第三次地域福祉計画の具体的な実現の方策を示すため、湖南市第三次

地域福祉活動計画 (5か年計画)の策定を行う。

合わせて、今年度で計画の最終年度となる第二次地域福祉活動計画

の検証を行う。

(2)ボランティア振興事業(ボランティアセンター事業) [4，814千円】
すべての住民が、自発的に福祉活動に参加できるまちづくりの推進のため、

誰もがいつでもどこでも気軽に参加できる環境や機会の提供、活動に関する

相談、助言、支援、斡旋を行う。さらに、活動の拠点となるボランティアセ

ンター機能の充実を図る。

0ボランティア活動に関する広報・情報収集および提供

①4争地域の団体や関係機関への啓発、連携と協力

②@広報啓発活動

・ボランティア情報紙、ホームページ、講座やイベントのチラシ等



での情報発信

③φセンター登録グループの紹介

・ホームベ}ジ、活動報告書、広報、展示パネルの作成や配布

。@ボランティア活動に関する相談左助言

0ボランティアコーディネート事業

ボランティア活動希望者と必要としている人や地域とを結ぶための

調整・支援行う。

Oボランティア講座や教室の開催やボランティアの育成

①@災害ボランティア講座の開催

②φ生活支援サポーター講座の開催

・地域見守り活動支援のための入門講座

③⑩若年層ボランティアの啓発と育成

-ボランティアの参画を図るための講座の開催。

-幼保とども圏、学校など子育て関係機関左の連携

@+ボランティア入門講座の開催

-アイマスク、手話、車いす、高齢者疑似体験講座

⑤@高齢者支援福祉講座

-話し相手、傾聴ボランティア講座

@+子育て関係ボランティア教室

・子育て支援及び子育て中の方のボランティア理解を深め参画を図る。

⑦@福祉推進校での体験学習や総合学習、文化祭等への協力と助言

③φゴーヤカーテンプロジェクトの推進

0ボランティア活動の組織や交流の推進

①@ボランティア祭りの開催

・ボランティアとの交流を通じ、広くボランティアについて理解しても

らう揚をボランティア連絡協議会とともに開始する。

②φボランティア交流会、ボランティアカフェの開催

・活動内容が共通するグループ。の交流や情報交換の機会の提供

0ボランティアの活動基盤整備

①@ボランティア登録とボランティア保険の加入事務

②ボランティアグループへの活動助成

0給食サービス事業の実施

①ボランティアによる手作り弁当の調理

②@配達を通じた安否確認と見守りの実施

0その他

①備品の貸し出し



-アイマスク、玩具など

②全市の高齢者を対象とした高齢者サロンの運営に協力

③ボランティア功労表彰式の開催

④@資源再利用活動の推進(ボトノレキャップ、古切手、衣類など)

(3)広報活動事業 [1，868千円1
0φ広報発行事業

住民の社会福祉協議会活動への理解と地域福祉活動の推進を図るため、

広報紙を発行する。

年間 3回発行 6月、 10月号、 2月号

。。福祉情報提供事業

まちづくりセンターへの社協情報の提供。φホ}ムページ更新

住民へのインターネットによる運営や事業に関する情報提供

(4) 助成事業 [2，211千円1
0地区活動助成事業

各地域で実施、展開室れる福祉活動に対し助成金を交付する。

各区から納入された社会福祉協議会の会費額の 20%相当額を地域の

福祉活動に助成金として還元する。

0福祉団体活動助成事業

市内の福祉関係団体に対し、活動助成金を交付する。

(5)敬老会開催事業 [2，373千円]

0敬老会開催助成事業

各区、高齢者施設で開催される敬老会に助成を行ない、高齢者を敬う

行事の充実を支援する。

0敬老祝品贈呈事業

敬老の日に合わせて88歳左 100歳を迎えられた高齢者に記念品を贈呈

する。

(6) 生活困窮者支援事業 [500千円】

貧困が連鎖しないよう主に子どもの貧困に目を向け、地域で支える体制

づくりを進める。

・子どもの貧図をテーマとしたフォーラムの開催

.実施地域への助成事業

(7)大生活支援コ)ディネ}ターの設置

地域の助け合い・支え合い活動をはじめとした「高齢者の生活を支援す

る体制jの整備を推進するコ)ディネーター(地域支え合い推進員)を設



置します。($全域対応、 1層といいます)

このコーディネーターは、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推

進することを巨的に設置され、地域において生活支援・介護予防サービス

の提供体制をコーディネートする役割をもっていますo

2.生活福祉事業 [1，797千円1

(1)生活福祉貸付事業 [1，195千円I
0生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金の貸し付けにかかる生活相談と手続き、また、償還にか

