平成２９年度七宗町社会協議会活動計画
基本目標：
（重点目標）
（基本的手法）

町民の一人ひとりが自立し、みんなで築く 安心して暮らせる福祉のまち 「七宗」をめざします
「気づき つながる 支えあいの社協づくり」を基本理念とし各事業を推進しつつ、地域住民や
各関係機関を含めた福祉のつながりを強固なものとすることで、より良い地域福祉の実現を目指す。
「ほう・れん・そう」の徹底と、部署間での情報共有を行う。
事業内容

基本計画
基本課題
①小地域福祉活動の推進
Ⅰ、住民が互い
１，福祉懇談会の開催
に助けあうまちづ
くりの推進

要望に応じて開催 広報にて事業啓発
４８名
福祉委員活動 活動内容 安否確認、敬老会事業への支援
地域福祉関係講演会
２，小地域ネットワーク活動の推進 関係機関との連携
民生委員・福祉委員情報交換会の開催
新規１地区に向けて推進
ふれあいいきいきサロ
大穴、奥田、下中切、本郷
ン
サロンの開催支援
３，ふれあいサロン地域茶話会
町内全地区にて開催
４，地区福祉委員会の設置
民生委員・福祉委員情報交換会を地区福祉委員会として実施
安心・安全の取組
各地区見守り対象者の安否確認
５，福祉委員活動の強化
地域福祉力の増進
講演会、研修等参加啓発
専門性の強化
認知症サポーター研修の受講
②関係機関・団体との連携強化
１，民生委員・児童委員との連携 民生委員協議会出席 敬老会、ふくしまつり等イベントにて協力
２，各関係機関・団体との連携強化 民生委員・福祉委員等連絡会議
①福祉ニーズの把握
Ⅱ、住民が安心し

て暮らせる福祉
サービスの充実

１，福祉ニーズ把握活動の推進
２，住民主体による福祉ニーズ把
握活動の推進
３，ふれあい訪問活動
②在宅福祉サービスの充実

安否確認ノートの提出、研修会の実施

地域福祉懇談会を要望に応じて開催
７５歳以上独居高齢者・８０歳以上高齢者のみ世帯対象

１，ホームヘルプサービスの拡充

ホームヘルプ事業：身体障がい者等対応
ホームヘルプ事業：介護保険認定者対応
ホームヘルプ事業：日常生活支援総合事業要支援者等対応

２，ガイドヘルプサービスの実施

同行援護として実施

３，デイサービスの拡充

デイサービス事業：身体障がい者対応
デイサービス事業：介護保険認定者対応
デイサービス事業：日常生活支援総合事業要支援者等対応

４，訪問入浴サービスの推進

事業廃止

５，居宅介護支援サービスの充実

居宅介護支援事業

６，ふれあい型配食サービスの推
進
７，生活支援型配食サービスの推
進
８，福祉機器の貸し出しサービスの
推進
９，移送サービスの推進
③サービスの質の向上
１，職員の研修等の推進
２，サービス利用者の満足度調査
の実施
３，サービス評価委員会の設置
Ⅲ、高齢者や障 ①当事者の組織化推進と活動の支援
１，敬老会の開催の支援
がい者の自立支

援・生きがいづく
りの推進

福祉委員との連携

２，介護者の集いの開催

介護保険認定者のケアプラン作成

毎月第２・４水曜日
対象：７５歳以上独居、８０歳以上高齢者世帯
特別食に対応（町からの委託事業）
月曜日～金曜日の昼食
介護用ベッド・車椅子・エアーマット、杖
安心電話紹介事業
移送サービス（町からの委託事業）
各事業所合同の職員研修を実施
各事業所で実施
設置に向け検討
敬老会

７７歳以上の方を対象として実施

介護者の集い

日頃の介護から解放され、リフレッシュしていただく目
的で外出・会食する機会をつくる
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りの推進
３，独居老人の慰安会の開催

