
令和２年度 社協事業計画

〈基本方針〉

今日の私たちを取り巻く世相は、少子高齢化による人口減少や核家族化、若年層の都市集中

といった社会構造の大きな変容により、地域の脆弱化が進行し、家族や地域共同体による助け

合いの機能は停滞、衰退しています。加えて、生活困窮者や高齢者・子育て家族の孤立や孤独、

社会的弱者の排除など複合的な問題を抱える人が増え、それらが複雑に絡まり合った老老介護

や８０５０問題などといった深刻かつ慢性的な問題が山積しており、今後さらに混迷を深めて

いくことが懸念されています。

地域福祉の充実と推進の中核を担う社会福祉協議会の役割も重要となってきており、福祉サ

ービスの充実整備を図るとともに、地域における身近な課題に対応する、地域での新しい支え

合いや地域福祉の在り方を検討し、地域福祉の意義や役割、そうした地域福祉を推進するため

に求められるものは何かについて考えを整理し、住民、行政、関係機関との協働による福祉の

在り方を提示することが求められています。

本会では、制度や分野ごとの「縦割り」や「担い手」「受け手」という関係を超えて、地域

住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が分野や世代などを超えてつながること

で、住民誰もが地域の中で生きがいや役割を持ち暮らすことのできる「地域共生社会」の実現

に向けた取り組みをより一層推進するとともに、地域住民の視点に立った質の高いサービスを

提供し、住民から理解され、支持される事業経営を目指します。

〈基本目標〉

１ 人づくり
住民一人ひとりの福祉に対する理解や支え合いの意識を醸成し、地域福祉の主体として

の自覚を促すため、住民全体への意識啓発として地域福祉の理念の普及、地域福祉活動の

PRに取り組むほか、民生委員や介護予防サポーターなど地域福祉活動の機軸となる人材の

育成と支援を行い、ボランティア団体やＮＰＯ法人などの活動を支援します。

また、高齢者や障がい者などが地域活動などにおいて経験や能力を発揮できるよう、各

種ボランティア活動や社会参加活動の機会や場を創出します。

２ 仕組みづくり
ボランティアやＮＰＯ、住民など多様な主体による地域福祉活動を促進するため、行政

が策定する地域福祉計画との連携、整合を図り、多様化・複雑化する福祉課題に対し、様

々な担い手がその解決解消に向け取り組み、地域福祉活動が更に発展していくよう、さま

ざまな人や団体、資源が関わり、子どもや高齢者、障がい者を日常的に見守り、支え合う、

ネットワークの枠組づくりにより、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進します。

また、生活のセーフティネットとして、福祉サービスを体系的に整備し、各サービスの

充実と適正な供給に努めます。

３ 地域づくり
日常生活において、住民一人ひとりが地域社会とのつながりや信頼関係を育み、地域で

孤立する人をなくすとともに、地域で支え合い、協力し合うことのできる関係づくりを進

め、閉じこもりを防ぎ、誰もがコミュニティの中で充実した生活が送ることができる地域

づくりを促進します。

また、住民が地域や福祉に関心を持ち、地域が抱える生活及び福祉課題を住民が共有し、

住民ら自らが主体的に地域活動に参画し、支え合うことができる地域社会を形成するため、

地域における自治活動やコミュニティ活動の振興を図ります。

議案第３号別紙
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令和２年度　事業体系

1 人づくり ・ボランティア活動推進事業

・ボランティアポイント事業

・ふれあい昼食会開催事業

・ボランティア福祉団体支援事業

・ボランティア研修会開催事業

・介護予防サポーター育成管理事業

・福祉作文コンクール、作文集発刊事業

2 仕組みづくり ・心配ごと相談所開設事業

・資金貸付事業（町社協、道社協）

・日常生活自立支援事業

　成年後見制度利用促進事業

