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令和４年度 社会福祉法人湖南市社会福祉協議会事業計画 

【社会福祉協議会基本理念】 

『一人ひとりが“ぬくもり”と“安心”と“希望”にみちたまちづくりをめざして』 

【基本方針】 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、人々の生活に大きな影響を及ぼしています。社会・

経済の停滞は、所得や雇用機会の減少となり、減収や失業による生活困窮等の課題が顕在化

しました。また、長期化する外出自粛による高齢者等の孤立や心身への影響も新たな課題と

なっています。 

しかし一方で、これまで住民やボランティアで取り組んできた、きめ細かな見守り訪問活

動の継続は、大人数での交流が制限されるなかでも、改めて地域のつながりの意義を確認す

る機会となりました。 

このような状況においても、『一人ひとりが“ぬくもり”と“安心”と“希望”にみちた

まちづくりをめざして』という本会基本理念の実現に向けて、住民をはじめとした地域の多

様な組織や福祉団体、事業所と連携し、地域づくりを進めてきました。 

令和３年度に行政と協働で策定した「湖南市第四次地域福祉計画・地域福祉活動計画」に

掲げた４の基本目標の 16 の基本施策に基づく取組みを着実に進めるとともに地域の生活課

題を解決に繋げていくための話し合いの場づくりや居場所づくり、解決につながる相談支援

を行います。地域の生活課題の解決に至る取組は、住民と行政、福祉団体、事業所等との連

携・協働による取組みに加え、社会福祉法人との連携・協働にも取組みも進めていきます。 

本会では、「地域福祉」はみんなで支え合うという一人ひとりの「思いやり」と「助け合

い」の心を育むことと同時に、福祉の担い手であり、福祉の受け手であることを認めあい、

これまでの活動を大切にしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに導入した

ＩＣＴツールの活用によるリモートでのつながりづくりにも取組みます。また、新たな活動

主体や地域資源の把握や開発にも取組、地域コミュニティの構築と共生のまちづくりの実現

に努めます。 

 

第四次地域福祉活動計画に基づく推進事業 

【地域福祉活動計画の基本理念】 

『一人ひとりができる役割 もれない支援 行ったり来たりの思いやりのまち』 

～“ぬくもり”と“安心”と“希望”にみちたまちづくりをめざして～ 
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基本目標１ 地域活動を支える人づくり 

地域福祉を推進するには、その担い手となる人材を確保・育成することが必要です。

人権教育や福祉教育、多様な交流の推進により地域への関心や福祉意識の醸成を図り、

市民のボランティア活動や多様な活動への参加を促進します。また、地域の核となり、

けん引役となるリーダーの育成に努めます。 

＊【〇〇〇〇事業】は会計区分名 

１ 人権尊重の推進 

①人権教育・啓発の推進 

〇あらゆる差別の撤廃や人権擁護の意識を高めるため、市民、ボランティアや福祉団体に 

対して人権啓発や研修を実施します。 

・市民を対象とした人権啓発を兼ねたテーマ別研修会の開催【地域福祉活動事業】 

・ボランティアグループへの人権学習会の実施【地域福祉活動事業】 

・地域団体・福祉団体向けの人権啓発の推進と協力【地域福祉活動事業】 

・市民向け権利擁護セミナーの開催【地域福祉権利擁護事業】  

○誰もが参加しやすいイベントを企画・開催します。 

・老人福祉センターまつりの開催【石部老人福祉センター管理事業】 

②多様な交流の促進 

○各種イベントに参画し、ボランティアや福祉団体等の参加促進など交流の活性化を支援 

します。 

・ボランティア交流会、ボランティアカフェの開催【ボランティア活動事業】 

・まちづくりセンターまつり、ボランティアまつり、ふれあい広場の支援 

【地域福祉活動事業】 

③多文化共生の推進 

○外国人と一緒に活動できるような仕組みづくりと活動を支援します。 

・市国際協会主催の国際交流サロン、ワールドフェスタへの参画【地域福祉活動事業】 

・新）外国人住民との懇談会の実施（国際協会との連携）【地域福祉活動事業】 

 

