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平成２７年度社会福祉法人大泉町社会福祉協議会事業計画 
 
１ 基本方針 

近年ますます、複雑化、多様化する福祉問題の解決に向け、希薄化している地域におけ

る連帯感と絆を見直し、住民と関係機関・団体、行政が手を携え、取組み体制づくりを構

築することが求められている。 
こうした状況の中で、社会福祉協議会は、社会福祉法で「地域福祉の推進を図ることを

目的とする団体」と規定されており、地域を取り巻く多種多様化する諸課題に地域福祉推

進の中核団体として率先して取り組む必要性がある。 
そのために社会福祉協議会は、大泉町地域福祉計画及び地域福祉活動計画の基本理念で

ある「手をつなぎ 笑顔あふれる 地域を育てよう おおいずみ」の実現に向け、関係福

祉団体、行政等と連携し、地域福祉の推進を図り、地域住民も福祉の担い手として、共に

支え合う町づくりの構築に努めることを基本方針とする。 
 
２ 重点施策 
（１）地域福祉の推進 

「地域福祉活動計画」による事業推進が３年目を迎え、更なる地域福祉の推進を図

っていかなければならない。これまでに、地区社協と協同で実施した地区座談会から

抽出された地域の福祉課題に対し、本年度は問題解決に向けた環境作りを整備し、「自

助」「共助」「公助」の取り組みによる地域福祉活動の推進を図る。 
また、ボランティア活動、福祉関係団体等の支援、福祉教育の推進を図り、住民相

互の支えあい活動の促進を促す。 
なお、高齢者、障害者、母子家庭、低所得者世帯等の社会的弱者支援のため福祉サ

ービス事業を実施し、誰もが安心して暮らせるまちづくりに努める。 
 

（２）介護サービス事業の経営 
本年度は介護保険法の制度改正を受け、より障害者総合支援法に基づく介護サービ

ス事業を経営し、高齢者、障害児者福祉の増進に努め、利用者本位の視点に立ちより

質の高いサービスの提供を目指す。 
また、利用者の減少が見られるサービス事業については、経営の観点から利用者確

保の取り組みや事業の見直し等を行い健全な経営ができるよう努める。 
 

（３）指定管理施設の運営 
町より指定管理者として指定を受けた地域活動支援センター、心身障害者等デイサ

ービスセンター及び老人福祉センターの３施設を適正に管理運営し、高齢者福祉、障

害児者福祉の推進に努める。なお、老人福祉センターについては、今年度より平成３

０年度までの５年間、新たに指定を受け管理運営する。 
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（４）地域包括支援センターの運営 
    町より委託を受け高齢者の総合相談の窓口、介護予防の拠点として高齢者福祉の推

進に努める。急速に進む高齢化の中で、町民が安心して暮らせるよう介護や医療、福

祉等の関係団体と連携を強化し、より効果的で効率の良い支援ができる体制作りの構

築を図る。また、増加が見込まれている認知症への対策関連事業の充実と高齢者虐待

の早期発見、早期対応に努める。 
 
３ 事業概要 
（１）地域福祉の推進に関すること 

①法人運営 
・理事会、評議員会、監事会の開催 
・会員募集の実施 
・役職員研修会への参加及び研修会の開催 
・社会福祉法人会計基準への対応 

②企画、広報事業 
・広報紙「社協だより」の発行 
・社会福祉大会の開催 
・戦没者追悼式の開催 
・介護職員初任者研修の開催 
・ホームページの開設 

③地域福祉・地区社協事業 
・地域福祉活動計画に基づく事業の展開 
・地区社協長連絡会議の開催 
・地区座談会の開催 
・地区社協の組織確立と活動の支援 
・いきいきふれあいサロン事業の支援 
・ねたきり高齢者等在宅福祉サービス事業の実施 
・ひとり暮らし高齢者等在宅福祉サービス事業の実施 
・母子・父子家庭のつどいの開催 
・障害児者親子ふれあい事業の開催 

④ボランティアセンター事業 
・ボランティアグループ育成支援の実施 
・ボランティア講座の開催 
・ボランティア相談、あっせん事業の推進 
・ボランティア保険加入促進 
・広報紙「ぼらんてぃあ」の発行 
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・エコキャップ収集運動の実施 
・ボランティア協議会活動支援 

⑤福祉教育推進事業 
・福祉協力校の指定 
・福祉体験学習の実施 
・小中学生ふくし作文・ポスターコンクールの実施 
・介護体験教室（大泉保育福祉専門学校と共催）の開催 

⑥福祉団体育成支援事業 
・遺族会活動支援 

   ・更生保護女性会活動支援 
・心身障害児者等療育父母の会活動支援 

   ・保護司会大泉支部活動支援 
   ・母子会活動支援 
   ・老人クラブ連絡協議会活動支援 

⑦住民支援事業 
・福祉相談事業の実施 
・小口生活資金貸付事業の実施 
・日常生活自立支援事業の実施 

 ・通学補給金事業の実施 
 ・法外援護事業の実施 
⑧共同募金配分事業 
・高齢福祉事業の実施 
・障害福祉事業の実施 
・福祉育成支援事業の実施 

 ・歳末たすけあい運動事業の実施 
⑨福祉サービス受託事業（町及び県社協） 
 ・ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業の実施 
 ・寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業の実施 
 ・いずみ福祉号（車イス乗降車）の貸出 
 ・総合支援資金等貸付事業の相談、支援 
 

（２）介護サービス事業に関すること 
①介護保険事業 
・居宅介護支援事業の実施 
・訪問介護事業の実施 
・訪問入浴介護事業の実施 

②障害福祉サービス事業 
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・居宅介護事業の実施 
   ・重度訪問介護事業の実施 
   ・行動援護事業の実施 

