平成３０年度西郷村社会福祉協議会
事 業 方 針 ・ 計 画
基本方針
これまでの福祉制度の枠組みでは対応することが難しい新たな福祉課題が増加している中で、国ではさ
まざまな制度改正が進んでいます。それらの制度改正の共通の方向性は「地域福祉の推進」となっていま
す。
本会におきましても、これらの福祉課題を解決するために、ボランティア、民生児童委員協議会、各種
福祉関係団体及び行政と連携・協議しながら事業を実施し、地域、ひいては一個人に寄り添った事業展開
を進めてまいりました。
平成３０年度地域福祉事業におきましては、前年度からの関係機関との綿密な連携と事業を継続実施し、
新たな地域包括ケアシステムの構築に向けて、村民と本会と行政、そして関係機関とで地域の力を生かし
た地域支援事業をすすめてまいります。
また、介護サービス事業においては、介護保険事業に加えて西郷村が実施する介護予防・日常生活支援
総合事業を実施し、予防介護に力を注ぎ「元気で長生き」を目指して介護サービス事業を進めてまいりま
す。
保育園経営につきましては、既存保育園経営の安定化、効率化に努めるとともに、待機児童解消対策事
業による平成３１年４月開所を目指す熊倉地区保育園の建設を行政と協同してすすめてまいります。
その他、事業推進力、財務規律、人材の育成に努めて組織の強化に努めます。
こうした事業を推進するに当たり、村民の皆様とともに子供から高齢の方まで「誰もが安心して暮らす
ことのできる地域」を目指して、全力で取り組んでまいります。

＜事業概要＞
１ 介護サービス事業所・保育園等の自立経営及び建設
(１)

指定訪問介護事業所の経営
・西郷村介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号訪問事業
・軽度生活援助事業
・福祉有償移送サービス事業
・社会福祉法人等利用者負担軽減事業

(２)

指定訪問入浴介護事業所の経営

(３)

指定居宅介護事業所の経営

(４)

地域包括支援センターの経営（村受託事業）

(５)

指定介護予防支援事業所の経営（村受託事業）

(６)

西郷村中部地区高齢者福祉トータルサポートセンターの経営

(７)

指定居宅介護支援事業所の経営
・介護予防サービス計画策定受託事業（地域包括受託事業）

・要介護認定調査業務委託事業（村受託事業）
(８)

デイサービスセンター「ふれあいの家」管理・経営
・西郷村介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号通所事業
・高齢者生きがい活動支援受託事業
・社会福祉法人等利用者負担軽減事業

(９)

デイサービスセンター「やすらぎの家」管理・経営
・西郷村介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号通所事業
・高齢者生きがい活動支援受託事業
・社会福祉法人等利用者負担軽減事業

(１０) みずほ保育園の経営
(１１) 熊倉地区保育園建設事業の推進
２ 地域福祉活動の推進
(１)

日常生活自立支援事業（あんしんサポート）の推進（県社協受託事業）

(２)

生活困窮者自立促進支援事業への協力

(３)

西郷村高齢者生活支援センターの管理・経営

(４)

福祉関係団体及びボランティアとの緊密な連携

(５)

地域福祉活動の中心となる民生児童委員との情報及び意見交換等

(６)

ホームページによる情報の提供

(７)

広報啓発 ｢にしごう福祉のひろば｣発行
・年５回（４月・５月・７月・１０月・１月）

(８)

福祉バス貸出と管理

(９)

地域福祉推進のための基本資料の作成
・ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯名簿（４月・１０月）

(１０) 要援護者台帳の更新（災害時一人も見逃さない運動）
(１１) 災害見舞金の贈呈（県共同募金会事業）
(１２) 災害救援物資の贈呈（日赤西郷村分区）
(１３) 村内避難者への見守り・支援
３ 高齢者福祉活動の充実強化
(１)

車椅子同乗軽自動車貸出事業

(２)

米寿座布団贈呈事業

(３)

百歳賀寿祝記念品贈呈事業

(４)

ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯配食サービス
年６回 (４月・５月・９月・１０月・１１月・１月）

(５)

ひとり暮らし高齢者会食サービス 年 1 回（１２月）

(６)

歳末たすけあい在宅者見舞金贈呈
（ひとり暮らし、寝たきり高齢者、在宅長期療養者）

(７)

西郷村老人クラブ連合会への活動助成・協力
・
「西郷村社会福祉協議会会長杯グランドゴルフ大会」
・世代間交流事業
・しあわせ金婚夫婦表彰
・花部会事業

(８)

一人暮らし高齢者、高齢者世帯緊急連絡カードの整備

(９)

軽度生活援助事業

(１０) 高齢者生きがい活動支援受託事業
(１１) 介護予防サービス計画策定事業
(１２) 要介護認定調査業務委託事業
４ 心身障がい児者福祉事業
(１)

民間社会福祉施設クリスマスケーキ贈呈事業（１８施設）

(２)

車椅子同乗軽自動車貸出事業

(３)

歳末たすけあい在宅者見舞金贈呈事業
（身体障がい者１級～２級及び知的障がい者の生活困難者）

(４)

西郷村手をつなぐ親の会への活動助成・協力

(５)

西郷村身体障害者福祉会への活動助成・協力

５ 児童及び子育て世代の福祉事業
(１)

子育て支援の推進(「つどいの広場」村受託事業)

(２)

西郷村ファミリーサポートセンター（子ども預かり事業）
（村受託事業）

(３)