２ 地域への関心と福祉意識の醸成 
①地域への関心の涵養 

○地域の福祉活動について紹介し、関心を持ち意識を高められるよう取り組みます。 

・わがまるフォーラムの開催【生活支援体制整備事業】 

・地域つながる応援講座、出前講座の開催【地域福祉活動事業】 

・シニア応援講座【石部老人福祉センター管理事業】 

②福祉教育の推進 

○ボランティア講座の開催やボランティア体験の機会などを提供します。 

・きっずぼらんてぃあ講座の開催【ボランティア活動事業】 
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○学校や教育の場における福祉活動や学習会に協力し、理解を得られるよう取り組みます。 

・幼、保、こども園など子育て関係機関や学校等との連携した総合学習、文化祭等への 

協力と助言【ボランティア活動事業】 

・小学校での福祉ボランティア体験の実施【ボランティア活動事業】 

・中高生ボランティア体験講座の開催【ボランティア活動事業】 

 

３ 地域活動への参加・参画の促進 
①ボランティア活動の促進 

○目的型のボランティアなど各種の養成講座を開催し、ボランティアに関心を持ってもら 

うとともに、ボランティア活動への参加を促進します。 

・ボランティア入門啓発事業、各ボランティア体験講座の開催【ボランティア活動事業】 

○ボランティアセンターを運営し、広報紙等でボランティア活動を紹介するなど、ボラン 

ティア活動についての情報発信と意識啓発を図ります。 

・ボランティア連絡協議会の支援【ボランティア活動事業】 

②多様な活動への参加促進 

○地域における活動が活発になるよう、情報提供や活動発表の場の支援を行います。 

・ボランティアまつりの支援【ボランティア活動事業】 

・ボランティア社協会長表彰式での地域実践発表の実施 

【地域福祉活動・ボランティア活動事業】 

・わがまるフォーラムの開催【生活支援体制整備事業】 

・地域担当職員（地域福祉支援員）の配置【地域福祉活動事業】 

・子どもの未来について考えるフォーラムの開催【子ども・子育て支援事業】 

・催し物器具貸出事業【善意銀行事業】 

③寄付による福祉活動への参加 

○共同募金等への協力を募り、必要とする市民や団体が活用できるよう取り組みます。 

・誰もができる善意の支援活動の実施【善意銀行事業】 

・赤い羽根共同募金 

・子ども未来基金事業【子ども・子育て支援事業】 

 

４ 地域や団体のリーダーの育成 
①リーダー養成の推進 

○福祉課題のある人を支えられるよう、各種養成講座をはじめリーダー研修等を実施しま 

す。 

・地域リーダーの養成【地域福祉活動・ボランティア活動事業】 

・手話・点字・朗読等に携わる人の養成講座の開催、支援  

・課題について協議する場づくり【地域福祉活動事業】 

〇ボランティアコーディネーターを育成するとともに、ニーズに応えられるよう、研修等 

を行います。 
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②地域コーディネーターの育成 

〇第１層地域支えあい推進員が第２層地域支えあい推進員の活動を支援し、地域のニーズ 

に応えられる活動に取り組みます。 

・地域支えあい推進員研修会および連絡会議の開催【生活支援体制整備事業】 

・地域支えあい推進員の活動の周知【生活支援体制整備事業】 

 

基本目標２ 地域で支え合う力を高めるつながりづくり 

ひとり暮らしの高齢者や子育ての不安に悩む親、障がいのある人など、地域には見守り

や支援が必要な人が暮らしています。災害時などには、互いに助け合うことも不可欠です。    

安心して暮らせる地域をつくるために、困ったときに支え合ったり、助け合ったりできる

地域のつながりづくりを推進します。 

 

１ 地域における顔の見える関係づくり 
①地域における交流・ふれあい活動の推進 

○身近なところでの小地域福祉活動を推進します。 

・小地域福祉活動推進研修会の開催【地域福祉活動事業】 

○地域コーディネーターや主任児童委員などと連携し、子育てを通じた交流を支援しま 

す。 

・子ども未来基金事業の助成【子ども・子育て支援事業】 

・「すずめの学校」子育て支援Ｖすずめへの協力【ボランティア活動事業】 

②世代間交流の促進 

○子どもと高齢者や青年層との交流、および子どもの遊びの場づくりを進めます。 

・ボランティアによる昔遊びの伝承の場づくりの支援【ボランティア活動事業】 

・世代間交流の場づくり【地域福祉活動事業】 

③新たなつながり方の構築 

○新しいつながり方を検討・実施し、関係機関や団体への普及に努めます。 

・ＩＣＴ機器の使い方講習会の開催【地域福祉活動事業】 

 

