平成 30 年度事業計画書

社会福祉法人可児市社会福祉協議会
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■

基本方針

社会福祉協議会（以下「社協」という。）は、社会福祉法において、社会福祉を目的とする
事業の企画及び実施、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助及び社会福祉を目
的とする事業に関する調査、普及、宣伝などを通じて、地域福祉の推進を図ることを目的とす
る団体とされています。
この中で社協には、二つの役割が期待されています。一つは、行政機関や市民、事業者と協
働し、市民が地域で支え合うまちづくりを進めることであり、一つは、公的サービスや民間事
業者において対応が困難な生活課題に対する支援体制を充実させることです。
可児市社会福祉協議会（以下「市社協」という。
）は、可児市が策定した「第２期可児市地
域福祉計画」と市社協が策定した「第２期可児市地域福祉活動計画」に基づき、市民やボラン
ティア団体、関係機関などと連携し、かつ、社協の民間団体としての即応性、柔軟性を十分に
活かし、地域に密着した福祉サービスを提供することで、誰もが住み慣れた地域で安心して住
み続けることができる可児市の実現を目指します。

第２期可児市地域福祉活動計画

◆めざすイメージ
“輪をつなぎ みんなで笑顔

つくる可児”

◆基本目標
１ 地域の組織と活動の活性化
２ 福祉教育とボランティア活動の推進
３ 福祉サービスの利用促進
４ 安全、安心な地域づくりの推進
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平成 30 年度重点事業
１．権利擁護体制の充実・生活支援
判断能力が十分でない高齢者等に対する日常生活上の相談支援、生活困窮者の自立のた
めの相談支援など、高齢者・生活困窮者に対する支援を適切に行います。
また、法人後見事業に加え、平成 29 年 10 月に開始した親族等の支援が受けられない高
齢者等に対する入退院時の支援、死後事務などを総合的に支援する「ずーっとあんき支援
事業」に対し、適正な人員配置のもと事業の推進拡充を図ります。

２．障がい者の総合相談支援
障がい者が自立した日常生活を営むことができるよう、相談支援の拠点として総合的に
相談業務を担うための「可児市障がい者基幹相談支援センター」業務を市から新規に受託
し、同センターが障がい者の相談支援の中核としての役割を担えるよう適切に運営します。
また、
「ふれあいの里 可児」においては、障がい者が自立した社会生活を営むことができ
るよう就労の機会を提供するとともに、重度障がい者に対する入浴・食事・排泄等の介護
サービスや機能訓練などによる在宅生活を支援します。

３．地域福祉活動の推進
平成 30 年度に計画期間が終了する、地域福祉推進の中核をなす地域福祉活動計画につ
いて、市民福祉ニーズの変化を的確に反映させ、次期５年間を計画期間とした「第３期可
児市地域福祉活動計画」を策定します。
また、市内 14 地区社会福祉協議会が、福祉課題、ニーズを地域住民と共有して解決する
仕組みを構築する協議の場である地域福祉懇話会を継続して開催することにより、地域の
福祉課題、ニーズを解決、対応できるよう支援します。また、各地区センターにおいて地域
福祉活動がより円滑に推進でき、地区社協が他団体とも連携・協働しやすくなるよう支援
します。

４．介護保険事業の経営改善
介護予防・日常生活支援総合事業など、介護保険制度の改革に適切に対応するための人
員を適正に配置し、収益性を考慮した事業運営体制への転換を図ると同時に、引き続き利
用者の増加と経費の節減等に努め、介護保険事業の経営の改善を進めます。
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Ⅰ 法人運営事業拠点
１．法人運営事業
（１） 一般管理業務
① 会費の募集と財源の確保
地域住民や民間企業等の社会福祉活動への参画を進めるとともに、地域福祉推進のため
の自主財源の確保に努めます。特に、職員自らが関係者へ協力依頼を行う等により、拡大
推進に努めます。
平成 30 年度目標額
内

訳

年間１口（円）

一般会費

500

22,280

11,140,000

法人会費

10,000

140

1,400,000

22,420

12,540,000

合

件

数（件）

計

金

額（円）

② 理事会・評議員会の開催
理事会は、市社協の執行機関として、また、評議員会は議決機関として事業計画・予算、
事業報告・決算、定款の変更など重要事項についての審議を行うために年 4 回程度開催し
ます。

