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（１）平成２８年度大鹿村社会福祉協議会の事業内容について 

 

１．社会福祉協議会の概要 

社会福祉協議会は社会福祉法に基づき設置された社会福祉法人で、社会福祉活動を

行うことにより、地域福祉の推進を図ることを目的とした営利を目的としない民間組

織です。 

 社会福祉協議会は、地域に暮らす皆様のほか、民生児童委員、社会福祉関係者、保

健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れた地域や家

で安心して暮らしていくことを支援する福祉サービスを提供すると共に、地域の人々

を結びつけるボランティア活動の支援、福祉教育の支援など、助け合いや交流活動を

盛んにすることで、暮らしやすい地域を住民の皆さんと一緒につくっていく役割を担

っています。 

 

２．財 源 

社会福祉協議会は民間組織ですが、活動の公共性の高さから国・県・村からの補助

金や委託金により運営されています。また、住民の皆さんや企業からの会費や共同募

金も大切な財源として活用させていただいています。 

また、大鹿村社会福祉協議会では介護保険事業を行っており、利用される皆さんの

利用料や介護保険収入により事業を運営しています。 

（平成 27年度会費の実績） 

平成 27 年度 収入実績 支 出 実 績 

一般会費 639,000 円 社会福祉運営事業 

728,000 円 

社協報・社協だよりの発行、ショー
トステイ事業、社協運営費用等に活
用しました。 賛助会費 210,000 円 

法人会費 160,000 円 居宅介護支援事業 

281,000 円 

一人暮らしの会開催（年４回）、お元
気通信（小学生と 70 歳以上の独り暮
らしの方とのハガキ交流年２回）等
に活用しました。 計 1,009,000 円 

（平成 28年度予算概要）                      単位：円 

収   入 支   出 

会

費

収

入 

一般会費 630,000 社会福祉協議会運営事業 16,522,000 

賛助会費 200,000 福祉施設管理事業 

（支援ハウス・デイサービスセンター） 
21,364,000 

法人会費 130,000 

計 960,000 希望の旅事業（在宅障害者外出支援） 95,000 

村補助金収入 6,914,000 共同募金配分金事業 254,000 

県社協受託金収入 30,000 訪問介護事業（支援ハウスホームヘルプ） 4,172,000 

村受託金収入 19,931,000 居宅介護支援事業 

（ひまわり会、福祉有償運送事業など） 
2,066,000 

利用料収入 3,690,000 

介護保険収入 52,213,000 通所介護事業 

（デイサービス事業・ショートステイ） 
40,089,000 

その他収入 824,000 

収入合計 84,562,000 支出合計 84,562,000 
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３．組 織 

大鹿村社会福祉協議会には、理事会・評議員会が村内関係団体（行政、議会、民生

児童委員、福祉団体など）の代表者で組織されています。 

サービスを行う職員は事務局を中心に各種業務にあたっています。 

（役 員） 

理事会（任期：H27.6.1～H29.5.31） 評議員会（任期：H27.5.1～H29.4.30） 

理

事 

会 長：長尾 勝（行政 副村長）  

評

議

員 

小澤 正、伊東 康明（学識経験者） 

副会長：岩本 純一（学識経験者） 松尾 久子、梶 君江、宮下 裕美子 

（民生児童委員） 熊谷 英俊（議会 議長） 

田島 龍二 、北澤 幸夫  

（民生児童委員 正副会長） 

土屋 道子、小林 記代美（福祉団体） 

小原 寿夫、松山 正和、北沢 健 

森下 敏彦、西尾 幸美、吉川 義男 

（地域代表） 
丸山 稔（地域代表） 

監 事（任期：H27.6.1～H29.5.31） 

北島 千良穂（議会 監査委員）、神田 仁佐夫（地域代表） 

 

