
平成 30年度事業計画 

 

● 基本理念 

『ぬくもりのある地域福祉を目指して』 

すべての人々が共に支え合い、誰もがその人らしく健康で安心して暮らすことができる社会

福祉の実現を目指します。 

 

● 基本方針 

社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中心的な存在として多くの団体や関係者の支援を受

け、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することを使命としていま

す。 

本会では、各種関係団体との連携を強化し、住民参加・協働による福祉社会の実現、地域に

おける利用者本位の福祉サービスの実現、地域に根ざした総合的な支援体制の実現、地域の福

祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦を基本方針とし事業を展開します。 

また、社会福祉法人の経営確立のためにも、すべての役職員は、高潔な倫理を保持し、法令

を遵守しながら、地域に開かれた組織として、運営の透明性と中立性、公正さの確保を図ると

ともに、情報公開や説明責任を果たす必要があります。事業の展開にあたっては、住民参加を

徹底し、事業の効果測定やコスト把握などの事業評価を適切に行い、効果的で効率的な自立し

た経営を行わなければなりません。 

これらを踏まえ、生活の質の維持と向上のために、住民や多様な公私の関係機関と連携し、

社会資源の開発や地域社会のニーズの把握、活動計画の立案や課題の解決に向け「横のつなが

り」を重視した取り組みを行います。さらに、住民主体の地域福祉を推進するにあたり、住民

の生活課題を地域が認識して対応し、住民の意思が反映できる仕組みを構築・展開するよう努

めます。 

 

● 重点目標 

(１) アウトリーチの徹底 

(２) 総合相談・生活支援体制の整備 

(３) 地域づくりのための活動基盤整備 

 

  



１ 法人経営の基盤強化 

法人経営の環境を的確に把握・分析するとともに、持続可能な安定性のある事業を展開しま

す。 

また、組織体制や設備の整備、職員体制、人材育成、財務状況、実施する福祉サービスの内

容等の現状分析を適切に行います。 

 

1. 経営体制及び組織体制の確立 

(1) 理事会・評議員会の充実 

社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、的

確な経営判断と経営責任の負える役員体制を確立し、自主的に経営基盤の強化を図るととも

に、地域住民の参画や理解が得られる組織体制をつくり、その提供する福祉サービスの質の向

上並びに法人経営の透明性の確保を図ります。 

▽定時評議員会の開催（6月開催） 

▽臨時評議員会の開催（随時開催） 

▽理事会の開催（随時開催） 

▽監査会の開催（5月開催） 

 

(2) 委員会の開催 

 専門的事項について、委員会を必要に応じて随時開催し、地域福祉の推進に努めます。 

 ▽評議員選任・解任委員会 

 ▽資金貸付調査委員会 

 ▽地域福祉活動計画策定委員会 

 

(3) 関係行政機関、各地区会、民生委員児童委員協議会、福祉施設等との連携 

 住民や福祉関係者による把握及び関係機関との連携による地域福祉の推進を目指します。 

 

(4) 組織管理体制の強化 

社会的な責任を持つ法人として法令遵守、適切な財務管理、福祉サービス利用者に対する権

利保護の仕組み、財務諸表や事業内容の情報公開、個人情報の保護、リスクマネジメント等の

組織管理体制を強化します。 

 

(5) 青森県市町村社会福祉協議会連絡会への参加協力 

 社会福祉協議会が直面する諸問題を明らかにし、その自主的解決のために必要な情報の共

有、研鑽、研究・協議等を協働して行い、安定した法人経営に向け、基盤強化を図り地域福祉

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 



(6) 津軽広域社会福祉協議会連絡協議会への参加協力 

 弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村及び板柳町の各社会福祉協

議会が相互の地域福祉活動の推進について、単独では解決が難しい支援体制を連携して企画及

び実施し、援助することによって、広域的な基盤強化及び福祉向上を目指します。 

 ▽社会福祉協議会地域福祉活動推進会議 

 ▽委員研修 

 ▽功績者への表彰 

 ▽広域法律相談所の展開 

 ▽心配ごと相談員研修 

 

2. 役職員の体制 

(1) 役職員の共通理解 

本会が具体的に「どのような地域を目指しているか」、そのために「事業等をどのように進め

ていくのか」など組織の使命やビジョンを改めて確認するとともに、役職員が共通理解をもっ

て日々の実践にあたります。 

 

(2) 役員研修会の実施 

役員が共に地域福祉の課題やニーズを調査、把握、研究し、先駆的事業の開発に努め、役員

の意識や考え方などトップマネジメント力等の向上を図ります。 

▽役員・評議員研修会（年 1回） 

 

