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Ⅱ 事業計画 

 

 

１．法人運営事業（総務グループ） 

（１）事業目標 

住民・行政・関係機関等との連携を図りながら、町民向けの福祉サービスや会費・共同 

募金など事業財源の確保、各種事業の周知・広報、各種団体の支援を行います。 

  また、運営の中枢である「理事会」「評議員会」の開催をはじめ、社会福祉協議会の運営 

に必要な各事業所の経営管理を行います。 

（２）事業内容 

現在、わが国では、少子高齢化が進行するなかで団塊ジュニア世代が６５歳を超え、現役

世代の減少が顕著になる２０４０年に向けて、社会保障・働き方改革が進められています

が、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、生活様式や働き方にも著しい変化が生じ、既

存の社会福祉制度では、対応困難な課題のある人がますます増加し、こうした人々を地域の

力で支える「地域共生社会」の実現が重要課題と位置づけられています。 

 この「地域共生社会」の実現に向けて、社協のみならず地域の社会福祉法人や民生委員・

児童委員等をはじめ多様な組織が「連携・協働」を深め「我が事・丸ごと」の地域づくりを

推進しており、本会におきましても令和３年度から５年間を計画期間とする「第２期大洗町

地域福祉活動計画」を軸に「元気づくりサロン事業・高齢者等買物支援事業・生きがい活動

支援通所事業」等をはじめとした更なる支え合いの仕組みづくりを展開すると共に、成年後

見制度や日常生活自立支援事業等の権利擁護分野における啓発強化と施策充実に努めてまい

ります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により支援を必要とする世帯に対しましては、行政から

