
 

 

 

 

令和３年度 

 

社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会事業計画 
 

（第４期鹿角市地域福祉活動計画 ３か年目） 

 

 

 

 

 

自  令和３年（2021年） ４月 １日 

至  令和４年（2022年） ３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 鹿角市社会福祉協議会 



 

 

 

 

 

 

目   次 

 

 

 

 

 

Ⅰ．令和３年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会組織図 ・・・・・・・・・・・・・・・・1 

 

 

 

Ⅱ．活動方針・重点目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

 

 

 

Ⅲ．令和３年度事業計画（第４期地域福祉活動計画３年目）・・・・・・・・・・・・・・・・3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Ⅰ．令和３年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会組織図

1.理事会･評議員会等の開催

・一般会員 2.各種規程･規則の整備

・賛助会員 3.経営健全化に向けた取り組み

・個人特別会員 　①財政計画の策定

・法人特別会員 　②人事管理、処遇改善の実施

4.職場における防災･安全管理の徹底

5.福祉サービス向上委員会の開催

6.権利擁護センターの運営

　①日常生活自立支援事業

　②成年後見制度法人後見事業

会　長 1名 7.鹿角市成年後見支援センター事業

副会長 2名 8.鹿角市社会福祉大会の開催

理　事 10名 9.職員会議･研修会の開催

10.社会貢献活動推進

11.法外援護活動（災害見舞金支給）

1.会員募集活動

2.福祉員･福祉協力員･民生委員との連携

3.地域福祉活動計画進捗管理

4.地域福祉ネットワーク活動事業

5.地域福祉活動のコーディネート事業

2名 　①コミュニティソーシャルワーカー育成

2名 　②生活支援体制整備事業

1名 6.生活援助ボランティア事業

2名 7.介護支援ボランティア事業

10名 8.災害に対応できる地域づくり活動

2名 　①災害ボランティア養成研修開催

　②社協災害ボランティアセンター体制整備

9.全世代型包括的支援事業

10.生活困窮者自立支援事業

　自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援

11.各種資金貸付事業

12.若者等支援事業

13.秋田県共同募金会への協力連携

14.共同募金配分事業

　介護機器貸出、居場所づくり、各種団体支援

　地域福祉ネットワーク活動、広報発行

　かづの健康福祉広場

15.日本赤十字社秋田県支部への協力連携

16.鹿角市民生児童委員協議会との連携

17.まごころ訪問サービス事業

18.移送サービス事業

19.高齢者会食サービス事業

20.ボランティアセンター運営事業

　福祉教育、精神保健福祉ボランティア

　ボランティア団体等支援、除雪ボランティア

1.居宅介護支援事業（ケアマネジャー）

2.訪問介護事業（ヘルパー）

3.障がい者居宅介護事業（ヘルパー）

1.花輪･尾去沢地域包括支援センター事業

2.介護予防事業（介護予防ケアマネジメント）

地域福祉課

地
域
福
祉
総
合
支
援
係

介
護
支
援
係

福祉協力員

自治会代表

福祉事業施設長

民生児童委員

社会福祉関係者

学識経験者

事務局次長

総
　
務
　
係

評議員会 19名

（議決機関）

事務局長

事務局

監　事　3名

（執行機関）

社協会員

法人組織

理事会 13名

（監査機関）
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Ⅱ．活動方針・重点目標 

鹿角市地域福祉計画基本理念『笑顔でつながる福祉のまち 鹿角』 

《社協活動スローガン》「ともに支え合う 福祉のまちづくりをめざして」 
《今年度の活動方針》 

国では少子高齢化が進行するなか、全世代型の社会保障制度の構築に向けた取り組

みを進めているところでありますが、昨今の新型コロナウイルス感染症により、日々の

生活が大きく変化してきています。生活不安や身体不調等の相談が多く寄せられ、市内