（組織図） 
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４．平成２８年度 事業計画 
 
１．社協の基盤強化 

（１）役職員の資質向上のための講習、研修会への参加 

（２）地域住民の福祉に対する意識高揚と啓発及び情報提供 

  （３）法人会員、賛助会員の継続加入及び新規加入促進と会費の収納 

  （４）行政・医療・福祉機関及び民間事業者との業務及び組織の連携強化 

 （５）一般福祉協力者の育成と連携等による人材確保 
 
２．啓蒙・啓発事業 
 （１）社協報「おおしか」の年２回以上の発行（年３回予定） 

 （２）社協だより及び施設だより「デイサービス」の発行（年３回目標） 

 （３）CATV 及び福祉教材等による地域福祉の情報提供 

 （４）地域ふれあい事業の実施（児童から高齢者まで） 

理事会 
理事６名 

評議員会 
評議員 13名 

監 事 
２名 

事務局 訪問介護事業所 

デイサービスセンター 

ショートステイ（単独事業） 

生活支援ハウス 

苦情解決窓口 

解決責任者１名（会長） 
受付担当者２名（事務局） 
第三者委員３名（有識者） 
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３．在宅福祉活動の促進 
 （１）村の「地域包括支援センター」運営への協力 

 （２）ひとり暮らし老人への「ふれあい通信」の実施、一声運動の推進 

 （３）ひとり暮らし老人「すこやか会」の開催 

 （４）「在宅介護者の会」への援助・協力 

 （５）福祉有償運送の実施 
 
４．ボランティア組織の育成と活動の連携推進（村内ボランティア団体対象） 

  （１）ボランティア連絡協議会の継続、維持と活動の連携推進 

  （２）ボランティアグループ研究集会への参加協力 

  （３）ボランティア活動に必要とする事項への協力 
 

５．老人福祉活動 
 （１）老人クラブ連合会活動への援助協力 

 （２）老人スポーツ大会への協力 
 
６．心身障害者福祉 
 （１）身体障害者福祉協会への援助協力 

 （２）手をつなぐ親の会活動への援助協力 

  （３）精神障害者家族会活動への援助協力 

  （４）希望の旅事業の実施 
 
７．母子・父子福祉活動 

 （１）母子寡婦福祉会活動への援助協力 

  （２）母子・父子家庭生活支援等への協力 
 

８．奉仕活動への援助協力 
   赤十字奉仕団事業への連携と協力及び施設ボランティア活動の受け入れと協力 
 
９．その他関係団体及び行政への協力等 
 （１）戦没者遺族会活動への援助協力 

  （２）戦没者慰霊祭の開催 

  （３）行政及び関係機関との災害支援等への連携と協力 
 
10．援護活動 

  （１）生活福祉資金貸与事業（県社協関係） 

  （２）生活維持資金貸与事業（村社協関係） 

  （３）生活困窮者自立支援制度（県社協関係） 
 

11．一般共同募金 
   一般共同募金事業の実施と適切な配分処理 
 
12．介護保険に係る事業の実施 

  （１）デイサービスセンターの受託経営 

  （２）居宅介護等事業（ホームヘルプ事業） 

  （３）介護予防サービス事業（デイサービス及びホームヘルプ） 

  

13．村受託事業の実施 
  （１）生活支援ハウス等の福祉施設の指定管理 
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  （２）在宅福祉事業の実施 

     ・生きがい活動支援通所事業（ひまわり会：一般高齢者、特定高齢者対象） 

  （３）在宅介護者交流事業等の実施 

・介護者リフレッシュ事業 

     ・介護教室等の開催及び介護情報等の配信 
 
14．社協単独介護事業 
  ショートステイの運営 

 

 

（参考資料） 

１．大鹿村デイサービス及びショートステイ利用状況 

（平成２４年度～２７年度の推移） 

 

 

２．生活支援ハウスについて 

（１）生活支援ハウスとは 

入居対象者は原則として 60歳以上のひとり暮らし及び夫婦のみの世帯で、家族による

援助を受けることが困難で、高齢等のため独立して生活することに不安のある世帯とな

っています。 

この施設では、介護支援、居住及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者

が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、高齢者の福祉の増進を図ることを目

的としています。 

（２）施設の状況 

  生活支援ハウスはデイサービスセンターの西側にあり、現在単身向け 14 室、世帯向

け３室の合計 17 室が設置されています。また、平成 28 年度に単身向け４室、世帯向け

１室が増築され、合計 22 室・26 人の利用が可能になります。 

  大鹿村社会福祉協議会は生活支援ハウスの指定管理者として、入居者の生活支援を行

っています。 

一般通所 入浴通所 内 機械浴 内 一般浴 
ショートステ

イ 

平成24年度 544 2755 2207 548 675

平成25年度 485 2403 1634 769 768

平成26年度 485 2339 1623 716 512

平成27年度 753 2695 1830 866 97
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