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 少子高齢化や人口減少の進展、単身世帯の増加など家族や地域社会のあり方が変容し、地域では人

と人のつながりや支え合いが弱くなり、自治会加入世帯の減少など地域コミュニティの脆弱化が課題

となっています。また、8050 問題など複合課題を抱える世帯、制度の対象外や一時的に制度利用を

必要とするケースなど制度の狭間で悩む世帯、貧困、虐待、自ら相談に行くことができないなど、社

会的に孤立している人への対応が強く求められています。 

こうした中、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会「地域共生社会」

の実現に向け、「他人事」ではなく「我が事」として考える地域づくりや地域の課題を「丸ごと」受

け止める場づくり、包括的な支援体制づくり「我が事・丸ごと」の指針が国から示されました。 

このような状況を踏まえ、第２次善通寺市地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、住民主体の

地域福祉活動や地域全体の協働で支え合える地域づくりを推進するとともに、住民に身近な圏域にお

いて、住民が主体的に地域課題を把握し、解決を図るための体制づくりや、多機関、多業種の協働に

よる総合的な相談支援体制づくりを具体化していく取組みを検討します。特に、善通寺市地域支え合

いセンターここ家(や)における地域住民の気軽に集える居場所づくり、住民主体の支え合い活動を展 
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Ⅲ．基 本 方 針 

 

基本目標１：市民に必要とされる社協づくり 

重点テーマ：～市民ニーズに即応し、地域の共感により行動する組織づくり～ 

推進目標（強化・改革目標） 

（1）幅広い関係機関、団体との連携、協働に基づき、市民の新しいニーズに的確に対応し 

効率的な組織運営、事業経営を行うことができる組織体制に整備する。 

（2）市民が主体的に参加し、必要とされ、協力してもらえる社協になるための組織の 

変革 

基本目標２：地域福祉推進のための財政基盤づくり 

重点テーマ：～公益性の高い民間団体として安定した地域福祉財源づくり～ 

推進目標（強化・改革目標） 

（1）公費補助金縮減の中で、部門、事業別に適正な充当財源を検討し、自立した財政 

運営に努める。 

基本目標３：地域生活支援のための人づくり、地域づくり、ネットワークづくり 

重点テーマ：～市民参加と関係団体との協働に基づく地域生活を総合的に支援する事業 

推進体制づくり～ 

推進目標（強化・改革目標） 

（1）市民活動の参加促進と地域住民参加による地域生活の支援体制を整備する。 

（2）関係機関の協働によって生活課題を解決し、地域生活を支援する活動を推進する。 

 

「地域を支え 住民とともに行動する社協」（自立支援・市民協働型社協）の実現 

１．「住民主体の福祉活動と地域生活を支援する支援型組織」 

２．「セーフティー ネットワーク（安心組織網）づくり」 

をめざして行動することを本会の経営理念とします。 

Ⅰ．基 本 理 念 

Ⅱ．基 本 目 標 

Ⅲ．基 本 方 針 
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 制度、分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多

様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つなが

ることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会「地域共生社会」

の実現に向けた地域づくりの取組みに向けて各事業を推進します。 

（１） 住民が主体的に地域課題を把握し解決を試みることができる体制づくり 

（２） 多機関の協働による総合的な相談体制づくり 

 

１．第２次善通寺市地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進 

   第２次善通寺市地域福祉計画・地域福祉活動計画の基本理念「地域で支え合い、誰もがそ

の人らしく安心して暮らせるまちづくり」に基づき、住民参加及び住民主体の地域福祉活動

を進め、一人ひとりの権利を守り、孤立しない地域全体の協働で支え合える地域づくりに取

り組みます。また、地域住民の身近なところでの支え合いや様々な団体、機関の地域福祉活

動が継続して展開されるよう地域の活性化、地域の福祉力の向上に努めます。 

 

２．地区社協活動の推進 

第３次地区（地区社協）地域福祉活動計画に基づき、見守り活動の体制づくりやふれあい・

いきいきサロンの充実など地域の状況に応じた地域住民相互の支え合い活動を推進し、生活課

題を抱えた人が孤立せず、住み慣れた地域で安心して自立した生活ができる心ふれあう地域づ

くりを推進します。 

 