の委託を受け、自宅等において療養生活を送る方に対し日用品等の支給を行う「新型コロナ

ウイルス感染症自宅療養者等生活支援事業」を実施するほか、経済面での支援として、令和

２年度から継続している生活福祉資金特例貸付への対応、茨城県社会福祉協議会の助成金を

活用した支援事業等に取り組んでまいります。 

 また、近年多発する大規模な災害に備えた災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営

に向けた体制整備を更に推進してまいります。 

 よって、本年度におきましては、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すと共に、引

続き、町民や町内会、ボランティア団体、行政、介護保険事業所、民生委員・児童委員並び

に福祉・医療・保健等の関係者の方々と密接な連携を図る中で、地域福祉推進のための中核

的団体として地域福祉活動の充実並びに各介護保険事業、障害福祉事業、地域包括支援セン

ター、大洗かもめ保育園の運営等積極的な事業展開を図ることにより「幸せ無限大・不幸ゼ

ロのまち大洗」を目指してまいります。 



・理事会、評議員会の開催 

   理事会（令和４年５月下旬から６月上旬頃 事業報告、決算他） 

   評議員会（令和４年６月下旬頃 事業報告、決算他） 

   理事会及び評議員会（令和５年３月中、下旬頃 事業計画、予算他） 

    ※他、必要に応じ随時開催。 

・業務監査及び会計監査 

   令和３年度業務監査及び会計監査（令和４年５月中旬頃） 

   令和４年度上期業務監査及び上期会計監査（令和４年１１月中旬頃） 

①自主事業（会費、共同募金、他事業所の収益が原資となります。） 

（ア）ホームページの管理 

   町民に対しての情報提供や社会福祉協議会への理解を得る為の広告塔。 

（イ）広報誌の発行 

   「社協だより」を年４回発行し、町民に社会福祉協議会をＰＲします。 

（ウ）福祉団体支援事業 

盲人福祉協会、遺族会、民生委員児童委員協議会、子供会育成連合会、青少年相談

員連絡協議会、手をつなぐ親と子の会に事業補助を行います。 

  （エ）心配ごと無料弁護士相談事業 

原則毎月第１金曜日（変更の場合あり）に、弁護士を招いて法律に関する相談会（予 

約制）を無料にて開催します。 

（オ）シルバービューティー事業 

介護保険における要介護１～５に該当する状態にある方及び障害者手帳（身体、精 

神及び療育）１級、２級、○Ａ及びＡの交付を受けている方を対象に、頭髪のカットと 

軽い化粧を行います。 

（カ）子育て支援事業 

町で行っている４～５ヶ月乳児健康相談及び１歳６ヶ月健診の時に、紙おむつ等 

を購入できる助成券を発行します。 

（キ）福祉車輛貸出事業 

移動するのに介助を要する方などに対し、生活の質の向上及び家族等の生活上の 

利便性を向上することを目的として、車椅子に乗ったまま乗車できる福祉車輛の貸 

し出しを行います。 

②町及び県社協からの委託事業 

（ア）重度障害者タクシー助成事業（町委託事業） 

重度障害者の申請者にタクシー代金の一部を援助します。 

（イ）生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業） 

生活をしていく上で必要な金銭の貸し出しの窓口業務を行います。 

 

 

２．地域福祉事業（地域福祉グループ） 

（１）事業目標 

安心して自立した生活ができ、「大洗町に住んで良かった」と実感できる福祉社会を進め 



るために、住民参加による地域に根ざした福祉の推進を目指し、住民・行政・関係機関等と

の連携を図りながら、会費・共同募金などを財源として、各種ボランティア事業の推進やサ

ロン活動の普及、また、買い物支援等の住民向けサービス、福祉団体の支援を展開してまい

ります。 

（２）事業内容 

①自主事業（会費、共同募金、他事業所の収益が原資となります。） 

（ア）大洗健康福祉・長寿まつりの開催 

   行政との連携を図り、長寿を祝うと共に、健康・福祉に関することを学べるイベン 

トを開催する。 

（イ）ボランティアセンター運営事業 

地域で活動しているボランティアの相談、調整、情報提供等を行い、ニーズに合わ 

せてボランティアをマッチングします。また、ボランティア団体の育成、助言、協力 

等の支援やボランティア活動保険の加入受付を行います。 

（ウ）ボランティア育成事業 

   各種養成講座の開催や夏休みの期間を利用したボランティア体験を行いボランテ 

ィアの育成を推進します。 

（エ）ボランティア協力校育成事業 

   子どもの頃からボランティアの心を身につけてもらう為に、大洗町内の学校にボ    

  ランティア活動への支援を行います。 

（オ）高年者クラブ育成事業（さわやか元気クラブ） 

   健康で自立し、身近な仲間と支え合いながら住み良い地域づくりを進め、スポーツ 

や奉仕活動を通じて交流と生きがい活動への支援を行います。 

②町からの委託事業 

（ア）高齢者等買物支援事業（お買い物ツアー・シルバーほっと大洗） 

高齢者の方々が買物を行う際、交通手段がないことから生活必需品（食料・衣類・ 

生活雑貨等）の購入に支障をきたし買物難民化する問題の解決を図るため、送迎と買 

物補助を行います。 

（イ）元気づくりサロン事業 

独居高齢者の孤独感の解消や認知症予防対策、また健康増進と介護予防を目的と 

して、おおむね６５歳以上で、身の回りのことが自分でできる人を対象に介護予防体 

操や脳トレ、会話を中心に、毎回楽しい行事を行うサロンを町内集会所で実施します。 

（ウ）生きがい活動支援通所事業（ゆうゆうクラブ） 

介護保険要介護認定対象外となる閉じこもりがちな高齢者の生きがい活動の助長 

と介護予防の推進を図ります。 

（エ）生活支援体制整備事業 

高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーターを配置 

し、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体 

間のネットワーク構築を行います。 

（オ）新型コロナウイルス感染症自宅療養者等生活支援事業 

新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院先や療養施設に入所できず自宅等におい

て療養生活を送る方に対し、安心して療養してもらうため日用品等の支給を行います。 



③県社協からの委託事業 

（ア）日常生活自立支援事業 

①福祉サービスの利用手続きの援助、②日常生活の金銭管理援助、③書類等の預か 

りサービスが必要な方との契約及び支援体制づくりを行います。 

 

