平成３１年度事業計画
＜基本理念＞

『人とひとが福祉でつながるまちづくり』
～ 住民一人ひとりが尊重され、誰もが幸せを感じられる地域へ

～

昨年は、大阪北部地震、７月豪雨災害、北海道胆振地震などによる大きな災害が各地
で発生しました。いつ起こるかも知れない自然災害や、社会情勢の変化による少子・高
齢化、ひきこもり、虐待、格差の拡大など様々な福祉課題・生活課題がどの地域にも山
積しています。
平成３０年度に策定した第４期地域福祉活動計画では、住民への気づきの促しや住民
の持つ力を尊重しながら、地域住民の潜在的な福祉課題やニーズの把握を行い、地域住
民と共有し解決できる仕組みづくりを進めていきます。また、改正社会福祉法に位置づ
けられた「包括的な支援体制の整備」を進めるため、生活就労支援センター「まいさぽ
東御」を中心に、困りごとの解決に向けて、地域の多様な主体とともに包括的な総合相
談支援体制の充実をはかっていきます。
職員の指針ともいうべき発展強化計画も、第２期がスタートしました。地域共生社会
の実現に向け、住民一人ひとりが尊重され、幸せを感じられる地域づくりを進めていく
ために、地域住民、民生児童委員、ボランティア、福祉関係団体、企業・事業所との連
携・協働により、行政とのパートナーシップをはかりながら支え合い活動を展開してい
きます。

＜重 点 目 標＞
１．法人の充実強化
第２期発展強化計画をもとに、人と心をつなぎ、思いやりの心があふれるまちを目
指し、市民の困りごとに職員が感じて動ける組織として、職員間での情報の共有や連
携をはかり、地域福祉を推進する組織の充実や人材の育成に努めます。
２．包括的な相談・支援体制の構築
相談者への困りごとにワンストップで幅広い相談に対応し、緊急を要する相談者へ
の社会資源の開拓、地域のネットワークづくりの展開や、権利擁護の理念を持った相
談対応の充実をはかります。また、生活支援や就労支援等、支援の専門機関へつなぎ、
相談者の課題の解決に努めます。
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３．地域支えあい活動の推進
第４期地域福祉活動計画により、潜在的な課題・ニーズの把握につとめ、地域住民・
福祉関係者で共有し、解決に向けた仕組みづくりを検討していきます。また、「くる
みの里ボランティアバンク」の周知・啓発を行い、地域住民が主体的に取り組む地域
の支えあい活動を推進します。
４．在宅福祉サービス
「住み慣れた自宅や知り合いの多い地域で暮らしたい」という利用者を支え、介護保
険事業の安定した経営に努めます。また、包括ケアシステム構築に向けて、在宅での
多様な生活課題に対応する生活支援の体制づくりを目指し関係機関と連携をはかり
ます。

＜主 要 事 業＞
I. 法人の組織整備と運営強化
１. 理事会、評議員会、支部長会の開催及び監査の実施
２. 社協会員（一般・法人）の募集活動の強化及び福祉活動助成金の交付（６７支部）
３. 社協第２期発展・強化計画の推進と組織内の連携強化
４. 行政機関、各種福祉関係団体との連携、協働
５. 広報啓発
社協報「ほほえみ」の発行やホームページなどを活用した最新情報の発信
６. 職場内研修の充実、専門研修への積極的参加
７. 福祉専門職の育成、資質向上（資格取得援助、実習生・研修生の受入）

II. 福祉総合相談・支援事業
１. 初期相談の対応及び専門的・継続的な総合相談支援
２. 生活困窮者自立支援事業（市受託事業）【生活就労支援センター「まいさぽ東御」】
（１） 自立相談支援事業
（２） 家計改善支援事業
（３） 子どもの学習支援事業
（４） 認定就労訓練事業の推進
３. 生活困難・困窮者への支援事業
（１） 各種生活資金貸付事業の推進
（２） 生活困窮者への緊急食料支援の実施
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新
（３） 子ども・だれでも居場所づくり事業 ○
新
（４） 仕事・生活サポーター事業 ○

