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＜目標＞   みんな家族 地域の絆で支えあう とさしみず 
 
＜基本方針＞ 

「人生 100 年の時代」と言われる中で、土佐清水市の高齢化率は、50 パーセント

を超える状況になりました。少子高齢化が進む中、さらに新型コロナウイルス感染

症の影響を受け、地域では孤独死やごみ屋敷等の増加、社会的孤立、ひきこもり、

8050 問題、貧困や格差等、様々な課題が山積みとなっています。 
このような中、「みんな家族 地域の絆で支えあう とさしみず」をめざした、第

４期地域福祉計画の取り組みがスタートします。国をあげてすすめられている「地

域共生社会の実現」に向けて、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」

という関係を超えて、生きがいを共に創り、高め合うことができる地域づくりを推

進していきます。 

地域を支える「こころ」づくり、地域を担う「ひと」づくり、地域がつながる「機

運」づくりを進めるため、本会の強みである住民とのつながりと、組織としてのチ

ームワークを生かし、地域住民、民生委員児童委員協議会、老人クラブ連合会、Ｎ

ＰＯ団体、弁護士、司法書士、医療介護関係機関や行政等、地域や関係機関との幅

広い協働・連携を行いながら取り組みます。 
さらに、生活課題が深刻化・複雑化する中で、その課題解決に向け、地域とのつ

ながりを生かした「地域支援」を進め、支援が必要になった方が適切にサービスを

受けられるよう「個別支援」を展開し、質の高い自立支援活動をめざします。 
そして、改めて住民主体の理念に基づき、地域福祉を推進する中核的な団体とし

て、また、社会福祉法人としての使命を持つ本会の役割を認識し、住民から信頼さ

れる社会福祉協議会をめざします。 
 
＜重点目標＞ 
  1. 地域支援（地域での支え合い活動・ボランティア活動の充実） 
  2. 個別支援（あらゆる相談に対応できる取り組みの充実・権利擁護の推進） 

  3. 法人運営と経営機能の強化 
 
＜実施計画＞ 

1．第４期地域福祉計画の推進 

   2．災害ボランティアセンターの強化 

   3. 地域支援事業の実施 

   4．地域包括支援センターの充実 

   5．権利擁護センターの充実 

   6．生活・相談支援センターの充実 

   7．生活福祉資金貸付制度の推進 

   8．福祉サービス利用援助事業の実施 
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 9．広報・啓発活動の推進 

  10. 障害者福祉の推進 

  11. 共同募金運動への取り組みと推進 

  12. 日本赤十字事業の充実強化 
  13. 社会福祉大会の開催 

  14. 社会福祉活動推進校育成事業 

    15. 法人運営と経営機能の強化 

  16. 団体事務  

  17. その他  

 

＜事業内容＞ 

1．第４期地域福祉計画の推進 

  「みんな家族 地域の絆で支えあう とさしみず」をめざし、住民座談会等

を行いながら、地域の特性を生かした住民主体の活動ができるよう地域に足

を運び取り組みを進めます。また、これまで以上に行政や関係機関・団体と

住民が連携し、自助・互助・共助・公助それぞれの役割を果たせるよう取り

組みます。 
 

2．災害ボランティアセンターの強化 

  災害時には速やかに活動できるよう、土佐清水市と予め協定を締結し南海

トラフ地震などの大規模災害に備え、関係機関との連携のもと、体制づくり

を強化します。また、災害ボランティアセンター運営模擬訓練の実施や災害

時初期行動計画の見直しに取り組みます。そして、被害想定の把握や危機管

理に努め、職員や利用者の人命・安全の確保に努めます。 
 

3．地域支援事業の実施 

要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域

において自立した日常生活を営むことができるよう支援します。また、地域

における包括的な相談及び支援体制の充実に努めます。 

 

（1）一般介護予防事業 

①いきいきサロン事業（実施地区 50 地区） 

    ア.いきいきサロン展開セミナー（10 地区） 

    イ.交流会（1回） 

   ②広報啓発事業（6回） 

   ③いきいきボランティア活動推進事業 

    ア.いきいきボランティア研修会（2回） 

    イ.福祉協力員推進事業（50 地区） 
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④地域住民支え合い事業 

    ア.座談会（5地区）  

⑤地域リハビリテーション推進事業 

    ア.トレーニングジム説明会・体力測定（11 回） 

 イ.ウォーキング・ダイエット（18 回） 

ウ.連絡会（4回） 

エ.介護予防フェァ（1回） 

オ.研修会（1回） 

カ.訪問指導（30 人×2回） 

（2）包括的支援事業 

       ①生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 

        ア.研修会（2回） 

        イ.協議体（3回）  

        ウ.検討会 (6 回) 