 

３．居宅介護支援事業所の経営事業 

（１）事業目標 

要介護認定者に対し、自立した生活を目指し適切な介護サービスが利用できるよう本人、 

家族の意向に沿った居宅介護計画を作成し、目配り、気配り、心配りを心掛け迅速な対応を 

していきます。 

（２）事業内容 

①居宅介護支援事業 

（ア）居宅介護支援 

実施目標件数    利用者数 １３７件／月  年間（延） １，６４４件／年 

（イ）介護予防支援（委託） 

実施目標件数    利用者数  ２５件／月  年間（延）   ３００件／年 

（ウ）支援事業事務連絡会議（毎日） 

居宅介護支援業務についての連絡、報告、協議等を行います。 

（エ）介護サービス情報公表実施継続（報告のみ） 

②要介護認定調査委託事業 

（ア）他市区町村から要介護認定調査の実施   実施目標件数  利用者数 １０件／年 

  ③一般介護予防事業 

（ア）毎日健康倶楽部（まいけんクラブ） 

介護認定を受けていないおおむね６５歳以上の高齢者を対象に、要介護状態や認知

症を予防するための知識を学び、継続的な運動を行うきっかけを作ることで、楽しみ

ながら閉じこもり防止と運動機能向上等の健康増進を図ります。 

  ④職員の資質向上のための研修 

（ア）職場内研修 

ケアマネジャー全員参加。質の高いケアマネジメントを提供できる体制を確保する

ための勉強会を行います。 

また、介護保険情勢や研修等の報告、ケース検討等を行います。 

（イ）職場外研修、講習会への参加 

（ウ）ケアマネジャーの更新研修の実施 

⑤関係各機関との連携 

（ア）病院や診療所等との連携 

（イ）市町村及び地域包括支援センターとの連携 

（ウ）介護保険サービス事業所との連携 

（エ）地域包括ケアシステムの構築に向けての関係機関との連携 

 



⑥その他 

（ア）支援事業利用者がご逝去されたときに、線香をお供えします。 

（イ）統一した制服を着ることにより、社協職員としての自覚を促し、大洗町社協の宣伝及 

び広報活動を行います。 

 

 

４．訪問介護事業所の経営事業 

（１）事業目標 

①利用者ごとの計画に基づいたサービスの提供 

②ニーズを的確にとらえ、常にその改善を図る 

③職員の質の向上を図るため、職員一人ひとり目標を持ち自己研鑽をする 

④社内研修を行い、社協業務についての知識を学ぶ 

（２）事業内容 

①訪問介護（介護保険）事業 

介護計画書に沿い、訪問介護サービスの提供      

 延べ人数  ３３４件／月 

②総合事業サービス 

総合事業計画書に沿い、訪問介護サービスの提供 

 

 

