
 

平成３０年度 菰野町社会福祉協議会事業計画 

 

基本方針 

 

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るた

めに「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法

律案」が成立・公布されました。これにより、公的なサービスと協働して誰も

が助け合いながら暮らすことのできる社会をめざし、各市町において包括的な

支援体制の整備が進められております。 

このような福祉を取り巻く環境においては、地域共生型の実現に向けた施策

が進められるなか、「我が事・丸ごと」の地域づくり・包括的な支援体制の整備

に向けた指針が示されました。 

 菰野町においては、豊かな人間関係のもと、町民の皆様が住み慣れた場所で

自分らしく暮らし続けられるために、町行政、関係機関と社会福祉協議会が連

携して、地域共生社会づくりの実現に向け、住民参加のもと福祉のまちづくり

に努めて参りました。 

 本会としては、これらの状況を踏まえ、菰野町地域福祉活動計画・社会福祉

協議会発展強化事業計画の５年目を迎え、今までの振り返りと評価を行ない、

新たな５年の計画策定を行ないます。 

 また、地域包括ケア体制の要となる生活支援コーディネーターを増員配置し、

小地域（小学校区）担当制を確立して、コミュニティーソーシャルワーカーと

しての役割を担いながら、地域のニーズの発掘に努め、総合的な相談支援体制

を整備していきます。さらに住民主体の理念に基づき、誰もが安心して暮らす

ことができる地域福祉の実現をめざし、地域の助け合いによる生活支援サービ

スの充実・強化を図り、日常生活自立支援事業や生活困窮者支援、成年後見制

度の法人後見といった福祉サービス利用支援にも努めていきます。 

 これらを進めるためには、区長会、民生委員児童委員、ボランティア、地域

住民と話し合いの場を持ちながら、地域の福祉的課題の解決に向け、町行政と

本会が協力して、住民互助活動の活性化を推進していきます。 

このような取組みを支える財政面は、町財政が厳しい中でも町補助金と受託

金は維持されており、町行政の信頼と期待に反しないよう充実した活動を継続

するとともに、自主事業の収支差にも注視し、健全な財政運営を目指していき

ます。 

このような活動や貴重な財源をより意味あるものとするために、質の高いサ

ービスの提供を心掛け、職員の資質を向上し、誰からも必要とされる菰野町社

会福祉協議会を目指していきます。 

 



基 本 理 念 

   

みんなで支え合い、誰もが地域で安心して心豊かに暮らす 

ことができる福祉のまちづくり 

 

 

重点目標・事業 

 

１．第４次菰野町地域福祉活動計画（第５次社協発展計画）の策定 

    子どもから高齢者まで、障がいのある人もない人も、誰もが、地域に

おいて、生き生きと自立した生活が送れることをめざし、地域における

さまざまな活動を組み合わせて、共に生き、支え合う社会づくりを推進

します。 

     ・地域福祉活動計画（社協発展強化計画）の評価及び策定 

     ・住民参加型在宅福祉サービスの拡大 

     ・高齢者サロンの機能強化の推進 

 

２．地域包括ケア体制整備の推進 

高齢者の介護を地域包括ケア体制で支えていく方向性が出されている

中、その中心になる相談機能の充実を図ると共に、住民参加による生活

支援サービス等の企画・支援を推進していきます。 

・生活支援コーディネーターの増員 

    ・地域包括支援センターの充実強化 

    ・権利擁護事業の推進（日常生活自立支援事業・成年後見制度） 

 

３：法人体制の整備 

 菰野町社会福祉協議会が名実ともに、地域住民から信頼されるように

関係機関と連携を図るように努めます。 

    ・福祉基金活用の推進（地域包括ケア体制への活用） 

    ・福祉人材の育成（研修会等への積極的な参加と処遇改善の継続） 

     ・町内社会福祉法人連絡協議会の公益的活動の検討 

     ・業務の合理化、効率化 

 



事 業 計 画 

 

法人運営事業 

 

 法人組織の強化を図るため、経営執行機関としての理事会が、社会福祉協議

会の運営及び経営全般にわたる実質的な審議ができるように会務を行ないます。   

また、事業にかかる意思決定や事業執行に責任を負う会長、副会長、常務理

事が月に１度、経営企画委員会を実施します。その他、福祉防災対策委員会、

介護保険法・障害者総合支援法サービス委員会等も計画的に行ないます。 

 事務局の体制については、業務推進体制を強化するために、事務事業の見直

し、業務のチェック体制の強化や効率化、職員の業務執行能力を高めるために

職員育成に取組みます。 

 

