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Ⅰ  はじめに  

  

近年、地域社会では、家族関係の変化や住民相互のつながりの希薄化などを

背景に、社会的孤立や生活困窮による不安などの深刻な生活・福祉問題が顕在

化している。本会では「笑顔ひろがるふれあいのまち」をテーマに、関係機関・

団体・ボランティア等と連携しながら、地区社会福祉協議会を中心に地域が主

体となった福祉活動を展開してきた。  

平成 28 年度も「笑顔ひろがるふれあいのまち」を推進していくために、地

域福祉活動者や住民が意欲的に参加し、支え合い活動へと発展させていくこと

と、厳しい財政状況が続くと予想されることから、財政基盤の安定をめざした

中期財政計画の推進を図る。  

 

Ⅱ  基本方針  

  

 厳しい財政状況を少しでも圧縮するため、中期財政計画の推進を役職員一丸

となって取り組むことが重要な課題である。しかし財政状況の改善と地域福祉

の推進は相反する面もあることを鑑みて、支部長の 2 支部兼務を見直し、地域

に根差した地域福祉推進を進める。  

 また、適正な人員配置を進めるため、内部に事業所のあり方を考える専門部

署を立ち上げ、早期の財政安定化を目指すことを基本方針とする。  
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Ⅲ  重点施策  

 

１．財政基盤の安定の推進  

中期財政計画推進委員会を中心として計画に沿って推し進めるが、計画

年度中にも制度改正など大きな影響を受けることが発生することも想定

されるためその都度見直し評価をしながら進める。  

 

２．地区社協と連携した地域福祉の推進  

地区社協も年々それぞれの地域の特性を生かした活動が図られている。

支部長の配置により、今後も地区社協と協働した更なる地域福祉の発展に

努める。  

 

３．第３次地域福祉活動計画の策定  

行政計画の地域福祉計画が見直されるため、行政と連携した第 3 次地域

福祉活動計画を策定する。互いの計画が連携されるよう策定委員会には、

それぞれ参画するようにする。  

 

４．介護保険事業所の検討  

介護保険の状況、見通しなどを専門的に調査・研究する部署を新規で設

置し、本会の介護保険事業所のあり方を検討し、利用者の獲得や事業所の

統廃合など内部で十分協議していく。  
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Ⅳ  支部での取り組み目標と計画  

 

支部  目標  計画  

三重支部  ・地域に寄り添い、「頼りにさ

れる社協」を目標に地域福祉

活動に取り込む。  

 

・地区社協の地域部会で「福祉

関係者の集い」を開催し、福

祉の輪（和）を広げる。  

・福祉委員の役割を地区社協の

事業で深める。  

・サロンの立上げ、活動を支援

し地域の見守りへ繋ぐ。  

清川支部  誰もが気軽に相談に来ること

ができる、地域の窓口になり、

住民にはなくてはならない福祉

の活動場所を目指す。  

住民と共に実施できる、地区

社協の事業を充実する。  

社協の存在を住民に周知する啓

発活動を行う。  

緒方支部  ・地区社協との協働による地域

福祉活動の充実  

 

 

 

 

 

