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美浜町社会福祉協議会 令和３年度事業報告 

 

はじめに 
令和３年度も第４次地域福祉活動計画に基づき、『ひとりのしあわせのためにみんなで育む

「ほっとかない」まち』を総合目標に掲げ活動を進めてまいりました。 

新型コロナウイルス感染症の蔓延により、感染予防対策を講じながらの事業実施を余儀なく

され、併せて職員の不足等により、当初計画した目標に到達できなかった事業もありましたが、

様々な制限がある状況下において、職員から感染者を出すことなく、安全を最優先しながら 

事業を実施することで、一定の成果を上げることができました。 

法人全体においては、あるべき姿や組織改革のための具体的方策を定め、安定的な経営を 

おこなっていくために「美浜町社会福祉協議会発展強化計画」を策定し、今後３年間の当会の

あり方を具体化しました。 

地域福祉支援部においては、令和２年度より引き続き、町の地域福祉力推進事業に関わる職

員２名を派遣し、地域での見守りネットワークづくりや災害時要支援者ネットワークの構築、 

ひきこもり等への支援、障害福祉サービス等の支援等を推進するとともに、地域で解決するこ

とが困難な課題について住民及び関係者と連携しながら解決を図りました。 

また、在宅福祉サービス部においては、利用が減少傾向にあった訪問入浴介護事業を廃止し、

職員を通所介護事業へ補充しました。また人材育成の観点からも、介護職員にも集落担当職員

を担ってもらい地域福祉関係者との連携強化を図りました。さらに、訪問介護事業所において、

美浜町すみずみ子育てサポート事業を町より受託し子育て支援の充実にも取り組み、社協らし

い事業を展開することができました。 

さらに、地域共生社会の実現を確実なものとするため、住民の身近な場所で、住民が主体的に

地域課題を把握して解決を試みる体制づくりと、育児・介護・障害・貧困・さらには育児と介

護に同時に直面する家庭など、世帯全体の複合化・複雑化した課題を包括的に受け止める総合

的な相談支援体制を目指し、役職員ともに地域生活課題の解決と地域福祉の向上に取り組みま

した。 

 

 

重点 

項目１  包括的な支援体制づくり 

「地域共生社会」の実現に向けて、集落の福祉委員会活動を中心とした住民による地域福祉

活動を支援することに加え、生きづらい状況の方々（複合的な課題を抱えている、社会的に孤

立している、制度の狭間にあるなど）の様々な困りごとに対して、関係機関等と連携を図り、

本人に寄り添いながら対応してきました。福祉委員・民生児童委員等との連携を図り、社会的

に孤立している方々の SOS をキャッチできる地域力の強化に取り組みました。様々な困りご

とに対応していく上で、もっと多くの関係機関との連携が必要であり、包括的な支援体制づく

りの重要性を感じました。地域住民との関係づくりや、ふれあいサロン、みんなの食堂など、

集落内の身近な場所での繋がりづくり、居場所づくりを継続して行い、また、困りごとを相談

しやすいよう社協 LINE の周知、Facebook の投稿や YouTube 社協チャンネルでの新企画配信

など、社協を知ってもらう取り組みに力を入れました。 
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重点 