４. 権利擁護事業の推進（市補助事業）
（１） 日常生活自立支援事業の推進（県社協受託）
（２） 金銭管理、財産保全サービス事業
（３） 成年後見制度の啓発・相談支援
５. 結婚相談事業の推進（市補助事業）
（１） 結婚相談員の配置と相談会の開催
（２） 婚活イベントの開催
（３） 恋するとうみ

tomide romance 実行委員会との協働

III. 地域福祉活動
１. 地域ささえあい活動の支援・推進
（１）第４期「地域福祉活動計画」の推進
（２）おらほの地域福祉づくり事業の推進
○災害時支えあい台帳の推進、他
（３）５地区地域福祉懇談会の開催
（４）いきいきサロンの推進と活動助成、支部福祉活動の支援
（５）地域福祉ニーズの把握（福祉アンケートの実施・ニーズの調査）等
（６）地域福祉活動援助講座
○いきいきサロン料理講習会、団塊世代交流事業「男性の料理サロン」の開催
（７）地域への出前講座
（８）福祉のまちづくり講座
新
○終活セミナーの開催 ○

○とうみ男の遊び塾
○介護講座「あった介護教室」の開催
（９）福祉自動車貸出しサービス事業
（１０）福祉用具（介護用ベット、車椅子等）貸出事業
（１１）福祉団体へ補助金交付、福祉団体交流会の開催

２. 共同募金配分事業
（１）ひとり暮らし高齢者への支援（会食会・おせち料理訪問）
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（２）敬老祝賀訪問・祝品の贈呈（米寿・白寿祝、金婚祝）
（３）障がい者社会参加支援事業（ユニバーサルスポーツの普及啓発活動）
（４）障がい者福祉のつどいの開催支援
（５）多世代交流事業 「おいでよサンサン広場」
、等の開催

（６）ひとり親家庭交流支援事業（日帰り小旅行）
（７）福祉協力校への活動支援・助成
（８）介護の日福祉講演会の開催

IV. 福祉教育・ボランティア活動の推進
１. 福祉教育の推進
（１） 福祉協力校の指定、福祉体験学習支援
２. ボランティア養成研修講座の開催
（１） ボランティア養成講座の開催
○福祉教育・ボッチャサポーター養成
新
○傾聴ボランティア養成 ○

○音訳・点訳ボランティア養成
○災害ボランティア養成
（２） ボランティアスキルアップ講座の開催
○音訳・点訳・手話・災害ボランティア
○ボランティアセンター研修会
３. ボランティア活動の推進
（１） ボランティア連絡協議会・団体への活動支援
（２） ボランティア保険の一部補助、備品等の貸出
（３） 障がい者とボランティアとの交流事業「自然を楽しむ会」の開催
（４） ボランティアバンクの啓発・コーディネート
４. 「福祉の森ふれあいフェスティバル」の開催
５. ボランティアセンター運営委員会の開催
６. 市内福祉・介護施設ボランティア担当者連絡会議の開催
７. 企業の地域貢献活動支援

V. 在宅福祉サービス・支援事業
１. 介護予防・日常生活支援総合事業（ミニディサービス・筋トレ）（市受託事業）
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２. 高齢者安否確認事業（市受託事業）
３. 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業（市受託事業）
４. 寝たきり高齢者・重度障がい者希望の旅事業（市補助事業）
５. 在宅介護者リフレッシュ事業（市受託事業）
６. 視覚障がい者への音訳・点訳サービス支援（市受託事業）

VI. 介護保険事業と障害福祉サービス事業
１. 居宅介護事業（ホームヘルパー）
（１） 訪問介護事業
（２） 介護予防・日常生活支援総合事業（訪問介護相当サービス）
２. 障害福祉サービス事業
（１） 居宅介護事業、重度訪問介護事業、同行援護事業
３. 地域生活支援事業
（１） 移動支援事業
４. ほほえみサービス（自由契約）事業
５. 居宅介護支援事業（ケアマネージャー）
（１） 居宅介護支援事業
（２） 介護予防支援委託事業（市受託事業）
（３） 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防ケアマネジメント）
（４） 要介護認定調査（上小広域受託事業）