（２） 広報
① 社協だよりの発行・・・財源：会費 2,021 千円
社協だより「こころん」を年 6 回発行し、市広報に折り込み配布することにより、社
会福祉の啓発に努めます。
主な内容は次のとおりです。
ア) 市社協の事業活動に関する紹介
平成 30 年度事業計画・予算、平成 29 年度事業報告・決算報告、社会福祉大会、そ
の他の市社協事業（ふれあいの里、福寿苑等含む）、会員募集、共同募金事業

など

イ) 地域福祉の推進及び支え合い活動に関する紹介
地区社協活動、サロン活動、ボランティア活動など
② 着ぐるみ「こころん」の活用
社協活動に親しみや関心を得られるよう、市社協マスコットキャラクター「こころん」
のイラスト・着ぐるみを活用した広報活動を積極的に展開します。
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③ 社会福祉大会、社協セミナーの開催・・・財源：会費 485 千円
９月１日（土）
（予定）に可児市社会福祉大会を開催し、地域福祉の推進に貢献された
個人や団体、企業を表彰のうえ、その功績を称えます。
また、社会福祉大会にあわせて社協セミナー（講演会）を開催し、地域福祉、障がい者
福祉、高齢者福祉、児童福祉など、社会福祉に関する啓発に努めます。
④ 各種イベントへの参加・・・財源：会費 30 千円
健康フェア、各地区センター主催行事等に参加することにより、市社協が行う地域福祉
等への取り組みを紹介し、市民に広く社会福祉事業への理解を求めます。
⑤ ホームページ・フェイスブックの活用
市社協ホームページ及びフェイスブックに社協事業に関する最新の情報を掲載し提供
することで、市民の福祉活動のサポートを行うとともに、社協事業への参加や福祉サー
ビスの利用促進を図ります。

（３）福祉推進
① 第３期可児市地域福祉活動計画の策定・・・会費 2,217 千円
平成 30 年度に計画期間が終了する、地域福祉推進の中核をなす地域福祉活動計画に
ついて、市民福祉ニーズの変化を的確に反映させ、次期５年間を計画期間とした「第３
期可児市地域福祉活動計画」を策定します。
② ボランティア活動の支援
ア) ボランティアセンターの運営・・・財源：会費 70 千円
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、ボランティア活動の促進
を図るため、ボランティアの登録、ボランティア活動に関する情報発信及び宣伝・啓
発等を行います。また、可児市ボランティア連絡協議会の活動を支援します。
イ) 地域支え愛ポイント制度事業の運営・・・財源：市受託金 2,596 千円
地域支え愛ポイント制度における管理機関として事業を推進し、市とともに、ボ
ランティアの更なる拡充を目指します。
ウ) ボランティア講座の開催・・・財源：会費 130 千円
ボランティアに関する知識や技術を習得するための講座を開催することで、ボラン
ティア活動に関心のある人や、資質向上を目指す活動者を支援します。
③ 福祉教育の推進
ア) 福祉協力校・園の指定及び福祉学習の支援・・・財源：共同募金配分金 1,210 千円
子どもの頃から福祉の心が育まれるよう、市内すべての学校（園）の指定を目指し、
福祉教育の推進を図ります。また、福祉学習に関する用具の貸出し、職員の派遣及び助
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成金の交付を行います。
イ) 福祉協力校・園連絡会の開催・・・財源：会費 15 千円
福祉協力校・園の関係者に対し、福祉の学習に関する情報の提供と情報交換を行い、
福祉教育がより充実したものとなるように支援します。
ウ) 福祉に関する学習への支援・・・財源：会費 60 千円
地域、企業、団体等が行う福祉学習に対して、講師の紹介及び出前講座を行います。
また、福祉学習に関する用具を貸し出しします。
エ) 福祉ドキドキ・わくわく体験・・・財源：会費 173 千円
夏休み期間中に、小学校高学年の児童を対象に連続福祉講座を開催し、自分とは違
う立場で生活している人たちの気持ちを理解し、人を思いやる温かい心を育てます。
④ 地区社協活動の支援
ア) 地区社協活動助成金の交付・・・財源：会費 3,672 千円
地域福祉の向上を図るため、各地区においてその実情に応じて効果的な活動ができ
るよう、交付金を交付し支援します。
イ) 地区社協代表者会議及び役員研修会の開催・・・財源：会費 23 千円
各地区社協の活動について情報交換を行うことにより、新たな地域福祉活動の展開
が図られるよう支援を行います。また、地区社協がその地区の実情に応じた地域福祉
活動が推進できるよう、先進的な活動等に関する情報を提供します。
ウ) 地域福祉懇話会の開催支援・・・財源：会費 145 千円
地域内の地域組織・団体間で課題や活動の情報共有を行い課題を解決するための、
地域福祉懇話会の開催を支援します。
エ) 「支え合いのある地域づくり」支援
地域包括ケアシステム「K ケアシステム」構築のため、市が中心となって進める地
域毎に設置される会議体の組織化に向けた支援を行い、必要に応じてその一員として
協議体に参画します。
⑤ ふれあい・いきいきサロン活動支援
サロン出張市場・・・財源：会費 10 千円
生活必需品の買い物が困難な状況にある高齢者等の利便を図るために、小売業者が
サロン等へ出張販売を行うための仲介等の支援を行います。
⑥ 福祉用具による生活支援
ア 福祉用具の貸出・・・財源：会費 68 千円
市内で在宅生活を送る介護保険の適用外で、一時的または緊急に福祉用具の利用を必
要とする人に、車イス・歩行器・ポータブルトイレ・シャワーイス・バスアーム・松葉杖
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等を最長一か月間無償で貸し出しします。
イ ＹＹネット（福祉用具のリサイクル）
・・・財源：会費 2 千円
福祉用具が不用になった人と必要になった人の情報を仲介し、多くの人に福祉用具を
有効に使っていただけるようにします。
⑦ 緊急法外援護・・・財源：会費 100 千円
緊急に援護する必要のある行旅病人等に対し、市を通じて一時的な金銭援護を行います。