・介護保険事業所の利益のある

事業運営を展開する。  

・小地域ネットワーク事業をさ

らに、住民に浸透させ、充実

をはかり、住民との信頼関係

を築く。  

・サロンリーダーの研修会に力

を入れ、細やかなサロン支援

をめざす。  

・支部内で、目標を一つにし、

連携をはかりながら、安定し

た事業を実施する。  

朝地支部  ・誰もが安心して、豊かな暮ら

しを続けることのできる地域

(町 )づくりと地域に根差した

社協を目指す。  

住民一人一人の課題を地域全

体の課題として、解決に向け関

係機関と共に取り組む。  

大野支部  ・地区社協を中心とし「ひとり

ぼっちをつくらない」地域の

支えになる社協を目指す。  

地域・関係機関との情報を密

にし、連携をとり問題解決・改

善できる組織づくりを目指す。  

千歳支部  地域住民の参加による幅広い支

えあいの地域作りを推進する。  

・住民参加型の地域作りを支援

する。  

・介護事業と、地域福祉の連携

をとる。  
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犬飼支部  ・地域住民の方が安心して暮ら

せるように、常に明るく、笑

顔 で 優 し さ の あ る 対 応 を 行

う。  

・自治委員、民生児童委員、福

祉委員の連携を強化し、地区

社協の活動の継続と拡大に努

める  

・閉じこもりや孤立者を作らな

い為に、連携体制がとれるよ

うに常日頃から意識して活動

する。  

  



平成 28年度 事業計画 

- 5 - 

 

Ⅴ  具体的事業内容  

 

１．総務課  

 

【法人運営・財務人事係】  

 

（１）法人運営  

 

①理事会・評議員会・監査会  

 

事業計画名  具体的内容  

理事会  理事会の開催（年５回）  

・法人事業の決定、予算・決算、事業計画・事業報告、

その他法人運営に係る重要な事項の決定を行う。  

評議員会  評議員会（年３回）  

・法人の予算、決算、事業計画、事業報告の議決を行

い、業務又は財産の状況等に関する審議を行う。  

監査会  監査会の開催（年２回）  

・法人内の業務執行の状況及び法人内の財産の状況を

監査する。  

 

  ②事務局運営  

 財務人事・法人運営業務、地域福祉活動業務、介護保険・障がい者総

合支援業務主幹となる、本部と直接地域福祉活動及び在宅福祉事業を実

施する８支部（地域包括支援センター含む。）体制の機能連携を図り、

事業の推進を進める。  

 

事業計画名  具体的内容  

事務局会議  ・常務理事、事務局長、事務局次長、課長、支部長（地

域包括支援センター長含む。）で構成する定例会  

（月２回）  

職員全体会  ・全職員対象の職員会議の開催（年１回）  

（全員での研修会・人権学習等）  

 

  ③プロジェクト会議  

介護保険事業所のあり方を検討する会議を各部門の代表により開催

し、増収に向けた利用者の獲得や加算の取得、事業所の統廃合などにつ

いて集中協議を行う。  
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事業計画名  具体的内容  

プロジェクト会

議（ＰＴ会議）  

・常務理事、事務局、事業の各部門の代表で構成する

定例会（月２回程度を予定）  

 

  ④財政基盤の強化  

 

事業計画名  具体的内容  

中期財政計画推

進委員会  

・中期財政計画に従った財政の安定化を進めるため委

員会を開催する。計画の評価・見直しを行う。  

補助金・委託金  ・社協の特性にあった公益的、公共的事業の推進に必

要な受託金、補助金を安定的に確保していく。  

社協会費募集  一般会費（１世帯  一口 1,000 円）  

特別会費（     一口 2,000 円）  

・６月を社協会員加入強化月間  

・２月を特別会員加入月間  

寄付金  ・寄付金の使途について広く周知し、社協に対する寄

付の意味の理解を進める。  

介護保険等  

事業収入  

・事業所ごとにコストの見直しによる費用の削減及び  

 広域での事業展開はもとより、地域福祉事業・総合

事業と連携したサービスの展開を行い、利用者増を  

 図る。  

弔慰事業  ・弔意事業（弔電を送る）の実施。  

 

  ⑤サービスの質の向上  

 

事業計画名  具体的内容  

福祉サービス等  

改善向上委員会  

・第三者委員の設置と苦情受付担当者及び責任者の設

置  

個人情報の  

適切な管理  

・個人情報保護に関する方針及び個人情報保護規程に

基づき、適切に対応する。  

 

  ⑥広報事業  

 