(3) 職員育成の体制づくり 

実践において必要となる専門性の知識とスキルが高まるなか、職員育成の体制づくりの取り

組みなど、すべての職員にとって「働きやすく、やりがいの感じられる」職場づくりを進めま

す。 

▽昇格、昇給等の体制整備 

▽各種資格の取得（社会福祉士、精神保健福祉士、ファイナンシャルプランナー等） 

▽魅力ある職場づくり 

 

3. 経営状況の把握 

(1) 社会福祉事業全体の動向の把握及び分析 

福祉サービスのニーズ、潜在的利用者に関するデータ収集など地域の変化、経営環境や課題

を把握し、分析することに努めます。 

 ▽地域住民との情報交換 

 ▽自己評価の実施 

 ▽PDCAサイクルの継続実施 

（Plan 計画を立てる、Do 実行する、Check 評価する、Action 改善する） 

 

 

 

 

 

 



4. 財政基盤の整備 

(1) 活動財源の確保 

 社会福祉協議会が極めて公共性の高い地域福祉を推進する中核的な団体であることを重視及

び存在意義を明確にし、行政に理解と協力を積極的に働きかけ、住民主体の地域福祉活動のさ

らなる推進に向け、地域の実情に応じた多様な財源（公費、民間財源）の活用による事業等の

ための財源の確保に努めます。 

 

(2) 自主財源の確保 

公的財源のみならず、事業を継続的かつ安定的に実施するために、会員の継続加入や新たな

自主財源の確保と開発に努めます。また、単に金額の確保だけでなく、地域住民に対して解決

が必要となる地域課題やニーズの理解と共感を得るよう、その取り組みにより参加と寄付の好

循環を目指します。 

▽福祉サービスのコストや利用者の推移など定期的な状況分析 

▽会員の継続加入確保 

一般会員（世帯）一口 1,000円（目標額：381,000円） 

賛助会員（個人）一口 1,000円（目標額：10,000円） 

団体会員（企業・事業所・団体等）一口 5,000円（目標額：40,000円） 

 ▽寄附金の受付 

 

(3) 福祉バザーの実施（自主事業） 

家庭内で不用となったまだ使用可能な物品を寄付していただき、イベント等にて安価で提供

した収益を各種地域福祉サービスなどの財源として活用していきます。また、取り組みにより 3

Ｒ（Reduceリデュース…廃棄物の発生抑制、Reuseリユース…再使用、Recycleリサイクル…再

資源化）の環境と経済が両立した循環型社会への意識向上を図ります。（目標額：30,000円） 

 

(4) 共同募金運営事業 

住民互助のたすけあいを基本とし、地域住民の理解を得て透明性のある誰もが参加しやすい

共同募金運動の展開と情報公開を行います。 

また、募金実績より助成される財源を活用し、地域福祉の向上を図ります。 

▽企画広報事業（広報誌発行、ウェブサイト運営） 

▽地域福祉活動等助成事業 

 ▽スキルアップスクール事業 

 ▽防災・災害対策事業 

 ▽ボランティア・地域活動サポート事業 

▽ふれあいサロン事業 

▽ボランティア活動推進校事業 

 

 

  



２ 地域福祉活動の推進 

住民参加や協働による福祉活動の支援、福祉のまちづくりや福祉コミュニティづくりの拡充

などを展開し、地域づくりに向けた人材確保・育成など地域福祉の推進を図ります。 

 

1. 小地域ネットワーク活動 

(1) 福祉安心電話サービス事業（受託事業） 

在宅で生活するひとり暮らし高齢者世帯、高齢者夫婦世帯、寝たきり高齢者を抱えている世

帯、障害者を抱えている世帯を対象に緊急時の安全と日常生活の不安解消を目的とし、近隣に

住む協力員や関係者による支援ネットワークを築きながら、青森県社会福祉協議会が緊急通報

中央受信センターとなり 24時間体制で見守りを行います。 

 ▽新規事業加入者の拡大（目標人数：2名） 

 ▽新規協力員の確保（目標人数：8名） 

 ▽加入者への充実したサービスの継続 

 

2. 住民、当事者の社会参加・福祉活動の推進 

(1) ふれあいサロン事業（補助事業） 

地域の在宅高齢者に対して、住み慣れた地域社会の中で生活していくことを支援するととも

に、社会参加の促進を図り、健康保持に資することを目的に実施します。 

▽社協主体型ふれあいサロンの実施（年 18回） 

 ▽住民主体型ふれあいサロンへの支援 

 