２．共同募金
（１）災害ボランティア
災害ボランティア活動の支援・・・財源：共同募金配分金 200 千円・会費 100 千円
災害時に被災者支援活動が円滑に行われるよう、日頃から関係機関や団体との情報共
有や連携を図ります。
また、災害時に備え、災害ボランティアセンターの運営に必要な資機材を確保するとと
もに、災害ボランティアコーディネーターや災害ボランティアを要請する講座を開催し、人
材の育成に努めるとともに、災害時に災害ボランティアセンターを協働して運営する「可
児市災害ボランティアサポート」の活動を支援します。

（２） 赤い羽根まちづくり助成
① 地区社協活動助成金の交付・・・財源：共同募金配分金 2,782 千円
地域福祉の向上を図るため、各地区においてその実情に応じて効果的な活動ができる
よう、交付金を交付し支援します。
② 地区社協日常支援活動推進事業助成金の交付
・・・財源:共同募金配分金 1,200 千円・会費 152 千円
地区社協が支え合い活動を始めるにあたり、事務局を設置するなどした場合の助成金の
交付や支援を行います。
③ 福祉のまちづくり助成金の交付・・・財源：共同募金配分金 800 千円
地域住民が自主的に行う地域の交流を目的としたレクリエーションや野外活動などの
活動に対し助成を行います。
④ ふれあい・いきいきサロン普及支援・・・財源：共同募金配分金 820 千円
地域の住民が気軽に集い交流を行う場としてのふれあい・いきいきサロンの立ち上げ及
び 運営を支援するために助成を行います。
⑤ 福祉団体への活動助成・・・財源：共同募金配分金 1,330 千円
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市内全域を対象として福祉活動を行う下記の団体に対して助成金を交付し、活動を支援
します。
◇ 交付対象団体：可児市民生児童委員連絡協議会、可児市ボランティア連絡協議会、
身体障害者福祉協会可児市支部、可児市健友連合会、可児市保育協会、
可児市母子寡婦福祉連合会

