令和４年度

事業計画書

社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会

令和４年度事業計画
○社会福祉を取り巻く情勢
人口減少・少子高齢化が進み、地域社会のあり様が変容するなか、社会的孤立や貧困・格差が
ますます広がり、
「8050 問題」や「ダブルケア」等、地域生活課題の複雑化・多様化等の課題が
顕在化しています。
これらの状況に対応するため、国では「地域共生社会の実現」に向けた改正社会福祉法が令和
３年４月より施行され、
「重層的支援体制整備事業」が創設されるなど、地域生活課題の解決に向
けた包括的な支援体制づくりが進められています。
コロナ禍で顕在化・深刻化した社会的孤立や生活困窮等の課題に対して、生活福祉資金の特例
貸付等により多様な相談・生活支援を行いました。改めて暮らしを支える公的なセーフティネッ
トのあり方が問われています。
一方、福祉現場の人材不足はますます深刻化しています。福祉サービスを安定的・継続的に提
供していくためには、福祉の仕事のイメージアップや処遇改善、労働環境の整備等、抜本的な対
策が急務です。
地域福祉・介護福祉の現場では、コロナ禍での「３密防止」の徹底等、感染対策に苦慮しなが
ら活動や福祉サービスの提供が行われていますが、特に地域では、地域活動の自粛の長期化と担
い手不足と相まって、見守りや支え合い活動の停滞が危惧され、新たなつながりづくりが課題と
なっています。

○基本⽅針
令和３年度は、
「宍粟市社協第４次地域福祉推進計画（愛称：支え合いふくしプラン）｣の
令和４年度は、「宍粟市社協第４次地域福祉推進計画（愛称：支
え合いふくしプラン・５か年計画）｣の３年目となります。宍粟市
が策定の「第３期宍粟市地域福祉計画」と連携し整合性を図りなが
ら、地域共生社会の実現に向けた「ふくしでまちづくり」を進め、
コロナ禍において、普段の暮らしや社会的なつながりなど、すべて
のことが今までにない試練に直面している中で、地域のつながりを
絶やさない取り組みを展開していきます。そして、「第４次地域福
祉推進計画を進める会」において計画の進捗状況を点検・評価し、
計画推進の中間年度として見直しを行います。

１

① 法⼈運営事業
令和３年度に理事と幹部職員による社協組織検討会議を立ち上げ、本部・支部の組織体制や経
営基盤の強化を目的に協議を進めてきました。令和４年度も継続して検討を行い、財政収支の均
衡を図る方策を検討しながら限られた人数でより効果的かつ効率的な執行体制を構築し、今の時
代にふさわしい地域福祉の担い手となるよう組織改革を進めていきます。
宍粟市から補助金を受け、やすらぎ福祉センターの大規模改修工事が終了しました。令和４年
度からボランティア活動の充実や市北部域の地域福祉や地域共生拠点として、また、市民の皆さ
まにも気軽に活用いただけるよう一部の部屋を利活用する事業に取り組みます。
多様な経営主体が福祉サービスを担う中、市内で複数の社会福祉法人が分野の垣根を越え連携
し、制度の狭間にあるニーズの対応や生活困窮、福祉人材の確保、災害時に備えた取り組み等につ
いて情報交換を図り、それぞれの専門性（特色）を活かして地域の生活・福祉課題の解決に向けた
地域づくりを進めます。

② 地域⽀援事業・⽣活⽀援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、さまざまな生活に関する不安や孤立、困窮など多く
の問題が浮上している中で、日常生活上のあらゆる相談について受けとめ、生活困窮者やひきこ
もり支援など、対応すべき課題について取り組みます。そして、
「
“新しい”地域福祉活動ガイドブ
ック」で示した感染予防の基本的な考え方や、コロナ禍での見守り・支え合い活動など広く周知
し、市民のみなさんが安心して活動を再開、継続できるよう進めます。また、地域活動やボランテ
ィア活動のあらたな情報発信ツールとして、Zoom や YouTube を活用したオンライン配信など、
市民のみなさんとのつながりや信頼を構築していくために、今までの経験を活かした活動を展開
していきます。

