平成３０年度
社会福祉法人南房総市社会福祉協議会

事 業 計 画 書
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平成３０年度社会福祉法人南房総市社会福祉協議会事業計画
１

事 業 方 針
私たちの住む南房総市では、高齢者世帯や単身高齢者世帯の増加に伴う社会的孤立、
併せて様々な状況から発生する介護に関わる問題、また貧困世帯や生活困窮者の増加
に伴う支援の在り方など、多くの福祉課題への対応が一層求められています。
こうした状況の中、南房総市社会福祉協議会では、高齢者生活支援体制整備の位置
づけとして、市の委託を受け平成２８年度から地域住民と協働して福祉課題について
協議し、住民相互のささえあい活動を推進する「ささえあいネットワーク南房総」
（協
議体）を推進しています。
各地区では生活支援コーディネーターを中心に地域それぞれのニーズに合わせた住
民主体の様々な取り組みが進められ、特に、ふれあいの居場所としてのお達者サロン
は各地区に広がり、集いの場としての機能だけではなく、
「介護・認知症予防・見守り
の拠点」として新たな活動展開の場となり、多くの担い手となる方や専門職も参画し
進められています。
そこで、今年度もその取り組みがより一層充実した活動となるよう、より多くの担
い手を養成し、住民が主体となってささえあい活動が取り組めるよう、高齢者生活支
援体制整備の更なる充実を図ります。
一方で、地域住民のひとりひとりの困りごとを「我が事・丸ごと」としてとらえる
地域共生社会の実現が求められる中、日常生活自立支援事業や生活困窮者自立支援事
業を継続して取り組み、引き続き個別支援にも目を向け地域支援とあわせて推進しま
す。
そして南房総市に住む誰もがその人らしく安心して暮らすことができる地域社会の
実現に向け、今年度も引き続き、関係諸機関と連携・協働し課題解決に向けた事業展
開と支援のネットワークづくりの強化を図ります。