・安心サポート事業

・給食サービス事業

・地域活動支援センター運営事業

・介護保険事業

（居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護）

・障害者総合支援事業

・災害ボランティアセンター普及啓発事業

3 地域づくり ・ふれあいサロン事業（横丁）

・認知症カフェ事業

・地域サロン活動支援事業

・花いっぱい運動推進事業

・健康教室すまいるあっぷ運営事業

・社会福祉大会開催事業

・福祉のつどい開催事業

・地域福祉実践活動推進事業

・生活支援コーディネーター設置事業

・共同募金活動支援事業

・広報活動（社協だより、ホームページほか）

（２）地域で支え合う
　　　仕組みづくり

（１）相談支援体制
　　　づくり

　みんなが支え合う思い
やりとやさしさにあふれ
るまちづくり

（２）自分らしく暮ら
　　　せる仕組みづくり

（居宅介護、移動支援、訪問入浴、生活サポート）

（１）地域でつながる
　　　場づくり

　みんなが安心してくら
しやすいまちづくり

（２）支え合う意識の
　　　醸成

基本目標 重点項目 推進事業

（１）住民相互の
　　　支え合い活動

　みんなが心と心、人と
人のふれあいがあるまち
づくり
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 基本目標１ 人づくり  

（１）住民相互の支え合い活動 

事業名等 事業概要 

ボランティア活動 

推進事業 

1.目的  ボランティアの人材育成及び活動の相談、登

録、需給調整を行い、ボランティア活動の推進を

図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  ボランティア活動者等 

4.内容  各種在宅サービスに必要なボランティアを充

足し、サービスの向上とボランティア活動の充実

を図る。 

5.予算  54千円 

ボランティアポイント 

事業（付与・管理） 

1.目的  共に支え合う地域づくりを推進するため、介護

予防サポーター及びボランティア実践者へ活動

に応じたポイントを付与し、介護予防及びボラン

ティア活動の活性化を図る 

2.期日  通 年 

3.対象  地域住民 

4.内容  ポイントに応じふれあい商品券と交換する。 

5.予算  446千円 

ふれあい昼食会 

開催事業 

1.目的  ボランティアサービス利用者とボランティア

活動者が一堂に会し、昼食を囲み楽しくふれあう

ことにより在宅生活への活力とする。 

2.期日  令和２年９月16日（水） 

3.対象  サービス利用者及びボランティア活動者 

4.予算  155千円（共募Ｃ助成70千円） 

ボランティア 

福祉団体支援事業 

1.目的  各種福祉団体への支援を行い、さまざまな分野

におけるボランティア及び福祉活動の振興を図

る。 

2.期日  通 年 

3.対象  ボランティア団体、福祉関係団体 

4.内容  事業協力、支援及び助成を行う。 

5.予算  1,605千円（共募Ａ助成60、Ｂ助成400千円） 

 

（２）支え合う意識の醸成 

事業名等 事業概要 

ボランティア研修会 

開催事業 

1.目的  ボランティア活動に関する知識や技術を学ぶ

とともにボランティア相互の親睦を図る。 

2.期日  未 定 
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3.対象  ボランティア実践者、社協役職員 

4.内容  未 定 

5.予算  78千円 

介護予防サポーター 

育成・管理事業 

1.目的  ボランティア活動の推進を通して、ボランティ

アの担い手の育成を図るとともに、団体への育成

を促進し、併せてボランティア活動の充実を目指

す。 

2.期日  通 年 

3.対象  地域住民 

4.予算  ８千円 

福祉作文コンクール 

開催事業 

 

