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社会福祉法人日吉津村社会福祉協議会 

平成３０年度事業計画 

 

 社会福祉法の改正から１年が経過し、本会においても理事会・評議員会共に新体制２年目を迎える年度

となります。法人運営におきましては、経営組織のガバナンス・財務規律、事業運営を一層強化し、透明

性向上に努めてまいります。 

 また、社会福祉事業推進においては、分野別に取り組む時代から地域の福祉課題を丸ごと受け止め、支

援に取組んでいく方向性が示され、本村のような小規模自治体には望むべき福祉施策のあり方ではないか

と考えるところです。「子どもから大人までみんなが集える社協」、「村民から信頼される社協」を目標に

掲げる本会にとって、一つ一つの SOS発信を個別解決で完了するのではなく、地域全体の福祉ニーズとし

て捉え、取組み、実行していきたいと考えています。 

 平成２８年度からスタートした「えんくるり事業（生計困難者に対する相談支援事業）」は、地域にお

ける公益的な取組みとして、県内の全社会福祉協議会と社会福祉法人が一体となり、生活に困窮された方

への速攻的支援手段であり、また、平成２９年度からの「地域包括ケアシステム」構築事業での、個人か

ら聞取りを行った日常生活の実態、不便さや要望を、解決・実現に向け社会資源として創設させていくこ

とは、末永く続く地域福祉の支援基盤となります。様々な手法を駆使し、今年度も社会福祉協議会の使命

である「住民誰もが、安心して普通に暮らすことができる村づくり」に向け、全力を挙げ、取り組んでま

いります。 

 

１．法人運営事業 

１）理事会・評議員会・監査会：昨年６月より第１６期役員（理事・監事、任期２年）が、また同年４月 

から第１５期評議員（任期４年）も誕生し、共に２年目を迎えます。それぞれが役割を認識し、運営の 

強化並びに透明性に努めます。所轄庁からの指示・指導はもちろん、引き続き各種研修会へ積極的に参 

加し、法令順守に則り職務を果たしてまいります。 

２）社会福祉センター維持管理：ご利用者からの要望に応え、前年度一部建物内の改修を行い、より安全、

快適に使用していただけるようになりました。今年度は、使用に応じた室内の改修等検討していきます。 

３）広報事業：隔月（奇数月）には広報紙「ほっとはあと日吉津」を発行し、事業報告や情報提供を行い

ます。見易く、分かり易い紙面づくりを心がけ、各事業の情報を掲載し、社協事業の PR に努めていき

ます。また、前年度ホームページを立上げましたので、より一層活用していきたいと計画しています。

ホームページ上でも、「ほっとはあと日吉津」をご覧いただけますので、遠方の方へも情報をお届けで

きるものと考えています。 

４）職員：より良いサービス提供が行えるよう、また働き易い職場環境であるためにも、満足向上、資

質向上に努めます。職種・専門毎の研修はもちろん、今年度も職員全員の技能・技術等スキルアップ

に繋がる各種研修を実施してまいります。引続き福祉保健課へ生活支援コーディネーター１名と日吉

津村包括支援センターへ主任介護支援専門員１名の職員派遣をいたします。 

５）ボランティア・体験学習受入：ボランティアフェスティバルといったイベント時やデイサービス事

業等への各種ボランティアや中高生を対象とした体験学習等の受け入れを積極的に行ないます。また、

それ以外にも次代の人材育成にも協力すると共に、外部から寄せられたご意見を事業や運営に活かし

ていきます。 

６）車いす・チャイルドシート貸与：介護保険外の利用として車いすを１か月単位で貸与します。定期的

な点検整備を行い、安全に利用していただける様対応しています。チャイルドシートは、お孫さんなど

が帰省時一時的に利用されることを基本とし、１日単位で貸与します。 

 

２．地域福祉推進事業 

１）福祉座談会開催：前年度実施出来なかった自治会を対象に開催いたします。地域の方々に社協事業を

知っていただき、関心を持っていただきたいと考えています。直接、要望やニーズを伺うことで、事業 

の見直しや工夫、新しい事業展開につなげていきます。 
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２）地域福祉に関する事業 