VII. その他事業
１. 共同募金会事業の推進
（１） 共同募金運動（赤い羽根、歳末助け合い）の実施
（２） 共同募金会東御市委員会の推進
（３） 配分委員会の設置及び公募配分への検討
２. 日本赤十字社事業の推進
（１） 活動資金の募集・講習会の開催、奉仕団の活動支援
（２） 義援金・救援金の受付、災害見舞
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◇理事会・評議員会
６月

平成３０年度 事業報告及び一般会計決算等の審議

３２年３月

平成３２年度 事業計画及び一般会計予算等の審議
※補正予算等 必要に応じて会議開催、研修会等

◇監 査
５月下旬

平成３０年度 決算監査

１１月中旬

平成３１度 中間監査

◇広報紙及び啓発事業
年６回（奇数月） 社協会報「ほほえみ」の発行 （ボランティアかわら版含む）
年間

ホームページで最新情報の提供

◇地域福祉活動
６月３日

福祉団体交流会の開催

６月２７日

ひとり暮らし高齢者ふれあい会食会事業

６月下旬

支部福祉活動助成金の交付（６７支部）

７月

支部長（区長）会

７月～８月

会費募集・収納期間

６・８月

地域福祉活動援助講座（いきいきサロン料理講習会）

８・１０・１２・２月
９月
１１月９日

会費収納会議

男性の料理サロン

敬老祝賀（長寿祝・金婚祝）
「介護の日」の講演会

１１月２３日

障がい者福祉のつどい

１２月７日

ひとり親家庭交流支援事業

１２月２９・３０日
３２年２月
毎月第２水曜日

おせち料理訪問事業

５地区地域福祉懇談会
多世代交流サロン「おいでよサンサン広場」

年 間

障がい者社会参加支援事業

数回／年

各種出前講座、福祉のまちづくり講座「おとこの遊び塾」

数回／年

介護講座「あった介護教室」の開催

随 時

日常生活自立支援事業・成年後見活用講座（福祉施設・市民向け）

随 時

いきいきサロン等の地域福祉活動

◇在宅福祉サービス事業
５月２９日

寝たきり高齢者希望の旅事業
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地域で実施

６・１１月

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

６・１１・３月 在宅介護者リフレッシュ事業
９月７日

重度障がい者希望の旅事業

年間

介護予防・日常生活支援総合事業（ミニディサービス・筋トレ）

年間

広報等の音訳・点訳支援

◇総合相談事業
年 間

生活就労支援センター「まいさぽ東御」 月曜日～金曜日

年 間

結婚相談事業

６月

婚活講座

７月・１１月

婚活出会いのイベント

毎週日曜日 午前９時～１２時

◇ボランティア活動
４月～５月

福祉教育サポーター養成講座

５月

市内福祉・介護施設ボランティア担当者連絡会議

５月２１日

自然を楽しむ会（障がい者とボランティアの交流事業）

７月

ボランティアセンター運営委員会

８月

夏のボランティア体験教室

１０月２６日

福祉の森ふれあいフェスティバル

１２月～２月

ボッチャサポーター養成講座

３１年１月～２月

音訳ボランティア養成講座

３１年３月１４日

災害ボランティア養成講座

５回／年

点訳ボランティア養成講座

３回／年

ボランティアスキルアップ研修会（手話・音訳・点訳）

１回／年

企業ボランティア連絡会議

随 時

各種ボランティア講座

◇赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金運動（10 月 1 日～12 月 31 日）
１０月１日

戸別募金収納

（運動期間は１２月３１日まで）

１０月～１２月

街頭募金の実施 （田中駅前・道の駅等）・法人募金の募集

◇日本赤十字社東御市地区事業
４月２４日

日本赤十字社・東御市奉仕団総会及び活動資金募集会議

５月１日

活動資金募集期間

7 月下旬

一日赤十字（炊き出し・救急法講習）

９月９日

災害時健康生活支援講習会

活動資金額
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