３．地域支え合いセンターここ家の運営 

    誰もが役割を持ちいきいきと過ごせる居場所づくり、住民主体の支え合い活動、交流の場

づくりを目指し、地域住民や関係団体と連携、協働し、生きがいひろば事業を推進します。

また、市の受託事業として、介護予防・日常生活支援総合事業の通所サービス事業を、様々

な住民が集まり活動するこの拠点で進めることにより、支援を要する高齢者も役割を見つ

け、いきいきと生活できる地域づくりを推進します。 

 

４．相談支援事業の強化 

    制度の狭間の課題、多様化、複雑化するニーズに対応するため、生活困窮者自立支援事業、

生活福祉資金貸付事業、権利擁護支援事業（福祉サービス利用援助事業、法人後見事業）、

香川おもいやりネットワーク事業を連携し推進するとともに、社協内部での係間連携と施設

（法人）や関係機関との連携、協働を進め、様々な生活上の困難に直面している人に対し個別

的、継続的、包括的に伴走型の支援を行います。 

 

 

  

Ⅳ．重点事業項目 

Ⅳ．重 点 事 業 

開するとともに、ここ家での活動を参考にしながら、住民の身近な地域での居場所づくりの検討や

基盤整備に取り組みます。また、制度の狭間の課題や多様化、複雑化するニーズに対応するため、

社協組織内における情報共有を図りチームによる事務事業を実施するとともに、地域住民や地区社

協、民生委員・児童委員、関係機関団体、施設法人等との顏の見える関係づくり、ネットワークの

構築を進めます。 



１.法人運営部門

1-1 組織運営 目標：改正社会福祉法による経営組織の充実強化を図る。

　　　①経営組織のガバナンスの強化　②事業運営の透明性の強化

　　　③財務規律の強化

1 理事会 ・年3回開催　

2 評議員会 ・年3回開催　

3 監事会 ・定例監査　年１回　・中間会計指導　年１回　

4 評議員選任・解任委員会 ・随時

5 定例運営会議 ・毎月１回開催

6 在宅業務改善会議 ・毎月１回開催

7 「ニーズ対応型社協 ①ニーズ対応型社協を目指した社協内部の情報共有の場づくり

アクションプラン」 ②職員育成（経営マネジメント研修）

（香川県社協、県内 ③チームによる事務事業の促進

市町社協連絡協議会

策定）の実施に基づく

活動の推進と社協組織

の機能強化

8 災害時のBCP（事業 ①災害時における介護保険等事業所を中心としたBCPの作成

継続計画）、災害時 ②　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　初動マニュアルの作成

初動マニュアルの作成

9 所有施設の運営管理 ・社会福祉センターの運営

1-2 財務運営
1 自主財源の増強 目標：会員、寄附者、利用者のサービス満足度を高める事業を展開し、地域福祉財

　　　源として自主財源を拡充強化する。
①会費収入：8,100千円（平成29年度見込　8,000千円）

　特別会費２口10,000円（1口5,000円）、賛助会費1口1,000円
　一般会費1口500円の推進を図る。
・各地区社協総会、広報等で周知し理解を求める。

②一般寄附金収入：1,000千円（平成29年度見込　900千円）
・寄附金の強化：広報で周知し理解を求める。　

③事業収入等：4,541千円（平成29年度見込　4,000千円）
・介護機器貸出事業　・広告事業
・住民参加型総合在宅福祉サービス事業
・健康増進事業　・上郷の家拠点利用料
・総合会館管理事業　　・福祉サービス利用援助事業
・法人後見事業　　・社会福祉センター貸館事業
・訪問サービス事業　　・通所サービス事業
・生きがいひろば事業

④積立金の効果的運用
・資金運用計画、事業計画、予算に基づき運用し、地域福祉事業
　に活用する。

2 公費収入の増強 目標：公益性の高い地域福祉事業について、市補助金を確保するとともに効果的な
　　　委託事業収入、指定管理料収入を確保する。
　　　事業人件費についても理解促進を図る。