２

重 点 施 策

（１）地域福祉の推進
地域にある様々な課題を取り上げ協議し解決を図るため、地域のあらゆる人々
が福祉の担い手となり、それぞれの地域の特性を活かした住民相互による支えあ
いを支援している「ささえあいネットワーク南房総（協議体）」の活動を昨年に続
き支援します。
弁護士・司法書士による「無料法律相談所」は生活上の問題や住民間のトラブ
ルなどの解消を図り、住民が安定した生活が送れるよう今年度も継続し実施しま
す。
ホームページでは、リアルタイムで社協の情報を提供し、併せて広報紙もより
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親しみやすい紙面の充実を図り、住民の方々が福祉サービスを有効に利用できる
よう努めます。
（２）高齢者等の日常生活の支援
住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、高齢者や障がい者の医療機関へ
の通院や買い物等の支援をする「移送サービス（交通空白地有償運送サービス）
」
や「福祉車両貸付事業」においては、継続し安全安心な運営に努めていきます。
「介護保険制度の改正」に伴い、軽度の要支援者を対象として地域のボランテ
ィアに協力をいただき、高齢者や障がいのある方々の生活上のちょっとした困り
ごとや家事援助をする有償の生活援助サービスをさらに周知し利用者、協力者を
増やし支援の充実を図ります。
「生活困窮者自立支援事業」では、生計困難者の自立に向け、関係機関と連絡
調整を図りながら、継続的な自立相談支援を行い、また個別に家計を見直し生活
の立て直しを支援する家計相談事業援助と併せ、支援体制の充実を図ります。
併せて、判断能力の不充分な方が適切に福祉サービスを受けることで、自立し
た生活が送れるよう支援する「日常生活自立支援事業」では、利用者の個別ニー
ズを的確に受け止めながら支援を行い、生活支援員の増員や研修などに積極的に
取り組み、利用者の生活支援に努めます。
昨年度からは、近年需要が拡大している成年後見制度「市民後見人」を養成す
る講座の取り組みが始まりました。日常生活自立支援事業と併せその取り組みを
推進していきます。
「紙おむつ給付事業」は在宅で介護されている家族への精神的ケアや経済的支
援を行うことで、高齢者や障害をお持ちの方が安心していつまでも在宅生活を続
けられるよう支援します。
（３）在宅生活を支援する資金の貸付
生活困窮者自立支援や日常生活自立支援を実施する中で、福祉資金の貸付は、
支援を必要とする世帯の自立した生活への糸口となる重要なサービスとなります。
生計が困難な高齢者世帯や障がい者世帯などに経済的自立と生活安定を目指すた
めの本会独自の「福祉資金貸付」や県社協の受託事業である「生活福祉資金」等
の貸付は、更にそのニーズが高まるものと思われます。今後も関係機関、民生児
童委員との相互の連携を図り、資金貸付だけではなく他の生活支援サービスと合
わせ、自立生活につながるよう柔軟な対応と効果的な運営に取り組みます。
（４）ボランティア活動の支援
今日の地域福祉推進においてボランティア活動は、地域を支える大きな力とな
っていることは今更言うまでもありません。
そこでこれからの福祉を担う子ども達への福祉教育の支援として、小・中学生
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を対象とした車椅子、高齢者擬似体験など「福祉体験講座」や「ボランティアス
クール」を開催し、若年層のボランティア養成に努めます。また生活支援の「担
い手養成講座」では基礎講座に加え活動の内容により即したフォローアップ講座
を実施しボランティアのスキル向上を図り、地域活動を支えるボランティアを増
やしていきます。また大災害に備え、現在登録している災害ボランティアを中心
に、災害マニュアルを見直し、災害時にボランティアセンターが運営できるよう
体制づくりの強化に努めます。
（５）共同募金運動の推進
福祉活動の資金確保が年々厳しくなる現状の中で、共同募金は地域福祉活動を
進めるための有用な資金となっています。そこで、赤い羽根協力店の開拓や街頭
募金・募金箱コンクールの実施などと併せ、広報啓発を広く行い運動を盛り上げ
ます。また地域福祉活動の支援を中心に行う配分金は、地域の皆様のニーズに反
映できるよう十分に検討し適切な配分に努めます。
（６）居宅介護の支援
超高齢化が進む南房総地域において、介護サービスのニーズは非常に多い状況
にあります。当地域において、そのニーズは依然施設サービスへシフトする傾向
にありますが、介護が必要となっても住み慣れた地域でいつまでも暮らしていき
たい思いは変わりません。また、介護保険制度の改正に伴い、要支援者を地域で
包括的に支えていく体制づくりがうたわれる中、本会の介護サービスは、地域に
おける補完的サービスとして位置づけ、他の事業者が多く実施しない「外出支援
サービス」や「障がい者への居宅介護」また困難ケースへのサービスを主体に、
今年度も事業体制を見直しながら事業を実施していきます。また居宅介護支援で
は、単なる介護の支援ということではなく、利用者の生活支援という観点から利
用者のニーズを的確に受け止め、より一層の安心安全なサービスの提供に努めま
す。
（７）社会福祉協議会の活動基盤整備
社協事業を効果的に実施するため民間法人としての自主性・創造性を発揮し、
ボランティアや福祉諸団体と連携、協働のなか活動の基盤をつくり、地域福祉の
発展に努めます。また、コミュニティソーシャルワーカーでもある生活支援コー
ディネーター（地域支え合い推進員）はさらに専門職としての資質向上のため社
会福祉士などの資格取得を目指し、年々増加する生活課題に対し柔軟に対応する
よう努めます。
また、行政計画である「地域福祉計画」と調和をもった「地域福祉活動計画」
の策定にも着手し、将来を見据えた計画的な社協活動の展開を目指して行きます。
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３

