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平成 30年度 

社会福祉法人島田市社会福祉協議会事業計画 

 

 

Ⅰ 基本理念 

きづきあい みとめあい 共に生きるまち 島田 

 

 

団塊の世代が 75 歳を迎える 2025 年には、国民の５人に１人が後期高齢者となり、３人に

１人が 65歳以上となる「超・超高齢社会」や「人口減少社会」を迎えます。現在、国ではこ

の問題に対応するため、「我が事、丸ごと」をキーワードとした「地域共生社会」の実現に向

けた取組みを進めています。 

「地域共生社会」とは、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、地域住民や地域の様々な団体などが「我が事」として地域づくりに関わり、人と人、

人と地域の福祉活動などが世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、地域を創ってい

く社会という意味があります。これらは、「きづきあい みとめあい 共に生きるまち 島田」

を基本理念に掲げる、島田市社会福祉協議会（以下市社協）が目指す姿そのものとも言えま

す。平成 30 年度は、社会福祉法など関係法の改正を経て、「地域共生社会」の実現への取組

みが本格化する一年となります。 

 市社協は、平成28年11月に開所した新事務所１階を、「福祉のまちづくりセンター」とし、地

域住民からの相談に一体的に対応する活動を進めています。平成30年度は、職員間の連携をさ

らに高めることで、課題を解決する力を高め、センターの機能を充実させます。 

 また、在宅で生活する人の中には、介護保険などの公的なサービスだけでは支援が十分でな

かったり、地域社会から孤立し日々孤独に過ごしている人がいます。地域の人々に、状況を知

っていただき、地域で話し合い、課題解決に向けて活動できるように、職員が地域へ出向いて

相談や支援を行います。さらに、地域での活動を担う「担い手」を育成し、確保することに努

めます。 

在宅介護事業においては、平成 29年度に策定した「在宅介護サービスの提供理念」を柱に、

各事業に目標を定め、利用者確保・サービスの質の向上に取組みます。また、在宅介護事業

の経営は、法人運営にも大きな影響を及ぼすことから、経営状況の分析をさらに進めるとと

もに、在宅介護事業を含め各事業において、効率的・効果的な事業推進を意識して法人の健

全な経営に努めます。 

以上のような取組みを、「地域共生社会」の実現という施策の流れを受けとめながら進める

とともに、今後、市社協に求められている役割や組織のあり方、職員のあるべき姿を意識し、

変化する施策に対応できる運営体制づくりを進めます。 

 

 



Ⅱ 重点項目 

  

１ 地域での課題解決力を高める（地域福祉力を上げる） 

   島田市地域福祉計画・島田市地域福祉活動計画の推進、地域包括ケアシステムの構築等

の中では、地域住民が主体的に課題解決に向けて活動することが求められています。従来

の小地域福祉活動の推進に加え、生活支援コーディネーター業務をとおして、地域住民に

地域福祉の必要性を伝え、理解をいただき、住民主体の福祉活動が展開できるように支援

します。 

 

 ２ 福祉のまちづくりセンターにおける包括的な相談支援の強化 

   福祉ニーズの多様化や複雑化が進む中、各種制度において、支援の包括化や地域連携及

びネットワークづくりが求められています。福祉のまちづくりセンターにおいては、各種

制度の理念を包括的に捉えながら、総合相談としてあらゆる相談を受け止め、多様な関係

機関と連携し、その人のニーズに応え、適切な支援が受けられる共生の地域づくりを進め

ます。 

 

 ３ 成年後見制度の推進と権利擁護体制の構築 

   法人後見事業による成年後見活動の実施に加え、制度理解を促進するための啓発活動を

実施し、判断能力が不十分な方も地域で安心して生活ができるよう、地域住民や多様な関

係機関とのつながりをもって支え合いの仕組みづくりを進めます。 

   また、今後ますます増加する後見ニーズに応えるため、地域における権利擁護の担い手

の育成を進めるとともに、島田市における権利擁護体制の構築に向けて行政と協議を進め

ます。 

 

 ４ 「在宅介護サービスの提供理念」に基づくサービス提供 

   平成 29 年度に実施した在宅介護事業職員へのアンケートの結果を踏まえ、各事業管理者

で策定した提供理念に基づき各事業の目標を定め、職員一人ひとりが「在宅介護サービス

の提供理念」と事業の目標を意識してサービス提供をします。 

 