 ① 福祉推進員設置事業：福祉推進員は、地域と社協を結んでいただく活動を行っていただいています。

活動を通しての気づきや疑問、要望を積極的に事業へ反映させていきます。第１３期福祉推進員２年

目の今年度は、活動を支援する研修や学習の機会をより多く提供し、地域の見守り活動に生かしてい

ただきます。 

 ② 地域包括ケアシステム構築への参画：今年度も福祉保健課に生活支援コーディネーターを社協から 

派遣します。協議体へは社協職員も参画します。２年目となり、初年度聞取りを行った多様なニーズ 

に対応すべく仕組みづくりを協議し、実現に向け取り組みを行っています。 

３）高齢者会食会：年に１回、各自治会公民館において、福祉推進員が中心となり地域のボランティアの 

方々と協力して開催する会食会です。８０歳以上の方をお招きし、日頃出会えない方々との交流、食事 

や催し物を楽しんでいただきます。今年度も自治会での交流はもちろん、日吉津駐在所、生活支援コー 

ディネーターや予防事業担当者の参加で、地域での見守りや支え合いがあることを知っていいただく機 

会にしたいと考えています。 

４）福祉教育に関する事業・助成事業 

 ① 書を楽しもう：日吉津小学校児童を対象とし、地域の書道家に手ほどきを受け、字の良し悪しでは 

なく、参加者全員が大きな紙に唄を書きあげることで、それぞれの個性を認め合うことを目的として 

行います。（７月下旬実施予定・共同募金助成事業） 

 ② わくわく体験事業：日吉津小学校児童及び保護者を対象とし、障がい者就労施設米子ワークホーム 

へ伺い、施設見学、作業体験を通して障がい者の就労や係わりについて学び、自ら何が出来るかを考 

える機会を持ち、実行出来る力を養うことを目的として行います。（秋季実施予定） 

③ 小学校福祉教育助成事業： 日吉津小学校が独自に取り組んでいる福祉教育や交流に関する事業へ

助成を行います。内容は、運動会への招待状・年賀状の送付、デイサービスセンターでの七夕交流会、

老人クラブとの芋作り交流会などがあります。 

５）手話サークル開催：鳥取県西部ろうあ協会に所属する当事者を講師に毎月２回講座を開催し手話の

普及に努めています。 

６）慶弔に関する事業 

 ① 祭壇貸付事業：社協会員家庭へ葬儀用祭壇を１万円にて貸出しますが、昨今は業者の祭壇を利用さ 

れるケースが多くなり、貸出件数が激減しています。２基の祭壇を所有しており、いつ貸出しがあっ 

てもいいようにメンテナンスは万全にしています。 

 ② 会葬並びに礼状印刷事業：社協会員家庭の葬儀へ参列並びに慶弔規程に規定する香典を手向けます。 

又、香典返し寄付をされた会員家族へは３００枚まで無料で会葬礼状の印刷を行います。福祉センタ 

ー休館日でも対応が出来る体制をとっています。 

③ 見舞い返し礼状印刷事業：見舞い返し寄附をされた会員家族を対象に１００枚まで無料で礼状印

刷を行います。 

７）生活福祉資金貸付事業：相談者の生計を立て直すことが出来る様、福祉保健課と連携を取り合い、

一緒に考え、貸付けを行います。相談者が何を希望し、何を解決したいのか見極めを迅速に行い、対

処できる様にしていきます。 

８）えんくるり事業（生計困難者に対する相談支援事業）：鳥取県内の全県市町村社会福祉協議会と社会 

福祉法人が一体となって取り組む公益事業です。既存の福祉サービスや制度では解決できない生活困窮

者への相談支援、対応を行います。 

９）福祉団体育成・支援事業：村内で活動されている独自サークルやグループの活動を支援、協力します。 

ふれあいいきいきサロンとして独自に活動されている今吉「にこにこ会」と上２「花水木の会」へも情 

報提供などを含め支援を行います。社協内には下記福祉団体事務局があります。 

① 日吉津村老人クラブ連合会 

 ② 日吉津村手をつなぐ育成会 

１０）障がい者の交流会：障がい者団体会員や村内の障がい者の交流の場として１５年続いている事業で

す。最初の頃に比べて障がい者団体の会員数も激減し、参加者の顔ぶれも変わりそれに合わせ交流会 
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の内容も変化させていましたが、今年度は冬の鍋パーティーのみ内容を充実させ、障がい者団体とも

連携し、計画実施していきます。（２月実施予定・共同募金助成事業） 

 

