
社会福祉法人 久御山町社会福祉協議会 

平成 28 年度 事業計画 
 

【 基本方針 】 

 本町では少子高齢や人口減少社会の到来、家族・地域の変容、就業形態の変化等に伴い、家族機

能の低下、人間関係の希薄化、地域社会におけるつながり・支え合い機能の弱体化そして地域・地

縁組織の役員等担い手の不足が目立ってきています。 

更に、近年ではひとりぐらしの方が急増する等日々の生活を送っていくことさえ大変と思える

方々も増加しています。 

いま、こうした社会的な孤立化によって生じている生活課題として、生活困窮、孤立死、ゴミ屋

敷、買い物、虐待、消費者被害そして子供の貧困等があり、それが要介護者である場合は、時に老

老介護、認認介護といった状況を生じさせています。 

 

平成12年に介護保険法が施行され、今の時代に起こりうる高齢者社会への対応の礎が築かれま

した。それとともに、同時に地域福祉の推進が位置づけられ、「地域住民」と「社会福祉に関する

活動を行う者」が地域の担い手として明確に位置づけられ、あらゆる人々が地域社会を構成する一

員として社会参加出来る地域づくりも求められるようになりました。まさに、介護保険等法律によ

って確立された制度と住民の方の集いの力でもある地域福祉の両輪によって、福祉を高めていこう

とするものです。 

 

介護保険法の施行に併せ、障害者関係や福祉各般の事業が実施に移され、今日では、いろいろな

制度面についてある程度定着した感を抱いていますが、一方の地域福祉は財源の問題や地域の課題

がさまざまなだけに、非常に難解なものとなっています。 

しかし、これからの地域福祉を考えた場合、既存の行政サービスだけで住民の多種多様なニーズ

に対応するには自ずと限界があり、幅広いニーズに的確に対応していくために、住民の方も自らが

サービスの担い手になる協働の役割・関係を築いていくことが大切です。 

国においても、今後、新しい試みとして介護を予防していくためには、日常の地域の何気ない生

活のリズムを維持しながら、ひとりの生活になっても、また軽い認知症になっても地域ぐるみでお

互いが助け合っていくことを勧めています。 

地域福祉を一貫して推し進めている社会福祉協議会では、今が正念場としてその役割を発揮し、

行政と協力しながら以前のような地域のコミュニティをイメージした新しい地域の助け合いの在

り方をみんなで作っていく必要があります。 

 一方、介護予防・介護保険事業所、障害者自立支援事業所として、各種サービスを提供するにあ

たっては、単なるサービス提供者としてではなく、利用される個々の方々がその人らしく尊厳をも

って暮らしていけるよう利用者により添い、信頼される事業所としてサービスを提供していくとと

もに、内部では、事業の検証・評価・見直しを絶えず行い事業の安定を図ってまいる所存です。ま

た、同時に本町に立地する他の介護事業所とも情報交換や地域連携を積極的に推し進め、久御山町

全体で介護・福祉の質の向上に努めていきたいと考えます。 



【 事業活動計画 】 

 

（１）社会福祉協議会組織の強化 

  ①組織の基盤強化を図るための自主財源の確保及び住民の地域福祉活動への関心を高めるた

め、社協会員の加入促進に努める。また、広報紙や事業実施時などの機会において一層の周

知・啓発を行う。 

  ②介護保険及び障害者自立支援法の認可事業所としての安定経営に努める。 

  ③在宅福祉サービスの拡充やニーズの掘り起こしを行う。 

  ④社会福祉協議会の本来の使命である住民の主体形成について、従来より実施している地域福

祉サービス及びその他新規事業や補助事業などを通じて推進する。 

  ⑤地域包括支援センターと地域福祉事業や介護保険事業と連携を密にし、町行政と調整・協議

する中で平成29年度から実施される総合事業への移行に向けた準備を行う。 

 

（２）地域福祉活動計画に基づいた事業の推進 

地域福祉課題に住民とともに取り組み、課題を明らかにして解決していく、そのような地域

福祉活動を推進していくために策定した第３期地域福祉活動計画（計画期間：平成28年4月

1日～平成33年3月31日）の推進と進行状況の管理を行う。 

 