・オンラインを活用したイベントの開催（つながる演奏会・カフェ） 

【地域福祉活動・ボランティア活動事業】 

・新）（仮）家でボランティア！届けよう！みんなの応援プロジェクト 

【地域福祉活動事業】 

広く市民に呼びかけ、閉じこもりがちな方や医療・福祉施設従事者に対して、応援 

メッセージを届けるプロジェクトを企画、実施します。 

・先進事例の情報提供と実行への支援【地域福祉活動・生活支援体制整備事業】 
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２ 地域コミュニティの強化 
①まち協や区・自治会活動の促進 

○地域担当職員を配置し、地域まちづくり協議会などの会議や活動の場に参加します。  

・地域担当職員（地域福祉支援員）の配置【地域福祉活動事業】 

○地域まちづくり協議会に対し、支え合い活動の立ち上げや運営の支援します。 

・絆づくり交付金事業【地域福祉活動事業】 

みんなで支えあう安心の地域づくりを目指して、地域まちづくり協議会が行う事業に 

対して、交付金を交付する。 

②地域で活動する団体等への支援 

○ボランティア団体やＮＰＯ、事業所等の地域活動を支援します。 

・福祉団体等活動助成金の交付【助成事業】  

・ボランティア活動助成金の交付、民間助成金申請の支援【ボランティア活動事業】 

○地域で福祉活動を実践する住民や団体等の交流を促進します。 

・区（自治会）活動助成金の交付【助成事業】 

 

３ 地域における見守りの充実 
①見守り活動の推進 ②虐待・ＤＶの早期発見・早期対応 

○地域での見守り活動の推進に努め、ひとり暮らし高齢者などに対し、見守り活動につい 

ての周知を行い、利用を呼びかけます。 

・ふれあい給食による安否確認、生活支援サポーターによる見守りの実施 

【地域福祉活動事業】 

○福祉についての学習会などで、虐待やＤＶ、ひきこもり等の地域生活課題について、 

正しい理解と市民の関心を高めます。 

・市民向け権利擁護セミナーの開催【地域福祉権利擁護事業】 

・出前講座の開催【地域福祉活動事業】 

③自殺対策の推進 

○地域福祉権利擁護事業や生活福祉資金貸付の相談業務において、自殺のサインを見落と 

さないように努めます。また、地域の緩やかな見守り体制の構築に努めます。 

・生活福祉資金貸付事業等による早期発見【生活福祉資金貸付事業】 

 

４ 地域活動の基盤の充実 
①地域における活動の拠点づくり 

○指定管理施設の社会福祉センターやふれあいの館等の施設を市民が利用しやすいよう、 

利便性の向上に努めます。 

・施設管理事業、施設管理施設での活動発表の場づくり 

【社会福祉センター・ふれあいの館・石部老人福祉センター管理事業】 

②地域における協議の場づくり 

○地域まちづくり協議会ごとの実施が求められている第２層地域支えあい推進会議の開 

催・運営を支援し、住民同士の協議を促進します。 

・第２層地域支えあい推進会議の開催、運営支援【生活支援体制整備事業】 

・地域活動マップの作成支援【生活支援体制整備事業】 

地域情報の見える化に向けての取り組みを推進します。 
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基本目標３ 安全・安心に暮らせる地域づくり 

誰もが安全・安心に暮らすために、防災・防犯対策に取り組むとともに、様々な困難や

生活上の課題を抱える人が必要な支援を受けられ、安心して暮らせる仕組みづくりを進め

ます。また、ユニバーサルデザインのまちづくりや、高齢になっても移動や住む場所に困

ることがない生活環境の整備を推進します。 

 

