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九十九里町社会福祉協議会

平成２６年度事業計画
１． 基本方針
近年の社会福祉をめぐる動向は、少子高齢化が進む中、高齢者や障害者等の社会的
孤立化、また雇用環境の厳しさの長期化等地域における生活課題は深刻化しています。
本会では、こうした地域福祉の課題に対応すべく、誰もが住み慣れた地域で安心し
て生活できるまちづくりを目指してまいります。 特に、本年度から福祉サービス利用
援助事業を実施し、高齢者や障害者の方々が安心して自立した生活が送れるような個別
支援サービスに重点を置いた事業を展開していきます。 また、急な災害に備えるため
の災害ボランティアの発掘育成に取り組むことで、地域における支え合い活動を強化し
てまいります。
２．重点目標
（１）福祉サービス利用援助事業の推進
（２）地域福祉活動並びに地域福祉サービスの推進
（３）在宅福祉サービスの充実
（４）高齢者支援・障害者援護の推進
（５）災害ボランティアの発掘と育成及び活動の推進
（６）組織の効率的運営及び透明性の確保

3．実施事業
（１）法人運営
事業名等
組織運営

目

的

本会の円滑な運営の

具体的な実施内容
１.理事会の開催

ための計画の立案及び

２.評議員会の開催

進捗の管理を行うとと

３.総合企画委員会の開催(新規)

もにその評価し、より

４.会計監査・内部経理監査の実施

効果的な運営を行うと

５. 理事、評議員、職員研修会

ともに、役職員研修会
を実施し組織力の向上
に努める。
会員募集

本会への理解と普及
に努め会費の増強を図
る。

１.自治区定例会での会員募集の
依頼
２.法人･団体への特別会費の協力依頼

（２）在宅福祉の推進
事業名等

目

的

ひとり暮らし高齢 外出困難者に対する

具体的な実施内容
１.利用者の登録及びコース調整

者等外出支援サー 移動サービスを、住民 ２.利用者の促進と啓発活動
ビス（新規）

相互による助け合い

２.運転ボランティアの募集発掘

活動により実施し、も ３.誘導ボランティアの募集発掘
って社会参加の促進

４.運営委員会の開催

を図る。
福祉サービス利用 高齢者や障害者の

１.日常生活自立支援事業

援助事業（新規） 方々が安心して自立

２.生活支援員の発掘、育成

した生活が送れるよ

３.権利擁護事業の充実

う支援する。

４.ケース検討会議の開催

生活困窮ひとり暮ら
し 高齢者に配付する
月１回の弁当 配食 サ
ービスを支援する。
福祉用具貸出事業 在宅介護支援を側面
的に支援し、在宅福祉
の増進を図る。
配食サービス

介護機器展

１.地域での見守り活動
２.月１回の弁当配食
３.生活困窮者の情報収集
１.ギャジベット貸出
２.車椅子貸出
３.シャワーチェアー貸出
４.ポータブルトイレ貸出
５.各種用具の保全管理

最新の情報を介護者 １.介護福祉機器の展示
に周知する。
２.介護の相談

ゆうあい号の貸出 在宅高齢者支援 並び １.特殊寝台車両の貸出（町受託）
に高齢者、障害者等の
外出を支援する。
（３）ボランティア活動の推進
事業名等

目

的

具体的な実施内容

ボランティア活動 ボランティア活動が

１.各ボランティア団体への助成

団体の発掘と育成 自主的に実施できる

２.各ボランティア団体との連絡調整

よう推進を図る。

３.ボランティア連絡協議会への協力
４.災害ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ーの立上げ訓練(新規)
５.各種ボランティア講座の開催
６.ボランティア保険の加入対応