３．ふれあいのまちづくり事業 

１）小地域福祉活動事業：高齢者の見守りマップ作りの研修を行い、情報交換を通じて各自治会の状況把 

握、見守り体制の強化を図ります。 

  今吉は、小地域福祉活動を独自に行い、自主的に自治会内の生活課題の発見をして解決していく体制 

を整えていますので、引続き側面的な支援を行なっていきます。 

２）相談事業：困りごとを一人で抱え込まず、身近な地域で解決することを目的として無料で利用できる

相談事業所を開設しています。 

 ① 消費・生活相談：地域サロンや団体を対象に消費生活相談員の出前講座を開催します。民生児童委 

員と共に、昨今発生している特殊詐欺について学び、未然に防げるように努めていきます。また身近 

な困りごと等適宜、適切な相談者や相談窓口に繋ぎます。 

 ② 司法書士専門相談：村内防災無線や広報紙で PRを行い、年４回鳥取県司法書士協会所属の司法書 

士を相談員として成年後見制度への対応や相続・登記といった専門相談に応じます。 

 ③ 子育て相談：お子さんやお孫さんのことでの困りごとの他、お母さんやお父さん自身の悩み事にも 

対応します。社協で常時窓口を設置し、伺った主訴に対応できる専門機関に繋いでいきます。 

３）地域訪問見守り事業：住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる様、職員が自宅へ伺いま 

す。お話の内容によっては行政や社協事業又は予防事業への参加等につなげていきます。その方のニー 

ズに合わせ、継続した見守りや訪問を行い、適切な対応に努めていきます。 

 

４．ボランティアセンター運営事業 

１）ボランティアセンター運営委員会：根幹をなす組織として設置している委員会です。各方面から選出

された委員の意見を事業並びに運営方針に反映し、実施いたします。 

２）ボランティア連絡協議会：活動団体並びに個人で組織する連絡協議会です。ボランティアの普及や啓

発に向けた取組みなど協議、協力し事業推進していきます。昨年度に引き続き、災害ボランティアセン

ター運営者模擬訓練へ参加するなどし、災害時における対応なども学びます。 

３）ボランティアフェスティバル開催：ボランティアフェスティバル実行委員会を開催し、地域のボラン 

ティアが中心となって運営する事業です。ボランティアの活動の場であり、来場された方へボランティ 

ア活動に関心を寄せていただける様、小さなお子さんから高齢者までが楽しめる内容を計画していきま 

す。昨年度に引き続き防災をメインテーマとし、地域のつながりを強化していけるような内容も考えて 

いきます。（６月１７日（日）開催予定） 

４）ボランティアの集い：村内ボランティアに呼びかけ、連携や親睦を図ることを目的とし、研修とリフ 

レッシュを兼ねた集いを計画していきます。（秋季開催予定） 

５）ボランティアスクール開催：日吉津小学校児童と保護者を対象とし、スクールを通してボランティア 

の心を育む事業を行います。今年度は盲導犬の役割について学び、障がい者の理解と接し方を考えます。 

（８月実施予定） 

６）ボランティア講座：地域で活動されているボランティアを対象に、楽しく且つ活動に役立つ内容の講 

座を計画していきます。職員が認知症予防サポーター養成講座で学んだメニューを地域のサロン世話人 

や希望される団体などを対象に実施します。（秋季実施予定） 

７）生活支援活動サポーター事業：養成講座を終了されたサポーターが、支援を必要とする高齢者に有償 

で行うボランティア事業です。日常生活での困りごとの依頼があった場合、職員がコーディネートいた 

します。 

 

５．日常生活自立支援事業 

判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れる様、利用者との契約に基づき、福祉サービ 

ス利用の情報提供や手続きのお手伝い、日常的な金銭管理、通帳など大切な書類をお預かりする事業です 
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が、現在利用者はありません。しかし、必要と思われる方や問い合わせには訪問し、お話を伺わせていた

だきます。即時には事業につながらないと思われるケースであっても継続的に相談内容を伺い、必要な方

へつなげていきます。 

 

