
 - 1 - 

 

 

  令和４年度社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会事業計画 

         

【基本方針】 

 当会では、昨年度からＳＤＧs について学習会を開催し、全国社会福祉協議会が提唱する『福祉

ビジョン 2020』が目指す先は『ともに生きる豊かな地域社会 』の実現・誰一人取り残さない社会の

実現 （ＳＤＧｓの推進・地域共生社会の 実現）であることから、当会の事業目標とＳＤＧｓの理

念をあわせて当会の事業の中に取り込み事業運営を行います。 

 ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、「誰一人取り残さない

（leave no one behind）」持続可能な社会の実現を目指す世界共通の目標です。 

2015 年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」の中で掲げられました。 

ＳＤＧｓは、2030年を達成年限とし、17の目標と１６９のターゲットから構成され、当会でもこ

の目標のもと地域共生社会作りに向けて対応して行きます。 

上記を踏まえ当会の福祉推進活動においては、地域住民への支援、地域の組織化、地域のつなが

りの強化を重点的な支援目標とし、三重県だけではなく、友好都市である三田市の社会福祉協議会

や、姉妹都市のサンタバーバラ市とも情報交換を行い、より大きな視野で鳥羽市の福祉力の向上に

向けて邁進して行きます。職員、社協役員が地域共生のためのアイディアを出し合い、あらたな着

眼、発想を持ち業務に当たります。 

また、法人としては、職員のスキルアップ研修の開催や、職員のメンタルヘルスの向上に努め、

離職を防ぎ、やりがいのある職場づくりを目指します。 

本年度は、鳥羽市障害者福祉センターゆめぱーるが開設してから令和５年３月３１日を持ちまし

て１０年を迎える事となります。「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」により、今年

度末に施設運用が緩和化されることとなり、今後の施設運用を検討する年度となります。 

鳥羽市健康福祉課と、鳥羽市の福祉計画や活動計画、当会の経営状況も踏まえながらゆめぱーる

の有効利用について４年度末までに協議を行い、当会の自主事業である障がい者福祉事業、介護保

険事業の場所や、運営についても検討し、今後の指針を出して行きたいと思います。 

  

  

 

 

 

 

 

             ＳＤＧsのアイコン 
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  ≪事業内容でＳＤＧｓの目標に対応する部分にＳＤＧｓアイコンを付けました。≫ 

【重点事業】    

     すべての人に健康と福祉をめざして     

      

 １ 第３期地域福祉活動計画の更なる地域福祉の推進 

   令和２年度より、第３期地域福祉活動計画（５ヵ年計画）が策定されましたので、

「人とひとがつながり 支えあう 暖かいまち 鳥羽」をスローガンに、地域福祉活

動の支援を行い、活動計画の進捗管理を行います。委嘱した計画推進委員と当会職員

が年２回程度事業の進捗について話し合いの場所を持ちます。 

（Ｐ．６） 

 

２ 災害対策・支援 

災害時要援護者支援の研修や講演会の開催、災害ボランティアセンター、事業継続

計画（ＢＣＰ）の研修・訓練を適宜行います。（Ｐ．７～８） 

 

 ３ 地域力強化推進事業の継続実施、参加支援・ひきこもりサポート事業の推進 

    平成３１年度から市より事業を受託した地域力強化推進事業により「住民に身近な

圏域」において地域住民等が地域生活課題の解決ができ、かつ、地域生活課題に関す

る相談を受け止める体制を整備し、地域共生社会の実現に向けた地域力強化推進を図

ります。上記の事業と連携しながら令和３年度策定の「三重県ひきこもり支援推進計

画」に基づき、参加支援・ひきこもりサポート事業を受託し、対象者への支援を行い

ます。ひきこもりの方の集いや、交流の場所の創設を行います。（Ｐ．８～９） 

 

４ 生活困窮者自立支援事業の充実 

自立相談支援事業に基づき、必要に応じて就労準備支援事業、家計改善支援事業、  

新規事業である一時生活支援事業等により一人ひとりの自立に向けた支援を行ってい

ます。（P.９～１０） 

 

