
 
 
 
 
 
 
 

平成２７年度	 
 
 

事	 業	 計	 画	 書	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
社会福祉法人 
那須塩原市社会福祉協議会 

 



	 

 

平成２７年度那須塩原市社会福祉協議会事業計画  
	 

	 Ⅰ  基本方針  

	 近年、少子高齢化が急速に進行し、家族形態の変化や個人の価値観・ライフス

タイルの多様化・複雑化により、家庭や地域における人と人とのつながりが希薄

化し、地域社会において様々な福祉課題や生活課題が生じています。 
	 このような中で、本会は、地域福祉の中核的機関として、地域住民、民生委員・

児童委員、専門機関、ボランティアや行政と協働し、地域の課題解決や予防に取

り組むとともに、誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、

地域ぐるみで見守りの体制を構築するなど、助け合いによる地域づくりを推進し

ます。 
	 また、「那須塩原市社会福祉協議会発展強化計画」に基づき、更なる経営の安定

化・効率化に努め、サービスの質の向上を図り自らの組織活動の充実強化に努め

ます。 
	 これらの視点を踏まえ、本会が「地域に必要とされる」「地域に信頼される」組

織となるため、地域福祉活動を積極的に展開することで、「ともに助け合い支え合

い心豊かに安心して暮らせる那須塩原市」の実現を目指してまいります。 
 
 

Ⅱ  重点目標  

１	 地域住民助け合い事業の推進 
	 	 誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、地域ぐるみで

見守り体制を構築し助け合いの地域づくりを目指します。さらに元気な高齢者

が地域の中で社会的な役割を持ち、生活支援の担い手として活躍できる地域づ

くりを進めます。 
	 	 そのために、市内１５箇所の公立公民館のエリアを単位とした地域住民が助

け合うための組織の結成を目指し、公民館に地域支え合い推進員を配置します。 
 
２	 生活困窮者の自立のための支援の強化 
	 	 生活困窮者が安定した自立生活を営めるよう、自立相談支援事業において支

援計画を作成し、関係機関と連携を図りながら総合的な支援に取り組みます。 
 



	 

３	 社会福祉協議会会員の拡大及びＰＲの充実 
地域住民とともに考え行動することで、地域に必要とされる、地域に信頼さ

れる社会福祉協議会として、地域住民に社協の存在と活動が理解され、会費と

いう形で支援してもらえるよう地域福祉活動に積極的に取り組みます。 
また、社協だより、ホームページ、マスコットキャラクター「こころまる」

を積極的に活用したＰＲ活動を通じて会員の拡充に努めます。 
 
４	 ボランティアの活動支援 
地域福祉の担い手であるボランティアを支援するため、ボランティア、ＮＰＯ 
等関係機関団体との情報交換・共有、情報提供を行うなど連携の強化を図りま

す。 
また、ボランティアセンターの機能充実を目指します。 

 
５	 発展強化計画の推進 
	 	 地域福祉を推進する中核的な組織としての役割を果たすため、本会の経営方

針を示した発展強化計画に基づき組織運営体制の強化に努めます。 
 
 

	 Ⅲ 	 主要事業の概要  

 

事業名	 事業の概要	 

◆法人運営事業 	 

会員加入推進	 

多くの市民の理解と参加が得られるよう、会員募集方法の

研究・検討を行います。	 

・普通会員、特別会員、施設会員募集	 

理事会・評議員会	 理事会、評議員会、監査会を開催します。	 

基金運営委員会	 
福祉基金等の造成及び適切な運用を図るため運営委員会

を開催します。	 

第三者委員会	 
本会が提供する福祉サービスの苦情を適切に解決するた

め委員を設置します。	 



	 

事業名	 事業の概要	 

寄付の受け入れ	 

福祉基金	 

・地域福祉活動の推進とボランティア活動の振興のために

活用します。	 

交通遺児基金	 

・義務教育中の交通遺児に配分金を贈呈します。	 

善意銀行	 

・善意の金品を預かり、福祉活動のために払い出します。	 

◆地域福祉事業 	 

社会福祉大会	 

表彰、感謝状贈呈（社会福祉功労者等の表彰、篤行・善行

児童生徒の表彰、高額寄附者の感謝状など）及び記念講演

を開催します。	 

広報啓発	 

市民へ福祉活動の情報を提供します。	 

・社協だよりの発行（年６回）	 

・ホームページの運営	 

・イメージキャラクター「こころまる」の活用	 

地域支援員事業	 
地域におけるつながりの再構築と仕組みづくりを側面的に

支援します。	 

地域福祉活動の拠点づ

くり（福祉協力店）	 

地域福祉活動を積極的に推進している事業所等を福祉協

力店として登録し、地域福祉活動の拠点をつくります。	 

地域福祉活動補助金	 自治会等が実施する地域福祉事業へ補助金を交付します。	 

配食サービス事業	 

・西那須野地区のひとり暮らし高齢者等に昼食を配達し、

安否を確認します。（週２回）	 

・会食会を開催します。	 

地域福祉活動計画策定

事業	 

地域の課題に対して、地域住民が解決に向けて主体的に取

り組む地域福祉活動計画を２ヶ年かけて策定します。平成

２７年度は、地域、当事者等の課題やニーズの把握に努め

ます。	 

車いす貸出事業	 車いすの利用が一時的に必要な高齢者等に貸出します。	 



	 