事業計画名  具体的内容  

広報紙の発行  「ふれあいネットワーク」の発行（年５回）  

・見やすく、読みやすい紙面作りに努め、市民に福祉

に対する関心と理解を深める。  

ホームページの  

運営  

・最新の情報を掲載し、その他福祉活動情報を広く市

民に発信していく。  



平成 28年度 事業計画 

- 7 - 

 

 

（２）児童館事業  

指定管理者制度での事業として、豊後大野市の宝である子どもたちの

交流の場の提供と健全な育成を図るため積極的に事業を展開する。  

 

事業計画名  具体的内容  

児童館の運営  

（１施設）  

・幼児・児童に対して、学習の場・遊びの場を提供す

ることで、社会福祉協議会らしい地元愛を育むよう

様々な地域密着型活動を行う。  

・小学校、保育園との連携を図る。  

 

（３）指定管理施設の管理運営  

 

事業計画名  具体的内容  

指定管理施設の  

管理経営  

①  三重農村環境改善センターの経営  

②  清川高齢者生活福祉センター等の経営  

③  デイサービスセンター悠々の経営  

④  朝地憩いの村の経営  

⑤  千歳高齢者生活福祉センター等の経営  

⑥  犬飼高齢者生活福祉センター等の経営  

※H28.4～H30.3 の 3 ヵ年契約  

但し、三重農村環境改善センターは H26.4 から H29.3 まで  

 

（４）三重農村環境改善センターの用途変更に係る市との調整  

 市の地域福祉推進の拠点として、現在の三重農村環境改善センターを

福祉センター的な機能を持った施設として用途変更及び改修していく

よう関係部局と協議を行う。  

 

（５）中期財政計画推進委員会  

 厳しい財政が続く中、中期財政計画に従った財政の安定化を進めるた

め委員会を開催する。委員会では計画の評価・見直しを行う。  

 

 

 

【在宅福祉係】  

 

介護保険法・障害者総合支援法の基本理念を追求しながら「法令遵守」と

「コンプライアンス」を意識した事業運営を実施し、利用者の尊厳とサービ

スの向上に努める。  
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「事業所も地域の一住民」という認識のもとに、豊後大野市社会福祉協議

会としての事業所運営を目指す。  

介護保険制度改正に順応した体制を構築する。  

 

    共通事項  

事業計画名  具体的内容  

事業所管理者  

会議の開催  

・法令や求められるサービスを理解し、法改正に応じ

た事業所運営ができるように検討し、事業所の対応

力の向上を図る。  

・課題や改善策を検討し、事務局会議の連携を深める。 

収支分析  

・事業所毎に収支分析を行い、客観的に収支構造を把

握し、課題の早期抽出や改善に向けての対応を図

る。  

職員の資質向上  

・職員の資質向上、自己研鑽の機会を確保するため研

修を計画的に実施する。  

・事業所のサービスの質の確保、向上について検討す

る会議等を実施する。  

（事業別・事業所別） 

具体的な取組  

・マニュアルの見直し、事故報告、ヒヤリハットの徹

底。  

・苦情への適切な対応により、利用者が福祉サービス

を適切に利用することができるように支援すると

ともに、円滑・円満な解決の促進や信頼関係・適正

化を確保すること。  

・豊後大野市介護予防・日常生活支援総合事業の「元

気クラブ」を平成２８年度から５町で実施する。  

事業所の計画の

側面支援  

・事業所が計画した各種取り組みについて、必要に応

じて側面的に支援を行う。  

 

（１）ケアプランセンター事業  

 居宅介護支援の提供にあたり、利用者の心身の状況、環境等に応じ、

利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って総合的かつ

効率的に提供されるように支援、援助を行う。  

 