委託金、補助金
・委託事業収入の確保
・行政との事務事業検討会を実施し、社協活動への公費支出について
　理解促進を図る。

1-3 総合会館【市指定管理者制度】 目標：健康、福祉、介護予防の総合拠点として、市民、各種クラブ、各福祉団体
の管理経営 　　　等に貸室、専用室を提供し、利用を促進して市民の健康と福祉の向上に寄

　　　与する。
・利用者数　39,000人（平成29年度見込　39,000人）
・利用料収入　1,200千円（平成29年度見込　1,200千円）
①働く婦人の家、勤労青少年ホームの管理運営【市指定管理者制度】

事　業　名

27,889

主要事業費

予算
（千円）

事業目標、達成基準、具体的対応

27,889

584

80

150

225

600

Ⅵ．事業実施項目 
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事　業　名
主要事業費

予算
（千円）

事業目標、達成基準、具体的対応

2.地域福祉事業部門

2-1 地域福祉活動計画の推進 目標：第２次善通寺市地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、住民参加及

　　　び住民主体の地域福祉活動を推進する。制度の狭間、複合的な問題や災

　　　害時にも対応できるように地域住民、関係機関団体、施設及び行政が協

　　　働できる体制づくりを進め、地域福祉推進の基盤を整備する。また、関

　　　係機関のネットワークづくりを進め、福祉教育の推進と情報発信の工夫

　　　地域福祉活動の担い手づくりなど社会資源を活かし地域の活性化を図る。
　　　

（１）第３次地区（地区社協）地域福祉活動計画の推進支援

　　地区担当職員が地域に出向き、計画の推進、実施にあたり、事務的な支援や

　　連絡、調整、事業推進の相談援助を行う。

①見守り体制の構築

②ふれあい・いきいきサロンの充実

③地区支え合い会議の企画、検討、実施

（２）第2次善通寺市地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進

基本理念「地域で支え合い、誰もがその人らしく安心して暮らせるまちづくり」

①基本目標Ⅰ　地域住民を中心とした小地域福祉活動の活性化

　　　　　　　（地域コミュニティの強化）

　・ご近所（自治会）での支え合いの推進

　・見守り体制の強化

②基本目標Ⅱ　地域福祉活動推進のネットワークの場づくり

　　　　　　　（官民協働の重層的な地域福祉ネットワークの構築）

　・各圏域ごとに住民、専門職、当事者を含めたネットワークづくり

　　（地区支え合い会議や専門職等ネットワーク連絡会等の実施）

③基本目標Ⅲ　福祉の文化や意識を育む地域づくり、福祉活動の担い手（共感

　　　　　　　者、参加者）づくり

　・福祉教育の充実

　・ボランティア、福祉活動担い手の育成や活動支援

④基本目標Ⅳ　地域福祉を支える基盤整備

　　　　　　　（制度の狭間、複合的な課題への対応）

　・福祉サービスの利用のしやすさと福祉サービスの質の向上

　・総合相談、生活支援の体制づくり

　・生活困窮者の自立支援

　・権利擁護の推進

　・災害時要援護者の支援体制の整備

　・多業種多職種のネットワーク化

上記の基本理念、基本目標に基づき、地区社協をはじめとする地域住民や保健

福祉、医療、司法等の関係機関団体の協働のもと取り組む。また、計画の推進

状況の点検、評価を行いながら、計画推進のための情報共有、ネットワークの

構築や連携、協働を図るため、推進会議研修会（連絡会）を実施する。

490

490
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事　業　名
主要事業費

予算
（千円）

事業目標、達成基準、具体的対応

2-2 地域福祉活動支援事業 目標：日常生活圏域単位で地域の状況に応じた支え合い活動を活発化させ生活課題

の推進 　　　を抱えた人が住み慣れた地域で安心して自立した生活ができるよう地域づく

1 地区社協活動事業 　　　りを行う。

の推進 　　　・地区社協活動を支援する。

　　　・企画及び事務事業等を協働する。

　　　・地区社協会長連絡協議会を開催する。

（１）地区社協の組織と活動の強化
①地区社協活動を担う人材の育成
　・福祉委員や地域のボランティアなど、地域福祉活動協力者を支援すると
　　ともに、体制を整備する。
②活動の強化
③運営費事業費の助成
④地区社協担当職員の配置
　・定期的に地区社協へ出向き、地区社協活動の企画や連絡調整、相談支援