６．介護予防・地域支え合い事業 

介護保険制度開始と同時に日吉津村からの受託で、概ね６５歳以上の介護保険非該当の方を対象に、予

防を目的とした事業を実施します。 

各事業とも新規利用者を開拓し、仲間作りをしながら満足していただけるような内容を提供していきま

す。また、新規利用者、現在ご利用中の方々の『からだ』と『こころ』の変化を見逃さないよう気配りし、

必要ならば個別にフォローしていくなど、信頼関係を深めながら実施します。 

また、ストレッチ体操・頭の体操を家庭でしていただけるよう、ひえづチャンネルで紹介していきます。 

１）高齢者筋力向上トレーニング事業：体力や筋力の衰えにより日常生活動作に不安を感じておられる方

を対象に、６機種のマシンを使用して行うトレーニング事業です（※要支援１・２、要介護１・２、脳

卒中等で軽度の障がいがあり、機能訓練を必要とする４０歳以上の方も対象）。３ヶ月を１クールとし、

３名の職員がご利用者の一人一人に合った運動を提供していきます。１クール目は週２回全２４回、２

クール目は週１回全１２回コース、計６ヶ月の運動を行います。（ご利用者の身体と生活リズムに合わ

せた週１回からスタートできるコースもあります。）前後で運動機能評価を行い、地域包括支援センタ

ーの職員を含めたミーティングを開催し、連携を密にしながら実施していきます。 

２）転倒骨折予防事業：寝たきりや、要支援・介護状態の要因となる転倒骨折を予防することを目的とし

た事業です。福祉センター２階大広間を会場に、ストレッチポールやセラバンド、ボール等の用具を使

用し関節可動域改善やバランス力向上等、歩行の安定に効果のある体操を実施します。また、スクエア

ステップの本格的な導入、認知症予防に着眼した自然と笑いが起こるような楽しい体操、ひえづチャン

ネルを利用したストレッチ体操の普及活動にも取り組みます。 

 昨年度好評だった水中ウォーキング教室を今年度も開催します。３ヶ月１クール全１２回の教室で、

１回目は５月から７月、２回目は８月から１０月に実施します。運動の習慣づけを目的とし、お一人１

クールのみの利用となります。 

３）認知症予防事業 

① 七福会：毎月１回各自治会公民館を会場に、ゲーム、ニュースポーツ、映画会、物づくりなどを行

い、茶話会等を通じて地域の仲間と楽しく過ごし、閉じこもり防止・認知症予防に取り組みます（※

ご自身で来場可能の方であれば、要介護認定の方も参加可能）。社協専門職員（介護福祉士）が、地

区ごとに参加者やボランティアと一緒に年２回の視察研修（村外活動）を含めた年間計画を立て、楽

しい活動を提供していきます。１２月には全地区合同の「年忘れ祭り」を賑やかに開催します。ボラ

ンティアとの連絡を密にし、声掛けを強化して参加者増を目指します。 

男性だけを対象とした「男性サロン」も毎月１回実施します。スポーツ・カラオケ・将棋など男性

の興味がわく内容で実施します。 

② パソコン教室：インターネットを使った脳トレや年賀状作成、カレンダー・カルタ作りなどパソコ

ンを使った物づくりを行います。また、脳トレレクも行い、楽しく笑いのある教室を実施します。 

③ 認知症予防講演会：認知症のメカニズムや周辺症状、早期発見・早期予防について専門医等を講師

に講演会を開催します。多くの方に認知症を正しく理解していただけるよう、幅広い世代の方に参加

を呼び掛けます。 

④ 認知症予防教室（ひまわり会・さくら会）：認知症の予防、軽度認知障害の方々の改善を目指し、

楽しかったと思えるプログラムで頭と心の活性化を行います。手芸なども行い、完成時の達成感を味 

わえるよう支援します。作品は福祉センター、秋にはふれあいフェスティバルにも展示します。 

４）生きがい活動支援事業：介護保険非該当の方を対象にしたとしたサロン活動です。男性対象の「若生

会」が１グループ、女性対象の「ほがらかサロン」が２グループあり、それぞれが週２回（半日）福祉

センターでゲームやレクリエーション、手芸、頭の体操を行います。体調や精神面・認知面の変化を見

逃さず、ご家族との連絡を密にしながら実施していきます。体験会等を開催し、ご利用者増を目指しま 
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す。 

５）外出支援サービス：七福会を除く上記事業へ参加する際、下肢が不自由な方や（運転免許のない）独

居高齢者、高齢者世帯、日中独居高齢者など、ご家族の送迎などの来所手段が確保できず来所が困難な

方に対し、事業に参加しやすくするための送迎を行います。 

６）介護教室・足指・爪のケア教室：医師や、専門職を講師に招き介護予防や介護に役立つ知識や技能を

講演会や実技を交え習得していただくことを目的に実施します。 

足指・爪のケアは、転倒骨折を防ぎ寝たきり予防対策として、足爪の正しい切り方等、フットケアが

大切であることを周知します。 

７）家族介護者交流事業：在宅介護の介護者を対象に、情報交換や心身のリフレッシュを目的として実施

します。会食会や屋外研修を企画し、介護の専門職が参加し、困りごとや介助方法のアドバイスも行い

ます。 

８）生活管理指導員派遣事業：介護保険非該当の方を対象に、介護職員がご家庭に訪問し、家庭生活のア 

ドバイスを行いながら、ご本人と一緒になって家事を行ないます（訪問介護事業）。 

９）軽度生活援助事業：介護保険非該当の方を対象に、介護職員がご家庭に訪問し、話し相手や調理等軽 

度な家事援助を行う事業です。（訪問介護事業） 

 

