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平成２６年度上田市社会福祉協議会事業計画 

 

【行動指針】 『あったかい  心あふれる  協働のまち』 

 

  上田市社会福祉協議会は、「あったかい  心あふれる  協働のまち」のキャッチフ

レーズのもとに地域福祉を推進する中核的な社会福祉法人として、住民の福祉ニーズ

を的確にとらえ、課題解決に向けて住民と共に考え、寄り添い、住民が安心して暮ら

すことのできる地域づくりに取り組んでまいります。 

  平成２６年度は、以下の方針に基づき事業を推進します。 

  

１ 住民参加と協働による地域福祉活動の推進 

 (1) 地域住民、行政、自治会連合会、民生委員・児童委員協議会、社会福祉団体・施設、ボ

ランティア団体、ＮＰＯ等の地域の団体・組織との協働による地域福祉を推進します。 

 (2) 第二次地域福祉計画・第二次地域福祉活動計画に基づき、地域で様々な福祉活動を推進

します。 

 (3) 全市に拡大した地区社協組織の充実と小地域ネットワークづくりを推進します。 

(4) 住民と協働し、地域と連携した住民支え合いマップづくりを推進します。 

(5) 福祉推進委員・福祉委員制度の充実を図ります。 

 

２ 地域包括支援センターを拠点とした総合的な福祉サービスの推進 

 (1) 地域包括支援センターを拠点とし、中立公正な立場のもと、高齢者のニーズに応じた総

合的な介護予防事業に取組み、地域と密着した福祉サービスを実現します。 

(2) 高齢者や障がい者等が地域で安心して自立した生活が送れるよう、その権利及び利益の

保護に努めます。 

 

３ 地域で安心して生活できる環境づくりのための子育て支援事業の推進 

 (1) 児童館等で親子の交流の場を提供し、安心して子育てができるような支援の充実を図り

ます。 

 (2) 子育てに関する相談から放課後児童への対応まで一貫した子育て支援事業を推進しま

す。 

 (3) ファミリー･サポート･センター事業の充実を図り、地域や家庭で安心して子育てのでき

る環境づくりを支援します。 

 

４ 災害救援ボランティアセンターの充実とボランティア活動及び福祉教育の推進 

 (1) 災害救援ボランティアセンターの機能を一層充実させ、地域の拠点として地域住民、行

政等との連携を図り、要援護者の支援体制の整備を図ります。 

 (2) 若年から高年齢層を対象とした各種講座の開催や情報提供を行い、その活動の支援や環

境整備を図ります。 

 (3) 学校、企業等を対象とした福祉教育の推進を図り、ボランティアや社会福祉への理解を深め

ます。 
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(4)東日本大震災の復旧・復興のために関係機関と連携を図り、支援活動を行います。 

(5)社会福祉普及校へボランティア活動や各種講座の情報提供を行い、連携を深めます。 

 

５ 地域の福祉・住民ニーズに基づくサービスや先駆的な取組み 

 (1) 地域の福祉ニーズや課題を把握するための調査・研究を行い、そのニーズにそったサー

ビスの企画や社協らしさを活かした事業の展開 

 (2) 制度の狭間にある低所得者や社会的支援を要する人々への対応のため、地域の福祉課題

を掘り起し、地域と密着したサービスや地域の特性を活かした新たな福祉サービスに取

組みます。 

(3) 生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応じる「断らない・あきらめない・見放さな

い」を基本とした寄り添い型の総合相談体制や関係機関との支援ネットワークづくりに

取り組みます。 

 

【重点目標】 

   １ 地域と連携した住民支え合いマップづくりの推進と効果的な活用 

   ２ ご用聞きサービス事業を中心とした支え合い活動の推進 

   ３ 全市に拡大した地区社協組織の充実と小地域ネットワークの推進 

   ４ 第二次地域福祉計画及び第二次地域福祉活動計画に基づいた地域福祉の推進 

   ５ 全ての事業に「社協らしさ」を活かした活動の展開 

６ 生活困窮をはじめとする深刻な生活課題の解決や孤立防止に向けた総合相談と支援の強化 

   ７ 地域包括支援センターの運営の充実 

   ８ 介護保険事業の一層の経営充実 

   ９ 東日本大震災の被災地及び避難者の支援活動 

10 上小圏域成年後見支援センターによる制度の周知と啓発 

11 職員の資質向上（社会福祉士、介護福祉士等国家資格取得の推奨） 

 

