
平成２９年度

　　　社会福祉法人　諫早市社会福祉協議会

自　　平成２９年４月  １日

至　　平成３０年３月３１日

　事　 業  計 　画 　書  

諫早市社会福祉協議会



Ⅰ．基本方針

Ⅱ．推進事項

１．法人の運営基盤強化

２．地域福祉活動の推進

３．ボランティア活動の推進

４．共同募金配分金事業の実施

５．福祉総合相談支援事業の実施

６．福祉教育推進事業の実施

７．施設管理経営事業（指定管理）の受託

　目標３．健康でいきいきと暮せる地域づくり

　目標４．地域福祉を支える仕組みづくり

　目標５．安心・安全に暮せる地域づくり

　目標２．共に支え合う地域づくり

２９年度から平成３３年度）を策定し、市民一人ひとりが尊厳を保持し、支え合いながら、安

心して暮らすことができるまちづくりに努めます。

　このことを踏まえ、次の５つの目標を掲げ、より一層の地域福祉の増進を図ります。

　目標１．地域福祉を担う人づくり

　 諫早市社会福祉協議会（以下「諫早市社協」）は、「第３次地域福祉活動計画」（平成



Ⅲ．事業概要
単位：千円

前年度予算額 本年度予算額

1. 法人の運営基盤強化≪法人運営事業≫ 180,896 201,888

（20,9９2）

【方針】

【実施事業】

１．組織・事務局体制の充実

（１）理事会・評議員会の開催 71,593 70,173

（２）役職員研修の実施 （△1,420）

（３）職員の自己研鑽の推進及び研修会の実施

（４）事務・事業執行体制効率化の推進 19,701 20,200

(499)

２．職員の講師派遣 職員修学資金

775 500

３．福祉系大学との連携 （△275）

相談援助実習生受入の実施

17,566 3,414

４．自主財源確保の取り組み強化 （△14,152）

（１）住民会員・組織会員等の加入促進

（２）募金活動に伴う事務費の確保

５．日本赤十字社長崎県支部諫早市地区の事業

（１）日本赤十字社資募集の協力 3,873 3,569

（２）災害救援物資及び見舞金の配付 （△304）

６．上山荘施設の維持・管理

4,511 38,259

（33,748）

７．福祉意識啓発活動の充実
（１）社協広報紙「かんしゃ」の発行 4,331 5,041
（２）ホームページの更新 （710）

58,546 60,732

（2,186）

職員退職給与積立事業

日赤事務費

施設使用支援

調査研究企画広報

基金

項目≪拠点区分≫

   住民主体の民間組織としての社協の役割や位置づけを自覚する
ため、計画的に職員研修を実施し、職員の専門職としての資質の向
上に全力を注ぎます。
   また、 自主財源の確保に努め、 健全・適正な経営かつ効果的
な事業・活動を展開します。

運営援助費

社協事務費
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単位：千円

前年度予算額 本年度予算額

８．長崎県共同募金会諫早市支会の事業

（１）赤い羽根共同募金運動の実施

　　　戸別募金，法人募金，街頭募金，学校募金等

（２）歳末たすけあい募金運動の実施

　　　戸別募金，イベント募金（歳末演芸大会の開催）等

９．長崎県戦没者慰霊奉賛会諫早市支部の事業

項目≪拠点区分≫
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単位：千円

前年度予算額 本年度予算額

２.地域福祉活動の推進≪地域福祉推進事業≫ 49,289 48,276

（△1,013）

【方針】

【実施事業】

１．地域福祉推進のための基盤整備

（１）福祉活動専門員の配置 16,714 18,362

（２）小地域福祉台帳の整備・更新 （1,648）

２．地区社協活動の支援と協働

（１）地区社協Ｇ２０の開催

（２）地区社協会長会の開催

（３）地区社協運営及び活動の支援

（４）地区社協傷害保険料の助成

（５）子育てサロン活動の支援及び傷害保険料の助成

（６）福祉協力員活動の支援

（７）福祉協力員研修会開催の支援

（８）諫早市高齢者等見守りネットワーク活動の推進

（９）諫早市高齢者等見守りネットワーク傷害保険料の助成

（10）地区社協リーダー研修会開催の支援

（11）地区懇談会開催の支援

（12）世代間交流活動の支援

（13）ふれあい食事サービス活動の支援

（14）ひとり暮らし高齢者の集い開催の支援

（15）地区社協研修会開催の支援

（16）視察研修事業の支援

３．地域福祉強化のための施策

諫早市社会福祉大会の開催 3,273 2,183

（△1,090）

項目≪拠点区分≫

　市内全域に組織されている２０の地区（校区） 社協と連携を密に
し、小地域ネットワーク活動の推進を図ると共に、地区社協と協働 し
て地域福祉推進に努めます。
　また、地域の生活課題に対して、住民同士で解決していこうとする
住民の支え合い活動に寄り添い支援し、地域の福祉力を高めます。