５．通所介護事業所の経営事業 

（１）事業目標 

①地域密着型通所介護、総合事業の利用者ごとの計画に基づいたサービスの提供 

②ニーズを的確に捉え、利用者の意見等をサービスや行事等へ反映し、その改善を図る 

③職員の質の向上を図る為、職員一人ひとり目標を持ち自己研鑽をする 

④１日の平均利用者数１５名以上を目指す 

⑤社内研修を行い、社協業務についての知識を学ぶ 

（２）事業内容 

①地域密着型通所介護サービス 

地域密着型通所介護計画書に沿い、送迎、食事の提供、入浴介助、機能訓練、その他必 

要な介護等を行います。 

②総合事業サービス 

総合事業計画書に沿い、送迎、食事の提供、入浴介助、機能訓練、その他必要な介護等 

   を行います。 

③外出支援、外食支援、運動会、クリスマス会等のイベントの実施 

単調な日常生活になりがちな利用者が多く、利用者自身も外出したいという希望があ 

る為、四季折々の景色を観賞し、普段と異なる環境で食事をすることで生活に励みをつけ 

ていただきます。 

＜実施予定イベント＞ 

桜の花見、買い物ツアー、外食、流しそうめん、プチ運動会、ハロウィン、初詣等 



④おやつ作り 

利用者同士で出来ないことをサポートしつつ、残存機能を活用し、自分達の食べるおや 

   つをつくることで、「みんなで作った」ことへの達成感、一体感を感じていただきます。 

＜おやつ作り予定＞ 

こいのぼりロール、さつまいもスイーツ、たらし焼き、バレンタイン、桜餅 

⑤誕生日プレゼントの配布 

当事業所を利用されている方に、感謝の気持ちを込めプレゼントを送り、喜びを感じ励 

   みにしていただきます。 

⑥クラフト、大人の塗り絵、計算 

指先を使い、配色を考え、簡単な計算をすることで脳の活性化を図ります。 

また、それを持ち帰ることで家族とのコミュニケーションのきっかけを作ります。 

 

 

６．地域活動支援センター【ワークスしおかぜ】の経営事業（町からの委託事業） 

（１）事業目標 

在宅の障害児（者）が地域で生活をしていく為に、社会生活への適応性を高める事ができ 

るよう支援します。また、職員が意識改革の向上につとめ、「ワークスしおかぜ」を支えて 

いただいている地域のボランティアと共にコミュニケーションを取りながら、作業生が自 

立する為の知識や技能を身に付けられるように、一人ひとりの能力にあった目標や目的を 

決め働きかけて支援します。 

（２）事業内容 

①活動内容 

（ア）手作り品（縫製品）の販売 

手提げ、手拭き、巾着、帽子、雑巾、小物 等 

（イ）外注対応（注文に応じて作成） 

新聞の裁断、護摩木の判子押しやメモ帳のスタンプ押し、衣類や生活用品の直し、 

教材づくり、無事カエルお守りづくり 

（ウ）販売協力店舗への販売依頼 

鷗松亭売店、 海・山直売センターいきいき（以上大洗町内） 

福祉の店「ハーネス」（水戸市 茨城県総合福祉会館内） 

大洗町健康福祉センター「ゆっくら健康館」にてフロント販売 

その他（大洗町社会福祉協議会の窓口でも販売） 

（エ）出張販売 

イベント会場での積極的な参加と製品販売（看護祭、健康福祉・長寿まつり、商工

感謝祭、大洗あんこう祭、ナイスハートふれあいフェスティバル） 

（オ）理解を得る為の広報活動 

障害者への理解を深めていただくためのパンフレット及び啓発品の配布、販売時の 

ＰＲ活動としてユニフォームの着用、出張販売時の注文販売の広報 

（カ）環境整備 

施設内及び敷地内並びに近隣道路の清掃、花等の花壇つくり 



（キ）資源管理 

検針器での商品管理、台帳にて折れ針の管理、注文（直し）台帳で顧客管理 

（ク）評価 

作業生により作成される個別目標に対し、個別支援を実施することで評価を行い改 

善へと導く 

（ケ）商品管理カードを販売物に添えての販売 

②行事 

（ア）社会貢献（年６回）・・・・町内のゴミ拾い 

（イ）避難訓練（年６回）・・・・火災や地震に備えて避難のための訓練 

（ウ）食事会（年４回）・・・・・社会との接点を持つための訓練 

（エ）クッキング（年１回）・・・作業生同士の交流を兼ねた料理会 

（オ）出張販売（随時）・・・・・イベントに参加して販売等を行う 

（カ）日帰り研修（年１回）・・・ボランティアと共に地域に出て社会勉強をする 

（キ）視察研修（年２回）・・・・資材仕入れと社会参加を目的とする 

（ク）忘年会  ・・・・・・・・ボランティアや家族を招き忘年会を行う 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響により予定行事が行えない場合には、クッキング 