交通遺児激励金贈呈事業

(４)

歳末たすけあい在宅者見舞金贈呈事業(ひとり親世帯)

(５)

西郷村老人クラブ連合会世代交流事業

６ 地域福祉ネットワーク事業(ボランティア育成事業)
(１)

講習・講座等の開催の実施
・傾聴ボランティア講習会
・認知症講座
・キッズボランティア養成講座（小学校４～６年生を対象）
・子育てサポーター養成講座
・サマーショートボランティアスクールの開催（中学生及び高校生を対象）

(２)

いきいきサロンの推進

(３)

児童・生徒のボランティア協力校への助成と協力（小学校及び中学校を対象）

(４)

赤い羽根共同募金運動への参加

（イオンでの街頭募金の実施―ボランティア活動協力校へ協力要請）
(５)

ボランティアの登録・斡旋

７ 健康と生きがいづくり推進事業
(１)

いきいきサロンの推進・協力・助成

(２)

行事用器具(テント・大鍋・コンロ)の貸出

８ 生活援護事業
(１)

心配ごと相談所の開設

（住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言・援助を行う。
）
① 相談日（毎月）
ア １０日 高齢者生活支援センター 相談員：民生委員(心配ごと相談員)
イ ２５日 高齢者生活支援センター 相談員：県弁護士会白河支部
※アは予約あるときのみ開設

(２)

福祉制度資金等の貸付

① 助け合い金庫貸付
(低所得世帯の一時資金として無利子で５万円まで貸付を行う。)
② 高額療養費支払資金
(高額療養費として保険診療で認められる額のうち、無利子で自己負担の限度額を超えた額の貸
付を行う。)
（３）生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）
(低所得世帯及び障がい者世帯等の自立のための貸付を行う。)
９ 福祉団体の育成・助成
(１)

福祉団体の自主運営への指導及び役員会、総会、研修会の協力

①

西郷村民生児童委員協議会

②

西郷村老人クラブ連合会

③

西郷村赤十字奉仕団

④

西郷村遺族会

⑤

西郷村手をつなぐ親の会

⑥

西郷村身体障害者福祉会

(２) その他の団体事務
①

日本赤十字社福島県支部西郷村分区

②

福島県共同募金会西郷村共同募金委員会

③

西白河郡遺族会

10 各種福祉募金運動等の推進
(１)

日本赤十字社社員増強運動

( ５月 ）

(２)

社会福祉協議会特別会員 一般会員募集運動 （ ７月～）

(３)

赤い羽根共同募金運動

(４)

社会福祉協議会法人会員募集運動

(５)

歳末たすけあい共同募金運動

（１０月 ）
(１１月～)
（１２月 ）

11 各種大会等への参加
(１)

福島県社会福祉大会

(２)

福島県高齢者福祉大会

(３)

福島県心身障がい児者福祉大会

(４)

福島県障がい者総合体育大会

(５)

社会福祉トップセミナー並びに市町村社会福祉協議会連絡協議会会長会

(６)

福島県ボランティアフェスティバル

12 職員研修等の促進と各種資格取得の奨励（担当部署）※主なもの
(１)

社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員の資格取得（全部署）

(２)

防火管理者講習（全部署）

(３)

社会福祉主事資格認定通信課程（全部署）

(４)

福祉サービスに関する苦情解決研修会【苦情受付担当者・解決担当者】
（全部署）

(５)

生活福祉資金担当職員研修会（事務局）

(６)

社会福祉法人労務管理研修 （事務局）

(７)

安全運転管理者研修会（事務局）

(８)

社会福祉法人会計研修会（事務局）

(９)

日常生活自立支援事業契約締結審査会（事務局）

(１０) 整備管理者選任前研修（事務局）
(１１) 訪問介護テーマ別技術向上研修会【Ⅰ・Ⅱ】
（訪問介護）
(１２) 訪問介護適正実施研修【Ⅰ・Ⅱ】
（訪問介護）
(１３) 新任訪問介護員研修（訪問介護）
(１４) 白河地区保育研究会（みずほ）
【施設長部会・保育士部会・給食部会・主任保育士・看護師】
(１５) 県南支部研修会（みずほ）
【施設長・主任保育士・保育士・給食担当・保育所指導管理者】
(１６) 福島県保育研究会（みずほ）
(１７) 保育所新任保育士研修（みずほ）
(１８) 障害児研修（みずほ）
(１９) 幼保小中連携研修会（みずほ）
(２０) 介護支援専門員研修（居宅・包括）
(２１) 認知症介護実践者研修（やすらぎ）
(２２) 認定調査員研修会（居宅）
(２３) 医師と介護支援専門員の集い研修会（居宅・包括）
(２４) 県南地域ケア研修（居宅）
(２５) 県南地域感染制御ネットワーク研修会（やすらぎ・ふれあい）
(２６) 社会福祉施設職員研修（やすらぎ・ふれあい）
【管理者・チームリーダー・中堅職員・初任者】
(２７) 転倒予防研修（やすらぎ）
(２８) 接遇マナー講座（やすらぎ）
(２９) 認知症高齢者のケア（やすらぎ・ふれあい）
(３０) 社会福祉施設等感染症予防対策研修（やすらぎ・ふれあい）
(３１) 排泄ケア研修（やすらぎ・ふれあい）
(３２) ノロウィルス食中毒の予防と対策について（ふれあい）