でも日常生活に影響が出てきています。このような中、コロナ禍においても安心して暮

らせる地域づくりがますます大切になります。近年、既存の社会福祉制度では対応困難

な世帯が増加し、住民同士の支え合いを含め、こうした人々を地域の力で支える「地域

共生社会」の実現が重要になっています。 

当協議会では、鹿角市と共同で策定した「第２期鹿角市地域福祉計画・第４期地域福

祉活動計画（2019年度～2023年度）」を基本とし、当市における地域共生社会の構築に

向けた取り組みを加速すべく、住民が抱えている問題が深刻化する前に早期に発見し、

多様な生活課題を受け止め、継続的に見守り活動が行われ、課題解決に向けた取り組み

が行われるよう、地域の中の重層的なセーフティネットの構築に向けて、地域を基盤と

した住民が主体となった地域づくりを進めていきます。 

また、不登校やひきこもりの増加、独居高齢者の孤独死、児童虐待など、発見が困難

な問題が全国的に表面化していますが、現在では誰もが困難な状況に陥る可能性があ

り、今年度も引き続き相談体制を強化しながら地域福祉の更なる推進を図っていきま

す。 

― 重 点 目 標 ― 

 
 １．組織体制、財政基盤の安定・強化 

   ・職員が意欲を持っていきいきと働くことができる職場づくりに取り組むととも

に、常に問題意識を持ち、事業の目的に沿って自ら行動できる職員の育成に努

めます。 

   ・地域福祉活動を充実させるために、積極的に財源の確保に努めます。 

   ・社会福祉協議会事務所の適正な管理・運営に努めます。 

２．地域での支え合い体制の構築に向けた生活支援体制整備の推進 

  ・制度やサービスでは対応できない生活支援ニーズが顕在化している中、生活支

援コーディネーターを中心に住民の様々な個別ニーズの把握に努めます。 

・制度、分野ごとの「縦割り」や「受け手と支え手」の関係を超えて、支援が必

要な世帯を地域で支えるほか、地域の生活課題の見える化、支え合い活動の人

材育成、タイムリーな福祉情報の提供を行います。 

３．包括的支援体制の構築による相談支援のワンストップ対応 

・地域住民の福祉ニーズの多様化・複雑化を踏まえ、単独の相談機関では十分に

対応できない「制度の狭間」の課題解決を図る観点から、複合的な課題を抱え

る世帯には包括的な支援体制で対応し、いわゆる「たらい回し」といった事態

が生じないよう、ワンストップで受け止めます。 

４．健全な公益事業の運営のための人材育成の強化 

   ・中・長期的な人材育成を図りながら、限られた職員で最大の成果を上げること

ができるよう、職員の資質向上に努めます。 
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Ⅲ．令和３年度事業計画（第４期地域福祉活動計画３年目） 

地域福祉計画における基本理念と基本目標 

基本理念のもと、地域における人と人との「つながり」を再構築し、誰もが住み慣れた

地域で安心して暮らすことができるよう、住民参加のもとに「支え合う」ための仕組みを

つくることを目指します。 
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社協が取り組む具体的な事業・活動内容 

 

基本目標１ 福祉サービスを利用しやすい仕組みづくり 
 

１．情報提供の充実 

 (1)福祉サービスを知る機会の充実 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

広報活動の充実 「社会福祉かづの」やホームページ等で
の福祉サービス情報の提供 

25 一般配分事業（共
募） 

座談会や福祉に関す
る各種研修会の開催 

座談会や各種研修会での福祉サービスや
福祉情報の提供 

11 地域福祉ネットワー
ク事業 
12 高齢者等支援活動
事業 

 

 (2)身近なところでの情報共有の充実 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

民生委員・児童委員と
の連携強化 

民生委員・児童委員協議会の事務局運営
と定例会への参加 

57 民生委員児童委員
協議会事務局等委託
事業 

関係機関・団体等との
連携強化 

地域包括ケア推進会議、障がい者自立支
援協議会などへの委員参加等 

58 生活困窮者自立支
援事業 

福祉サービスや要援
護者台帳登録者の情
報管理と更新 

毎年新しい情報の更新を図るために地
域を訪問しての情報収集を行うともに、
在宅サービスの紹介や各種利用手続の
代行などの在宅生活の支援 

52鹿角市花輪･尾去沢
地域包括支援センター 

 