５ 中長期的な視点での法人経営と効率的・効果的な事業経営 

   長期的に地域福祉を推進する役割を果たすためには、安定的・継続的に各種事業を推進

する必要があります。法人全体の財務状況などを常に把握し、中長期的な視点を持ち法人

経営を行います。  

また、在宅介護事業においては、現在のサービス提供方法などを整理し、既存の方法にと

らわれることなく、事業に携わる職員と共に工夫できる部分や改善できる部分を見つけ、効

率的・効果的な事業経営に取組みます。 

 

 



Ⅲ 事業計画 

１ 地域福祉及び生活支援の推進のために 

  平成 28 年３月に島田市と一体的に策定した「島田市地域福祉活動計画」の基本目標を達 

成するため、各種事業を実施します。 

 

【１】福祉を身近に感じる風土づくり 

（１）福祉を「知る」機会の充実 

地域福祉の必要性についての周知、啓発を進め、地域住民が主体的に地域福祉活動を展開

できるように広報啓発活動を行います。 

   ①広報紙の発行 

    「みんなのふくしだより」を年４回発行し、福祉に関する情報を発信します。 

   ②ホームページ・Facebook の公開 

     市社協の概要や事業を紹介するだけでなく、Facebook から最新情報を発信します。 

   ③社会福祉大会の開催 

     社会福祉功労表彰や福祉活動発表を実施し、地域住民の福祉への関心を高めます。 

   ④社会福祉功労表彰 

     社会福祉事業に功労のあった方々や団体への表彰を実施します。 

   ⑤地区イベントへの参加 

     市内各地区で開催されるイベントへ参加し、市社協の周知活動を実施します。 

 

（２）福祉を「学ぶ」機会の充実 

   子どもや地域、企業における福祉教育を推進し、福祉の心を育み、福祉活動への理解や

参加促進を図ります。 

   ①福祉教育推進事業 

     福祉教育の手引書の作成、福祉教育に関する連絡会の開催をはじめ、学校や地域、

企業からの相談支援、福祉出前講座などを実施します。 

   ②福祉体験学習事業 

     夏休み「ふくし」体験学習や福祉のつどいを実施します。 

   ③福祉講演会の開催（全体講演会・定期セミナー） 

     福祉に関係のある著名人を招いての講演会や、地域住民が気軽に福祉について学  

ぶ場として定期セミナーを開催します。 

 

（３）地域におけるふれあい・交流機会の充実 

   市社協が主催する多くの地域住民との交流の機会や、地域におけるふれあい・交流の機

会である「居場所」「高齢者ふれあいサロン」等への支援をとおして、各種活動の充実、連

携強化を図ります。 

   ①ふれあい広場の開催 

     市内の各種福祉団体の参加のもと、福祉体験コーナーの設置やステージ発表等をと



おして、地域住民の交流を図ります。 

    

 

②居場所づくり推進事業 

     誰もが、いつでも、気軽に利用できる機会として、居場所づくり「はーとちゃん家」

を実施します。 

   ③活動備品貸出事業 

     地域における交流活動で利用できるよう福祉用具、レクリエーション用具等を貸  

し出します。 

   ④マイクロバス貸出事業【６月終了】 

     福祉活動、交流活動の支援としてマイクロバスを貸し出します。 

   ⑤地域ふれあい活動補助金の交付 

     地域で活動する「高齢者ふれあいサロン」「子育てサロン」「地区福祉の会」の活動

支援のため、補助金を交付します。 

   ⑥居場所づくり事業補助金の交付 

     居場所づくり事業を行う団体への活動支援のため、補助金を交付します。 

   ⑦福祉団体等補助金の交付 

     市内の福祉団体の活動支援のため、補助金を交付します。 

   ⑧地域福祉活動外出支援助成事業（新規） 

     小地域福祉活動団体やボランティア団体等が外出事業を実施した際に、車両の借り 

上げ料の一部を助成します。 

   ⑨精神障害者と共に暮らす家族の集い（新規） 

     在宅で精神障害者と共に暮らされている家族を対象に、交流や学習、リフレッシュ

の機会をつくります。 

 