③ 介護保険事業・障がい福祉事業
新型コロナウイルスによる生活への影響が続く中、この事業全体が緊張を強いられています。
介護保険や障がい福祉のご利用者・ご家族様は不安や焦燥感が募り、半ばあきらめの気持ちで毎
日を過ごされている方が増えています。
私たちは「社会福祉協議会」という地域にひとつしかない法人が経営する介護・障がい事業所と
して、個々人の気持ちに寄り添いながら、正確に状況を判断し決してあきらめることなく対応を
していく力が求められていると考えています。制度上、どうしようもないことはありますが、様々
な専門職と連携をとり、解決策を模索しながら進めていきます。

２

○地域福祉⽬標・３つの視点
みんなですすめよう ふくしでまちづくり
〜〝ほっとけない〟を ほっとかない宍粟に〜
社協が策定する「地域福祉推進計画」は、社協の強みである地域
とのつながりを重視し、地域住民をはじめ、地域で活動するさまざ
まな団体・機関などが連携・協働して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画
です。
「第４次地域福祉推進計画」では、社協の使命と地域福祉の情勢を踏まえ、
「みんなですすめ
よう ふくしでまちづくり ～〝ほっとけない〟を ほっとかない宍粟に～」を、５年間（令和２年
度～６年度）で宍粟市社協がめざす地域福祉目標として定めています。そして、地域福祉目標の実
現のため、第４次地域福祉推進計画のすべての活動・事業展開において、以下の３つの視点をもっ
て取り組みます。

①住⺠同⼠で助け合い安⼼できる地域づくり
だれもが輝きを持てる機会や居場所づくり、地域で気になる人たちの見守り活動など、いざと
いう時に住民同士で助け合える地域づくりを進めます。

②みんなで協⼒し⽀え合うつながりづくり
住民やボランティア、企業、関係団体、行政など、幅広い関係者が福祉への理解を深め、支援
を必要としている人を協力して、支え合えるつながりづくりを進めます。

③⾃分らしい暮らしが続けられる仕組みづくり
住み慣れた地域で、自分らしい暮らしが続けられるよう、困りごとの把握や福祉サービスの充
実など、暮らしを支えるさまざまな取り組みを進めます。

○活動⽬標・社協⽬標・個別活動⽬標
第４次地域福祉推進計画では、地域福祉目標を実現するために、前期計画（第３次計画）で明確
化した課題の更なる充実と発展をめざした「活動目標（１～８）
」を提示しています。また、活動目
標の取り組みを応援するために「社協目標（１～３）
」を提示し、
「人・物・金・情報」などの活動
資源の充実をはかります。そして、これらの目標に取り組むために、全体で３８の個別活動目標を
設定しています。

３

○総合体系図
計画の体系では、第４次地域福祉推進計画の推進期間で住民や集団・組織、宍粟市社協の取り組
みを明確にし、そのために必要な目標や行動指針を紹介しています。

○持続可能な開発⽬標（ＳＤＧｓ）への取組
「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ／エス・ディ・ジーズ）は、2015 年 9 月の国連サミットで採
択された国際社会共通の目標で、
「誰一人取り残さない」という誓いのもと、人間、地球及び繁栄の
ための行動計画として、17 の目標で構成されています。市民のみなさんがともに支え合い、いつま
でも安全・安心な町で暮らし続けられるような地域をつくるために地域福祉活動に取り組むことで、
国際目線であるＳＤＧｓの一部と深くつながるものと考えています。

