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平成３１年度 社会福祉法人能勢町社会福祉協議会 事業計画 

 

 

 

基本方針  

少子高齢化の進行、社会構造や生活基盤など地域社会の変容は、私たちの暮らしに大きな

影響をあたえ、公的な福祉サービスだけでは対応できない課題が増加しています。  

 地域社会で安心・安全に暮らし続けるには、地域住民が主体的にかかわり相互に支え合う

仕組みづくりや、制度の谷間にある見過ごされやすい問題に対し、地域住民、関係機関及び

行政が連携した地域福祉の推進が重要です。  

 本会といたしましても、多様化が進む個々のニーズや、地域の課題に積極的に介入し、各

種福祉制度や福祉サービスだけではなく、住民同士の支え合いや、助け合いの中から地域自

ら課題を解決していく力「地域力」を高められるお手伝いをさせていただき、地域の人々が

住み慣れた町で安心して生活することのできる「福祉と共生のまちづくり」の実現を目指し

て、地域に根差した活動に取り組んでまいります。  

 

 

 

事業内容（活動別） 

 

１．社協全体の運営活動 

社協運営活動の充実強化を図るため、組織運営・啓発活動の強化を図ります。更なる地域

福祉推進のため、地域福祉活動計画を進め活動充実に努めます。また、福祉啓発・財源確保

を図るため、ふれあいバザーを実施します。  

 

（１）組織運営強化 

➀  理事会・評議員会の運営、研修会の開催  

（２）広報・啓発活動 

➀  社協だよりの発行、ホームページの充実  

（３）会員募集 

➀  一般会員、賛助会員等の募集  

（４）地域福祉活動計画推進委員会 

➀  地域福祉活動計画推進委員会の運営  

➁  研修会の開催  

➂  地域福祉計画推進委員会へ参画  

（５）ふれあいバザーの実施 
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２．地域の助け合い  

地域の助け合い活動を支援するため、地区福祉委員会・小地域ネットワーク活動の活動支

援を行います。地域活動強化のため、地域課題に即した取組への支援として、地域共生社会

推進事業を行います。  

 

（１）地区福祉委員会活動 

➀  地区福祉委員会活動の支援  

 ➁  活動に必要な備品等（公用車含む）の貸出  

 ➂  活動拠点（旧保育所）維持管理  

（２）小地域ネットワーク事業 

➀  地区福祉委員会委員長連絡協議会の開催  

➁  各地域のグループ援助活動、個別援助活動の支援  

➂  小地域活動（住民活動）の支援  

➃  研修会の開催  

（３）地域共生社会推進事業 

 ➀  地区福祉委員会（6 地区）の地域課題に即した取組への支援  

 

 

３．ボランティア活動  

ボランティア活動の支援を図るため、ボランティアセンターとして、登録受付・活動支援・

研修会開催、ボランティア連絡会・グループ活動の支援を行います。福祉・ボランティア啓

発を図るため、能勢ふれあいフェスタを開催します。  

 

（１）ボランティアセンター 

➀  ボランティア登録、活動の需給調整  

➁  研修会の開催  

➂  ボランティア連絡会の支援  

➃  ボランティアグループ活動の支援  

➄  ボランティア保険取扱  

➅  夏の体験プログラム実施  

（２）能勢ふれあいフェスタの開催 

（３）ふれあい会食の支援 

（４）ふれあいミニ・デイサービスの支援 
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４．お困りごと（相談）  

福祉・生活課題の困りごと（相談）に応えるため、心配ごと相談の開催、コミュニティソ

ーシャルワーカー（CSW）による相談援助活動を行います。自立生活の支援を行うため、

生活福祉資金貸付、日常生活自立支援事業の相談援助を行います。  

 

（１）心配ごと相談の開催 

（２）コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の配置 

➀  CSW 連絡会の開催  

➁  豊能・三島ブロック CSW 連絡協議会へ参画  

 ➂  民生委員児童委員協議会の会議へ参画  

 ➃  民児協部会（福祉マップ、友愛訪問等）の支援  

➄  いきいき百歳体操へ参画  

➅  他機関・団体との連携  

（３）大阪府生活福祉資金の貸付 

➀  相談受付  

➁  他機関との連携  

（４）日常生活自立支援事業 

➀  相談援助  

➁  他機関との連携  

 