(2) 敬老会事業（受託事業） 

社会の発展に貢献してこられた高齢者の長寿を祝福するとともに、敬愛の精神と高齢者福祉

について理解と関心を高め、自らの生活意欲の向上を目的に敬老会を開催します。 

 ▽日時 平成 30年 9月 14日（金）10時～13時 

 ▽場所 西目屋村中央公民館 

 

(3) 地域連携事業（自主事業） 

 高齢者等が地域社会の中で役割をもっていきいきと生活できるよう、住民、団体、企業など

多様な主体と協力しながら、自らの生きがいや健康づくりにつながる活動を行うとともに、介

護予防や生活支援のサービス基盤ともなる活動を実施します。 

 ▽山菜ビジネス事業の定期実施の体制整備 

▽山菜ビジネス事業への新規参加者の拡大（目標人数：2名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4) 地域福祉活動等助成事業（補助事業、自主事業） 

地域共生社会の実現に向け、福祉の領域だけでなく、商業・サービス業、工業、農林業、防

犯・防災、環境、まちおこし、交通等を含め、人・分野・世代を超えて「人」「モノ」「お金」

そして「思い」が循環し相互に支え合う・支えられる住民参加の連携・協働の体制づくりを目

指して、住民組織や当事者組織、団体・グループ等の地域活動、人材確保・育成を支援すると

ともに、活動費等を助成します。 

▽福祉団体へ運営費の助成（68,000円） 

▽福祉バス運行費用の助成（134,000円） 

▽自主的に地域振興の推進活動を行う団体やグループに助成（100,000円） 

▽地区会へ助け合い活動費用を助成（社協加入世帯数×500円） 

▽学校へ福祉教育・ボランティア活動費の助成（50,000円） 

 

(5) 社会福祉関係団体との業務受託契約（受託事業） 

社会福祉関係団体の業務等を受託するとともに、協働して各事業を展開し、支援します。 

▽西目屋村老人クラブ連合会 

▽西目屋村身体障害者福祉会 

▽西目屋村共同募金委員会 

▽西目屋村遺族会 

▽日本赤十字社青森県支部西目屋村分区 

▽西目屋村赤十字奉仕団 

 

3. 安全・安心なまちづくりの推進 

(1) 防災・災害対策事業（自主事業） 

防災意識の向上や災害発生時の住民の安全の確保などの災害対策活動を行政及び関係機関と

連携し、減災とすることができる地域づくりを行います。 

▽災害救援対策本部の体制整備 

▽災害ネットワーク活動の体制整備 

▽福祉マップの更新 

▽防災支援の体制整備 

▽防災物品の整備 

▽火災警報器の給付 

 

4. 福祉課題の把握 

(1) 地域ケア会議に参加協力 

毎月 1回、行政が行う地域ケア会議に参加協力し、地域の現状について情報交換を行い、問

題やニーズについて把握します。 

 

(2) 地域福祉活動計画の改定 

刻々と変化する社会情勢に伴い、福祉ニーズに対応する充実した地域福祉活動を展開するた

め、西目屋村における活動計画を新たに作成します。 

 

 

 



5. 福祉教育の推進 

(1) スキルアップスクール（自主事業） 

住民の身近な生活課題や疑問などを中心に、様々な講座を開催し、体験や学習を通じて個々

の資質向上を図ります。 

 

(2) ボランティア活動推進校事業（自主事業） 

 福祉教育の推進を図るため、村内の学校をボランティア活動推進校に指定し、地域や施設利

用者との交流、ボランティア体験、環境保全活動等を行い、社会福祉への理解と関心を高め、

心豊な人材育成を支援します。 

 

6. ボランティア活動の推進 

(1) ボランティア・地域活動サポート事業（補助事業） 

地域住民のボランティア活動に関する理解と関心を深めるとともに、個人及び組織的な活動

の育成援助を行い、体験することによって気づきがあり、知ることで心を動かす実践活動を目

指します。 

▽ボランティア登録受付 

▽ボランティア・地域活動の企画及び実施 

▽ボランティア・地域活動の連絡調整 

▽ボランティア活動保険の取扱い 

▽ボランティア活動保険料の助成 

 

 

 

 

 

  



３ 福祉サービスの利用支援 

地域住民から寄せられる多様な生活課題を受け止め、地域を基盤にして解決につなげる仕組

みづくりやその支援、情報提供など地域住民の福祉サービス利用の援助や地域生活の向上を支

援します。 

 

1. 相談体制の確立 

(1) アウトリーチの徹底（地域に出向く） 

 生活に密着した地域の中で潜在化する個別の生活課題を把握し、関係機関や民生委員等と協

働して地域を基盤とした、必要な支援や働きかけにより課題解決に繋げるよう努めます。 

 

