平成 30 年度
社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会

事業計画

【基本方針】
近年の社会福祉の現状は、少子高齢化に伴う一人暮らし高齢者や高齢者世帯の増加、経
済情勢による低所得者層の増加、また住民意識の希薄化や核家族化による家庭機能の弱体
化など、社会の構造的な変化に伴う福祉課題や生活課題が多岐にわたり、複雑・深刻化し
ています。このような状況の中、地域全体で課題解決に取り組んでいく仕組みづくりが重
要となっています。
本会では地域福祉推進に向けての行動計画である第３次地域福祉活動計画（平成２９年
度～平成３１年度）の「いっしょに創ろう 福祉のまち」の基本理念のもと、住民主体の地
域福祉活動の輪を広げ、地域における支え合いの仕組みを再構築し、誰もが住み慣れた地
域で安心して暮らせるまちづくりの実現を目指し、関係機関やボランティア、また福祉団
体などの協力を得ながら各種事業の推進と充実に努めてまいります。

【基本目標】
１

みんなに身近な社協を実現する
困った時に初めて社協を知るというのではなく、日頃から社協を身近に感じていただ

くことを目指した、戦略的な広報やＰＲを行います。
２

地域組織とさらに連携し、地域福祉を推進する
地域組織とのさらなる連携を進め、地域福祉コーディネーターや地域見守りネット

ワーク事業の充実を図ります。また高齢者福祉の分野で進められている「地域包括ケ
アシステム」の実現を目指し、地域福祉活動の推進に努めます。
３

地域の多様な課題の解決を目指す
誰もが安心して生活できる地域を作るため、生活支援サービスの充実、不安を解消す

るための取り組みなどを行います。
４

計画的な組織運営
計画的な組織運営を通じて、社協の経営基盤の強化を目指すとともに、組織及び人

員体制の充実・強化、また利用しやすい施設環境の整備・確保などを図ります。
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【事業内容】
（事業番号前の◎印は、重点事業です。
）

１

法人運営事業
【市補助金】50,762 千円

（１）法人基盤の強化
・財政基盤の強化および人材の育成
（２）本所･支所機能の強化
（３）役員会等の開催
ア 理事会の開催
イ 評議員会の開催
ウ 監事会の開催
エ 正副会長会の開催

２

施設管理事業

（稲沢市受託事業

期間：平成 30 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日）

[社会福祉会館］
1F 身体障害者福祉センター、2F 稲葉老人福祉センターあすなろ館、3～4F 働く婦人の家
【市受託金】23,336 千円
（１）指定管理者制度により、社会福祉会館の維持管理や利用に関する業務を行います。
（２）身体障害者福祉センター デイサービス事業の開催
・障がいのある人の自立を図り、生きがいを高めるための講座を行います。
○手話基礎（中級）講座
○書道･ペン講座
○手話入門（初級）講座
○リハビリ療法教室
○聴こえのサポーター養成講座
○ことばの教室
○点字講座
○視覚障がい者ガイドボランティア養成講座
○点訳奉仕員養成講座

３

地域福祉活動推進事業

（１）会員の募集と加入促進

【会費】1,071 千円

（２）社会福祉協議会だより「い～な」の発行
【会費・広告収入】4,337 千円
・広報紙（発行部数 51,100 部）を年 4 回発行し（4 月/7 月/10 月/1 月）全戸及び法人会員等
へ配付します。
◎（３）地域福祉コーディネート活動
【会費】417 千円
・地域福祉コーディネーター（社協職員）を各支所及び市民センター毎に組織化し、各地区ま
ちづくり推進協議会との連携を強化します。また、地域住民が主体的に活動できるよう様々な
サポートや既存の制度では対応しきれない個別の生活課題の解決、支援を必要とする方（高齢
者世帯･障がい者世帯･子育て中の親など）を対象に、友人･隣人･民生児童委員･地域住民が少し
ずつ協力し合うことによって地域全体で見守る仕組み作り（ネットワーク）をすすめる等、地
域福祉活動の充実に努めます。

（４）地区まちづくり推進協議会への活動費助成 （２支所 ・ ７市民ｾﾝﾀｰ）
ア まちづくり活動費の助成（前年度会費実績額の 50％）
イ まちづくり地域福祉活動への助成（1 地区 160,000 円以内）
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【会費】8,185 千円