４

○令和４年度個別活動事業計画表
重 重点事業

善意銀⾏預託⾦払出し

⾚い⽻根共同募⾦配分⾦事業・歳末たすけあい募⾦配分⾦事業

【活動⽬標１】お互いの多様性を認め合う福祉学習・協議の場をすすめよう
① 子どもたちが人権や福祉を学ぶ環境を整えよう

学校への福祉学習⽀援

重

福祉学習機材展⽰ホールの開
設
トライやるウィークの
受け⼊れ
夏休み
ボランティアスクールの実施
災害を⾵化させない福祉学習

福祉体験プログラムのてびきを活⽤し、⼩中⾼校の福祉学習を
⽀援する（講師やボランティアの調整、プログラムの助⾔や社
協職員の派遣など）
。また、ゲストやボランティアの講師代とし
て費⽤を助成する
住⺠が福祉について⾝近に感じる機会として、やすらぎ福祉セ
ンターに「福祉学習機材展⽰ホール」を開設し、福祉学習の拠
点として充実を図る
社協や地域活動について学ぶ機会を提供する（対象：中学２
年）。地域福祉課と介護福祉課と連携し実施する（５⽉末）
⾼校⽣の活動体験談を⼩中学⽣に伝える機会や、⼩中⾼⽣が共
同募⾦運動をテーマにした福祉ポスター作りにチャレンジする
（７〜８⽉）
阪神淡路⼤震災（1 ⽉）と東⽇本⼤震災（3 ⽉）の追悼に，市内
⼩中⾼⽣が関わる機会として，各学校内に⽵灯ろうの設置を⾏
うなど，災害が⾵化しないよう学ぶ機会をつくる

② 地域ぐるみで子育てしやすい環境をつくろう
みんなでわくわく事業の開催

こどもの健全な⽂化を育てることを⽬的に、市内の幼稚園や保
育園等に幼児向け⼤型絵本やパネルシアターの提供、ミニコン
サートの機会など選択⽅式で設ける（11〜12 ⽉）

サンタクロース派遣事業の
実施

要望のある市内幼稚園・保育園などボランティアと協⼒しサン
タクロースを派遣する（12 ⽉）

やまさき⼦育てサロンの開催

⼦育て中の親⼦の交流や情報交換の場をボランティアの協⼒に
より提供する（宍粟防災センター：毎⽉第３⾦曜⽇）

③ 若者や女性も参加しやすい地域活動をすすめよう
若者世代（学⽣・社会⼈）へ
の活動情報の発信
募⾦付⾃動販売機の設置促進

学⽣や社会⼈などの若者世代へ、ボランティア活動への関⼼や
参加へのきっかけとして、リーフレット（あなただからできる
こと）や SNS、オンラインなど活⽤し情報を発信する
⾼校⽣が募⾦を通じて福祉への理解を深めることを⽬的に、市
内の⾼校に募⾦付⾃動販売機の設置を促進する

④ 地域・教職員向けの福祉学習研修の機会をつくろう
教職員対象福祉学習研修会の
開催

ふくしの出前講座の実施

夏休みの期間を活かし、教職員を対象にした福祉学習の研修を
⾏う。⾞いす・アイマスク・⾼齢者疑似などの体験を通して福
祉学習の⼤切さを確認する（８⽉）
⾒守り、ボランティア、防災、介護、障がいなどをテーマに、
当事者やボランティア、社協職員（地域福祉課・介護福祉課）
などが協⼒し、学校や地域、企業などでの福祉学習に取り組む
（活動⽬標４-①③、５-③、６-①、７-①②などで実施）

５

【活動⽬標２】地域のだれもが安⼼できる居場所をつくろう
① 悩みをもつ人も安心できる居場所をつくり当事者の活動を応援しよう
第 65 回こどもホームステイ
事業の実施

児童養護施設のこどもたちが家庭の雰囲気を体験するためホー
ムステイとして受⼊れる。

在宅介護者のつどいの開催

市内在宅介護者の交流の機会をつくる（年 2 回）。また、男性介
護者のつながりの機会として料理教室を企画する（年２回）

福祉団体への活動⽀援

福祉団体（⽼⼈クラブ連合会・⾝体障害者福祉協会・遺族会）
の事務局を担い活動を⽀援する。また、団体ごとの現状を確認
する中で、それぞれの団体の今後の⽅向性を検討する