 ５ 成年後見サポートセンターの業務の遂行 

   鳥羽市から昨年度より受託し、対象者へのサポート、事業の周知を行います。 

併せて法人後見の運営も行います。（Ｐ．１０） 
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【主要事業計画】  

１ 法人運営関係 

 働き方改革に基づき、職員が働きやすい職場環境の創出、職場の環境整備、メンタルヘルスへの

対応と充実を図り、働きがいのある職場を目指します。 

 また、クールビズや、ウォームビズなどによる光熱水費の節約、ペーパーレス化などによるリデ

ュースの推進、紙資源のリサイクル推進等を通じて環境に配慮した取り組みを行います。 

 

 

 

       

(1)  会議の開催 

① 理事会（６月、３月、随時） 

② 評議員会（６月、３月、随時） 

③ 監事会（６月、随時） 

(2)  会員加入の促進及び基金の運用 

  ① 会員加入の促進 ７月～８月 

  ② 福祉基金、ボランティア活動支援基金の効果的な運用、ボランティア活動支援基金

においては、市内のボランティア団体等に周知啓発を図ります。 

(3)  研修事業 

   当会の各事業所や係で構成された研修委員会が主体となり、職員の資質向上を目的

に、地域福祉課題に即した研修や、法令遵守等に関する研修、新入職員研修等を開催

し、職員の意識向上を図ります。 

   職員に対し、利用者の権利擁護、相談支援についての研修を開催します。 

(4)  広報活動の充実 

① 広報紙「鳥羽市社協だより（福祉ウェーブ）」の発行 

（年６回 ※ 令和４年度より奇数月発行） 

② ホームページの活用等により、地域住民へボランティア情報、福祉情報の広報活動

の充実を図ります。SNS等を活用し広報を行います。 

(5) 共同募金運動への協力 

地域福祉事業の重要な財源である「赤い羽根共同募金運動」に積極的に取り組みます。

市内事業所への理解を深めるため、募金の使途について分かりやすく説明を行います。 

(6) 福祉と健康の意識向上を目的とした「第２０回ひだまりフェスタ」の開催 

市民、保健福祉関係機関・団体等の参加・協働のもと、イベントを通して保健・福祉

についての関心と意識の向上を図るとともに、交流の輪を広めます。 

・開催予定日  令和４年１０月１６日（日） 

(7) 活動助成 

・ ボランティア団体活動助成 
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・ 福祉協力校の活動助成（市内小・中学校） 

・ 子ども広場（町内会・自治会管理に限る。）遊具設置助成 

・ 地域福祉推進員活動助成 ほか 

(8) 福祉避難所の設置・運営マニュアルの策定・訓練 

  災害時要支援者への支援と避難を検討します。 

 

 

 

 

 

大規模災害時に、要配慮者（一般の避難所での生活が困難な方）が安心して避難 

や生活を送ることができるよう、研修・訓練を行います。 

ゆめぱーるでの災害備蓄品の確認と、機材の定期点検・使用訓練、実際に使用する 

機材の確認等について市健康福祉課と確認を行います。 

(9) 地域公益活動（みえ福祉の「わ」創造事業）への参画 

  三重県内の社会福祉法人の連携による地域公益活動に参画します。本事業は、既存の

制度やサービスでは対応できない困りごとを支援するためのしくみづくりを行います。  

生活困窮者を対象とした就職活動のための交通費助成、緊急時の食糧提供・物品の支

援などを行います。 

（10）公用車有料広告事業 

  当会の収益基盤の構築と、地元の活性化をめざし、当会の公用車に地元事業所のマグ

ネットシートを作成し、事業広報するものです（年額 48,000円）。令和 3年度は、赤い

羽根共同募金、市内 1事業所の PR広報を行いました。 

（11）衛生推進者を中心とした職員の健康管理、メンタルヘルスの向上 

  介護労働安定センターとの連携を行い職員のメンタルヘルス相談の定期的な開催、各 

所属長会議によりきめ細かな職員の就業相談を行い、離職率の低下はかり、働き甲斐の 

ある職場づくりを目指します。 

 

