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Ⅰ 基本方針 

本会は、社会福祉法第１０９条に規定する「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」、「社会福祉を目的

とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調査及び助成」などを行うことによ

り地域福祉の推進を図る団体であることから、地域福祉を推進する中核的な団体と

して、「共に生き、共に支え合う福祉のまちづくり」をめざしています。 

また、本年度も厳しい財政状況の中、効率的な事業運営に努めるとともに、昨年

度策定した第３次足利市地域福祉活動計画（平成２９年度から平成３３年度）の実

践１年目にあたり、市及び２２地区社会福祉協議会、関係する機関・団体との協働

により、地域福祉の基本目標である「地域住民等による支え合い」のさらなる強化

に向けて、事業に取り組みます。 

 

Ⅱ 事業実施計画 

 １ 地域福祉活動計画の具現化の取り組み 

    第３次足利市地域福祉活動計画（平成２９年度から平成３３年度）実施       

の実践１年目にあたり、市民や関係団体等の協力を得ながら、より多くの市民

の参加を促すことで、足利市の地域福祉活動がさらに活発になることを目指し

ます。 

     また、足利市の地域福祉課題を把握したうえで、その対処策として様々       

な事業を提案するとともに、各関係機関・団体間の連携やネットワーク化を    

促進します。 

     

（１） 基本目標１：「皆が参加し支え合う福祉の風土をつくる」 

① 福祉教育の充実   

       福祉への理解は、子どものころからの学習や体験が必要であることから、

学校や当事者団体等との十分な連携を図り、福祉教育や体験学習の充実に

努めます。 

・福祉に関する標語コンクール 

・福祉教育、体験学習への支援 

   （車いす体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験、手話・点字教室等） 

② 住民に対する福祉への理解の促進 

      地域住民に対し福祉研修会や懇談会を開催することで、福祉への理解を

促進します。また、出前福祉講座のメニューを増やす等、内容の充実に努

めます。 

・福祉研修会、懇談会の開催 

・出前福祉講座の実施 
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③ 障がい児者との交流の促進 

地域住民の障がい児者やその家族に対する理解の促進を図ります。また、

ノーマライゼーション社会の実現に向け、障がい児者と地域住民との交流

を促進します。 

・障がい児者とのレクリエーション及び軽スポーツ交流会の開催 

（２地区での開催） 

・障がい児者ふれあいサロンの開催 

（新規開催地区を開拓、２８年度実施地区の継続支援） 

・地域における障がい者理解のための研修会等の実施《新規事業》 

・ニュースポーツ器具の貸出        

（２） 基本目標２：「住民の身近なところで様々な地域福祉活動を推進する」 

① 見守り活動の充実 

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の方が元気で安心して生活できる      

よう、地区社会福祉協議会が行っている声かけ、訪問等での見守り活動の

充実に努めます。また、その担い手となる福祉協力員の設置に努めます。 

・「見守り活動の手引き」の活用 

・高齢者等の救急時安心事業 

（安心キットの配布、安心カードの内容確認の呼びかけ） 

      ・ふれあい・いきいきサロンの継続と普及 

・給食サービス及び会食会従事者対象の食中毒予防研修会の開催 

・福祉研修会の開催 

・福祉協力員設置の推進 

・福祉協力員養成講座及びスキルアップ研修の開催 

② 健康づくり・介護（予防）事業の推進 

すべての高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよ

う、介護予防講座等の健康づくりや介護（予防）事業の充実に努めます。 

・健康づくり、介護予防事業の企画実施 

・リフト付き福祉車両の貸出 

・特殊寝台及び車いすの貸出 

③ 子育て支援の充実 

      育児中の母親等が、身近に相談できる相手もなく子育てに悩み、疲れて

虐待へつながってしまうこともあります。そのため、地域で子育てを支援

していく体制づくりと継続的な支援に努めます。 

・ふれあい子育てサロンのＰＲ及び支援 
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④ 小地域福祉活動の充実 