１ 防災・防犯体制の充実 
①防災・減災の推進 

○災害ボランティア養成講座を開催し、災害ボランティアへの登録を推進します。 

・災害ボランティア養成講座の開催【地域福祉活動事業】 

・災ボラカフェの開催 【地域福祉活動事業】 

○災害発生時に災害ボランティアセンターの設置・運営、ボランティアの受け入れやコ 

ーディネートを円滑に行えるよう、定期的に設置運営訓練を実施します。 

・災害ボランティアセンター設置運営訓練【地域福祉活動事業】 

・災害ボランティアセンター啓発活動とボランティア登録制度の推進 

【地域福祉活動事業】 

・発災時に備え職員の初動体制と市外への派遣体制の確立【地域福祉活動事業】 

②避難行動要支援者の支援 

○災害ボランティアセンター設置運営訓練時に、災害ボランティアが災害時要配慮者を訪 

問して、情報提供とヒアリングを行い、平常時からつながる体制づくりに努めます。また、 

継続した生活 の状況確認を行います。 

・災害ボランティアセンターのニーズ班活動訓練の実施【地域福祉活動事業】 

・避難所運営の協力【地域福祉活動事業】 

③地域防犯体制の推進 

○市、地域や関係団体と連携して、見守り活動や啓発情報の発信に取り組み、防犯意識の 

向上を図ります。 

・広報紙（ふくしの輪）等による情報提供【広報発行事業】 

・社会を明るくする運動への参画【地域福祉活動事業】 

 

２ 困難を抱える人への支援の充実 
①権利擁護の推進（成年後見制度利用促進計画含む） 

○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。【地域福祉権利擁護事業】 

○地域福祉権利擁護事業の周知を行うとともに、専門員や生活支援員の資質向上など支援 

体制の強化に努めます。 

・地域福祉権利擁護事業【地域福祉権利擁護事業】 

○甲賀・湖南成年後見センターぱんじーや市と連携し、成年後見制度に関する情報提供や

利用支援に取り組みます。 

・成年後見制度の利用支援【地域福祉権利擁護事業】 

②生活困窮者への支援 

○各種相談や事業において生活相談を行い、必要に応じて生活福祉資金の貸付や就労支援 
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等へつなげます。 

・家計改善支援事業【生活困窮者家計改善事業】 

・生活福祉資金貸付相談【生活福祉資金貸付事業】 

・フードドライブ事業の実施【善意銀行事業】 

③子どもや子育てへの支援 

○身近な公共施設等で子育て中の親子の交流の場づくりや、地域での見守り活動の推進に 

努めます。 

・未就園児の子と親を対象とするすずめの学校の支援【ボランティア活動事業】 

・多胎児家庭ホームヘルプサービス事業【子育てホームヘルプサービス事業】 

・子育て支援ヘルプ事業【子育てホームヘルプサービス事業】 

  ・産後育児家事支援事業【子育てホームヘルプサービス事業】 

④障がいのある人やその家族の支援 

○障がいのある人やその家族の交流を図り、見守りの促進や相談支援を行います。 

 ・障がい児余暇支援事業【子ども・子育て支援事業】 

・障がい者相談支援事業【障がい者計画相談支援事業】 

・訪問介護事業【障がい者総合支援事業】 

・同行援護事業【障がい者総合支援事業】 

⑤ひきこもりへの支援 

○ひきこもりや地域で孤立している人が社会参加できるよう、集いの場などにつなげる取 

組を行います。 

・地域資源の情報提供と参加支援【地域福祉活動、生活困窮者支援事業】 

⑥再犯防止の推進（再犯防止推進計画） 

○市や保護司等と連携して、更生保護への理解促進と再犯防止を支援します。 

・社会を明るくする運動へ参画【地域福祉活動事業】 

 

３ 健やかに暮らし続けるための取組の推進 
①身近な集いの場づくり 

○市民が地域に出かけ、そこで同じ興味を持つ人同士が集える場、教室等への参加ができ 

るようにつなげていきます。 

・集う場へ参加するきっかけづくり【地域福祉活動事業】 

・地域リポーター（モニター隊）事業の取組 

地域の方からお聞きした地域情報をＳＮＳやホームページにより、広く情報提供を行 

います。また社協からのお知らせを定期的に行い、さまざまな活動を周知していきます。 

・男性の活動拠点づくりの支援 （仮）おっちゃんずカフェ 【地域福祉活動事業】 

②認知症対策の推進 

○サロンなど様々な場面を通じて認知症に関する情報提供に努め、認知症予防や認知症へ 

の理解促進に努めます。 

・出前講座の開催【地域福祉活動事業】 

・みくも生きいきサロンの実施【生きがいサロン事業】 

・いきいきサロンなごみの実施【デイサービス事業】 

③健康づくり・フレイル予防の推進 

○市民が興味のある活動や得意なことを行うことにより、やりがいや生きがいを持ち、地 

域で活躍できるよう支援に努めます。また、健康意識の向上やフレイル予防のため、健康 

づくりに関する 情報の発信や意識啓発に努めます。 
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・活動のコーディネートやボランティア活動の推進【ボランティア活動事業】 