（３）介護保険制度での事業者としての取り組み 

介護保険の事業者として、これまで培ってきた｢社協らしさ｣や｢地域福祉のノウハウ｣を活か

し、地域住民のための介護保険サービスを推進する。 

    ①居宅介護支援事業者としての事業推進 

      居宅サービス計画の作成のほか、介護保険にかかる事務手続きの代行など、介護保険

制度の下で在宅の要介護者を支える中核的な機関としてサービスの充実に努める。 

    ②居宅サービス事業者としての事業推進 

      利用者のニーズを見極め、｢通所介護サービス｣、「訪問介護サービス」を提供する。 

    ③低所得世帯への利用者負担の減免措置の実施 

    ④要支援者の介護予防ケアマネジメントを地域包括支援センターと居宅介護支援事業所

が共に実施し、利用者の自立に向けた目標指向型プランの作成に努める。 

    ⑤介護予防通所介護及び介護予防訪問介護を実施し、自立に向けた取り組みを支援する。 

    ⑥介護職員の安定的な確保のため、キャリアパスシステムの運用等、職員それぞれが自身

の目標にむけて意欲をもって働くことができる職場環境づくりを進める。また職員の資

質向上を図るため研修の充実に努める。 

 



（４）障害者総合支援法下における取り組み 

   障害者総合支援法に基づき、障がいのある人の生活を支えるため、ホームヘルプサービスを

提供する。 

 

（５）福祉協力員制度の啓発と設置要請及び地域福祉会活動の支援 

  ①地域で支えあえる仕組みづくりなど地域福祉を推進するために、未設置地域を中心に制度の

啓発を行い地域福祉会の設置を依頼する。 

②地域福祉会の特性を活かした「ふれあいサロン」と、地域福祉会と社会福祉協議会の連携に

よる「いきいきサロン」の活性化を図る。 

③地域福祉活動を通じて、地域住民が住民同士のふれあいやつながりを深め、安全で安心して

暮らすことのできる地域づくりを支援する。 

④身近に支えあい、助けあえる地域福祉活動を活性化するため、研修機会の充実に努める。 

⑤閉じこもりがちな当事者等、地域内で“気になる”方々の状況や福祉課題等を地域福祉会と

社会福祉協議会、また近隣住民や各種団体が協働して把握する体制づくりを進める。 

⑥地域福祉会同士の連携を図るため、地域福祉活動研修会や支部長会議兼福祉協力員研修等を

開催する。 

 

（６）ささえ愛サービス（住民参加型在宅福祉活動事業）の推進 

  ①ハート会員の増員及び研修の充実に努め、安定した活動の推進やサービスの質の向上を図る。 

  ②身体に障がいのある方など公共交通機関の利用が困難な人の移動手段である移送サービス

を実施する。 

  ③高齢者や障害者、小さな子供のいる家庭など支援が必要と考える世帯を対象として、家事援

助及び身体介助サービスを実施する。 

  ④ささえ愛サービスの広報周知に努め、利用会員及び協力会員の増強を図る。 

  ⑤新たな地域福祉課題に取り組むことのできる体制作りを進める。 

 

（７）デイサービス事業の推進 

①通所介護事業の推進（介護保険事業） 

｢居宅サービス事業者｣として通所介護及び介護予防通所介護を実施し、事業の充実を図る。 

    ◇制度改正に対応したサービスの充実と安定した経営 

  ②身体障害者デイサービス事業の推進（町受託事業） 

    障害者総合支援法に準じ、町からの委託事業として身体に障がいのある人へのサービス提

供を行い、事業内容の充実を図る。 

◇身体に障がいのある人の生きがいづくりにつながる各種教室の開催を続行する。また、



参加者の希望によって開催日の増加などを検討する。 

  ③プログラム内容の企画検討 

各事業において利用者が選択できる複数プログラムや、小グループで実施できるプログラ

ムなどを企画し、できる限り個々の利用者の希望に寄り添ったサービスの提供に努める。 

  ④職員の研修 

職員の資質向上のため、施設内外において職員研修の充実を図り、資格取得に関しても支

援を行う。 

  ⑤事業所の健全な運営 

事業所として安定経営を図るため、介護保険事業・受託事業については見学等の随時受け

入れやおためし利用の随時受け入れ、曜日の振替利用、キャンセル登録利用の実施等、利用

しやすいサービス体制づくりを進め、利用者の増加を図る。 

 