　 　　を行い、地区社協福祉活動計画の具現化について協力する。
　 　・個別ニーズや小地域のニーズを把握し、課題を共有化し、相談支援や

　　ネットワークづくりを進め、地域福祉力の向上を図る。
⑤見守り活動ネットワーク事業の推進
⑥地区支え合い会議の企画、実施検討

（２）地区社協会長連絡協議会の開催
地区社協会長連絡協議会を実施し、情報交換、課題等の共有、活動の検討を行う。

2 ふれあい・いきいき 目標：地域の支え合い、閉じこもり防止及び介護予防を目的とし、利用者並びに運
サロン事業の推進 　　　営ボランティア等の参加参画で小地域ごとに自主的な相互支援活動としての

　　　サロン活動を展開する。
①サロン結成：108グループ（29年度実績108グループ）
②サロン運営支援：運営活動の企画相談支援、活動費助成、介護予防講師の派遣
③地区社協単位でのリーダー等研修開催支援
④サロン活動の啓発

3 地域の居場所づくり 目標：住民の身近な圏域で、人と人がふれあい、つながって、楽しみややりがい、
事業の推進体制の検討 　　　喜びを共有しながら、仲間づくりや地域での支え合いが広がるように、地域
と基盤整備 　　　の居場所づくりの推進体制を検討するとともに、担い手の発掘や養成、住民

　　　や関係機関の居場所づくりへの理解を深める。
・地域の居場所づくりの検討
・居場所づくりの担い手の発掘、養成

4 高齢者等外出支援事業 目標：高齢者等の日常生活支援や生きがいづくり又は社会参加を促進し、閉じこ
の推進 　　　もり防止と介護予防を目的とした外出支援自動車の運行を地区社協との協

　　　働で行う。
①【生活支援型】買い物の支援（吉原地区社協）
　・利用者530人（29年度見込み530人）
②【生きがい社会参加促進型】温泉、四季の行事巡りなど（8地区社協）
　・利用者3,800人（29年度見込み3,800人）