作文集発刊事業 

1.目的  児童生徒の社会福祉への思いや考えを作文で

表現してもらうとともに、優秀作品について作文

集を発刊し、児童生徒の社会福祉への関心を喚起

させる。 

2.期日  社会福祉大会 

3.対象  町内在住の小中学生 

4.内容  (1)作文の募集、審査、発表、表彰 

     (2)作文集の発刊 

5.予算  328千円 
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 基本目標２ 仕組みづくり  

（１）相談支援体制づくり 

事業名等 事業概要 

心配ごと相談所 

開設事業 

1.目的  住民が抱える心配ごとを取り除くため、解決へ

の手続きや関係機関への橋渡し等を行う。 

2.期日  毎週水曜日 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1)相談受任 

     (2)相談員研修 

5.予算  87千円 

資金貸付事業 

（町社協、道社協） 

1.目的  低所得者等をはじめとする生活困窮世帯（者）

の生活を資金貸付により経済的に支援し、また民

生委員と連携した総合的な相談支援により、生活

困窮者等の経済的、生活の自立を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民（生活困窮世帯、者） 

4.内容  (1)福祉資金の貸付け（町社協） 

     (2)生活福祉資金の貸付け（道社協） 

5.予算  400千円 

日常生活自立支援事業 

 

成年後見制度 

利用促進事業 

1.目的  自己判断能力等が十分でない在宅者に対し、福

祉サービス利用援助や金銭管理を行い、事業利用

者の自立を促進する。 

     また、成年後見制度の広報や周知を行い、支援

が必要な人の発見及び日常生活自立支援事業か

らのスムーズな移行を図り、住民の権利を擁護する。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民（生活困窮世帯、者） 

4.内容  (1)福祉サービスの利用援助 

     (2)日常的な金銭管理、書類預かり 

     (3)成年後見制度の広報、周知 

5.予算  60千円 

安心サポート事業 

1.目的  生活困窮者等への相談支援や自立相談支援機

関との連携により、経済的援助及び自立を促進す

る。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民（生活困窮世帯、者） 

4.内容  (1)給付による自立支援及び経済的支援 

     (2)自立相談機関との連携 

5.予算  20千円 
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（２）自分らしく暮らせる仕組みづくり 

事業名等 事業概要 

給食サービス事業 

（見守り配食事業） 

1.目的  調理が困難な高齢者及び障がい者等に対し給

食の配達と見守りを行い、在宅生活を促進する。 

2.期日  通年（毎週火曜日、水曜日） 

3.対象  在宅要援護高齢者など 

4.利用料 300円／１食 

5.予算  1,125千円（共募Ｂ助成150、Ｂ(c)助成200千円） 

地域活動支援センター 

運営事業 

（あざれあ工房） 

1.目的  障がい者の創作的活動または生産活動の機会

と社会との交流の場を提供し、社会参加意欲の高

揚を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  在宅障がい者 

4.内容  地域活動支援センターⅢ型の運営 

5.予算  6,000千円（共募Ｂ(c)助成100千円） 

介護保険事業 

1.目的  介護保険法に基づき、在宅要援護者等に対し必

要かつ適正な援助及び支援を行う。 

2.期日  通 年 

3.対象  在宅要援護者 

4.内容  (1)居宅介護支援 

     (2)訪問介護 

     (3)訪問入浴介護 

障害者総合支援事業 

1.目的  障害者総合支援法に基づき、在宅障がい者等に

対し必要かつ適正な援助及び支援を行う。 

2.期日  通 年 

3.対象  在宅障がい者 

4.内容  (1)居宅介護、重度訪問介護、行動援護 

     (2)地域生活支援事業 

      （移動支援、訪問入浴、生活サポート） 

災害ボランティア 

センター普及啓発事業 

1.目的  災害時を想定したセンター設置及びボランテ

ィア受付からボランティア送り出しまでの一連

の運営訓練を実施し、マニュアルの検証を行うと

ともに、災害ボランティアセンターに関わる研修

会や諸会議へ参加し、有事の際の円滑な開設・運

営を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民 

4.予算  54千円 
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 基本目標３ 地域づくり  

（１）地域でつながる場づくり 

事業名等 事業概要 

ふれあいサロン事業 

1.目的  高齢者などの町民が気軽に寄り合える場とし

てサロンを運営するとともに、地域サロン事業の

促進を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民 

4.内容  ふれあい横丁を活用したサロン事業 

5.予算  622千円 

認知症カフェ事業 

（オレンジカフェ） 

1.目的  認知症当事者や介護者へ安らぎの場所の提供

及び地域住民の認知症への理解と認知症介護の

社会化の促進を図る。 

2.期日  通年（毎月第３金曜日） 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1)認知症についての情報発信 

