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平成３０年度阿賀町社会福祉協議会事業計画 

１ 基本方針 

 少子高齢化や核家族の進行、人口減少、地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境

の変化により、社会的孤立や複合的な課題を抱える世帯や個人が増えています。地域が抱える福祉

ニーズは多様化・複雑化しており、今後もその傾向は続くものと予想されます。 

 また、国においては、一億総活躍社会の実現に向けて、経済・財政の再生とともに、成長と分配

の好循環として、持続可能な社会保障・福祉制度改革や働き方改革などを総合的にすすめようとし

ています。 

阿賀町社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、住民主体を旨とする地域福祉推進の中核的な

組織として、役職員が一丸となって、深刻な生活課題や社会的孤立などの新たな地域福祉の課題に

向き合い、地域のあらゆる生活課題を受け止め、相談・支援や解決につなげ、誰もが安心して暮ら

すことができる地域に根ざした福祉のまちづくりに取り組みます。 

 

２ 重点事業 

災害ボランティアセンターの取り組み 

（１）災害ボランティアセンター運営マニュアル策定の取り組み 

・中越防災安全推進機構河内氏をアドバイザーに招聘し、マニュアル策定と関係団体との

災害時及び平時の関わりや社協の取り組みの具体的な計画づくりの準備に取り組みます。 

・災害時の社協の取り組みについては、BCPの視点を学び、災害時の社協業務の遂行につ

いて必要な体制づくり等の準備に取り組みます。 

※BCP：「事業継続計画」。通常業務が困難となるような大規模地震及び風水害が発生した際

に、重要業務や福祉サービスが中断しないために、事業の継続や復旧を図る計画 

住民参加と協働による地域福祉づくり 

（１） 小地域福祉活動推進への取り組み 

・自治会等の小地域を単位とし、地域の実情に応じて開催している「ふれあい･いきいきサ

ロン」の独自性に配慮しながら、運営の独立性を高め、より地域に根ざした「集う場」

にしていくために、関係機関（生活支援コーディネーターや集落支援員）と協働し活動

方法や運営プログラム等の支援に取り組んでいきます。 

・私たちは、これまでのコミュニティワークや個別支援の実践を基礎に、アウトリーチ（地

域に出向いていくこと）を徹底し、制度の狭間や支援につながりにくい生活課題を発見

し、問題解決に向けた事業展開と支援のネットワークづくりに取り組みます。 

権利擁護事業への取り組み 

（１） 日常生活自立支援事業の市町村社協実施 

・今年度より、これまでの基幹型社協実施方式から、地元社協との二者契約による「市町

村社協実施方式」へ移行しました。これまで以上により丁寧に利用者と関わりながら事

業の実施に取り組んでいきます。 
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    ・利用対象者は、成年後見制度の対象者とも重なることが多く、日常生活自立支援事業の

範囲として適正に実施するため、利用者の状況によって成年後見制度の必要性が高い場

合には、町成年後見センターと連携して成年後見制度の利用に向けた取り組みを積極的

に行います。 

（２） 法人後見事業の推進 

・町で養成した市民後見人との関わりを整理し、互いの後見事務がよりスムーズに行える

よう町成年後見センターと連携のあり方を検討します。 

・後見事務においては、より高い専門性が求められる事例が増えている現状を踏まえ、特

に本人意思と本人保護が対立する事例が増えることが予測されるため、担当者の精神的

負担が大きくなることから、意思決定支援の手法等を学ぶ機会を作るなど、負担軽減の

体制整備を図りつつ職員の資質向上に努めます。 

 

赤い羽根共同募金運動の取り組み 

（１） 新たな募金機会の確保 

・前年度から実施した不用品バザー「阿賀町フリーマーケット」では、町民の皆様からご

協力をいただき、予想以上の募金実績となりましたので引き続きバザーに取り組んでい

きます。また、手芸ボランティア活動を募金資材の作成に繋いだ実績から、この活動を

継続し募金活動にも積極的に取り組んでいきます。 

 （２）赤い羽根共同募金運動の啓発 

    ・運動期間中は、従来の社協だよりやチラシの配布に加え、テレビ端末告知や Facebook

ホームページを活用するなど、戸別募金の協力も含め広報活動に取り組みます。 

 