２ 地域福祉推進事業 

  

 

 

 

 

   地域における福祉、生活ニーズを明らかにするとともに、その解決に向け公民協働に

より多様なサービスを総合的に提供できるよう協議し、推進して行きます。地域の相

談については、生活相談、地域相談、権利擁護等、相談について職員一人ひとりが相

談技法を学び、受け止めていけるような仕組みづくりを行います。 

   住民一人ひとりが住み慣れた地域社会において、心豊かに、安心し、自立した生活   

  を営むことができるように支援を行います。 
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（1）ボランティア活動の振興 

①児童生徒を対象としたボランティア教育 

    幼稚園や保育所、小学校、中学校、高校の児童生徒を対象に、ボランティア活動に

対する意識を高めるための教育を行うものです。 

    ボランティア団体や介護保険・障害福祉サービス事業所等の協力により福祉体験教

室を開催します。また、福祉協力校連絡会議を開催し、教育現場での福祉教育を充

実するため課題と現状の把握、支援を行います。 

②地域福祉活動の支援者養成について 

    地域福祉活動支援者の養成講座を開催し、民生委員、地域福祉推進員、シルバーヘ

ルパー、島内・船内介助員、ほっとスマイルサービス協力会員など様々な会員が交

流しながら学びあえる場所作り等を進めていきます。 

③地域・子ども食堂活動の振興 

    身近な地域で、子どもや高齢者・障がい者など地域住民の誰もが集い、安心して

過ごせる居場所、交流できる拠点としてサロンの創設、サロン運営者の支援、当会

が鳥羽・地域こども食堂ネットワークの事務局を担い地域・子ども食堂の活動を支

援していきます。    

（2）ほっとスマイルサービスの充実 

 

 

 

 

買い物やゴミ出しの支援など、介護保険など公的サービスでは対応できない困りご

とに対応するため、会員相互が気兼ねすることなく助け合う「ほっとスマイルサービ

ス」の充実に努めます。地域ごとに協力会員の人数の格差があり、離島地区でもニー

ズが増えているため、離島内でのほっとスマイルサービスの周知も図ります。 

新規会員の登録に対して地域で PRを行います。 

（２月現在 利用会員５３名、協力会員３２名） 

（3）地域福祉推進員の増員 

 

 

 

 

 

地域福祉推進員は、身近な地域の中で福祉課題をかかえ、援助を必要とする方の立

場に立って、地域社会・住み良いまちづくりの増進を目指すための推進役としての役

割を担います。引き続き未設置地区に推進員を設置していきます。 

各地域での活動において、民生委員との連携が必要となるため、合同の地域福祉研

修会を開催します。 

（２月現在 設置地区２４地区） 
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（4）ふれあいいきいきサロンの設置 

 

 

 

 

民生委員、地域福祉推進員、老人クラブ、各サロンの担い手等と協力し、地域の高

齢者や親子の見守りなど、小地域における住民福祉活動の拡充、仕組みづくりに努め

ます。またサロン運営者の質の向上を図ると共に、各サロンが自立的な運営が出来る

ように、行政や、介護保険サービス事業者連絡会やシルバーヘルパー（老人クラブ）

等との連携の調整や、サロン運営者の支援、養成などを定期的に行います。また、引

き続きサロン未設置地区への働きかけを行い、ふれあいいきいきサロンの在り方につ

いても見直しを行い、多世代交流ができるコミニュティサロン等居場所づくりをすす

めていきます。 

（２月現在 高齢者サロン３５箇所、子育てサロン３箇所） 

（5）鳥羽市地域福祉活動計画の進捗状況の確認 

 令和２年度から６年度まで「第３期鳥羽市地域福祉活動計画」を策定し、行政計画

である「鳥羽市地域福祉計画」とともに、地域福祉を推進していきます。     

今回の計画は、「地域共生社会づくり」を柱としその実現のため、「人づくり」、「支

えあいの地域づくり」、「福祉ネットワークづくり」、「安心、安全なまちづくり」を主

要な柱として活動しています。 

（6）見守り元気事業の推進 

 

