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はじめに 

  

 

近年の急速な少子・高齢化や家族構成の変化及び人々の生活や価値観の

多様化等とともに社会福祉事業自体そのもののあり方が見直されていま

す。また昨今の厳しい社会情勢を受けて、地域福祉をめぐる環境の変化も

余儀なくされています。   

この変化にも的確に対応し、障害のあるなしに関わらず、老いも若きも

すべての町民の皆様が「この東郷町に住んで良かった」と思える、そんな

福祉のまちづくりを推進していくことが、東郷町社会福祉協議会の役割で

はなかろうかと思います。 

 この計画策定に際しては、現行の「第２次東郷町社会福祉協議会地域福

祉活動計画」の検証を進めるとともに、町民の皆様からのご意見を踏まえ、

今般策定されている行政計画との連携・内容の整合性を図ることにより、

これからの東郷町における福祉のまちづくりの展望について明確にする

ことができました。 

 今後は、この計画の実現に向けて社協職員全力で取り組むことはもちろ

ん、関係機関団体の皆様にもご協力とご理解を賜り、町民の皆様とともに

福祉のまちづくりをすすめていきたいと考えております。 

 

最後になりましたが、この計画策定にあたり、ご協力いただきました町

民の皆様方をはじめ、ご尽力をいただきました策定委員の皆様、関係機関

の皆様、またご指導・ご助言いただきました同志社大学の永田先生に心よ

り感謝とお礼を申し上げます。 

 

 

 

平成２１年３月 

 

社会福祉法人東郷町社会福祉協議会 

会   長   島  川   聰 
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  第１部  

１．計画策定の意義・目的 

 東郷町社会福祉協議会（以下「社協」）では、平成 16 年度から平成 20 年度までの 5

カ年計画として「第 2 次東郷町社会福祉協議会地域福祉活動計画」（以下、「第 2 次計画」）

を策定しました。第 2 次計画の期間中には、介護保険法の改正により、在宅介護支援セ

ンターを廃止し、新たに地域包括支援センターの設置をしました。また、障害者自立支

援法の施行により福祉センターにおける障害者の生活介護及び就労継続支援事業を開始

しました。その他にも「社協災害対応計画」も策定するなど、様々な動きがありました。

今後も、少子高齢化の進行や不安定な社会情勢を受けて、地域の課題や住民の求めるニ

ーズを的確に捉えることはもちろん、将来を見据えた地域福祉活動の展開が求められて

います。 

 社協は、法人化２０年以上に渡って、住民主体の地域福祉を支援する公益性・公共性

の高い社会福祉法人として活動してきました。今後も、住民や行政との協働を視野に入

れ、「地域福祉の推進を目的とする団体」として積極的に事業展開するために、「第 3 次

東郷町社会福祉協議会地域福祉活動計画」を策定するものです。 

 

２．計画の期間 

 計画の期間は平成 21 年度から平成 25 年度の 5 年間とします。なお、計画の中間期

において計画を見直します。 

 

３．計画の位置づけ・関連計画 
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第２部 

１．計画の基本理念 

「皆  と しゃきょ う でつな  ご  う  地域の“わ”」 

 

平成１２年に福祉の中心となる法律が改正され、これからの福祉は国や自治体が努力

するとともに、地域住民も主体となって「地域福祉」を推進することが望まれるように

なりました。一方で、地域のつながりは薄れ、「困ったときはお互い様」といえる相互扶

助の機能が薄れつつあります。 

社協では、地域福祉を進めるための事業や、介護保険事業・障害者自立支援事業や各

種福祉団体の事務局及び行政からの福祉事業の受託など様々な事業を実施しています。

このスケールメリットを地域福祉の推進に有効であるものにしなければなりません。 

第３次計画においては、地域住民の皆様と一緒に地域福祉を考え、そして実践してい

くことが、地域の繋がりを強めると同時に、誰もが安心して暮らすことができ「東郷町

に住んで良かった」と思うことができる福祉のまちづくりにつながると考え、「皆としゃ

きょうでつなごう地域の“わ”」を基本理念としました。 

 

２．計画の体系 

 計画の基本理念を中心に、基本目標を立て、事業のコンセプト・方向性を明確にし、

それぞれの事業が何のために実施しているかという目的を常に住民の皆様にも確認でき

るようにしました。 

  

基本目標   ○「住民の主体的参加の推進」 

        ○「地域に根差した福祉サービスの充実」 

        ○「地域福祉基盤の強化」 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 【基本目標】 【基本施策】 

（1）住民の主体的参加 

の推進 

 

① ボランティア活動の推進

② 小地域福祉活動の推進 

① 福祉の総合相談機能 

の充実 

② 地域生活支援の充実 

① 福祉ネットワークの強化

② 社協運営基盤の強化 

～安心した暮らしを支える 
地域づくりのために～ 

～住民とともにすすめる 
福祉のまちづくりのために～ 

～誰もが住み慣れた地域で、 
その人らしく暮らせるために～ 

◎総合相談支援事業 ① 
（地域包括支援センター・高齢者） 

◎総合相談支援事業 ② 
（障害者・その他） 

【重点事業】 

◎権利擁護事業（地域包括支援センター） 

日常生活自立支援事業 

◎訪問介護・通所介護（介護保険法）

◎居宅介護・生活介護・就労継続支援

（障害者自立支援法） 

◎情報収集・提供機能の強化 

◎ボランティア活動への啓発強化 

◎行政・自主防災組織との連携 

◎災害ボランティアセンターの体制整備 

◎地域サポーター制度 
◎モデル地区地域福祉活動 

◎住民参加型在宅福祉サービス 

団体の組織化と協働 

◎基金の運用・公的財源の充実 

◎職員研修の推進と資質向上 

◎地域福祉活動計画の見直し 

◎災害時等の対応 

【充実・継続事業】 

○ボランティアコーディネーターの設置 
○ボランティアセンター運営委員会 
○相談窓口の設置・常設化 
○各種ボランティア講座の開催 
○ボランティアの活動支援 
○ボランティア連絡協議会への支援 
○赤い羽根共同募金公開プレゼンテーションによる助成 