２．相談支援活動の推進 

 (1)身近な相談支援の充実 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

福祉員や民生委員・児
童委員など相談支援
に携わる人への研修
会の開催 

複雑化する福祉問題に対応するため、相
談支援の質の向上を目的とした研修会
の開催 

11 地域福祉ネットワー
ク事業 

生活支援コーディネー
ターの配置 

地域支援事業における高齢者への多様
な日常生活上の支援体制の充実・強化に
向けて、地域住民や関係機関等と協働
し、それぞれの地域に合った支え合いや
助け合い等の仕組み作りをコーディネ
ート 

12 高齢者等支援活動
事業 
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 (2)相談窓口の機能充実 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

ふくしの総合相談窓口
総合の充実 

ひきこもりや不登校などによる生活困
窮者等への支援ならびに認知症高齢者、
知的・精神などの障がいを抱えた方々へ
の権利擁護を目的に総合相談窓口の開
設 

05権利擁護センター事
業 
44若者等支援事業 
58 生活困窮者自立支
援事業自立相談支援
事業 

相談窓口の充実と相
談支援強化 

福祉に関する総合相談窓口や心配ごと
相談の開設 

相談支援機関との連
携強化と情報の共有 

市や関係機関との連絡調整、連携強化と
情報の共有 

要援護者情報収集と
合わせた戸別訪問相
談の実施 

地域を訪問しての要援護者情報収集と
合わせて戸別訪問相談の実施 

52鹿角市花輪･尾去沢
地域包括支援センター
事業 花輪･尾去沢地域包括

支援センター業務 

地域住民の保健・福祉・医療の向上、
虐待防止、介護予防マネジメントなど
を総合的に行うセンターとして、保健
師、主任ケアマネジャー、社会福祉士
を配置 

 

(3)福祉サービスの適切な利用の促進 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

居宅介護支援事業 介護保険制度に基づく要支援・要介護者
のケアプランの作成等 40居宅介護支援事業 

訪問介護事業 介護保険制度に基づく訪問介護事業 41訪問介護事業 

介護予防訪問介護事
業 

介護保険制度に基づく介護訪問介護事
業 41訪問介護事業 

居宅介護事業 障害者総合支援法に基づく訪問介護事
業 

42 障害福祉サービス
事業 

福祉サービス苦情解
決制度の周知 

福祉サービス向上委員会ならびに福祉
サービス運営適正化委員会等の苦情解
決の周知 

03法人運営事業 

移送サービス事業 車イス等で公共交通機関が利用が困難
な高齢者や障がい者への病院への送迎 21移送サービス事業 

まごころ訪問サービス
事業 

介護保険法や障害者総合支援法など公
的な制度の狭間でサービス利用が困難
な高齢者や障がい者への家事援助等の
サービス提供 

25一般配分金事業（共
募） 

介護機器無料貸出事
業 車イスなどの介護機器の無料貸出 25一般配分金事業（共

募） 
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除雪ボランティア活動 
除雪に難儀する高齢者世帯や障がい者
世帯に対し、市民ボランティアによる除
雪支援 

15 ボランティアセンタ
ー運営事業 

生活援助ボランティア
事業 

高齢者が要支援状態となっても可能な
限り自立した在宅生活を営むことがで
きるよう住民参加型の生活支援 

12 高齢者等支援活動
事業 

 

基本目標２ 安心安全な暮らしを支える体制づくり 
 

１．地域に関する共通課題について 

 (1)地域課題に対する対応 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

福祉員の設置推進 地域福祉活動の推進役を担っていただ
く福祉員の設置の推進 

03法人運営事業 
11 地域福祉ネットワー
ク事業 

福祉員、福祉協力員、
民生委員・児童委員へ
の研修 

地域福祉活動のリーダー役としての研
修の実施 

地域福祉ネットワーク
活動の推進 

住民参加による高齢者世帯等の助け合
い・支え合いネットワークを構築し、関
係機関と連携しながら活動を推進 

福祉座談会の開催 自治会や各種団体の会議などに出向い
て情報交換や研修会の実施 

住民ニーズに対応した
新規事業の開拓 

住民ニーズに対応した新規事業の開拓
に向けた関係機関との調査研究 

 