 

 

            

 

民生委員、地域福祉推進員や地域包括支援センター等との連携のもと、高齢者や児

童への虐待、悪徳商法被害、生活困窮者問題等、多様な課題を抱える個人・世帯の早

期発見、社会的孤立の防止に向けた見守りや、支援についての研修を行います。 

様々な地域の住民が、見守りや、地域のつながりができるように、地域について考

える地域アセスメントシートを作成整備し、地域の担い手の発掘を行います。 

（7）総合相談事業の実施 

 

 

 

 

 

① 一般相談（何でも相談）（原則 毎月第３木曜日） 

  民生委員による一般的な心配ごと相談を実施します。 

② 法律相談（原則 毎月第４木曜日 ※令和４年度より 13：30～16：00へ時間変更） 

楠井法律事務所と連携しながら総合的な法律相談を実施します。 
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③ 司法書士相談（原則 奇数月第２木曜日） 

      司法書士による相続、悪徳商法、架空請求等に関する相談を実施します。  

④ 公証人相談（原則 偶数月第２木曜日） 

   公証人による遺言書、任意後見契約書、金銭の貸借契約書、土地・建物の賃貸借

契約書の作成などに関する公証相談を実施します。 

⑤ 福祉・ボランティア相談など（原則 月～金曜日（休日等を除く。）） 

（8）市内福祉事業所の連携の強化 

  

 

 

 

    介護保険サービス事業者連絡会と、鳥羽市地域自立支援協議会障がい者福祉事業所 

部会では、各事業所が連携し、サービスの質の向上、地域の福祉課題を話し合い解決

するため活動しています。鳥羽市地域自立支援協議会障がい者福祉事業所部会では、

障がい者の就労、支援の場所をアピールし、障がい者の就労場所の開拓について検討

して行きます。介護保険サービス事業者連絡会については、令和３年度は、新型コロ

ナウィルスの蔓延による自粛から活動ができませんでしたが、令和４年度は、ＺＯＯ

Ｍ等の利用により会議を行い、共通する高齢者福祉課題について連携して課題解決に

向けて協議を行います。 

（9）地域福祉講演会の開催（年２回） 

 

 

 

 

令和４年度も、地域共生社会づくりについて啓発を行い、地域のひきこもり支援や、

地域の支援を必要とする方の課題についての報告を含めた講演会を開催します。 

（10）防災活動・災害支援事業の実施 

 

 

 

  

 

地域での災害に備えて、防災ボランティア養成講座を引き続き開催し、防災につい

て、市民自身も備えを行っていく自助の気運を高めていきます。（令和４年２月現在、

１８名の災害ボランティアの登録があります。） 

また、ひだまり、ゆめぱーる内においても利用者、職員への防災講習、避難訓練を

開催し、災害に備えます。 

・実際の災害に備えて災害ボランティアセンター拠点として「保健福祉センターひだ

まり」、「鳥羽志勢クリーンセンター」での災害シミュレーションと訓練を行います。 

・鳥羽市障害者互助会と連携し、「防災デイキャンプ」を開催します。 

・町内での避難行動要支援者を交えた避難訓練、防災タウンウォッチング等の開催支
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援を行います。 