（３） 住民福祉活動の支援
① ふれあい・いきいきサロン研修会の開催・・・財源：共同募金配分金 200 千円
既存のサロンや新たに発足するサロンに対し、運営ボランティアを対象とした研修の
機会を設け、サロン間の情報交換や運営に関するアドバイスを行います。
② 子ども・子育て支援施策の推進
様々な事情により孤食を余儀なくされている児童生徒を含む地域の小中学生に、食事
の場を提供するボランティア活動「子ども食堂」に対して、その運営に関する助成やボラ
ンティアの紹介などの支援を行います。

（４） 生活支援
① 生活困窮者に対する生活物品の給付・・・財源：共同募金配分金 58 千円
緊急に援護を要する人に対し、一時的に食料品などを支給します。
② 歳末たすけあい事業の実施・・・財源：共同募金配分金 2,318 千円
民生児童委員の協力のもと、準要保護世帯へ歳末見舞金及び 75 歳以上でひとり暮ら
しの世帯へ歳末見舞品の贈呈を行います。

-7-

Ⅱ 受託事業等拠点
１．北部地域包括支援センター・・・財源：市受託金他 41,551 千円
地域住民（主に高齢者）の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財
産管理、虐待防止などさまざまな課題に対して、総合的なマネジメントと課題解決に向け
た取り組みを行います。
◇ 対象地区：今渡、川合、下恵土、兼山

２．障がい者生活支援事業
（１）障がい者生活支援センター「ハーモニー」の運営・・・財源：市受託金 26,214 千円
(基幹相談支援センターの運営費含む)

① 地域生活支援事業の運営
障がいのある人が、地域において自立した日常生活や社会生活を営むことができるよ
う、地域生活支援の拠点として、関係機関と密接に連携を保ちながら次の事業を実施し
ます。
ア) 障がいに関する相談支援
イ) 社会生活力を高めるための支援、余暇活動支援
ウ) ピアカウンセリング・・・障がい者やその家族が相談員として、障がい者の相談に応
じます。
エ) 意思疎通支援事業・・・聴覚障がい者などが、日常生活において意思疎通を図る必
要があるとき、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

② 障がい支援区分の認定調査
障がいの多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合い
を総合的に表す「障がい支援区分」の認定調査を行います。

（２） 基幹相談支援センターの運営
市社協での障がい者相談等が市の支援サービスに直結できるワンストップステーショ
ンとして、可児市基幹相談支援センターを市福祉支援課に併設し、障がい者等の相談サ
ービス等の利便化を図ります。同センターでは、障がい者等の相談、助言、市内の相談
支援事業者間の連絡調整や関係機関との連携など、相談支援についての可児市の中核的
な役割を担う基幹相談支援事業を実施します。

（３） 福祉リフトカーの貸出・・・財源：市受託金 1,650 千円
車イス利用者の外出を支援するため、「ハーモニー」を窓口にリフトカーを無償で貸し
出しします。
◇ リフトカーの車種と台数：エブリィ１台、ラクティス２台、キャラバン１台
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３．老人福祉センター福寿苑運営事業・・・財源：指定管理料 28,750 千円
高齢者のみなさんの健康の増進・身体の機能回復訓練、教養の向上、レクリエーション
及びクラブ活動などの場として、満足していただけるよう施設の適正な管理・運営を行い、
高齢者が健康で明るい生活をすごせるよう支援します。

４．生活サポートセンター
（１） 生活困窮者自立支援事業・・・財源：市受託金 16,920 千円
生活保護に至る前の段階の生活困窮者（相談者）に対し、福祉関係機関等と連携を図り
自立のための相談支援、住居確保給付金の申請事務、家計管理に関する指導等の支援を行
います。

（２） 心配ごと相談事業・・・財源：市受託金 568 千円
日常生活上のさまざまな心配ごとの相談に応じ、助言などを行います。
◇ 相談日時：毎月第２・４火曜日 午後１時～４時
◇ 会

場：可児市福祉センター

相談室

◇ 相 談 員：司法書士、民生児童委員

（３） 生活福祉資金の貸付事業・・・財源：県社協補助金・受託金 1,347 千円
低所得者世帯、高齢者世帯、障がい者世帯等に、生活意欲の助長・促進を図り、安定し
た生活が送れるよう資金の貸付けを行います。