【２】市民協働による支え合いの地域づくり 

（１）地域を支える人材の育成 

   ボランティア活動へのきっかけづくりや、ボランティアの育成、地域福祉の担い手の確

保を行い、地域福祉活動の推進を図ります。 

   ①ボランティア相談事業 

     ボランティアに関する相談に応じ、活動紹介や活動調整を行います。また、ボラ  

ンティア活動に関する保険の取り扱いを行います。 

   ②ボランティア活動の手引きの作成 

     ボランティアとしての心構えや、市内福祉施設・活動団体の紹介等を手引きとして

作成し、ボランティア活動の希望者等へ紹介します。 

   ③収集ボランティア活動事業 

     地域住民が参加しやすいボランティア活動のひとつとして、「ペットボトルキャッ 

    プ」「使用済み切手」「ベルマーク」等の収集活動を実施します。 



   ④ボランティア入門講座 

     ボランティア活動や地域福祉活動について学び、活動する人材を育成する講座を開 

    催します。 

 

 

 

（２）地域福祉推進体制の整備、発展 

   現在活動しているボランティア、ボランティア団体、地区社会福祉協議会の活動の充実・

発展のための支援をします。また、小地域福祉活動の基盤となる地区社会福祉協議会の設

立に向けた支援をします。 

   ①ボランティア活動・団体への支援 

    ア 地域福祉ネットワーク強化（ボランティア団体等連絡会） 

      ボランティア団体や福祉団体等の連絡会を開催し、情報交換や連携強化を図りま

す。 

    イ 居場所連絡会 

      居場所づくり事業を行う団体の連絡会を開催し、情報交換等を通じて連携強化を

図ります。 

    ウ ボランティア活動室の貸し出し 

      ボランティア団体等の活動場所として、島田市保健福祉センター内のボランティ

ア活動室を貸し出します。 

    エ 福祉レクリエーション講座の開催 

      高齢者ふれあいサロン等で活動するボランティアが、レクリエーションについて

学ぶ機会とし、ボランティア活動を支援します。 

    オ ボランティア受入施設連絡会 

      市内福祉施設を対象に、ボランティアに関する情報交換の機会として、連絡会を

開催します。 

    カ ボランティア活動推進補助金の交付 

      ボランティア団体の活動支援のため、補助金を交付します。 

    キ ボランティア・地域福祉活動資機材購入費助成事業 

      ボランティア団体や地域福祉活動団体が、活動に必要な資機材の購入をするにあ

たって購入費の一部助成をします。 

   ②地区社会福祉協議会に関する支援 

    ア 小地域福祉活動推進連絡会 

      地区社会福祉協議会等、小地域福祉活動を実施している団体の情報交換や研修の

機会として、連絡会を開催します。 

    イ 地区社会福祉協議会補助金の交付 

      地区社会福祉協議会の活動支援のため、補助金を交付します。 

    ウ 地域福祉活動推進委員会の開催 



      地域福祉活動計画や小地域福祉活動の進捗状況やこれからの推進について、地域

住民等で構成される委員会で協議します。 

③生活支援コーディネーター活動事業（島田市受託事業） 

     高齢者が地域で生活するうえで必要となるサービスの開発や、そのための担い手の

養成、市民理解を促進する講演会等を実施します。また、地域での課題やサービスに

ついて話し合う機会づくりをします。 

 

 

 

【３】福祉サービスが適切に受けられる仕組みづくり 

（１）相談支援・情報提供の仕組みづくり 

地域住民の生活課題を受け止め、課題を整理し、解決につながるよう多様なネットワーク

を活用した取組みを展開します。 

①福祉総合相談事業 

専任相談員による福祉総合相談を常時開設するとともに、福祉のまちづくりセンタ

ー職員が一丸となって総合的な相談対応を行います。 

②法律相談事業 

偶数月の 25 日を基本とし、法律に係る無料の弁護士相談を実施します。 

③権利擁護相談事業 

奇数月の 25 日を基本とし、権利擁護に係る無料の司法書士相談を実施します。 

 

（２）権利を守るための仕組みづくり 

   判断能力が不十分な方々が安心して生活ができるよう、地域を基盤とした権利擁護体制

づくりを進めます。 

①日常生活自立支援事業（静岡県社会福祉協議会受託事業） 

認知症高齢者や知的障がい、精神障がいのある方々を対象とし、個々の支援計画に

基づき、生活支援員による福祉サービス利用援助を基本とした支援を実施します。 

②法人後見事業 

市社協が法人として成年後見人等の選任を家庭裁判所から受け、判断能力が不十分

な方々の権利を守るため身上監護や財産管理を行います。 

   ③成年後見制度支援体制構築事業（島田市受託事業） 

     地域における権利擁護の担い手育成のため、志太地域において市民後見人養成講座

を実施するとともに、受講修了生の実務研修の受入やフォローアップを行います。ま

た、広域の取組みが円滑に進むよう志太地域成年後見推進委員会の運営を行います。 

 