収集事業

資源を再利用し地域

１．ボランティア活動の啓発

でのボランティア活

２.切手、プルタブ、ペットボトル

動の啓発を行う。

のキャップを収集

（４）地域福祉の推進
事業名等

目

的

地区社会福祉協議 世代間交流の場を作
会の活動促進

具体的な実施内容
１. 各地区社協の連絡調整

り、高齢者の孤独感の ２. 推進委員の発掘
解消、生きがいづく

３. 推進委員の研修会への参加

り、健康作りの推進を ４. 高齢者安否確認ゆうあい訪問
図り、自主的運営と活
動を支援する。
福祉団体の活動支 福祉団体等の活動を
援

支援する。

１．身体障害者福祉会の運営協力と
活動支援 （町受託）
２．手をつなぐ親の会の運営協力と
活動支援（町受託）
３.遺族会の運営協力と活動支援
（町受託）
４.ダイヤモンドクラブの運営協力
と活動支援（町受託）

ふれあい・いきい 高齢者と地域ボラン １.各地区社協への活動助成金交付
ティアとの交流促進
きサロン事業
を図る。
ふれあいお楽しみ 集いを通じて相互の
会

１. 高齢者を招き、幼保園児、

親睦をはかり、思いや

小学生、中学生との交流事業

りと支え合う心を大

(各地区社協事業)

切にした地域づくり
の実現を目指す。
（５）福祉教育の推進
事業名等

目

的

具体的な実施内容

共同募金実施運動

募金活動を実施する

１.高校生や地区社協推進員による

への協力

ことで福祉意識の醸

福祉まつりでの募金活動

成を高める。
歳末たすけあい募

募金活動を実施する

金運動への協力

ことで福祉に関する

１.中学生や地区社協推進員による
街頭募金運動

関心を高める。
学生ボランティア

学生ボランティアの

１.夏休み等を利用し学生に福祉施

の体験活動

活動を支援するとと

設等でのボランティア活動体験

もにボランティアの

の促進とコーディネート

発掘に努める。

（６）各種相談所の開催
事業名等
心配ごと相談所

目

的

生活上の悩みの相談
に応じ適切な助言を
行う。

具体的な実施内容
１.心配ごと相談員による相談所
の運営
２．心配ごと相談運営委員会の実施
３.相談員の研修会の実施

弁護士相談所

弁護士からの助言を
受け問題解決に導く。

何でも相談所
（町受託）

１.弁護士相談の実施
（つくも学遊館での移動相談所の実施あり）

行政に関すること、人 １.何でも相談所の運営
権に関することへの
相談に応じ適切な助
言を行う。

（７）低所得者（世帯）の支援
事業名等

目

的

具体的な実施内容

福祉資金貸付事業 低所得者、障害者また １.生活福祉資金の貸付
は高齢者に対して、資 ２.福祉資金貸付事務（県社会福祉
金の貸付を行うこと

協議会委託事業）

で世帯の経済的自立

３.臨時特例つなぎ資金貸付事務

や生活の安定をはか

（県社会福祉協議会委託事業）

る。

４.総合支援資金貸付事務（県社会
福祉協議会委託事業）
５.教育支援資金貸付事務（県社会
福祉協議会委託事業）
６.不動産担保型生活資金（県社会
福祉協議会委託事業）
７.貸付調査委員会の実施
８.法外援護による支援

（８）企画広報活動
事業名等
広報啓発事業

目

的

具体的な実施内容

社会福祉への理解と

１.社協だよりの発行

協力を得る為の PR 活

２.ホームページの管理充実

動を実施する。

３.地区社協発行広報紙作りの支援

（９）受託事業等の運営管理
事業名等

目

的

具体的な実施内容

シルバー人材セン

高齢者へ就業の場を

１．シルバー人材センターの運営

ター事業

提供することで健康

２.若手会員の発掘と顧客拡大

維持及び生きがいづ

３.会員研修会の開催

くりを担う。

４.運営委員会の開催
５.安全就業の徹底

福祉作業所

福祉作業所管理運営

1．福祉作業所の運営

(町指定管理受託） を行い利用者の福祉

2．利用者の福祉向上

向上に努める。
日赤九十九里町

赤十字思想の普及と

1. 赤十字社資募集活動

分区事業

事業の推進を図る。

2. 赤十字法人社資募集

（町受託）

3. 赤十字奉仕団員の発掘と育成

４．月別事業計画
月
４

事業名
日常生活自立支援事業各種契約
各種顧客契約
その他各種契約及び報告物
定款変更の手続き
社会福祉協議会会費納入依頼及び依頼チラシ全戸配布
共同募金運動依頼及び歳末たすけあい募金依頼
各地区社協役員会、理事会
各種団体役員会
福祉作業所保護者会
片貝・作田地区社協総会
護国神社春季大祭