（3）任意事業 

①家族介護教室事業 

     地域対象・学校対象（8回） 

 （4）介護予防・生活支援サービス事業 

       ①要支援者いきいきボランティア地域支え合い活動事業 

        ア.いきいきボランティアケース検討会（3回） 

        ②要支援者地域住民ボランティアグループ支援活動推進事業 

        ア.地域住民グループ支援活動連絡会・研修会（3回） 

        ③短期集中訪問リハビリテーション事業 

ア.利用者の体力の維持・改善に向けた助言や指導を３～６ヵ月 

の短期集中的な支援 

イ.サービス調整会議(4 回)  

 

4．地域包括支援センターの充実 

 地域包括支援センターは、高齢者のニーズに応じて、医療サービス・介

護サービス・予防サービス・見守り等の生活支援サービス・住まいを適切

に組み合わせて一体的に提供される「地域包括ケアシステム」を推進する

中核機関としての役割を担い事業を展開します。 
 

（1）包括的支援事業 

  ①総合相談・支援事業（1,200 件） 

  ②巡回実態把握・相談事業（500 人） 

    ③高齢者権利擁護事業 

ア.高齢者権利擁護相談支援（75 件） 

   イ.高齢者権利擁護研修会（2回） 

   ウ.高齢者虐待ケース検討会 

エ.成年後見制度啓発研修会（5回） 



 4

   オ.成年後見制度個別相談（70 回） 

  ④地域ケア会議推進事業 

   ア.地域ケア会議（12 回） 

   イ.検討会（2回） 

  ⑤包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

   ア.関係機関との連携体制構築支援 

   イ.介護支援専門員連絡会（3回） 

   ウ.居宅介護支援事業所主任会（6回） 

   エ.スキルアップ研修会（2回） 

   オ.事例検討会（随時） 

  ⑥認知症初期集中支援推進事業 

   ア.訪問 対象者把握（100 件）初回（10 件）訪問支援（50 件） 

イ.チーム員会議（12 回） 

ウ.検討委員会 (2 回） 

⑦認知症地域支援推進員等設置事業 

     ア.ネットワーク会議（2回） 

     イ.認知症相談会（22 回） 

ウ.地域における認知症の人と家族を支える体制の構築 

  (2) 任意事業 

  ①住宅改修支援事業 

  ②配食サービス（見守りネットワーク）アセスメント支援事業 

       ③認知症サポーター研修会（5回） 

(3) 介護予防ケアマネジメント事業 

（4）介護予防ケアプラン 
 

5．権利擁護センター（らいとはうす）の充実 

    認知症高齢者・精神障害者・知的障害者等の状態を見守りながら、福

祉サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理等、成年後見制度に至る

前の支援から成年後見制度利用までの支援が切れ目なく一体的に確保さ

れるよう、権利擁護の推進に努めます。 

    土佐清水市成年後見制度利用促進計画に基づいた、権利擁護センター

（らいとはうす）の役割が果たせるよう取り組みを推進します。 

 

6．生活・相談支援センターの充実 

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却するため、課題の把握と検証を

行いながら、本人の状態に応じた包括的・継続的な相談支援を行います。 

就労に必要な支援を行うと共に、家計の見える化や家計管理の力を高

めて行けるよう支援を行います。 

（1）自立相談支援事業 
（2）家計改善支援事業 
（3）就労準備支援事業 
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 7. 生活福祉資金貸付制度の推進 

      収入が不安定な世帯や障害のある方達のいる世帯、失業により生活の 
維持が困難になった世帯に対し必要な資金を低利率で貸付ける生活福

祉資金の相談・貸付申込み等の業務を行います。 
 新型コロナウイルスの影響による休業や失業により、生活資金で悩む

世帯に対して、緊急小口資金等特例貸付を行い、相談支援を行います。 
 

8. 福祉サービス利用援助事業の実施 

   認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が不十分な方に、契約を通 
じて福祉サービス利用援助、日常生活の金銭管理等（法律行為以外）をお手

伝いします。 
 

9. 広報・啓発活動の推進 

      情報や取り組みを発信することで、透明性の高い事業運営をめざし地 

域住民の理解や関心を高めます。 

      (1)広報発行 

      (2)社協ホームページの有効活用 
 

10. 障害者福祉の推進 

(1)相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定障害児支援事業所、

障害者の総合窓口として相談を受け付け、利用者の立場に立った適切

な居宅介護サービスの提供を確保します。また、事業の適正な運営と

適切な計画相談支援の提供を図ります。 

        (2)集まる場づくり 

     障害者の集まる場づくり・生きがいづくり活動に取り組みます。 

    （ハッピー会・スポーツ交流会・折り紙教室等） 

      