実 施 事 務 事 業
１ 地域福祉の推進
（１）地域福祉ネットワーク事業
①

地区社会福祉協議会の活動支援

②

ささえあいネットワーク南房総（協議体）の活動支援

③

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置

④

地域福祉活動計画の検討

（２）地域生活支援事業
⑤

敬老事業

⑥

福祉団体支援

⑦

福祉施設の運営（公益事業）

⑧

法律相談事業

⑨

応急援護資金交付事業

⑩

ひとり親家庭支援事業

（３）広報啓発事業
⑪

広報啓発

⑫

社会福祉大会

（４）福祉活動支援事業

２

⑬

福祉教育の推進

⑭

子育て活動支援

高齢者等の在宅生活の支援
（１）在宅福祉支援事業

３

①

ふれあいの居場所づくり事業

②

ふれあいランチサービス事業

③

紙おむつ給付事業

④

交通空白地有償運送事業

⑤

みなみん・おたすけサービス（有償生活援サービス）

⑥

福祉車両・福祉機器貸出事業

⑦

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

⑧

生活困窮者自立相談支援事業・家計相談事業

⑨

福祉機器リサイクル事業

在宅生活を支援する資金の貸付

（１）資金貸付事業
①

福祉資金貸付事業

②

生活福祉資金貸付事業
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４

ボランティア活動の支援

（１）ボランティア活動支援事業

５

①

ボランティア連絡協議会の運営

②

ボランティア・活動センターの整備

③

ボランティア養成講座

④

災害ボランティア活動

⑤

ボランティア活動助成事業

共同募金運動の推進

（１）共同募金事業

６

①

赤い羽根共同募金

②

歳末たすけあい運動

③

災害義援金募集

居宅介護の支援

（１）介護保険事業
①

居宅介護支援事業

②

訪問介護事業

（２）障害福祉サービス事業
③

障害者居宅介護事業

（３）その他の介護事業
④

７

高齢者外出支援事業

社会福祉協議会の活動基盤整備

（１）社協活動活性化事業
①

事務局体制の充実

②

会員募集

③

役職員研修

④

財産・人事管理

⑤

福祉基金の造成

⑥

福祉サービス苦情解決と情報の公開
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４

主な事業の説明
（１）地域福祉の推進
実施事項

目的及び概要

１．地区社会福祉協議会の活

市内１６地区に設置された地区社協が、交

・地区社会福祉協議会への活動支援

流会や会食会を通し、たすけあい、支え合

・地区社会福祉協議会連絡会の支援

動支援

主な事業等

いの精神のもと地区協議体と連携を図り、
支援活動を実施する。地区社会福祉協議会
連絡会においては地区社協相互の連絡調
整や、地区社協の活動方針の検討を行う。
２．ささえあいネットワーク

新たな地域支援業に向け地域の福祉ニー

・７地区にささえあいネットワーク南房総

南房総（協議体）の活動

ズを地域で解決できるよう、福祉関係者や

（協議体）・生活支援コーディネーター

支援

福祉分野以外の方々との協働により地域

を配置し活動を支援

のあり方を協議しニーズ解決に向けた自
主的組織づくりを目指す。

３．生活支援コーディネータ
ーの配置

地域の福祉ニーズを把握、ささえあいネッ ・ささえあいネットワーク南房総（協議体）
トワーク南房総（協議体）と協力し資源開
発やネットワークづくりを進め、生活支

・福祉ニーズの把握

援・介護予防の基盤整備に向けたコーディ

・地域資源開発と生活支援、介護予防基盤

ネートを行う。
４．地域福祉活動計画の検討

の支援

整備に向けたコーディネート

社会福祉協議会の活動指針ともなる市の

・福祉ニーズ調査

地域福祉計画と調整のうえ地域福祉活動
計画を検討する。計画的、効率的事業運営
を図る。
５．敬老事業

敬老関係の諸事業を実施し、高齢者に敬意

・高齢者肖像画の贈呈

と祝意を表し、長寿と生きがいの増進を図 ・結婚５０周年祝賀事業
る。

〔９月〕
〔１０月〕

・市との連携
※敬老会は休止

６．福祉団体支援

当事者団体や制度ボランティア団体の事
務局として活動援助を行う。楽しみや生き
がいが見出せるようサポートし、自主運営

・老人クラブ、心身障害者（児）福祉会、
ひとり親福祉会、遺族会の事務局
・民生児童委員協議会の事務局

できるよう支援する。
７．福祉施設の運営
（公益事業）

市内の社会福祉施設（浴場等）の指定管理
委託並びに管理委託を受け、施設の有効活
用・利用促進と適正管理を行い住民福祉の
向上を図る。

８．法律相談事業 〈別表１〉

（市からの指定管理受託）
・ちくら介護予防センターゆらり
（市から管理受託）
・和田地域福祉センターやすらぎ

法律に関する専門的な相談を弁護士や司

・相談所の開設

法書士が無料で受付け、生活上の問題や住

〔弁護士と司法書士が交代で毎月１回地

民間のトラブルなどの解決に向け、住民が
安定した生活が送れるよう支援する。
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区を巡回、電話にて予約受付〕
・関係機関及び他の相談事業との連絡調整