５

日赤社資募集依頼
各種団体総会（ダイヤモンドクラブ・手をつなぐ親の会・身体障害者福祉会 ）
グランドゴルフ大会（ダイヤモンドクラブ ）中旬
会計監査
理事会
評議員会
法人登記
特選演芸会（ダイヤモンドクラブ ）２５日
賛助会費、特別会費募集

６

千葉県障害者スポーツ大会（身体障害者福祉会）
一日赤十字開催（赤十字奉仕団）中旬

７

社協だより発行 NO.８９（１日）
豊海地区社会福祉協議会研修会
早朝海岸清掃（ボランティア連絡協議会 ）
地曳網（手をつなぐ親の会）
夏休み学生(一般含む)ボランティア体験活動⇒9 月まで
日赤法人社資募集⇒8 月
日赤 5 ブロック研修会（奉仕団炊出し協力）

備

考

月

事業名

８

役職員研修会

９

カラオケ大会（ダイヤモンドクラブ ）７日

備

お楽しみ演芸会（ダイヤモンドクラブ ）１４日
早朝きどう道清掃（ボランティア連絡協議会 ）
山武地区身体障害者スポーツレクレーション大会
町防災訓練参加協力(赤十字奉仕団炊出し協力)
福祉作業所消防訓練及び保護者引渡し訓練
１０

社協だより発行 NO.９０（１日）
共同募金運動（１０月１日～１２月３１日）
中間監査（平成２６年上半期分）
敬老祭
救急法フェスタ 2014
県作品展（身体障害者福祉会）
護国神社秋季大祭
町民体育祭（ダイヤモンドクラブ ）１２日

１１

福祉まつり（３日）（共同募金街頭活動

役員及び九高生による）

グランドゴルフ大会（ダイヤモンドクラブ ）中旬
東南ブロック赤十字のつどい（１５日）
第６４回千葉県社会福祉大会（１３日）
片貝・作田地区社会福祉協議会研修会

１２

片貝作田地区社協ふれあいお楽しみ会（９日）
豊海地区社協ふれあいお楽しみ会（１１日）
歳末たすけあい募金運動（１２月１日～１２月３１日）
歳末街頭募金活動（推進委員及び九中生による）
共同募金箱設置協力店の募金回収
歳末配分委員会
在宅重度障害者慰問品配布（身体障害者福祉会）

考

月

事業名

備

１

千葉県ボランティアのつどい

２

会員研修会（シルバー人材センター）

３

受注金滞納者整理（シルバー人材センター）
会員継続意思確認（シルバー人材センター）
理事会
評議員会

《随時実施および開催》
心配ごと相談所の開設

毎月第４水曜日（10：00～15：00）

何でも相談所の開設

毎月第２火曜日（10：00～15：00）

弁護士相談所の開設

毎月第１・第３水曜日（要予約）
（13：00～16：00）

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ業務の充実（会員及び受注拡大）
高齢者外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業の定着

毎月第 2･3･4 金曜日実施

日常生活自立支援事業契約締結審査会(毎月第３火曜日)
福祉サービス利用援助相談 (随時)
各種生活福祉資金の貸付相談

(随時)

各種介護機器及び福祉車両の貸出 （随時）
各種イベント機器等の貸出

（随時）

なかよしサロン【片貝地区】（毎月第２土曜日）
なかよしサロン【作田地区】（毎月第３月曜日）
いきいきサロン【豊海地区】（毎月第４土曜日）
プルタブ、古切手、ペットボトルキャップの収集（随時）
ホームページの更新（随時）

考