（８）ホームヘルプ事業の推進 

  ①居宅介護等事業の推進（介護保険事業） 

    ｢居宅サービス事業者｣として、住民のニーズに即応できるホームヘルプサービスの充実

と共にサービスの提供に努める。また介護予防訪問介護を実施する。 

    ◇制度改正に対応したサービスの充実と安定した経営 

 ②障害者ホームヘルプサービス事業の推進 

    障害者総合支援法の認可事業所として、障がいのある人へのホームヘルプサービスの提

供を行い、利用者・家族のニーズに対応できるよう、事業内容の充実を図る。 

  ③移動支援事業の推進 

    障がいのある人の外出支援のための事業の推進 

  ④ゆったりケアサービス事業の実施 

    介護保険制度のサービス対象とならない通院介助等を行うサービスを実施する。 

  ⑤ヘルパー資質向上のための研修の充実 

 

（９）居宅介護支援事業の推進 

  ①要介護者及びその家族の「生活の質の向上」を主眼に置いたケアマネジメントを行う。 

  ②契約利用者及びその家族からの「２４時間３６５日」の連絡対応を引き続き実施する。 

  ③各種研修や勉強会に積極的に参加し、専門職としてのスキルアップを図る。 

  ④介護に関する相談には随時対応するとともに、定期的にも「相談日」を設定する。 

 

（10）地域包括支援センターの受託運営 

  ①介護予防ケアマネジメント 

    介護予防ケアマネジメント業務は、要介護状態等となることを予防するため、その心身の



状況等に応じて、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効果的に実施されるよう必

要な援助を行う。 

  ②総合相談支援 

    高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう

適切な保健・医療・福祉サービスの利用につなげる支援を行う。また地域の高齢者の実態把

握に努め、要援護高齢者の早期対応等を図る。 

  ③権利擁護 

高齢者が自分らしく尊厳ある生活ができるように、権利擁護の観点から専門的・継続的な

支援を実施し、成年後見制度の活用促進、高齢者虐待への対応、困難事例への対応、消費者

被害の防止に努める。 

  ④包括的・継続的ケアマネジメント支援 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係

機関等と連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを

実現するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援

等を行う。 

  ⑤久御山町地域包括ケア推進会議 

地域の関係者から構成される合議体「久御山町地域包括ケア推進会議」を開催し、困難事

例等を通して高齢者の抱える問題や地域の課題を検討する。 

  ⑥指定介護予防支援 

介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等

を行うことができるよう、介護予防サービス計画を作成するとともに、介護予防サービス等

の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等関係機関との連絡調整等を行う。 

  ⑦認知症に関する相談体制と予防の取り組み 

    地域福祉部門と協働する中で認知症の方も気軽に集うことができる認知症カフェの開設

を行い、相談や認知症予防の取り組み、認知症専門医との連携などを進める。 

 

