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令和３年度社会福祉法人匝瑳市社会福祉協議会事業計画  

          

【事業方針】  

   

  今日の地域福祉を取り巻く環境は、 少子高齢化や人口減少の進行、社会経済

情勢の変化を背景に、無縁社会の広がりや地域のつながりの希薄化、孤独死、

引きこもり、虐待、家庭内暴力、自殺、生活困窮など地域における福祉課題や

生活課題は複雑化多様化しています。  

 また、新型コロナウイルス感染拡大の長期化に伴い、地域住民による福祉活

動やボランティア活動の休止や縮小が余儀なくされ、高齢者の虚弱化の進行や

必要な支援が届きにくい状況が懸念されています。  

 こうした中、国では昨年６月社会福祉法が改正され、市町村において、地域

住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する断らない包括的な支援 体制を整

備するため、①相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を一体的に

実施する「重層的支援体制整備事業」が創設されました。  

 本会では、地域共生社会の実現に向けた国の方針に則り、匝瑳市とともに

「第２次匝瑳市地域福祉計画及び地域福祉活動計画」を策定し、「住み慣れた

地域で安心して暮らせる地域社会（地域力）の構築」を基本理念として、地域

住民や関係機関・団体と連携して地域福祉の推進に取り組んでいます。  

 今年度は、コロナ禍の中でも地域福祉活動・ボランティア活動が継続できる

ように、新型コロナウイルス感染拡大防 止に配慮した活動の進め方を地域住民

や関係機関等と検討・実施します。  

また、生活困窮者自立支援事業や生活福祉資金貸付事業を活用して生活困窮

世帯の自立に向けた支援を実施し、日常生活自立支援事業や法人後見事業によ

る高齢者や障害者の権利擁護を図るなど総合的な相談支援体制づくりを推進し

ます。  

介護サービスや障害福祉サービス事業については、新型コロナウイルス感染

防止対策を徹底した上で、必要なサービス提供を維持します。  

生活支援体制整備事業については、第２層協議体設置に向けて、中学校区単

位での話し合いを進めるともに、新たに住民参加型 有償在宅福祉サービス「ち

ょこっとサービス」を制度外の生活支援サービスとして実施します。  

また、法人運営については、財源の確保と収支バランスに配慮した安定運営

を図るとともに、ガバナンスの強化や積極的な情報発信に努めるなど、より透

明性の高い組織運営を図ります。  
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【重点事業】  

 

○地区社会福祉協議会（地区社協）との連携強化と活動支援  

地域福祉活動 の基 盤として、市 内１ １地区に 設置 され ている地区社 協と 市

社協の連携を強化し、一層の活動の活性化を図るとともに、地区の実情に合

わせた活動の支援を継続的に行います 。  

 

○日常生活自立支援事業等の周知及び法令を遵守した運営  

日常生活を送 る上 で、十分な判 断が できない方や 体の 自由がきかな い方 等

が地域で安心 して 生活でき るよ うに 、適切な 福祉 サー ビス利用や金 銭管 理

等を支援する、「日常生活自立支援事業（すまいる）」及び「法人後見事業」

の周知を図る とと もに 責任と透 明性 のある事業と して 円滑な運営に 努め ま

す。  

 

○生活福祉資金貸付事業を活用した生活困窮者自立支援事業の推進  

失業等により 生活 が困窮する方 に加 えて、新型コ ロナ ウイルスの影 響に よ

り収入が減少し生活に困窮する方に対して、自立相談支援を行うとともに、

必要に応じて 生活 福祉資金貸付 事業 を活用しなが ら、 相談者に寄り 添っ た

伴走型の支援を行います。      

 

○社会福祉推進委員の活用  

地域福祉の担 い手 不足の解消 と 活動 の活性化を 目 的に 設置した 「社 会福 祉

推進委員」を活用し、地区社協運営の活性化や災害時要援護者台帳の整備協

力、要援護者の見守り等の活動を通じて、困りごとを抱えた方の発見と問題

解決の強化を図ります。  

 

○生活支援体制整備事業の推進  

生活支援コーディネーター （SC）と第１層協議体である「匝瑳市地域支え

合い推進会議」が連携して、住民主体の支え合い助け合い活動の推進を図り

ます。今年度は、中学校区単位での地域住民との話し合いを中心に 、地域の

実情に応じた取組みを進めます。  

 