９．応急援護資金交付事業

火災、風水害等の被災者に見舞金を交付

・被災状況の調査

し、被災者の支援を行う。

・災害見舞金の交付

（全焼･全壊 100,000 円

・市との連携

円
１０．ひとり親家庭支援事業

半焼･半壊 50,000

床上浸水 5,000 円）

新たに民間アパート等に居住しようとす

・対象家庭の調査

るひとり親家庭等に対し、支度金及び家賃

・入居支度金、家賃手当の助成

の一部を補助し、自立した生活が送れるよ

・市との連携

う経済的負担軽減を図る。
１１．広報啓発

社協を紹介するホームページの運営やパ

・ホームページの運営

ンフレット・広報紙の発行・マスコットキ

・ツイッター・フェイスブックによる情報

ャラクターを効果的に活用し、福祉に関す
る広報啓発を行う。更に、地域福祉活動を
積極的に展開できるようツイッターなど

の提供
・広報紙「てんだぁ」発行
〔７月・１１月・３月〕

を利用し福祉情報やボランティア情報の
提供に努める。
１２.社会福祉大会

地域の方々が自立し安心した生活がおく

・福祉功労者の表彰

れるよう、地域福祉を理解してもらい市民

・大会宣言

参加のまちづくりを推進すると共に、福祉

・記念講演

に功績のあった方々に感謝の意を表する

・福祉作文の発表

〔１１月〕

機会とする。
１３．福祉教育の推進

福祉教育に関する支援を行うため小・中学
校へ教育助成金を交付する。また学校と連

・福祉体験講座の受入れ
〔高齢者疑似体験・手話・車いす操作〕

携し福祉体験講座の開催や福祉作文を募

・福祉資材の貸出し

集することで子供たちに思いやりの心を

・福祉作文の募集

育んでもらうと共に福祉への理解を深め

・ボランティアスクール

てもらう。
１４．子育て活動支援

少子高齢化へ対策の一環として、子育て環

・（受託）学童保育指導職員の派遣

境の充実を支援する。

（２）高齢者等の日常生活の支援
実施事項

目的及び概要

１．ふれあいの居場所づくり

身近な地域において誰もが集う場として

・ふれあいの居場所づくり支援事業助成

サロンを実施するための助成金を交付す

・サービスに関する広報啓発

事業

主な事業等

る。
２．ふれあいランチサービス
事業

毎月１回ボランティアによりお弁当（無
料）を宅配し、単身高齢者と地域の方々と
のふれあいをはかり、健康・安否確認を行
うとともに、緊急時に地域で助け合いがで
きるような支援体制づくりに努める。
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・ふれあいランチサービス
〔無料で毎月 1 回、７地区単位で実施〕
・衛生講座開催