事業計画名  具体的内容  

ケアプランセンター  

おがた  

・利用者とその家族が穏やかに生活できるよう関係

機関と連携を密にする。  

・個々の持っている力を発揮し利用者の目標が達成

できるように支援する。その為に研修会等で職員

のスキルアップに努める。  
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ケアプランセンター  

おおの  

・家族、利用者との信頼関係を強化し、頼れる事業

を目指す。  

・本人、家族と連絡を密にしていく。  

・研修参加等で自己研磨に努める。  

・自己の健康管理に努める。  

ケアプランセンター  

いぬかい  

・利用者が、その人らしく在宅生活が送れるよう、

寄り添い、共感し自立に繋げる支援を目指す。  

・アセスメントをしっかり実施し、地域や医療、介

護等の関係機関と連携しながら支援していく。  

・積極的に研修等に参加し介護支援専門員としての

スキルアップに努める。  

介護予防  

ケアプラン事業  

・総合事業も視野に入れ、自立に向けたプラン作成

を目指す。  

・アセスメント力を養い、利用者と共に達成できる

目標設定をする。  

・包括支援センターと連携し、卒業後社会参加でき

るようにしていく。  

 

（２）ヘルパーステーション事業  

 利用者が、可能な限りその居宅において、能力に応じ自立した生活を

送れるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる支援

を行う。定期的に事業所の評価や情報交換を行う事により、サービスの

適正・質の向上に努める。  

 豊後大野市介護予防・日常生活総合事業の「自立支援伝道師派遣事業」

と組み合わせて事業を実施する。  

 

事業計画名  具体的内容  

ヘルパーステー

ションおがた  

・関わりの中で情報の共有化、新法令を受け入れ、互

いに学び、利用者に必要とされるサービスの提供を

行う。  

ヘルパーステー

ションあさじ  

・職員間、関係機関等との連携を密にし、利用者の自

立に向けての支援・援助を行う。  

・職員一人一人が利用者のプラン・ニーズを把握し利

用者に沿った計画書の作成ができるようにする。  

・報告、連絡、相談等は必ず記録に残し、職員全員に

周知する。  

ヘルパーステー

ションいぬかい  

・訪問介護員一人一人が常に「気づき」の気持ちを持

ち、明るく、笑顔で元気よく、心のこもったサービ

スの提供を行う。  
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（３）訪問入浴サービスセンター事業  

利用者が、可能な限り居宅において日常生活を送れるよう、その居宅に

おいて入浴の支援を行う。利用者の身体清潔・心身機能の向上を図る。ま

た重度障がい者が、地域で自分らしい生活が送れるように支援する。  

 

事業計画名  具体的内容  

訪問入浴サービス

センター  

ぶんごおおの  

・適切な介護技術で状況に適した方法で、安全・安心

な入浴を提供する。  

 

（４）デイサービスセンター事業  

利用者が、可能な限りその地域や在宅で、その有する能力に応じ自立

した生活を送れるよう、必要な日常生活上の支援や機能訓練を行う事に

より、社会的孤立感の解消、心身機能の維持・向上を支援する。また家

族の身体的、精神的負担の軽減（レスパイト）の支援を支援する。  

豊後大野市介護予防・日常生活支援総合事業の「自立支援型通所サー

ビス生活機能向上支援」を行う。  

 

事業計画名  具体的内容  

デイサービスセンター  

みつば苑  

・常に利用者本位のサービスを提供し、満足しても

らえる、利益のある事業所作りを目指します。  

・利用者に寄り添うことでニーズや可能性を確認し

意欲の向上を図る。  

デイサービスセンター  

悠々  

・在宅での生活が永く送れるようケアマネ、その

他関連の機関と連携をとり自立支援に向けて取

組む。  

・自宅でも無理なく継続して行える運動プログラ

ムを作成し、デイにて実施する。  

アクリス  

・利用者の方の尊厳ある自立を保持するために重

度化予防に努めます・  

・利用者の居宅をできるだけ訪問しアセスメント

して利用者の課題を明確にし、生活行為力の向

上のためのサービスを提供する。  

・利用者・家族の地域での暮らしを支えるため、

早めに関係機関等（居宅事業者等・医療・地域

等）と連携する。  

デイサービスセンター  

憩いの村  

・居宅での生活が継続できるよう、利用者１人ひ

とりに合った支援を実施する。  
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・心身状況を把握し利用者の有する可能性と能力