（共同募金配分事業）
町内在住の７５歳以上のひとり暮らしの方へ日帰り旅
独居老人慰安会
行を実施

４，身体障がい者福祉協会の活動
身体障がい者福祉協会の事務局・活動助成
支援
５，（知的）障がい児・者とその家族
障がい（児）者親の会への活動支援
の会の組織化推進
６，親子教室保護者会活動への推
七宗町親子教室指導事業
進
７，精神障がい者とその家族の会
関係機関との連携 情報提供の実施
の組織化推進
８，母子寡婦福祉会の活動支援

母子寡婦福祉会の活動支援

９，遺族会への支援

戦没者遺族会に助成
戦没者追悼式の開催

②介護予防等の推進
１，ふれあいサロン地域茶話会

再掲

〈 ２，さんさんサロン事業の推進
さんさんサロン 地域福祉の拠点づくりの一環として開催
高
齢
者 ３，ふれあいいきいきサロンの推進 ふれあいいきいきサロン（再掲）
福
祉
〉 ４，高齢者、障がい児・者等との文
敬老会等でのボランティア活動、ふくしまつり等イベントでの交流
化・学習・スポーツ等交流の促進
１，生活福祉資金貸付事業の推進 生活福祉資金貸付（県からの委託事業）
２，生活困窮者及び被災者救済事
被災者の救済
業の実施
独居高齢者宅へおせち料理配布事業
８０歳以上独居高齢者
１，６００円程度／１名
３，歳末助け合い援護事業の実施 寝たきりの方への介護用品配布事業
寝たきり・認知症（重度）の方へ必要な介護用品を配布する
８０００円程度／１名
クリスマス会開催

〈
そ
の
他
〉
４，共同募金配分事業の実施

母子・父子家庭日帰り旅行事業
介護者教室
独居老人慰安会（再掲）
ふれあいサロン地域茶話会（再掲）
福祉委員活動事業（再掲）
ふくしまつりの開催
母子・父子家庭激励事業
【新規】七宗町子育て支援環境整備事業
【新規】災害時避難誘導用備品購入事業

５，福祉バス運行事業

週４日、２路線を運行

③障がい者自立支援等の推進

〈
障
が
い
者
福
祉
〉

１，通所小規模授産施設設置の推
各関係機関との情報交換、設置にむけた情報収集
進
２，障がい者ふれあい事業の推進 身体障がい者ふれあい事業

身体障がい者手帳４級以上所持者対象
に日帰り旅行を計画

３，高齢者、障がい児・者等との文
敬老会等でのボランティア活動、ふくしまつり等イベントでの交流
化・学習・スポーツ等交流の促進
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④子育て支援の推進
１，親子教室事業の推進
２，母子・父子家庭の激励事業

七宗町親子教室事業（町からの委託事業）
中学卒業時に図書カードを配布（再掲）

３，関係機関・団体等との連携強化 各関係機関との情報交換
４，母子父子家庭日帰り旅行事業
⑤安心・安全のまちづくり推進
１，住宅改造・改修相談の実施

共同募金事業として実施（再掲）

介護保険対象者住宅改修
災害時の救護活動
２，災害時の小地域協力体制の確
災害ボランティア研修
立
災害時ボランティアセンター立ち上げ訓練
ふれあい訪問（再掲）
３，認知症高齢者見守り体制の確
福祉委員活動事業（再掲）
立
要援護者を対象に緊急情報キットを配布
Ⅳ、誰もが安心し ①暮らしの総合相談活動の推進
１，総合相談窓口の設置
事務局にて常時設置
てサービスを利用
心配ごと相談（年間１２回）
できる仕組みづく
２，心配事相談・無料法律相談
無料法律相談（年間６回）
りの推進
３，生活困窮者自立支援事業の推
県社会福祉協議会と連携、事業の広報
進
４，その他の相談活動
結婚相談事業フレンドリーパーティー
②サービス苦情処理、日常生活自立支援事業の推進
１，サービス評価委員会の設置（再
掲）
２，お客様相談窓口と苦情解決責
任者の設置

