
1 
 

平成２５年度 社会福祉法人富里市社会福祉協議会事業計画 

 

○基本方針 

  少子高齢化や核家族化が進み、生活様式の多様化、コミュニティ意識の希薄化な

どにより、私たちが暮らす地域でもさまざまな福祉的ニーズがますます増加してい

ます。地域福祉の中心的担い手として社会福祉協議会の果たす役割はこれまで以上

に大きく、また市民参加の地域福祉活動が重要となってきます。 

本会では、「地域福祉活動計画」に基づき、市との協力はもちろんのこと、地域

住民、ボランティア、NPO などと、お互いに連携し地域での組織化を具体的に進める

「共助(住民活動)」の実現に向けて情報提供や活動支援に努めてまいります。その

一環として、本年度から新たに市からの受託事業として「高齢者地域コミュニティ

形成事業」を実施いたします。この事業はこれまで、市全体で行っていた敬老会事

業を各小学校区ごとに行うことで、各地域の特色を活かし地域でのコミュニティ形

成につなげていくものです。そして、多くの高齢者の方が住み慣れた地域で健康で

安心した生活が送れるよう住民の皆様と協力してまいります。 

また、地区社会福祉協議会活動、ボランティアセンターやファミリーサポートセ

ンターなどの事業も充実させ住民の皆様と共に福祉の充実が図れるよう努めてまい

ります。そのために、ホームページを積極的に活用し、新鮮な情報の提供をしてま

いります。 

  財政面では、昨年度に引き続き補助金や委託金は厳しい状況です。自主財源であ

る会費や共同募金の理解、協力につながるよう、広報紙等を活用するなどして本会

事業の積極的な PR に取り組んでまいります。一方限りある資金を有効に活用するた

め各事業の課題を整理、検討し、さらに新たな事業創出も視野にふまえた地域福祉

の充実、向上に努めます。 

 

社会福祉事業 

１．法人運営事業 

                          (総事業費：２７，３５８千円) 

（１）会務の運営 

  ①理事会及び評議員会の開催 《予算、決算、事業計画等の審議他》 

  ②監査の実施  

監事による監査 年 1回 《決算書等の監査》 

      内部監査    年３回 《試算表等の監査》 
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（２）会員及び会費 

  地域福祉事業を推進するため、会員の募集及び会費収入は大変重要です。６月か

ら７月の推進期間を中心に、区長会を通して一般会費の納入を依頼するとともに、

広報紙で会費の重要性を PR し広く会員の募集をする。 

  ①一般会員 

会費（一口） 支部 加入世帯数 

５００円 １０７ １１，９００ 

  ②賛助会費 

会費（一口） 会員数 口数 

３，０００円 １２０ １２５ 

  ③団体会費 

会費（一口） 会員数 口数 

５，０００円 ３５ ７０ 

 

（３）寄付金品の受入 

  寄付者の意向を確認し、一般寄付については福祉基金への積立をし、指定寄付に

ついては平成２６年度にそれぞれの事業活動に有効活用する。また、寄付物品につ

いては、貸出用として活用するなど適切に運用していく。 

 

（４）マイクロバス貸出 

  福祉団体等の研修、または福祉目的の活動を推進することを目的にマイクロバス

の貸出を行う。 

    利用期間：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

    利用時間：８時３０分～１７時 

    運行範囲：千葉県内 

    定  員：１５名＋補助イス５名＋車イス２台(２名) 

         

（５）職員の資質向上 

  組織の力を高めていくために、職員の専門的な知識や資質の向上を図る。 

  県社協をはじめ、様々な機関で開催される研修等に積極的に参加する。また、社

会福祉に関する情報収集等に努める。 
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２．地域福祉活動推進事業 

                               (総事業費：７，７８７千円) 

（１）心配ごと相談事業 

心配ごと相談所は、市民の生活上の悩みごとや心配ごとをもった方々の相談に応

じ、個々の問題について適切な助言や指導にあたり、明るい家庭生活に導き地域福

祉の向上を図ることを目的とする。 

日時：毎週火曜日 １０時～１５時まで（月１回は人権・行政との合同相談） 

     場所：富里市福祉センター２階 相談室 

              

（２）団体事業助成事業 

  地域ぐるみ福祉振興基金の助成をうけ、民間の自主的な福祉活動を支援し、地域

福祉活動の基盤を整えるためボランティア団体等への助成をする。 

                   

