
 

令和３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 



 

 

令和３年度那須塩原市社会福祉協議会事業計画 

 

Ⅰ  基本方針  

 

全国的に急速に進行する少子高齢化を背景に、地域のつながりが弱まっ

ています。また、高齢者のみの世帯や単身世帯の増加などにより家庭の機

能が低下したことで、「社会的孤立」や「制度の狭間」などの課題が表面化

しています。こうした中、地域福祉を推進する中核的な団体として誰もが

安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを使命とする社会福祉協議

会の役割は一段と大きくなっています。そこで令和３年度は、子ども・高

齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高

め合うことができる「地域共生社会」の実現に向け、地域福祉活動計画を

着実に進め、より一層地域の課題や困難な福祉ニーズを解決すべく新たな

仕組みを構築するなど地域の福祉力を高めるために全力で取り組みます。 

また、コロナ禍においても地域福祉活動等を推進していくため、感染予防の

徹底及びＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、つながりを途切れさせないよう取

り組みます。 

 

Ⅱ  重点目標  

 

１ 地域のつながりを再構築し、地域の福祉力の向上を目指します 

地域住民助け合い事業を軸に地域のつながりの再構築を図り、地域の
福祉力の向上を目指します。また、地域の現状を踏まえ、地域住民の主

体性を活かした柔軟な組織（地区社協（協議体））づくりを目指します。 

 

２ 福祉教育を推進します 

住民主体の原則にもとづき、誰もが社会参加できる地域づくりを目指

して、ボランティア、学校、福祉施設、当事者団体、ＮＰＯなど様々な
関係機関との協働により、地域を基盤とした福祉教育の啓発を推進しま

す。 

 

３ 福祉サービスの充実を図ります 

職員一人ひとりの専門性を更に高めていくとともに、地域住民、関係機関

及び本会が実施する様々な事業などと連携を深め、要支援者などが地域にお

いて自立した生活を送ることができるよう支援します。また、複合的な課題

を抱える世帯などに対して分野横断的かつ包括的に支援する体制の構築を目

指します。 



 

４ 本会への理解の促進と寄附文化の醸成に努めます 

ひとりでも多くの地域住民や事業所等に本会の活動に対する理解を深め共

に活動していただけるよう、地域福祉事業やボランティア推進事業の充実を

図り、普通会員をはじめ、特別会員、施設会員の加入促進に努めます。また、

福祉基金などへの寄附につながるよう寄附文化の醸成に努めます。 

 

５ 行政とのパートナーシップを深め、地域福祉施策の充実に取り組ます 

 地域における深刻な生活課題などに対応する体制整備について、行政に協

議や働きかけをすすめ、地域福祉施策の充実に取り組みます。 

 

Ⅲ  主要事業の概要  

◆社会福祉事業  

○地域福祉拠点区分  

法人本部サービス区分  

事業名  事業の概要  

理事会・評議員会 

社会福祉協議会の経営組織は、業務執行の決定機
関である理事会、法人運営に係る重要事項の議決機
関である評議員会、理事の職務執行の監査を行う監
事で構成されており、法令順守を徹底して運営して
まいります。 

【予算額 3,024千円】 

 

法人運営サービス区分  

事業名  事業の概要  

会員加入推進 

地域住民や事業所等に本会の活動に対する理解を
深め共に活動していただけるよう努めます。 
・普通会員（会費１口５００円以上） 
・特別会員（会費１口３，０００円以上） 

・施設会員（会費１口５，０００円以上） 

【会費収入予算額 11,673千円】 

福祉基金の運営 

福祉基金の適切かつ効果的な運営を図るため基金
運営委員会を設置します。 

【予算額 21千円】 

第三者委員会 

本会が提供する福祉サービスの苦情解決を図り、
利用者の利益を保護することや業務改善を行い、サ
ービス向上のために第三者委員会を設置します。 

【予算額：－ 】 



 

 

地域福祉サービス区分  

事業名  事業の概要  

社会福祉大会事業 

 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の贈呈及び福祉をテー
マとした記念講演を開催し、福祉への理解を広く市
民に浸透するよう努めます。 