かる手続きを行う。

・総合支援資金

・緊急小口資金

※上記2項目は生活困窮者自立支援事業と連携を図り運用0

.福祉資金

・教育支援資金

・生活保護予定世帯繋ぎ資金 ほか

O行路者旅費給付事業

行路者に対し、帰宅に必要な経費のうち近隣駅までの切符を給付する。

(2)地域福祉権利擁護事業 [602千円】

判断能力の不十分な認、知症高齢者、障がい者等が自立し安心して地

域生活を送れるよう支援する。

-福祉サービス利用援助

・日常的金銭管理サービス

.書類等預かりサービス

・職員(地域担当)による生活支援員活動

.成年後見センター事業〈の参加と協力

3圃受託事業 【12，458千円]

(1)障がい児ホリデースクール事業 [3，031千円]
長期休暇期間中に自宅に閉じともりがちな障がい児の自立や余暇活動を

支援し、ボランティアの参画により地域交流を促進する。

また、スタップの充実や資質の向上を図るための講座を開催する。

-夏期休暇中の 18日間、冬期及び春期休暇中のそれぞれ2日間の開催

(一日の定員 20名)

(2)ファミリー・サポ}ト・センター事業 【3，009千円1
安心して子育てができるよう、 f一時的に子育ての手助けを希望する人j



と「子育ての手助けができる人が会員となり、地域の中でお互いに助け合

うファミリ}サポート事業の連絡、議整を行う。

-依頼会員と提供会員の募集

・会員交流会、研修会の開催

・事業パンフレットの作成と広報活動

.会員相互援助の仲介左アドバイス

-休日開所

・関連イベント参加による啓発活動

事務所 《平和堂甲西中央j苫 3~皆》

《月~金、 10: OO~17 : 30)) 

(3)社会を明るくする運動事業 [190千円l
犯罪や非行の紡止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞ

れの立場において力を合わせ、明るい社会を築こうとする全国的な運動を

湖南市内で推進する。

-推進委員会の設置と運営

・更生保護の日に運動関係者の研修会を開催

.啓発チラシの作成

・街頭啓発活動

(4)高齢者生きがいサロン事業 [3，232千円1
0おたっしゃるーむ

高齢者の心身の健康を維持し、閉じこもりや認知症を予防し、地域で

安心して生活できるよう支援する。

・毎週、月・木曜日、松籍会館「おたっしゃるーむJで開催

。みくも生きいきサロン

高齢者、障がい者の心身の健康を維持し、社会的孤立の解消、自立支

援の助長、介護予防を図り地域で安心して生活できるよう支援する。

-月 2回、金曜日、みくもふれあいセンターで開催

(5)生活困窮者自立支援事業家計相談支援事業 [2，996千円]

生活困窮者が図窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人

の状態に応じた包括的かっ継続的な相談支援、家計相談支援等を実施する。

・家計相談支援員(兼務)の配置。

・生活福祉資金貸付制度の活用

・判断能力が弱まっている生活困窮者への地域福祉権利擁護事業の支

援

-生活図窮者自立支援事業の周知・広報活動の展開



-市自立相談支援事業、市住民生活相談窓口および関係部署どの連携

・地域での居場所づくりや就労準備への支援

4. 居宅介護事業 [75，016千円]

(1)訪問介護事業 [55，668千円1
0訪問介護事業

①介護保険認定者(要介護者)にホームヘルパーを派遣するo

・サービス計画に基づいて、生活援助・身体介護・通院時乗降時介護

サ}ピスの提供

・県登録H客疾吸引等事業者として関係医療機関等の医師、看護師と連

携しながら、訪問介護職員によるたん吸引等の介護サ}ピスの提供

②介護保険適用外サービスの提供

利用者から要望、承諾があった場合、訪問介護事業等を実施する中

で、利用者の生活状況や身体状況から、家事援助や身体介護、通院付

添いの介護保険適用外サービスを提供する。

③外出入浴等サービス事業

本会サービス利用者に対して、日常生活の一層の自立を支援するた

め、外出入浴や外食、買い物による外出の機会を設ける。

(2)障がい者総合支援事業 [12，780千円l
①訪問介護事業

介護を要する心身障がい者(児)を抱える家庭や重度の身体障がい

者(児)のいる家庭で、家族が介護を行うことが困難な世帯にホ)ム

ヘノレバーを派遣する。

・随時、生活援助・身体介護サービスの提供

②同行援護事業

屋外での移動が困難な視覚障がい者に同行し、外出のための支援を

行なう。

-視覚障がい者ガイドヘノレパーを派遣し、通院や買い物などの日常

的な外出、また社会参加や余暇活動などの外出時の介助を行う。

(3)特定相談支援事業 [960千円]