３．紙おむつ給付事業

一日中ベット上で過ごされ介護の必要な

・紙おむつ給付事業

要介護３・４・５の方、重度心身障害者、 ・（受託）高齢者介護用品支給事業
精神障害保険福祉手帳及び療育手帳をお

・配布月〔６月・９月・１２月・３月〕

持ちの方、又は非課税世帯で６５歳以上の
要介護４．５に該当する方を対象に年４回
紙おむつを無料配布し、在宅介護を支援す
る。
４．交通空白地有償運送事業

運転ボランティアが、高齢者や障害者等の

・ボランティア移送サービス事業

移動困難者に対し、通院や買い物等の外出

・（受託）高齢者等外出支援事業

を低額で提供し、社会参加と日常生活の支

・運転協力者登録講習会 〔５月・２月〕

援を行う。

・運転協力者フォローアップ講習会
〔１１月・１月〕

５．みなみん・おたすけサー

協力会員が、６５歳以上の高齢者及び高齢

ビス（有償生活援助サー

者世帯、障害者へ、日常の簡単なお手伝と

ビス）

して有償の生活援助サービスを提供する。

６．福祉車両・福祉機器貸出
事業
７．日常生活自立支援事業
（福祉サービス利用援
助事業）

・生活支援担い手養成講座
基礎・フォローアップ講座

車椅子仕様車両や、車椅子などの介護機器

・福祉車両の無料貸出

を無料で貸出し在宅介護を支援する。

・福祉機器の無料貸出

高齢者や障害のある方がその人らしく地

・訪問調査

域で生活を維持できるよう福祉サービス

・支援計画の作成、契約

の利用援助、財産の管理・保全、公共料金

・生活支援員の登録・支援

の支払い等を支援する。

・利用者の受付と仲介
・生活保護世帯への利用料援助
・市民後見人養成講座への協力

８．生活困窮者自立相談支援

生計困難者の抱えている課題を分析し、そ

（受託）生活困窮者自立相談支援事業

事業・家計相談支援事業

のニーズを把握。そして、個々のニーズに

・ニーズの把握

応じた自立支援計画を作成し、関係機関と

・家庭訪問

連携調整を図りながら、就労等各種支援を

・対象に対する伴走型の支援の実施

継続的に行い、自立を支援する。

・関係機関等への働きかけ、調整活動
・家計相談支援事業

９．福祉機器リサイクル事
業

不用な福祉機器をリサイクルし必要な方

・福祉機器のリサイクル

に寄贈し、資源の有効活用を図る。

（３）在宅生活を支援する資金の貸付
実施事項
１．福祉資金貸付事業

目的及び概要

主な事業等

生活保護支給世帯又は保護の申請をした

・市社協福祉資金の貸付事業

世帯に一時的に生活費を貸し付け、民生児

・償還等についての適正な管理

童委員と連携し自立更正並びに生活支援

・市社会福祉課との連携

を行う。（1 件 5 万円迄）
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２．生活福祉資金貸付事業

高齢者、障害者及びその家族に県社協の福

・県生活福祉資金の紹介と受付

祉資金を貸付けることにより世帯の生活

・償還等についての適正な管理

安定を図る。

（４）ボランティア活動の支援
実施事項

目的及び概要

１．ボランティア連絡協議会

市内のボランティア団体が、相互交流、親

・ボランティア連絡会の運営支援

ぼく並びにボランティア活動を通じて社

・福祉イベントの協力

会福祉の向上の充実を図るとともにボラ

・ボランティアまつりの開催

の運営

主な事業等

ンティア活動の活性化を図る。
２．ボランティア・市民活動
センターの整備

ボランティアや市民の福祉活動の拠点に
コーディネーターを配置し、ボランティア

・ボランティアの相談や登録及び斡旋、募
集及び養成

希望者とのコーディネートを実施。多様化

・ボランティア保険の加入

するボランティア活動がスムーズに行わ

・ボランティア助成金の交付

れるよう環境を整える。

・ボランティア活動資材の整備と貸出
・ボランティア相互の連絡調整
・ボランティア情報の収集と提供

３．ボランティア養成講座

ボランティア活動に関心を持つ方に、活動

・生活支援担い手養成講座〔６月１０月〕

に関する知識を身につけていただくため

･ 災害ボランティア講座〔１０月〕

各種講座を実施する。又、ボランティア活

・ボランティアスクール〔８月〕

動に関する情報提供に努めるとともに活

・関係機関との連携

動を通し、生きがいづくりにつなげ、担い
手となるボランティアの増員を図る。
４．災害ボランティア活動

災害ボランティア活動の情報収集に努め、 ・災害時に即応できる体制の整備
各関係機関と連携し、災害時の支援体制の
整備を進める。

・災害ボアンティアセンター運営マニュア
ルの確認、検証
・関係機関との連携

５．ボランティア活動助成事
業

ボランティアセンターに登録されている

・ボランティア団体活動費の助成

団体の運営に関する経費を助成する。

（５）共同募金運動の推進
実施事項
１．赤い羽根共同募金

目的及び概要

主な事業等

１０月１日から３月３１日まで全国一斉

・募金活動の推進（赤い羽根）

に行われる赤い羽根共同募金運動を展開

・小学生を対象に募金箱コンクールを実施

し、地域福祉活動費の確保に努める。
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２．歳末たすけあい運動