項目２  在宅福祉サービス 

在宅福祉サービスでは、あらたな事業として買い物等支援「おでかけワゴン」を 10 月より

開始し、運転・付き添いボランティアの募集や利用の仕組みづくりを行いました。 

 また、本会の財源の大半を占めている介護保険事業では事業の再編を行い、昨年度をもって

閉所した訪問入浴介護事業から通所介護事業へ人員の補強を行いました。これにより機能訓練

の上位加算取得、延⾧サービスの充実を図りました。老朽化した施設・設備の維持管理につい

ても、町との協議により今年度は特殊浴槽の入替工事が行われました。引き続き町と指定管理

にかかる財源確保について話し合いを進めています。また小規模多機能型居宅介護事業所にお

いても新たな加算を取得するなど、経営改善に向け取り組みました。さらに、発展強化計画の

策定にあたり、現在実施しているサービスの点検を行い、これまでの成果の確認や課題の抽出

を行いました。 

 そうした中、人材不足がひときわ深刻な問題となっています。訪問介護事業では人材不足に

よりニーズに対応できない状況も発生しており、年間収入は過去最低となりました。また、  

介護支援専門員資格をもつ職員わずか１名の離職により、小規模多機能型居宅介護事業で減算

となったほか、居宅介護支援事業所では職員の配置転換により負担が増加する一方で事業所加

算を引き下げなければならない状況となりました。通所介護事業においても、職員の工夫と 

努力により経営状況は改善してきましたが、人員不足からいまだ土曜日再開の目処が立ってい

ません。 

 これらの状況から、人材の確保・有資格者の育成・離職防止が最重要課題であると考え、  

次年度は職員のやる気や努力が報われる仕組みづくりに向け、介護職員処遇改善加算の上位 

区分の取得と給与体系の見直し、人事評価制度の構築に向け準備を進めています。 

 

 
重点 

項目３  災害時の支援体制 

美浜町において地震等の災害が発生した際、住民は、学校や公共施設等へ避難することとな

っています。しかし学校や公共施設等の避難所では、高齢者・障がい者・妊産婦・乳幼児等の

配慮を必要とする方には、生活上支障をきたす部分が予想されます。そこで今年度、美浜町と

協議を重ね、「災害時における福祉避難所への人材派遣に関する協定」を 10 月に締結し、災害

発生時、福祉避難所での配慮の必要な方に対応するための人材派遣をおこなえるように体制を

整備しました。また、町で取り組んでいる「避難行動要支援者名簿の更新」「緊急医療情報   

キットの配布」について、健康福祉課へ派遣されている職員を中心に、各集落の民生児童委員、

福祉委員など福祉関係者と連携して取り組んでいます。各集落の要支援者対する個別避難計画

について、策定に向けて福祉関係者や自主防災組織メンバーと協議を進めています。 
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重点 

項目４  地域ぐるみ福祉教育の推進 

個性を認め合い、多様性を受け入れる力を養うこと、ふだんのくらしの中の生活課題から福

祉課題に気づき、どうしたらいいのかをまわりの人と共に考え、実際に行動するための力を育

むことが福祉教育であるということを軸に据えて取り組みました。子どもだけではなく、保護

者や地域の大人が一緒に学び、「学校」「家庭」「地域」の３方向から、さらに福祉教育を推進し

ていく取り組みが必要とされています。コロナ禍のいま、集落など身近な生活圏域で、どんな

学びができるのか、次年度の大きな課題です。 

  

 
重点 

項目５  社会資源の開発 

支援を必要としている方々だけではなく、地域住民が豊かな日常生活を送ることができるよ

うな事業展開が社協に求められています。はあとぴあを活用したあらたな取り組み「ボランテ

ィア喫茶はあとステーション」を９月から開始し、人と人が触れ合う場が町民から切に望まれ

ていたことを感じました。ボランティアの活動の場でもあり、はあとぴあのにぎわいにも繋が

っています。また、買い物等支援「おでかけワゴン」を１０月から事業を開始し、今後も周知

をしながら、登録を促していきたいと思います。引き続き、新たな資源開発にむけて住民のニ

ーズを把握できるよう努めてまいります。 
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各事業の詳細（令和 3 年 4 月～令和４年 3 月） 

 