・事業継続計画（ＢＣＰ）について職員研修や訓練を行います。 

・災害ボランティア養成講座を実施します。（年１回程度実施予定） 

・県社協、南勢志摩ブロック社協災害時広域連携協議会主催による災害ボランティア

受け入れや、支援活動等についての会議、講習会に参加します。 

（11）福祉いどばた会議(フクシル)の開催 

   市内の学校や集会所等に出向き、福祉に関する講演、体験学習、レクリエーション

指導、対話集会等を行います。また、各種ボランティア団体、鳥羽市介護保険サービ

ス事業者連絡会、鳥羽市地域自立支援協議会障がい者福祉事業所部会等との連携や行

政の出前トーク事業と連携し、地域住民のニーズに応えられるよう対応して行きます。 

（12）地域力強化推進事業の実施 

   地域に住む住民が、主体的に地域生活課題を把握し、解決できる力をはぐくむこと

を目的に、事業を実施します。地域福祉ニーズに対して社会福祉資源の開発、連携を

はかり、地域貢献活動が行われるよう地域のネットワーク化を図ります。 

   

 

 

 

   

①総合相談窓口の開設 

「住民に身近な圏域」において地域住民等が地域生活課題の解決ができ、かつ 

地域生活課題に関する相談を受け止める体制を整備することにより、地域共生社 

会の実現に向けた地域福祉の推進を図ります。 

②地域福祉懇談会（まちトーク）の開催 

各自治会・町内会で小地域における福祉コミュニティの構築、福祉課題の抽出

を行うため、地域福祉懇談会を開催し、自分達で地域福祉課題解決を行うための

仕組み作りについての話し合いの場づくりを継続して行います。 

③地域アセスメントシート（まちのカルテ）の更新 

 作成した４６地区のまちのカルテを更新します。当事業の CSW(コミニュティソ

ーシャルワーカー)が地域に入り、地域活動を行っている個人や、団体等の人的支

援や、地域資源の情報を整理し、見える化を行い、住民だけでなく他地域の方に

も参考になるような冊子に更新し、地域福祉に参加しやすくなるツールとして活

用していただきます。   

また、作成したまちのカルテは、毎年情報更新を行い、情報を必要としている

人に発信していき、地域の方や団体等がつながり、地域づくりを行っていけるよ

う支援をします。 

   ④ マイノリティへの支援と社会参加の推進、少数課題への対応 
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    ３年度は、新型コロナウィルスの蔓延により、多くの外国人が当会に相談に来館し

ました。今後鳥羽市に住む外国人に対しての生活困窮支援、外国人を対象にしたふれ

あいサロンの創設を行い、多文化の共生についてもアプローチし、地域住民の理解を

図ります。  

    また、地域から動物の多頭飼育問題などが上がってきています。生命について地域 

の方々に考えていただき、課題の背景にある依存症の理解等について参加支援・ひき 

こもりサポート事業等と連携しながら支援を行います。 

 

３ 福祉サービス利用支援事業 

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 

本事業は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でな

い方に、地域で安心して自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助や日常的

金銭管理等を行っています。今年度も利用者の増加に対応するため生活支援員の確保

に努め、研修会を開催しサービス内容や資質の向上に努めます。 

                     （２月現在 利用契約者３４名） 

４ 生活困窮者対策事業 

   地域の貧困課題を考え、地域で取り組み、行政や、地域と連携しながら相談に寄り添

い伴走型の支援を行います。 

    

（1）生活困窮者自立支援事業 

自立相談支援事業に基づき、必要に応じて就労準備支援事業、家計改善支援事業、

一時生活支援事業等により一人ひとりの自立に向けた支援を行っています。（２月現在

新規相談受付件数６７件 プラン数３３件）実績と評価に基づき支援体制の整備や、

社会資源の開発・地域づくりに努め相談支援業務を更にすすめていきます。 

生活困窮世帯や就学援助世帯等の子どもを対象に、学習の支援を通じ、子どもの能

力を伸ばし、社会で自立していく力を身につけ、貧困の連鎖を防止することを目的と

した学習支援事業を実施しています。 

また、その中で無料職業紹介事業も活用し、生活困窮者への就労支援を通して自立

した生活への支援を行います。（２月現在 1名面接 1名採用） 

（2）生活福祉資金貸付事業 

   低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び

社会参加の促進を図ることを目的とした貸付を実施しています。今年度は新型コロナ

ウィルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や

失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施し

ました。（２月現在 延べ貸付相談 １４１件 貸付申請総数９６件） 

（3）法外援護資金等貸付事業 
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（4）一時生活支援事業（新規） 