 １．会務の運営 

 （１）理事会の開催 

  （２）評議員会の開催 

  （３）監査会の開催 

  （４）各委員会の開催 

  （５）関係機関、諸団体との連携 

 

 ２．社会福祉関係者等の顕彰 

  （１）菰野町社会福祉大会の開催（受託） 

  （２）叙勲、全国社会福祉大会、三重県社会福祉大会等の顕彰推薦 

 

 ３．事務事業の見直しと事務の効率化等 

  （１）マイナンバー制度の安全で効率的な運用 

  （２）労働安全衛生法によるストレスチェックの導入 

 

 ４．職員の資質向上 

  （１）社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等の資格取得支援 

  （２）三重県社会福祉研修センター生涯研修への参加 

  （３）全国社会福祉協議会（中央福祉学院）研修への参加 

 

 ５．共同募金事業 

  （１）共同募金運動の実施 

     ・募金運動  ①戸別募金 

            ②一般募金 

            ③学校募金 



  （２）歳末助け合い運動の実施 

     ・一人暮らし高齢者宅慰問 

  （３）共同募金委員会の開催 

 

 ６．自主財源の確保と活用 

  （１）社会福祉のための寄付金の募集 

  （２）介護予防・日常生活支援総合事業の立上時等の助成金交付 

 

 ７．福祉サービス苦情解決事業 

 （１）第三者委員会の設置（共同設置） 

 （２）苦情の受付、解決業務 

 

 ８．社会福祉法人地域公益活動の取組み 

  （１）三重県社会福祉法人地域公益活動事業への参画、協力 

  （２）町内社会福祉法人連絡協議会の運営 

 

 

地域福祉事業 

 

 誰もが安心して菰野町で暮らせるように、地域福祉活動計画・祉協発展強化

事業計画の策定を行い、地域住民や社会福祉関係者が互いに協力して地域福祉

活動を推進できる体制を整備します。 

 特に、地域包括ケア体制の推進においても住民の互助力に大きな期待が寄せ

られており、生活支援コーディネーターを中心として小学校区ごとに地区福祉

懇談会を開催し、地域の問題を地域の住民が解決していけるように小地域福祉

活動の活性化に取り組みます。 

 

 １．ボランティアセンター事業 

  （１）ボランティアセンター機能の充実 

     ・運営委員会の再編 

     ・ボランティア活動の振興 

（２）啓発推進事業 

     ・社協広報紙「みんなのふくし」の発行 

     ・ボランティアセンターだよりの発行  

     ・声の広報の発行協力 

     ・ホームページの更新 

     ・福祉啓発イベント「けやきフェスタ」の開催 

     ・地域福祉教育推進事業の支援及び推進 

 



      （町内幼・保育園・小・中学校全校・町内高校等へ啓発、 

地域住民への福祉教育啓発及び推進事業） 

  （３）養成研修事業 

    ・みんなのふくし塾 

     ・地域サポーター養成講座 

     ・中学生ワークキャンプ 

     ・小・中学生福祉体験教室 

     ・高校生ボランティアスクール 

     ・介護講座 

     ・ボランティアリーダー研修会 

     ・災害ボランティアコーディネーター養成講座 

（４）通訳者養成事業の運営（受託） 

   ・手話通訳奉仕員養成研修事業 

   ・要約筆記奉仕員養成研修事業 

  （５）登録斡旋事業 

     ・ボランティア登録及び情報管理 

     ・ボランティア斡旋業務の充実と推進 

     ・災害ボランティア派遣等業務 

  （６）ボランティア組織化事業 

     ・ボランティア連絡協議会への協力支援 

     ・ボランティアグループへの協力支援 

     ・新しいボランティアグループの組織化の検討 

  （７）活動基盤整備事業 

     ・福祉図書コーナーの充実 

     ・ボランティア保険の取り扱い、利用促進 

     ・各種助成制度の利用促進 

     ・ボランティアセンター器材・備品の充実 

 