歳末たすけあいサービスの実
施

⺠⽣委員の協⼒のもと、75 歳以上のひとり暮らし世帯（希望す
る⽅）を対象に、特別給⾷・灯油配達・カレンダー配布サービ
スを実施する（12〜1 ⽉）

新⼊学⽣応援助成事業の実施

来春⼩中学校へ⼊学する⼦どものいるひとり親家庭に対し、ラ
ンドセルや体操服購⼊費⽤の⼀部を助成する（11〜2 ⽉）

当事者招待事業への助成

ひとり暮らし⾼齢者や障がいのある⽅を招待した交流事業を計
画する団体やグループに開催費の⼀部を助成する

波賀ふれあい郵便の実施

75 歳以上のひとり暮らし⾼齢者（波賀在住）に、お便りボラン
ティアや⺠⽣委員の協⼒により⼿紙を届ける

② だれもが気軽に立ち寄れる通いの場づくりをすすめよう
ふれあい喫茶・サロンの
活動⽀援
集いの場・居場所づくり
応援助成事業の実施
備品・遊具の貸出し

ふれあい喫茶やサロンに関するさまざまな相談に対して柔軟に
対応する。また、喫茶などに⾜を運び助⾔など⾏う
空き家や空き倉庫などを活⽤した、住⺠が気軽に集える居場所
づくりに取り組む団体やグループに対し、⽴ち上げ費⽤の⼀部
を助成する（1 団体：上限５万円 5 団体）
各⽀部に保管の備品・遊具について整理を⾏い、市⺠が気軽に
使⽤できるよう貸出しを⾏う

③ ひきこもりの人たちへの理解を深める場をつくろう
ひきこもり関連の⽀援団体と
のネットワークづくり
重

ひきこもりへの理解を深める
機会づくり

社協がひきこもり⽀援の取り組みを始めるにあたり、宍粟市近
辺の⽀援団体との話し合いの場や視察など連携を進める（ひま
わりの家、姫路若者サポートステーションなど）
社協の強みを活かしたひきこもり⽀援を進めるために、職員の
意識向上やスキルアップを図る機会をつくる（担当者会議や事
例検討会の開催、広報紙情報発信など）

【活動⽬標３】地域を⽀え合うネットワークの充実をはかろう
① 保健・医療・福祉・介護の関係機関とネットワークづくりをすすめよう
関係機関の分野を超えた連携
の場づくり
②

地域や個別の課題に対して、それぞれの役割を明確にするため
に、会議や委員会等に積極的に参加し専⾨性を発揮する。ま
た、他社協や事業所とコロナ禍での経営や取り組み状況につい
て情報交換を⾏う（Zoom の活⽤など）

地域・行政・企業・各種団体・学校・ＮＰＯなどとの連携をすすめよう

６

⾼齢者の⽣活⽀援にかかわる
団体事業者との連携

⾼齢者をサポートしている団体事業者との話し合いの場に参加
し情報交換や課題共有を図る（ＮＰＯ、社会福祉法⼈、協同組
合、介護サービス事業者など）

⽀部地域福祉推進委員会の
開催

推進委員と職員が話題や課題について協議し、地域の情報の把
握に努め発信を⾏うなど、⽀部活動の活性化に取り組む

③

社会福祉法人連絡会の組織化とネットワークづくりをすすめよう

重

社会福祉法⼈連絡協議会の
協議の場づくり

社会福祉法⼈の連携による地域貢献活動に取り組むため、定期
的な情報交換や協議の場をつくる（意⾒交換会、研修会など）

④ 多様な主体が参画し生活支援サービスを開発しよう
買い物⽀援・居場所づくりの
充実

⽣活⽀援コーディネーターが，社会福祉法⼈の地域貢献活動や
移動スーパー（マックスバリュ、カワベ、⽣協など）との連携
による買い物⽀援・居場所づくりを⾏う

「しそう“地域の宝物”リスト」 「しそう“地域の宝物”リスト」を更新し、社会資源や地域資源
を⾒える化する中で、地域活動や⽣活⽀援の取り組みに活かす
の更新

【活動⽬標４】地域で⾒守り活動をすすめよう
① 福祉連絡会の組織づくりと福祉委員の活動を強化しよう

重

校区福祉連絡会の開催

代表福祉委員連絡会議の開催
⾚い⽻根⾒守り応援助成事業
の実施

中学校区ごとの⾃治会⻑、代表福祉委員、福祉委員が、活動助
成⾦の説明をはじめ、⼩地域福祉活動の取り組みについて情報
共有できる機会をつくる（5 ⽉：⼭崎：３回、⼀宮：２回、波
賀・千種：1〜2 回）
各⾃治会の代表福祉委員が福祉活動の進捗状況や情報共有を⾏
う機会として⽀部ごとに開催する（1〜2 回）
⼩地域福祉活動を実践する⾃治会福祉連絡会に対し、活動運営
費の助成を⾏う。助成額：15,000 円＋（各⾃治会社協会員数×
100 円）