令和４年４月より、市内の市営住宅の一室を借り上げ、住居のない生活困窮者であ

って、所得が一定水準以下の方に対して、一定期間内に限り、宿泊場所の供与、食事

の提供と、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資を貸与又は提供する事業

を行います。 

相談支援も生活困窮者自立相談支援事業により行います。 

 

５ 参加支援・ひきこもりサポート事業「さんぽみち」の運営 

鳥羽市内のひきこもりの方（学校や職場などの社会職場参加を回避し、家庭にとどまり

続けている状態の方々）に対し、社会との接点を作り、支えあう仕組みつくりを構築しま

す。（２月末現在新規相談受付件数  ２２件） 

（１）地域のひきこもりの方の発見と、支え合いの場所の創設を行います。 

（２）若年者の支援、高校や大学の中退、会社からドロップアウトした方などのケー   

  スが上がってきたり、現状がみえにくいところがあります。教育関係機関と連携し、

社会参加の場所や、サロンの創設を行います。 

  

６ 成年後見サポートセンター「ぬくもり」の運営、法人後見 

  令和３年 10 月より鳥羽市から事業を受託し、認知症や知的障がい、精神障がいなどに

より判断能力が不十分になり、自分一人では契約や財産の管理などをすることが難しい方

の権利を守り、住み慣れた地域で安心して暮らせるように成年後見制度に関する相談支援

や情報提供を行います。 

  また、法人後見事業にも取り組み、弁護士等後見事業を行う職能集団と連携しながら鳥

羽市社会福祉協議会（法人）の受任が適当と認められた方について、成年後見人等をお受

けし、地域の対象者への支援を行います。 

 

７ 在宅福祉サービス事業 

(1)  無料マッサージ事業の実施 

視覚障害者福祉会等との連携を図り、高齢者の健康維持・増進を図るため、マッサ

ージ奉仕事業を行います。（市内での新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえて開催します。） 

(2)  趣味創作型デイサービスの実施（しおさい） 

介護予防施設しおさいは、神島地区の福祉の要となるため、しおさい運営委員会を

定期的に開催し、デイサービスの運営だけではなく、介護予防、地域住民の福祉ニー

ズの把握に努めます。また、介護予防の側面から、地域の方の更なる参加について

PRを図ります。 

(3) 離島通所サービス利用者支援事業の円滑な運営 

(4) 介護保険事業・障害福祉サービス事業 

利用者や家族のニーズに応え、支援を行うことができるよう、効率的・効果的な経

営に努めます。また、法令・規則を厳格に遵守し、従事者の知識・技術向上に日々取

り組み良質なサービスの供給に努めます。 

① 介護保険事業 

・居宅介護支援事業 令和 3 年４月より、１名体制にて事業を運営しています。離島
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中心に支援を行い、利用者の人数を増やして行きます。 

  （令和４年１月現在の利用者数 要支援１名、要介護１６名、） 

・訪問入浴事業（介護予防訪問入浴事業） 

  離島の方を中心に、訪問入浴を継続して行います。島内での介助員確保につ 

いて検討し、効率化を図ります。 

② 障害福祉サービス事業 

・鳥羽市より基幹型相談支援センター事業を受託し、総合的な障がい者の相談支援 

事業の在り方について行政と検討しながら事業展開を行います。 

・指定特定相談支援事業 

・生活介護事業  

  鳥羽市、他事業所と連携しながら鳥羽市の重度障がい者の支援について考え、鳥  

羽市全体の障がい者支援について検討します。 

・地域活動支援センター事業（市受託事業） 

  今後の事業の在り方、活動形態、場所について今年度は、市と協議を行います。 

・日中一時支援事業（市受託事業） 

・障がい訪問入浴事業（市受託事業） 

 

８ その他の事業 

・介護用品・レクリエーション用具等無料貸出事業 

・共同募金配分事業の実施 

 