 ２．地域福祉活動推進事業 

 （１）菰野町地域福祉活動計画・社協発展強化計画の策定 

     ・策定委員会の開催 

  （２）小地域福祉ネットワーク事業 

     ・生活支援コーディネーターの配置（受託・増員） 

     ・竹永地区福祉会の創設に向けた支援（新規） 

     ・竹永地区をモデルとした小学校区単位の小地域活動実践（新規） 

     ・地区福祉懇談会の開催 

     ・小地域ふれあいネットワーク事業の推進 

       ふれあい弁当事業の実施 

         ①センター方式サービス 

         ②地区別方式サービス 



         ③給食サービス利用者の集い 

       ふれあいネットワークの集いの開催 

         ①一人暮らし高齢者の集い 

         ②介護者の集い 

     ・日常生活再生支援事業の実施 

  （３）地域福祉活動モデル事業  

     ・調査研究 

      住民意識調査、各種調査の実施 

       相談窓口連携会議の開催 

      ・先駆的・開拓的サービスの開発  

       小地域助け合いシステムの充実 

       住民参加型福祉サービスの充実 

     ・地域助け合い活動推進助成事業の実施  

 （４）地域福祉活動支援事業及び推進事業  

     ・青年学級(勤労軽度知的障がい者の集い)の開催と充実  

     ・在宅重度障がい者｢生活交流会｣の開催と充実  

     ・療育キャンプの開催  

     ・小地域ふれあいサロンの開発運営及び自立支援  

     ・福祉車両貸出事業の実施  

     ・福祉機器貸出事業の実施  

     ・福祉有償運送事業の実施 

     ・障がい児サマースクールの協力 

（５）ファミリー・サポート・センターの運営（受託） 

     ・サポート会員講習会の実施 

     ・依頼会員の募集 

     ・サポート会員と依頼会員のコーディネート 

     ・サポート会員フォローアップ研修 

     ・サポート会員と依頼会員の交流会 

 （６）子育て支援事業（受託） 

     ・子育てサロンの実施 

     ・子育て支援者及びグループの育成 

     ・子育て支援行事の実施（ベビーマッサージ等） 

     ・子育て支援の啓発(子育て通信「こもっ子ｍａｍａ」の発行) 

     ・養育支援訪問事業 

（７）サテライト型デイサービス事業の運営（受託） 

     ・高齢者ふれあい・いきいきサロンの開設、運営支援 

     ・いきいきサロン交流会の開催 

  （８）地域支援（介護予防）事業の運営支援（受託） 

     ・運動機能の向上事業 

     ・栄養改善事業 



     ・口腔機能の向上事業 

     ・お元気サポーター事業の運営 

  （９）多機能型高齢者いきいき拠点整備調査事業(受託) 

     ・介護予防機能強化型サロン「みんなの運動サロン」の創設 

      （朝上地区・鵜川原地区に続く、新たな小学校区での創設） 

     ・菰野町あいあい自動車事業の運営 

 

 ３．各種団体業務 

  （１）町民生委員児童委員協議会 

     ・役員会、全員協議会の開催 

     ・地区別協議会の開催 

    ・部会の開催   ①高齢者福祉部会 

              ②障がい福祉部会 

              ③児童母子福祉部会 

              ④生活福祉部会 

              ⑤主任児童委員部会 

     ・要援護者の調査、把握 

     ・広報紙「わ」の発行(広報委員会) 

  （２）町老人クラブ連合会 

     ・会長会、役員会等の開催 

     ・各種事業の運営協力 

  （３）町心身障がい者福祉会 

     ・総会、理事会等の開催 

     ・各種事業の運営協力 

  （４）町母子父子寡婦福祉会 

     ・総会、役員会等の開催 

     ・各種事業の運営協力 

  （５）町ボランティア連絡協議会 

     ・総会、役員会等の開催 

     ・各種事業の運営協力 

  （６）福祉施設との連携事業の実施 

     ・一人暮らし高齢者招待事業（みずほ寮）への協力 

     ・ボランティア養成事業等での連携（町内全施設） 

     ・ボランティア派遣コーディネートの実施 

 

 ４．福祉人材養成業務 

（１）介護職員初任者研修事業の開催 

  （２）介護福祉士実務者研修会の開催 

（３）介護福祉士試験対策講座の開催 

  （４）介護支援専門員試験対策講座の開催 



 

相談支援事業 

 

 福祉的支援が必要な人が、住み慣れた自宅や地域で生活できるように、必要

な介護サービスや保健福祉サービス、その他日常生活支援などに関する相談業

務を行う窓口です。 

 保健・医療・介護・福祉等の総合的な相談窓口として専門職種の職員を配置

し、①総合相談窓口、②虐待の防止・早期発見及び権利擁護、③包括的・継続

的マネジメント、④介護予防事業の業務を柱に、地域で医療や介護を受けるこ

とができる体制（地域包括ケア体制）づくりを行ないます。 

 急増する認知症患者を地域で支えていくためにも、高齢者ＳＯＳネットワー

ク事業等の周知と充実に努めます。 

 

