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平成３０年度那須塩原市社会福祉協議会事業計画 

 

 Ⅰ  基本方針  

このまちにはたくさんの人たちが暮らしています。その中には一人暮らしで話し

相手がいない方、病気や障がいがある方、介護が必要な方、お金が無く食べていく

ことも困難な方や誰にも相談できない悩みごとを抱えて何らかの支援を必要とし

ている方がいます。そうした方への支援をとおして法や制度だけでは補うことので

きない多様な地域ニーズに対し、住民が主体となって問題を解決し、支え合える地

域づくりを推進していきます。 

平成２７年度から実施しております「地域住民助け合い事業」は、国が示してい

る「我が事・丸ごとの地域づくり」の考え方のもと、地域の中にある個別課題を市

民や福祉事業所等が協働し解決に取り組む仕組みづくりを目指しています。 

そのために、これまで蓄積してきた豊富な経験とスキル、地域とのネットワーク

を生かし、市民とともに地域福祉力を向上する年度となるよう努力していきます。 

 

Ⅱ  重点目標  

１ 地域福祉活動計画の推進 

  地域における様々な福祉課題を解決するために、市民や関係団体と連携を

図りながら「地域福祉活動計画」を実行してまいります。あわせてこの計画

の主役である市民や関係機関の本計画に対する理解を深めるようホームペー

ジやその他様々な機会を通じて本計画の周知を図ってまいります。また、計

画・実行・評価・見直しを繰り返すＰＤＣＡサイクルの考えのもと、「那須塩

原市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会」とともに、計画における

各取り組みの進捗状況について評価し、計画を実行してまいります。 

 

２ 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、市民による

見守りや生活支援等の助け合いによる地域づくり及び緊急時や災害時に適切

に助け合える体制の構築を図るとともに、高齢者の社会参加の促進のため、

高齢者自身が助け合いの担い手として活躍できる地域づくりを推進します。  

平成３０年度は、平成２７年度以降に進めてきました１０か所の公民館エ

リアに加え、新たに４か所のエリアで見守り活動などの仕組みづくりをめざ

します。 

 

３ ボランティアセンターの運営強化 

  地域福祉を担うボランティアの支援・育成を図るため、本所にボランティアセン

ターを開設し、コーディネート業務をはじめ、広報の充実、地域のニーズに即した

講座の開催、関係団体との連携強化、市民が気軽に立ち寄れる居場所の提供などを

通してさらなるボランティアの活性化を図ります。 

 

 

 



 

 

 

４ 福祉サービス利用を支援する事業の充実 

  日常生活自立支援事業、生活困窮者自立相談支援事業、指定特定相談・障害児相

談支援事業を推進し、要支援者が地域で自立した生活を送ることができるよう、関

係機関と連携を図りながら、要支援者に寄り添い課題解決に向けて支援します。 

 

５ 社協発展強化計画の策定 

  地域福祉を推進する中核的な団体として、事業運営や経営の理念や目標を明確に

し、その実現に向けた組織、事業、財務等に関する具体的な取り組みを明示した発

展強化計画を策定します。 

 

６ 社会福祉協議会の理解の促進 

  職員が地域に出向き本会の活動を説明し、社協の活動をひとりでも多く市民や事

業所等に理解していただき会員の加入促進を図り、地域福祉事業やボランティア推

進事業の充実につなげていきます。 

 

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 

【会費収入予算額：１２，０００千円】 

理事会・評議員会 
理事の積極的な意見交換を行い、評議員による厳正な判
断により、より一層充実した地域福祉の推進に努めます。 

【予算額：   ５２２千円】 

基金運営委員会 
福祉基金等の適切な運用を図るため運営委員とともに検
討します。 

【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を適切に解決するた
め委員会を設置します。 

【予算額：      － 】 

 



 

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
に活用します。 

【寄附金収入予算額： ２，７７０千円】 

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。 

【寄附金収入予算額：   ８００千円】 

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。 

【寄附金収入予算額：   ４４３千円】 

◆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、福祉の理解を広く市民に浸透するよう努
めます。 

【予算額： １，０１３千円】 

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 
・マスコットキャラクター「こころまる」の活用による
本会のＰＲを図ります。 

【予算額： ２，８３２千円】 

地域支援員事業 

地域支援員や地域支え合い推進員が積極的に地域
に出向き、地域のニーズ把握に努め、問題解決に向

けて地域住民が主体的に取り組めるよう関係機関
と連携しながら支援します。 
・地域支援員等が質の高い地域援助技術を身につけ
られるよう定期的に研修会を行います。 
・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：  ５６９千円】 