障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活告と営むと左ができ

るように、障がい者福祉サービス等の利用計画の作成等を行います。

また、障がいのある人や家族の方からの相談に応じ、必要な情報の提

供、助言及び関係機関との連絡調整などを行います。



(4)介護予防・日常生活支援総合事業適所型サービス [4，687千円1
要支援者と二次予防事業対象者の高齢者に趣味等の生きがい活動の機

会と場を提供するための通所裂サービス fいきいきサロンなごみ」を毎週、

火・水曜日、石部軽運動場和の家で実施

(5)介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス [273千円l
ひとり暮らしなどで、日常生活を営むのに支障がある要支援者左二

次予防事業対象者の高齢者に対し、家事の援助を行うホームヘルパーを

派遣する。

・適1臣、生活援助の訪問

(6)子育てホ}ムヘルプサーピス事業 [180千円】

①多胎児家庭ホームヘルプサービス事業

多胎児のいる世帯に対し、家事や通院、育児など、様々な活動の支

援を行うことで、保護者の負担を軽減する。

. 1週当たり 5回限度、 l回当たり 2時間限度の訪問

②子育て支援ヘルプ事業

新生児 (6ヶ月未満乳児)のいる世帯に対し、家事や通院、育児など

様々な活動の支援を行い、保護者の負担を軽減する。

(7)福祉有償還送事業 [468千円】

介護を必要とするお年寄りや障がいのある方で本会のサービス利用

登録をした方に有償還送サービスを行う。

-市内、隣接市の病院等への運送

5. 施設管理事業 [18，090千円]

(1)社会福祉センター管理事業 [4，822千円】
0施設管理事業

市から指定管理(平成 25年度~29 年度)を受託し、社会福祉センタ

ーの施設管理と貸館業務等を行う。

①貸館業務

②施設清掃、光熱管理(環境に配慮した節電話動)

③福祉や生活に関連する相談

④@福祉に関する情報提供を目的としたホールでのたまり場活動

(2)石部老人福祉センター管理事業 [9，115千円I



0施設管理事業

市から指定管理(平成 25 年度~29 年度)を受託し、老人福祉センタ

ーの機能を活かし、高齢者の生きがい活動の拠点となる事業を展開する。

併設する軽運動場は、市民の健康維持、仲間づくりの場となるように

努めるロ
また、多目的室、調理室を利用して f教養講座Jr介護予防教室Jr各

種料理教室j を開催するD

①貸館業務

②施設管理業務

③生活・健康相談

④和の湯(入浴サービス)

和の湯利用者増を図るために年2回幹風呂(柚子、菖蒲風呂)を関

{雀

⑤教養講座の開催

高齢者が自ら学び、生きがい探しゃ仲間づくりなど、世代交流をし

ながら地域づくりに楽しく参加できる fシニア応援講座」の開催

@料理教室の開催

⑦高齢者が気軽に集える居場所を提供する。

・みんなのまめ講 毎月第2金曜 10 時~14 持まで開催する。

③@老人福祉センターまつりの開催

-開催時期 5月

・センター利用者の交流や発表を行い、利用促進を図る。

@健康増進機器「へノレストロンj の設置

⑮rn民ギャラリーの展示

@老人福祉センター「将棋大会j の開催

・市内に在住する 60歳以上の人を対象に、日頃の取り組みの成果を

発揮する場左交流を目的として、将棋大会を開催する。

⑫老人福祉センターだよりの発行

-市内の高齢者の利用促進のため、春と秋にセンターだよりを発行

する。

0・健康づくり運動「いきいき百歳体操j の開催

0・「高齢者いきいき教室Jの開催

高齢者の健康維持、介護予防、仲潤づくりのための教室を毎週、月曜日、

石部軽運動場で開催

(3)ふれあいの館管理事業 [4，153千円】

0施設管理事業

市から指定管理(平成 25 年度~29年度)を受託し、施設と設備の維

持管理と貸館業務を行う。



O~静ボランティア促進事業

①ボランティア活動の啓発

②ボランティア活動の調査研究及びボランティア登録

③ボランティア活動の資料収集及び情報提供

@ボランティアグループ、その他関係機関、団体等との連絡調整

O施設事業

①高齢者サロンの開催支援

②φ誰もが気兼ねなく集うことのできる「たまり場Jの開催

③φ健康づくり講座の開催支援

@資源再利用活動の推進

6. 善意銀行事業 (920千円}

0生活困窮者支援活動

生計が逼迫している困窮者への食料品の支援

O~争、誰もができる善意の支援活動、の実施

物品や食料品の協力を呼びかけ、必要とされる人や施設への支援活動

を千子う

0催し物器具貸出事業

地域や団体での催事への器具の貸し出しを行う 0

. 5種類の器具

(綿菓子、ポップコ)ン、かき氷、たこ焼き、焼きそば)

O福祉機器貸出事業

期間限定で率いすの利用を希望する人に対し、無料で貸し出す。