（５）出前福祉講座の開催
【会費】5 千円
・地域や企業へ出向き、ボランティア活動についての講座、福祉制度の紹介等、依頼者の希望
に沿った内容の福祉講座を開催します。
（６）市民共助パイロット事業の実施
【会費】303 千円
・地域の福祉課題を解決するために市民が企画･提案した事業を市民と共に取り組みます。
（７）家族介護者交流事業の実施
【市受託金】76 千円
・寝たきりや認知症の高齢者を在宅で介護している方を対象に、少しでも日頃の介護疲れを癒
し、また同じ悩みや経験を持つ方々と交流することで今後の介護の励みにしていただく事を
目的に開催します。
【会費】50 千円
（８）フードバンク活用支援事業の実施
・生活困窮など生活上の困難に直面している世帯を対象に、フードバンクを活用した緊急的な
食糧支援および福祉総合相談窓口での相談支援を行います。

（９）学生服リサイクル事業の実施
【会費】282 千円
・各家庭において子どもの成長や卒業等で不用となった学生服の寄付を受け付け、学生服を必
要とする世帯に対し利用料（クリーニング費程度）のご負担のうえで譲渡し、子育て世帯の家
計負担の軽減を図ります。
（10）稲沢市共同募金委員会への活動費助成

【会費】300 千円

（11）会費・協賛金

４

【会費】62 千円

ボランティアセンター運営事業

（１）ボランティアセンター運営委員会の開催 （年３回開催）

【会費】10 千円

（２）ボランティア登録者の増員
（３）ボランティアの育成・支援
・各種ボランティア団体への活動費助成

【会費】511 千円

（４）ボランティア・市民活動だより「あい・あい」の発行
【会費】963 千円
・取材ボランティアの協力のもと、年 4 回発行し（4 月/7 月/10 月/1 月）全戸および法人会員
等へ配付します。
（５）ボランティア・市民活動連絡会の開催
【会費】75 千円
・ボランティアグループや市民活動団体とのつながりを強化することを目的に様々な情報交換
や交流の場を設けます。
（６）ボランティア講座の開催
【会費】57 千円
・ボランティアに関する講座を開催し、担い手の育成、知識・技術の向上を図ります。

５

老人福祉事業

（１）長寿祈願祭の開催
・77 歳以上の高齢者を対象に長寿を祈願します。
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【共同募金】111 千円

（２）ふくしグラウンド･ゴルフ大会の開催
・グラウンド･ゴルフを通して市民の互助･連携を図ります。

【共同募金】450 千円

◎（３）命のバトン設置事業の実施
【共同募金】648 千円
・緊急事態が起きた場合、当事者に代わって必要な医療情報を迅速に医療従事者に渡せるよう、
医療情報の入った筒（バトン）をひとり暮らし高齢者宅等の冷蔵庫に設置します。
また平成 30 年度から携帯用「命のバトン」を作成し、消防署の協力を得て 80 歳以上の
一人暮らし高齢者に配付します。
（４）老人クラブ連合会への活動費助成

６

【共同募金】360 千円

障害福祉事業

（１）音楽療法支援事業の実施
【共同募金】494 千円
・障がい児を対象に音楽療法によって、コミュニケーションや自己表現などの成長の援助をし
ます。
（２）障がい者支援事業の実施
・障がいのある人の家族や支援者への学習会、交流会等を行います。

【共同募金】80 千円

（３）福祉自動車の貸出し
【共同募金・利用料】6,609 千円
・車いすを必要とする方の外出支援として福祉自動車の貸出し及び車両整備を行います。
（４）車いすの貸出し
・一時的に車いすが必要な方に貸出します。
（５）各種障害者福祉団体（６団体）等への活動費助成
【共同募金】1,038 千円
①稲沢市障害者福祉団体連合会
②稲沢市身体障害者福祉協会
③稲沢市聴覚障害者福祉協会
④稲沢市視覚障害者福祉協会
⑤稲沢市手をつなぐ育成会
⑥稲沢地域精神障害者家族会 稲穂会
⑦耳の日記念聴覚障害者と県民のつどい（愛知県聴覚障害者協会主催）

７

児童福祉事業

（１）福祉実践教室の開催
【共同募金】2,001 千円
・学校授業において、障がいのある人やボランティアとの交流や福祉体験を行うことにより、
子どもの福祉教育を推進します。
（２）福祉教育活動育成費の助成（市内高等学校）

【共同募金】160 千円

（３）ボランティア探検隊の開催
【共同募金】103 千円
・小学生を対象に福祉への関心･理解を深める目的で福祉体験講座を開催します。
（４）学生施設ボランティア福祉体験学習の開催
【共同募金】173 千円
・中学生以上の学生に対し、施設でのボランティア体験の機会を提供します。
（５）ボランティアチルドレン支援事業の実施
・子どもたちの主体的な社会貢献活動を推進･支援します。
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【共同募金】157 千円