地域の様々な課題に対応する福祉活動に地域住民が進んで参加できる

よう、地区社会福祉協議会と連携を図りながら、自治会を単位とした小地

域福祉活動の充実に努めます。 

・支部設置の推進 

・支部活動等の事例紹介 

・社協だより、ホームページによる地区社会福祉協議会活動の紹介 

・地区社会福祉協議会長連絡協議会への支援及び情報提供 

・地域福祉活動者懇談会の開催          

（３） 基本目標３：「福祉活動の担い手を支援する」 

① ボランティアの人材育成及び推進 

多くの市民の参加を促すため、ボランティア活動に関する講座等を充実

するなど、ボランティア活動者の人材育成を行いボランティア活動の推進

に努めます。 

・小・中学生、高校生を対象としたボランティアスクール等の実施 

・ボランティア活動者のスキルアップ研修の開催 

② ボランティア・ＮＰＯに対する支援 

ボランティアやＮＰＯの自立した活動を支えるため「市民活動助成金交

付要領」に基づく支援のほか、他機関等が実施する助成金情報の提供とと

もに、ボランティア活動等を継続するための相談体制の充実・強化を図り

ます。 

・市民活動助成事業の実施 

・ボランティア活動のための助成金等の情報提供 

・ボランティア活動に関する情報提供体制の充実と相談機能の強化 

③ 各種団体が取り組む福祉活動の支援 

地域福祉活動を行う企業、ＰＴＡ、当事者団体、サークル等の各種団体

に対し、福祉活動に関する講座の情報提供を行うとともに、各種団体が実

施する研修会等の支援を行います。 

・出前福祉講座の実施       
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（４） 基本目標４：「安心して暮らせる地域づくりを進める」 

 ① 災害ボランティアの育成と支援 

災害発生時に、いち早く災害ボランティアセンターを開設し、ボランテ

ィア活動が出来る体制づくりに努めます。また、災害時の身近な地域での

活動を支援するため、災害ボランティアの育成に努めます。 

・社協職員を対象とした災害ボランティア講座の開催 

・市民を対象とした災害ボランティア講座の開催 

・災害ボランティアセンター開設、設置にかかわる関係機関・団体等と 

 の情報交換会の実施 

・被災地の災害ボランティアセンター運営支援のための職員の派遣 

② 日常生活自立支援事業の活用促進及び成年後見制度の普及啓発  

判断能力が十分でない方に対して、書類の管理や日常生活の金銭管理な

どの支援を行うとともに、活用の促進を図ります。 

また、判断能力の低下により、成年後見制度利用を必要とする高齢者、  

障がい者の増加が予想されることから、成年後見制度の普及啓発に努めま

す。 

・日常生活自立支援事業の普及啓発及び生活支援員研修会等の開催 

・成年後見制度の理解と普及のためのリーフレットの配布や研修会の開催 

・法人後見事業の試行的実施 

③ 生活困窮者自立支援制度の取り組み 

足利市、足利公共職業安定所（ハローワーク足利）など関係機関と連携

を図りながら、生活に困っている方への貸付け等の支援に努めるとともに、

生活に困っている世帯の生徒に対し、学習の場を提供します。 

・生活福祉資金等の相談及び貸付 

・貸付事業にかかわる関係機関との連携 

・足利市子どもの学習支援等事業「学習チャレンジ教室」の実施  

④ だれもが安心して集える地域での居場所づくり 

      地域の様々な困難を抱えた人たち一人ひとりが、自分らしい生活を営め

るよう安心して集える居場所づくりに努めます。 

    ・ふれあい・いきいきサロンの支援 

・「足利流こども食堂」モデル事業の支援《新規事業》    
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（５） 基本目標５：「いつでも相談ができ適切な情報が得られる仕組みづくりを 

         進める」 

①  社協だよりやホームページによる情報の発信 

社協だよりやホームページを活用し、市社会福祉協議会の実施する出

前福祉講 座や事業のほか、地区社会福祉協議会で行っている地域での

活動を紹介するとともに、福祉サービス等に関する情報の充実を図りま

す。 

・社協だよりやホームページを活用した相談窓口情報の提供 

・地区社会福祉協議会の活動内容についての情報提供 

・出前福祉講座の内容についての情報提供 

②  相談窓口の情報提供 

社協だよりやホームページを活用し、福祉に関する相談窓口の情報発

信に努めます。 

    ・心配ごと相談、弁護士相談の開催 

   

２ 手話通訳者等及び要約筆記者等の派遣事業 

     聴覚障がい者のための意志疎通支援事業を実施し、福祉サービス利用者の支

援に努めます。 

・手話通訳者等及び要約筆記者等の派遣及び斡旋 

 

３ 在宅生活における総合相談窓口の実施 

   高齢者や介護を必要とする方のお困りごとや、お悩みごとを一緒に解決して

いくお手伝いをさせていただき、保健福祉サービスの相談や手続きを代わって

行います。 

・足利市社協在宅介護支援センター 

 

４ 介護保険事業等の実施 

介護保険事業として、居宅介護支援事業及び訪問介護事業を実施するととも

に、介護予防として、介護予防支援事業及び介護予防訪問介護事業を継続して

実施します。 

・居宅介護支援事業（ケアプランセンターすまいる） 

・訪問介護事業（ホームヘルプサービスおとずれ） 

・介護予防支援事業（ケアプランセンターすまいる） 

・介護予防訪問介護事業（ホームヘルプサービスおとずれ） 
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５ 障害福祉サービス等の実施 