（３）地区社会福祉協議会 

  小学校区を単位とした８地区社協の小地域における地域福祉活動を充実、育成を

図るために事業運営費を助成するとともに、事業活動に対する相談等に応じ支援す

る。 

                  

（４）地域ぐるみネットワーク事業 

  ①富里市福祉まつり開催 

  出会い・交流の場として、また福祉のＰＲの場として幅広い人々が安心して参加 

し、身近な福祉と地域福祉の活性化につなげることを目的として開催。 

  福祉の向上に功労のあった個人または、団体に対しその功績をたたえるため表彰 

状および感謝状を贈呈する。 

  ②福祉のまちづくり推進ポスター、標語の募集 

  福祉への関心を深めてもらうことを目的とし、市内小学校に呼びかけ、福祉のま 

ちづくり推進を目的としたポスター、標語の募集を行う。 

 

３．ボランティアセンター運営事業 

                               (総事業費：２，４８１千円) 

市民のボランティア活動に関する理解と関心を深めるとともに、組織的なボラン 

ティア活動の育成と連帯を図ることを目的にボランティアセンターの積極的な運営 

に取り組む。 
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（１）ボランティアコーディネーターの設置 

  ボランティア活動の相談、登録、斡旋、広報活動などを行うためボランティア  

コーディネーターを置く。また、安心してボランティア活動ができるようボランテ

ィア活動保険への加入を進める。 

   開 設 日：月曜日～金曜日(祝日・年末年始を除く) 

   開設時間：８時３０分～１７時１５分 

 

（２）講習会の開催 

  地域福祉の担い手であるボランティアの育成等を目的とし、各種講習会を開催。 

         開催予定講座：傾聴ボランティア講座・保育ボランティア講座・手話講座 

 コミュニケーション講座 

             

４．共同募金配分金事業 

                               (総事業費：５，８６１千円) 

（１）高齢者交流ゲートボール大会・グラウンドゴルフ大会の開催 

  共同募金配分金事業の一環として市内に居住する高齢者、障害者の方を対象に健 

康増進ための運動を目的に、ゲートボール競技を通じて交流を図る。 

  また、富里市グラウンドゴルフ大会を開催し、スポーツを通して高齢者等とのふ 

れあいや親睦を図り健康増進に努める。 

                 

（２）給食サービス事業 

  在宅福祉事業の一環として市内に居住するひとり暮らし高齢者を対象に食事を提 

供することにより、健康状態や安否確認を行い、万一の事態を事前に把握処理する 

とともに、日常生活上のよき話し相手となり社会的孤独感を和らげ、福祉の充実を 

図る。 

  毎月第２、第３木曜日を実施日とし福祉センター調理室を利用し、栄養士の指導 

献立によりボランティアが調理し、配食ボランティアが利用者宅へ届ける。 

                  

（３）災害見舞金の支給・応急援護費交付事業 

  ①災害見舞金 

災害(火災及び風水害等の非常災害)が発生したとき機を失せず被災者に対して見 

舞い、心身の安定、慰めと更生意欲とを助長し、助け合いの精神の高揚を図る。 
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②応急援護 

  富里市における市民並びに本市を通過する旅行者で、福祉に関する法律の適用に 

該当することなく、早急に援護を必要とするものを救済する。 

              

（４）広報活動事業 

 福祉専門の情報紙として「広報ささえ愛」を発行することにより市民への福祉情 

報提供や福祉サービス、福祉制度をお知らせする。また、ホームページを活用し、 

より一層の情報提供に努め、社会福祉協議会の PR にもつなげていく。 

    発行予定 年３回（６月・１０月・３月）   

            

（５）福祉団体等助成事業 

  富里市内の福祉活動団体等及び民間福祉施設に助成金を交付し、地域福祉活動の 

促進を図る。 

                

（６）歳末たすけあい配分事業 

  共同募金運動(社会福祉法１１２条)の一環として、歳末たすけあい運動を展開し 

本年度に募った募金の実績額を配分し、地域住民やボランティア、民生委員児童委 

員、社会福祉施設、地区社会福祉協議会等の関係機関・団体の協力のもと新たな年 

を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよ 

うに、歳末慰問事業と地域ふれあい事業を実施する。 

 

  ①歳末慰問事業 

  ひとり暮らし高齢者(７５歳以上)、を対象に担当民生委員が訪問し慰問金を渡す 

とともに情報提供をする。  

  ②地域ふれあい事業 

  市内の社会福祉施設や NPO 法人、地区社会福祉協議会等が年末年始(１２月１日～ 

１月１５日)に実施する地域住民やボランティアとの交流を目的とした独自の事業 

に対して配分助成する。 

           