○いきいきサロン等実施団体の 

支援 

○地域包括支援センターの受託 
○包括的・継続的ケアマネジメント

支援事業 
（地域包括支援センター） 

○災害罹災世帯見舞金・行旅人援護 
○介護予防ケアマネジメント事業 
（地域包括支援センター） 
○居宅介護支援事業（介護保険法） 
○社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 
○車いすの貸出事業 
○貸付制度の実施 
○障害者への情報サービス 

○ボランティア活動保険の助成 

○社会福祉大会・福祉フェスティバルの開催 
○福祉施設・民生委員児童委員協議会 

との協働 
○遺族会、知的障害児・者連絡協議会 

さくらの会への支援 

○高齢者関係事業 
○障害者関係事業 
○母子父子家庭関係事業 
○家族介護支援事業 
○生活援助員派遣事業 

○福祉団体等の助成 

○子ども会育成会連絡協議会、老人クラ

ブ連合会、身体障害者福祉協議会への

支援 

○定款・諸規定の改定・整備 
○理事会・評議員会の充実 
○民間財源（会費・共同募金）の充実 
○適正な職員配置と環境整備及び労務管理 
○社協だより・広報とうごう・ＨＰによる情報発信 

◎地域における福祉教育 

【見直し事業】 

（2）地域に根差した 

   福祉サービスの充実 

（3）地域福祉基盤 

の強化 

③ 福祉教育の推進 
○町福祉協力校事業の推進 

○青少年等ボランティア体験学習 



《基本施策①》ボランティア活動の推進 

  

（１）住民の主体的参加の推進  

 

 

 

             

 

≪現状と課題≫ 

ボランティア活動が社会に浸透・定着すると同時に、活動の「広がり」と「深まり」

を見せています。ボランティアセンターにも従来の福祉関係以外の相談や活動団体の登

録及び派遣希望が寄せられていることから、今後は「福祉」「無償」以外の町内の情報

も積極的に収集・把握・提供する必要があります。そのためには、ＮＰＯ支援や町民活

動団体の活動拠点である「町民活動センター」とボランティアセンターとの具体的な連

携が必要です。 

一方、「何かしたい」と思っていても実際の活動に結びついていない現状も省みられ

るため、住民や企業等へボランティア活動の理解・啓発が必要といえます。 

災害時に関しては、「東郷町地域防災計画」により社協は災害ボランティアセンター

として役割を発揮することが位置づけられていますが、その具体的な内容が明確になっ

ていないこともあり、災害時における体制が十分に検討できていない状況です。 

≪今後の取り組み≫ 

○ 町民活動センターとの連携を強化し、「福祉」「無償」以外のボランティア活動・

町民活動に関する情報や行政・施設・企業の状況などの地域ニーズの把握を進める

ことで、総合的なボランティアセンターを目指します。 

 

○ 幅広い世代の方が、気軽にボランティア活動や町民活動に関われるように、社協

事業を利用してボランティア活動への関心を高めます。 

 

○ 災害時において社協の役割が発揮できるように行政や防災関係機関及び区・自治

会との連携を強化します。また、災害ボランティアセンターとして機能発揮できる

体制整備を進めます。 

 

○ ボランティア活動保険の助成については、期限を設けることや他の支援方法につ

いて検討し、見直します。 

 

 

 

人と人のつながりを深め、支えあう地域をめざすために、

住民の主体的なボランティア活動や協働を進めます。 

～住民とともにすすめる福祉のまちづくりのために～ 

３．基本施策と実施計画 



≪実施計画≫ 

★重点的に取り組む事業 

事業項目 実施内容 
実施年度 

21 22 23 24 25 

情報収集、提供機能の 

強化 

町民活動センターとの情報を共

有できるようにしていきます 
検討 実施 

ボランティア活動への 

啓発強化 

ホームページを充実していきます 
実施 

各種講座で啓発強化を図ります

行政・自主防災組織との

連携 

行政と「災害時の相互協力に関

する協定」を締結するとともに

「防災」に関する役場各課や自

治会との協議の場を充実してい

きます 

実施 

災害ボランティアセンター

の体制整備 

災害ボランティアセンターのマ

ニュアル作成に向けて検討しま

す 

検討 整備  

 

★充実・継続する事業 

 ○ ボランティアコーディネーターの設置 

 ○ ボランティアセンター運営委員会 

 ○ 相談窓口の設置・常設化 

 ○ 各種ボランティア講座の開催 

 ○ ボランティアの活動支援 

 ○ ボランティア連絡協議会への支援 

 ○ 赤い羽根共同募金公開プレゼンテーションによる助成 

 