介護保険事業の再編 

（１） 今年度より、介護予防事業「はつらつ健康クラブ」を開設し、運動やレクリエーション、

認知症予防プログラム等を実施しながら、健康づくり、生きがいづくりの場を提供します。 

（２） 前年度開設した「ふれあいデイサービス阿賀」事業において、介護予防･生活支援サービス

事業を積極的に実施します。そして地域で介護予防の取り組みを促し、循環する介護予防

を展開できる土壌づくりを目指します。 

 （３）居宅介護支援事業所「ケアプランセンターやまぶき」では、特定事業所加算Ⅱを算定継続

すると共に、職員一人ひとりの専門性の維持･向上に努め、介護報酬の増収と質の高いケア

マネジメントを提供します。 

 （４）通所介護事業の介護保険制度改正に伴う介護報酬減収と、要介護等認定者･利用者減による

減収に対応するため、職員人員配置の見直しや事業運営費の経費節減･見直しを徹底します。

また、「福祉サービス第三者評価事業」の受審について、各事業所で引き続き検討します。 
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安定した法人経営とコンプライアンス体制の推進 

 （１）「財政計画（平成 29 年度～平成 31 年度）」の見直しを行い、事業運営･経営のビジョンや

目標を明確にし、その実現に向けた組織、事業や財務等に関する具体的な取り組みを策定

します。 

（２）適正かつ公正な支出管理を徹底し、公益性を担保する財務規律の強化を図るとともに、本

会への理解と信頼の促進に向けて、事業活動状況や財務状況に関する情報を積極的に公開･

発信し、事業運営の透明性の向上に努めます。 

 （３）社会福祉法人として信頼される地域福祉推進活動や介護･障がいサービスの提供に努めると

ともに、地域･介護福祉をリードできる人材の育成を進めます。 

 （４）職員の法令遵守の徹底等、コンプライアンス体制を整備するとともに、職場環境の現状と

課題を整理し、職場内のワークライフバランスの確立に取り組みます。 

 

「アクションプラン 2020」 

Ⅰ．利用者に対する基本姿勢 

  利用者の人権を常に尊重し、サービスの質の向上や環境改善に積極的に取り組む社会福祉法人 

 ～社会福祉法人として常に原点に立ち戻り、一人ひとりの人権を尊重した活動を行います。～ 

  ・利用者の自己決定と選択を尊重し、その権利擁護を実現するとともに、個人の尊厳に配慮し

た良質かつ安心、安全なサービスを提供します。 

  ・常に利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供します。サービスの質の向上

に向けた体制を構築します。 

  ・利用者の生活が施設やサービスの中で完結することなく、家族や知人･友人、地域住民との関

係が継続、さらに促進されるよう支援します。 

  ・良質かつ安心･安全なサービス提供を実現するため、利用者の生活環境･利用環境を整備しま

す。 

 

Ⅱ．社会に対する基本姿勢 

  地域包括ケアの中心的役割を担い、公益的な事業を率先して行う社会福祉法人 

 ～地域の実情、利用者の必要性にあわせて、制度化された社会福祉事業と制度化されていない地

域公益活動を組み合わせ、社会資源と連携して、サービスを提供する仕組みを構築します。～ 

  ・地域における様々な福祉課題、生活課題に主体的に関わり、多様な関係機関や個人との連携

協働を図り、既存の制度では対応できない公益的な取り組みを推進します。 

  ・社会福祉法人が非営利法人として、積極的に活動していくためには、財源負担者たる住民か

らの信頼や協力が必要不可欠です。今「見える化」にとどまらない「見せる化」を推進し、

住民の信頼と協力を得るためには、積極的な情報の発信に取り組みます。 
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Ⅲ．福祉人材に対する基本姿勢 

  良質な社会福祉人材を育成する社会福祉法人 

 ～社会福祉に必要な人材を教育･育成します。また、福祉従事者の地位向上に向け積極的に取り組

みます。～ 

  ・経営理念に基づき、めざす法人経営を実現するため、期待する職員像を内外に明示し、トー

タルな人材マネジメントシステムを構築します。 

  ・良質な福祉人材の確保に向け、様々な採用手段を講じます。また、福祉の仕事の啓発のため

の情報発信、福祉教育にも取り組みます。 

  ・福祉サービスの継続と発展のために、職員処遇全般の向上、働き甲斐のある職場づくりに取

り組みます。また、多様な職種、職務形態、年代の職員が働きやすい環境を推進します。 

  ・法人がめざす職員像に基づき、職務能力の開発及び全人的な成長を目的とした人材育成に取

り組みます。さらに「新しい地域包括支援体制」を支える総合的な人材の育成に取り組みま

す。 

 