(2)交流事業 

(3)陽だまりの郷などとの連携 

5.予算  240千円 

地域サロン活動 

支援事業 

1.目的  身近な地域でボランティアによって企画及び

運営される地域サロン活動を支援することで、地

域コミュニティの中で互いに支え助け合う地域

共生社会の実現を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  サロン運営団体 

4.内容  サロン活動費及び開設費用の助成 

5.予算  554千円 

花いっぱい運動 

推進事業 

1.目的  花の種苗代の一部を助成し、環境美化を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  町内全域 

4.内容  花壇造成の推進及び種苗代の助成 

5.予算  46千円 

健康教室 

すまいるあっぷ 

運営事業 

1.目的  地域住民と連携し、安全な運動の実施や認知機

能の活性化につながる活動を行い、高齢者の心身

機能の維持・向上を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  行政区（一般町民） 

4.内容  介護予防等に係る体操、レクリエーション 

5.予算  1,351千円（共募Ｂ助成150千円） 
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（２）地域で支え合う仕組みづくり 

事業名等 事業概要 

社会福祉大会 

開催事業 

1.目的  社会福祉の発展に功績が認められた者に対し、

表彰または感謝の意を表するとともに、福祉作文

コンクールにおいて特に優秀であると認められ

た小中学生の作品の発表と表彰を行い、福祉やボ

ランティア活動の意欲を奮起させる。 

2.期日  令和２年10月10日（土） 

3.対象  町内福祉関係者、顕彰者、小中学生 

4.内容  (1)式典 

     (2)福祉作文コンクール発表、表彰 

5.予算  83千円 

福祉のつどい 

開催事業 

1.目的  町内の福祉関係者が一堂に会し、ノーマライゼ

ーションの定着と福祉の共通理解を深め、心のか

よう豊かな福祉のまちづくりを図る。 

2.期日  令和２年10月10日（土） 

3.対象  町内福祉関係者、一般町民 

4.内容  協賛団体による模擬店など 

5.予算  650千円（共募Ｂ助成370千円） 

地域福祉実践活動 

推進事業 

1.目的  地域における福祉ニーズに対応するため、行政

区単位によるたすけあいチーム、福祉委員の組織

化及び活動を推進する。 

2.期日  通 年 

3.対象  行政区 

4.内容  事業支援及び助成 

5.予算  1,506千円（共募Ｃ助成750千円） 

生活支援 

コーディネーター 

設置事業 

1.目的  生活支援体制を整備していくための基本とな

り、地域の実態やニーズについて把握するととも

に人材の発掘育成及びマッチング等を行う。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民、福祉関係者 

4.内容  (1)地域資源の調査及び発掘 

     (2)生活及び福祉ニーズの把握 

     (3)地域コミュニティの構築 

     (4)地域での交流事業 

     (5)担い手の養成 

5.予算  43千円 

共同募金活動 

支援事業 

1.目的  共同募金活動への理解を深め、福祉増進に寄与

する。 

2.期日  通 年 
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3.対象  一般町民 

4.内容  (1)赤い羽根及び歳末義援金募金の実施 

     (2)助成 

     (3)チャリティー事業の開催 

広報活動 

1.目的  町民に広く、社協事業等の福祉関連情報につい

て周知徹底を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民など 

4.内容  (1)社協だより「ふれあい」の発行 

     (2)地域だよりの発行 

     (3)ボランティアセンターだよりの発行 

     (4)ホームページの運営管理 

5.予算  413千円 
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