【予算額 989千円】 

広報啓発事業 

広報啓発事業 

 市民へ福祉活動の情報を提供します。 

・社協だより発行（年４回） 

・ホームページの運営 

・マスコットキャラクター「こころまる」の活用 

・パンフレットの作成 

【予算額 1,825千円】 

福祉協力店事業 

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。 

【予算額：－ 】 

地域福祉活動補助金事業 

自治会等が主体的に実施する福祉活動に補助金を
交付し、地域の連携と協力体制を構築し、地域の課
題解決を支援します。 

【予算額 6,962千円】 

事業名  事業の概要  

寄附の受け入れ 

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

ために活用する寄附を受け入れます。 

【寄附金収入予算額 2,000千円】 

交通遺児基金 
義務教育中の交通遺児が安定した生活を図る一助

とするために払い出す寄附を受け入れます。 

【寄附金収入予算額 378千円】 

善意銀行 
市民の善意に基づく金品を広く受け付け、健全な

福祉活動の推進のために払い出します。 

【寄附金収入予算額 434千円】 



 

 

小口資金貸付サービス区分  

事業名  事業の概要  

小口資金貸付事業 

生計維持の困難な低所得等の世帯に緊急かつ一時
的に生活費を貸付けます。（限度額５万円） 

【予算額 3,572千円】 

 

日常生活自立支援サービス区分  

事業名  事業の概要  

日常生活自立支援事業 

（あすてらす） 

高齢や障がい等により判断能力が十分にない方

が、自立した生活を送るために、金銭管理をとおし

て、福祉サービス利用などの自己選択・自己決定を

支援します。 

 【予算額 16,863千円】 

 

 

 

事業名  事業の概要  

地域福祉活動計画推進事業 

地域福祉活動計画は平成２９年度からの５ヶ年計

画として作成しました。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ことを目指し、

計画の実行・進捗管理を行います。また、令和３年

度は次期計画の策定に向けたアンケート調査や１５

カ所の公立公民館のエリアにおいて座談会やオンラ

インを活用した座談会を予定し、市が進める地域福

祉計画と一体的に進めます。 

【予算額 394千円】 

社会福祉法人連携事業 

社会福祉法人による公益的な取り組みを推進する

ため、市内で福祉施設を運営する社会福祉法人の連

携・協働を支援します。 

【予算額：－ 】 

車いす貸出事業 

病気やけが等により一時的に車いすが必要な方に
車いすを貸出します。 

【予算額 136千円】 

車いす送迎車貸出事業 

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。 

【予算額 441千円】 



 

地域住民助け合いサービス区分  

事業名  事業の概要  

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

域づくりを推進します。１５ヶ所の公立公民館のエ

リアを単位とした地域住民助け合い活動を目指し、

公民館に地域支え合い推進員を配置し地域活動を支

援します。定期的な情報の共有及び地域の関係者の

ネットワーク化を図る協議体の設置を目指します。 

【予算額 41,881千円】 

 

共同募金配分金サービス区分  

事業名  事業の概要  

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の利用者

等が安心して新年を迎えることができるよう民生委

員・児童委員と連携し、支援します。 

【予算額 9,103 千円】 

罹災者支援事業 

 地震や火災などの災害に遭った市民のために県共

同募金会と連携し、見舞金を又は弔慰金を配分しま

す。 

【予算額 100千円】 

福祉団体活動支援 

各団体の活動を支援します。 

・民生委員児童委員協議会（予算額：６４２千円） 

・老人クラブ連合会   （予算額： ５２千円） 

・身体障害者福祉会   （予算額： ２９千円） 

・ひとり親家庭福祉連合会（予算額：  ―  ） 

・心身障害児(者)父母の会（予算額： ３３千円） 

・那須肢体不自由児協会 （予算額：  ―  ） 

・とんぼの会      （予算額： ３０千円） 

【予算額 786千円】 

福祉祭等の開催 

市民に福祉に対する理解を深めるため、福祉団体

や福祉施設等と協力し開催します。 

・福祉祭 

・ふれあい広場 

【予算額 1,650千円】 



 

 