（11）ボランティア活動の振興 

  ①ボランティアバンク運営委員会の開催 

    ボランティア活動の推進を図る組織として、ボランティアバンク運営委員会を定期的に開

催し、町内におけるボランティア関係の取り組みを検討する。 

◇ボランティアバンク運営委員会内に広報と地域福祉活動に関する２つの部会を設置し、

ボランティア活動の啓発や新たな活動の推進に努める。 

  ②ボランティア活動助成の実施 

    ボランティア基金の果実を活用し、ボランティアグループ等への活動助成を実施する。ま

た、ボランティア保険の保険料の一部助成を実施する。 

  ③ボランティア活動の啓発 

    くみやま社協だよりやホームページ等を積極的に活用し、ボランティアに関係する情報の



提供を図る。また、ボランティア活動情報紙を年３回発行する。 

  ④各種ボランティア講座の開催と他団体が実施する講座への協力 

各種ボランティア講座を開催し、ボランティア活動の存在意義や必要性などを共に学び、

ボランティア活動の啓発と登録者の増強、グループ化の促進を図るなどボランティア活動へ

の参加の拡大を図る。また福祉関係団体や学校、企業等が主催する研修会等への協力を行う。 

◇年代や地域などの枠組みに対応した養成講座の企画と開催 

⑤当事者のハンディに寄り添うことのできるボランティア活動の充実に向けた取組みの実施 

◇買い物や社会参加等を目的とした外出支援ボランティアの養成に向けた、ボランティア

を交えた企画会議を立ち上げ、支援者を養成する講座の開催を行う。 

⑥ボランティア団体同士の共通理解や連携を図るための場の設定 

◇ボランティアグループ代表者会議の開催 

 

（12）共同募金等運動の推進 

①共同募金及び歳末たすけあい運動について運動の趣旨を周知啓発し、地域住民や事業所等の

理解と協力を得て目標額の達成に努める。また企業や個人からの募金等、より広範な方々の

協力を得られるようにする。 

②共同募金の配分金を地域福祉活動に有効的に活用するため、ボランティアや福祉関係団体等

との連携を図る。 

③配分金の使途にかかる情報等について、広報紙やホームページ等を活用して公開する。 

④歳末たすけあい運動配分金の使途や配分方法について配分委員会で十分な調整を図り、事業

内容の検討を行う。 

 

（13）青少年・一般住民の福祉教育活動の推進 

①ともに生きる地域社会の実現とこれからの地域を担う青少年の人間的な成長を目指し、教育

委員会や学校等と連携して、福祉的な考え方をもとにした教育の機会が継続的、また計画的

に実施されるよう支援を行う。 

    ◇福祉推進校への支援  ◇教育機関との連携 

②青少年だけでなく全ての住民が講演会や研修会、また各種情報の提供などを通じて福祉に触

れることのできる機会を提供し、理解を深める取り組みを実施する。とりわけ、認知症への

理解を教育機関とも連携して強化していく。 

 

（14）福祉サービス利用援助事業の実施・運営 

   認知症や知的障がい･精神障がいなどにより判断に不安がある人の福祉サービスを利用する

ための手続きや日常的金銭管理等の援助を行うため、生活支援員を派遣し、適切な助言や援助

を実施する。 



   ◇事業を広く知っていただくため、広報の充実を図る。 

   ◇事業の円滑な実施と運営のため、生活支援員の増員を図る。 

   ◇公正な運営を図るため、京都府社会福祉協議会との連携を図る。 

   ◇当事者への援助の質を高めるため、生活支援員の研修を行い資質向上を図る。 

   ◇住民への理解を進め、また生活支援員を増員するため、周辺地域の社会福祉協議会と協働

し、地域生活支援サポーターを養成する講座を企画運営する。 

   ◇成年後見制度への円滑な移行ができる体制づくりのため、社会福祉士や司法書士、弁護士

等との関係づくりを進める。 

   ◇権利擁護に関する住民からの相談を随時受けられるよう、相談体制の充実を図る。 

 

（15）社協職員体制の整備 

各職域における適正な職員配置に努めるとともに、職員の研修等により資質の向上を図る。 

   ◇有資格者及び専門性をもった職員の確保・育成 

   ◇事業部門ごとに責任を持った予算･実績管理を行う体制の確立 

  ◇利用者名簿の管理徹底等、個人情報保護法に基づく個人情報の保管及び使用方法の徹底 

   ◇社会福祉協議会職員として必要とされる資質や社会性、地域福祉の推進を担う知識や技術

力を高めるための職員研修の充実 

   ◇福祉人材育成認証制度の認証事業所として育成計画やキャリアパス制度に基づいた研修

の機会を作り、資格取得のための支援を行う。 

 

