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令和元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 30年度会費の実績） 

平成 30 年度 収入実績 支 出 実 績 

一般会費 628,500 円 社会福祉運営事業 

749,500 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 180,000 円 

法人会費 180,000 円 居宅介護支援事業 

239,000 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 988,500 円 

（令和元年度予算概要）                      単位：円 

収   入 支   出 

会

費

収

入 

一般会費 628,000 社会福祉協議会運営事業 19,101,000 

賛助会費 180,000 福祉施設管理事業 

（支援ハウス・デイサービスセンター） 
30,596,000 

法人会費 180,000 

計 988,000 希望の旅事業（在宅障害者外出支援） 95,000 

村補助金収入 19,844,000 共同募金配分金事業 199,000 

県社協受託金収入 98,000 訪問介護事業（支援ハウスホームヘルプ） 4,318,000 

村受託金収入 26,556,000 日常生活支援総合事業 

（ひまわり会、福祉有償運送事業など） 
2,345,000 

利用料収入 4,683,000 

介護保険収入 40,184,000 通所介護事業 

（デイサービス事業・ショートステイ） 
36,390,000 

その他収入 691,000 

収入合計 93,044,000 支出合計 93,044,000 
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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：令和元年 6 月 20 日～選任後 2

年以内に終了する会計年度のうち最終のものに

関する定時評議員会の終結の時まで） 

評議員会（任期：H29.4.1～選任後 4 年以内に終

了する会計年度のうち最終のものに関する定時評

議員会の終結の時まで） 

理

事 

会 長：長尾 勝（行政 副村長）  

評

議

員 

小澤 正（学識経験者） 

副会長：神崎あさ子（学識経験者） 梶 君江、本田 ひろみ、秋山 富美子 

（民生児童委員） 伊東 康明（議会 議長） 

北澤 幸夫 (民生児童委員) 土屋 道子（福祉団体） 

神崎 幸子(民生児童委員) 小原 寿夫、松山 正和、北沢 健 

森下 敏彦、西尾 幸美 

（地域代表） 
大島博人（地域代表） 

 

監 事（任期：令和元年 6 月 20 日～選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終   

のものに関する定時評議員会の終結の時まで） 

熊谷英俊（議会 監査委員）、北島千良穂（地域代表） 

（組織図） 

  議決機関     執行機関     監査機関 

 
 

 

 

       実施機関 

 

 

 

 

 

 

４．令和元年度 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） 

理事会 
理事６～７名 

評議員会 
評議員 

９～１３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）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） 
 
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．心身障がい者福祉 
 （１）身体障がい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）精神障がい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） 

  （４）日常生活支援総合事業（生きがい活動支援通所事業「旧ひまわり会」） 



4 

 

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 

  （２）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２７年度～３０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 18 室、世帯向

け 4 室の合計 22 室が設置されており 26 人の利用が可能となっています。 

  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27年度 753 2695 1830 866 97

平成28年度 771 2595 1851 743 199

平成29年度 778 2821 1949 878 311

平成30年度 627 2911 1888 1023 454
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