★見直しする事業 

 ○ ボランティア活動保険の助成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ＮＰＯとは 

（Ｎｏｎ Ｐｒｏｆｉｔ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎの略語） 

 民間非営利団体、民間公益組織などと訳されています。非営利（利益追求、利益配分を行わないこと）

と同時に、非政府である（政府機構の一部ではない）こと、自主的、自発的な活動を行うことなども意味

されています。福祉だけでなく環境、防災、国際など様々な分野での活動があります。        

（出展：ボランティア新世紀）



《基本施策②》小地域福祉活動の推進 

（１）住民の主体的参加の推進 

   

 

 

 

≪現状と課題≫ 

平成１５年度よりいきいきサロンなど、住民による自主的な地域福祉活動を、助成金

や機材の貸出、情報提供等により支援してきました。しかし、団体によっては会の運営

に携わる後継者不足や活動の停滞に悩む事例が見られます。 

平成１７年度に制定した「社協災害対応計画」に基づき「地域サポーター制度」を実

施し、要援護者への日頃の声かけと見守りをするとともに災害時には安否確認をしてい

ただくことになっています。これにより各地区の小地域ごとに防災を主眼とした助け合

い活動を展開しています。しかし、要援護者が多く、地域サポーター数が追いついてい

ないのが現状です。 

また平成１９年度から高齢化率を基準とした３地区をモデルとして各地区の福祉関係

者を中心に、その地区ごとの地域福祉活動を展開しています。しかし、地区によってニ

ーズ把握の方法や取り組み方に検討が必要となっています。 
 

≪今後の取り組み≫ 

○ いきいきサロン等の地域における自主的な活動支援を継続するとともに、地域住 

民の支え合い活動の必要性や理解促進を図ります。 

 

○ 「要援護者２人に対して地域サポーター１人」の基準を目標として、地域サポー 

ターを育成することで、小地域ごとの防災及び日頃の見守り活動を推進します。 

 

○ 地区における主体的な地域福祉活動ができるように、モデル地区地域福祉活動内 

容を調査・検討します。 

 

 

                              

                            

               

 

 

 

【地域サポーターの平常時の活動風景】 

各地区の地域福祉活動を支援するとともに、身近な地域における防災や 
見守り活動を展開し、住民とともにお互いに助け合えるまちづくりを進めます。 

■地域サポーターとは 

 「地域の支えあいに気持ちのあるボランティア」です。

活動内容は、社協の防災カルテ登録者（災害時要援護

者になると言われる高齢者や障害者）に対して、「日頃

の声かけ・見守りと災害時の安否確認」を行うことです。

この地域サポーター制度は「地域防災計画」の一部を

担う形で進めており、毎年募集しています。 

～住民とともにすすめる福祉のまちづくりのために～



≪実施計画≫ 

★重点的に取り組む事業 

事業項目 実施内容 
実施年度 

21 22 23 24 25

地域サポーター制度 

地域サポーターを育成します（要

援護者対地域サポーター比率が

２対１となるのを目標とします）

実施 

地域サポーター制度に関する役

場各課や関係機関との協議の場

を充実していきます 

実施 

モデル地区地域福祉活動

今一度地区におけるニーズを把

握し、検討チームにより継続的な

活動に向けて、内容を検討しま

す。 

検討 実施 

 

★充実・継続する事業 

 ○ いきいきサロン等実施団体の支援 

  

                      

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■いきいきサロンとは 

 地域を拠点に、住民である当事者とボラ

ンティアとが協働で内容を企画し、共に運

営していく楽しい仲間作りの活動をいい

ます。家に閉じこもりがちな高齢者や、子

育て中の「お母さん」が気軽に出かけるこ

とで「いきいき」と生活できることをめざ

しています。 

 平成２１年３月現在、高齢者関係で３団

体、子育て関係で７団体が町内で活動し、

赤い羽根共同募金によって、助成支援して

います 

【「いきいきサロン」一覧表（平成２１年３月現在）】 

分野 団 体 名 地 区 

高 

齢 

者 

和話の会 和合ヶ丘 

遊心ひろば 御岳 

くるみの会 御岳 

児 

 

 

 

童 

親子で遊ぼう会 

「ぽっぽちゃん」 
白鳥 

じゃりんこ広場 和合ヶ丘 

おじゃまっこ 東郷町内 

名古屋友の会日進方面 

乳幼児を持つ母の集まり 
いこまい館 

わらべうたの会 町民会館 

日進おやこ劇場東郷ブロック 各地区 

絵本の読み聞かせサークル 

「ぽてぽて」 
町民会館 

【いきいきサロンでの活動風景】 



《基本施策③》福祉教育の推進

（１）住民の主体的参加の推進  

 

 

 

 

≪現状と課題≫ 

町内の小・中学校を「町福祉協力校」として委嘱し、「福祉実践教室」において学校

を基盤とした福祉教育を中心に行っています。また、中学生を対象に福祉施設やボラン

ティアグループと連携した福祉教育にも取り組んできましたが、今後は中学生以外の年

齢層にも福祉教育の展開を図る必要があります。 

平成１９年度から団塊世代向けに地域での活動に向けた福祉講座を開催しています。

今後も、学校や福祉施設など特定の場所だけでなく、住民にとって身近な福祉の情報

講座など地域における福祉教育を展開し、地域福祉を身近に感じる機会を増やす必要

があります。 

≪今後の取り組み≫ 

○ 「地域で共に生きていく力」を育むことを目標に、地域における福祉教育を推進

していきます。 

 