（４） ず～っとあんき支援事業
① 預託金によるサービス（死後事務委任等）
・・・財源：福祉充実残額・利用料
子どもがいないなど、親族等の支援が受けられない高齢者に対して、事前に預託金を
預かることにより、万が一の際の葬儀や家財処分などのサービスを実施します。また、契
約者に対しては、定期的な見守りや入退院時等のサービス、書類等預かりサービスも希
望に応じて実施します。
② 入退院時支援サービス・・・財源：福祉充実残額・利用料
子どもがいないなど、親族等の支援が受けられない高齢者に対して、入退院時の準備
や付き添い、緊急連絡先の指定等、入退院時に必要なサービスを実施するとともに、日常
的な見守りをします。
③ 法人後見事業・・・財源：市補助金 120 千円
判断能力が不十分もしくは欠けている高齢者や障がいのある人等に対して、成年後見制
度に基づく契約等の法律行為等の支援を行います。なお、権利擁護の体制をより強化し
対象者の拡充を図るため、平成 29 年度からは、後見の受任条件の一つであった「市長申
立て」がない場合でも受任できるよう制度を改定しました。
④ 日常生活自立支援事業・・・財源：県社協受託金 2,633 千円
判断能力が不十分な高齢者や障がいのある人などに対して、福祉サービスの利用や預貯
金の出し入れなどの支援を行います。
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Ⅲ 介護サービス事業拠点
１．居宅介護支援事業・・・財源：介護保険事業収入 24,286 千円
要介護の認定を受けた人が、住み慣れた地域で生活が続けられるよう、居宅サービス計
画（ケアプラン）を作成します。
また、より良いサービスを提供するために、関係機関との調整を図ります。

２．福寿苑デイサービス事業・・・財源：介護保険事業収入 51,743 千円
要支援又は要介護の認定を受けた高齢者に通所介護サービスを提供することにより、
その能力に応じて可能な限り自立した日常生活が過ごせるように支援します。
また、安全・安心な施設運営に努めるとともに、季節感のある行事、日常生活リハビリ
やレクリエーションなどを行い、利用者増を目指します。
介護予防・日常生活支援総合事業など、介護保険制度の改革に適切に対応し、適正な職
員配置、経費節減に努め、経営の改善に努めます。

３．訪問介護事業
（１） 訪問介護・・・財源：介護保険事業収入他 14,320 千円
要支援又は要介護の認定を受けた人が、住みなれた居宅で可能な限り自立した日常生活
を続けられるように、訪問介護サービスを提供します。
研修などにより職員の資質向上を行い、常に質の高いサービスを目指し、利用者の増加
を図ります。

（２） 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・・・財源：総合支援給付費 8,770 千円
障がいのある人が能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことがで
きるよう、適切に障がい福祉サービスを提供します。

（３） 移動支援・・・財源：地域生活支援事業収入 230 千円
屋外での移動が困難な障がいのある人に対し、外出のための支援を行うことにより、
地域において自立した生活や社会参加を促すための障がい福祉サービスを適切に行いま
す。

４．計画相談支援事業・・・財源：障害福祉サービス等事業収入 6,609 千円
障がいのある人が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、
一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

- 10 -

Ⅳ 障がいサービス事業拠点
１．ふれあいの里可児

就労継続支援 B 型
・・・財源：障害福祉サービス等事業収入他 43,649 千円

障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労の
機会を提供するとともに、生産活動などを通じ就労に必要な知識の習得や能力向上のため
の訓練及びその他の支援を行います。
◇ 箱

班:包装用化粧箱の組み立て作業

◇ 組立班:自動車部品の組立作業
◇ 製菓班:クッキーの製造
◇ CD 班：CD・DVD 解体
◇ 施設外作業: リサイクル事業所でビンの分別作業、月２回のエコドーム運営、社協公
用車の洗車
◇ 裁縫作業:雑巾の製作
◇ 自主製品の販売:クッキーや雑巾等の販売
◇ 喫茶「こころんｃａｆｅ」の運営
※これらの作業（就労支援事業）による収益（材料費等経費控除後）は、利用者の作業
実績に応じ、工賃として配分します。