を毎月実施します。 

③１日の流れ 

活動時間（９時から１５時） 

※午前休憩（１５分）、昼食休憩（１時間）、午後休憩（１５分程度） 

 

 

７．訪問介護（障害）事業所の経営事業 

（１）事業目標 

利用者ごとの計画に基づいたサービスの提供や、ニーズを的確にとらえ利用者の希望、意 

見と介護者の思いを汲み取り、充実した生活の為の援助を行います。また、在宅での生活を 

少しでも楽しく長く続けられるようなサービスの提供を心がけます。 

（２）事業内容 

①自主事業 

（ア）訪問介護（障害者）事業 

利用者との契約又はプランに沿ったサービスの提供   延べ人数 ２９８件／月 

  ②町からの委託事業 

  （ア）移動支援委託事業 

      町承認の障害者の方に対し外出支援サービスの提供   延べ人数   ３件／月 

 

 

８．相談支援事業所の経営事業 

（１）事業目標 

障害児（者）やその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用 

支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行います。また、相談支援事業を効果的 



に実施するために、中立・公平な相談支援事業の実施や地域の関係機関との連携強化、社会 

資源の開発・改善を推進していきます。 

（２）事業内容 

①自主事業 

（ア）計画相談支援 

今年度障害福祉サービスを受ける障害者に対して、利用する事業所との調整をし、 

支援計画を作成します。                

延べ人数  １３件／月 

  ②町からの委託事業（相談支援事業） 

（ア）障害者への相談受付実施目標件数     利用者数  １件／月   １２件／年 

 

 

９．大洗かもめ保育園の経営事業 

（１）事業目標 

認定こども園教育・保育要領を基本としてこども園の役割及び機能の充実を図り、こども 

園の目的を達成するため教育・保育課程に基づき養護と教育の一体性を重視した保育を行 

います。また、職員の資質向上及び職員全体の専門性向上に努めます。 

①教育・保育目標 

（ア）元気いっぱい丈夫な体をつくろう （イ）友達と仲良く楽しくのびのび遊ぼう 

（ウ）思いやるやさしい心を育てよう  （エ）最後までやりぬく強い心を育てよう 

（オ）基本的生活習慣を身につけよう  （カ）豊かな感性と創造性をはぐくもう 

（２）事業内容 

園の教育・保育目標を基に教育・保育課程及び指導計画をとおして、発達段階（０～６歳） 

に応じた養護と教育の一体性を重視した保育を行っていくとともに、保護者への子育て支 

援や地域の在宅子育て家庭への支援を行います。 

①教育・保育の特徴 

日常において自然に親しむ教育・保育を積極的に取り入れ、散歩や遊びを通して適切な

刺激を与え、精神面や体力面での育ちを援助します。また、見る・触る・聞く・におう・

味わう等の五感を通した体験で、確かな認識を育む教育・保育をめざします。 

②こども園の年間行事 

春夏秋冬の自然の中で、さまざまな発見をしながら健康な体作り、自然環境への関心を

高めます。また、季節毎の行事や自然体験活動等、地域行事への参加交流を図ります。な

お、月１回以上の避難訓練（地震・火災・不審者対応・警報）を実施し、園児の生命の安

全確保に努めます。 

③食育 

食育計画を基に給食の指導を行います。また、食物アレルギー体質児童の対応について

は保護者との個別面談やアレルギー会議において職員間の連携を図ります。 

④家庭との連携 

健康で安全な子どもの生活を確立するために、保護者や家族の協力を得ながら密接な

連携を図ります。 



⑤子育て支援 

一時預かり事業や園庭開放、ひまわりキッズ（月１回）等で地域の子育て家庭への支援

を行います。 

⑥小学校等との連携・交流 

子どもの生活や発達の連続性から小学校との積極的な連携を図り、小学生のボランテ

ィア活動・中学校の職場体験や大洗高校のインターンシップ受け入れ等の交流を図ります。 

⑦地域との連携・交流 

町社協主催のデイサービス、生きがい活動に参加し高齢者との交流を行います。 

また、老健施設への訪問、地域行事への協力や参加交流を図ります。 

⑧特色のある保育活動 

英語活動、サッカー活動、リトミック活動等を通して、園児たちのバランスのとれた成

長を進めます。 

（３）当初園児数（１１５名／月） 

０歳児  ３名／月 １歳児 １８名／月 ２歳児 １９名／月 

３歳児 ２６名／月 ４歳児 ２６名／月 ５歳児 ２３名／月 

 