Ⅳ．マネジメントに対する基本姿勢 

  非営利法人にふさわしい透明性の高い運営をする社会福祉法人 

 ～非営利法人として、ふさわしい透明性のある組織構築を行い、地域に対して積極的な情報発信

をすることにより、地域社会に認められる活動、事業運営を行います。～ 

  ・社会福祉法など関係法令はもとより、法人の理念や諸規程さらには広い意味での社会的ルー

ルやモラルを遵守した経営を行います。 

  ・公正かつ透明性の高い適正な経営を可能にする実効性のある組織体制を構築して組織全体を

適切に統治します。 

  ・公益性の高い事業活動の推進および信頼性の高い効果的な経営の観点から、健全な財務規律

を確立します。 

  ・社会福祉法人の経営者は、リーダーシップを発揮し、「アクションプラン 2020」に基づいた

取り組みを実践します。また、地域の生活課題や福祉ニーズに対して素早く対応します。 
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平成３０年度事業（全体） 

１. 法人運営事業 

評議員会･理事会等の開催や職員の研修、事務組織の効率化･充実を推進します。 

・評議員会    定例会（６月/３月） 

・理 事 会     定例会（６月/３月） 臨時会（随時） 

・監 事 会    決算監査（6 月） 

・その他の会議  福祉サービス苦情解決委員会（年１回） 

         ボランティアセンター運営委員会（年 2回） 

         法人後見事業運営委員会（随時） 

         代表者会議（毎月１回） 

          施設長会議（毎月１回） 

福祉活動専門員会議（毎月１回） 

          介護支援専門員検討会（毎月１回） 

         主任生活相談員会議（毎月１回） 

         看護職員連携会議（隔月） 

・社協だより「よつば」年５回発行 ・ホームページ更新（月２回） 

・Facebookページ（随時） 

 

２. 地域福祉活動事業  

・新たな福祉サービス等の企画･立案 

・調査研究事業 

・福祉活動の広報･啓発の推進 

・地域福祉活動計画の策定 

・法人後見事業 

・日常生活自立支援事業 

・小口資金貸付事業 

・生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業） 

・ふれあいいきいきサロン事業 

・みんなでささエール事業 

・除雪機貸出事業 

 

３. 共同募金配分金事業 

・赤い羽根共同募金運動 

・共同募金配分金事業の実施 

①花いっぱい運動  

②ひとり暮らし高齢者ふれあいの集い（バスハイク） 

③温泉サービス 
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④子育て支援事業（わんぱくキッズサロン･ブックスタート） 

⑤ボランティアセンター運営事業 

⑥ボランティア講座･交流会開催 

⑦ボランティアスクール開催 

⑧各団体への助成 

⑨障がい者タクシー券給付事業 

・阿賀町共同募金委員会 

・阿賀町共同募金委員会助成審査委員会 

 

４. 生活支援福祉サービス事業（町からの受託事業） 

・外出支援移送サービス事業 

・配食サービス事業 

・寝具乾燥消毒サービス事業 

・訪問理美容サービス事業 

 

５. 第 13 回阿賀町社会福祉大会 

福祉に対する意識の向上を目指し、福祉功労者に対しての表彰、講演･イベント、障がい者通

所作業所の作品の展示･販売を行います。 

 

６. 公共施設の管理（指定管理及び受託管理） 

・阿賀町総合福祉保健センター「やまぶきの里」 

・阿賀町老人福祉センター「さわやかホーム角神」 

・阿賀町高齢者生活福祉センター 

   ・津川デイサービスセンター 

   ・鹿瀬デイサービスセンター 

   ・上川高齢者生活福祉センター 

・上川高齢者ふれあい会館 

 

７. 居宅介護支援事業所の運営 

・社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会 

ケアプランセンターやまぶき    介護支援専門員５名配置 
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８. 介護予防･日常生活支援総合事業 

「はつらつ健康クラブ」（新規事業） 

   ・阿賀町地域ミニデイサービス事業実施要綱に規定する対象者等で、送迎、体操、トレーニ

ングマシンによる運動等のサービスを提供し、社会的孤立を防止し、生きがいづくり及び

健康保持を図り、地域における自立した日常生活を支援することを目的とします。 

「ふれあいデイサービス阿賀」 

・ふれあいデイサービス阿賀における独自事業 

・第一号通所事業（通所介護相当サービス） 

要支援認定者、事業対象者に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活をその居宅に

おいて営むことができるよう通所型サービス A を行い、利用者の心身の特性を踏まえ、生

活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるようサー

ビスを提供し、事業対象外の事業利用希望者については一般介護予防事業として、同時運

営いたします。また、第一号通所事業（通所介護相当サービス）は津川デイサービスセン

ター、鹿瀬デイサービスセンター、上川高齢者生活福祉センターにおいて、要支援認定者、

事業対象者に通所介護施設での介護予防サービスを提供します。 

 

