令和３年度
社会福祉法人厚木市社会福祉協議会

事業計画書

１

事業方針
令和３年度は、「地域共生社会」の実現や新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のための「新しい生活様式」への対応も踏まえ、地域福祉活動計画（第６次）に位
置付けられている事業や住民ニーズの高い事業により積極的に取り組みます。また、
地域福祉活動計画における地区別計画を推進するため地区地域福祉推進委員会とよ
り緊密に連携し地域福祉の更なる向上に努めます。

２

重点事業
(１) 「福祉まるごと相談」体制の構築
令和３年度からスタートする地域福祉活動計画（第６次）において、「断らない
相談から地域づくりへ」を掲げています。ひとりの課題を「みんなが暮らしやすい
福祉のまちづくり」へつなげるため、「福祉総合相談」をさらに拡充し、全職員が
相談の窓口となり、住民からの福祉に関するあらゆる相談を受け付け、生活課題を
抱えた人に寄り添い、課題解決を支援する「福祉まるごと相談」体制を構築します。
(２) 地域支え合い活動の推進
地域包括ケア社会を実現していくためには、地域での支え合い活動が何より重
要となります。
このため、地域福祉活動の中核的役割を果たしている１５地区地域福祉推進委
員会への支援を、地域の特性を活かして更に推進します。また、本会の地域福祉コ
ーディネーターについては、生活支援コーディネーターも兼ねていることから、地
域の中で地域福祉推進委員会や第２層協議体等と連携し、住民同士が支え合うこ
とができる仕組みづくりや居場所づくりを支援し、より地域に根差した活動を積
極的に展開していきます。
(３) 権利擁護の推進
厚木市では、成年後見制度利用促進基本計画を作成し、「利用者がメリットを実
感できる制度・運用の改善」、「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」、
「不正防止の徹底と利用しやすさとの調和」の取組がスタートしています。
本会では、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、成年
後見相談及び終活相談の実施や成年後見制度普及啓発講座活用講座を開催して
権利擁護の普及啓発に努めてきたところですが、令和３年度は、成年後見制度がよ
り身近なものとなり、本人らしい生活を守るための制度として利用できるよう、制
度の理解促進に取り組むとともに、関係機関と連携を図り、本人を中心とした「チ
ーム支援」に取り組みます。
また、市内社会福祉法人による法人後見の受任の拡大と市民後見人の養成を実
施し、地域の成年後見人等の受任体制が整備されるよう取組を進めていきます。
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(４) 多様なボランティア活動の推進
地域福祉を継続的に推進していくためには、地域福祉活動の担い手となるボラ
ンティアの養成と活動の活性化が不可欠です。
このため、ボランティアセンターによる情報の集約と発信、新たなボランティ
アの発掘や地域ボランティアの養成等、多様なボランティア活動の推進に取り組
んでいきます。

主な実施事業

(拠点区分及びサービス区分)