② 地域見守り会議で地域の話題や課題を話し合おう
地域⾒守り会議の開催⽀援

地区ネットワーク会議の開催

福祉連絡会やふれあい喫茶・サロンなどの話し合いの場で、⾒
守りや⽀援が必要な⽅の情報を共有し、⾒守り・⽀え合い活動
につながるよう⽀援する
地域を元気にするための協議の場として、話題や課題について
話し合いの場をつくる。広域（地区など）でのネットワークづ
くりを進める（波賀第 6 ブロック、⼭崎町⼟万地区など）

③ お互い様のご近所ボランティア活動を広げよう
重

ご近所ボランティア活動
研修会の開催

⽣活⽀援サービスの担い⼿づくりを⽬的に、⽼⼈クラブを対象
にご近所ボランティア活動（買い物、ゴミ出しなど）を広げる
ための研修会を⾏う

④ 民生委員・児童委員活動と連携した見守り活動をすすめよう
社協各事業への協⼒と連携

ひとり暮らし⾼齢者への⾒守り活動や⽣活困窮者⽀援など、⺠
⽣委員と連携しながら事業を進める（配⾷サービス、歳末たす
けあい、福祉資⾦貸付、まごころ福祉資⾦など）

７

【活動⽬標５】だれもがだれかの役に…ボランティアの輪を広げよう
① 新たな活動を提案し人材を発掘・育成しよう

重

傾聴ボランティアスキルアッ
プ講座の開催

養成講座のスキルアップとして、コロナ禍でもできる活動とし
て電話での傾聴や声かけについて学ぶ（９⽉：２回）

雪かきボランティア講習会の
開催

豪雪時の雪かきについて、活動の⼼構え、訪問時の声掛けなど
について学ぶ。若い世代など新たな活動者を増やすきっかけに
する（９〜10 ⽉）

② ボランティア・市民活動センター機能を充実させよう
ボランティア災害共済加⼊の
⼿続き
ボランティア活動助成事業の
実施
ボランティアセンターとボラ
ンティア連絡会の連携
雪かきボランティア活動マニ
ュアルの作成

ボランティア活動中の万が⼀の事故に備えて、保険の加⼊⼿続
きを⾏う（掛け⾦：１名につき 500 円）
。4 年度から特定感染症
重点プランが新たに加わる（550 円）
ボランティアグループの活動助成の申請事務⼿続きを⾏う。宍
粟市社協ボランティア活動助成⾦（１団体：上限 1 万円）、ひょ
うごボランタリー基⾦活動助成事業（１団体：上限３万円）
ボランティアセンターの事業を市ボランティア連絡会と連携し
実施する（ボランティアの⽇、震災追悼⾏事など）。また、各⽀
部連絡会の現状を確認し、今後の連絡会の⽅向性を検討する
ボランティア募集から調整、活動に⾄るまでの⼀連の流れにつ
いてマニュアルを作成する（11 ⽉）

③ 企業・団体などの地域貢献活動をすすめよう
募⾦百貨店プロジェクトへの
協⼒

宍粟市共同募⾦委員会が取り組んでいる「募⾦百貨店プロジェ
クト（事業所が寄付つき商品を販売し売上の⼀部を⾚い⽻根共
同募⾦に寄付）」への協⼒を呼びかける

④ 高齢者の知識と経験を活かした地域活動への参加を促進しよう
⽼⼈クラブの友愛活動との連
携

⽼⼈クラブが⽇々取り組む友愛活動（⾒守り、助け合い活動）
を⽣活⽀援の仕組み（ご近所ボランティア活動）として提案す
る

【活動⽬標６】地域で防災・減災の意識を⾼めよう
① 自主防災訓練に取り組み学習の機会をつくろう
重

地域住⺠と福祉専⾨職の合同
避難訓練の実施

福祉専⾨職（介護⽀援専⾨員、相談⽀援専⾨員）がご利⽤者の
個別⽀援計画を 1 ⼈でも多く作成し、⾏政や⾃治会との連携を
積極的図り、要介護者避難⽀援訓練に取り組む