    障害福祉サービスについて、「ホームヘルプサービスおとずれ」で実施する

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童に対する居宅介護サービ

ス、同行援護サービス及び足利市地域生活支援事業における移動支援事業を実

施します。 

 

６ 障害児通所支援事業の運営 

（１）指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業 （なかよし） 

障害福祉サービスの利用を希望する障がい児（乳幼児）やその保護者か

らの依頼を受け「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（計画相談支援）を実施するほか、障がい児やその

保護者等からの様々な相談を受け支援を行います。 

 

（２）足利市こども発達支援センター （ぽけっとクラブ） 

発達障がい等のある乳幼児を対象に、機能訓練、日常生活における基本的

な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。また、

療育相談を実施し、早期療育に努めます。 

 

７ 福祉施設等の経営 

    泗水学園、さわらごハイム足利、八幡こども館、にしこども館の４施設につ

いては、引き続き指定管理者としての経営にあたるとともに、適正な管理運営

に努めます。 

また、わかば保育園、しんまち保育園等の設置経営施設についても、適正な

福祉サービスの提供や管理運営に努めます。 

 （１）児童養護施設 泗水学園（定員５０人） 

     保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児

童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の

自立のための援助を行うことを目的とします。 

保育士や児童指導員が児童と接触を深めながら、規則正しい生活によって

児童の心身の健全な発達を促進し、人間性豊かな健康で明るい人となるよう、

集団的、個別的指導に努めています。特に、虐待を経験した児童に対しては

児童相談所等との連携を図り、心理的ケアを実施します。さらに、退所した

児童に対しては社会的自立を支援するためにアフターケアの強化に引き続

き努めます。 

また、足利市からの委託を受けて放課後児童健全育成事業（ながとろ児童

クラブ）、子育てサロン、ショートステイ事業を継続実施します。 
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 （２）母子生活支援施設 さわらごハイム足利（定員２０世帯） 

     入所の母子の保護及び自立のための生活援助や児童の健全育成のため、 

    生活相談、子育て支援、学習指導等の支援に努めます。 

     また、福祉事務所や児童相談所等関係機関と連携し、広域入所、緊急 

    一時保護にも対応します。 

 

 （３）八幡こども館・にしこども館 

     遊びを通して、集団的・個別的に指導しながら健康を増進し、情操を豊 

かにする等、児童の健全育成に努めます。 

  

両こども館とも、地域における児童館として、一般利用対象事業や放課 

後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）、子育て支援事業（就園前の親子

が利用できるぴよぴよクラブ、ふれあいひろば）の実施、地域組織活動の支

援に努めます。 

 

 （４）わかば保育園・しんまち保育園 

   ア わかば保育園（定員１２０人） 

広々とした園庭と、恵まれた環境の中でのびのびと活動し「おもいやり

とたくましさ」が育つよう、ひとりひとりを大切にした保育に努めます。 

   イ しんまち保育園（定員９０人） 

豊かな感性と創造力を大切にしながら「つよいからだとやさしい心」 

     が育つようきめ細やかな保育に努めます。 

 

両保育園とも乳児保育、一時預かり事業、延長保育事業、すこやか保育（障   

がい児）事業、地域活動事業を実施しています。更に子育て支援や園      

庭解放を行い、地域に開かれた保育園として努めます。 

 

 （５）足利市視覚障害者福祉ホーム 

     視覚障がい者のための生活相談や技術指導等による自立支援を行うと    

ともに、利用者同士の交流や社会参加の支援等に努めます。また、ボラン 

ティアとの交流の場や点訳ボランティアの活動拠点として便宜を図ります。 

 

 （６）足利市総合福祉センター 

     本会の本部を置くとともに、市や関係機関等と連携し、地域福祉の推進 

    を目的とする福祉の拠点施設として、地域福祉活動、ボランティア、福祉 

    相談事業、日常生活自立支援事業、介護保険事業等を実施します。また、 

    福祉関係団体やボランティアグループ等への施設利用の便宜を図ります。 
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８ その他 

（１）栃木県共同募金会足利市支会事務局 

     ・赤い羽根共同募金運動（１０月～１２月） 

     ・赤い羽根期間拡大募金（１月～３月） 

・歳末たすけあい募金運動（１１月～１２月） 

     ・災害見舞金（弔慰金）の対応 

     ・各地災害時の義援金の対応 

（２）日本赤十字社栃木県支部足利市地区事務局 

      ・日赤活動資金募集（５月） 

      ・災害救援物資の対応（毛布・布団・緊急セット） 

      ・災害弔慰金の対応 

      ・各地災害時の義援金、救援金の対応 