 

５．見守り・支え合い   

見守り・支え合い活動の充実を図るため、ボランティア・施設・団体と連携し、ふれあい

給食サービス・おせち料理の配食を行います。ひとり暮らし高齢者等への見守りとして、地

域自立生活支援事業（見守り訪問）を行います。地域における支えあいの体制づくりを行う

ため、地域住民、関係機関・団体と連携し生活支援体制整備事業を行います。  

 

（１）ふれあい給食サービス 

 ➀  調理・配食ボランティアとの連携  

 ➁  安否確認（見守り）の実施  

 ➂  施設との連携（見守り体制づくり）  

（２）おせち料理の配食 

（３）地域自立生活支援事業の実施（見守り訪問） 

（４）生活支援体制整備事業 

➀  生活支援コーディネーター（SC）の配置  

 ➁  地区福祉委員会（役員会）へ参画  

 ➂  地区別懇談会の実施  

➃  研修会の開催  
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６．組織・団体の活動  

組織・団体活動の支援のため、施設・事業者・団体で構成する各組織の運営支援、並びに

地域貢献活動・福祉活動等の活動支援を行います。団体事務局として、地区募金会、献血推

進協議会の活動推進を図ります。  

 

（１）社会福祉施設地域貢献委員会 

➀  地域貢献委員会の運営支援  

➁  研修会等事業の開催  

（２）障がい施設等連絡会 

 ➀  障がい施設等連絡会の運営支援  

 ➁  研修会等事業の支援  

（３）介護保険事業者連絡会 

 ➀  介護保険事業者連絡会の運営支援  

 ➁  部会（広報・研修）の運営支援  

 ➂  研修会等事業の支援  

（４）子育てサロン「にこにこ」の支援 

（５）共同募金活動の推進（地区募金会） 

（６）献血推進事業の推進（献血推進協議会） 

 

 

７．運送・貸出サービス  

運送・貸出サービスを実施し、住民の生活支援を図るため、公共交通空白地有償運送、ふ

れあいセンター管理運営事業を行います。高齢者・障がい者等の支援として、車イスの貸出

を行います。  

 

（１）公共交通空白地有償運送事業（ふれあい号） 

➀  運転ボランティアとの連携  

➁  運転ボランティア講習会・交流会の開催  

（２）ふれあいセンターの運営 

（３）車イスの貸出 
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８．介護・障がい福祉サービス  

介護・障がい福祉サービスの充実強化を図るため、居宅介護支援事業、ホームヘルプサー

ビス事業を実施します。更に関係機関との連携強化を行い、地域住民を支える体制づくりに

努めます。  

 

（１）居宅介護支援事業（ケアマネジャー） 

➀  ケアプラン作成、認定調査の実施（居宅介護支援、介護予防支援）  

➁  地域ケア会議へ参画  

➂  関係機関との連携  

（２）ホームヘルプサービス事業（ホームヘルパー） 

➀  ホームヘルパー派遣（訪問介護、居宅介護、移動支援）  

➁  地域ケア会議へ参画  

➂  関係機関との連携  

 

9．シルバー人材センター  

シルバー人材センター事業の充実強化を図るため、生きがいの充実や健康維持などの活力

ある地域社会づくりをめざし、研修会・生きがい対策に関する活動を推進します。  

 

（１）会員研修会の開催 

（２）技能習得等研修会の開催 

（３）生きがい対策に関する活動推進 

（４）大シ協北部ブロック合同フェスティバルの参加 
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事業内容（会計別） 

 

１．法人運営事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) 組織運営強化  

(2) 広報・啓発活動  

(3) 会員募集  

(4) 地域福祉活動計画推進委員会  

(5) 地域自立生活支援事業の実施

（見守り訪問）  

(6) ふれあいバザーの実施  

(7) 車イスの貸出  

(8) 共同募金活動の推進  

（地区募金会）  

 