○ 町福祉協力校事業を推進するとともに、関係団体や様々な機関と連携を図り、学

校における福祉教育の支援を更に充実します。 

 

 ○ 青少年等ボランティア体験学習については、参加対象者を順次拡大し、青少年期

等の福祉教育を推進します。 

≪実施計画≫ 

★重点的に取り組む事業 

実施年度 
事業項目 実施内容 

21 22 23 24 25

地域における福祉教育 

既存の社協事業を活用し、あらゆる

年齢層や団体等を対象に地域で開

催します 

実施 

 

★充実・継続する事業 

 ○ 町福祉協力校事業の推進 

 ○ 青少年等ボランティア体験学習 

将来を担う子ども達の思いやりの心を育むとともに、地域住民が主体的

に福祉活動へ参加できるように取り組みます。

～住民とともにすすめる福祉のまちづくりのために～ 

9
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《基本施策①》福祉の総合相談機能の充実 

 （２）地域に根差した福祉サービスの充実  

～誰もが住み慣れた地域で、その人らしく暮らせるために～ 

 

 

             

≪現状と課題≫ 

現在は、役場・社協ともに内容によりそれぞれの担当課が相談を受けています。平成

１８年度より役場から受託している地域包括支援センターが高齢者の総合的な相談窓口

として積極的に活動していますが、地域住民をはじめ各関係機関に対して周知が十分と

はいえません。 

また、従来担当していた地域福祉サービスセンターが平成１８年度に廃止となったこ

とにより、高齢者以外の相談窓口が明確ではありません。 

さらに、今後は複数の問題を抱えた世帯などひとつの制度だけでは対応に難しい相談

も増えると予想されるため、その対応について検討しておく必要があります。 

≪今後の取り組み≫ 

○ 効果的な PR 方法を検討し、地域住民に対して今以上の周知を図ります。また、 

今後ますます重要性を増すと考えられる医療機関とのネットワークを構築します。 

（地域包括支援センター） 

○ 現在、相談窓口が明確ではない障害者をはじめとして、制度外・専門外・困難ケ 

ースなどの行政や他の民間では対応に難しい問題に対する相談機能のあり方を検討 

します。 

≪実施計画≫ 

★重点的に取り組む事業 

事業項目 実施内容 
実施年度 

21 22 23 24 25 

【地域包括支援センター】 

総合相談支援事業 ① 

（高齢者） 

広報・ホームページなどさまざ

まな媒体を利用し PR します 
実施 

医療機関とのネットワークを構

築します 
検討 実施 

総合相談支援事業 ② 

（障害者・その他） 

関係職員により、相談機能のあ

り方について検討します 
検討 実施 

 

★充実・継続する事業 

 ○ 地域包括支援センターの受託（平成１８年度から） 

○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（地域包括支援センター：平成１８年度から） 

  さまざまな福祉課題に対し、各関係機関との連携を強化することに 
より、福祉の安心相談窓口を目指します。 



《基本施策②》地域生活支援の充実 

（２）地域に根差した福祉サービスの充実  

～誰もが住み慣れた地域で、その人らしく暮らせるために～ 

 

 

 

             

≪現状と課題≫ 

家族機能の低下や地域のつながりの希薄化が進むなかで、地域での生活を支援するた 

めには、介護保険法や障害者自立支援法などの公的福祉サービスでの対応も重要ですが、

制度のみでは難しい課題も出てきています。 

また、従来から社協は児童から高齢者まで対象を限定せずに福祉サービスを提供して

きました。しかし、現在は社会福祉事業の一部に民間企業を含め多様な主体が参入でき

るようになるなど福祉サービスのあり方が大きく変化しました。そのような変化のなか

で、今後も地域生活を念頭において福祉を進めていく公共性の高い社会福祉法人の役割

を確認し、将来を見据え、複雑・多様化する福祉ニーズに対応するために、事業の見直

しを図る必要があります。 

≪今後の取り組み≫ 

○ 地域包括支援センターの業務のなかに位置づけられている高齢者の権利擁護事業 

と社協の取り組む認知症高齢者・知的障害者・精神障害者を対象とする権利擁護関 

係事業を整理し、総合的な体制のあり方を検討します。 

 

○ 介護保険法と障害者自立支援法に基づく事業所は、社協として取り組む意義や方 

向性を明確にしたうえで、安定した経営を図ります。 

 

○ 従来、社協が実施してきた事業のうち、当事者および地域の方々による実施が望 

ましい事業については、主体のあり方を関係団体と協議し見直します。 

 

○ 家族介護支援事業と生活援助員派遣事業は、社協として受託する意義や事業その 

ものについて見直します。 

 

■地域包括支援センターの権利擁護事業とは 
 高齢者等が地域において尊厳のある生活を維持し、安心

して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点

からの支援を行います。 

 

【支援内容】 

①成年後見制度の活用促進 ②老人福祉施設等への措置

の支援 ③高齢者虐待への対応 ④困難事例への対応

⑤消費者被害の防止 

■日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）とは
認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などで、自分ひとりで