１  包括的な支援体制づくり 

・集落の「福祉委員会」設置推進 

あらたに立ち上がった佐野区を含め、30 集落への支援（37 集落中） 

・地域関係者との情報共有 

福祉ニーズ調査の実施 見守り対象 391 世帯（うち独居 335 世帯）見守りのべ 4,615 件 

福祉委員会定例会への参加 

28 集落のべ 120 回の開催。職員の参加 26 集落のべ 102 回、職員のべ 107 人参加 

民生委員福祉委員の連携（随時） 

・福祉関係者の研修会の開催 

民生委員福祉委員合同研修会 9/26 開催（ご近所福祉クリエーター酒井保氏） 

民生委員 25 人、福祉委員 20 人、理事・監事・評議員８人、社協職員 20 人 合計 73 人 

・地域福祉力強化推進事業（町補助事業、町委託事業）町健康福祉課へ職員２名派遣 

★地域あいあいポイント事業の推進、避難行動要支援者名簿に関すること（個別支援計画） 

医療情報緊急キットの推進、地域支援事業に関すること、介護予防支援に関すること 

要介護認定訪問調査に関すること、障害福祉サービスのコーディネート 

地域自立支援協議会に関すること、ひきこもり・自殺対策について 

地域生活支援拠点等の整備に関すること、医療的ケア児支援に関すること  

・教育支援センター（なないろ）の運営支援（町委託事業 職員１名派遣） 

  不登校児童・生徒への対応、なないろの卒業生への支援  

・相談窓口の充実 

心配ごと相談所 45 回開催、相談 4 件 

 ※人権相談 1 件（8/31 人権擁護委員と社協職員とで対応・協議） 

 3/29 心配ごと相談所情報交換会 9 人参加 

弁護士相談所 6 回開催、相談 20 件 

司法書士相談所 12 回開催、相談 24 件 

ＳＮＳ（LINE）での相談 １件（不登校児の保護者から、教育支援センターと情報共有） 

・日常生活自立支援事業の実施（日常的金銭管理、書類の預かり、サービス利用援助） 

  利用者 15 人、のべ 851 回支援 

・生活福祉資金貸付事業の実施 

  通常貸付 貸付者 35 人に対して、電話、訪問、関係機関との連携のべ 97 回 

  特例貸付（コロナ） 71 人に対して貸付 

・社会福祉法人連携事業「ふく福くらしサポート」への参加 

  相談件数 8 件、2 人に対して 14 回給付 

  訪問、関係者や支援機関等への連絡調整 48 回 

・料理教室（生活困難者対象）の開催 

  4 回実施（6/25、9/28、2/25、3/25）のべ 8 人参加（うち、ボランティア 1 名） 

・食料等寄付（寄付者）町民 12 人、企業・団体 4 社 

      （配付先）町民 63 人に対し、のべ 92 回 
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・みんなの集い場づくり 

みんなの食堂開催支援 「河原市っ子食堂（河原市区）」立ち上げサポート（町内５ヶ所目） 

            町内みんなの食堂と美方高校とのコラボへの協力 

だれでも参加できるつどい場（町委託外）3 集落 41 回開催、のべ 276 人参加 

・当事者同士の場づくり 

集落におけるふれあいサロン開催支援(町委託事業)10 集落のべ 157 回、のべ 813 人参加 

大切な人を亡くした人たちの「おはなし会」10/1、12/8 開催、のべ 3 人参加 

要介護者を抱える家族の会「はげまし会」総会 5/18 開催、8 人参加（以後、解散） 

★在宅介護者交流事業「クリスマス会」12/24 開催、9 人参加 

未就園児と保護者の場「ミニさくらんぼ」（子ども･子育てサポートセンター事業）への参加 

「ブックスタート」（民生児童委員協議会事業）への協力   

★・美浜町健康福祉課との定例会議  

8 回実施（7/7、8/4、9/8、10/6、11/10、12/8、2/9、3/9） 

 

 