常時設置

利用者への支援
関係機関に啓発パンフレット配布・設置
３，日常生活自立支援事業の推進 「みんなのふくし」にて広報
職員の研修
関係機関・団体との連携強化
①福祉教育の推進
Ⅴ、住民の参加
１，福祉懇談会の開催（再掲）
による福祉のまち
２，福祉教室・ボランティア教室の
づくりの推進
出張福祉ボランティア体験教室（車椅子・高齢者疑似体験教室）
開催
１日ボランティア体験
３，ボランティア体験事業の実施
生活支援ボランティア養成講座
４，ふるさとまつり等でのＰＲ活動の
社協活動や福祉啓発等を目的としたＰＲ活動の継続
推進
５，福祉協力校指定事業の推進
６，福祉協力校の連絡会の設置
７，ワークキャンプの実施
８，ふくしまつりの開催
②ボランティア活動の推進

１，ボランティアセンターの設置

２，ボランティア教室の開催
３，目的別ボランティアの養成
４，ジュニアボランティアの養成
５，シルバーボランティアの養成
６，ボランティアリーダー・アドバイ
ザーの養成

福祉協力校（助成）指定（中学校２校、小学校２校）
各関係機関と検討
ナーシング川辺（対象中学生）
住民の福祉意識を高める事を目的に開催
災害時ボランティアセンター立ち上げ訓練（再掲）
ボランティア活動保険加入助成
ボランティア登録の斡旋
ボランティア広場（広報誌）発行
要支援者福祉マップデータベース化の更新
生活支援ボランティア養成講座（再掲）
ボランティア団体助成金の交付
ジュニアボランティア育成
シルバーボランティアの登録
ボランティアリーダー研修

７，ボランティア連絡会の設置

ボランティア連絡協議会

８，ボランティア活動拠点の確保

ボランティアルームの整備

９，災害ボランティアの育成

災害ボランティア研修（再掲）
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１0，赤十字活動への協力
③ＮＰＯ等への支援と協働
１，ＮＰＯ、住民参加型団体等との
連携

社資の募集
災害時の救護活動
赤十字奉仕団への活動援助
ふくしまつりにて該当する各団体と連携

２，ＮＰＯ法人設置・運営への支援 各関係機関と検討
④情報提供の充実
１，広報誌の充実
２，各種「たより」の発行

Ⅵ、町社会福祉

３，ホームページの開設
４，福祉情報コーナーの開設
①地域福祉推進基盤の強化

みんなのふくし発行
「ボランティアの広場」（再掲）
みんなのふくしのカラー発行
七宗町社会福祉協議会ホームページの運営
事務局前にて常時開設

運営資金の積み立て
社会福祉充実財産の算出
共同募金事業の推進
１，計画的経営の推進
各戸募金、町内イベントでの街頭募金活動、町内施設等への募金箱設
置
自主財源の確保（一般・特別・賛助会費の募集及び収納）
２，会員・会費の拡大と会員意識の
会員意識の向上の為、広報にて情報発信を行う
向上
３，情報公開の推進
４，広域的連携の推進

５，地域福祉センターの管理

ホームページを活用した情報発信
各部会ごとの協連絡会への参加
おいでよ！サンホーム事業
サンホーム七宗花壇整備事業
ふくしまつりの開催（再掲）
月１イベント
福祉委員講演会（再掲）
救命救急法講習
音楽療法
ます釣り大会
敬老会（再掲）
福祉委員研修会（再掲）
ふくしまつり（再掲）
クリスマス会(再掲)
防災研修会
お菓子作り講座

②社協組織体制の強化
１，組織体制の再編成

制度改革による体制の再編成の実施

２，担当理事制の導入

理事会部会

３，役員、評議員研修の強化

役員研修、岐阜県福祉大会への参加

４，職員の専門性の強化
５，人事交流の推進
６，事業評価制度・人事考課制度
等導入の検討
③財源の確保
１，公益事業財源としての在宅サー
ビス事業収入の確保
２，会費・寄附金の拡大
３，町委託事業の推進
４，共同募金の推進（再掲）
④計画の推進体制
１，計画の広報

研修会への参加・職場内研修の実施
各市町村社協と検討
検討

収益事業として特別会計を設け実施
社協会費募集及び収納（再掲）
寄附金受付及び収納
区長会での協力依頼
町とも連携し、委託事業を実施

広報誌を媒体とした広報活動 ホームページの有効活用
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