② 災害時に対応できる人材や役割を地域内で確認しよう
⾃主防災組織の協議の場づく
り

⾃主防災マップなどを活⽤し、地域の状況について把握し、災
害時に対応できる⼈材や役割について話し合う機会をつくる

③ 災害時に地域の組織や団体同士が連携できる取り組みをすすめよう
災害時応援協定に関わる団体
とのネットワークづくり

ウイルスの感染拡⼤など、広域からの⽀援者（ボランティア）
の受⼊れが困難になる状況も踏まえ、⾏政（危機管理課）や市
内の防災協定団体との関係を構築し、市総合防災訓練に参加す
るなど、社協の役割（災害ＶC 設置など）を周知する

８

災害ボランティアネットワー
ク連絡会の開催
地域と連携したやすらぎ介護
センター防災訓練の実施

宍粟市災害ボランティアネットワーク（災害Ｖ養成講座受講者
で組織）のメンバーと職員が、コロナ禍での災害救援について
いっしょに考える機会をつくる（年３回）
やすらぎ介護センター職員中⼼に法⼈内で机上避難訓練を実施
する。そのシミュレーションを通じて次年度への開催準備を⾏
う

【活動⽬標７】暮らしを⽀える福祉サービスを充実させよう
① 地域に密着した質の高い介護保険事業を展開しよう

介護保険サービスの実施

介護機材の貸出しと介護⽤品
の斡旋

⽣活全般の困りごとをキャッチしながらサービス提供（通所介
護、訪問介護）を⾏う。ご利⽤者との関わりの中で、ご本⼈や
介護者のニーズにも気づくよう努め、必要に応じて他職種につ
なげる
介護機材の貸出しはギャッジベッドが⽼朽化しており、業者委
託の⽅向で調整する。また、⼀宮・波賀・千種⽀部で実施の介
護⽤品の斡旋は集約の⽅向で調整する

② 障がいのある人の自立を支援する取り組みをすすめよう
相談⽀援事業の実施
障がい福祉サービスの実施
視覚に障がいのある⼈の⽣活
⽀援

②

重

障がいのある⼈やその家族からの、障がい福祉サービスの利⽤
や就労などの相談に対応し⽀援につなげる
障がいのある⼈と地域住⺠とのつながりを保ちながら、⾃⽴し
た⽣活が送れるよう関わる
視覚障がいのある⼈の⽣活を⽀援する、お出かけ会「アイちゃ
ん」の活動⽀援や、声の広報（録⾳図書の貸出し）を実施する

配食サービスを通して高齢者の見守り体制をつくろう

配⾷サービス事業の実施

ボランティアの協⼒により各⽀部で実施し、孤⽴になりがちな
⾼齢者の安否確認を⾏う（週２回）。また、ウイルスの感染拡⼤
など、いざと⾔う時に対応できるよう⺠間業者との協⼒体制を
構築する

配⾷サービス事業における
あり⽅検討

配⾷サービス関係者（運営委員、ボランティア、利⽤者など）
との話し合いの機会や意識調査（アンケート）を⾏い、今後の
事業の⽅向性をまとめる

やすらぎ介護センター⼣⾷サ
ービスの検討

ご利⽤者の⽅の⾷⽣活に関する情報を集め、課題分析を⾏うた
め、今年度中にアンケートを実施する

④ 日常生活自立支援事業を通して判断能力が不安な人の生活をささえよう
⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の実施

対応困難なケースについて、ケース会議など多職種連携して、
成年後⾒制度の利⽤も含め適切な⽀援につなげる。広報紙で事
業を紹介するなど、事業への理解を深める取り組みを進める