２  在宅福祉サービス 

・介護保険サービスの実施 

訪問介護（ヘルパーステーション） 介護給付 3,929 件、総合事業 458 件 

     障がい福祉サービス事業所等集団指導 3/24（Teams で実施） 

通所介護（デイサービスセンター） 介護給付 5,948 件、総合事業 576 件 

     介護サービス情報の公表 10/31、看護だより発行 5 月、6 月、8 月、9 月 

     避難訓練・救急救命講習 11/12 

小規模多機能型居宅介護事業  

  でんでんむしの家 のべ 6,652 件、3 月末登録 12 人 

           運営推進会議 5/26、7/29、9/22、11/29、1/24（書面）、3/25 

           サービス評価 2/17、介護サービス情報の公表 10/13、避難訓練 3/22 

           おたより発行 12 月（郷市区全戸配付、西郷地区回覧） 

  弥右ヱ門さん家 のべ 4,554 件、3 月末登録 16 人 

運営推進会議 5/13，7/20、9/21、11/16、1/18、3/23 

サービス評価 2/17、介護サービス情報の公表 11/18 

家族会 10/23、避難訓練 6/24、12/13 

おたより発行 3 月（山上区全戸配付、東地区回覧） 

  吉右ヱ門さん家 のべ 4,072 件、3 月末登録 17 人 

運営推進会議 5/18、7/20、9/21、11/16、1/18、3/22 

サービス評価 2/17、介護サービス情報の公表 11/18 

家族会 11/14、避難訓練 7/8、3/21 

居宅介護支援（ケアマネジメント） 介護 1,319 件、予防 291 件 

       事例検討会 4/14、5/19、6/9、7/14、8/11、1/12、3/9 

       合同事例検討会（湖岳の郷）10/31、伝達会議（困難事例など）毎週水曜日 
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・障がい福祉サービスの実施 

訪問介護事業（ヘルパーステーション） 1,495 件 

移動支援事業（ヘルパーステーション・町委託事業） 33 件 

通所介護（デイサービスセンター） 22 件 

・制度のはざまの方への支援 

軽度生活援助事業(ヘルパーステーション・町委託事業） 1 人、24 件 

保険給付外入浴対応（デイサービスセンター） 1 人、89 件 

・個別食配達事業（ほほえみ弁当）の実施 

  利用実人数 9 人、104 回実施、のべ 644 人利用、管理栄養士による個別指導 

・在宅障がい児(者)の日帰り旅行の実施（町委託事業） 

11/20 実施（行き先：小浜市）参加者 8 人、付き添い 4 人、職員 6 人（合計 18 人） 

・住民主体型在宅福祉サービス（旧ふれあいサービス）の推進 

 ★買い物等支援事業（おでかけワゴン）10/6 より開始 

  利用実人数 4 人、のべ 14 回実施 

運転協力会員 5 人、付き添い協力会員 9 人、利用会員登録 4 人   

・福祉車両、福祉機器等の貸し出し 

福祉車両（登録 47 人、のべ 123 回） 

車いす 40 回、介護用品 8 回、福祉学習教材 2 回、娯楽機器（ふれあいサロン）13 回 

その他 4 回（検温計、松葉杖など） 

★・すみずみ子育てサポート事業の実施（町委託事業） 

  登録者数 6 人、のべ利用件数 133 回 

 

 

３  災害時の支援体制 

・福祉ニーズ世帯、災害時要援護者の情報更新と共有（民生児童委員の協力随時） 

・災害時相互支援協定における災害時県内市町社協への支援 

・災害時相互支援協定における災害実地訓練の参加（11/13） 

★・災害時福祉避難所運営への協力と災害ボランティア連絡会立ち上げ協力（町と協議） 

★・災害時における相互協力（12/16 一般社団法人三方五湖青年会議所と協定締結） 

 ・災害義援金の募集（共同募金会で受付） 

  令和 3 年大雨災害義援金（静岡県、島根県、青森県、福岡県、） 

 

 

４  地域ぐるみ福祉教育の推進 

・福祉学習の授業への協力（導入～振り返りまでの一連の関わり） 

  西小（打合せ 20 回、授業 15 回）、中央小（打合せ 11 回、授業 8 回） 

東小（打合せ 13 回、授業 10 回） 

3 校合同「ふるさと美浜元気プロジェクト」12/3（打ち合わせ 1 回） 

・福祉のまちづくり集会の開催（☆第６回集落自慢フェスティバルの開催） 

  11/27 開催（郷市区、河原市区、和田区が出場） 
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５  社会資源の開発 

★・高齢者の買い物などへの移送支援 

   （再掲）買い物等支援事業（おでかけワゴン）の実施 

★・はあとぴあを活用した賑わいづくり ボランティア喫茶「はあとステーション」の実施 

   9/15 から、毎週水曜日と金曜日 11：30～15：00 の開店（34 回実施、1,183 人来場） 

   併せて、はあとホールを親子の遊び場所として開放（47 回実施、525 人利用） 

★・ファミマフードドライブへの参加検討（1/27 説明会に参加） 

 

 