（６）置き傘設置事業の実施
・小学校新 1 年生の各教室に置き傘を設置します。
（入学児童数分）

【共同募金】774 千円

（７）子育て支援事業の実施
【共同募金】1,310 千円
・乳児を対象に人形劇を、幼児を対象にふれあいコンサートを実施し、保護者の子育ての不安
や悩み解消の手助けと乳幼児の健全な発達を支援します。
（８）ひとり親家庭日帰り旅行の開催
【共同募金・参加費】634 千円
・ひとり親家庭を対象に日帰り旅行等を行い、家族の交流を図ります。
（９）赤い羽根遊園地の整備
・行政区が管理する遊園地等の遊具設置や改修費を助成します。

【共同募金】300 千円

（10）各種児童福祉団体（５団体）への活動費助成
① 稲沢市子ども会連絡協議会
③ 稲沢市みらい子育てネット
⑤ 稲沢市母子寡婦福祉会

【共同募金】624 千円

８

② 稲沢市私立保育園連盟
④ 稲沢市保育士会

福祉育成事業

（１）社会福祉大会の開催
【共同募金】1,031 千円
・福祉活動に尽力された方･団体、共同募金に多額の寄付をされた方･団体等を顕彰し、感謝の
意を表します。
（２）福祉まつりの開催
【共同募金】3,664 千円
・市民への福祉の啓発の場や福祉団体･ボランティアの活動の場として開催します。
（３）火災被災者の援護
・火災により被災された方に見舞金を支給します。

【共同募金】90 千円

（４）災害ボランティアセンターの整備
【共同募金】301 千円
・市との協定に基づく稲沢市災害ボランティアセンター設置･運営マニュアル及び市の防災計
画を踏まえて、災害発生時にボランティア団体やＮＰＯと連携して適切に活動できる体制の整
備を図ります。
（５）防災・減災セミナーの開催
【共同募金】73 千円
・大規模災害に備え、自助・共助の必要性を啓発し、市民の防災・減災の意識向上を図ります。
（６）災害ボランティア活動者支援事業の実施
【共同募金】592 千円
・災害ボランティア活動者の育成および活動支援を目的に被災地（災害ボランティアセンター）
で活動する個人ボランティアに対し、活動期間の実績に基づいて交通費等の助成を行う。
また、愛知県主催の「防災減災カレッジ（地域防災コースまたは防災
ボ ラ ン テ ィ ア コ ー デ ィ ネーターコース）」の修了者に対し、受講料の助成を行い、災害時に
おける活動者の確保・育成の推進を図ります。
（７）花いっぱい運動の実施
【共同募金】1,149 千円
・老人クラブの協力を得て、地域に花の苗を植えることにより、地域社会を明るく住み良いま
ちにします。
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（８）男性の子育て（イクメン）応援事業の実施
【共同募金】142 千円
・地域における男性（父親）への子育ての意識啓発や、具体的な子育てノウハウを伝える場づ
くり、そして子育て仲間のネットワークづくりを進め、地域で子育てに奮闘する男性を支援す
る仕組みづくりの充実を図ります。
（９）各種福祉団体（３団体）への活動費助成
①稲沢保護区保護司会
③稲沢市民生委員児童委員協議会

９

１０

【共同募金】1,055 千円
②稲沢市遺族会

歳末たすけあい配分金事業

【共同募金】1,757 千円
・重度の障がいがある人（身体･知的･精神）の世帯等へ援護金を配付します。

小口資金貸付事業
小口資金貸付事業
・2 万円を限度に資金の貸付けをします。

１１

【会費】1,500 千円

くらし資金貸付事業
くらし資金貸付事業（愛知県社会福祉協議会受託事業）
・10 万円を限度に資金の貸付けをします。

１２

【県社協借入金】1,236 千円

生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業（愛知県社会福祉協議会受託事業）
【県社協受託金】679 千円
・高齢者や障がいのある人、また低所得者を対象に資金の貸付けをします。

◎
１３

生活困窮者自立支援事業（稲沢市受託事業）

【市受託金】20,780 千円
・市役所福祉課内に生活（失業、病気、家計等）にお困りの方を支援する相談窓口を開設しま
す。そこでは様々な課題を抱えた方の相談を受けて、適切な情報提供・他支援機関へ紹介を行
うなど、課題の解決に向けての自立へのサポートを行います。
≪任意事業の実施≫
○家計相談支援事業