（３）困難を抱えた人への支援の充実 

   地域住民や幅広い関係機関との連携、協働のもと、生活のしづらさを抱える地域住民一

人ひとりのニーズに沿った相談支援を展開します。 



①生活困窮者自立相談支援事業（島田市受託事業） 

多様で複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、制度の狭間に陥らないよう広く受

け止め、個々の状況に応じた切れ目のない支援を行うとともに、生活困窮者の早期把

握や見守りのための地域におけるネットワークづくり及び生活困窮者の社会参加の場

を広げるための啓発活動に取組みます。 

②生活支援事業 

経済状態がひっ迫した地域住民のニーズに応えるため、相談対応と併せて資金の貸

付や物資の支給により生活の安定と自立に向けた支援を実施します。 

ア 小口資金貸付 

イ 生活援護費貸付 

ウ 高額療養費貸付 

エ 就労応援事業 

オ 食糧等支援事業 

カ ライフライン復旧支援事業 

③歳末たすけあい運動事業 

地域の関係機関と連携し、ひとり親家庭や低所得世帯等に対して支援を行います。 

 ④子どもの居場所づくり事業（島田市受託事業） 

     ひとり親家庭の児童を対象に、学習支援や生活支援を中心とした居場所づくり事     

業を実施します。 

 

【４】安心・安全な暮らしづくり 

（１）災害時・緊急時の体制づくり 

地域福祉の視点から、災害に対する支援体制づくりの整備として、災害ボランティアセン

ターに関する各種取組みを行います。 

①災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練の実施 

     災害発生後に、災害ボランティアセンターが地域住民等の協力のもと、円滑に運営

できるように、立ち上げ・運営訓練を実施します。 

   ②災害ボランティアコーディネーター養成講座の開催 

     災害ボランティアセンターで活動する「災害ボランティアコーディネーター」を養 

成する講座を開催します。 

   ③災害ボランティア連絡会の開催 

     災害ボランティアコーディネーター等の情報交換や研修の機会として、連絡会を開 

催します。 

 

 

 

 

 



２ 介護予防、在宅生活、在宅介護を支えるために 

  「できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることを支える。」という社会福祉協議会の使命

のもと、高齢者の介護予防、高齢者・障がいのある方の在宅生活及び在宅介護を支えるため

の各種事業を推進します。  

 

（１）地域包括支援センター【第二中学校区、金谷中学校区、川根中学校区】の運営（島田

市受託事業） 

    地域福祉推進事業や総合相談事業等を横断的に活用することができる社会福祉協議会の強 

みを活かし、「地域の高齢者の介護予防啓発」「権利擁護・安心を守る活動」「生活を継続するた

めの支援」などの業務を島田市から委託を受け実施します。 

 

 （２）高齢者の介護予防事業の実施 

   ①生きがい活動支援通所事業（島田市受託事業） 

     閉じこもりや外出の機会が減った高齢者を対象に、介護予防のためのデイサービス

を実施します。 

    ア 伊久身デイサービスセンター 

    イ 金谷生きがい対応型デイサービスセンター 

   ②げんき教室事業（島田市受託事業） 

     体力の低下傾向にある高齢者を対象に、運動や栄養等について講師から指導をいた

だく短期集中型の教室を実施します。 

    ア げんき教室さくら（川根地区） 

③ふれあい健康プラザ（島田市指定管理） 

     高齢者の介護予防や健康増進の拠点として、施設の適切な管理、運営に努めます。 

 

 （３）在宅生活・在宅介護を支える事業の実施 

   ①重度障害者等移動支援車両貸出事業（島田市受託事業） 

     車いす等での生活のため、公共交通機関を利用して外出することが困難な方へ福祉

車両を貸し出します。 

   ②家族介護者交流事業（島田市受託事業） 

     在宅で高齢者を介護されている方を対象に、交流や学習、リフレッシュの機会をつ

くります。 

 

 （４）高齢者・障がいのある方への在宅介護サービスの提供 

   【市社協在宅介護サービスの提供理念】 

し 職員のつながり、地域のつながりを大切にします 

ま まごころを持って、気持ちに寄り添い、笑顔を引き出します 

だ 誰もが、地域で安心して暮らせるよう介護サービスを提供します 

 



①ケアプラン作成（指定居宅介護支援事業所） 

    《しまだ目標》  

・本人や家族の気持ちを大切に支援します。 

     ・安心して暮らせるように、地域とのかかわりを積極的に持ちます。 

《かわね目標》  

・地域の特性を生かし、質の高いケアマネジメントを提供します。 

 