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

会費収入  1,540 千円  

寄付金収入  950 千円  

経常経費補助金収入  731 千円  

事業収入  358 千円  

受取利息配当金収入  ５  千円  

その他の収入  200 千円  

事業活動収入計  3,784 千円  

事業費支出  15 千円  

事務費支出  602 千円  

負担金支出  238 千円  

事業活動支出計  855 千円  

事業活動資金収支差額  2,929 千円  

施設整備

等・その他

の活動によ

る収支  

施設整備等収入計  0 千円  

施設整備等支出計  175 千円  

施設整備等資金収支差額  △175 千円  

その他の活動収入計  0 千円  

その他の活動支出計  2,754 千円  

その他の活動資金収支差額  △2,754 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

 

 

２．小地域ネットワーク活動推進事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) 地区福祉委員会活動  

(2) 小地域ネットワーク事業  

(3) 地域共生社会推進事業  

 

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

経常経費補助金収入  15,828 千円  

事業活動収入計  15,828 千円  

人件費支出  11,100 千円  

事業費支出  1,020 千円  

助成金支出  4,820 千円  

事業活動支出計  16,940 千円  

事業活動資金収支差額  △1,112 千円  

施設整備

等・その他

の活動によ

る収支  

その他の活動収入計  1,112 千円  

その他の活動支出計  0 千円  

その他の活動資金収支差額  1,112 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  
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３．ボランティア活動推進事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) ボランティアセンター  

(2) ふれあいミニ・デイサービスの

支援  

 

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

事業収入  21 千円  

助成金収入  120 千円  

事業活動収入計  141 千円  

事業費支出  148 千円  

助成金支出  80 千円  

事業活動支出計  228 千円  

事業活動資金収支差額  △87 千円  

施設整備

等・その他

の活動によ

る収支  

その他の活動収入計  87 千円  

その他の活動支出計  0 千円  

その他の活動資金収支差額  87 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

 

 

４．ふれあい給食サービス事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) ふれあい給食サービス  

 

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

事業収入  2,535 千円  

事業活動収入計  2,535 千円  

事業費支出  2,362 千円  

事業活動支出計  2,362 千円  

事業活動資金収支差額  173 千円  

施設整備

等・その他

の活動によ

る収支  

施設整備等収入計  0 千円  

施設整備等支出計  173 千円  

施設整備等資金収支差額  △173 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

 

 

５．いきいき地域支援事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) 心配ごと相談の開催  

(2) コミュニティソーシャルワーカ

ー（CSW）の配置  

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

受託金収入  5,400 千円  

事業活動収入計  5,400 千円  

人件費支出  5,400 千円  

事業費支出  169 千円  

事業活動支出計  5,569 千円  

事業活動資金収支差額  △169 千円  

施設整備

等・その他

の活動によ

る収支  

その他の活動収入計  169 千円  

その他の活動支出計  0 千円  

その他の活動資金収支差額  169 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  
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６．生活支援体制整備事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) 生活支援体制整備事業   

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

受託金収入  8,000 千円  

事業活動収入計  8,000 千円  

人件費支出  7,539 千円  

事業費支出  461 千円  

事業活動支出計  8,000 千円  

事業活動資金収支差額  0 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

 

 

７．共同募金配分金事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) ふれあい会食の支援  

(2) おせち料理の配食  

(3) ふれあい給食サービス  

(4) 能勢ふれあいフェスタの開催  

(5) 社会福祉施設地域貢献委員会  

(6) 障がい施設等連絡会  

(7) 介護保険事業者連絡会  

(8) 子育てサロン「にこにこ」の  

支援  

(9) ボランティア連絡会の支援  

(10) 広報・啓発活動  

 

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

経常経費補助金収入  2,000 千円  

事業活動収入計  2,000 千円  

事業費支出  1,750 千円  

助成金支出  250 千円  

事業活動支出計  2,000 千円  

事業活動資金収支差額  0 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

  

 

 

８．日常生活自立支援事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) 日常生活自立支援事業   

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

受託金収入  628 千円  

事業収入  40 千円  

事業活動収入計  668 千円  

事業費支出  668 千円  

事業活動支出計  668 千円  

事業活動資金収支差額  0 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  
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９．資金貸付事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) 大阪府生活福祉資金の貸付   