Ⅰ

社会福祉事業

１

法人事業【195,061 千円】

対前年度△11,129 千円

(１) 法人運営事業【126,304 千円】 対前年度△9,748 千円
適正かつ円滑な法人運営に努め、地域福祉の推進を図ります。
① 法人運営に係る関係会議の開催
事業計画・予算及び決算をはじめ法人運営に係る案件の審議等のため、理
事会、評議員会等を適宜開催します。
② 役員及び評議員の研修
役員及び評議員を対象に、円滑な法人運営を遂行するため社会福祉の最新
動向等を基本とした研修会を実施します。
③ 会員募集運動の実施
市民・団体や企業等に本会活動への理解と協力を求めるとともに、各自治
会の協力を得ながら、会員の募集を行います。
また、本会ホームページにおいて加入申込を受け付けられるよう整備する
とともに、市内法人（企業）等を対象に、訪問等により賛助会員への加入の働
きかけを行います。
④ 事務局の管理・運営
各種法令等を遵守し、規律ある事務局体制の構築に努めるとともに、経費
節減に努め、効率的な管理・運営を行います。
⑤ 職員研修の実施
県社協等及び内部の研修を通して、職員の資質及び職務遂行能力の向上を
図ります。
また、研修制度の充実を図り、人材育成を強化します。
⑥ 関係機関等との連絡調整
地域福祉を総合的に推進するため、県社協及び他市社協、市内福祉関係施
設等との連携と情報の共有を図ります。
⑦ 「社協あつぎ」の発行
本会活動の情報提供や周知及び福祉の理解促進を図るため、
「社協あつぎ」
を年４回発行します。
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⑧ 厚木市社会福祉大会の開催
社会福祉への功労に対し、表彰及び感謝の意を表するとともに、福祉意識
の高揚を図るため、厚木市との共催により開催します。
⑨ 啓発宣伝・情報発信事業
ホームページやフェイスブックによる迅速な情報発信を行うとともに、地
域福祉への理解と関心を深めるきっかけづくりを目的に、本会職員が地域に
出向いて社協の事業や取組の説明・情報提供などを行う講座を実施します。
⑩ ふれあい基金の管理・運用
ア 基金の増強及び安全かつ有利な方法での管理・運用に努めます。
イ 住民福祉活動支援のための財源の一部として活用します。
⑪ 善意銀行の運用
市民や企業等からの寄付を受け、寄付金等の有効活用に努めます。また、指
定寄付金を原資として、交通遺児に対し福祉金を支給します。
(２) 住民福祉活動推進事業【38,596 千円】 対前年度△692 千円
地区地域福祉推進委員会に対し各種事業の支援及び助成等を行うとともに、
地区地域福祉推進委員会連絡会議を活用し、各地域の福祉課題の解決に向けた
支援に努めます。
① 地区地域福祉推進委員会事業費の交付
地区地域福祉推進委員会の運営や活動を支援するため、賛助会費及び厚木
市交付金を財源とした事業費を交付します。
② 地区地域福祉推進委員会活動への助成
広報活動や食事サービス、ミニデイサービス、子育てサロン、敬老事業、
健康体操教室等事業別の活動に必要な助成を行います。
③ 見守り・支え合い活動助成事業
地区地域福祉推進委員会が行う見守り、支え合い活動に助成をします。
④ 地区地域福祉推進委員会連絡会議の開催
研修や情報交換を通して、各地区の福祉課題の把握や情報を共有し、地区
ごとの地域福祉の推進を図ります。
⑤ 地域福祉コーディネーターによる地域相談
地域の関連する会議や打合せ等に参画しながら、積極的に地域における相
談を受け付けます。
⑥ 新たな居場所づくりへの支援
新たな居場所の提供者発掘への支援や運営者を支援します。
(３) 福祉活動推進事業【5,442 千円】 対前年度△14 千円
市民の福祉向上を図るため、人材育成として同行援護従業者養成研修、福祉
当事者団体等への支援、車いすの貸出し、保育園への支援等の実施と障害者週
間の啓発事業等に取り組みます。
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① 同行援護従業者養成研修事業
障害者居宅介護事業に係る人材の育成として、県の指定を受け、ガイドヘ
ルパー関係の研修を実施します。
② 福祉団体等助成事業
福祉当事者団体及び福祉推進団体の活動を支援するため、助成金を交付し
ます。
③ 車いすの貸出事業
病気やケガ等により、一時的に車いすが必要になった場合や福祉体験の機
材等として、車いすの貸出を行います。
④ 保育園児支援事業
保育園児の健全な育成を支援するため、情操教育に関する教材等の整備助
成金を保育園へ交付します。
⑤ 障害者週間啓発事業
障害者週間（１２月３日～１２月９日）に合わせ、市内障がい者団体及び