７．介護保険事業・介護予防・日常生活支援総合事業 

１）居宅介護支援事業：今年度部署目標を「連携を意識して仕事をする」と定めました。社協の職員同士、

他事業所、行政、地域の方、医療等他職種、インフォーマルサービスなどと連携を図りながら業務を行

います。 

 ① 包括支援センターと協力し、居宅介護支援だけでなく予防支援も行います。 

 ② 日常の業務が円滑に行われるよう書式の整備など継続して行います。 

 ③ 引き続き介護支援専門員連絡協議会に所属し、最新の情報や介護保険制度の動向などに注意を払い

ます。 

 ④ 部内外の研修会などに積極的に参加、職員の資質向上に努めます。 

 ⑤ 専門誌の定期購読を続けます。 

 ⑥ 毎月、通所介護事業所とミーティングを持ち、情報交換を行います。 

 ⑦ 村内で開催される自治会での座談会に管理者が参加します。 

 ⑧ 日吉津村社協広報紙「ほっとはあと日吉津」に介護保険や在宅介護などに関連した記事を随時掲載、

情報発信します。 

 ⑨ 介護者の集いや地域の集まりの場などに参加し、認知症に関係した学びを深めます。 

２）訪問介護事業：在宅で生活をされる要介護、要支援認定の方に対し、能力に応じ自立した日常生活

が営んでいただける様入浴、排せつ、食事などの身体介護や生活援助を提供していきます。また、住

み慣れた地域での暮らしを支えるために、専門職として利用者ご本人だけでなく家族も支える支援を

行ないます。介護支援専門員や他職種との連携を意識し、自立支援に努めていきます。また、介護保

険制度外の事業として、社協独自のあい・あいサービスを実施しており、在宅で自立した生活が営め

るよう支援していきます。 

３）通所介護事業：住み慣れた地域で、安心できる生活を続けていただくために、日吉津村デイサービス 

センターは、ご利用者並びにご家族をサポートいたします。 

 ① 日常生活の援助：移動、排せつ、着脱介助などを行います。 

 ② 健康状態の確認：体温、脈拍、血圧など健康チェックを行います。 

 ③ 機能訓練サービス：身体機能の維持・向上を目的としてレクリエーション・ゲーム・趣味活動など 

運動や作業を行います。 

 ④ 送迎サービス：リフト送迎車やワゴン車などで送迎します。 

 ⑤ 入浴サービス：身体状況に応じて快適な入浴をしていただける様一般浴、機械浴を利用していただ 

きます。 

⑥ 食事サービス：手作りメニューで身体状況を考慮した昼食を提供いたします。 
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 ⑦ 相談・助言：ご利用者やご家族が抱えておられる身体や精神的な相談を、どんな些細な事でも個別 

に対応させていただきます。 

 ⑧ 夏祭りやクリスマス会に節分行事、外部講師を招いてのカラオケ教室、花見や紅葉狩り（お出かけ）、 

誕生会を行い、四季を楽しんでいただきます。日吉津小学校児童、老人クラブ友愛部、いきいきクラ 

ブなどとの交流事業も定期的に行います。 

  

８．障がい福祉サービス事業 

３障がい（身体・知的・精神）者への福祉サービスを行います。介護保険と同様、担当ケアマネージャ 

ーとの意思疎通を良くし、障がいの特異性に配慮し、支援を行います。 

１）介護給付費事業（訪問系のみ） 

① 居宅介護：自宅において入浴、排せつ、食事の介護を行います。 

② 重度訪問介護：重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅での入浴、排せつ、食事の

介護から、外出時の移動支援等を総合的に行います。 

２）地域生活支援事業 

① 移動支援事業：障がいにより屋外での移動が困難な方へ、地域での自立支援と社会参加の促進のた

めに、外出時の支援を行います。 

② 日中一時支援事業：障がい者の日中における活動の場を確保し、介護者の就労支援及び日常的に介

護している家族の一時的な休息を提供します。 

③ 通学・通所支援事業：障がいのある児童等の通学や施設への送迎支援を行ないます。 

 

９．福祉有償運送事業 

要介護認定者や障がい者の方等で、屋外での移動が自力では困難な方を対象に、居宅介護計画に基づき、

通院や屋外活動の為に必要な送迎を行います。 

 

１０．共同募金委員会 

全国的に募金額が減少傾向にありますが、戸別募金、法人募金、学校募金、街頭募金等村内での募金活

動を自治会や他団体等の協力をいただきながら実施していきます。寄せられた募金は、助成先や使途を慎

重に協議し、村内の地域づくりや福祉教育などに役立てさせていただきます。また、募金の使途の周知に

も力を入れ、共同募金の輪を広げる様にいたします。 
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