5 障がい者福祉対策事業 目標：障がい者や課題を抱える人が地域で安心して暮らせるように、その活動を
の推進 　　　支援する。

①障がい者を含む当事者組織等の活動支援
　・障がい者支援…善通寺市心身障害児（者）父母の会／希望の家親の会
　　　　　　　　　／マーガレットの会／ほめまる　など

　・精神障がい者の居場所づくり事業…ふれあいポートぜんつうじの活動の協力支援

　・当事者組織支援…公益社団法人香川県断酒会仲多度支部
　・各種団体等の支援、助成、連携の強化 10

②障がい者を含む当事者及び家族を応援するための貸出
　・福祉自動車貸出
③ふれあいふくしマップのweb上での更新と公開

401

520

40

451

（内共同募金

5,204

5,416

585

1,100
（内共同募金

447）

500）

歳末募金

80

4,751

新 
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事　業　名
主要事業費

予算
（千円）

事業目標、達成基準、具体的対応

6 地域安心生活推進事業 目標：居宅要援護者把握、災害時等要援護者登録事業を全市的に継続的かつ安定的

の推進 　　　に実施し、必要時に地域で情報を共有して、地域の日常的な見守り活動のほ

　　　か災害時の避難支援等（自助と共助）に活用するとともに、登録された方へ

　　　安心キットを配布し、救急活動など緊急時に迅速な対応ができる安心安全な

　　　地域づくりの推進を行う。

①民生委員との協働による要援護者把握、登録の推進

　・新規登録、状況変更による更新、並びに要援護者の生活相談支援活動

②安心キットの配布

③地域での見守り活動の推進

　・見守りの意識啓発及び事例検討会の実施

　・地域支え合いマップづくりの推進

④市、自治会及び自主防災会等との連携による災害時等支援体制づくり

7 善通寺　高齢者と障が 目標：善通寺高齢者と障がい（児）者等が行方不明になったときのためのSOSネッ

い（児）者等が行方不 　　　トワーク幹事及び事務局として、同幹事会に諮りながら失見当等に伴い行方

明になったときのため 　　　不明となった結果、死亡するなどの不幸な結末とならないよう様々な事業所

のＳＯＳネットワーク 　　　団体、個人と連携し、発見と保護のネットワーク体制を整備し推進する。

事業の推進 　　　また、行方不明になるおそれのある人の事前登録を進める。

　　　本年度は、行方不明者が発生したときの発見と保護への対応を行うとともに

　　　模擬訓練を実施し、有効にシステムが機能するかを検証し、併せて支援を必

　　　要とする人への理解促進に努める。

①模擬訓練の実施

②認知症に対する理解を深める研修の実施

③ふりかえりの会での研修の実施

④システムのチェック及び充実

8 悪質商法、詐欺被害防 目標：善通寺市内における一人暮らしの認知症の方など判断能力が低下した方が

止のためのネットワー 　　　様々な悪質商法、特殊詐欺などの被害に遭っている。

ク事業の推進 　　　そこで、悪質商法等の被害防止に係る機関、団体等の連絡会を開催しネット

　　　ワーク化を図るとともに被害者本人及び家族等の当事者としての参加を促し

　　　その被害防止に努める。

①被害者本人及び家族等を含むネットワーク会議

②メーリングリストによるネットワーク作りと情報共有

9 個人や団体を応援 目標：市内で活動する福祉関係団体の目的や活動への理解を深め、その団体の

する事業の推進 　　　活動支援（相談、支援、活動費助成）を通じ、地域福祉の増進のための

　　　援助と福祉の向上を図ることを目的とする。

　　　当事者の組織化に努めるとともに、新たな当事者組織の相談支援や自立

　　　の応援を行い、団体が地域の課題解決に取り組むことを支援する。

（１）福祉関係団体及びグループ活動の支援、ネットワーク事業

①民生委員児童委員協議会運営事業【市受託事業】：協働した活動の検討及び推進

②老人クラブ連合会運営管理事業　【市受託事業】：協働した活動の検討及び推進

③在宅介護者支援…善通寺在宅介護者の会

④子育て、児童福祉関係者等の支援

3,755

37

80

735

3,219

707

7,054
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事　業　名
主要事業費

予算
（千円）

事業目標、達成基準、具体的対応

（２）福祉機器、物品貸出事業

①チャイルドシート貸出

②在宅介護機器貸出　（車いす、ベッド等）

③福祉教育及び地域福祉活動を応援する物品の貸出

　・サロンレクリエーション、介護予防機器の貸出

　・福祉教育備品　（車いす、高齢者疑似体験、アイマスク等）

　・その他の地域活動を応援する備品の貸出等（着ぐるみ、サンタ衣装、かき氷機）

（３）小地域活動支援事業（ふれあい「上郷の家」）

・地域住民及び各種団体の地域福祉活動の拠点を提供する。

①毎日型ふれあい・いきいきサロン（認知症の方や家族を応援するサロン）

②地域活動拠点の運営

10 研究、広報、啓発事業 目標：地域の状況に即した事業を推進するため、地域のニーズ等の調査及び研究

の推進 　　　を行う。

　　　住民の声や顔が見えるような情報発信と啓発活動を通して、広く住民に