契約などの判断をすることや、お金の出し入れ・書類の管理など

日常生活に不安のある方に対して、社協との契約に基づき、安心

した暮らしのお手伝いを生活支援員が行う事業です。 

 

【支援内容】 

①福祉サービスの利用援助 ②日常的金銭管理サービス 

③書類等の預かりサービス 

さまざまな福祉課題を抱える人に対し、社協の総合力・ネットワーク

を活かして、地域での生活を可能なかぎり支援します。 



≪実施計画≫ 

★重点的に取り組む事業 

事業項目 実施内容 
実施年度 

21 22 23 24 25

【地域包括支援センター】 

権利擁護事業 

権利擁護関係の専門家も交えた

委員会で、社協としての取り組み

方を検討します 

検討 実施 

日常生活自立支援事業 

【介護保険法】 

訪問介護事業・通所介護事業 

経営会議を設置するなど安定し

た経営に努めます 
実施 

【障害者自立支援法】 

居宅介護事業・生活介護事業 

就労継続支援事業（Ｂ型） 

町内では事業所が少ないため、 

積極的に取り組みます 
実施 

 

★充実・継続する事業   

○ 災害罹災世帯見舞金、行旅人援護 

○ 介護予防ケアマネジメント事業（地域包括支援センター：平成１８年度から） 

○ 居宅介護支援事業（介護保険法） 

○ 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 

○ 車いすの貸出事業 

○ 貸付制度の実施（生活福祉資金・くらし資金・援護資金） 

 ○ 障害者への情報サービス 

 

★見直しする事業 

 ○ 高齢者関係事業（ひとり暮らし高齢者花見会、歳末ひとり暮らし高齢者事業など） 

障害者関係事業（障害児者クリスマス会など） 

児童関係事業（母子父子家庭進入学祝事業など） 

○ 家族介護支援事業、生活援助員派遣事業 

 
【介護保険法】             【障害者自立支援法】          【障害者自立支援法】 

通所介護事業所（あやめ）     生活介護事業所（コスモスの家）  就労継続支援事業所（Ｂ型）

（たんぽぽ作業所） 



《基本施策①》福祉ネットワークの強化

 

（３）地域福祉基盤の強化 ～安心した暮らしを支える地域づくりのために～ 

           

 

 

 

≪現状と課題≫ 

地域福祉を推進するには福祉団体・関係機関等の協力が不可欠ですが、福祉団体等で

は役員等の担い手不足や会員の高齢化などにより、活力が低下している面も見られます。

しかし、地域の繋がりが薄くなっている今だからこそ、福祉団体等が自主的に地域で活

動する重要性と必要性があると考えます。 

また、個別の福祉団体・関係機関等だけでは地域の様々な課題を解決することは難し

く、連携・協力して行うことで、事業をより効果的に実施することができます。そのた

めには、福祉団体・関係機関等をはじめ、地域が一体となって取り組む体制作りが必要

です。 

≪今後の取り組み≫ 

○ 福祉団体・関係機関等とのネットワークを強化し、地域の課題を共有できるしく 

み作りに取り組みます。 

 

○ 福祉団体等については、助成金の目的を明確にするとともに、助成額を見直しま 

す。 

 

○ 子ども会育成会連絡協議会については、他団体とのバランスがとれるように助成 

額について見直します。老人クラブ連合会については、町高齢者福祉施策との関わ

りの中でどのように運営していくかを行政と協議し、見直していきます。身体障害

者福祉協議会については、若い世代が加入し、自主的に運営できるように支援のあ

り方を見直します。 

 

【助成福祉団体等】                            （単位：円） 

団体名 助成額 団体名 助成額 

東郷町民生委員児童委員協議会 80,000 東郷町身体障害者福祉協議会 30,000

愛知保護区保護司会東郷部会 70,000 東郷町遺族会 30,000

東郷町更生保護女性会 70,000 東郷町知的障害児・者連絡協議会 30,000

東郷町老人クラブ連合会 80,000 さくらの会 15,000

東郷町子ども会育成会連絡協議会 180,000 東郷町ボランティア連絡協議会 150,000

 

地域の様々な課題に取り組むために、福祉団体・関係機関等 
との連携の強化をめざします。 



≪実施計画≫ 

★重点的に取り組む事業 

実施年度 
事業項目 実施内容 

21 22 23 24 25

住民参加型在宅福祉サ

ービス団体の組織化と

協働 

各団体の状況を把握し、地域の情報

を共有できる場を設置します 
検討 設置 実施 

 

★充実・継続する事業 

 ○ 社会福祉大会・福祉フェスティバルの開催 

 ○ 福祉施設・民生委員児童委員協議会との協働 

 ○ 遺族会、知的障害児・者連絡協議会、さくらの会（心の の病を持つ人 家族の会）への支援 

 

★見直しする事業 

 ○ 福祉団体等の助成 

○ 子ども会育成会連絡協議会、老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会への支援 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【とうごう福祉フェスティバル】 

～町内の福祉団体や機関と協働し実施しています～ 

 

■住民参加型在宅福祉サービス団体とは 

 地域住民の参加を基本として、①営利を目的とせず、②住民相互の対等な関係と助け合いを基調として

有償・有料制、あるいは「時間貯蓄制度」等によって行う家事援助、介護サービス（ホームヘルプサービ

等を中心とした在宅福祉サービスを提供しています。 

■関係機関とは 

 本計画では主に行政を始め、町内にある福祉施設及び福祉サービスを提供する事業所等、学校、医療機関

などとしています。 
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《基本施策②》社協運営基盤の強化 

  

