
  
                   

第Ⅲ部 西尾市地域福祉活動計画   
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基本目標１  

これからの時代の福祉人材の 
育成支援と福祉教育の充実   

（１）福祉専門職の確保育成とボランティアの支援 
活動の現状 

・ボランティア及びボランティアリーダーを育成するための講座・研修会を開催していま

す。また、ボランティアのつどいを開催し、ボランティア同士の交流を図っています。

しかし、ボランティアの高齢化等に伴い、後継者の養成が課題となっています。 
・ボランティアセンターでは、ボランティア団体の登録やボランティアコーディネート等、

ボランティアの活動支援を行っています。市民活動の拠点としては、市が運営している

市民活動センターもあり、同じような活動をしているため、どちらのセンターを利用す

べきかわかりにくいという指摘があります。   
活動方針 

▶ボランティア活動のきっかけづくりとして、ボランティア養成講座を継続して開催すると

ともに、活動の中心となるリーダーの育成に努めます。 
▶ボランティアのつどいでは、参加者が交流しやすいような環境づくりに努めます。 
▶ボランティアセンターと市民活動センターにおいて、登録団体等の情報の共有化やボ

ランティア相談員の交流を図るなど連携を強化し、市民にわかりやすい体制づくりに

努めます。   
関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 
ボランティア養成講座 市補助 各種ボランティアの入門講座等の開催 
ボランティアリーダー研修会 市補助 リーダー研修会、講演会の開催 
ボランティアのつどい 市補助 ボランティア団体の活動発表等 
ボランティアセンターの運営 市補助 ボランティア団体の登録及びボランティアコー

ディネート    



73  
（２）福祉学習・研修の推進 

活動の現状 
・福祉教育を推進するため、小・中・高等学校の児童・生徒を対象に車いす、手話及び点

字等の福祉実践教室を行っています。また、夏休み期間を利用し、ボランティア活動を

通じた福祉体験を目的として、保育園や社会福祉施設に受け入れを依頼しています。   
活動方針 

▶福祉体験学習や社会福祉施設等での利用者との交流を通じて、日々の福祉実践活動

につながる学びや気づきの場づくりを継続していきます。   
関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 
福祉実践教室 自主 

県社協補助 小・中・高等学校の児童・生徒を対象に福祉

体験学習の実施 
夏休み子ども手話教室 自主 小学生を対象に手話体験の実施 
夏休み子ども要約筆記教室 自主 小学生を対象に要約筆記体験の実施 
青少年等ボランティア福祉体

験学習 県社協補助 中学生を対象に社会福祉施設でボランティア

体験学習の実施               参考：地域福祉活動計画の関連する事業・取り組みに記載している 
社会福祉協議会の事業区分の内容は以下のとおり     事業区分 内容 

自主 自主事業 
共募配分 共同募金配分金事業 
市補助 市補助金事業 
市受託 市受託金事業 
市協働 市との協働事業 
県社協補助 県社会福祉協議会補助金事業 
県社協受託 県社会福祉協議会受託金事業 
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基本目標２  

「互
ご

近
きん

助
じょ

」でのふれあい、 
支えあいの輪づくり   

（１）各種団体等の活動支援 
活動の現状 

・福祉団体の自主的な活動を支援するために、福祉団体や福祉施設に補助金・助成金を交

付しています。また、運営補助を行っている福祉団体もあります。多くの福祉団体では、

会員の高齢化や役員の担い手不足の問題を抱えており、次世代の担い手をどのように育

成するかが共通の課題です。 
・小学校区の代表町内会を本会支部とし、補助金を交付しています。   

活動方針 
▶福祉団体への補助金や助成金については、事業内容に応じた交付基準を検討し、継

続します。 
▶運営補助をしている福祉団体については、活動を継続的に支援します。 
▶支部については、地域のニーズに応じた福祉事業を行うため、継続して補助金を交付

します。   
関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 
福祉団体活動費の補助 市補助 

自主 
共募配分 福祉団体へ補助金の交付 

団体、施設への助成（歳末配

分） 共募配分 市内民間福祉施設、特別支援学級及び更生

保護女性会へ助成金の交付 
各種福祉団体の運営補助 市補助 ボランティア連絡協議会、老人クラブ連合会、

障害者福祉団体連合会、身体障害者福祉協

会、手をつなぐ育成会並びに母子寡婦福祉会

の運営補助 
支部運営費及び事業費の補

助 自主 
共募配分 社協支部へ補助金の交付 
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（２）交流活動の推進 