地域福祉活動補助金 

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：１１，０００千円】 

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。また、年に１回会食会を行います。 

【予算額： ３，７４４千円】 



 

事業名  事業の概要  

地域福祉活動計画推進
事業 

平成２９年度～３３年度までの５か年計画として作成。
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の２年目となります。平成 
３０年度は、計画の実行・進捗管理に取り組みます。 

【予算額：    １６千円】 

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：    ６０千円】 

車輌貸出 

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。 

【予算額：   ３１５千円】 

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。 

【予算額：   １９４千円】 

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 
・老人クラブ連合会 
・身体障害者福祉会 
・ひとり親家庭福祉連合会 
・心身障害児(者)父母の会 
・那須肢体不自由児協会 
・とんぼの会 

【予算額：   ８２７千円】 

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、毛布等を支給します。 

           【予算額：    ４６千円】 

非常食炊き出し 
・災害時に備え、非常食の炊き出しを実施します。 

【予算額：    ７０千円】 

◆ふれあい相談事業 

心配ごと相談 

身近で最初の相談窓口として、日常生活のあらゆる相談

に応じ、傾聴及び専門機関の紹介を行います。 
【予算額：   ４５１千円】 

無料法律相談 
日常生活上の解決が難しい問題、トラブル等の相談に応
じるため弁護士による法律相談を開催します。 

【予算額： ２，９１６千円】 



 

事業名  事業の概要  

◆小口資金貸付事業 

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： ３，５８０千円】 

◆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） 

判断能力に不安のある高齢者や障がい者等が安心して自
立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助や金
銭管理等を支援します。また、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。 

【予算額：２１，５９８千円】 

◆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
りを推進します。 
・平成３１年度までに市内１５か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めざし、公民館
に地域支え合い推進員を配置します。 
・平成３０年度は、平成２７年度以降進めてきた１０か
所に加え、新たに４か所のエリアで活動を支援します。 

【予算額：３２，７１１千円】 

◆生活困窮者自立支援事業 

生活困窮者自立支援事業 

生活困窮者が生活保護に至る前の段階から早期の相談支
援を行い、自立した生活が送れるよう専門機関と連携を
図りながら支援します。 
・自立相談支援事業 具体的支援プランを作り、自立に
向けて支援します。 
・家計相談支援事業 自ら自立した家計を管理できるよ
う支援します。 

【予算額：１５，０７３千円】 

◆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の利用者等
が安心して新年が迎えることができるよう支援しま

す。 
【予算額：９，１５８千円】 

罹災者支援 
罹災者に災害見舞金を配付します。 

【予算額：    １００千円】 



 

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。 
・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。また、年 1回会食会を開催します。 

【予算額： ２，３１２千円】 

福祉まつり等の開催 

市民へ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 

【予算額： ２，００９千円】 

見えづらさをサポート
します！お役立ち講座 

見えない・見えづらいなど見え方でお困りの人やその関
係者等へ情報提供及び相談支援を行います。 

【予算額：    ２０千円】 

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の適正な運営を図るため委員会
を開催します。 

【予算額： ６，６６９千円】 

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。 
【予算額：   ３２２千円】 

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。 

【予算額： ２，１５５千円】 

災害ボランティアセン

ター立ち上げ訓練 

災害時に災害ボランティアセンターを円滑に設置運営で

きるよう立ち上げ訓練を実施します。 

【予算額：    ９０千円】 

◆生活福祉資金貸付事業  

生活福祉資金貸付事業 

他資金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

意欲の向上を図ります。 

【予算額：   ２２５千円】 

臨時特例つなぎ資金 

貸付事業 

住居のない離職者が公的給付又は貸付を申請し、それが

受理されている場合にその交付を受けるまでのつなぎ資

金を貸し付けます。 

【予算額：   １２９千円】 



 

事業名  事業の概要  

◆介護等事業  

居宅介護支援 

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：３４，３８８千円】 

訪問介護 

・訪問介護員が高齢者宅に訪問し、入浴、排せつ、食事

等の介護やその他の生活全般にわたる介護サービスを提

供します。 

・障がい者に居宅介護、同行援護、移動支援等のサービ

スを提供します。 

【予算額：４９，４６４千円】 

◆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。 

【予算額：心の里 ５３，５９１千円】 

【予算額：つくし ４１，９８４千円】 
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Ⅲ型として

地域の障害者の為の通所による援護事業を行います。 

【予算額：４３，１４３千円】 

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：１２，２６１千円】 

 