（３）地域福祉基盤の強化 ～安心した暮らしを支える地域づくりのために～ 

 

 

             

 

≪現状と課題≫ 

社会の急激な変化に伴って、複雑・多様化してきている福祉ニーズに柔軟に対応する

ために、理事会・評議員会の機能だけでなく職員の資質向上に努め、運営体制を強化す

る必要があります。 

また、昨今の行政の財政状況や経済不況を受け、厳しい経営環境となっているなか、

安定した地域福祉活動を進めるためには、社協会費・赤い羽根共同募金・寄附金・基金・

介護保険等収入の民間財源（行政からの補助金・受託金以外の財源）だけでなく、公的

財源（行政からの補助金・受託金）の確保に努める必要があります。 

≪今後の取り組み≫ 

○ 地域福祉活動を支える財源を充実させるため、常に経営努力を図り、民間財源の 

確保に努めるほか、基金を計画的・効果的に運用していきます。 

○ 公共性・公益性の高い事業や福祉ニーズに柔軟に対応するために、公的財源の確 

保に努めます。 

○ 複雑・多様化する福祉ニーズに対応するため、職員の資質向上に努め、内外の連 

携を強化していきます。 

○ 本計画による組織体制とその事業が有効に機能しているかを確認・評価していき 

ます。 

○ 組織として災害等の緊急事態に迅速に対応するための危機管理体制を整備します。 

 

【社協会員及び会費額の状況】          【寄附金等の状況】 

                                               

【赤い羽根共同募金実績額の状況】     【法人運営事業費に占める補助金の割合】 

年度 会費総額 世帯加入率 

１７ 4,838,480(円) 53.6％

１８ 4,786,300(円) 51.1％

１９ 4,727,100(円) 53.0％

年度 実績額 前年対比 

１７ 3,951,135(円) 105.0％

１８ 3,464,670(円) 87.6％

１９ 3,470,136(円) 100.1％

年度 募金実績額（円） 一人あたり募金額

１７ 4,835,123(円) 121.9 円

１８ 4,763,596(円) 118.0 円

１９ 4,920,858(円) 120.2 円

年度 割合 備考 

１７ 92.9％ 事務費の一部が対象外に 

１８ 87.9％ 派遣職員の一部手当が対象外に

１９ 85.6％ 事務費全額が対象外に 

社協が今後も複雑・多様化する福祉ニーズに応え、地域福祉活動の 
基礎を支えるために、必要な事業体制と財源の強化をめざします。 



≪実施計画≫ 

★重点的に取り組む事業 

事業項目 実施内容 
実施年度 

21 22 23 24 25 

基金の運用 
基金の目的を明確化し効率的に

運用します 
検討 実施 

公的財源の充実 
行政と協議し、積極的な補助金の

確保に努めます 
実施 

職員研修の推進と 

資質向上 

ＯＪＴ（職場内研修）や専門研修

に取り組みます 
実施 

地域福祉活動計画の 

見直し 

中間期に活動計画の進捗状況を

確認・評価します 
 実施  

災害時等の対応 
職員の災害時等行動マニュアル

を整備します 
整備 実施 

 

★充実・継続する事業 

 ○ 定款、諸規定（苦情解決規程、情報公開制度、個人情報保護規程等）の改定・整備 

 ○ 理事会・評議員会（理事会部会）の充実 

 ○ 民間財源（会員募集の実施、共同募金への協力）の充実 

 ○ 適正な職員配置と環境整備及び労務管理 

 ○ 社協だより・広報とうごう、ホームページによる情報発信 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会員募集とは 

 社協が実施する事業や活動にご賛同いただける方を毎年募集し、会員としてご協力いただいた会費を東郷

町の地域福祉を推進するための財源とさせていただくものです。 

 会員としてご協力いただくのは、年会費として普通会員１口５００円、賛助会員１口１，０００円、法人

（団体）会員１口３，０００円です。 

■赤い羽根共同募金とは 

 赤い羽根共同募金は、民間社会福祉事業・活動に必要な資金を集めることを目的としています。暖かい「助

け合い」の心がこの募金を支え、民間の福祉活動を推進することができます。 

 なお、共同募金運動の実施期間は、毎年１０月１日から１２月３１日までになっています。 

【地域福祉活動計画策定委員会の様子】 



第３部（参考資料） 

 

１．モデル地区懇談会（部田・和合ヶ丘・部田山）、赤い羽根共同募金公開プレゼ
ンテーションで出された主な意見 

 

 Ｑ１ 私たちのまちのいいところはどんなところですか？ 

・町が小さくて動きやすい。 

   ・適当に田舎の町で、自然が多い。 

   ・公園が多く、いこまい館で子どもを遊ばせることができ、子育てしやすい。 

   ・巡回くんが左右まわりあり、利用しやすい。 

   ・自然が多く残っている。 

   ・近所づきあいがあり、のんびりとしていて住み良いまち。 

   ・若い世帯が多く活気がある。 

   ・高齢者や若い世帯、子どもたちが居住し、将来的に様々な可能性がある。 

   ・他人の行動等にあまり干渉しない。 

 