 １. 地域包括支援センターの運営（受託） 

 （１）総合相談支援業務の実施 

     ・認知症相談窓口の実施 

     ・認知症初期集中支援チームの設置 

 （２）権利擁護相談支援業務の実施 

     ・高齢者ＳＯＳネットワークの運営 

 （３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の実施 

     ・介護保険事業者会議の開催 

     ・町内介護支援専門員研修会の実施 

     ・菰野町在宅医療・介護ネットワーク会議の協力 

     ・ケース検討会議の開催 

 （４）介護予防ケアマネジメント業務の実施 

 

 ２．ふれあい相談センターの設置運営（総合相談センター） 

   ・一般相談  ①一般何でも相談 

          ②心配ごと相談 

   ・専門相談  ①法律相談 

          ②人権相談[役場総務課主管] 

          ③行政相談[役場総務課主管] 

   ・相談員合同研修会の開催 

 

 ３．障がい者虐待防止センター（受託）の運営 

   ・被虐待者や関係者からの虐待の届出の受理 

   ・虐待防止に関する相談、指導、助言 

   ・虐待防止に関する広報、啓発活動 

 



福祉支援事業 

 

 日常生活自立支援事業では、地域で生活されている判断能力が不十分な高齢

者や障がい者が、必要な福祉サービスを選び、契約するための手続きや日常の

金銭管理のお手伝いをすることで、安心して生活できるよう援助します。 

今後ますます利用者の増加が予測され、利用者の抱える生活課題の多様性・

複雑性に対応するため、支援の質の向上に努めます。 

 また、利用者の継続的な支援のために成年後見制度への移行支援も含めてき

め細かく取り組みます。 

 そして、県社会福祉協議会に設置の生活相談支援センターと連携を図りなが

ら、生活困窮者支援にも積極的に取り組みます。 

 

 １．権利擁護事業の実施 

  （１）成年後見制度の利用支援 

  （２）法人後見受任者支援 

  （３）法人後見委員会の開催 

 

 ２．日常生活自立支援事業（県社協より受託） 

  （１）基幹型業務（支援計画作成、金品預かり管理） 

  （２）支援業務（利用者支援サービス） 

 

 ３．生活困窮者支援事業 

  （１）町社協福祉資金の貸付、償還指導 

  （２）県社協生活福祉資金の貸付取り扱い、償還指導 

   （３）県社協生活相談支援センターへの協力 

  （４）家計相談事業の実施 

  （５）相談窓口への仲介 

  （６）県福祉事務所ケースワーカー、町生活保護担当者との連携 

 

 

在宅福祉事業 

 

 住み慣れた自宅でいつまでも暮らし続けることができるように、けやき内の

老人福祉センター事業の運営、介護保険事業や障害者総合支援事業を実施して

います。さらに老人福祉センター事業、地域支援事業、介護保険に該当しない

要援護者に対しては、町独自のサービスメニューである在宅高齢者生活援助員

派遣事業（ふれあいホームヘルプサービス）などの事業を実施し、在宅福祉サ

ービスのより一層の充実に努めます。  



 １．老人福祉センターの運営（受託） 

  （１）老人生きがい事業の実施  

 ①一般浴の運営 

     ②歩行浴の運営 

     ③各種生きがい講座の開催、相談事業の実施 

  （２）温泉スタンドの運営協力、コイン販売 

 

 ２．配食サービス（食の自立支援）事業の運営（受託） 

  （１）昼、夕食(月～土)の訪問給食サービスの実施 

 