（家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等）
○学習支援事業

（生活困窮家庭の子どもへの学習支援および自立の促進に必要な支援等を教員ＯＢ・大学
生ボランティアの協力のもと市内 2 か所にて実施します。）
新規○就労準備支援事業
（直ちに就労することが難しい状態にある方に対して、それぞれの状況に応じた就労準備
支援プログラムを作成し、就労に向けた基礎能力形成の支援や就労体験機会の提供等を
行います。
）

6

１４

障害者相談支援事業（稲沢市受託事業）

【市受託金・障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入】42,201 千円
（１）基幹相談支援事業
稲沢市障がい者基幹相談支援センターの運営
・身近な地域の相談支援事業者のネットワーク構築を図るとともに、相談支援事業者への専門
的指導･助言を行います。

（２）相談支援事業
「障がい者サポートセンターい～な」、「障がい者サポートセンターまつのき」の運営
・障がいのある人やその家族が安心して生活できるような相談窓口を開設し、福祉サービスの
利用援助やサービス等利用計画の作成等の支援をします。

１５

成年後見センター事業

１６

福祉サービス利用援助事業

【市補助金】210 千円
・高齢者や障がいのある人等が市内で安心して暮らすことができるように、意思能力や生活状
況に応じた成年後見制度等の相談支援や啓発等行うことを目的に次のような事業を行います。
○成年後見制度等の利用による相談及び手続きに関する支援
○成年後見制度の周知、利用の啓発

日常生活自立支援事業
【市補助金・県社協受託金】5,712 千円
・日常生活において判断能力に不安がある認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者の方に
対し、金銭管理や契約行為の援助をする等安心して暮せるよう支援します。

１７

基金運営事業

【寄付金】2,600 千円

（１）社会福祉基金の積立
（２）ボランティア基金の積立

◎
１８

生活支援体制整備事業

１９

訪問介護事業

【市受託金】17,960 千円
・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしを続けることができるよう必要な生活支援・介護
予防サービスの体制整備を推進していくため、生活支援コーディネーターの配置と協議会の設
置（平成３０年度は４ヵ所(第２層)を予定）を行います。また協議会のネットワークを活かす
ことで住民主体サービスの活性化、そして地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを進め
ていきます。

介護保険法に基づき、高齢者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
う、次の事業を行う事業所の運営を行ないます。
訪問介護事業及び介護予防訪問・基準緩和型訪問サービス事業
「ケア・パートナー」の運営
【介護保険収入等】8,748 千円
・訪問介護員（ホームヘルパー）が、自宅に訪問し、入浴、排泄、食事等の介護や、その他
の日常生活上の支援を行います。
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２０

障害福祉サービス事業

障害者総合支援法に基づき、障がいのある人等が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるよう、次の事業を行う事業所の運営を行います。
居宅介護事業 「ケア・パートナー」の運営
【障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入】10,926 千円
・訪問介護員（ホームヘルパー）が、自宅に訪問し、入浴、排泄、食事等の介護や、その他
の日常生活上の支援を行います。

２１

２２

軽度生活援助事業（稲沢市受託事業）

【市受託金】144 千円
・介護保険の要介護認定で非該当と判定された高齢者で、日常生活に支障があり、稲沢市が
必要と認めた方に、訪問介護員（ホームヘルパー）を派遣します。

就労支援事業
「まつのき」の運営
【就労支援事業収入・障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入等】38,091 千円
・障がいのある人の日中活動の充実を図るために障害者総合支援法の多機能型という制度を
適用し、生活介護・就労継続支援Ｂ型事業の二つの事業を一元的な運営のもとで実施し、利
用者の生活の質に貢献する事業所として運営します。

２３

地域包括支援センター事業（稲沢市受託事業・稲沢市民センター地区）
【市受託金・介護保険収入】22,235 千円
・高齢者を対象に、心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うことにより、
その保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援する機関として次のような業務を行いま
す。

２４

○介護予防ケアマネジメント業務

○権利擁護業務

○総合相談支援業務

○包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

居宅介護支援事業

介護保険法に基づき、高齢者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
う、次の事業を行う事業所の運営を行います。
「ケア・デザイン」の運営
【介護保険収入等】18,918 千円
・介護支援専門員（ケアマネジャー）が、介護全般の相談に応じ、居宅サービス計画（ケア
プラン）の作成を行い、居宅での介護を支援します。

２５

自動販売機設置事業（収益事業）
【事業収入】370 千円
社会福祉会館に自動販売機を設置し、その収益を地域福祉事業に役立てます。
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