○住民参加型有償在宅福祉サービス（ちょこっとサービス）の提供  

自力でゴミ出 しや 買い物ができ ない など日常生活 上の 困りごとを抱 えて い        

る方に対して、制度外の会員制の生活支援サービスを提供します。  
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○第２次匝瑳市地域福祉計画及び地域福祉活動計画の推進  

「住み慣れた地域で安心して暮らせる地域社会（地域力）の構築」を 目指

すため、地域住民、関係機関等と連携して、推進体制の構築と計画の推進

を図ります。  

 

○防災・災害支援対策の推進  

地震等による大規模災害の発生に備え 、近隣社協と共同で災害ボランティ

アセンターの設置・運営訓練を実施するとともに、 災害ボランティアセン

ターの設置・運営に係る協定等の締結に向けて、関係機関等との協議調整

を図ります。  

 

○新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した地域福祉活動・ボランティア

活動の推進  

コロナ禍の中 での 「新しい生活 様式 」に対応した 地域 福祉活動・ボ ラン テ  

ィア活動の進め方について、地域住民や関係機関等と 協議検討し、順次実施

していきます。  

 

 ○介護サービス、障害福祉サービスの継続実施  

  新型コロナウイルス感染防止対策を徹底した上で、利用者に必要なサービ

スが継続して提供できるよう努めます。  
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【事業の主な内容】  

 

事  業  名  目    的  主  な  実  施  事  項  

法人運 営並び

に連絡 調整  

法人の 適切な 運営 と効 果的な

事業運 営を行 い、 関係 機関と

の連絡 調整を 図る とと もに、

ガバナ ンスの 強化 と職 員の資

質向上 を図る 。  

１．理 事会・ 評議 員会 の開催  

２．監 事会の 開催  

３．正 副会長 会議 の開 催  

４．評 議員選 任・ 解任 委員会 の開催  

５．財 務、人 事関 係等 のマネ ージメ

ントの 強化  

６．定 款・諸 規程 の整 備  

７．職 員研修 等の 実施   

８．組 織基盤 の強 化  

９．自 主財源 確保 及び 経費削 減の 推

進  

広報啓 発事業  住民参 加によ る社 会福 祉の基

盤作り を目指 し、 福祉 意識の

高揚と 、福祉 活動 への 参加の

動機付 けとな るよ う広 報 啓発

活動を 行う。  

１．社 協広報 紙「 ほっ とそう さ」の

発行（ 年 2 回 ）  

２．社 協ホー ムペ ージ の更新 管理  

３．社 協活動 紹介 のパ ンフレ ット の

作成  

地区社 協活動

支援事 業  

地域福 祉活動 の基 盤と なる地

区社協 に対し て、 事業 ・財政

面の支 援を行 うと とも に、地

区社協 と市社 協の 連携 強化を

推進す る。  

１．地 区社協 活動 への 支援  

２．地 区社協 会長 会議 の開催  

３．サ テライ トデ イサ ービス の開催

協力  

４．地 域福祉 フォ ーラ ムの支 援  

ボラン ティア

活動支 援事業  

多様化 するボ ラン ティ ア活動

へのニ ーズに 応じ 活動 援助、

情報提 供等を 行い 、引 き続

き、市 民のボ ラン ティ ア活動

への参 加を促 進す るた め、講

座や研 修会を 開催 する 。  

また、 地域に おけ る高 齢者、

障害者 等を守 るた めに 地域住

民と協 働し地 域づ くり を推進

する。  

１．ボ ランテ ィア セン ターの 運営  

２．ボ ランテ ィア に関 する相 談の 受  

  付  

３．ボ ランテ ィア 活動 保険の 加入促  

 進  

４．ボ ランテ ィア 連絡 協議会 の運営

支援  

５．ボ ランテ ィア 情報 紙「touch」  

の発行  

６．ボ ランテ ィア 講座 の開催  

７．災 害ボラ ンテ ィア センタ ー 立ち
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上げ・ 運営マ ニュ アル の継続 的

な見直 し  

８．災 害ボラ ンテ ィア センタ ー 設

置・運 営訓練 の実 施  

９．地 域若者 サポ ート ステー ション

との協 働  

車いす 貸与事

業  

一時的 に歩行 が困 難に なった

高齢者 等に車 いす を貸 与し、

在宅福 祉の増 進を 図る 。  

１．車 いすの 貸出  

 

 