活動の現状 
■世代間交流  

・にしお福祉まつりを開催し、福祉体験、ボランティア団体の活動紹介等を行っています。

内容がマンネリ化しており、子どもや若い世代の参加が少ないことが課題です。  
■高齢者の交流 

・地域での仲間づくりや高齢者交流の場として、ボランティアによるレクリエーションや

健康体操等を行うサロン事業を運営しています。 

・老人福祉センターでは、60 歳以上の方が自由に入浴や囲碁・将棋、カラオケ等を楽し

むことができる場所を提供しており、多くの方が利用しています。 

・スポーツ活動として、スポーツ大会やグラウンド・ゴルフ大会を、文化芸術活動として、

趣味の作品展及び教養講座を開催しています。大会内容のマンネリ化や参加者・出展者

の固定化が課題です。 

・引きこもり予防や仲間づくりを目的とした食事会として、ほがらか食事会及びふれあい

懇談会や高齢者施設での餅つき大会を開催しています。 

 

■障害児・者の交流 

・障害者とその家族を交えた、音楽を通したイベントを開催しています。 

・障害者支援施設においてクリスマス会や餅つき大会を開催しているほか、障害児・者

を対象としたふれあいクリスマス会を開催しています。 

・障害児・者親子の観光バスによる日帰り社会見学を実施しています。 

・障害者が楽しむことができるレジャー・レクリエーション・スポーツ大会を開催して

います。 

・障害児・者を対象とした教養講座や体験教室を開催しています。教養講座の参加者は、

固定してきていますが、障害の部位により参加困難な講座もあるため、大幅に刷新でき

ない部分があります。 

 

■児童、母子・父子の交流 

・赤い羽根子供広場における遊具の維持管理を行っています。遊具の老朽化に伴う補修

費の増大が予想されます。 

・就園前の子どもが保護者と一緒に遊ぶことができるこどもひろばを運営しています。 

・親子のふれあいを目的としたひとり親家庭のクリスマス会及び一日郊外学習を実施し

ています。 

・母子家庭や寡婦を対象とした講座を開催し、就業支援や親子がふれあう機会づくりを

行っています。 
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活動方針 

■世代間交流 
▶にしお福祉まつりは、内容を工夫し、新しい要素を取り入れるよう努めます。  
■高齢者の交流 
▶サロン事業については、地域毎の実情に応じた活動の充実を目指し、サロンボランティ

アの育成に努めます。 
▶老人福祉センターは、経年劣化による設備の老朽化が目立つため、利用者の安全を

最優先に計画的な設備や機器の修繕及び入替を行います。 
▶スポーツ及び文化芸術活動は、健康や生きがい保持のためにも工夫を加え、継続しま

す。 
▶教養講座は、新しいニーズを掘り起こし、最新のトピックを盛り込んだ講座を企画し、ニ

ーズに沿った講座を実施します。 
▶ほがらか食事会、ふれあい懇談会並びに餅つき大会は、参加者のニーズに配慮し、継

続します。  
■障害児・者の交流 
▶クリスマス会、餅つき大会や社会見学等の事業は、参加者のニーズを把握し、内容の

充実を図ります。 
▶レジャー・レクリエーション・スポーツ大会は、競技種目等の見直しを検討します。また、

現在使用している会場が公共施設再配置の対象となる場所もあるため、代替会場等

を検討します。 
▶教養講座は、新たな参加者が見込めるよう情報を収集し、参加の呼びかけを行いま

す。  
■児童、母子・父子の交流 
▶赤い羽根子供広場は、遊具の点検等による状況把握に努めます。そして、広場の遊具

補修を行うとともに、利用されていない遊具の廃止や広場の統廃合も検討していきま

す。 
▶こどもひろばは、情報コーナーの整理に努め、子どもたちの遊び場として継続します。 
▶クリスマス会や郊外学習は、参加者のニーズを把握し、事業内容の充実を図ります。 
▶母子の講座は、母子のふれあいを大切にしつつ、パソコン講座等、就労や生活にいか

すことができる講座を実施します。    
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関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 
にしお福祉まつり 市補助 イベントの開催（福祉体験、ボランティア団体の