３．災害義援金募集

１２月１日から３１日まで行われる運動

・募金運動の推進（歳末たすけあい）

で寄せられた募金を市内の要支援者に配

・配分委員会の開催

分し「あったかいお正月」を迎えられるよ

・要支援者の調査

う支援する。

・街頭募金の実施

広域的災害に対し義援金を受付け、被災地

・災害義援金募集の広報と受付

の災害復旧や被災者の支援を行う。

（６）居宅介護の支援
実施事項
１．居宅介護支援事業

目的及び概要

主な事業等

介護保険法に基づき、要介護・要支援認定

・南房総市社協ケアプランセンターの運営

者のケアプラン作成や、介護保険施設・医

・指定居宅介護予防支援（ｹｱﾌﾟﾗﾝの作成）

療機関との連絡調整、また介護に関する相

・介護に関する相談及び調整

談を受付け、在宅介護を支援する。
２．訪問介護事業

介護保険法に基づき、要介護者・要支援者
にホームヘルパーによる訪問介護を提供

・南房総市社協ホームヘルプサービスの運
営

し、在宅介護者やその家族の生活を支援す
る。
３．障害者居宅介護事業

障害者総合支援法に基づき、障害者が居宅
において、自立した日常生活又は社会生活

・南房総市社協ホームヘルプサービスの運
営

を営むことができるよう、ホームヘルパー
が介護や生活全般の援助を行う。
４．高齢者外出支援事業

在宅の介護保険対象者や高齢者等で移動

・（受託）高齢者等外出支援事業

困難な方をホームヘルパーが通院や買い
物等の外出支援を行い、社会参加と日常生
活を支援する。

（７）社会福祉協議会の活動基盤整備
実施事項
１．事務局体制の充実

目的及び概要

主な事業等

社会福祉協議会を発展、強化するため、地

・支所機能の充実

域事業については支所機能の充実を図り

・コミュニティ-ソーシャルワーカーを生

福祉サポートセンターにて住民の相談や

活支援コーディネーターとして配置、相

要望を的確に把握し対応していく。

談体制の強化
・福祉サポートセンターの在り方を検討
・ガバナンス強化

２．会員募集

社協会員の加入促進を図り、自主財源を確
保し、地域に即した独自の福祉事業の振興
を図る。
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・会員募集活動の推進

３. 役職員研修

４. 財産・人事管理

自主的研修や、県、地域主催の研修会に積

・事業別研修会開催

極的に参加し、役職員の資質向上を図る。

・各種研修への参加

迅速で適正な財務会計・税務処理また人事

・財務研修等への参加

管理を行い、活動財源の有効運用や節減を

・適正な人事管理体制の整備

進める。
５. 福祉基金の造成

社協に寄せられた寄附を積立て、その果実

・福祉振興基金の運用

により社協活動の財源確保を図る。

・ボランティア基金の運用
・災害対策基金の運用

６. 福祉サービ ス苦情解決
と情報の公開

社協事業や福祉サービスにおける苦情解

・責任者、担当者及び第三者委員の配置

決の仕組みを整備するとともに、情報の公

・苦情への迅速な対応

開を行い、利用者の権利を擁護し、福祉サ

・介護サービス情報調査への協力

ービスの適切な利用を支援するとともに、
本会における福祉サービス等の適正と信
頼を確保する。

○法律相談開設予定日
開

設

（別表１）

日

開

設

場

所

担当

平成３０年 ４月２6 日（木）

ちくら介護予防センターゆらり

弁護士

５月２4 日（木）

和田地域福祉センターやすらぎ

司法書士

６月２8 日（木）

とみうら元気倶楽部

７月２6 日（木）

白浜コミュニティーセンター

８月２3 日（木）

富山ふれあいコミュニティーｾﾝﾀｰ

９月２7 日（木）

ちくら介護予防センターゆらり

弁護士
司法書士
弁護士
司法書士

１０月２5 日（木）

三芳保健福祉センター

弁護士

１１月２２日（木）

白浜コミュニティーセンター

弁護士

１２月２0 日（木）

とみうら元気倶楽部

平成３１年 １月２４日（木）

丸山公民館

２月２８日（木）

三芳保健福祉センター

３月２０日（木）

和田地域福祉センターやすらぎ

・相談は無料、1 人３０分間、1 回の定員は６名まで。
・相談希望者は、事前に電話予約にて受け付ける。
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開設時間

司法書士
弁護士
司法書士
弁護士

午後１時
～
午後４時