Ｑ２ 私たちのまちで困っていること、気がかりなことはどんなことですか？ 

   ・交通の便が悪く、年老いた時に生活しやすいか不安。 

   ・福祉の整備が不十分。 

   ・空き家など多いので、情報が発達していれば有意義に使えるのでは？ 

   ・交番がなく、道で警官とすれ違わないので地域安全に不安がある。 

   ・歩道がなく、危険な道が多い。 

   ・じゅんかい君があまり活用されていない。 

   ・ゴミ処理の仕方で個人のマナーがあまり守られていないように感じる。 

・行事に参加する人が少ない。（ボランティア活動など） 

   ・高齢化が進み、日常生活に支障が出てきていること。 

 

Ｑ３ こんなまちであったらいいなと思う夢のまちは？ 

   ・障害者や高齢者などが安心して暮らせるまち。 

   ・地域が活性化している。 

   ・子どもや高齢者など町の人々が行き来して、交流の場があると良い。 

   ・地産地消。休耕田には花がある。 

   ・犯罪のない安心して暮らせるまち。 

   ・東郷町に流入して来た人もそうでない人も交流できるまち。 

   ・日常生活における基本的なルールが守れる。 

・若い世代の活力を活かす事ができるまち。 

・誰でもいつでも気軽に寄れる場が身近にある。 

・地域のつながりを大切に思うまち。 



２．第３次東郷町社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会等設置要綱 

（設置） 

第１条 第３次東郷町社会福祉協議会地域福祉活動計画を策定するため、地域福祉活動計画策定 

委員会（以下「策定委員会」という。）及び地域福祉活動計画作業部会（以下「作業部会」 

という。）を設置する。 

（組織等） 

第２条 策定委員会は、別表第１に掲げる者で構成し、社会福祉法人東郷町社会福祉協議会会長

（以下「会長」という。）が委嘱する。 

  ２ 作業部会は別表第２に掲げる者で構成する。 

  ３ 策定委員会には、委員長、副委員長１名を置き、委員の互選により選出する。 

  ４ 委員長は、策定委員会を総務する。 

  ５ 委員長に事故あるとき、または、委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代行する。 

  ６ 作業部会には、部会長、副部会長１名をおき、部会委員の互選により選出する。 

  ７ 計画策定に必要な助言者を置くことができる。 

（任期） 

第３条 策定委員及び作業部会員の任期は、平成２１年３月３１日までとする。 

（職務） 

第４条 作業部会は、地域福祉活動の課題、事業内容等を検討し、地域福祉活動計画素案を作成

し、策定委員会に諮る。 

  ２ 策定委員会は、作業部会が作成した地域福祉活動計画素案の検討を行い、地域福祉活動

計画案を作成し、会長に報告する。 

（会議） 

第５条 策定委員会は委員長が召集し、議長となる。 

２ 作業部会の会議は部会長が招集する。 

  ３ 策定委員会は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

（庶務） 

第６条 策定委員会等の庶務は社会福祉法人東郷町社会福祉協議会地域福祉課地域福祉係にお

いて処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。 

 

    附 則 

  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



策定委員会 

（別表第１） 

氏 名 職 名 関係区分 

杉本 久 民生委員児童委員協議会長 地域団体 

野々山 清子 ボランティア連絡協議会長 ボランティア関係 

石川 久則 老人クラブ連合会長 高齢者関係 

石川 正己 子ども会育成会連絡協議会長 児童関係 

加藤 紀代枝 JA さわやか東郷会長 ボランティア関係 

笹野 真智子 知的障害児・者連絡協議会長 障害者関係 

村上 圭三 学校教育課指導主事 児童関係 

森田 博史 愛厚ホーム東郷苑長 施設関係 

山内 慎二 福祉部長 行政関係 

小島 富夫 健康部長 行政関係 

三浦 芳照 社会福祉協議会常務理事 社協関係 

 

  計画助言者 

永田 祐 同志社大学社会学部社会福祉学科専任講師  

 

作業部会 

（別表第２） 

氏 名 職 名 関係区分 

石川 正人 福祉課係長 

東郷町役場 
村中 章太 長寿介護課係長 

中根 文浩 児童課係長  

神谷 篤 健康交流課課長補佐  

水野 米子 地域福祉課課長補佐  

東郷町 

社会福祉協議会 

近藤 文弘 福祉センター所長  

中村 安裕 福祉センター副所長  

神谷 保寛  福祉センター主事  

野々山 裕  福祉センター主事  

早川 孝志 在宅福祉係主査  

鴨井 千恵子 在宅福祉係主任  

逸見 紀子 在宅福祉係保健師  

長坂 嘉久 地域福祉係主査  

松下 紀夫 地域福祉係主任  

後藤 みほ 地域福祉係主事  

 

 