ア 指定居宅介護支援事業（しまだ・かわね） 

       介護支援専門員（ケアマネジャー）による相談、サービス計画の作成を行い 

      ます。 

    

②ヘルパー訪問（指定訪問介護事業所／指定居宅介護事業所） 

《しまだ目標》  

・利用者様、介護者様が気持ちよく安心して生活が送れるよう支援します。 

 ・チームワークを大切に、関係機関と連携し、利用者様を支えて行きます。 

    《かわね目標》  

・利用者様が希望する在宅生活を送れるように支援します。 

 

ア 訪問介護事業（しまだ・かわね） 

         介護保険の要介護の認定を受けた方に、ホームヘルパーが訪問し、身体介護（食

事や排せつの介助等）や生活援助（調理や掃除、洗濯等）サービスを提供すると

ともに、利用者や家族の相談支援等を行います。 

       イ 総合事業訪問介護事業（しまだ・かわね） 

介護予防・生活支援サービス事業対象者、要支援の認定を受けた方に、ホーム

ヘルパーが訪問し、生活援助（食事の準備や調理等）、身体介護（食事や入浴、排

せつの介助等）サービスを提供します。 

ウ 生活支援員派遣事業（しまだ・かわね）（島田市受託事業） 

         介護予防・生活支援サービス事業対象者、要支援の認定を受けた方に、ホーム

ヘルパーが訪問し、買い物、調理、掃除、洗濯、布団干し等を利用者とともに行

うサービスを提供します。 

エ 介護保険対象外生活支援サービス事業（しまだ・かわね）（市社協独自事業） 

         介護保険の対象とならない通院時の付き添いなどを、ホームヘルパーが行いま

す。 

オ 居宅介護事業（しまだ・かわね） 

障がいのある方のご家庭をホームヘルパーが訪問し、身体介護（入浴、排せつ、

体位交換等）や家事援助（調理、掃除、洗濯等）サービスを提供します。 

カ 重度訪問介護事業（しまだ・かわね） 

重度の肢体不自由など、常に介護を必要とする方に、ホームヘルパーが訪問し、



入浴、排せつ及び食事等の身体介護、家事援助、外出時の移動中の介護などを総

合的に提供します。 

キ 同行援護事業（しまだ） 

視覚障がいのある方の外出に、同行援護の研修を受講したホームヘルパーが同 

行し、移動の援護など、外出する際に必要な支援をします。 

ク 移動支援事業（しまだ・かわね）（島田市受託事業） 

屋外での移動が困難な障がいのある方に、社会生活上必要となる外出を支援し 

ます。 

③入浴サービス（指定訪問入浴介護事業所） 

  《しまだ目標》  

・利用者様に安心、安全、満足していただける入浴を心がけます。 

   ・関係機関との連携を保ちます。 

    《かわね目標》  

・利用者様が希望する在宅生活を送れるように支援します。 

 

ア 訪問入浴・介護予防訪問入浴介護事業（しまだ・かわね） 

介護保険の要介護・要支援の認定を受けた方に、入浴設備を備えた専用車（入

浴車）で家庭を訪問し、入浴サービスを提供します。 

イ 障害者入浴サービス事業（しまだ・かわね）（島田市受託事業） 

       障がいのある方で、自力又は家族の介助による入浴が困難な方に、入浴設備を

備えた専用車（入浴車）で訪問し、入浴サービスを提供します。 

 

④デイサービス（島田市指定管理／北部・川根デイサービスセンター） 

    《北部デイサービスセンター目標》 

     ・笑顔で利用者様とのかかわりを築きます。 

    《川根デイサービスセンター目標》 

     ・ご利用者様の気持ちに寄り添い、笑顔で充実した１日を過ごしていただけるデイ 

サービスを目指します。 

 

ア 地域密着型通所介護事業・指定通所介護事業 

介護保険の要介護の認定を受けた方に、日帰りで入浴や食事の提供、日常生活

上の支援や機能訓練を提供します。 

     イ 総合事業通所介護事業 

介護予防・生活支援サービス事業対象者、要支援の認定を受けた方に、日帰り

で食事の提供、生活機能の維持向上のための体操などを提供します。 

 

⑤おでかけデイサービスさくら 

     介護予防・生活支援サービス事業対象者、要支援の認定を受けた方に、体操や運動 



など介護予防のプログラムを中心としたサービスを提供します。 

 