11. 共同募金運動への取り組みと推進 

赤い羽根をシンボルとする「自分のまちをよくするしくみ。」共同募金

の運動を行い、地域福祉の推進に取り組みます。 

   (1)個別募金の増強 

   (2)募金配分金活用事業の広報の充実 
 

12. 日本赤十字事業の充実強化 

日本赤十字社高知県支部、土佐清水市、本会との三者協定により、地域

住民の安心・安全及び福祉の向上に取り組みます。 
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 (1)日本赤十字社員制度の普及と増強 
 (2)赤十字救急法救急員の養成と地域での活動 

 

13. 社会福祉大会の開催 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるまちづくり

をめざし、地域住民や福祉関係者が集い、福祉に対する理解と関心

を高めます。 

(1)実行委員会の開催 
 (2)社会福祉活動推進校発表・講演等 

 

14. 社会福祉活動推進校育成事業 

小・中・高等学校を社会福祉活動推進校に指定し、児童・生徒の

体験学習等に協力するとともに、優しさや思いやり、相手の立場に

立って考えることができる福祉の心を育てます。 

(1)社会福祉活動推進校連絡会（2 回） 
 (2)体験学習・人権学習等学びの場の支援 

      

     15．法人運営と経営機能の強化 

高い公益性が求められる社会福祉法人として、また、地域福祉を

推進する中核的な団体としての期待に応えられるよう、組織の強化

や法人運営に努めます。 

     （1）経営組織のガバナンスの強化 

                ①定款を遵守し、健全で公明な法人運営に努めていきます。 

        ②監事による監査を年 3回実施し事業の適正な運営、経営に努

めます。 

     （2）事業運営の透明性の向上 

      (3) 財務規律の強化 

           (4) 人材育成 

         地域福祉の推進を担う職員の資質向上をめざし、年間研修計 

画に基づき、積極的に職員の育成を行います。 

     （5）財政基盤の強化、経営の適正事務管理 

         厳しい財政状況の中、自主財源確保と経費削減を進め、安定

的な財政基盤の確立をめざします。 

              (6) 社協会員の加入促進 

          ①自主財源確保 

          ②地域福祉活動への理解と協力 

  (7) 法人後見事業 
                 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断

能力が十分でない人の権利を守る制度（民法）です。成年後見人を 
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法人で受け、被後見人の意思を尊重し、法律面や生活面でその人ら

しい生活を送れるようお手伝いします。 
(8) 社会福祉法人連絡会の開催 

          日常生活または社会生活上支援を必要とする方に、既存のサ   

ービスの対象とならないサービスを無料または低額な料金によ  

り実施できるよう、社会福祉法人連絡会等を開催し、公益的な 

取り組みの実施に向けて取り組みを進めます。 
(9) 財産保全サービス事業 

  書類などの預かりサービスを提供し、高齢者や障害者が地域

で安心して日常生活を送れるようお手伝いします。 
             (10) 社協独自貸付金の活用 
           生活に困窮し、窮迫する事情により出費を要する者などに対

し、公的給付及び公的資金が支給されるまでの期間における暫

定的援護措置として一時金を貸し付けます。 
(11) 車イス・物品の貸出 

          車イスや物品等の貸出を行い、在宅福祉の向上及び団体の活

動を支援します。 
  (12) 社会福祉センターの管理・運営 
          利用者の事故防止安全確保等に努めるとともに、福祉・保健  

活動の場や会議、研修会等の拠点として、市民の利用しやすい

センターとなるよう管理運営に努めます。 
(13)トレーニングジムの運営 

   健康増進や介護予防に効果的な環境を整え、トレーニグジム

を行うことで、運動に関心のある方の交流の場を促進します。 
(14) おたがいさま便 

          新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者として指定され、自

宅待機を余儀なくされた方で、親族等から支援を受けることが

できず、買い物等に困った方を支援します。 
 

     16. 団体事務 

               (1) 土佐清水市共同募金委員会 

        (2) 日赤土佐清水市地区 

        (3) 土佐清水市民生委員・児童委員協議会 

        (4) 土佐清水市老人クラブ連合会 

 

     17.その他 

        本会の目的達成の為の事業の推進 

 