 (2)災害時における避難行動要支援者支援制度の推進 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

災害時や緊急時の地
域での支援活動を円
滑にするための地域
福祉ネットワーク活動
の推進 

住民参加による高齢者世帯等の助け合
い・支え合いネットワークを構築し、関
係機関と連携しながら活動を推進 

57 民生児童委員協議
会事務局等委託事業 
11 地域福祉ネットワー
ク事業 
15 ボランティアセンタ
ー運営事業 
52 鹿角市花輪・尾去
沢地域包括支援センタ
ー事業 

災害ボランティアセンタ
ーの運営に向けた備
えの充実 

災害ボランティアセンター開設・運営の
マニュアル化 

災害ボランティア養成
研修会の開催 

住民同士の支援活動を円滑に進めるた
めの講座 

要援護者情報による
避難支援や安否確
認、避難行動に関する
地域支援 

要援護者台帳登録者に基づく地域支援 

災害ボランティアセンタ
ーの運営 

マニュアルに基づく災害ボランティア
センター運営 
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 (3)生活困窮者対策の推進、(4)自殺対策の推進、(5)再発防止対策の推進、(6)権利擁護

の推進 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

生活困窮者自立相談
支援事業 

生活に困りごとや不安を抱えている方
へ、支援員が相談を受けて、どのよう
な支援が必要かを相談者と一緒に考
え、具体的な支援プランを作成し、寄
り添いながら自立に向けた支援を行う 

58 生活困窮者自立支
援事業 

家計改善支援事業 

家計状況の「見える化」と根本的な課
題を把握し、相談者が自ら家計を管理
できるように、状況に応じた支援計画
の作成、相談支援、関係機関へのつな
ぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を
行い、早期の生活再生を支援 

就労準備支援事業 

「社会との関わりに不安がある」、「他
の人とコミュニケーションがうまくと
れない」など、直ちに就労が困難な方
に６カ月から１年の間、プログラムに
そって、一般就労に向けた基礎能力を
養いながら就労に向けた支援や就労機
会の提供を行う 

たすけあい資金・生活
福祉資金等貸付事業 

低所得者等の生活や教育など支援する
資金の貸付 

04 生活福祉資金推進
事業 
36 たすけあい資金貸
付事業 

ひきこもりやニート、不
登校児等のための居
場所づくりや相談窓口
などの体制整備 

ひきこもりやニート、不登校など自ら社
会との接触を回避する行動や状態にあ
る者が、居場所活動により「休息の場」
や「うれしい・たのしい・おいしい」な
どの感情を仲間と共有することによっ
て、他人とのつながりを実感する居場所
づくり 

44若者等支援事業 
58 生活困窮者自立支
援事業自立相談支援
事業 
25一般配分金事業（共
募） 

相談窓口の充実と相
談支援強化 

福祉に関する総合相談窓口や心配ごと
相談の開設 

58 生活困窮者自立支
援事業 

相談支援機関との連
携強化と情報の共有 

市や関係機関との連絡調整、連携強化と
情報の共有 

権利擁護センター（法
人後見）の運営、鹿角
市成年後見支援セン
ターの受託 

利用者の権利擁護を目的とした成年後
見制度や日常生活支援事業の利用支援
と啓蒙活動を実施 

05権利擁護センター事
業 
55 鹿角市成年後見支
援センター事業 

日常生活自立支援事
業 

福祉サービス利用や日常的な金銭管理
等の支援 

05権利擁護センター事
業 
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基本目標３ 誰もが気軽に参加できる環境づくり 
 