５．在宅福祉事業 

                             (総事業費：１３，８５２千円) 

（１）福祉機器貸出事業 

 福祉用具の貸出を行うことで、生活の向上が図られる市民を対象に、３ヶ月を限 
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度に無料で介護用ベッド及び車椅子の貸出を行う。なお、介護保険制度の対象とな 

る方は制度を優先する。また、福祉教育等の体験学習などにも積極的に貸出をする。 

                   

６．受託事業 

                              (総事業費：２６，４７８千円) 

（１）障害者等生活サポート事業  

 介護給付支援決定者(障害者総合支援法)以外の方で、日常生活に関する支援が必 

要と認められた利用者が、在宅で日常生活を営むことができるよう、利用者の心身 

の状況に合わせた支援を提供する。 

  サービス提 供 日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

サービス提供時間：８時３０分～１７時１５分 

         

（２）移送サービス事業 

  在宅の要介護、要支援状態にある高齢者及び重度心身障害者を対象に外出支援サ 

ービスを提供することにより、社会参加の促進、健康の増進及び家族の介護支援を 

図る。 

    利用目的：医療機関、官公庁、福祉施設、金融機関等への送迎 

    運行範囲：市内及び近隣市町とし片道２０㎞以内 

    運 行 日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

    運行時間：９時～１６時 

    利用回数：一人月４回まで 

    利用料金：課税世帯 １回４００円 非課税世帯 １回２００円 

                

（３）生きがいデイサービス事業    

  介護予防の一環として「生きがいデイサービス」を実施。高齢者の社会参加や自 

立的な生活の促進をすることで要介護状態になることを防ぎ、健康でいきいきとし 

た生活を送るため、生活指導・日常動作訓練・健康チェック・レクリエーション等 

を行う。 

     実 施 日：中部（毎月第１．第３水曜日）北部（毎月第２．第４金曜日） 

     開催時間：１０時～１５時 

     対 象 者：６５歳以上のひとり暮らし高齢者等 
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（４）相談支援事業 

①障害者相談支援事業 

  身心に障害のある方やその家族の方からの相談に応じて、障害者が地域で安心し 

て暮らせるよう、また自立した生活を送るために支援する。 

②指定特定相談支援事業所 

 福祉サービスを利用する方々の「サービス等利用計画」を作成する。また計画を

一緒に立てる事でサービスをスムーズに利用できるよう情報提供や、調整等の支援

を行う。 

                    

（５）介護予防事業 

  高齢者が介護予防について理解を深めるとともに自主的な取り組みができるよう、 

地区社会福祉協議会・シルバークラブ等の申請に応じて本会が講師等の手配を行い 

講習会を開催し、介護予防に関する情報提供を行う。 

                     

（６）高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付事業 

  高齢者及び障害者の方の世帯に対して住宅改造等の資金を貸付け、自立意欲の高 

揚と介護者の負担軽減を図り、居住生活を支援する。 

 

（７）生活福祉資金貸付事業 

 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と民生委員及び社会福 

祉協議会とが必要な援助指導を行うことによって、その経済的自立や生活意欲の助

長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援する。 

  

（８）臨時特例つなぎ資金貸付事業 

  離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のな 

い離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を迅 

速に貸し付けることにより、その自立を支援する。 

 

（９）日常生活自立支援事業（新規事業） 

  千葉県社会福祉協議会の受託事業として、富里市内に居住し日常生活を送る上で、 

判断能力の十分でない高齢者や障がい者が、地域で安心して生活できるよう、必要 

な福祉サービス利用援助や金銭管理を本人との契約により行う。 

    〈サービス内容〉 

  ①福祉サービス利用援助 

  各種福祉サービスを利用したり、やめるために必要な情報提供や、手続きをする。 
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  ②財産管理サービス 

  医療費や税金、公共料金等の支払いのお手伝いや、ご自身の預金から生活に必要 

なお金を払い出し、お渡しする。 

  ③財産保全サービス 

  年金証書や預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類、実印、銀行印など大切なも 

のを、銀行の貸金庫で保管する。 

 