あんし ん箱配

付事業  

ひとり 暮らし の高 齢者 等が緊

急入院 する場 合 に 必要 な物品

や個人 情報を 収納 し持 ち出し

できる あんし ん箱 を配 付し 、

民生委 員や地 域の 方た ちが速

やかに 対応で きる よう 支援を

行う。  

１．あ んしん 箱の 配付  

２．あ んしん 箱利 用状 況調査 の実施  

３．あ んしん 箱配 付事 業の周 知  

障害者 支援事

業  

障害者 の社会 参加 の促 進と地

域生活 支援の ため ノー マライ

ゼーシ ョンの 理念 に基 づく活

動を行 う。  

１．視 覚障害 者へ の声 のサー ビス  

２．郵 便物へ の点 字添 付サー ビス  

３．身 体障害 者福 祉会 への助 成  

４．手 をつな ぐ育 成会 への助 成  

福祉教 育推進

事業  

福祉教 育を通 し児 童生 徒が豊

かな体 験を積 み、 思い やりの

心を育 み 、助 け合 いと 連携の

意識を 養う。  

１．体 験教室 （福 祉出 前講座 ）への

ボラン ティア 講師 派遣  

２．福 祉教育 に関 する 備品の 貸出  

３．福 祉教育 に関 する 広報、 情報提  

  供  

児童健 全育成

事業  

関係機 関と連 携し 、全 ての児

童の健 全育成 を目 指す 。  

１．こ とばの 教室 親の 会への 助成  

２．赤 い羽根 子ど もの 遊び場 遊具 の

維持管 理  

３．子 ども会 育成 連絡 協議会 への助  

  成  

４．交 通遺児 激励 見舞 金、勉 学奨励

金の支 給  
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社会福 祉推進

委員設 置事業  

地区社 協と協 働し 、地 域住民

の福祉 ニーズ 、情 報を 把握す

るため に社会 福祉 推進 委員を

設置す る。  

１．地 区社協 との 合同 研修の 実施  

２．活 動費の 助成  

総合相 談事業  市民が 抱える 生活 や福 祉等の

各種相 談に対 応す るた め相談

事業を 実施す る。  

１．無 料法律 相談 （月 ２回） の実施  

２．そ の他の 福祉 、介 護 等に 関する

相談（ 随時） の実 施  

訪問介 護事業  介護等 が必要 な高 齢者 宅に訪

問し、 身体の 状況 に応 じて自

立した 在宅生 活が 送れ るよ

う、身 体介護 、生 活援 助等の

サービ スを提 供す る。  

１．利 用者の 受入 調整  

２．訪 問介護 計画 の作 成  

３．ヘ ルパー の派 遣  

４．関 係機関 等と の連 絡調整  

５．ヘ ルパー 研修 等の 実施  

６．介 護報酬 の請 求  

小規模 多機能

型居宅 介護事

業  

介護等 が必要 な高 齢者 が、可

能な限 り自立 した 日常 生活を

送るこ とがで きる よう 、「通

い」を 中心と して 、短 期間の

「宿泊 」や自 宅へ の「 訪問」

サービ ス を組 合せ て提 供す

る。  

１．利 用者の 受入 調整  

２．小 規模多 機能 型居 宅介護 計画の

作成  

３．サ ービス 提供 記録 の作成  

４．食 事の提 供  

５．利 用者及 び家 族か らの相 談及び

助言  

６．運 営推進 会議 の開 催  

７．地 域包括 支援 セン ター等 関係機

関との 連絡調 整  

８．事 業の周 知及 び広 報  

９．避 難訓練 の実 施  

10．職員 研修等 の実 施  

11．給付 管理票 の作 成 及び介 護報酬

の請求  

障害福 祉サー

ビス事 業  

 

身体、 知的、 精神 障害 者 の自

宅等に 訪問し 、ホ ーム ヘルパ

ーを派 遣し、 身体 介護 、生活

援助等 のサー ビス を提 供し、

日常生 活の維 持向 上を 支援す

る。  

１．利 用者の 受入 調整  

２．居 宅介護 計画 の作 成  

３．ヘ ルパー の派 遣  

４．関 係機関 等と の連 絡調整  

５．ヘ ルパー 研修 等の 実施  

６．障 害福祉 サー ビス 費の請 求  
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日常生 活自立  

支援事 業（す

まいる）（県

社協受 託事

業）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判断能 力が十 分で ない 高齢者

や障害 者を対 象に 、福 祉サー

ビス利 用や日 常的 な金 銭管理

などの 援助を 行い 、地 域で安

心して 暮らせ るよ う支 援す

る。  

１．福 祉サー ビス 利用 援助  

２．財 産管理 サー ビス  

３．財 産保全 サー ビス  

４．事 業の周 知及 び広 報  

５．市 内医療 機関 ・福 祉施設 等の関

係機関 との連 携に よる 相談関 係の

構築  

６．成 年後見 制度 の周 知活動  

７．生 活支援 員の 確保 及び利 用者支

援等に 関する 研修 の開 催  

８．利 用者の 情報 共有 及び相 談体制

構築に おける 運営 の透 明性の 確

保  

９．千 葉県後 見支 援セ ンター との連

絡調整  

法人後 見事業  

 