をもとに計画を立て、職員全体で共有し実施す

る。  

デイサービスセンター  

創寿苑  

・個人の有する能力の維持・向上が図れ、在宅生

活が安全に送れるように支援する。  

・多様化する認知症状に対応し、言葉がけ一つも

感性を大切にしてかかわる。  

デイサービスセンター  

あけぼの  

・個々の心身の状態に応じ、有する能力を活かし

たサービスを提供する。  

・筋力低下予防の為の運動や、脳トレ（ゲーム、

ドリル、レクリエーション）などを行い自立へ

の道につなげる。  

・利用者自らが取組めるよう工夫する。  

スマイル  

デイサービス事業  

・介護予防事業の状況をみて、総合事業への移行

を検討する。  

 

（５）就労継続支援事業  

利用者が、就労の機会を得ることができるようになる為に、生活活動、

その他の機会を提供する。知識及び能力の向上、必要な技術の取得等就

労に向けた支援を行う。  

 

事業計画名  具体的内容  

就労継続支援  

Ｂ型事業  

へるとハウス  

・利用者個々が作業に対して意欲が増すように心がけ

ながら、継続出来る作業をみつけ、就労に向けて支

援を行う。  

・利用者間が良いコミュニケーションを取れるように

心がけながら支援を行う。  

 

（６）訪問給食サービス事業  

 食事の調理が困難な高齢者及び障がい者に対して、定期的に居宅に訪

問し栄養のあるバランスのとれた食事を提供するとともに、安否確認す

ることにより、住み慣れた地域の中で引き続き生活していくことを支援

する。  

 

事業計画名  具体的内容  

配食サービス事業

（３地域）  

豊後大野市の受託事業  

・受託地域（清川、緒方、朝地）  

・利用者の嗜好、病状等を把握し個人毎にふさわしい

食事の提供に努める。  
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・利用者の安否確認を行い、異状が生じた場合は関係

機関に連絡する等、即座に適切な対応をとる。  

社協型配食  

サービス事業  

 豊後大野市社会福祉協議会の独自事業として豊後

大野市の配食サービス事業の適用を受けられない高

齢者に対し全額利用者負担により、当該高齢者等の安

否確認をする事を含め実施する。  

 

（７）生活支援ハウス事業  

 

事業計画名  具体的内容  

高齢者生活支援  

ハウスの運営  

（４施設）  

・清川、朝地、千歳、犬飼で運営  

・指定管理者制度を継続し昨年同様の運営が行えるよ

う努める。  

・入居者が安心して明るい生活が送れるよう、利用者

本位のサービス提供、食事提供を行う。  

・入所判定ケア会議への参加。  

 

（８）元気クラブ事業  

 

事業計画名  具体的内容  

元気クラブ事業  

（５地域）  

・利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維

持又は向上を目指す。  

・利用者が可能な限りその居宅において、自立した日

常生活を営むことができるよう、認知機能維持等の

活動を行う。  
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２．地域福祉課  

 

第２次地域福祉活動計画の基本構想「笑顔ひろがる  ふれあいのまち」の最

終年度として、継続事業に深みを持たせていく。特に「楽しく地域福祉のあり

方に気づいてもらう」という事業全体の方向性は強化し、住民に「地域の繋が

りに気づいてもらう」ことに繋げていく。＝笑顔がひろがっていく   

 生活困窮者自立支援制度施行２年を迎え、生活困窮者事業の流れを確かなも

のとし、地域福祉事業との連携をめざす。  

 新しく始まる総合事業では、地域人材がその担い手として活躍できるように、

生活援助サポーター事業と有償ボランティア事業のボランティア育成に取り

組む。  

 