・移動支援事業の実施 
 

（３）指定管理施設の運営に関すること 
①地域活動支援センター事業 
・利用者の就労支援 
・日常生活訓練の実施 
・運営委員会の開催 

 ・施設の適正管理 
②老人福祉センター事業 
 ・健康教室の開催 
・ふれあい交流事業の実施 
・施設の適正管理 

③心身障害者等デイサービスセンター事業 
 ・日常生活訓練の実施 
 ・外出訓練の実施 
・運営委員会の開催 

 
（４）地域包括支援センターの運営に関すること 

①介護予防ケアマネジメント事業 
・介護予防支援計画の作成 

②介護予防事業 
・音楽療法教室の開催 
・介護予防サポーター研修会の開催 
・ヨーガ療法教室の開催 
・認知症サポーター養成研修の開催 
・認知症介護講演会の開催 

③総合的な相談・支援 
・介護、医療、福祉等の相談受付 
・その他高齢者に関する相談、支援 

④包括的・継続的ケアマネジメント支援 
・ケアマネジメント連絡会の開催 
・医療福祉連携会議の開催 
・ケアマネジメント研修会の開催 

⑤権利擁護業務 
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 ・日常生活自立支援事業の相談 
 ・認知症高齢者への支援 
・虐待の相談、対応 
・消費者被害防止事業の実施 
・成年後見制度の紹介 

 
（５）その他福祉事業の推進に関すること 

①日本赤十字社への協力 
・社員、社資募集協力 
・献血事業協力 
・大泉分区事務局として協力 

②赤い羽根共同募金への協力 
・赤い羽根募金募集協力 

   ・歳末たすけあい募金募集協力 
   ・大泉町支会事務局として協力 

③その他目的達成に必要な事業 
 
４ 年間事業計画 

月 社会福祉協議会 町・郡・県等の事業 関連団体等の事業 

４ 

・地区社協長会議 
・理事会 
・紙おむつ支給 
・評議員会 
・ヨーガ療法教室 
・医療福祉連携会議 

・邑楽護国神社例祭 ・郡保護司、更女総会 
・遺族会靖国参拝 

５ 

・理事会、評議員会 
・音楽療法教室 
・手話講習会 
 

・合同金婚式 
・町民献血 

・ボラ協総会 
・母子会総会 
・保護司会、更女会総会 
・療育父母の会総会 
・遺族会総会 
・老人クラブ総会 

６ 

・支援センター、デイ運営

委員会 
・通学補給金の支給 
・日赤法人募金収納 
・障害者ボランティア養成

・町高齢者・身障者スポ

ーツ大会 
・郡福祉関係団体総会 
（ボラ協、老人、療育） 
・老人クラブ輪投げ大会 
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講座 
・音楽療法教室 
・ボランティアリーダー養

成講座 
・日赤健康増進講座 

７ 

・紙おむつ支給 
・介護職員初任者研修 
・音楽療法教室 
・地区社協長会議 
・ヨーガ療法教室 
・認知症介護講演会 

・社会を明るくする運動  

８ 

・地域活動支援センター、

デイサービス納涼祭 
・保育ボランティア講座 
・介護体験教室（保専共催） 

・県戦没者追悼式 ・遺族会英霊塔清掃 
 
 

９ 

・福祉体験サポーター養成

講座 
・小中学生作文・ポスター

コンクール 
・音楽療法教室 
・認知症サポーター養成研

修 
・日赤防災講座 
・ヨーガ療法教室 

・敬老訪問 
・福祉パレード 

・母子家庭等ふれあい交流 
  事業 
・老人クラブグランドゴル

フ大会 
・郡老人クラブ輪投げ大会 

10 

・共同募金の街頭募金、法

人募金収納 
・支援センター、デイ運営

委員会 
・紙おむつ支給 
・音楽療法教室 
・介護予防サポーター養成

研修 
・認知症サポーター養成研 

修（小学生対象） 
・高齢者虐待防止対応マニ

ュアル研修会 

・老人福祉県民大会 
・県護国神社例大祭 
・母子、寡婦福祉県民大 
 会 

・郡老人クラブグランドゴ

ルフ大会 
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・男性のためのボランティ

ア講座 
・医療福祉連携会議 

11 

・社会福祉大会 
 （保健福祉まつり） 
・音楽療法教室 
・親子体験スクール 
・小中学生ふくし作文・ポ

スターコンクール入賞

作品集の発行 
・介護予防サポータースキ

ルアップ研修会 
・認知症サポーター養成研 
 修（小学生対象） 

・県社会福祉大会 
・町民献血 

 

12 

・歳末たすけあい運動 
・理事会、評議員会 
・ひとり暮らし老人おせち 
  料理サービス 

  

１ 
・福祉団体合同新年会 
・紙おむつ支給 

  

２ 

・ケアマネジメント研修会 
・介護予防サポータースキ

ルアップ研修会 
・音楽療法教室 

 ・老人クラブ芸能大会 
・郡老人クラブ芸能大会 
 

３ 

・戦没者追悼式 
・母子 父子家庭のつどい 
・理事会、評議員会 
・音楽療法教室 

 ・郡ボラのつどい 
・ボラ協ひとり暮らし高齢 
 者ふれあいのつどい 
 

年

間 

・広報紙の発行（毎月１回） 
・ひとり暮らし高齢者等給

食サービス事業 
・地域活動支援センターの 

運営 
・心身障害者等デイサービ 

スセンターの運営 
・老人福祉センターの運営 

 ・ボラ協給食サービス（月 
  ２回） 
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・エコキャップ収集運動 
・地区座談会 
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