地域福祉強化事業

地区社協活動促進事業
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単位：千円

前年度予算額 本年度予算額

４．生きがい学び事業の実施

（１）上山荘生きがい学び講座の開催 12,191 10,934

（２）上山荘活用講座の開催 （△1,257）

    （豆知識講座及びお楽しみ講座の開催）

５．ふれあいいきいき活動の支援

（１）ふれあいいきいきサロン活動の支援 17,111 16,797

（２）ふれあいいきいきサロン傷害保険料及びボランティア活動 （△314）

     保険料の助成

項目≪拠点区分≫

上山荘生きがい学び支援事業

ふれあいいきいき活動支援事業
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単位：千円

前年度予算額 本年度予算額

３.ボランティア活動の推進≪ボランティア活動推進事業≫ 10,321 9,804

（△517）

【方針】

【実施事業】

１．ボランティアセンターの機能強化

（１）ボランティアコーディネーターの配置 4,162 3,818

（２）ボランティア相談及び活動支援 （△344）

（３）ボランティアセンターの登録・斡旋

（４）ボランティア啓発活動

①広報紙発行

②チラシ配布

③ホームページへのアップ

（５）災害ボランティア養成事業の実施

２．福祉意識の啓発

（１）福祉教育の推進 1,566 1,441

①福祉教育推進協力校の支援 （△125）

②福祉教材の貸出

③出前講座の実施（学校との連携強化）

（２）使用済み切手整理ボランティア活動の実施

（３）福祉体験学習の支援

３．ボランティア活動の支援

（１）ボランティア団体の活動支援 3,378 3,373

（２）諫早市ボランティア連絡協議会の支援 （△5）

（３）収集活動の実施（プルタブ及び使用済切手）

４．ボランティアの養成

（１）福祉体験学習サポーターの育成及び研修会の開催 1,215 1,172

（２）いきいき応援隊の育成及び研修会の開催 （△43）

（３）いきいきサロン実践者研修会の開催

項目≪拠点区分≫

　ボランティアセンターの基盤強化を図ると共に、ボランティア活動
のきっかけづくりや活性化のため、 講座・研修会を企画し、 ボラン
ティア活動に取り組みやすい環境を整備するとともに、 身近な地域
でボランティア活動が展開されるよう支援します。
　また、 災害を想定した災害ボランティアセンターの立ち上げに向
けて災害ボランティア養成研修会を開催し、ボランティア復興支援
活動に対する市民意識の高揚を図ります。