④地域における生活支援の仕組みづくり 

○生活支援サポーターを養成し、地域での声かけ・見守りに取り組むとともに、地域にお 

ける住民主体の生活支援の取組を支援します。 

・ふれあい給食サービス【地域福祉活動事業】 

・生活支援サポーター事業【地域福祉活動事業】 

・生活支援体制整備事業【生活支援体制整備事業】 

⑤感染症対策の推進 

○感染症等による地域停滞状態から脱却するため、地域でつながりを持ち続けるように 

努めます。 

・新しいつながり方の情報提供【広報発行事業】 

・オンラインによる交流促進【地域福祉活動事業】 

・つながる演奏会【地域福祉活動・ボランティア活動事業】 

 

４ 安心して生活できる環境の整備 
①バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 

○バリアフリーやユニバーサルデザインへの理解向上に取り組みます。 

・小、中、高生福祉体験講座の開催【ボランティア活動事業】 

・福祉機器（車椅子）貸出事業【善意銀行事業】 

②移動しやすいまちづくりの推進 

○地域の支え合いによる移送サービスの検討について、協議への参加と情報提供を行い、 

取組を支援します。 

・地域まちづくり協議会での検討支援【地域福祉活動事業】 

・福祉有償運送事業の実施【福祉有償運送事業】 

③居住に課題を抱える人への支援 

○居住に不安のある方に対し、生活相談と必要な支援につなげるように努めます。 

・生活福祉資金貸付等の生活相談支援【生活福祉資金貸付事業】 
 

基本目標４ 適切な支援を届けるための体制づくり 

 
制度のはざまや複数の分野にまたがる複合的・複雑的な課題がみられており、必要に応 

じて 複数の部署や関係機関等と連携して包括的な支援に取り組み、支援が必要な人をも 

らさない仕組みをつくります。生きづらさを抱え社会的に孤立している人などに対し、ア 

ウトリーチによる支援、社会参加 のきっかけづくりや居場所づくりに取り組みます。 
 

１ 包括的な支援体制の構築 
①断らない相談支援の構築 

○権利擁護や生活困窮の相談において、複合的・複雑的な課題の発見に努め、必要に応じ 

適切な他機関につなぎます。 

・生活相談事業【生活福祉資金貸付事業】 

②アウトリーチによる伴走的支援の強化 

○自分から助けを求めることができない人へのアウトリーチによる相談や潜在的ニーズ 

の掘り起こしに取り組みます。 

・民生委員・児童委員との連携【地域福祉活動事業】 
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③参加・就労等の支援 

○地域で孤立している人の社会参加のきっかけづくりに取り組みます。 

・コーディネーターによる地域資源とニーズのマッチングの実施 

【地域福祉活動・ボランティア活動事業】 

④関係機関との連携強化 

○市や関係機関と連携し、分野を横断したきめ細かい相談支援に努めます。 

・障害児・者サービス調整会議への参加【地域福祉権利擁護事業】 

・地域ケア会議等への参加【生活支援体制整備事業】 

 

２ 情報発信・共有の充実 
①福祉に関する情報の発信 

○制度や事業に関する出前講座の実施や、地域福祉活動の先進事例の提供等を行います。 

・出前講座の開催【地域福祉活動事業】 

・広報紙（ふくしの輪等）による情報提供【広報発行事業】 

・公共施設、学校、商業施設への福祉情報提供事業【広報発行事業】 

・ホームページ・ブログ等インターネットによる情報提供【広報発行事業】 

②関係機関による情報の共有 

○支援を必要とする人についての関係者会議の実施等、情報共有や関係機関とのネットワ 

ークの構築に努めます。 

・地域ケア会議や支援会議、地域支えあい推進会議への参加 

【生活支援体制整備事業】 

③わかりやすくきめ細かな情報提供 

○手話、点訳、通訳、翻訳などを必要とする人への情報提供を充実できるよう、ボランテ 

ィアの育成と活動支援に努めます。 

・養成講座の開催、支援【ボランティア活動事業】 

・小、中、高生体験講座の開催【ボランティア活動事業】 

 