　　　社協の理念や使命を知ってもらい、福祉に関する理解と関心を高めると

　　　ともに日常生活圏域における住民の主体的な福祉活動を活性化し、地域

　　　の福祉力を高めていく。

①広報、啓発 ・社協だよ（年６回）　・地区社協広報　

・ホームページの運営

・ふれあいふくしマップの更新

②福祉サービス等啓発事業

福祉教育推進事業の 目標：地域住民の福祉に関する理解と関心を高め、地域における主体的な福祉

推進 　　　活動を活性化し、地域の福祉力を高めていく。

①社会福祉大会：表彰式典、大会宣言

②地域福祉セミナー

③情報の発信（地域福祉を広める活動）

④社会福祉士現場実習、職場体験への協力

⑤平成30年度四国地域福祉実践セミナーin仲善ブロック

共同募金運動への協力 目標：民間福祉活動を総合的かつ効果的に推進し、社会福祉への住民の理解を深める。

　　　共同募金運動に協力することによって、地域福祉の推進に貢献する。

①共同募金運動
  ・共同募金改革の推進　　
  ・テーマ募金の取組み検討
  ・共同募金運営委員会、審査委員会、地区周知会、募金活動の強化
  ・新たな募金活動の展開（募金百貨店、協力店の検討、ガチャガチャ募金
　　自販機募金等）
  ・募金活動及び助成事業の効果的な啓発事業の推進
  ・公募による助成希望調査　・共同募金自動販売機設置
  ・災害見舞金
②歳末たすけあい運動
　・歳末たすけあい実行委員会の開催：2回
　・募金活動の強化（募金運動、助成、公募助成）
　・善通寺チャリティ美術展の開催

生活支援コーディネー 目標：日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅

ター業務の受託 　　　生活を継続していくために必要な多様な主体による生活支援・介護予防サービ

【市委託事業】 　　　スの提供体制を構築するため、支援ニーズとサービスの調査を行う。

①地域に不足する高齢者に対するサービスの把握
②日常生活上の支援の担い手となる高齢者等ボランティアの発掘
③善通寺市生活支援等サービス協議体への情報提供

2,947

417

100）

43

12

700

1,669

1,626

（共同募金

70711

250

13 2,500

190

2,247

共同募金

486
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事　業　名
主要事業費

予算
（千円）

事業目標、達成基準、具体的対応

３．ボランティア活動部門

1 ボランティア、市民活動 目標：市民による自主的なボランティア活動が展開しやすい環境を整えボランティ

の推進 　　　ア、市民活動を活性化させ、地域の生活課題への対応ができるボランティア

　　　の育成とそのネットワークづくりを目指す。

①ボランティア市民活動センター「ボラン家」の運営

　・フリースペース、活動紹介スペース、情報発信スペースの運営

　・コミュニティかふぇの運営支援（週1回火曜日）

②ボランティア情報提供、啓発

　・「社協だよ！」Doボランティアコーナー、ホームページ及び

　　ブログ（facebook）での啓発

③ボランティアグループの支援、連携

　・活動の相談援助

④ボランティア情報交換会の実施

⑤ＮＰＯ法人活動の連携、協働、支援

⑥当事者活動支援

2 災害ボランティア活動 目標：災害時にボランティア活動が円滑かつ効果的に行えるよう、支援体制を整備

支援体制の整備 　　　するとともに、マニュアルを作成する。また、地域住民に防災と減災に関す

　　　る意識啓発を行う。

①災害ボランティアセンター（災害ボラセン）設置マニュアルの作成

②自主防災会等との連携

４．相談支援事業部門

1 総合相談、援助センター 目標：地域住民の様々な相談に気軽に応じ、専門相談機関への紹介又は連携を行い

の設置と運営 　　　福祉サービス等の情報提供を行う。

①相談事業　 ○一般相談：年24回　

○法律相談：年12回

○法務登記相談：年12回

②一般相談員研究協議会：年1回

2 権利擁護支援事業 目標：判断能力が不十分な高齢者、障がい者等が地域で安心して暮らせるように

の推進 　　　関係機関との連携を図りネットワークを構築し、福祉サービス利用援助事

　　　業、法人後見事業を推進する。

①福祉サービス利用援助事業の推進　【県社協委託事業】

　・利用者25人（29年度20人）

　・専門員定例研修　年10回、　その他研修参加　年3回

　・あんしん相談会の協力　年1～2回

　・事業のPR（民協等）

②法人後見事業の推進

　・法人後見の受任（29年度　後見：1件（継続））

　・行政、関係機関とのネットワークの構築

③関係機関とのネットワークづくり
,

3 ぜんつうじ 生活自立 目標：生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者の自立の促進に向けた自立
相談支援センター つ 　　　相談支援等を進める。行政や関係機関との連携を促進する。
ながるねっと の運営 ①自立相談支援事業の推進
（生活困窮者自立支援 ・社会資源の把握と開拓の検討(中間的就労先の開拓等）
事業の推進） ・行政、関係機関等との連携の強化
【市受託事業】 ・事業のＰＲ（チラシの作成、配布）