【地域福祉係】  

 

（１）地域福祉事業  

地域の課題やニーズを発掘し、地域に合った、地域の特色ある事業（コ

ミュニケーションづくり等）と繋げて、地域福祉活動の啓発・推進・助

成・支援を行う。  

 

①地区社会福祉協議会（地区社協）の運営支援  

地域住民が身近な福祉活動に参加、協力し、住民生活に根ざした支え

あい、助け合い活動を推進できるよう地区社協の運営支援を行う。  

 

事業計画名  具体的内容  

地区社協の  

運営支援・助成  

・運営費助成、事業費助成  

・事務局としての支援  

地区社協  

連絡会の開催  

・７地区社協の相互の関係強化及び連携をはか

るため、地区社協連絡会を開催する。  

 

②福祉委員の養成  

任期を２年として、自治委員、民生児童委員と連携し支援を必要とす

る方の見守り活動に特化した福祉委員の養成に取り組む。  

 

事業計画名  具体的内容  

福祉委員の  

設置・養成事業  

・福祉委員の委嘱、研修会の開催  

・地区社協と連携した福祉委員説明会の開催  
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③地域福祉連絡会議の開催  

市行政と足並みをそろえた地域福祉を推進していくために、関係部局

との連絡会議を開催し連携を密にする。  

 

事業計画名  具体的内容  

地域福祉連絡会議  

・社会福祉部局、高齢者福祉部局、障がい者福祉

部局、児童福祉部局、保健部局、消防・防災部

局、教育委員会部局との連絡会議  

 

④地域住民主体の福祉活動の充実  

住み慣れた地域で住民自身が主体的に「たまり場づくり」に取組み、

孤立予防を目的にサロンをつくり、仲間と楽しく活動できるよう地区社

協と共に支援し全自治会での設置を目指す。  

また小地域（自治会）を単位として、何らかの支援を要する世帯に対

し、地域住民による自主的な見守り活動及び支援活動を行うため、地区

社協と連携し「孤立者を出さない取り組み」として小地域ネットワーク

活動の取り組みを推進する。  

 

事業計画名  具体的内容  

いきいきサロン  

事業  

・サロン事業への助成  

・サロンリーダー研修会（つどい）の推進  

・レクリエーション用具の貸出  

小地域ネット  

ワーク活動事業  

・小地域ネットワーク活動事業の推進  

・地区懇談会の推進  

 

⑤災害時避難行動要支援者を支援する福祉施設連絡会の運営  

災害時避難行動要支援者を受入れ可能な介護施設、児童施設、障がい

者施設等のネットワークを活用する視点で研修をふまえ有事に備える。 

 

事業計画名  具体的内容  

連絡会の運営  ・連絡会（研修会）の開催  

 

  ⑥いきいき生活応援隊・生活援助サポーターの養成・派遣事業（市の受託）  

いきいき生活応援隊養成講座・生活援助サポーター事業講座を開催し、

有償ボランティア、いきいき生活応援隊を養成し生活援助サポーター事

業所として地域の担い手人材を育成する。  
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事業計画名  具体的内容  

いきいき生活  

応援隊養成講座  

・いきいき生活応援隊養成講座の開催  

生活援助サポー

ター養成講座  

・生活援助サポーター養成講座の開催  

生活援助サポー

ター事業所の運営  

・いきいき生活応援隊の登録・派遣・調整  

・いきいき生活応援隊事業開始前の事前訪問  

・いきいき生活応援隊連絡会の開催  

 

⑦団体等運営・支援  

地域福祉を進めるにあたり、協力団体と手を取り、協働の地域福祉推

進体制を目指す。  

 

事業計画名  具体事業  

団体等支援  

・市共同募金委員会事務局運営  

・市民生委員児童委員協議会事務局として支援  

・市老人クラブ連合会事務局として支援  

・三重町料飲店組合配食サービス部への支援  

 