３ 福祉サービス提供体制の充実 
①福祉人材確保の促進 

○サービス提供事業者として人材の確保に努めます。また、職員のスキルアップを図ると 

ともに、必要に応じて、地域福祉のノウハウを伝えます。 

・社協職員の地域派遣【地域福祉活動事業】 

②福祉事業所の確保 

○制度のはざまなど福祉サービスのニーズを把握し、福祉事業者等による新たな事業の立 

ち上げや新規事業者の参入の支援に努めます。 

・地域や事業所と一緒に取組を考える仕組みづくり【生活支援体制整備事業】 

③福祉事業所との連携促進 

○市と連携して、多様な事業者によるネットワークづくりを進めます。 

・多分野ネットワーク会議の構築【生活支援体制整備事業】 

・第１層地域支えあい推進会議の開催【生活支援体制整備事業】 

地域課題の共有と解決に向けた話しあいや、市全域で取り組む必要がある活動につ

いて多分野との連携および協議・検討 
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④社会福祉法人による地域貢献の推進 

○企業の社会貢献活動や社会福祉法人による地域における公益的な取組の推進を図りま 

す。 

・地域とつながる取組検討【地域福祉活動事業】 

・フードドライブ事業の実施【善意銀行事業】 

 

４ 地域福祉の推進体制の強化 
①協働による地域福祉の推進 

○地域や企業・事業者、市などと横につながるコーディネートを行い、協働による地域福 

祉の推進に取り組みます。 

・第１層および第２層地域支えあい推進会議【生活支援体制整備事業】 

②市（庁内）連携体制の構築 

○市との連携を強化します。 

・市の庁内連携組織への参加【社会福祉協議会全事業】 

③関係機関・企業等との連携強化 

○学校、地域の団体、ボランティア等との連携のほか、企業の社会貢献活動とのさらなる 

連携により、地域福祉の推進に取り組みます。 

・フードドライブ事業の実施【善意銀行事業】 

・財源検討部会の開催【本部事業】 

④関係職員の資質の向上 

○コミュニティソーシャルワーカーとしての資質の向上のため、積極的な研修の受講を促 

進します。 

・職員研修および学習会の開催【本部事業】 

 

【組織運営に関する事項】 

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事務業務などを総合的に行う。 

〇各会議の開催（予定） 

・理事会 年４～５回程度 

    ・評議員会 年２～３回 (定時２回。必要な場合、臨時会) 

    ・監事会（監査） 

    ・評議員解任・選任委員会  

・第三者委員会 (定時１回 必要な場合、臨時会) 

    ・財源検討部会 年１回 

   ・市内各世帯・事業所への会費の納入依頼と徴収 

   ・役職員研修会の開催と参加 

     自己、組織評価シート 

     人権研修（内部、外部）交通安全研修、階層別外部研修会の参加 
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〇法人運営事務 

・会計（予算執行と経理、会計士との契約） 

    ・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、規程等の遵守管理 

    ・労務管理（社会保険労務士との契約） 

    ・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計画を作成し、それぞれの事業内容や事務を再

整理する。 

    ・新）市民に親しんでもらい、社協周知活動のための「社会福祉協議会オリジナル

キャラクター」を公募により作成します。 

○第四次地域福祉活動計画の推進と進捗管理 

      湖南市第四次地域福祉活動計画（令和４年度からの 5か年計画）の推進と定期

的な進捗管理を行う。 

 

【福祉サービスの提供】 

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。 

・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ービスの提供 

・県登録喀痰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ービスの提供 

   ②介護予防・日常生活支援総合事業 

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と二次予防事業

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。 

・週１回、または週２回の生活援助に相当するサービスの提供 

 ③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。 
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令和４年度 会計サービス区分別事業計画 

１ 法人運営事業 …97,422千円    

（１）本部事業 

〇理事会、評議員会、監事会（監査）、評議員解任・選任委員会の開催  

〇第三者委員会、財源検討部会、役職員研修会の開催  

 〇市内各世帯・事業所への会費の納入依頼と徴収 

  〇事業計画・報告、予算・決算の作成（予算執行と経理、会計士との契約） 

  〇労務管理（社会保険労務士との契約）定款、規程等の事務管理 

  〇事業継続計画（ＢＣＰ）の作成のための事業整理 

 