・自立支援計画の作成
・就労支援
・理解のある地域づくり
・支援調整会議の実施
・相談員の資質向上のための研修会への参加
・子ども食堂との連携
②生活福祉資金貸付担当者との連携
③香川おもいやりネットワーク事業担当者との連携
④関係機関との情報交換会の開催
⑤地域福祉推進会議への参画
⑥居場所づくりの検討
⑦生活困窮者を支援する事業の推進
・ストックヤード　　・フードバンク香川との連携
⑧相談支援体制：主任相談支援員１名、相談支援員1名（就労支援員兼務）

2,034

50

50

50

180

9,311

1,873

576

207

626

80
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事　業　名
主要事業費

予算
（千円）

事業目標、達成基準、具体的対応

4 香川県協働プロジェク 目標：地域の深刻化する福祉課題や生活課題に対応するため、香川県内の社会福祉

ト「香川おもいやりネ 　　　法人や関係機関、団体が協働し、生活のしづらさを抱え支援を必要とする方

ットワーク事業」の推 　　　をトータルで支える仕組みづくりを進める。社会資源やサービスの開発、人

進 　　　材の育成、福祉教育の充実、実施体制の整備に取り組む。

①総合相談支援（緊急的経済的支援）

②居場所づくり（モデル事業の推進）

③施設や保健、福祉、医療等の関係者の連絡会の実施

④連携、協働による事業企画、事業の推進

5 生活福祉資金貸付 目標：低所得者又は障がい者、高齢者世帯などに対し、資金の貸付と必要な援助
事業の推進 　　　指導を行うことによって、生活の自立を促進する。
【県社協受託事業】 ①資金の貸付：総合支援資金、教育支援資金、福祉資金（福祉費、緊急小口資金）

　　　　　　　不動産担保型生活資金
②償還指導　
③相談援助の強化（専門相談員の配置）
④ぜんつうじ生活自立相談支援センターつながるねっととの連携

6 福祉人材無料職業紹介 目標：厚生労働省の許可を受け、福祉職場に就労を希望する方及び生活困窮者自立
事業の推進 　　　支援事業の対象者で就労を希望する方を人材を求める福祉事業所又は生活困