事業名	 事業の概要	 

車輌貸出	 

【軽トラック貸出】	 

ボランティアグループ・福祉団体の活動を支援するため軽

トラックを貸出します。	 

【車いす送迎車貸出】	 

障がい者等の移動手段として車いす送迎車を貸出します。	 

シルバー作品文化祭	 
高齢者の趣味の活動を推進するため交流・発表の場を提供

します。	 

高齢者趣味の教室	 
高齢者を対象に、宝石研磨・陶芸・七宝焼・レザークラフ

ト・絵手紙・着付け教室を開催します。（６教室）	 

福祉団体活動支援	 

各団体の活動を支援します。	 

・老人クラブ連合会	 	 	 	 	 	 	 	 

・身体障害者福祉会	 	 	 	 	 	 	 	 

・母子寡婦福祉連合会	 

・心身障害児者父母の会	 	 	 	 	 	 

・在宅老人介護者の会	 	 	 	 	 	 

・那須肢体不自由児協会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

日本赤十字社事業	 

罹災者援護事業	 

・火災等罹災者支援のため、毛布等を備蓄します。	 

非常食炊き出し訓練	 

・災害時に備え、非常食の炊き出し訓練を実施します。	 

◆ふれあい相談事業	 

心配ごと相談	 
日常生活のあらゆる相談に応じ、助言・専門機関の紹介を

行います。	 

無料法律相談	 弁護士による法律相談を開催します。（予約制）	 

◆小口資金貸付事業	 

小口資金貸付事業	 
低所得者に緊急かつ一時的な生活費を貸付けます。	 

・限度額５万円	 



	 

事業名	 事業の概要	 

◆日常生活自立支援事業 	 

日常生活自立支援事業 
（あすてらす） 

認知症高齢者、知的障がい者等判断能力が不十分な人の自

立生活を支援します。	 

◆地域住民助け合い事業	 

地域住民助け合い事業 地域ぐるみで見守り体制を構築し、助け合いの地域づくり
を支援します。	 

◆生活困窮者自立支援事業	 

生活困窮者自立相談支

援事業 
生活保護に至る前の段階から早期の支援を行い、生活困窮

状態からの自立を支援します。	 

◆共同募金配分事業 	 

歳末たすけあい事業	 
経済的に困窮している世帯及び福祉施設等が安心して新

年が迎えることができるよう支援します。	 

罹災者支援	 罹災者に災害見舞金を配付します。	 

給食サービス事業	 

・黒磯地区のひとり暮らし高齢者等にボランティアが調	 

理した昼食を配達し、安否を確認します。（週２回）	 

・会食会を開催します。	 

安心生活支援事業	 

住民同士の支え合い体制構築事業	 

・住民主体の茶話会等をとおして、見守り活動を推進しま

す。	 

見守り福祉マップ作成事業	 

・自治会において福祉マップを作成します。	 

日常生活自立支援事業生活支援員のスキルアップを図る

ため研修会を開催します。	 

ふれあいの集い	 

那須地区の特別支援学級児童生徒や在宅心身障害者とそ

の保護者等の交流を図ります。（那須肢体不自由児協会事

業）	 



	 

事業名	 事業の概要	 

福祉まつり等の開催	 

市民に福祉に関する理解を深めてもらうため開催します。	 

・ふれあい広場	 

・福祉まつり	 

見えづらさをサポート

します！お役立ち講座	 

見えづらいなど見え方でお困りの方やその関係者等へ情

報提供及び相談支援を行います。	 

団体等活動助成金	 

各団体に活動助成金を交付し活動を支援します。	 

・老人クラブ連合会	 	 	 	 	 	 	 	 

・身体障害者福祉会	 	 	 	 	 	 	 	 

・心身障害児者父母の会	 	 	 	 	 	 

・在宅老人介護者の会	 	 	 	 	 	 

・民生委員児童委員協議会	 	 	 	 

・とんぼの会	 

ボランティアセンター

事業	 

ボランティア活動のコーディネート、情報誌発行などの広

報啓発、ボランティア団体との連携及び福祉教育を推進し

ます。	 

ボランティアセンター

運営委員会	 

ボランティアセンターの適正な運営を図るため委員会を

開催します。	 

ボランティア講座	 
ボランティアを育成するため、ボランティアに関する各種

講座を開催します。	 

ボランティアサマース

クール	 

中学生・高校生を対象とした福祉施設等におけるボランテ

ィア体験を実施します。	 

ボランティア活動振興

補助金	 
ボランティア団体が実施する事業に補助金を交付します。	 

◆生活福祉資金貸付事業 	 

生活福祉資金貸付事業	 低所得世帯や障がい者世帯等に資金を貸し付けます。	 

臨時特例つなぎ資金貸

付事業	 

住居のない離職者に公的給付金交付までのつなぎ資金を

貸し付けます。	 



	 

事業名	 事業の概要	 

◆介護等事業 	 

居宅介護支援	 ケアプランの作成、在宅介護に関する相談を実施します。	 

訪問介護	 
利用者宅に訪問し入浴、排せつ、食事の介助、その他の生

活全般にわたる介護サービスを提供します。	 

障害福祉サービス	 
障がい者に訪問介護、移動支援の介護サービスを提供しま

す。	 

通所介護	 
介護施設における入浴、食事、機能訓練等の日帰りの介護

サービスを提供します。	 

◆障害福祉サービス事業 	 

心の里の経営	 
障害者総合支援法に基づく多機能型事業所として生活介

護・就労継続支援事業を実施します。	 
つくしの経営	 

ふれあいの森の運営	 
市の指定管理を受け、地域活動支援センターとして生産	 

活動を中心とした生活訓練の場を提供します。	 

相談支援事業	 
障害福祉サービス等利用計画作成及び基本相談を実施し	 

ます。	 

 