２ 地域福祉事業 …11,729千円    

（１）地域福祉活動事業【1,286千円】 

〇地域福祉支援事業 

① 地域福祉支援員の配置 

② 地域見守り活動の推進と体制の整備 

・生活支援サポーター事業、給食サービス事業の実施 

③ わかりやすい地域支え合い活動のパンフレット作成 

○小地域福祉活動事業の推進 

   ① 小地域を単位とする福祉活動の推進と支援 

② 身近な集いの場づくりの推進 

○絆づくり交付金事業 

○災害への取り組み 

① 平常時 

・災害ボランティアセンター運営協力者の養成 

    ・災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施等 

② 発災時 

・職員の初動体制と市外への派遣体制の確立 

  ○第四次地域福祉活動計画の推進と進捗管理 

○地域リポーター（モニター隊）の取組 

○地域つながる応援講座の開催 

○福祉出前講座の開催 

（２）ボランティア活動事業【4,004千円】 

○ボランティア活動に関する情報収集・広報および提供 

  ○ボランティア活動に関する相談と助言（コーディネート事業） 
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○ボランティア講座や教室の開催やボランティアの育成 

○ボランティア活動グループ（個人）交流の推進 

○ボランティアの活動の基盤と環境整備 

  ○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 

  ○その他 

   ① 備品の貸し出し 

② 資源再利用活動の推進（ペットボトルキャップ、古切手、衣類など） 

（３）広報事業【2,009 千円】 

  ○広報発行事業 

   ①ふくしの輪    （年３回）  

   ②広報ダイジェスト版（年３回）  

  ○福祉情報提供事業  

○インターネットによる情報提供 

   ①ホームページ・ブログの定期更新 

（４）助成事業【3,757 千円】 

○地区活動助成事業 

○福祉団体活動助成事業 

（５）子ども・子育て支援事業【673 千円】 

〇子どもの未来について考えるフォーラムの開催 

〇子どもの未来づくり助成金 

〇障がい児余暇支援事業 

 

３ 生活福祉事業 …2,259千円   

（１）生活福祉資金貸付事業【874千円】  

（２）地域福祉権利擁護事業【1,385千円】 

 

４ 受託事業 …10,677千円 

（１）生活困窮者家計改善事業【2,291千円】 

（２）生活支援体制整備事業【8,000千円】 

（３）生きがいサロン（みくも生きいきサロン）事業【386 千円】 
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５ 居宅介護事業 …70,445千円 

（１）訪問介護事業【54,959 千円】 

 ○訪問介護事業   

   ①介護保険認定者（要介護者）に対する訪問介護事業 

   ②介護予防・日常生活支援総合事業 

 ③介護保険適用外サービスの提供 

（２）障がい者総合支援事業【10,016千円】 

①訪問介護事業 

   ②同行援護事業 

（３）障がい者計画相談支援事業【480千円】 

（４）子育てホームヘルプサービス事業【216 千円】 

①多胎児家庭ホームヘルプサービス事業 

   ②子育て支援ヘルプ事業 

（５）福祉有償運送事業【360千円】 

（６）デイサービス事業【3,414千円】 

 

６ 施設管理事業 …17,396千円  

（１）社会福祉センター管理事業【4,495 千円】 

（２）ふれあいの館管理事業【4,088千円】 

（３）石部老人福祉センター管理事業【8,813 千円】 

 

７ 善意銀行事業 …1,195千円 

〇生活困窮者支援活動「フードドライブ事業」 

  ○〝誰もができる善意の支援活動〟の実施 

○催し物器具貸出事業 

綿菓子、ポップコーン、かき氷、たこ焼き、焼きそばの器具 

  ○福祉機器（車椅子）貸出事業 

 

８ その他(事務局事務) 

  〇湖南市民生委員児童委員協議会事務局 

〇滋賀県共同募金会湖南市共同募金委員会事務局 

〇日本赤十字社滋賀県支部湖南市地区事務局 

〇湖南市介護保険事業者協議会事務局 

  〇遺族会、その他福祉団体等の事務補助 