【主要事業】 

１【法人運営事業】 

 社協の基盤強化と組織活動の充実 

  社会福祉協議会の基盤強化のため多様な関係機関､団体との連携協力を進めながら､住民主体 

 のコミュニティづくりを目指すとともに住民の期待に対応できる組織活動の充実に努めます。 

(1) 理事会、評議員会の開催 

(2) 行政機関、福祉関係団体等との連携強化 

(3) 自治会長、民生委員・児童委員、福祉推進委員との連携強化 

(4) 地区社協組織の充実 

(5) 支部社協組織の充実 

(6) 長野大学との連携強化 

(7) 社協会員の加入促進と団体会員・法人会員の拡大 

(8) 上田市社会福祉大会の開催､各種研修会､大会等への参加 

(9) 職員の資質向上に向けた資格取得の促進や各種研修会の開催及び参加 

(10)事業充実、基盤強化のための自主財源確保への取り組み 

(11)上田市高齢者クラブ連合会及び上田地域福寿クラブ連合会事務局の運営 
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２【企画・広報事業】 

 調査研究､啓発事業の推進 

 事業や福祉推進に関する調査研究を行うとともに､福祉関係情報の収集及び年代やその人の利

用方法に合わせた情報提供に努めます。 

(1) 広報紙「社協うえだ」の発行 

(2) インターネットなど各種マスメディアも活用し、より多くの市民に福祉情報が届くように

すると共に、分かりやすい情報の提供 

(3) エンディングノート「絆」の普及と啓発（講座の開催） 

(4) アンケート調査等による住民ニーズの把握・研究 

(5) 社協ＰＲの充実拡大（うさたまニュースの充実等） 

(6) 社協イメージキャラクター「うさたま」グッズの作成・販売 

(7) パンフレット等の作成による啓発活動の充実 

 

３【地域福祉推進事業】 

地域福祉の推進 

  だれでも安心して暮らせる地域社会の実現を目指し､地域社会の中で住民が協力し､それぞれ        

 の地域ごとの地域福祉推進体制を築くとともに､住民参加による福祉の地域づくりを推進します。 

(1) 地域ふれあい事業の推進と充実 

(2) 希望の旅事業の実施 

(3) 日常生活自立支援事業の推進 

 (4) 金銭管理･財産保全事業の推進 

(5) 小地域ネットワーク作りの推進 

(6) 生活困窮者自立支援モデル事業の実施（新規） 

(7) 福祉推進委員・福祉委員制度の充実 

(8) 地域包括支援センターとの連携 

(9) 住民支え合いマップづくりの推進と効果的な活用  

(10) ファミリー･サポート･センター事業の推進 

(11) チャイルドラインへの支援 

(12) 上小圏域成年後見支援センター事業の普及と啓発 

(13) 市民後見人の育成と支援 

 

４【共同募金配分金事業】 

 赤い羽根共同募金による地域福祉事業の推進 

  毎年 10 月 1 日から全国一斉に展開され、共同募金会からの配分金を民間社会福祉施設や団体

等に配分や助成を行い、また高齢者・障がい者・児童青少年・住民全般の福祉活動やボランティ

ア活動の推進を行います。 

(1) 各種団体等への助成 

(2) 高齢者・障がい児者・児童青少年・住民全般の福祉活動、ボランティア活動の推進 

(3) 地域福祉交流事業の推進 

  (4) 地域の寄付文化の醸成及び募金増強等市民から寄付等の拡大 

 

５【生活支援地域福祉活動事業】 

生活支援地域福祉活動事業の充実 

  高齢者や障がいのある方たちが住みなれた地域で安心して生活していただくため､幅広い生活
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課題に対応する事業を推進し､地域で暮らす住民の日常的な生活を支援します。 

(1) ご用聞きサービス事業の充実（高齢者及び障がい者への日常生活支援の充実） 

(2) 福祉輸送サービス事業の推進（高齢者及び障がい者の移動手段の確保） 

 (3) 福祉サービスに関する苦情解決の推進 

 (4) 福祉用具短期貸出事業（無償）の実施 

(5) 介護予防･生活支援事業の充実 

ア 生きがい対応デイサービス（小泉ふれあいホーム、丸子高齢者サービスセンター）事業

の充実 

イ 高齢者住宅等安心確保事業の実施 

(6) みまもり・声かけ訪問事業の推進 

 

６【地域包括支援センター事業】 

総合的な介護予防相談事業の展開 

地域包括ケアシステムの基盤強化が改めて示され、地域の中核機関である相談窓口として、高

齢者の福祉や介護、権利擁護に関する相談や、関係機関との連携を強化し、実態把握業務の実施

により地域住民とのかかわりを持ち、高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して生活が送れ

るよう中立的な立場で地域福祉を推進します。 

(1) 神川地域包括支援センター事業 

(2) 丸子地域包括支援センター事業 

(3) 真田地域包括支援センター事業 

(4) 武石地域包括支援センター事業 

 