認知症 や知的 障害 など で判断

能力が 不十分 な方 の判 断能力

を補う ため、 成年 後見 人等を

受任し 後見業 務を 行う 。  

１．成 年後見 人等 の受 任  

２．被 後見人 等の 身上 監護及 び財産

管理  

３．法 人後見 運営 委員 会の開 催  

４．関 係機関 との 連絡 調整  

５．成 年後見 に関 する 相談  

６．事 業の周 知及 び広 報  

生活福 祉資金

貸付事 業（県

社協受 託事

業）  

低所得 者、高 齢者 、身 体障害

者世帯 の経済 的自 立と 安定し

た生活 の維持 を目 的に 貸付事

業を行 う。  

１．資 金の貸 付に 関す る相談 ・受付  

２．関 係機関 との 連絡 調整  

３．事 業の周 知及 び広 報  

４．滞 納者の 償還 指導  

生活困 窮者自

立支援 事業

（市受 託事

業）  

生活困 窮者に 対し て家 計、就

労など の相談 支援 を包 括的・

継続的 に行 い 、早 期に 困窮状

態から 脱却す るこ とで 自立の

促進を 図る。  

１．生 活困窮 者の 把握 及び相 談受付  

２．支 援プラ ンの 作成  

３．支 援調整 会議 の開 催  

４．関 係機関 との ネッ トワー クづく  

  り  

５．事 業の周 知及 び広 報  
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生活支 援体制

整備事 業（市

受託事 業）  

 

高齢者 が住み 慣れ た地 域で日

常生活 が続け られ るよ う生活

支援サ ービス の充 実を 図ると

ともに 地域に おけ る支 え合い

の仕組 みづく りを 推進 する 。  

１．生 活支援 コー ディ ネータ ーの配  

  置  

２．地 域にお ける ニー ズ及び 資源の

把握  

３．匝 瑳市地 域支 え合 い推進 会議の

運営  

４．関 係機関 との 連絡 調整  

５．生 活支援 サー ビス の開発 及び担

い手の 養成  

６．地 域のニ ーズ と生 活支援 サービ

スのマ ッチン グ  

住民参 加型有

償在宅 福祉サ

ービス 事業

（ちょ こっと

サービ ス）  

市民の 参加と 協力 を得 て、日

常生活 のちょ っと した 困りご

とを抱 えてい る方 に、 有償で

生活支 援サー ビス を提 供する

ことに より、 在宅 福祉 の向上

及び住 民相互 の助 け合 い活動

の推進 を図る 。  

１．会 員の募 集及 び登 録  

２．協 力会員 への オリ エンテ ーショ

ン及び 研修  

３．利 用の申 込受 付及 び調整  

４．利 用券等 の発 行  

５．事 業の周 知広 報  

共同募 金事業  

 

たすけ あい精 神の 高揚 と参加

型社会 福祉と して 、市 民の善

意を結 集する 赤い 羽根 共同募

金運動 、歳末 たす けあ い運動

を推進 する 。  

１．千 葉県共 同募 金会 匝瑳市 支会の

運営  

２．共 同募金 の周 知及 び広報  

３．赤 い羽根 共同 募金 運動の 実施  

４．歳 末たす けあ い運 動の実 施  

５．地 域福祉 活動 団体 への助 成  

６．見 舞金の 配付  

７．関 係機関 との 連絡 調整  

シニア クラブ

運営事 業  

高齢者 の老後 生活 を健 全で豊

かにす ること を目 的に 、自主

的かつ 中立的 な組 織と して活

動する シニア クラ ブの 事務局

を運営 する事 によ り、 高齢者

の心身 の健康 増進 を図 る。  

１．市 シニア クラ ブ連 合会事 務局の

運営  

２．会 報「ほ ほえ み」 発行  

３．関 係機関 との 連絡 調整  

４．事 業の企 画及 び運 営の補 助  

その他 の事業  

 

生活困 窮者等 で早 急に 援護を

必要と する方 を支 援す る。  

１．応 急援護 費の 支給  

２．食 糧の配 付 （ フー ドドラ イブ）  

 