　　　窮者の雇用に理解のある一般事業所のそれぞれのニーズにあった就労斡旋を
　　　行うとともに就労先の開拓に努める。

①情報提供活動　紹介数：5人（２9年度０人）　
　　　　　　　　　　　就職数：2人（２9年度０人）

②広報啓発：福祉人材情報等の提供　
③福祉人材センター、ハローワーク等との連携強化
④ぜんつうじ生活自立相談支援センターつながるねっととの連携

7 司法、保健、福祉 目標：中讃地区の法律関係者や福祉、医療等関係者が集まり、関連領域の知識を

医療関係等のネット 　　　学び合い、広域での地域ケア会議を開催し、ネットワークづくりを行いつ

ワークづくり 　　　つ、連携を図る。

中讃地区専門職ネットワーク会議の実施（3か月に1回）

５．善通寺市地域支え合いセン
　　ターここ家事業部門

目標：多種多様な取組みを地域住民が主体的に選択し、参加参画できるように企画

　　　し、連絡、調整する。また、複雑多様化する地域ニーズに対応できるよう、

　　　住民主体の多様なサービスを有した新たな介護予防と地域福祉活動の拠点の

　　　機能を最大限活かした支援を市全体で検討し構築していく。

1 生きがいひろば事業 ①生きがいひろばの運営

の推進 　ア.地域住民によるサロン活動

　イ.生きがいひろば運営ボランティア養成講座の実施

　ウ.発達障がい者等居場所事業（かがわ総合リハビリテーション福祉センターと共催）

②ワンディキッチンの運営支援

　ア.日替わりシェフの店の運営支援

　イ.食を通じた社会参画の仕組みづくり、交流の場づくり

　ウ.地域情報の収集と発信

③総合相談事業

　　児童、障がい者、高齢者などの相談の窓口として、相談しやすい環境を

　整え、課題解決に向けて関係機関につなぐとともに、連携し支援する。

④ボランティア養成、コーディネート活動拠点

　　支え合いセンター等のボランティアを養成するとともに、ボランティア

　の活動を調整する。

⑤子ども食堂

　　地域住民や関係機関、団体の協働のもと、子どもたちが手作りの食事を会食

　しながら地域の方々とつながり、交流を深める。

⑥フードバンク事業

　　香川フードバンク事業と連携し、生活困窮者への食の支援を行う。

2 通所サービス事業 後掲（６．在宅福祉事業部門）
（介護予防・日常生活
支援総合事業）
　【市受託事業】

1,264

（内共同募金

55

240

12,022

（内共同募金

700）

7,009

5,013

700）
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事　業　名
主要事業費

予算
（千円）

事業目標、達成基準、具体的対応

6．在宅福祉事業部門 カンファレンス（検討会）及び在宅業務改善会議を実施し、各事業所の

協働体制を強化することで、経営の強化を図る。

6-1 ホームヘルプサービス 目標：支援を必要とする高齢者や障がい者、児童及び難病患者が在宅で生活を

　　　営むのに必要な介護及び生活援助を行い、自立促進と社会的孤立の解消

　　　及び要介護状態への予防に努め、在宅生活を継続できるよう支援する。

1 訪問介護事業 延べ利用者数：年間250人、時間：4,250時間、回数：4,000回

（平成29年度見込　延べ利用者数：年間237人、時間：4,130時間、

　回数：3,960回）

2 指定訪問サービス 延べ利用者数：年間800人、時間：6,000時間、回数：1,200回

事業 （平成29年度見込　延べ利用者数：年間780人、時間：5,510時間、

（介護予防・日常生活 　回数：1,140回）

支援総合事業） 　但し、平成29年度は要支援１、２を対象とする介護予防・訪問介護

　【市受託事業】 　相当サービス

3 訪問サービス事業 延べ利用者数：年間290人、　回数：1,150回

（介護予防・日常生活 （平成29年度見込　延べ利用者数：年間287人、　回数：1,140回）

支援総合事業）

　【市受託事業】

4 障害福祉サービス 延べ利用者数：年間270人、時間数：3,100時間、回数：3,000回

（居宅介護、 （平成29年度見込　延べ利用者数：年間261人、時間：3,020時間、

重度訪問介護、 　回数：2,940回）

同行援護、

移動支援事業）

6-2 居宅介護支援事業　 目標：住み慣れた地域での生活が継続できるよう地域の社会資源と協働しながら

（認定調査　含む） 　　　要介護者の自立支援を行う。介護サービスの調整だけでなく生活全般を

　　　支援し、生活環境の改善が可能になるよう、社協らしいプランを作成する。

　延べ利用者数：年間1,300人　　月間108人

　（平成29年度見込　：年間1,280人　　月間107人）

6-3 地域密着型通所介護事業　 目標：高齢者が住み慣れた地域で、主体性を持って生活を継続することができる

（認知症対応型通所 　　　よう、ふれあい「上郷の家」を拠点に地域住民との協働を模索しつつ運営

 介護事業） 　　　を行う。

～ふれあい「上郷の家」～ 認知症対応型通所介護事業

　・利用者数１日7名　登録者数22名（平成29年度 1日平均5名　登録者数16名）

　・できる限り３６５日切れ目のないサービスを提供する。

6-4 通所サービス事業（介護 目標：脳トレなどの機能の活性化を目的とした介護予防レクリエーションを実施し

予防、日常生活支援総合 　　　生活のメリハリをつけるとともに、活動を通して、支えられるだけでなく地

事業） 　　　域で担うべき役割があることを認識していただき、地域で共に支え合う関係

　【市受託事業】 　　　づくりを推進する。

　

①介護予防ケアマネジメント、生活リハビリプログラムに基づく介護予防レク　

　リエーション、送迎

②送迎

③外出機会の創出

　・利用者数１日10名　登録者数50名（平成29年度 1日平均9名　登録者数37名）

（再掲）

7,009

14,302

33,760

23,034

6,590

1,690

415

2

1,456

43,913

新 
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