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

経常経費補助金収入  1,530 千円  

事業収入  100 千円  

事業活動収入計  1,630 千円  

事業費支出  1,504 千円  

事務費支出  126 千円  

事業活動支出計  1,630 千円  

事業活動資金収支差額  0 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

 

 

10．献血推進事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) 献血推進事業の推進  

（献血推進協議会）  

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

経常経費補助金収入  80 千円  

事業活動収入計  80 千円  

事業費支出  80 千円  

事業活動支出計  80 千円  

事業活動資金収支差額  0 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

 

 

11．ふれあいセンター管理運営事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) ふれあいセンターの運営   

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

経常経費補助金収入  606 千円  

事業収入  10 千円  

その他の収入  10 千円  

事業活動収入計  626 千円  

事業費支出  626 千円  

事業活動支出計  626 千円  

事業活動資金収支差額  0 千円  

当期資金収支差額合計   0 千円  
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12．公共交通空白地有償運送事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) 公共交通空白地有償運送事業  

（ふれあい号）  

 

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

会費収入  10 千円  

事業収入  910 千円  

事業活動収入計  920 千円  

事業費支出  607 千円  

事務費支出  313 千円  

事業活動支出計  920 千円  

事業活動資金収支差額  0 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

 

 

13．居宅介護支援事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) 居宅介護支援事業  

（ケアマネジャー）  

 

・居宅介護支援、介護予防支援  

 

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

介護保険事業収入  20,119 千円  

事業活動収入計  20,119 千円  

人件費支出  17,925 千円  

事業費支出  1,291 千円  

事務費支出  96 千円  

事業活動支出計  19,312 千円  

事業活動資金収支差額  807 千円  

施設整備

等・その他

の活動によ

る収支  

施設整備等収入計  0 千円  

施設整備等支出計  80 千円  

施設整備等資金収支差額  △80 千円  

その他の活動収入計  0 千円  

その他の活動支出計  727 千円  

その他の活動資金収支差額  △727 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

 

 

14．訪問介護事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) ホームヘルプサービス事業  

（ホームヘルパー）   

 

・介護保険事業  

（訪問介護、介護予防・日常生活支

援総合事業）  

 

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

介護保険事業収入  15,948 千円  

事業活動収入計  15,948 千円  

人件費支出  13,346 千円  

事業費支出  2,391 千円  

事務費支出  83 千円  

事業活動支出計  15,820 千円  

事業活動資金収支差額  128 千円  

施設整備

等・その他

の活動によ

る収支  

施設整備等収入計  0 千円  

施設整備等支出計  128 千円  

施設整備等資金収支差額  △128 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  
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15．居宅介護事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) ホームヘルプサービス事業  

（ホームヘルパー）   

 

・障がい福祉サービス事業  

（居宅介護）  

 

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

障害福祉サービス等事業収入  2,766 千円  

事業活動収入計  2,766 千円  

人件費支出  2,101 千円  

事業費支出  538 千円  

事業活動支出計  2,639 千円  

事業活動資金収支差額  127 千円  

施設整備

等・その他

の活動によ

る収支  

施設整備等収入計  0 千円  

施設整備等支出計  127 千円  

施設整備等資金収支差額  △127 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

 

 

16．移動支援事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) ホームヘルプサービス事業  

（ホームヘルパー）   

 

・地域生活支援事業（移動支援）  

 

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  

障害福祉サービス等事業収入  520 千円  

事業活動収入計  520 千円  

人件費支出  383 千円  

事業費支出  137 千円  

事業活動支出計  520 千円  

事業活動資金収支差額  0 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

 

 

17．シルバー人材センター事業  サービス区分  

 

事業内容              予算内容                   （単位：千円） 

(1) シルバー人材センター事業   

 

 

 

 

 

勘定科目  金  額  

事業活動に

よる収支  
シルバー人材センター事業収入  28,601 千円  

事業活動収入計  28,601 千円  

人件費支出  5,595 千円  

事業費支出  22,879 千円  

事務費支出  67 千円  

負担金支出  60 千円  

事業活動支出計  28,601 千円  

事業活動資金収支差額  0 千円  

当期資金収支差額合計  0 千円  

 

 

 

 