 ３．介護保険事業 

  （１）菰野町ホームヘルパーステーションけやきの運営 

・事業内容 ①訪問介護 

②介護予防・日常生活支援総合事業（第一号訪問事業） 

・業務時間   年中無休 ７：００～２２：００ 

・通常エリア 菰野町全域、四日市市（水沢･桜･県･保々地区） 

  （２）菰野町デイサービスセンターけやきの運営 

      ・事業内容 ①通所介護 

             7～8時間サービス、5～6時間サービス 

             個別機能訓練、入浴、送迎、食事提供等を実施 

②介護予防・日常生活支援総合事業（第一号通所事業） 

     ・業務時間   月～土曜日 ８：３０～１７：００ 

     ・通常エリア  菰野町全域 

  （３）菰野町居宅介護支援事業所けやきの運営 

・事業内容 ①居宅介護支援 

＜介護支援サービス計画（ケアプラン）の立案、 

継続、及び給付管理＞ 

②介護予防支援 

＜介護予防サービス計画の立案、継続、及び給付 

管理＞（受託） 

           ③介護認定調査業務（受託） 

     ・業務時間   月～土曜日 ８：３０～１７：００ 

     ・通常エリア  菰野町全域 

（４）菰野町訪問看護ステーションけやきの運営 

・事業内容 ①訪問看護 

②介護予防訪問看護      

・業務時間   月～金曜日 ８：３０～１７：００ 

・通常エリア  菰野町全域、四日市市（水沢･桜･県･保々地区） 

 

 



 ４．障害者総合支援事業 

（１）菰野町ホームヘルパーステーションけやきの運営 

（障がい者（児）ホームヘルプ事業の実施） 

・事業内容 ①居宅介護 

②重度訪問介護 

③同行援護 

④移動支援 

・利用対象者  身体障がい者（児）、知的障がい者（児）、 

精神障がい者、難病患者 

・業務時間   年中無休 ７：００～２２：００ 

・通常エリア  菰野町全域、四日市市（水沢･桜･県･保々地区） 

  （２）菰野町デイサービスセンターけやきの運営 

（障がい者（児）の日中一時預かり・訪問入浴の実施） 

      ①日中一時支援事業の実施 

・事業内容  障がい者（児）の日中の一時的預かりサービス 

・利用対象者 障がい者（児） 

     ・業務時間  月～土曜日 ９：３０～１５：３０ 

・通常エリア  菰野町全域 

②障がい者訪問入浴事業の実施 

    ・事業内容  障がい者（児）の自宅入浴援助 

・業務時間   月～金曜日 ９：００～１２：００ 

・通常エリア  菰野町全域 

  （３）菰野町居宅介護支援事業所けやきの運営 

      （障がい者･児のサービス利用の相談、計画立案、継続支援の実施） 

     ・事業内容 ①特定相談支援（障がい者 計画相談支援） 

           ②障害児相談支援（障がい児 計画相談支援） 

           ③障害支援区分認定調査（委託） 

     ・業務時間   月～土曜日 ８：３０～１７：００ 

     ・通常エリア  菰野町全域 

  （４）菰野町わかば作業所の運営 

     ①就労継続支援Ｂ型事業の実施 

 ・事業内容  生産活動・一般就労への訓練支援 

 入浴、送迎、食事サービスの提供 

 相談、助言等 

 ・利用対象者 身体障がい者（児）、知的障がい者（児）、 

 精神障がい者、難病患者 

 ・業務時間  年中無休 ９：００～１６：００ 

 ②精神障がい者デイケアサービス（フリースペース）の実施（受託） 

     ・事業内容  精神障がい者の相談支援、交流の実施 

     ・利用対象者 精神障がい者 



     ・業務時間  毎週水曜日 ９：３０～１５：３０ 

    ③日中一時支援事業の実施 

 ・事業内容  障がい者（児）の日中の一時的預かりサービス 

 ・利用対象者 障がい児者（児） 

     ・業務時間  毎週水曜日 ９：３０～１５：３０ 

 ④生活介護サービス事業の実施 

 ・事業内容  創作的活動、及び生産活動の機会の提供 

       入浴、排せつ、食事等の介護 

 送迎、食事サービスの提供 

 相談、助言等 

 ・利用対象者 障害支援区分３以上(50歳以上 2以上)の 

 身体障がい者（児）、知的障がい者（児）、精神障 

 がい者、難病患者 

 ・業務時間  年中無休 ９：３０～１５：３０ 

 

 ５．在宅高齢者生活援助員（ふれあいホームヘルプサービス）派遣事業(受託) 

  （１）法外者へのホームヘルプ事業の実施 

  （２）要援護者世帯の見守りと緊急支援の実施 

 

 ６．老人憩いの家「やすらぎ荘」の運営（受託） 

  （１）会館管理 

（２）やすらぎ号（バス）の運行 

 

 ７．ことぶき人材センターの運営（受託） 

  （１）会員登録の推進 

（２）就労先の開拓 

（３）会員への就労斡旋等 

 