センター機能強化事業

福祉意識啓発事業

活動支援事業

養成事業
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単位：千円

前年度予算額 本年度予算額

４. 共同募金配分金事業の実施≪共同募金配分金事業≫ 15,931 15,744
（△187）

【方針】

【実施事業】

１．地域福祉活動事業の実施

（１）広報紙「かんしゃ」の発行（再掲） 13,121 12,934

（２）地区懇談会開催の支援（再掲） （△187）

（３）子育てサロン研修会の開催の支援

（４）子育てサロン活動の支援

（５）地域支え合い事業 【新規】

（６）世代間交流活動の支援（再掲）

（７）諫早市民生委員児童委員協議会連合会活動の支援

２．老人福祉活動の推進

（１）米寿記念写真の贈呈

（２）ふれあい食事サービス活動の支援（再掲）

（３）ひとり暮らし高齢者の集い開催の支援（再掲）

（４）諫早市老人クラブ連合会の支援

３．障害者（児）福祉活動の支援

（１）高次脳機能障害者サロンの開催

（２）諫早市身体障害者福祉協会の支援

（３）諫早市手をつなぐ育成会の支援

（４）諫早市精神障害者家族会協会の支援

４．児童生徒・青少年福祉活動の推進

（１）新入学児童交通安全帽子「黄色い帽子」の贈呈

（２）小・中学生修学旅行費の一部助成

（３）福祉教育推進事業協力校の指定及び支援

５．母子寡婦福祉活動の支援

（１）諫早市母子寡婦福祉会の支援

６．歳末たすけあい募金及び配分事業の実施

（１）年末ふれあい見舞金の配付 2,810 2,810

（２）障害者成人祝金の贈呈 （0）

（３）ひとり暮らし高齢者の集いの開催支援（再掲）

（４）ふれあい食事サービス活動の支援（再掲）

（５）年末年始施設行事演出講座の開催

（６）小災害見舞金の贈呈

（７）広報紙「かんしゃ」の発行（再掲）

歳末たすけあい配分金事業

地域福祉活動事業

項目≪拠点区分≫

  市民ぐるみで集められた共同募金の配分金を活用し、 福祉のまち
づくりに向けて、地域に対応した住民の地域福祉活動や福祉団体
等の支援及び助成を行います。
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単位：千円

前年度予算額 本年度予算額

５.福祉総合相談支援事業の実施≪福祉総合相談支援事業≫ 16,226 15,946
（△280）

【方針】

【実施事業】

１．ふれあい福祉相談事業

（１）ふれあい福祉相談センターの設置 4,319 6,622

開設日　月曜日～金曜日(10:00～15:00) （2,303）

（２）相談員研修会の開催

（３）ふれあい福祉電話新規利用者訪問活動

（４）専門相談事業（１２回開設）

◎弁護士相談      ８回（13:30～16:00）

◎司法書士相談   ４回（13:30～16:00）

２．福祉資金貸付事業

（１）諫早市社会福祉協議会福祉資金貸付事業の運営 1,305 1,036

（△269）

（２）福祉資金欠損補填

4 4

（0）

３．生活福祉資金等貸付事業の受託運営

4,492 4,414

（△78）

４．日常生活自立支援事業の受託運営

（１）専門員の配置 3,614 3,870

（２）生活支援員の配置 （256）

（３）専門員研修会への参加

（４）生活支援員連絡会の実施

（５）福祉サービス利用援助事業の実施

（６）福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発

　 　

５．その他の相談・支援事業 　 　

（１）各種相談

（２）成年後見申立相談援助 2,492 0

（３）ボランティア相談（ボランティアセンターと連携） （△2,492）

項目≪拠点区分≫

　市民のくらしの場での自立生活を支えるため、市民が利用しやす
い敷居の低い相談窓口を目指すとともに，当事者を中心として、地
域の相談支援機関や各分野の専門機関と連携して適切な個別支
援に努めます。

ふれあい福祉相談事業

福祉資金貸付事業

福祉資金欠損補填

生活福祉資金貸付事業

日常生活自立支援事業

障害者相談支援事業
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単位：千円

前年度予算額 本年度予算額

６.福祉教育推進事業の実施≪福祉教育推進事業≫ 2,313 1,878

（△435）

【方針】

【実施事業】

１．生活援助事業の実施

（１）くらしに役立つ活用講座の開催 908 778

（２）介護機器貸与事業の実施 （△130）

２．高齢者美術手工芸作品展の開催

628 318

（△310）

３．障害者美術手工芸作品展（心の花展）の開催

777 782

４．福祉意識の啓発（再掲） （5）

（１）福祉教育の推進（再掲）

①福祉教育推進事業協力校の支援（再掲）

②福祉教材の貸出（再掲）

③出前講座の実施（学校との連携強化）（再掲）

（２）使用済み切手整理ボランティア活動の実施（再掲）

（３）福祉体験学習の支援（再掲）

高齢者作品展開催事業

障害児（者）作品展開催事業

生活援助事業

項目≪拠点区分≫

   福祉体験学習をとおして、福祉教育の目指す 「共に生きる」  と
いうことについての理解促進に努めます。
　 また、 高齢者や障害者の美術手工芸作品展を開催し、高齢者
や障害者の創作意欲を高めると共に社会参加の促進を図ります。
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単位：千円

前年度予算額 本年度予算額

７．施設管理経営事業（指定管理）の受託≪施設管理経営事業≫ 29,618 30,117

（499）

【方針】

【実施事業】

１．諫早市社会福祉会館の管理・経営

14,408 14,600

（192）

２．諫早市上山荘南館の管理・経営

15,210 15,517

（307）

304,594 323,653

上山荘南館

合　計

項目≪拠点区分≫

　指定管理施設の設置目的を十分踏まえ、管理者仕様の業務内容
を遵守するとともに、市民の開かれた施設として、市民誰もが気軽に
利用できる施設であるよう管理経営に努めます。

社会福祉会館
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