１．交流やつながりの充実 

 (1)地域活動やボランティア活動の推進 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

地域福祉ネットワーク
活動によるサロン活
動の支援 

各地区での地域福祉ネットワーク活動で
開催されるサロン活動への助成や活動支
援 

11 地域福祉ネットワー
ク事業 
12 高齢者等支援活動
事業 

地域巡回型介護予防
事業の開催 

介護予防の啓発を目的として、地域で定
期的な介護予防教室を開催 

地域交流への企画支
援（福祉座談会） 

自治会や各種団体が開催している地域の
交流事業への企画支援 

地域福祉実践研究セ
ミナーの開催 

地域福祉活動のリーダー役としての研修
の実施 

広報等を通じて自治
会等で行われている
活動や行事の周知 

「社会福祉かづの」やホームページ等で
自治会等での活動や行事情報の提供 

25一般配分金事業（共
募） 

広報活動の充実 「社会福祉かづの」やホームページ等で
の福祉サービス情報の提供 

ボランティアセンター
の運営 

ボランティアに関する相談、養成、発掘、
団体の支援・連絡調整、コーディネータ
ーの配置など 

15ボランティアセンター
運営事業 

ボランティア初心者講
習会の開催 

きっかけづくりや今後の活動に役立てる
講座の開催 

除雪ボランティア活動 
除雪に難儀する高齢者世帯や障がい者世
帯に対し、市民ボランティアによる除雪
支援 

 

 (2)福祉施設や社会福祉法人等による地域活動の推進 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

夏休みボランティア・
福祉体験チャレンジ
学習の開催 

夏休み期間に中学生や高校生を対象にし
た福祉施設などでの福祉体験学習を開催 

15ボランティアセンター
運営事業 

介護支援ボランティア
事業 

65 歳以上の方が福祉施設等の受入機関
でのボランティア活動を通して、地域貢
献や社会参加や自身の介護予防と生きが
いづくり 

12 高齢者等支援活動
事業 

ひきこもりやニート、
生活困窮者などのた
めの就労体験などの
受入事業所の新規開
拓（職親事業、認定就
労支援事業など） 

ひきこもりやニート、生活困窮者など社
会復帰に向けた就労体験など社会とつな
がるきっかけとなる受入事業所の新規開
拓 

44若者等支援事業 
58 生活困窮者自立支
援事業自立相談支援
事業 
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要援護者情報による
避難支援や安否確
認、避難行動に関す
る地域支援 

要援護者台帳登録者に基づく地域支援 

57 民生児童委員協議
会事務局等委託事業 
11 地域福祉ネットワー
ク事業 
52鹿角市花輪・尾去沢
地域包括支援センター
事業 

（仮称）社会福祉法人
等連絡協議会の設立
に向けた協議 

市内の福祉事業に取り組む社会福祉法人
等が、それぞれの福祉分野の枠組みを超
え、情報交換や課題共有を図り、地域の
生活・福祉課題にアプローチするための
ネットワークとしての連絡協議会の設立 

03法人運営事業 

多世代・多機能型福
祉活動拠点の整備 

地域において、誰もが支え合う共生型社
会の実現に向け、効率的で柔軟な事業運
営を確保するため、高齢、障害、生活困
窮などの福祉サービスを総合的に提供で
きる仕組みとしての多世代・多機能型福
祉活動拠点を整備 

 

２．学ぶ機会の充実 

 (1)福祉教育の充実 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

高齢者や障がい者の
疑似体験学習 

高齢者や障がい者の身体的機能を疑似体
験し学習できる用具貸与と指導 

15ボランティアセンター
運営事業 

児童・生徒に対する
福祉授業の企画支援 

児童生徒が人権や福祉の理解を深める学
習会等への企画支援 

大人の福祉教育の推
進 

多くの市民が興味や関心を持てる福祉を
テーマとしたイベントや講演会、出前講
座などを開催 

 

 (2)福祉問題等を学ぶ機会の充実 

事業・活動 内   容 事業会計区分 

広報活動の充実 「社会福祉かづの」やホームページ等で
の福祉サービス情報の提供 

25一般配分金事業（共
募） 

地域福祉問題に関す
る学習会の企画 

市民への地域福祉課題に関心を深め理解
と認識を深める学習会の企画 

11 地域福祉ネットワー
ク事業 
12 高齢者等支援活動
事業 

社会福祉大会の開催 地域福祉の理解や認識を深める講演や功
労者等の表彰 

25一般配分金事業（共
募） 

かづの健康福祉広場
の開催 

子どもから高齢者、障がいを持つ人誰も
がともに生きる福祉のまちづくりをめざ
して福祉の啓蒙活動を目的に開催 

ボランティアセンター運
営事業 
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