２．ふれあいの里可児

生活介護

（１）支援班・・・財源：障害福祉サービス等事業収入他 28,549 千円
重度障がいのある人に対して、入浴・食事・排泄等の介護サービスや機能訓練・創作活
動などを行いながら、個々の能力を維持し、在宅生活を支援します。
◇ 特殊浴槽による入浴
◇ 理学療法及び音楽療法
◇ 創作活動
◇ レクリエーション

（２）作業班・・・財源：障害福祉サービス等事業収入他 16,041 千円
障がいのある人で作業が可能な人に対して、個々の能力や特性に応じた生産活動・創作
活動など、自立した日常生活をおくるための訓練を行い、社会参加ができるよう支援し
ます。
◇ 作業活動：牛乳パック・アルミ缶の回収、天ぷら油の吸収材「すいとりくん」の製作、
下請作業、クッキーの販売など
◇ 創作活動：壁面飾りの製作、季節飾りの製作、バッジ等自主製品の製作
◇ 音楽療法
◇ レクリエーション：外出活動、おやつ作り、ゲームなど
※これらの作業（就労支援事業）による収益（材料費等経費控除後）は、利用者の
作業実績に応じ、工賃として配分します。
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Ⅴ 関連事業
１．岐阜県共同募金会可児市支会
「じぶんの町を良くするしくみ」をスローガンに、10 月から 12 月にかけて赤い羽根
共同募金運動を実施するとともに、各種団体への呼びかけや啓発活動を行います。

２．日本赤十字社岐阜県支部可児市地区
日本赤十字社の活動のため、５月に会員（協力会員・会員）及び会費の募集をします。
市民の皆さんからいただいた会費を最大限に生かし、赤十字の使命に基づいて、国内の
被災地支援や市民の皆さんのニーズに合わせた地域活動、社会福祉事業等幅広い活動を
展開します。
（協力会員：500円～ 会員：2,000円～）
また、国内外で災害が発生した場合は、義援金や救援金を募集し、日本赤十字社を通し
て被災地を支援します。
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平成 30 年度予算総括表
（単位：千円）
事 業 の名 称
Ⅰ

Ⅱ

収入予算額

法人運営事業拠点

対前年度

3,503

92,564

3,503

１ 法人運営事業

81,646

3,370

81,646

3,370

２ 共同募金事業

10,918

133

10,918

133

120,625

16,756

133,625

29,756

41,551

8,583

41,551

8,583

27,864

7,282

27,864

7,282

３ 老人福祉センター福寿苑運営

28,760

0

28,760

0

４ 生活サポートセンター

22,450

891

35,450

13,891

105,958

△6,547

105,958

△6,547

１ 居宅介護支援事業

24,286

△768

20,932

589

２ 福寿苑デイサービス事業

51,743

△3,641

52,568

△3,562

３ 訪問介護事業

23,320

△2,533

26,042

△7,075

6,609

395

6,416

3,501

88,339

624

88,339

624

１ ふれあいの里可児就労継続B

43,749

440

43,749

440

２ ふれあいの里可児生活介護

44,590

184

44,590

184

407,486

14,336

420,486

27,336

受託事業等拠点
２

障がい者生活支援センター

介護サービス事業拠点

４ 計画相談支援事業
Ⅳ

支出予算額

92,564

１ 地域包括支援センター

Ⅲ

対前年度

障がいサービス事業拠点

合

計

収入構成

収入合計 407,486 千円
県社協・市
からの補助金
12.70％
51,730 千円

障がい者総合支援
事業による収入
21.49％
87,578 千円

介護保険事業
県社協・市からの
による収入
事業受託金等
25.77％
27.72％
105,008 千円
112,970 千円
その他の収入 3.65％ 14,872 千円
市民の皆様などからの会費・寄付金 3.49％ 14,210 千円
市民の皆様からの共同募金配分金 2.68％ 10,918 千円
就労支援事業収入 2.50％ 10,200 千円

支出構成

Ⅰ法人運営事業
拠点区分経費
22.01％
92,564 千円

支出合計 420,486 千円
Ⅱ受託事業等
拠点区分経費
31.78％
133,625 千円

Ⅲ介護サービス事業
拠点区分経費
25.20％
105,958 千円
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Ⅳ障がいサービス
事業拠点区分経費
21.01％
88,339 千円