３．第３次東郷町社会福祉協議会地域福祉活動計画策定経過 

○策定委員会 

月 日 会議名等 協議内容 

９月１２日（金） 第１回策定委員会 委員長等選任など 

１１月２１日（金）
策定委員研修会＊ 

「活動計画策定に向けて」 

講師：計画助言者 

第 2 回策定委員会 計画の体系について① 

１２月１６日（火） 第 3 回策定委員会 
計画の体系について② 

基本目標（地域福祉の基盤強化）検討 

平成 21 年 

１月２９日（木）
第４回策定委員会 

基本目標検討 

（地域に根差した福祉サービスの充実） 

（住民の主体的参加の推進） 

   ２月２３日（月） 第 5 回策定委員会＊ 計画全般について 

○作業部会 

月 日 会議名等 協議内容 

６月２７日（金） 地域福祉活動計画職員研修会＊ 計画策定に向けての合意形成 

８月２１日（木） 地域福祉活動計画社協職員会議 基本理念の検討 

１０月１０日（金） 第 1 回作業部会 計画の概略、作業部会の進め方等

１０月３１日（金）から

随時（全１５回開催）
目標別作業部会 

各基本目標別の事業の目標・実施

計画について 

１１月１７日（月） 第 2 回作業部会 基本理念について 

１１月２６日（水） 第 3 回作業部会 
計画の体系、地域福祉の基盤強化

について 

１２月 8 日（月） 第４回作業部会 地域福祉の基盤強化について 

平成 21 年 

１月２９日（木）
第 5 回作業部会 

地域に根差した福祉サービスの

充実について 

１月１６日（金） 第 6 回作業部会 
住民の主体的参加の推進につい

て 

１月１９日（月） 第 7 回作業部会 第 5・6 回作業部会のまとめ 

１月２１日（水） 第 8 回作業部会＊ 計画全般について 

２月１０日（火） 第 9 回作業部会 策定委員会からの指摘事項確認 

２月１７日（火） 第 10 回作業部会 計画書全般について 

＊印は、計画助言者同席 

 

 

 



４．用語説明・事業説明 

 用  語 解説・説明 

あ

行 

赤い羽根共同募金公開プレ

ゼンテーションによる助成 

町内で活動する非営利団体（ボランティア団体や NPO な

ど）が、地域で行う事業に対して、赤い羽根共同募金を財

源として助成を行います。申請団体を公募し、３段階の審

査を行っていますが、共同募金の透明性や活動団体を知っ

てもらうために、第２次審査を「公開」しています。 

か

行 

介護保険制度 ４０歳以上の人全員が被保険者（加入者）として保険料を

負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部を

支払い、サービスを利用します。 

○居宅介護支援 

 介護支援専門員（ケアマネジャー）が配置されており、

ケアプランの作成や、要介護認定申請の代行・サービス

事業者との連絡調整などをします。 

○訪問介護 

 ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事など

の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。 

○通所介護 

 通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、

生活行為向上のための支援を日帰りで行っています。 

 社協では、福祉センターで通称「あやめ」として実施し

ています。 

家族介護支援事業 常時紙おむつを必要とする認知症高齢者や障害者等が町内

指定薬局店で購入した紙おむつ等購入費を助成します。 

行旅人援護 本人の本籍地または住所地を証明するものをもたない方に

移送費を貸付します。 

さ 

行 

障害者自立支援法 障害の種別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサ

ービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組

みを一元化した法律です。なお、市町村の責任を持ってサ

ービス提供し、利用者は費用の一部原則負担します。 

○居宅介護 

 ホームヘルパーが居宅を訪問し、障害児・者に対して、

入浴・排泄・食事の介護等を行います。 

○生活介護 

 常に介護を必要とする障害者に対し、主に昼間において

入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作活動・

生産的活動の機会の提供をします。 

 社協では、福祉センターで通称「コスモスの家」として

実施しています。 



○就労継続支援Ｂ型 

 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供すると

ともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い

ます。社協では、福祉センターで通称「たんぽぽ作業所」

として実施しています。 

社協災害対応計画 社会福祉協議会が、東郷町地域防災計画に定められている

災害時要援護者支援並びにボランティア団体への協力並び

に受け入れについて計画したものです。 

生活援助員派遣事業 介護保険の給付が受けられない６５歳以上のひとり暮らし

の高齢者及び高齢者のみの世帯に、ホームヘルパーを派遣

します。 

青少年等ボランティア体験

学習 

夏休み期間中に、町内の福祉施設やボランティアグループ

に協力を得て、参加する生徒が活動プログラムを選択して

ボランティア体験を行います。 

た 

行 

地域包括支援センター いつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていく為

に、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師が中心とな

って、様々な方面から高齢者の皆さんを支える機関です。

＊包括的・継続的ケアマネジメント 

 地域の医療機関や行政やボランティア等の関係機関や団

体との連携・協働の体制づくりや個々のケアマネジャーに

対する支援等を行うものです。 

町民活動センター 町民の自主的で公益的な活動（ボランティア活動やＮＰＯ

活動など）を支援するための拠点施設です。いこまい館 2

階に設置されています。 

東郷町地域防災計画 災害対策基本法第４２条の規定に基づいて、東郷町防災会

議が東郷町の地域と地域住民の生命、身体及び財産を災害

から保護するために計画したものです。東郷町には風水害

等と地震災害に対応したものが整備されています。 

は 

行 

ボランティアコーディネー

ター 

ボランティア活動をしたい人とボランティアの支援を求め

る人や団体との仲介・調整や、様々な人たちのニーズを受

け止め、ボランティア活動がしやすい環境・体制整備、活

動の支援を行います。 

ボランティアセンター ボランティア活動の拠点であり、活動に必要な情報提供・

収集、育成・研修会の開催やボランティア相談や他機関と

の連絡調整などを行っています。社会福祉協議会内に設置

しています。 

ボランティア保険 ボランティア活動中の事故や怪我を補償するものです。 
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