９. 施設ごとの事業計画 

（１）阿賀町総合福祉保健センター「やまぶきの里」 

町民の健康増進及び老人福祉の向上のための便宜を総合的に提供し、心身機能の維持を図り、

福祉保健事業を総合的に行うことにより福祉保健ニーズに資することを目的として設置された

施設であるので、これらの目的を達成するための事業･検診（健診）等（町事業）の開催の利便

性を確保し、目的が達成されるよう側面から支援していく。又、施設が良好な状態で使用でき

るよう管理する。 

（実施事業） 

※ 町が実施する事業 

ケアプラン作成研修会 

地域ケア会議･地域包括支援センター運営協議会 

住民の特定健診及び各種がん検診 

乳幼児健診 

食生活改善推進委員の研修 

糖尿病予防教室 

精神保健相談 

消防署の講習会等 

※ 社会福祉協議会が実施する事業 

「ふれあいデイサービス阿賀」･「はつらつ健康クラブ」事業所 

キッズサロン 

町社会福祉大会 

-７- 



ボランティア講座 

ふれあいいきいきサロン代表者会議 

評議員会・理事会その他各種会議等 

 

（２）阿賀町老人福祉センター「さわやかホーム角神」 

地域の高齢者等に対しての各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリ

エーションのための事業に対し便宜を計り、高齢者が健康で明るい生活を営める手助けになる

よう設置された施設。設置目的を達成するため、各種事業の利便性を確保し、事業の目的が達

成されるよう協力･支援していく。又、施設･設備の維持管理には十分留意し、良好な状態を維

持するため、点検、整備、清掃に心がける。 

（実施事業） 

※ 社会福祉協議会が実施する事業 

「ふれあいデイサービス阿賀」「はつらつ健康クラブ」事業所 

配食ボランティア会議 

※ 諸団体が実施する事業 

かもしか会総会 

地区老人クラブ総会 

老人クラブ理事会 

老人クラブ監査会 

老人クラブ会長会議 

老人クラブ健康教室 

老人クラブお楽しみ会 

 

（３）阿賀町高齢者生活福祉センター（デイサービスセンター･生活支援ハウス） 

高齢者を入居及び通所の方法により、自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の

維持向上を図り、これらの高齢者等とその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。これら

の目的を達成するために、高齢者生活支援ハウスに関する業務、通所介護事業に関する業務を

行う。 

① 高齢者生活支援ハウス 

概ね６０歳以上のひとり暮らし･夫婦のみの世帯で、家族による援助を受けることが困難で、 

高齢等のために独立して生活することに不安のある方に対して、介護支援機能、居住機能及

び交流機能を総合的に提供することにより安心して健康で明るい生活を送れるよう支援する。 

②  通所介護事業（内容別掲） 
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（４）上川高齢者ふれあい会館 

介護予防･生活支援サービス事業を実施する上川地区の「ふれあいデイサービス阿賀」事業所と

して、今年度より町指定管理施設となる。 

 

（５）デイサービスセンター（津川、鹿瀬、上川） 

要介護状態になっても可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を

営むことができるよう、日常生活上の介護、心身機能の維持並びに向上のための訓練等を実施

する。又利用者の家族の相談に応じる等、家族の身体的･精神的負担の軽減を図る等利用者とそ

の家族の福祉の増進を図ることを目的とする。また、要支援１･２及び要支援から第一号通所事

業（通所介護相当サービス）に移行した介護予防･日常生活支援総合事業の対象者に対し、その

有する能力に応じ自立した日常生活をその居宅において営むことができるようサービスを提供

する。 

 （利用対象者） 

・６５歳以上（第１号被保険者）の要介護･要支援認定者 

・４０歳以上６５才未満（第２号被保険者）の、特定疾病に起因する要介護･要支援認定者 

 （利用定員） 

   津川デイサービスセンター   ３０人 

   鹿瀬デイサービスセンター   ２５人 

   上川高齢者生活福祉センター  ３０人 

 （サービス内容） 

・入浴に関すること ・食事に関すること ・生活指導に関すること 

・日常生活動作訓練に関すること ・運動器機能向上に関すること 

・日常の介護に関すること ・送迎に関すること ・利用者やその家族の相談に関すること 

（サービス提供時間 基本 7-8 時間） 

・４月から翌年３月（年間） 

津川･鹿瀬デイサービスセンター、上川高齢者生活福祉センター 

（休日） 

 ・日曜日、１２月３１日～翌年１月３日 

  

（６）居宅介護支援事業所（社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会ケアプランセンターやまぶき） 

居宅の要介護者が介護保険から給付される居宅サービス等を適切に利用できるよう、要介護者

の依頼を受けて、利用するサービスの種類･内容等を定めた居宅サービス計画の作成、居宅サー

ビス事業者等との連絡調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジメント（居宅介護支援サ

ービス）を行う。 
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