⑧第３次地域福祉活動計画策定のための策定委員会の開催  

第２次地域福祉活動計画を評価し、市民視点を意識した市民の声を汲

み取ることから、第３次地域福祉活動計画を策定する。  

 

事業計画名  具体的内容  

第３次地域福祉活

動計画策定委員会  

・市民の声のくみ取り作業  

・策定委員会  

 

⑨地域福祉推進大会の実施  

福祉に関わる課題を広く市民に啓発し、一人ひとりが福祉の担い手と

して積極的な地域福祉活動の参加を促す機会として、行政と共催で実施

する。  

 

事業計画名  具体的内容  

地域福祉推進大会  
・福祉講演会  

・表彰式  
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（２）ボランティア市民活動センター事業  

地域福祉活動全体の中核的な存在として、地域のあらゆる団体（住民

組織や民生委員児童委員、NPO 団体、社会福祉施設、福祉活動・福祉

サービスを実施する市民団体や民間事業者、共同募金関係者、学校関係

者等）組織を巻き込み、積極的にセンター事業を行う。  

  

 ①ボランティアセンター事業  

    本来からある地域の担い手、福祉活動者のセンター機能を充実させる。 

 

事業計画名  具体的内容  

ボランティア  

センター事業  

・ボランティア活動保険加入者支援（補助）  

・ボランティア資源とボランティア依頼者の

コーディネート（サロンのボランティア講師

派遣の充実）  

・ボランティア養成講座  

・専門ボランティア活動の補助（訪問給食ボラ

ンティアの活動支援）・専門研修  

・市ボランティア連絡協議会事務局として支援  

・市ボランティア連絡協議会への助成  

災害ボランティア

センター事業  

・災害ボランティアセンター運営スタッフ会議

の開催  

・災害時における近隣市との職員応援体制整備

の準備のための連絡会議の推進  

 

②いきいき生活応援隊事業（有償ボランティア事業）  

いきいき生活応援隊養成講座受講者をサポーター登録し、身の周りの

ちょっと困った事を手助けしてもらいたい人（お願い会員）に有償で支

援を行う相互援助活動（有償ボランティア活動）の円滑な事業実施。  

 

事業計画名  具体的内容  

いきいき生活  

応援隊事業  

・アドバイザーとしての事業推進  

・お願いチケット販売  

・コーディネーターとの調整  

 

 

（３）地域総合相談支援センター事業  

地域の総合相談窓口として、支援を必要としている市民（高齢者・子

育て・障がい者・生活困窮者）に対しての相談窓口として相談を受ける。  
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事業計画名  具体的内容  

地域総合相談支援

センターの運営  

（５地域）  

清川・緒方・朝地・千歳・犬飼地域を受託  

・相談業務（高齢者・子育て・障がい者等）  

・実態把握（配食サービス・ 2 次予防高齢者）  

・配食サービス更新手続き  

・ケア会議への参加  

・認知症家族会支援  

・いきいき生活応援隊コーディネーター  

・生活援助サポーター事業の調整  

・介護保険代行申請  

 

 

【暮らし支援係】  

 

（１）  生活福祉資金貸付事業  

所得の少ない世帯、障がいを持つ人や高齢者世帯、また失業等日常

生活全般に困難を抱えている世帯に対して、経済的自立と生活意欲の

助長、社会参加の促進を図るために事業を展開する。  

     

事業計画名  具体的内容  

生活福祉資金  

貸付事業  

・生活福祉資金貸付相談事業（大分県社会福祉協議

会からの受託）  

・小口資金貸付事業  

 

（２）  福祉サービス利用援助事業  

 「日常生活自立支援事業」を展開し、利用者一人ひとりの意向に沿っ

た生活の実現を目指す。（大分県社会福祉協議会からの受託）  

 