活動紹介等） 
サロン事業 自主 ボランティアによるレクリエーションや健康体操

の実施 
老人福祉センターの施設管

理 市受託 浴場、大広間等の施設開放及び管理 
老人スポーツ大会 市受託 老人クラブ会員がチーム（校区）毎に競うスポ

ーツ大会の開催 
シニアグラウンド･ゴルフ大会 市受託 60 歳以上の方が個人戦・団体戦で競うグラウ

ンド・ゴルフ大会の開催 
高齢者趣味の作品展 市受託 60歳以上の方の創作作品の展示 
高齢者向け講座（老人福祉

センター事業） 市受託 教養講座の開催 
らくらくトレーニング教室 共募配分 高齢者を対象に健康体操及び介護予防の講

話を実施 
ほがらか食事会 共募配分 70 歳以上の独居高齢者及び 80 歳以上の高

齢者世帯を対象にボランティア団体による会食

会の実施 
ふれあい懇談会 共募配分 65 歳以上の独居高齢者を対象に民生委員・

児童委員によるレクリエーション及び食事会の

実施 
高齢者等生きがい活動支援

事業 共募配分 餅つき大会の開催 
障害者ふれあいレクリエーショ

ン 市補助 福祉団体等から参加者を募り、レクリエーション

を実施 
重度障害者交流会（クリスマ

ス会） 市補助 障害者支援施設にてクリスマス会を開催 
障害児者ふれあいクリスマス

会 共募配分 療育手帳を交付されている方及びその家族を

対象に会食会・参加型アトラクション・ゲーム等

の実施 
障害児者親子社会見学 共募配分 観光バスによる日帰り社会見学の実施 
レジャー・レクリエーション・ス

ポーツ大会 共募配分 障害者・健常者が分け隔てなく楽しむことがで

きるレクリエーションの要素を含んだスポーツ大

会の開催   
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事業名 事業区分 事業内容 

障害者向け講座（身体障害

者福祉センター事業） 市受託 教養講座の開催 
障害児者のための音楽教室 共募配分 音楽を取り入れた講座の開催 
いきいき・ふくふく講座 共募配分 障害者手帳または療育手帳を交付されている

方を対象に教養講座の開催 
赤い羽根子供広場の維持管

理 共募配分 赤い羽根子供広場の遊具管理 
こどもひろばの運営（母子福

祉センター事業） 市受託 就園前の子どもが保護者と一緒に遊ぶことがで

きる施設の開放及び運営 
ひとり親家庭クリスマス会 共募配分 ボランティア団体等の協力によるクリスマス会

の開催 
ひとり親家庭一日郊外学習 共募配分 観光バスによる日帰り郊外学習の実施 
母子・寡婦向け講座（母子福

祉センター事業） 市受託 教養講座の開催    
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基本目標３  

包括的な支援体制構築と 
基盤整備   

（１）相談体制の充実 
活動の現状 

・障害児・者（難病等含む）及びその家族からの相談に応じ、自立した生活に向けた支援

をする総合的な相談支援事業を行っています。また、地域包括支援センター事業の一環

として、多様なネットワークを活用した地域高齢者の実態把握に基づく総合的な相談支

援業務（総合相談事業）を行っていますが、まだ市民への認知度が低い状況です。 
・結婚にかかる相談及び斡旋を行う結婚相談所を運営しています。   

活動方針 
▶相談支援事業及び総合相談事業ともに、相談に的確に対応するため、専門知識を持

つ人材の配置とともに、関係機関との連携強化を図ります。また、広報紙や研修会等

で事業の周知に努めます。 
▶結婚相談所では、人生のパートナーを探していくうえでのさまざまな相談にのるため、

結婚相談員によるサポート体制の充実を図ります。   
関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 
相談支援事業（障害児・者） 市受託 障害児・者を対象に相談支援 
総合相談事業（地域包括支