（その他の取り組み） 

広報啓発 

☆・社協だより年 4 回発行 春号（５月号）、夏号（8 月号）秋号（11 月号）、冬号（2 月） 

・社協ホームページの更新、各事業所のブログの更新（随時） 

・SNS（Facebook、LINE、Twitter）を活用した情報発信 

  Facebook フォロワー605 人、LINE 登録者 163 人、Twitter フォロワー455 人 

・YouTube などの動画を活用した情報受発信  

  社協チャンネルの新企画「あなたにスポット」８月より配信開始（合計 10 回） 

・苦情の対応と公表 ご意見書の実施 

（喜び）YouTube チャンネルに対する称賛 

（事業に対する苦情）事業実施の際の民生児童委員との情報共有について          

（職員に対する苦情）施設管理職員と警備職員に対する苦情          

（要望）YouTube チャンネルの内容に関する要望 

（喜び）社協だよりの内容に対する称賛 

 

 

連携（パートナーシップ） 

・見守り活動を通しての連携（金融機関、県民生協、消防署、商工会（個人事業者）等） 

・地域活性化のための空き家対策における連携 

河崎さんちの活動支援（折り紙、会議、風通し）23 回利用、のべ 37 人（R3 年度で契約終了） 

ふるさと福井サポートセンターとの連携 12/12 河原市の空き家清掃協力 

・経済困窮者の関係機関の連携（二州健康福祉センター、嶺南障害者就業生活支援センター等） 

・美浜町介護サービス事業者連絡会への参加 

・要保護児童対策地域協議会への参加 

・美浜町イベントへの参加協力 

（コロナの影響で中止）美浜･五木ひろしふるさとマラソン特別企画チャリティーウォーキング 

★・地域包括支援センター、子ども子育てサポートセンター、教育支援センターとの連携 

   地域包括支援センター、子ども子育てサポートセンターとの連携（随時） 

教育センターなないろと社協との連携 5/28 勉強会を実施「生活困難者支援について」 
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人材育成 

・職員内部会議、研修 各事業所で毎月実施  

・職員合同研修会 9/28「権利擁護と高齢者虐待」、10/26「感染症予防」、11/11「救急救命法」 

       12/22「認知症について」、2/10「障がい者福祉について」 

・外部研修の受講（職員個別に計画） 

・視察の受け入れ  

民生児童委員協議会老人身障者部会 14 人（デイサービスセンターほほえみ、吉右ヱ門さん家） 

10/11 越前市岡本地区自治振興会、10/29 越前市福間地区公民館、11/5 越前市しらやま振興会 

12/2 越前市車地区自治振興会、1/21 第三地区民生児童委員協議会（地域福祉活動に対して） 

・現場実習の受け入れ なし 

・無事故・無違反コンクールへ職員の参加（職員５名×３チーム）7 月～12 月の 180 日間達成 

・美浜中学校職場体験生徒受け入れ 2 人（11/9、11/10） 

 

 

組織運営 

・理事会 7 回開催 5/25、6/21、7/29、10/6、11/30、2/22（書面決議）、3/22 

・評議員会 2 回開催 6/21、3/30 

・評議員選任･解任委員会 5/26 

・監査（年２回）5/18、11/15 

・経営会議 4 回開催 7/15，9/22、11/22、1/20 

・改選 第 23 期理事・監事、第 22 期評議員の就任 

・法令に基づく事業や財務状況の情報開示 

（事業報告書、財務目録、貸借対照表、収支決算書、監査の意見書） 

・苦情対応窓口の充実 （再掲）ご意見書の実施 

・第三者委員へのご意見書の報告（報告案件なし） 

・団体事務事務局（5 団体） 

美浜町民生児童委員協議会、美浜町身体障害者福祉協会、美浜町婦人福祉協議会 

美浜町冠婚葬祭の簡素化をすすめる会、美浜町共同募金委員会 

・美浜町保健福祉センターの管理運営（町指定管理：５年協定 令和元年度～令和５年度） 

・美浜町デイサービスセンターの管理運営（町指定管理：５年協定 令和３年度～令和７年度） 

・自主財源の造成 世帯会費 2,611 件、賛助会費（個人 569 件、企業 39 社 59 口、その他 5 口） 

★・美浜町社協発展強化計画の策定 策定委員会 5 回開催 9/3、9/16、10/12、11/17、12/5、 