事業計画名  具体的内容  

日常生活自立  

支援事業  

・生活支援員としての個別援助活動（金銭等の預かり、

支払い援助、福祉サービス等の契約）  

・生活支援員継続研修  

・専門員と生活支援員の連絡調整  

・生活支援員の養成・登録等  

 

（３）  生活困窮者自立支援事業  

 生活に困窮している人に対し、生活保護受給に至る前の段階で、自立に

向けた支援を行うことによって、課題がより複雑化・深刻化する前に自立

の促進を図る。（豊後大野市からの受託）  
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事業計画名  具体的内容  

生活困窮者自立

支援事業  

・自立相談支援事業  

・住宅確保給付金  

 

（４）  被保護者等就労支援事業  

 被保護者及び生活困窮者等に対し、就労の実現に必要な支援を行うこと

により、自立の助長につなげる。（豊後大野市からの受託）  

 

事業計画名  具体的内容  

被保護者等就労

支援事業  

・支援対象者からの求職相談  

・支援対象者宅への訪問  

・ハローワークとの連絡調整  

・就労継続に関する必要な助言や指導  
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４．地域包括支援センター  

 

 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこ

とにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的

とする。又、高齢者等が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、

包括的および継続的な支援を行う地域包括ケアを推進することを目的とする。 

 

【包括的支援事業係】  

 

事業計画名  具体的内容  

介護予防ケアマネ  

ジメント事業  

介護予防及び日常生活支援を目的として、要支援者

等（要支援者及び事業対象者）の心身の状況、置かれ

ている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、

介護予防・日常生活支援総合事業を含め、要支援者等

にあった適切なサービスが、包括的かつ効率的に提供

されるよう必要な援助を行う。  

①要支援者・事業対象者の実態把握  

②要支援者・事業対象者のケアマネジメント  

③介護認定非該当者の把握と対応  

総合相談支援事業  

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人ら

しい生活を継続していくことができるよう、地域にお

ける関係者とのネットワークを構築するとともに、高

齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広

く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医

療・福祉サービス、機関又は制度の利用につながる等

の支援を行う。  

①地域におけるネットワークの構築  

②実態把握  

③総合相談支援  

権利擁護事業  

地域の住民、民生委員、介護支援専門員などの支援

だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス

等につながる方法が見つからない等の困難な状況にあ

る高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、

安心して生活を行うことができるよう、専門的、継続

的な視点から、高齢者の権利擁護のために必要な支援

を行う。  

①成年後見制度の活用促進  

②老人福祉施設等への措置の支援  

③高齢者虐待への対応  
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④困難事例への対応  

⑤消費者被害の防止  

包括的・継続的  

ケアマネジメント

事業  

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができ

るよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等

の連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種

相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変

化に応じて、包括的・継続的に支援することが重要。

そのための地域における連携・協働の体制づくりや

個々の介護支援専門員に対する支援を行う。  

①包括的・継続的なケア体制の構築  

②地域における介護支援専門員のネットワークの活用  

③日常的個別指導・相談  

④支援困難事例等への指導・助言  

認知症地域支援  

推進員事業  

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続け

るために、認知症の容態の変化に応じ、すべての期間

を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサー

ビスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知

症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築す

るとともに、地域の実情に応じて、認知症ケアの向上

を図るための取り組みを推進する  

①状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、認

知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス

事業者や認知症サポーターなど地域において認知症の

人を支援する関係者の連携を図るための業務。  

②地域の実情に応じて、地域における認知症の人とそ

の家族を支援する相談体制や支援体制を構築するため

の業務  

 

 

【指定介護予防支援事業係】  

 

事業計画名  具体的内容  

介護予防支援及

び介護予防ケア

マネジメント  

高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐと

ともに、要支援・要介護状態になっても状態がそれ以

上に悪化しないように支援することを目的とする。  

①要支援者へのケアマネジメント  

②事業対象者へのケアマネジメント  

 