援センター事業） 市受託 福祉・保健・医療等の相談支援 
結婚相談所の運営 自主 結婚にかかる相談及び斡旋    



80  
（２）福祉サービス等の基盤整備と質の向上 

活動の現状 
・要支援・要介護の認定を受けた方及び障害児・者（難病等含む）を対象に、ホームヘル

パー派遣事業を行っています。また、養育支援家庭訪問事業として、生後２か月までの

乳児がおり、近隣に支援者のいない家庭への家事援助や、ひとり親家庭等を対象に生活

援助を行っています。 
・定期的にヘルパー研修会を開催し、職員の資質向上を図り、ニーズに沿った適正なサー

ビスを提供しています。 
・要介護の認定を受けた方及び身体障害者で常時介護が必要な方を対象に、デイサービス

事業を行っています。 
・要介護の認定を受けた方及び障害児・者（難病等含む）のケアマネジメントを行ってい

ます。困難ケース、虐待等問題が多様化しており、対応できる体制づくりが求められて

います。 
・移動が困難な障害者、高齢者及び傷病等により歩行困難な方に対して、社会活動の参加

促進を図るため、外出を支援する福祉車両の貸出しを行っています。また一時的に車い

すを必要とする方に２か月間、無料で車いすの貸出しを行っています。   
活動方針 

▶ホームヘルパー派遣事業及びデイサービス事業では、事業所内研修の実施や外部研

修会への参加により、サービスの質の向上につなげます。 
▶養育支援家庭訪問事業及びひとり親家庭等日常生活支援事業は、利用者が少ない状

況ですが、すぐに対応できるよう体制を整えます。 
▶要介護の認定を受けた方及び障害児・者（難病等含む）のケアマネジメントでは、研修

会等への参加を促し、職員の資質向上に努めます。 
▶福祉車両と車いすの貸出しは、利用者のニーズが高く、需要と供給のバランスも安定し

ているため、保守点検等に留意しながら継続します。     
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関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 
ホームヘルパー派遣事業（高

齢者） 自主 要支援・要介護の認定を受けた方への訪問介護

サービス 
ホームヘルパー派遣事業（障

害児・者） 自主 障害児・者への訪問介護サービス及び重度の身

体障害のある児童・生徒への学校内介助 
ホームヘルパー派遣事業（養

育支援家庭訪問事業） 市受託 おおむね生後２か月までの乳児がおり、昼間に養

育の援助をする者がいない家庭への家事援助 
ホームヘルパー派遣事業（ひ

とり親家庭等日常生活支援

事業） 市受託 ひとり親家庭及び寡婦への生活支援 
デイサービス事業（高齢者） 自主 要支援・要介護の認定を受けた方への通所介護

サービス 
デイサービス事業（障害者） 自主 身体障害者の通所介護サービス 
居宅介護支援事業 自主 要介護に認定された方のケアマネジメント 
指定特定相談支援事業 
指定障害児相談支援事業 自主 障害児・者のケアマネジメント 
福祉車両貸出事業 市補助 車いす等が搭載可能な福祉車両の貸出し 
車いす貸出事業 自主 車いすの貸出し    
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（３）地域包括支援体制の充実 

活動の現状 
・地域包括支援センターでは、専門職チームにより、高齢者の健康相談、介護予防、権利

擁護、虐待への対応や、介護支援専門員に対する支援、介護予防ケアプランの作成等を

行っています。また、65 歳以上の方を対象に、健康体操等運動を中心に介護予防に取

り組むシルバー元気教室を開催しています。 

・介護予防が必要な方を対象として、対話やレクリエーションを通じて健康チェック等を

実施する生きがいサービス事業を行っています。なお、平成 29 年度からは、新規に開

始される介護予防・日常生活支援総合事業へ移行し、介護予防・生活支援サービス(通

所型サービス）として行います。   
活動方針 

▶要介護状態になることを防ぐため、介護予防の普及・啓発の拡充に努めます。 

▶困難なケース、虐待等の問題が多様化しているため、研修会等への参加を促し、職員

の資質向上に努めます。 

▶地域包括支援センター事業を効果的に実施するため、地域の福祉･保健・医療サービ

スやボランティア活動、インフォーマルサービス等の社会的資源を連動して活用でき

る環境整備を行います。 
▶生きがいサービス事業は、健康で自立した生活ができるよう外出の場を設け、自立生

活の助長を図ります。     
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関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 
介護予防ケアマネジメント事

業（地域包括支援センター事

業） 市受託 65 歳以上の方を対象に介護予防を目的とし、包

括的かつ効率的に必要なサービスを提供できるよ

うに支援 
包括的・継続的ケアマネジメ

ント事業（地域包括支援セン

ター事業） 市受託 地域における連携･協働の体制づくりや個々の介

護支援専門員に対する支援等 
指定介護予防支援事業（地

域包括支援センター事業） 自主 要支援認定者に対するケアマネジメント 
地域健康運動事業（地域包

括支援センター事業） 市受託 高齢者を対象に健康体操等を行うシルバー元気

教室を開催 
生きがいサービス事業 市受託 介護予防が必要な方を対象に健康チェック、レク

リエーション等を実施    
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（４）支援が必要な人への体制強化 