ボランティア等の協力により啓発キャンペーンを実施し、障がい者福祉や虐
待防止等の理解促進を図ります。
⑥ 福祉活動団体等の研修支援事業（マイクロバスの運行）
本会一般会員（団体）等の研修等支援のため、マイクロバスを運行します。
(４) 共同募金配分金事業【1,937 千円】 対前年度 0 千円
神奈川県共同募金会からの共同募金配分金を活用し、高齢者・障がい者等の
各種支援事業を実施します。
① 男の料理教室の開催
男性高齢者を対象に、調理実習を通して規則正しい食生活のあり方を学び、
健康増進を図るための料理教室を開催します。
② 地域活動支援センターへの助成
障がい者福祉の向上のため、地域活動支援センターへ助成金を交付します。
③ 高齢者福祉施設一日体験事業
中学生を対象とした、ボランティア活動へのきっかけづくりとして、市内高
齢者福祉施設の協力により一日体験事業を実施します。
④ 年末たすけあい配分金事業
共同募金の年末たすけあい配分金を活用し、障害者就労継続支援Ｂ型事業
所及び地域活動支援センターの年末事業に対し助成金を交付します。
(５) ボランティアセンター活動事業【11,037 千円】 対前年度△204 千円
ボランティアセンター機能の充実強化を図るとともに、ボランティア養成講
座等の開催や情報提供、福祉教育の推進、ボランティア団体への活動支援等を
実施します。
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① ボランティアセンターの管理運営
ボランティア活動の拠点として、研修室・作業室の利用提供とともに、情報
提供、相談、紹介、啓発等を実施します。また、休日・夜間については、業務
委託により、利便性の向上を図ります。
② ボランティア活動に関する相談の充実
相談、調整、支援機能を強化し、ボランティア団体、個人ボランティアの支
援に努めます。
③ ボランティア講座等の開催
各種講座や研修を開催し、ボランティアの養成や育成に努めます。
・ ボランティアスタートアップ講座
・ 傾聴講座
・ 傾聴フォローアップ研修
・ 災害救援ボランティア支援センター運営スタッフ養成講座
・ 地域ボランティア養成講座（地区毎に実施）
④ 福祉教育推進事業
ア 市内小中学校を対象とした福祉教育の支援として、各種講師を派遣します。
（ア）手話体験講座
（イ）視覚障がい者の誘導体験講座
（ウ）点字体験講座
（エ）車いす体験講座
（オ）高齢者擬似体験講座
（カ）認知症サポーター養成講座
イ 市内企業及び団体を対象とした福祉教育の支援として、講師の派遣や教材
の貸出しをします。
（ア）視覚障がい者の誘導体験講座
（イ）高齢者擬似体験セットの貸出
⑤ ボランティアグループ等への助成
本会登録グループに対し、ボランティア活動のより一層の充実を図るため、
助成金を交付します。
⑥ ボランティア情報の提供
「社協あつぎ」、ホームページ及びフェイスブック等を活用し、情報の発信
に努めます。
⑦ 災害救援ボランティア支援センター運営スタッフ登録事業
“いざ”という時に災害救援ボランティア支援センターを円滑に運営できる
よう、センターの運営に必要となるスタッフを確保するため、運営スタッフ登
録事業を実施します。
⑧ ボランティア団体の講座支援
障がい者の社会参加等を促進するボランティア団体が行う講座等を共催で
開催します。
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(６) 資金貸付事業【9,718 千円】 対前年度＋48 千円
生活困窮世帯、高齢者・障がい者世帯等の支援として、生活困窮者自立相談
や福祉総合相談等を通して、世帯の自立と安定を図るため生活福祉資金及び緊
急援護資金等の貸付を行います。
① 生活福祉資金の貸付
低所得世帯、高齢者・障がい者世帯に対し、教育支援資金のほか用途別に
資金の貸付を行います。
② 緊急援護資金の貸付
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に対し、資金の貸付を行
います。
③ 行旅人の援護（旅費の貸付）
行旅人に旅費（隣接市までの電車賃）の貸付を行います。
(７) 在宅援護等事業【2,027 千円】 対前年度△519 千円
制度外の在宅支援として、福祉有償運送による移送サービスやホームヘルパ
ーを派遣するあつぎしあわせライフサービス等を実施します。
① 移送サービス事業
公共交通機関等の利用が困難な要介護者及び障がい者等に対し、福祉有償
運送として移送サービスを実施します。
② あつぎしあわせライフサービス
市民参加による有料の家事・介護サービスを実施します。
③ 災害見舞金の支給
火災等の被災者に対し見舞金を支給します。