（16）各専門委員会の事業の推進 

事業計画に基づく事業を積極的に推進する。 

   ①企画広報委員会 

    ◇｢社協だより｣の発行(年間４回発行)  ◇ホームページの運営 

  ◇その他、地域福祉事業の検討・企画 

   ②老人・障害委員会 

    １）高齢者福祉 

     社協独自事業 

      ◇ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯等、要配慮高齢者に対する支援活動 

  ◇ひとり暮らし高齢者社会見学の開催  ◇高齢者世帯交流会の開催 

  ◇ひとり暮らし高齢者の会への支援  ◇シニアクラブ連合会事業への助成 

  ◇生きがい大学の受講者激励  ◇高齢者に向けた終活講座の開催 

◇男性高齢者等対象の生活支援講座（料理教室等）の開催 

◇その他、高齢者福祉活動の推進 

    ２）障がい児(者)福祉 

      ◇障がい者の集いの開催  ◇心身障がい児父母の会への支援 



      ◇身体障害者協会への支援  ◇ろうあ協会への支援 

      ◇和音くみやま作業所との連携  ◇その他障がい児(者)福祉活動の推進 

   ③母(父)子・児童委員会 

    １）一人親世帯福祉 

      ◇一人親世帯親子交流会の実施  ◇一人親世帯新入学児童への祝い金の贈呈 

      ◇母子寡婦会事業への支援  ◇その他、一人親世帯への支援 

    ２）児童福祉 

      ◇子育てサロンへの支援活動の推進  ◇子育てサロン支援者の育成 

   ◇新たな子育てサロンの立ち上げへの支援  ◇子育て支援活動の広報周知 

   ◇子育て世代が集える場所と機会の確保にむけた取組み 

   ◇福祉推進校への支援  ◇教育関係機関との連携 

    ◇児童、生徒のボランティア活動の振興  ◇その他、児童福祉活動の推進 

   ④ボランティアバンク運営委員会 

    １）ボランティア基盤整備事業 

     ボランティアニーズの把握及び需給調整等に努め、ボランティア活動の充実を図る。 

◇ボランティア登録者及び団体の育成  ◇ボランティア登録者台帳の整備 

    ◇ボランティア基金の活用  ◇ボランティアバンク運営委員会の開催 

    ２）ボランティア啓発事業 

    ◇広報くみやまへのボランティア情報の掲載依頼 

    ◇ボランティア情報紙の定期発行 

      ◇その他ボランティア情報の提供及び啓発 

    ３）ボランティア研修事業 

◇ボランティア登録者交流会及び研修会の開催 

◇各種技術習得型ボランティア養成講座の開催 

◇各関係団体が行うボランティア関連講座、講習会等への協力 

◇その他、状況に応じた各種専門研修の実施 

    ４）ボランティア等の組織化事業 

◇ボランティア登録の推進  ◇当事者支援ボランティアの育成・援助 

◇ボランティアグループ代表者会議の開催 

 

（17）相談・貸付事業 

  ①緊急援護資金の貸付(社協貸付基金) 

  ②生活福祉資金の貸付 

  ③総合支援資金の貸付 

  ④不動産担保型生活資金の貸付 

  ⑤相談窓口の充実と広報周知 

   相談体制の充実を図り、いつでも相談を受け付けて早期に対応できるようにする。 



   ◇各種広報紙の活用による相談窓口の啓発  ◇心配ごと相談所の開設(毎月第２･４木曜) 

  ◇ふれあいテレフォン相談の設置  ◇弁護士無料法律相談所の開設（年１２回） 

  ◇司法書士無料相談所の開設（年６回） 

◇福祉や暮らしに関する総合的な相談窓口の設置 

◇その他、各種相談窓口の設置 

 