活動の現状 
・地域包括支援センターでは、高齢者虐待及び消費者被害の恐れのある高齢者に対し、自

宅訪問や関係機関への連絡・調整等、状況に適した対応を行い、高齢者の権利擁護を行

っています。 

・認知症の方及びその家族に対する医療、介護等の連携による地域における支援体制の構

築と認知症ケアの向上を図る事業を平成 27 年度から行っています。しかし、始まって

間もないことから、十分な周知ができていません。 

・高齢者住宅安全確保事業では、入居者の安否確認及び相談・対応を行っています。また、

緊急時には、民間の警備会社が対応する体制を取っています。 

・生活に困窮している世帯に対して、生活資金の貸付を行っています。丁寧な面談を通

じて、本人の抱えている課題を明らかにすることで、より良い支援となるよう努めてい

ます。また、準要保護家庭の児童・生徒へ校外活動費を助成することで、活動参加の支

援を行っています。 

・障害児・者やひとり暮らし高齢者への慰問金配布及びひとり親家庭小中学校新入学児

童への祝品配布は、民生委員・児童委員及び市と連携して、行っています。   
活動方針 

▶高齢者虐待や消費者被害は潜在化しているため、早期に相談・対応ができるよう相談

窓口の周知をさらに行っていきます。 

▶認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、支援体制を整備します。 

▶高齢者住宅安全確保事業では、入居者が安心して生活できるよう、きめ細やかな対応

に努めます。 

▶生活資金の貸付では、生活困窮者の生活の立て直しや、失業等による日常生活上の

困難解決のため、関係機関と連携し、実施します。 

▶校外活動費の助成、慰問金の配布並びに祝品配布については、より効果的な支援方

法を検討します。     
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関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 
権利擁護事業（地域包括支

援センター事業） 市受託 高齢者の虐待対応及び消費者被害の防止 
認知症地域支援・ケア向上

事業 市受託 認知症の方及びその家族に対する医療、介護等

の連携による地域における支援体制の構築と認

知症ケアの向上を図る 
高齢者住宅安全確保事業 市受託 入居者の安否確認及び相談・対応 
生活福祉資金貸付事業 県社協受

託 生活困窮世帯への生活資金の貸付 
校外活動費の助成 共募配分 準要保護家庭の児童・生徒へ校外活動にかかる

助成金の交付 
歳末慰問金の配布 共募配分 障害児・者やひとり暮らし高齢者へ慰問金配布及びひとり親家庭小中学校新入学児童への祝品配

布   
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（５）公共施設の活用と管理運営 

活動の現状 
・総合福祉センターの貸室及び施設管理などを行っています。計画的に修繕を実施してい

ますが、経年劣化による設備の老朽化が特に課題となっています。一部の時間帯には利

用者駐車場が不足していることから、利用者に公共交通機関の利用や相乗りを心がけて

頂くようお願いしています。 

・幡豆いきいきセンターの貸室及び施設全体の管理運営を平成 26年度から行っています。

年々利用者数は増加しています。   
活動方針 

▶施設の管理運営にあたっては、利用者の安全と衛生を第一に考え、計画的に建物や

備品等の修繕を行います。 

▶総合福祉センターでは、新たな駐車場の確保に努めます。 

   
関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 

総合福祉センターの管理運

営 市受託 貸室をはじめとする総合福祉センター全体の管理

運営 
幡豆いきいきセンターの管理

運営 市受託 貸室をはじめとする幡豆いきいきセンター全体の

管理運営 
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基本目標４  

安心安全な地域生活をおくれる 
共生社会の実現   

（１）情報を届ける仕組みの充実 
活動の現状 

・社会福祉協議会の機関紙として、広報「社協だより」を発行し、市内全戸に配布してい

ます。継続事業が多いため、掲載内容が類似してしまうという課題があります。 
・ホームページによる情報発信を行い、イベントの報告やサービスの紹介など写真を交え

ながら定期的に更新しています。 
・声の広報、点字版広報は、ボランティア団体の協力により音訳、点訳を行い、希望者（視

覚障害者）への情報提供を行っています。   
活動方針 

▶社協だより・ホームページともに掲載内容を精査し、事業活動や福祉情報について、市

民にわかりやすい情報発信に心がけ、内容を充実させます。特にホームページは、

速報性をいかし、最新の福祉情報等を発信します。また、ダウンロードできる申請書

等の種類を増やし、サービス利用の空き状況の確認ができるよう便宜を図ります。 
▶声の広報については、担い手の後継者育成と、録音技術の進歩に伴うボランティア団

体への技術フォロー及び作業効率の向上のための支援を行います。   
関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 
機関紙の発行 自主 