７【介護保険事業】 

介護保険事業の経営 

  介護保険事業の経営の安定を図るとともに経営の見直しを行い、職員の資質の向上と質の高い

サービスを提供し、利用者のニーズに対応します。利用者が楽しく利用できるように、レクリエ

ーションの内容を工夫し充実させると共に、介護予防・重度化予防に引き続き力を入れます。 

 (1) 通所介護事業（デイサービスセンター）の充実 

ア 塩田西デイサービスセンター事業（休止） 

イ 中央デイサービスセンター事業 

ウ 神川デイサービスセンター事業 

エ 武石デイサービスセンター事業 

 

８【相談事業】 

総合的な相談事業の推進 

 各種相談事業を窓口とし、個別支援を行い、民生委員・児童委員、行政、障害者総合支援セン

ター等多様な関係機関とのネットワーク機能を十分発揮しながら、総合的な支援体制を確立しま

す。 

(1) 心配ごと相談事業 

(2) 結婚相談事業（お見合いパーティーの開催、マッチングシステムの活用） 

(3) 法律相談事業 
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９【貸付事業】 

各種貸付事業の推進 

  行政や民生委員・児童委員など関係機関との連絡調整を密にし、貸付決定後も償還指導を含む

継続的な相談を行うことにより、低所得・高齢者・障がい者世帯の自立更生につながるよう各種

貸付事業を推進します。 

(1) 生活福祉資金貸付事業 

(2) たすけあい資金貸付事業 

 

１０【ボランティア活動事業】 

 福祉教育､ボランティア活動の推進 

  ボランティアセンターの活動や役割を周知するとともに、ボランティア活動への理解を深め、

その活動に参加しやすい環境を整備し、福祉教育を推進するとともに、ボランティアのネットワ

ークの拡大を推進します。 

(1) ボランティア地域活動センター及びコーディネート機能の充実 

(2) 災害救援ボランティアセンターの立ち上げ訓練と体制強化、運営マニュアルの作成 

(3) 福祉教育の推進と体制強化 

(4) 社会福祉普及校との連携強化（連絡会の開催等） 

(5) ボランティアの育成及び啓発の推進 

(6) 各種ボランティア講座の開催 

(7) ボランティア連絡協議会との連携強化、組織の充実 

(8) 若年から高年齢世代へのボランティア情報の提供 

 (9) 多文化共生の地域づくり（上田市多文化共生推進協会との連携） 

(10)東日本大震災の支援活動 

(11)ボランティア地域活動センター運営委員会の活動強化 

 

１１【児童館事業】 

 子育て支援の推進及び地域子育て支援拠点事業の推進 

  地域児童の健全育成を図り、子育て支援を推進します。また、親子の交流の場の提供及び子育

ての相談援助を実施します。 

(1) 朝日が丘児童館管理運営事業 

(2) 緑が丘児童館管理運営事業 

(3) 川辺町児童センター管理運営事業 

(4) 秋和児童センター管理運営事業 

(5) 東塩田児童センター管理運営事業 

(6) 大星児童センター管理運営事業 

(7) 神科児童センター管理運営事業 

(8) 神川児童センター管理運営事業 

(9) 下丸子児童館管理運営事業 

(10)地域子育て支援拠点事業（連携型：旧児童館型、一般型：旧ひろば型） 

(11)要支援児童の受入と援助 

 

１２【老人福祉センター事業】 

 地域の高齢者福祉の推進 

高齢者の生きがいと健康づくりを推進します。 
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(1) 高齢者福祉センター管理事業 

  ア 高齢者学園事業の開催 

  イ 高齢者文化祭事業の開催 

(2) 丸子老人福祉センター設置管理事業 

(3) 真田老人福祉センター管理事業 

(4) 武石老人福祉センター管理事業 

 

 

公益事業 

１３【生活支援事業】 

生活支援事業の充実 

  高齢者や障がいのある方たちが住みなれた地域で安心して生活していただくため､幅広い生活

課題に対応する事業を推進し､地域で暮らす住民の日常的な生活を支援します。 

 (1) ふれあいバス運行事業の実施 

 (2) 着物等貸付事業の充実 

(3) 在宅介護者リフレッシュ事業の実施 

 (4) 小泉ふれあいホーム事業の充実 

１４【介護保険事業】 

介護保険事業の経営 

  介護保険事業の経営の安定を図るとともに、地域との連携をとり社会資源を活用し、質の高い

サービスを提供します。 

(1) 居宅介護支援事業(ケアマネジメント)の充実 

ア 介護相談センター事業 

イ 神川介護相談センター事業 

ウ 丸子介護相談センター事業 

 

１５【施設管理事業】 

受託施設の管理運営 

  上田市からの受託施設の管理運営に努め利用者アンケート等を実施し、利用促進を図ります。 

(1) ふれあい福祉センターの管理運営 

(2) 真田総合福祉センターの管理運営 

(3) 長瀬市民センターの管理運営 

   (4) 真田地域活動支援センターの管理運営 

 

 