（１０）高齢者地域コミュニティ形成事業（新規事業） 

  小学校を単位とした８地区社会福祉協議会と連携協力のもと、市内在住の７５歳 

以上の高齢者に対し、多年にわたり社会に尽くされたことに感謝するとともに、孤 

独を防ぎ、心身の健康を保持し、住み慣れた地域で安心して日常生活が営めるよう 

地域コミュニティの形成に向けた事業を行う事を目的とし、各地区での敬老行事を 

はじめ、健康増進や生きがいづくり、地域交流等の事業展開をはかる。 

  また、昨年度まで開催していたふくし寄席も引き続き８地区共同開催で行い、そ 

の機会に情報交換や地域住民のニーズを把握し、更なる高齢者福祉の活性化を目指 

す。 

     〈ふくし寄席の開催〉 

      開催時期：平成２５年１２月頃を予定 

      開催場所：富里市福祉センター集会室 

      対 象 者：市内在住の７５歳以上のひとり暮らしの方 

      出 演 者：芸人３名を予定 

 

７．貸付事業 

                            (総事業費：１，０００千円) 

（１）小口資金貸付事業 

  富里市民で生活保護の見通しがつきながら、間に合わない場合のつなぎ資金とし 

て一時的に融通し、健全な家庭に立ち直らせることを目的に５万円を限度として貸付 

を行う。 
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８．障害者総合支援事業 

                          (総事業費：１１，４２０千円) 

(１) 障害者福祉サービス事業 

介護給付支援決定者・児(障害者給付支援法)が在宅で自立した日常生活を営む 

ことができるようにホームヘルパーが訪問し、家事援助や身体介護の支援を行う。

また、関係機関との連携を図り利用者の心身の状況に合わせた支援ができるよ 

う努める。 

  サービス提 供 日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

サービス提供時間：８時３０分～１９時 

               

９．介護保険事業 

                            (総事業費：９，０６０千円) 

（１）訪問介護事業 

要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の認定を受けた方が在宅で自立した 

日常生活を営むことができるようにホームヘルパーが訪問し、家事援助や身体介護 

の支援を行う。また、関係機関との連携を図り利用者の心身の状況に合わせた支援 

ができるよう努める。 

  サービス提 供 日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

サービス提供時間：８時３０分～１９時 

               

公益事業 

10．介護保険事業 

                              (総事業費：６，６７８千円) 

（１）居宅介護支援事業 

要介護認状態にある高齢者等から介護サービス計画の作成依頼を受け、保健、医 

療、福祉サービスを適切に利用できるよう連絡調整を行う。事業の実施にあたって 

は、利用者が可能な限り在宅で自立した日常生活を営むことができるよう、公平・ 

中立な立場で利用者へ支援を行う。 

  サービス提 供 日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

サービス提供時間：８時３０分～１７時１５分 
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11．福祉センター管理運営事業 

                              (総事業費：１３，０７１千円) 

   「公の施設として、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒 

んではならず、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別をしてはなら

ない」ことを念頭においた管理、運営を行う。 

 

開 館 日：月曜日～金曜日(祝日・年末年始を除く) 

    開館時間：９時～１７時 

    利用方法：事前申込が必要 

           

12．受託事業 

                              (総事業費：３，０００千円) 

(１) ファミリーサポートセンター事業 

  子育てに対する親の不安、負担の軽減・仕事との両立を地域住民と連携して、   

支援することを目的とする。 

 〈実施内容〉 

  安心して子育てができるよう、子育ての援助ができる人と子育ての援助をしてほ 

しい人で構成する会員組織とする。相互援助活動の連絡・調整や、会員の募集及び 

登録・研修会の開催等センターの運営にあたるため、アドバイザーを置く。それぞ 

れの自発性と責任性を尊重するために有償制とする。 

    

   開 設 日：月曜日～金曜日(祝日・年末年始を除く) 

   開設時間：８時３０分～１７時１５分 
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その他の事業 

13．共同募金活動 

  千葉県共同募金会富里支会として、赤い羽根共同募金運動、歳末たすけあい募金 

運動を行う。 

（１）赤い羽根共同募金（運動期間１０月１日～１２月３１日） 

  厚生労働大臣の告示によって定められた期間において、千葉県共同募金会と協力 

して募金運動を展開する。戸別世帯、職場、学校、法人等に働きかけ広く募金運動 

を周知し、地域福祉の推進への関心を高める。 

   

（２）歳末たすけあい募金（運動期間１２月１日～１２月３１日） 

  共同募金運動の一環として募金運動を行い、集められた募金は、歳末慰問事業、 

地域ふれあい事業に活用する。 