（18）住民参加の地域福祉推進事業 

  ①町内福祉関係者のネットワークの推進 

◇ふれあい福祉まつりの開催 

  ②ささえ愛サービス(住民参加型在宅福祉サービス事業)の推進 

   ◇運営方法、サービス内容の検討  ◇会員増加を目指した広報周知、研修の実施 

③小地域ネットワーク活動による地域生活支援活動 

   ◇地域福祉会未設置自治会への説明会の実施  ◇地域福祉会活動への支援 

  ◇いきいきサロン（ミニデイサービス）事業の推進  ◇ふれあいサロン事業への支援 

  ◇地域福祉活動研修会の実施  ◇誰でもサロン活動支援事業の実施 

  ④久御山絆ネット事業の推進 

    地域でひとり暮らし高齢者や障がい者などが孤立せず安心して生活できるよう、地域福祉

会、民生児童委員、ボランティアなど地域住民が相互に支えあい、見守り、必要なときに手

をつなぐことができる「久御山絆ネット事業」を推進する。また、見守り支援者として、町

内福祉事業所や医療機関、行政機関などに加えて、町内企業の参画を拡大する。 

   ◇見守り活動協力者（ふくろう隊員）を募集し、地域福祉会及び民生児童委員と共に見守り

のできる体制づくり 

  ◇民生児童委員･自治会との協力による福祉マップ作り  ◇見守り情報紙の発行 

  ◇ふくろう隊員レベルアップ研修の開催 

  ⑤認知症サポーター養成講座の開催と充実 

    認知症について正しく理解し、誰もが安心して生活できるよう支援するため、地域や事業

所などで認知症サポーター養成講座を開催する。またキャラバンメイトの養成についても実

施する。 

   ◇地域や教育機関、企業等への積極的な呼びかけの実施 

 

（19）研 修 

  ①役員職員及び各種委員会委員を対象とした研修の実施 

  ②福祉協力員や民生児童委員等、地域福祉のリーダー層を対象とした研修の実施 

  ③自治会等の小人数を対象とした地域福祉出前講座の開催 

   ◇飛び出す社協職員！地域のふくし講座の実施 

  ④地域住民等を対象とした地域福祉関連研修会の実施 



  ⑤社会福祉協議会職員の資質向上を目的とした研修の実施 

⑥体系的な職員研修の実施に向けた研修委員会の設置 

 

（20）災害に向けての地域のネットワークづくり 

  ①各関係団体等と連携を図り、防災意識の向上や災害時の相互支援体制づくりを進める。 

  ②災害ボランティアセンター設置運用訓練等、災害時対応を想定した研修を実施する。 

  ③行政等との協働による要配慮者台帳の作成を進める。 

  ④自治会等を対象に災害に強いまちづくりについて住民自身が考えることのできる機会とし

て地域防災・減災講座の開催を進める。 

  ⑤自治会内における災害時要配慮者の把握と福祉マップづくりについての啓発と支援を行う。 

  ⑥災害ボランティアセンターの常設化を図るため、災害ボランティア事前登録制度を実施する。 

 

（21）新たなニーズに対応する社協サービスの創造 

  ①空き家等を利用した認知症カフェの準備と開設 

  ②空き家（ほっとハウス「チエさん」）を活用した居場所づくりのため、福祉関係団体等への

貸し出しの実施 

  ③行政と協働した認知症ＳＯＳネットワークの関係機関への周知と連絡方法の検討及び徘徊

模擬訓練の実施 

  ④包括的な相談受付体制の充実 

    各関係機関の相談窓口担当者が現状や事例を共有・連携することで当事者への対応を協働

して取り組むことのできる体制づくりを進める。 

 

（22）久御山絆ネット事業の推進 

  ①久御山絆ネット事業について、自治会長、民生児童委員、地域福祉会福祉協力員等への周知

を図り、住民から気軽に相談してもらえる環境づくりを行う。 

②地域のリーダー層の養成を目的とした研修会を実施する。 

③ふくろう隊員、見守り協力事業所、福祉あんしんサポート店の推進及び連携強化に向けた研

修会や事例発表会を開催する。 

  ④公団住宅を中心とした孤立しがちなひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等への訪問活動の実

施 

   ◇福祉サービスの説明や事業参加への呼びかけなどの実施 

  ⑤高齢者・障害者にやさしいお店情報誌改訂版の作成と配布 

 

（23）その他 



  ①当事者組織や当事者を支える組織の設立に対する支援 

②その他、本会において必要と認める地域福祉活動 