 

１０．大洗町地域包括支援センターの経営事業（町からの委託事業） 

（１）事業目標 

総合相談支援、介護予防、包括的・継続的ケアマネジメント、権利擁護、地域ケア会議の 

充実を柱として高齢者やその家族が安心して生活できるよう支援するとともに、福祉の総 

合相談窓口として多職種との連携を強化し迅速に対応していきます。 

 町民が主役の地域作りを支援できるよう、地域包括支援センターの周知や町民の生活ニ 

ーズの把握を行っていきます。 

（２）事業内容 

①総合相談支援業務 

（ア）電話や訪問、来所などによる高齢者の相談対応 

（イ）６５歳以上の町民の実態把握、相談支援 

（ウ）民生委員との情報共有や同行訪問による連携 

（エ）高齢者相談センターとの連携 

②権利擁護業務 

（ア）成年後見制度の利用促進に関する支援 

（イ）虐待事例の早期発見と対応及び虐待発生予防対策 

（ウ）消費者被害防止のための啓発活動 

（エ）被害発生時の消費生活センターとの連携 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

（ア）地域ケア会議の開催 

（イ）ケアマネジャー向け勉強会の実施 

（ウ）居宅に対する連携支援体制整備 

（エ）災害対策 



（オ）多世代へ地域共生の働きかけ（令和４年度は小学生対象） 

④第１号介護予防支援事業 

（ア）介護予防・日常生活支援総合事業対象者のケアマネジメント 

（イ）委託プランの管理 

⑤地域ケア会議推進事業 

（ア）高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援 

（イ）個別課題分析等を行うことによる地域課題の把握 

（ウ）地域課題解決のための地域包括ネットワークの構築 

（エ）地域ケア個別会議の分析により地域課題の抽出 

⑥在宅医療・介護連携推進事業への協力 

（ア）町内のケアマネジャーと病院の入退院ルール作り 

⑦生活支援体制整備事業への協力 

（ア）生活支援コーディネーターとの連携 

⑧認知症総合相談事業 

（ア）認知症初期集中支援推進事業 

（イ）認知症地域支援・ケア向上事業 

（ウ）チームオレンジ普及促進事業（仮称）の推進 

⑨多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

（ア）見守り動画作成等の検討 

⑩指定介護予防支援事業 

（ア）要支援認定者の介護予防支援 

（イ）委託プランの管理 

⑪その他一般介護予防事業 

（ア）介護予防ミニ講座の実施 

 

 

１１．大洗町北地区高齢者相談センターの経営事業（町からの委託事業） 

（１）事業目標 

要援護者の早期発見や支援・見守り体制の構築などの課題解決に向けて、地域の実態把握

訪問を行うと共に、身近な相談窓口として大洗町地域包括支援センターや関係機関と協働

し迅速に対応していきます。 

（２）事業内容 

①初期段階での相談対応及び継続的・専門的な総合支援 

②地域ネットワークの構築 

③実態把握 

④情報提供及び啓発活動 

⑤家族支援 

⑥虐待等の困難事例の発見報告及び地域包括支援センターとの協働 

 

 



 ＜参考＞ 

○大洗町北地区高齢者相談センター（大洗町社会福祉協議会） 

対象地域：磯浜町・東光台・磯道・和銅・五反田・港中央 

 

○大洗町南地区高齢者相談センター（ひぬま苑） 

対象地域：桜道・大貫町・神山町・成田町 


