
令和３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、少子高齢化を背景とする人口減少や人、モノの都市集

中、核家族化等の社会構造のめまぐるしい変化によって、家族や地域コミュニティの規模

と機能の縮小が顕著となり、これに関連して孤独死や虐待、消費者被害や見守りが必要な

人の増加といった地域の福祉課題が徐々に増加しており、地域社会の活性化が喫緊の課題

となっています。また、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響による失業や減

収、長期化したコロナ禍によって高齢者や障がい者、子どもやひとり親世帯等の貧困や社

会的孤立等の問題は切迫した状況にあり、経済の低迷に相まって今後さらに深刻化してい

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重要性は近年増しており、従来の

福祉サービスの拡充を図るとともに、地域社会再構の軸として、地域における支え合い、

助け合いの仕組みづくりや住民、行政、関係機関との協働による地域共生社会の実現に向

けた施策を計画的かつ効果的に展開していくことが求められています。 

 本年度は、新十津川町と一体的に策定した「地域福祉計画・地域福祉実践計画」に掲げ

た「一人ひとりが安心で幸せな暮らしを、みんなで支え合うまちづくり」の理念をもとに、

町と相互に連携しながら、地域共生社会づくりに向けた取り組みを推進するとともに、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。 

《基本理念》 一人ひとりが安心で幸せな暮らしを、みんなで支え合うまちづくり 

《基本目標》 

１ 人づくり 

地域福祉を推進する上では、福祉に関する情報が広く浸透し、多くの町民に福祉の意

識が広がり、幅広い世代が自らの意思で主体的に福祉活動に参加することが必要です。

そのためには、情報提供や学習機会を通じ福祉意識の醸成を図ります。 

また、担い手不足の解消のため、人材確保の支援やボランティアの育成などに取組み

ます。 

２ 仕組みづくり 

地域の中で生活などに不安や課題を抱えている人に対応するためには、身近なところ

での支え合いが課題の早期発見、解決へとつながります。このため町民と支援機関や行

政が、それぞれ連携を図り必要な支援に結びつける取組みを進めます。 

３ 地域づくり 

 安全で安心して暮らせる地域の実現には、町民同士がお互いを支え合う仕組みを再構

築し、地域福祉の体制づくりが必要です。 

 健康・介護対策の推進とともに、総合相談や支援体制の整備を進め、また、人権・権

利擁護体制の整備に取組み、支え合いの地域づくりを目指します。 
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令和３年度　事業体系