専⾨員・担当職員の研修の機
会づくり

的確なアセスメントが⾏えるよう、職員のスキルアップをめざ
した研修を定期的に⾏う

【活動⽬標８】地域の⾝近な相談を受けとめてつなごう
① さまざまな相談に対応できる関係機関同士の連携をはかろう

９

相談を受ける関係機関同⼠の
顔の⾒える関係づくり

相談を受ける関係機関同⼠が、顔の⾒える関係をつくり、お互
いの相談をつなぎ合う

無料法律相談所の開設

社協が契約している弁護⼠による法律相談を実施し、⽇常⽣活
の中での困りごとや悩みの解決を図る（年 6 回）

⼥性のための法律相談所の開
設

⼥性が暮らしていく中で直⾯する問題について安⼼して相談で
きる機会として相談所を開設する（年 1 回）

② 住民の生活の場に出向いた相談支援に取り組もう
地域に出向いた相談⽀援の充
実

職員が地域の⾏事や集まりの場に積極的に参加し、⽇々の困り
ごとを⾃分ごととして関わり、介護・福祉相談を充実させる

③ 結婚に関するさまざまな相談に対応しよう
結婚相談所の開設
婚活イベントの開催

宍粟防災センターに結婚相談所を開設し、結婚相談員（24 名）
が相談⽀援を⾏う（毎⽉第１⽊曜）。インターネットや Zoom に
よる相談の機会を設け、必要に応じて結婚相談員につなぐ
結婚相談員と連携し、市内施設を活⽤し婚活ミニ交流会を開催
する（年５回）。必要に応じてセミナーを開催する

④ 行政と連携した生活困窮世帯への包括的な支援をすすめよう

⽣活福祉資⾦の貸付⽀援

まごころ福祉資⾦の貸付⽀援
⽣活困窮者⽀援実務担当者会
の開催
重

⾷のセーフティネット事業の
実施（⾷材の募集と配布）

制服のリユース事業の検討

⽣活福祉資⾦の借受⼈（新型コロナウイルス特例貸付など）や
相談者など、市社会福祉課と連携を取りながら⽣活再建の⽀援
を⾏う。アセスメントを⾏う中で、解決すべき課題を明らかに
し関係機関につなぐなど適切な⽀援を⾏う
⽀援が必要な⽅へ⼀時的な⽣活つなぎ資⾦として貸付を⾏う
（上限５万円）とともに、未償還者への慎重な調査と適切な指
導を⾏い、償還が⾒込めない債権について対応する
市社会福祉課と社協の担当者で、定期的に⽣活困窮者⽀援に関
する協議や情報を交換し、包括的な⽀援につなぐ（年６回）
市⺠や企業、団体からの寄付による⾷材を善意銀⾏で受付け、
思いやりセットとして、⽀援を必要とする⽅へ無料で提供す
る。毎⽉第 1 ⾦曜⽇を「思いやり⾷材の⽇」として受付け、⾏
政（社会福祉課など）と連携し、⾷材の募集と配布を⾏う
⼦育て家庭の経済的負担を軽減するため、使われなくなった学
⽣服を必要な⼈につなげる、リユース（再利⽤）の取り組みを
検討する（団体事業者との連携など）

【社協⽬標１】住⺠から信頼される組織をつくります
① 職員の人材確保と専門性の向上をはかります
社協職員事例検討会の開催

重

インターンシップ制度の導⼊
と実習⽣の受⼊れ

専⾨資格取得の奨励

社協職員（専⾨職）の横のつながりとスキルアップを⽬的に事
例検討会を定期的に⾏う
法⼈内で「実習⽣受け⼊れチーム」を作り、プログラムを作成
する。学⽣が就業経験を積む機会としてインターンシップや実
習⽣の受⼊れを⾏い、福祉の将来を担う⼈材の確保に向けた取
り組みを進める
社会福祉⼠や介護福祉⼠、介護⽀援専⾨員など、業務に必要な
資格の取得を奨励するとともに、資格取得に必要な研修に参加
できるよう⽀援する

１０

⼈事考課制度の継続実施

部署⽬標や個⼈⽬標を設定し、⽬標達成をめざすことで職員の
成⻑や⼈材育成につなげる

② 組織のガバナンスを強化します
重

重

やすらぎ福祉センターの利活
⽤と貸館事業の実施
社会福祉法を遵守した法⼈運
営
社協組織検討会議の開催

地域福祉の拠点としての利活⽤を進めるとともに、地域住⺠に
気軽に活⽤いただけるよう、施設の⼀部で貸館事業を実施する
社会福祉法を遵守した法⼈運営を⾏うために、正副会⻑会議、
理事会、評議員会、監査機能の充実を図る
本部・⽀部の再編や理事会組織のあり⽅について、理事と職員
が⼀緒に検討し、社協の経営基盤の強化につなげる