   ⑥特定相談支援事業 

     障がいのある方やそのご家族から生活上の課題などを確認しながら、適切なサービ 

スの利用に向けたサービス等利用計画を作成し、障害福祉サービスがスムーズに受けら 

れるように支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 法人運営・事業経営 

（１）法人運営 

   ①理事会 

     事業計画や予算、法人運営に関わる事項や重要な業務執行に関する意思決定機関と

して、適切な会議運営を行います。 

②評議員会 

     法人運営の基本ルールや体制の決定、役員等の選任・解任、事後的に法人の運営を

監督する議決機関として、適切な会議運営を行います。 

   ③監査会 

     監事による決算監査・中間監査を受け、理事の意思決定及び業務執行が適切に行わ

れているか、法人の資産・収支状況が適切であるか等の確認を受けます。 

 

（２）社会福祉充実計画に基づく事業実施（平成 29年度から平成 37年度） 

   平成 29 年度に作成をした社会福祉充実計画に基づく事業を進めます。事業実施にあたっ

ては、毎年決算時に社会福祉充実残額を算定し、必要に応じて社会福祉充実計画を見直し

て事業を行います。 

 

（３）法人としての経営管理と経費節減 

   在宅介護事業を含め各種事業の収支状況を分析し、法人の置かれている状況を常に把握

し、効率的・効果的に各事業を推進するため経営管理を強化します。 

また、既存の考え方にとらわれることなく、収支状況を分析した結果を踏まえ、サービス

低下につながることのない範囲で経費節減に取組みます。 

 

（４）財源確保 

    地域福祉事業は、市民の皆さまからの会費、共同募金が大切な財源となり、こうした財

源の確保には、多くの市民の皆さまに賛同していただくことが重要となります。使途をわ

かりやすく伝えることなど、主旨に賛同していただける方が少しでも増えるような取組み

を進めます。また、駐車場の管理運営事業、自動販売機の管理運営事業を行い自主財源の

確保に努めます。 

 

（５）職員の人材育成 

   今後の法人経営において、人材育成は非常に重要となることから、職員が計画的に研修

参加するための仕組み（キャリアパス）について検討をします。また、事業経営にあたり

必要とする資格も増えていることから、長期的な事業経営を見据え、主任介護支援員や相

談支援専門員、社会福祉士実習指導者等の取得要件を満たす職員に、資格取得を働きかけ

て行きます。 

 

 



（６）働きやすい職場環境づくり 

  無期雇用への転換をはじめ、労働関係の法改正により働き方が多様化しています。また、

人材確保・職員定着のためには、職員が自信とやる気を持って勤務ができる魅力ある職場

づくりや、育児や子育て、介護中の職員が働きやすい環境が重要となります。職員と共に、

魅力ある働きやすい職場づくりに取組みます。 

（７）関連団体との連携 

   ①島田市民生委員児童委員協議会 

     地域の福祉課題の解決に向け、協働して支援を行うことが必要であることから、理 

事会、会長会、地区定例会に出席し連携を図ります。 

   ②島田市自治会連合会 

福祉のまちづくりを進めるうえで、地域住民の代表である自治会長との連携は不可

欠となります。会議などにおいて、社協の役割や地域福祉の必要性を伝えるとともに、

地域の声を事業推進に反映することができるよう連携を図ります。 

 

（８）苦情解決の取組み 

   福祉サービス利用者の権利を擁護し、福祉サービスを適切に利用していただくため、苦 

情の申し出に対して適切な方法で解決を図るための苦情解決体制を充実させていきます。ま

た、苦情解決第三者委員会において、定期的に苦情内容を報告し、第三者委員の視点 

から意見等を求め、苦情をサービスの質向上に結び付けることに取組みます。 

 

（９）団体事務 

①島田市共同募金委員会 

ア 共同募金運営委員会を開催し、適正な運営に努めます。 

イ 赤い羽根募金運動、歳末たすけあい募金運動を計画に基づき実施します。 

ウ 赤い羽根募金の助成申請を市内の各種施設・団体等に周知を図り、助成申請の支 

援をします。 

②島田市静霊奉賛会 

ア 戦没者、戦災死者の慰霊並びに遺族の援護の目的のため、慰霊行事を静霊神社で

執り行なうとともに、各地区で行う慰霊行事への支援をします。 

イ 静霊奉賛会の今後の方向性を各関係機関と調整を行いながら進めます。 