1 人づくり ・ 福祉作文コンクール開催事業

・ 社会福祉大会開催事業

・ 社協だより発刊事業（広報活動）

・ ボランティア研修会開催事業

・ ボランティア活動推進事業

・ ボランティアポイント事業（付与・管理）

・ ボランティア団体支援事業

・ 介護予防サポーター養成・管理事業

・ 社協共募役員等研修事業

2 仕組みづくり ・ ふれあい昼食会開催事業

・ ふれあいサロン事業

・ 認知症カフェ開催事業

・ 地域サロン活動支援事業

・ 福祉のつどい開催事業

・ 共同募金活動支援事業

・ 福祉団体支援事業

・ 給食サービス事業（見守り配食事業）

・ 介護保険事業（訪問介護・訪問入浴介護）

・ 障害者総合支援事業（居宅介護・重度訪問介護）

・ 生活支援コーディネーター設置事業

（生活支援体制整備事業）

3 地域づくり ・ 地域福祉実践活動推進事業

・ 花いっぱい運動推進事業

・ 心配ごと相談所開設事業

・ 介護保険事業（居宅介護支援）

・ 生活相談及び資金貸付事業（町社協、道社協）

・ 生活困窮者に対する安心サポート事業

・ 日常生活自立支援事業

・ 成年後見制度利用促進事業

・ 健康教室すまいるあっぷ運営事業

（地域介護予防活動支援事業）

みんなが
暮らしやすい
地域づくり

地域活動支援センター運営事業

（２）福祉の人材育成

基本目標 重点項目 推進事業

（１）福祉教育の推進

みんなで
地域を支える
人づくり

（１）住民参加・世代間交流

みんなが
利用できる
仕組みづくり

（２）生活支援サービスの
　　　推進

災害ボランティアセンター普及啓発事業

（３）人権・権利擁護体制の
　　　整備

（４）災害時の避難支援
　　　体制の充実

（５）健康・介護予防の推進

（３）就労支援体制の整備 ・

（２）総合相談・
　　　支援体制の整備

（１）交通支援・
　　　生活環境の確保

・

－ 2 －



 基本目標１ 人づくり 

（１）福祉教育の推進 

事業名等 事業概要 

福祉作文コンクール 

開催事業 

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、児童生徒の福祉教育を推進する。 

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 383千円（共募Ｂ助成150千円） 

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町民等に

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ける小中学生の優秀作品

の発表と表彰を行い、福祉やボランティア活動に

ついての理解を促進する。 

2.期日 令和３年10月16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 102千円 

社協だより発刊事業 

（広報活動） 

1.目的  各種広報誌やホームページなどを通じて、地域

福祉のまちの実現に向けた社協事業や福祉関連

事業の情報を発信し、広報活動により福祉教育に

つなげる。 

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 392千円（共募Ｂ助成130千円） 

（２）福祉の人材育成 

事業名等 事業概要 

ボランティア研修会 

開催事業 

1.目的  ボランティア相互の交流を深めるとともに、ボ

ランティア活動の知識や技術に関する研修会を

実施し、ボランティアの拡充と育成を図る。 

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  96千円 

ボランティア活動 

推進事業 

1.目的  ボランティア活動の相談、登録、需給調整を行

い、自発的な気持ちでボランティアや地域福祉活

動に参加できるための取組みを進め、ボランティ

ア活動のきっかけ、活動の場づくりを推進する。 

2.期日  通 年 

3.対象  ボランティア活動者等 

4.内容  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  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、介護予防サポ

ーター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  370千円 

ボランティア団体 

支援事業 

1.目的  ボランティア団体の活動に対し、相談援助、支

援を行い、ボランティア団体の育成と人材加入促

進を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  ボランティア団体 

4.内容  事業協力、支援及び助成を行う。 

5.予算  435千円（共募Ｂ助成300千円） 

介護予防サポーター 

養成・管理事業 

1.目的  介護予防サポーター養成講座及びフォローア

ップ講座を開催し、介護予防サポーターの活動の

相談、登録、需給調整を行うとともに、積極的に

参加できる機会の提供に努める。 

2.期日  通 年 

3.対象  地域住民 

4.予算  ８千円 

社協共募役員等 

研修事業 

1.目的  社会福祉協議会及び共同募金委員会が抱える

今日的課題を探り、地域福祉のあり方や社協及び

共募の今後の展望等について研修する。 

2.期日  未 定 

3.対象  社協役職員、共同募金委員会役員、ボランティ

ア関係者等 

4.予算  127千円 
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 基本目標２ 仕組みづくり  

（１）住民参加・世代間交流 

事業名等 事業概要 

ふれあい昼食会 

開催事業 

1.目的  在宅福祉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

ふれあい、住民参加と世代間の交流を図る。 

2.期日  令和３年９月29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  139千円（共募Ｃ助成70千円） 

ふれあいサロン事業 1.目的  高齢者等が集うサロンを開設し、ふれあいを通

した地域福祉の推進及びまちの活性化を図り、多

様な主体の参加交流を促進する。 

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  611千円 

認知症カフェ 

開催事業 

1.目的  認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域

で自分らしく暮らし続けられるよう、認知症当事

者や介護者へ安らぎの場所の提供を行い、認知症

予防の拠点として活動の支援を行う。 

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  150千円 

地域サロン活動 

支援事業 

1.目的  社会参加が困難となった高齢者や閉じこもり

がちな高齢者をはじめ、地域コミュニティの中で

町民が互いに支え助け合うため、身近な地域で多

様な主体によって企画及び運営される地域サロ

ン活動の支援を行う。 

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一部助成 

5.予算  454千円 

福祉のつどい 

開催事業 

（代替事業） 

1.目的  町内の福祉関係者が一堂に会し、福祉の共通理

解を深め、福祉のまちづくりを目指す。 

2.期日  令和３年10月16日（土） 

3.対象  町内福祉関係者、一般町民 
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4.内容  福祉機器、介護ロボット展示、疑似体験など 

5.予算  60千円（共募Ｂ助成50千円） 

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、募金をツールと

した住民参加や世代間交流を図り、福祉増進の寄

与に努める。 

2.期日  通 年 

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 

5.予算  3,820千円 

福祉団体支援事業 1.目的  老人クラブ連合会、身障福祉協会、遺族会、赤

十字奉仕団、シルバーセンター、ＮＰＯ法人など

の福祉団体の支援を行い、人材の加入促進と住民

参加、世代間交流を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  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  827千円（共募Ａ助成60、Ｂ助成250千円） 