２

権利擁護支援センター【３２，１６５千円】

対前年度＋11,317 千円

(１) 権利擁護支援事業【22,867 千円】 対前年度＋10,027 千円
成年後見制度の総合的な推進を図るとともに、成年後見制度に係る権利侵害
を解消する取組を推進します。
① 成年後見制度の利用促進
ア 成年後見制度の周知啓発を実施するとともに、成年後見制度普及啓発講座
等を実施します。
イ 関係機関と連携して、本人を中心とした「チーム支援」の仕組づくりに取
り組みます。
ウ 成年後見相談を実施するとともに、本人にとってふさわしい成年後見人等
候補者を調整する会議を開催します。
② 地域連携ネットワークにおける中核機関の運営
ア 地域連携ネットワークの中核となる機関として、協議会の事務局機能を担
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います。
イ 「チーム支援」において、専門職との連携を図ります。
③ 担い手の確保
ア 市民後見人候補登録者の実務的な活動や研修等を通して、人材の育成を行
います。
イ 法人後見に関する相談等を通して法人後見活動を普及啓発し、受任法人の
拡大を推進します。
ウ 本会が成年後見人等となり、法人後見を推進します。
④ 高齢者・障がい者虐待防止の推進
高齢者及び障がい者の権利侵害に関する支援や虐待防止講演会を通して、
虐待防止の啓発に努めます。
⑤ 福祉総合相談の実施
福祉制度・サービスの相談から生活相談まで、幅広い相談に応じ、市民の
福祉向上を図ります。
⑥ 終活相談
身寄りがない高齢者等が、自分らしい人生の最期を迎えることができるよ
うに終活相談を実施し、適切な助言等を行います。
(２) 日常生活自立支援事業【9,298 千円】 対前年度＋1,290 千円
高齢や障がいにより、一人では日常の生活に不安のある方が地域で安心して
生活が送れるよう、本人との契約に基づき、福祉サービスの利用手続き、預貯
金の出し入れや福祉サービス等の支払などの金銭管理及び書類の預かりを行う
ことにより、日常生活の自立支援を図ります。
① 福祉サービス利用援助
福祉サービス利用のための手続き等の支援を行います。
② 日常的金銭管理サービス
利用者に代わって、生活費等の払い出しや支払いを行います。
③ 書類等預かりサービス
利用者が保管困難な年金証書や預金通帳等を預かり保管します。

３

居宅介護事業【１２，０５７千円】

対前年度△4,110 千円

障害者総合支援法により指定を受けた居宅介護事業所として、障がい者の在宅
生活を支援するため各種サービスを実施します。
(１) 居宅介護事業【３５９千円】 対前年度 24 千円
在宅の要介護者に対し、身体介護や家事援助のサービスを提供します。
(２) 同行援護事業【１１，６９８千円】 対前年度△4,134 千円
視覚障がい者の外出移動を支援するサービスを提供します。
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Ⅱ

公益事業
喫茶・売店事業【８，５９２千円】

対前年度△872 千円

障がい者の就労の場の確保と公共施設等利用者の利便を図るため、厚木市保健
福祉センターにおいて、喫茶「どんぐり」・売店「どんぐり」を経営します。
(１) 喫茶事業【４，３７４千円】

対前年度△515 千円

(２) 売店事業【４，２１８千円】

対前年度△357 千円

Ⅲ

収益事業
自動販売機設置事業【４４３千円】

対前年度△465 千円

市内公共施設における自動販売機（４８台）の設置により、各施設利用者の利
便を図るとともに、その収益金を社会福祉事業及び公益事業のために活用します。
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