第 4 次地域福祉推進計画を進め 進める会で推進計画（３年次）の進捗状況を点検・評価し、計
画推進の中間年度として⾒直しを⾏う（年２回）
る会の開催
職員から事業や体制についての改善提案を受付け、事業計画や
事業改善提案制度の導⼊
業務改善につなげる
③

災害時に対応できる体制をつくります

重

事業継続計画（BCP）の⾒直し

初動対応や優先して復旧する業務の再確認を⾏い、コロナ禍や
災害等のリスク発⽣時に機能する内容に修正していく

災害救援ボランティア養成講
座の実施

災害救援活動に協⼒できる⼈材の確保に向けたボランティアの
養成を⾏う（８⽉）

災害時対応訓練の実施

災害時など迅速に対応できるよう、災害ボランティアセンター
の設置訓練や学習会を⾏う（市総合防災訓練の参加、災害ボラ
ンティアネットワークとの連携など）

災害救援機材・備品の点検と
計画的な備蓄

防災倉庫や各⽀部管理の災害時に必要な機材・備品などを点検
し、必要なものについて備蓄する

【社協⽬標２】住⺠に必要な情報を広く伝えます
① 制度やサービス・地域活動など必要な情報を集めます
各種会議や研修会への参加

Zoom を活⽤するなど、兵庫県や市町社協をはじめ、団体や⾏
政が開催する会議や研修会へ積極的に参加し、社会福祉に関す
る制度やサービスなど必要な情報を集める

地域活動へ関わる中での情報
収集

地域のイベントや交流活動へ参加し、ビデオカメラで活動を撮
影するなど情報を集め、広報紙や YouTube での発信に活かす

② 広報紙・ホームページなどの媒体を活用した情報を発信します
重

重

ＳＮＳやオンラインを活⽤し ホームページを通じた福祉情報の発信に加え、YouTube のチャ
ンネル登録を⾏い、地域活動やボランティア活動など元気な姿
た情報発信
をオンライン上で配信する
市⺠が⾒やすい分かりやすい紙⾯づくりをめざし、さまざまな
社協広報紙「こんにちは！社協
福祉情報を発信する。また募⾦の使途などについて紹介し、地
です！！」の発⾏
域福祉活動の財源確保につなげる（№202〜213）
⽀部かわら版（⽀部だより）
⽀部地域福祉推進委員会で協議し、⽀部ならではの話題や課題
など福祉情報として発信する（年１〜2 回）
の発⾏
やすらぎ介護センターだより
デイサービスの様⼦や利⽤者・家族の声など紹介し、安⼼して
利⽤いただける施設として情報を発信する（№172〜183）
『ひだまり』の発⾏
宍粟市地域福祉のつどいの開
催

コロナ禍を受けて開催⽅法を⼯夫しながら宍粟市で実践の地域
づくりや⽀え合い活動を紹介する（10 ⽉）

１１

【社協⽬標３】地域福祉活動財源の確保につとめます
① 地域福祉活動財源の使い道を可視化(見える化)します
財源確保の運動促進
広報活動による啓発

⾃治会を通じて活動財源（善意の預託、⼀般会費、共同募⾦、
歳末たすけあい募⾦）への理解と協⼒を呼びかける（⾃治会⻑
宅に趣意書や募⾦袋、資材をお届けする）
善意銀⾏、会費、募⾦などの使い道について、広報紙やホーム
ページ、学習会、懇談会などの機会にＰＲや説明を⾏う

② 地域福祉活動を進める補助・委託事業に取り組みます

補助事業・委託事業の実施

③

重

社協が果たす役割を明確にし、地域福祉活動を安定して展開す
るために、市や県社協の補助事業・委託事業に取り組む（配⾷
S、出会い SC、相談⽀援センター、⽣活⽀援体制整備、⽣活福
祉資⾦、⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業、ミニデイ S、敬⽼会など）

新たな活動財源を検討します
各種助成事業の活⽤

⺠間団体が募集する助成事業を積極的に活⽤する（⽊⼝福祉財
団、⻑⾕川福祉会）など

クラウドファンディングやス
ポンサー企業の募集検討

必要な財源確保のために、クラウドファンディングやスポンサ
ー企業の募集を⾏う
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