共募配分 「社協だより」の発行（年３回） 
ホームページの運営 自主 ホームページの管理 
声の広報、点字版広報の発

行 自主 視覚障害児・者のためのボランティア団体による

広報媒体の作成支援   
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（２）権利擁護・人権擁護の推進 

活動の現状 
・判断能力が不十分な高齢者や障害者の権利擁護を推進するため、平成 27年度より成年

後見センターを開設し、成年後見制度に関する相談及び手続き支援、普及及び啓発活動

並びに関係機関との連絡調整等を行っています。また、平成 28年 10月から法人後見の

受任も行っています。 

・日常生活事業では、日常生活に不安のある認知症高齢者や知的・精神障害者が自立した

生活を送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や日常的な金銭管理などのサポー

トを行っています。   
活動方針 

▶成年後見制度及び日常生活自立支援事業は、市民の認知・理解がまだ低いため、講

演会や勉強会の開催、社協だより等で広く市民へ周知を行います。 

▶両事業ともに、相談・支援や法人後見の受任等の業務が円滑に行えるよう職員の資質

向上に努めます。   
関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 

成年後見センター事業 市受託 
自主 成年後見制度に関する相談及び手続き支援・普

及・啓発並びに法人後見の受任 
日常生活自立支援事業 市補助 

県社協受

託 判断能力が不十分な方に対する福祉サービス利

用の支援や日常的な金銭管理等    
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（３）災害時や緊急時の支援体制の充実 

活動の現状 
・災害（火災・自然災害）で被災した世帯へ災害見舞金の給付を行っています。市福祉課

が申請窓口となり、申請書の手配及び災害見舞金の受け渡しを行っています。 
・地震や風水害等の災害時には、市災害対策本部の決定を受け、市と協働して西尾市災害

ボランティア支援本部（災害ボランティアセンター）を設置する協定を結んでいます。   
活動方針 

▶災害見舞金の給付は、被災された世帯の更生に有効な支援であるため、事業を継続し

ます。 
▶西尾市災害ボランティア支援本部を、ＮＰＯ法人・ボランティア団体・市民活動団体等

関係機関の協力により運営します。災害時に円滑に機能するよう市と連携します。   
関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 
災害見舞金の給付 共募配分 火災・自然災害で被災した世帯へ災害見舞金の

給付 
西尾市災害ボランティア支援

本部の設置 市協働 市災害対策本部の決定を受け、災害ボランティア

支援本部を設置    
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基本目標５  

行政と社会福祉協議会の連携 
及び体制の強化   

（１）行政と社会福祉協議会の連携強化 
活動の現状 

・社会福祉協議会では、行政と協力しながら情報共有をすすめ、積極的な連携の下に公共

性の高い福祉事業を展開し、地域福祉の向上を目指しています。 
・地域住民や福祉功労者・団体を顕彰する西尾市社会福祉大会をはじめ、各種共催事業を

行っています。   
活動方針 

▶地域福祉の向上に向けた行政との情報共有、連携を継続します。 
▶西尾市社会福祉大会については、社会福祉活動啓発につながる新たな取り組みを検

討します。   
関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 
西尾市社会福祉大会 自主 

市補助 福祉功労者・団体を顕彰する式典の開催 
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（２）法人運営機能の強化 

活動の現状 
・平成 28年３月の社会福祉法改正による社会福祉法人制度の見直しに伴い、役員等の権

限、義務、責任の明確化、評議員会を議決機関とする体制の導入、会計管理等、ガバナ

ンス強化への対応が求められています。 

・事業の運営には、地域住民及び団体等の本会会員の加入者からの会費、寄附金や共同募

金配分金等があてられています。 

・地域住民の視点に立ったきめ細かい福祉サービス事業を各分野にわたり提供し、市民の

方々と共同して地域福祉を推進するために、職員体制の強化や人材育成が必須です。   
活動方針 

▶地域住民の積極的な福祉活動への参加を促進し、地域活動の交流と拠点づくりに努め、

明るい住み良い福祉のまちづくりを推進します。 

▶会費や寄附金は、現在求められている福祉ニーズに対応した振り分けを検討し、有効

利用に努めます。 

▶職員一人ひとりの資質向上のため、外部への研修参加を含めた定期的な研修の実施

により専門性を高めます。   
関連する事業・取り組み 

事業名 事業区分 事業内容 

組織体制の強化 自主 理事会・評議員会の運営及び職員体制の強化 
社協会員の募集 自主 地域住民及び団体等への会員加入の依頼 
寄附の受入 自主 寄附の受入及び活用 
職員の人材育成 自主 職員の資質向上  



  