生活福祉資金貸付サービス区分  

事業名  事業の概要  

生活福祉資金貸付事業 他機関の借入が困難な低所得世帯、障がい者世帯、

高齢者世帯に資金を貸し付け、その世帯の経済的自

立と生活の安定を目指します。 

【予算額 262千円】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名  事業の概要  

ボランティアセンター事業 

ボランティアコーディネート業務をはじめ、広報
の充実、ボランティアの支援や育成、講座の開催な
どを通してボランティアの活性化を図ります。また、
ボランティアセンター運営委員会を組織し、ボラン
ティアセンター事業の適正な実施を図ります。 

【予算額 2,596千円】 

軽トラック貸出事業 

ボランティアグループや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。 

【予算額 76千円】 

災害等関係研修会事業 

災害などが発生した際に事業の継続及び災害ボラ
ンティアセンターを立ち上げることができるよう訓
練を実施します。 

【予算額 101千円】 



 

○障害福祉サービス拠点区分  

心の里サービス区分  

事業名  事業の概要  

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。 

【予算額 50,550千円】 

 

つくしサービス区分  

事業名  事業の概要  

つくしの経営 

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。 

【予算額 37,851千円】 

 

ふれあいの森サービス区分  

事業名  事業の概要  

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Ⅲ型

として、地域の障がい者のための通所による生産活

動、創作的活動、社会との交流の促進等の事業を実

施します。 

【予算額 43,263千円】 

 

相談支援サービス区分 

事業名  事業の概要  

相談支援事業 

障害福祉サービス等利用計画を作成し、福祉サー

ビス事業者等との連絡調整、計画の定期的な見直し

（モニタリング）を行い、自立した日常生活、また

は社会生活を営むことができるよう支援します。 

【予算額 9,891千円】 

 

 

 

 

 

 



 

◆公益事業  

○公益事業拠点区分  

食事サービスサービス区分  

事業名  事業の概要  

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週

２回配達し、在宅での生活を支援するとともに安否

を確認します。 

【予算額 3,361千円】 

 

生活困窮者自立支援サービス区分 

事業名  事業の概要  

生活困窮者自立支援事業 

生活や仕事などに困っている方や不安を抱えてい

る方の生活の見直しや改善の相談に応じ、安心して

生活できるよう関係機関と連携を図りながら支援し

ます。 

・自立相談支援事業 

 困りごとや不安の相談に応じ、必要な関係機関に

繋ぎます。自立に向けた目標を立て、一人ひとりに

応じた支援プランを作成します。 

・家計改善支援事業 

相談者自ら家計のやりくりができるよう、借金や

滞納などの問題を明確にし、必要な支援を行います。 

・就労準備支援事業 

生活のリズムや人との関わりなどに不安を抱え、

直ちに就労することができない方、就労しても長く

続かない方の相談に応じます。相談者１人ひとりに

応じた支援プランを作成し、様々な体験を通して就

労までの準備を支援します。 

【予算額 25,425千円】 

 

 

 

 

 

 



 

共同募金配分金（公益）サービス区分  

事業名  事業の概要  

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 

が調理した昼食を週２回配達し、在宅での生活を支

援するとともに安否を確認します。また、年に１回

給食サービス運営委員会及び全体研修会を開催しま

す。  

【予算額 2,652千円】 

 

居宅介護支援サービス区分 

事業名  事業の概要  

居宅介護支援事業 

ケアプラン（居宅サービス計画）を作成し、サー
ビス提供事業者等と連絡調整を図りながら在宅での
自立した生活を営むことができるよう支援します。 

【予算額 32,075千円】 

 

◆収益事業  

○収益事業拠点区分  

自動販売機設置運営サービス区分  

事業名  事業の概要  

自動販売機設置運営事業 

市内の公共施設などに清涼飲料水等自動販売機を

設置し、その売り上げを福祉基金に繰り入れます。 

【予算額 2,493千円】 

 

◆その他 

日本赤十字社事業 

事業名  事業の概要  

日本赤十字社事業 

・罹災者援護事業 
地震、火災などの災害に遭った市民のために毛布、

布団等を支給します。 

【予算額 137千円】 

・非常食炊き出し 

災害時に備え、非常食の炊き出し訓練等を奉仕団

と協力し実施します。 

【予算額 50千円】 



 

 