 

（２）生活支援サービスの推進 

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、ボ

ランティアによる給食の提供と見守りを一体的

に行い、在宅生活を支援する。 

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  1,114千円（共募Ｂ助成150、Ｂ(c)助成200千円） 

介護保険事業 

（訪問介護） 

（訪問入浴介護） 

1.目的  介護保険法に基づき、要援護者等に対し必要か

つ適正な生活支援サービスを提供する。 

2.期日  通 年 

3.対象  在宅要援護者 

4.内容  (1)訪問介護、第１号訪問サービス 

     (2)訪問入浴介護（介護予防含む） 

障害者総合支援事業 

（居宅介護） 

（重度訪問介護） 

1.目的  障害者総合支援法に基づき、障がい者等に対し

必要かつ適正な生活支援サービスを提供する。 

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 
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     (2)地域生活支援事業 

      （移動支援、訪問入浴、生活サポート） 

生活支援 

コーディネーター 

設置事業 

（生活支援体制整備事業） 

1.目的  地域の現状把握と課題分析を行うとともに、関

係機関や社会資源を活用し、地域における生活支

援体制を構築します。また、ボランティア活動の

場や機会を創出し、町民の生きがいや社会参加を

促進する。 

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  332千円 

 

（３）就労支援体制の整備 

事業名等 事業概要 

地域活動支援センター 

運営事業 

（あざれあ工房） 

1.目的  障がい者の日中活動の場として、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  2,216千円（共募Ｂ(c)助成120千円） 
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 基本目標３ 地域づくり  

（１）交通支援・生活環境の確保 

事業名等 事業概要 

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

化及び活動の推進を図り、生活環境の維持確保に

努める。 

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） 

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  52千円 

 

（２）総合相談・支援体制の整備 

事業名等 事業概要 

心配ごと相談所 

開設事業 

1.目的  町民のみなさんが抱えるさまざまな心配ごと

に対し、解決への手続きや関係機関への橋渡し等

を行うとともに、総合相談窓口に向けた体制の整

備を進める。 

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 

     (3)相談会の開催 

5.予算  119千円 

介護保険事業 

（居宅介護支援） 

1.目的  介護保険法上の相談に応じ、要援護者等に対し

必要かつ適正な生活支援サービスへの橋渡しを

行う。 

2.期日  通 年 

3.対象  在宅要援護者 

4.内容  居宅介護支援の提供 

生活相談及び 

資金貸付事業 

（町社協、道社協） 

1.目的  生活困窮世帯（者）の生活課題などの相談に応

じ経済的に支援するとともに、民生委員等と連携

した総合的な相談援助により、生活困窮者等の経

済的、生活の自立を図る。 
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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 

生活困窮者に対する 

安心サポート事業 

1.目的  生活困窮者等への相談援助や自立相談支援機

関と連携し、現物給付による経済的援助及び自立

を促す。 

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 

 

（３）人権・権利擁護体制の整備 

事業名等 事業概要 

日常生活自立支援事業 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、町民のみ

なさんの権利を擁護し、自立した生活を支援す

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 

5.予算  71千円 

成年後見制度 

利用促進事業 

1.目的  金銭管理能力や身寄りがない人、複合化・複雑

化した課題を抱える要支援者を長期にわたり支

援する相談体制を構築します。また、成年後見制

度利用促進基本計画を広く周知し、成年後見制度

を正しく理解し利用しやすい仕組みづくりを進

める。 

2.期日  通年 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1)成年後見制度の広報、周知 

     (2)市民後見人育成、法人後見体制の整備 

 

（４）災害時の避難支援体制の充実 

事業名等 事業概要 

災害ボランティア 

センター普及啓発事業 

1.目的  災害時を想定した一連の運営訓練を実施する

とともに、災害ボランティアセンター運営マニュ
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アルの検証を行い、各関係機関と連携を図り、災

害時に備える。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1)センター設置運営訓練 

     (2)運営マニュアルの検証 

5.予算  96千円 

 

（５）健康・介護予防の推進 

事業名等 事業概要 

健康教室 

すまいるあっぷ 

運営事業 

（地域介護予防活動支援事業） 

1.目的  高齢者等の集いの場を提供し、介護予防体操や

認知症予防及び軽運動、レクリエーションを通し

て、自主的な社会参加や健康増進を促進する。ま

た、介護予防サポーターやボランティアの参加な

ど町民の活躍の場をサポートする。 

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  2,684千円（共募Ｂ助成150千円） 
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