(2) 心配ごと相談所事業（受託事業） 

広く住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ適切な助言援助を行って、地域を基盤にして解

決に繋げる支援等を行います。相談員は、住民からの連絡を受けて相談に応じます。 

 ▽田代・杉ヶ沢地区    1名配置 

 ▽大秋・白沢地区     1名配置 

 ▽村市・藤川・居森平地区 1名配置 

 

(3) 広域法律相談所事業（自主事業） 

法律相談所を開設し、複雑な問題へ対応します。（予約制、5人まで） 

▽日時 毎月第 4金曜日 10時～12時 30分 

 

(4) あらゆる生活課題への対応と地域のつながりの再構築 

 地域住民等及び支援関係機関による地域福祉推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域

生活課題の解決に資する支援が包括的に提供できるようアウトリーチ・総合相談体制の構築と

強化を行うとともに、相談・支援のための活動基盤整備と行政とのパートナーシップを更に高

め行動します。 

 

(5) 心配ごと相談員に対する指導及び研究会・研修会の実施及び参加（補助事業） 

相談事例の研究及び相談員の知識を向上させます。 

 

2. 生活支援体制の確立 

(1) たすけあい資金貸付事業（自主事業） 

低所得、障害者又は高齢者世帯に対し、経済的自立を目的に当会が各種資金を貸付けし、安

定した生活を維持できるよう支援します。 

▽緊急生活資金（100,000 円） 

 ▽福祉資金（300,000円） 

▽高額療養費資金（500,000 円） 

 

 

 

 

 



(2) 生活福祉資金貸付事業（受託事業） 

低所得、障害者又は高齢者世帯に対し、県社協が各種資金を貸付けし、当会がその窓口とな

って必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福

祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援します。 

 ▽総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費） 

 ▽福祉資金（福祉費、緊急小口資金） 

 ▽教育支援資金（就学支度費、教育支援費） 

 ▽不動産担保型生活資金（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金） 

 

(3) 日常生活自立支援事業（自主事業） 

認知症高齢者、障害者、精神障害者など判断能力が不十分な方の自立支援を目的に福祉サー

ビスの利用援助や日常的金銭管理等、生活支援員を通じて行います。 

 

(4) 相談・支援体制の強化（生活困窮者自立支援機関（中南地域自立相談窓口）との連携） 

アウトリーチを徹底し、新たな地域ニーズに対応する在宅福祉サービスと多様な生活課題に

対する生活支援サービスや福祉活動の開発・実施、住民組織、社会福祉施設・福祉サービス事

業者、ボランティア・NPO等とハローワークや教育機関等との連携による自立支援プログラム等

の開発・実施に努めます。 

 

3. 広報活動の充実 

(1) 企画広報事業（自主事業） 

社会福祉協議会の活動や行事などを掲載した機関紙「社会福祉協議会だより」を発行し、社

会福祉に関する情報提供をします。（550部/年 5回） 

 

(2) ウェブサイトの運営（自主事業） 

 ウェブサイトの適正な運営を行い、福祉情報等の提供を行います。 

 ▽ウェブサイトアドレス http://nishi-shakyo.pupu.jp/ 

 

(3) 社会福祉大会（仮称）の検討・準備・実施（補助事業） 

 社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰し、感謝の意を表するとともに、福祉・保健・医

療関係者の協働による心豊かに安心して暮らせる福祉社会を目指し、住民及び関係者相互の理

解と連携をより一層深めるために開催に向けて検討します。 

 ▽日時 平成 30年 8月 19日（日）10時～14時 

 ▽場所 西目屋村中央公民館 

 

(4) リアルタイムな情報発信の実施（自主事業） 

ウェブサイトやSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）等の様々なICTシステム（情報

通信技術）を活用し、業務の効率化、情報の共有化を図ります。 

 ▽メールやLINE等を活用した業務連絡や情報発信 

 

 

 

  



４ 在宅福祉サービスの実施 

利用者の立場に立った高品質なサービスを行う。また、サービスを通じて地域の福祉課題を

把握し、新たなサービス開発につなぐなど福祉サービスの水準の向上を図ります。 

 

(1) 物品等貸出事業（自主事業） 

本会が所有する物品等を貸出すことにより、日常生活支援、社会参加または地域福祉の向上

を図ります。 

▽車いす・テントなど 

 

(2) 西目屋村安心見守り配食サービス事業（受託事業） 

在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、食事を配達し併せて安否確認を行うことによって、

在宅生活の維持及び福祉の増進を図ります。 

 ▽昼夕食の配達（平日） 

 ▽新規利用者の拡大（目標人数：5名） 

 

 

 

 


