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令和３年度 社会福祉法人能勢町社会福祉協議会 事業計画 

 

 

１ 基本方針  

 

近年、人々の価値観やライフスタイルの多様化や新型コロナウイルス感染症の拡大などによ

り、地域における交流の場の減少やつながりの希薄化など、地域生活や福祉を取り巻く状況は

変化し、少子高齢化や核家族化が進み、家庭や地域での支え合いが弱まり、地域福祉を支える

担い手の不足が懸念されます。また、孤立死や自殺、ひきこもりなどの社会的孤立、経済的困

窮や低所得世帯などの生活困窮者の問題、判断能力の低下した人たちの権利擁護など、地域に

おける生活課題はますます複雑化、深刻化しています。  

その中で国では、地域住民や地域の困りごとを「自分のこと」として捉え、人と人、人と資

源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地

域をともに創っていく『地域共生社会』の実現をめざしています。  

本会としても、地域住民、関係機関・団体、ボランティア、社会福祉施設などの方々と民間

計画（協働）の「地域福祉活動計画」並びに、本会の組織運営基盤強化に向けた計画の「社協

発展・強化計画」を一体的に策定しました。  

第３次能勢町地域福祉活動計画の基本目標「みんながつながる地域づくり」、「地域で見守る・

支え合う地域づくり」、「安心のシステムづくり」を掲げて、地域住民、関係機関・団体、事業

者等と連携し、社協発展・強化計画の「あらゆる生活課題への対応」、「地域のつながりづくり

の再構築」などの地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合いながら安心して暮らすこと

ができる「ともに生きる豊かな地域社会」の取組を推進していきます。  

 

 

２ 重点事業 

 

(１) 広報・啓発活動の強化  

(２) 地域福祉活動計画の推進  

(３) 新しい生活様式下での地域福祉活動等の推進  

(４) 災害ボランティアセンターの取組  

(５) 生活・福祉相談の強化  

(６) 第 1 層協議体の推進（生活支援体制整備事業）  

(７) 新しい助け合い活動の検討（シルバー人材センター）  
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３ 事業内容（活動別） ※重点事業は、網掛   をしています。  

 

➊ 法人運営の活動 

 

法人運営の充実強化については、組織運営・啓発活動の強化、会員募集の周知徹底を行います。 

地域福祉活動の充実強化については、地域福祉活動計画の推進を行い、並びに地域福祉活動計

画推進委員会の運営を行います。  

新型コロナウイルス感染症等における対策については、リモート研修・地域福祉活動の進め方

における相談支援など、新しい生活様式下での地域福祉活動等の推進を図ります。  

ふれあいバザーについては、福祉啓発・財源確保の一環として開催します。  

 

1．組織運営の強化  

(１) 理事会・評議員会の運営等  

(２) 研修会等の開催  

2．広報・啓発活動の強化 

(１) 社協だよりの発行  

(２) ホームページの充実（改善）  

3．会員募集  

(１) 一般会費、賛助会費等の募集（周知の徹底）  

4．地域福祉活動計画推進委員会の運営〈年 3 回程度〉  

(１) 地域福祉活動計画の推進  

(２) 地域福祉計画推進委員会へ参画  

5．新しい生活様式下での地域福祉活動等の推進（リモート研修等）  

6．ふれあいバザーの実施  

 

 

➋ 地域の助け合い活動 

 

地域の助け合い活動の支援については、地区福祉委員会活動・小地域ネットワーク活動の支援

を行い、更なる地域福祉活動強化のため、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・小地域ネットワーク活動の支援  

(１) 地区福祉委員会委員長連絡協議会の開催  

(２) 地区福祉委員会活動（6 地区）・住民活動の支援  

(３) 研修会の開催（地区合同研修会）〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

(４ )活動に必要な備品等（公用車含む）の貸出  

(５) 活動拠点（旧保育所）維持管理  

２．地域共生社会推進事業の支援  

(１) 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  
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➌ ボランティア活動 

 

ボランティアセンターについては、登録、コーディネート、ボランティア活動の支援、研修会

の開催を行います。災害ボランティアセンターの取組については、災害ボランティアセンター関

係者会議、災害研修会等を開催します。  

能勢ふれあいフェスタについては、福祉・ボランティア啓発を推進するため開催します。  

 

１．ボランティアセンターの運営  

(１)登録、コーディネート、ボランティア保険取扱  他  

(２)ボランティア活動の支援  

① ふれあい会食の支援  

② ふれあいミニデイサービスの支援  

③ 個人・グループ活動の支援  

(３)研修会の開催（ボランティア講座等）〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

２．災害ボランティアセンターの取組  

(１)災害ボランティアセンター関係者会議（ネットワーク会議）  

(２)災害研修会〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

３．能勢ふれあいフェスタの開催  

 

 

➍ 生活・福祉相談 

 

地域の生活・福祉相談については、心配ごと相談、CSW 活動により相談援助活動を行い、自

立生活の支援については、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〈年 6 回〉（事務局：随時受付）  

２．コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の活動  

(１) ＣＳＷ連絡会の開催（豊能・三島 V 含む） 

(２) 民生委員児童委員協議会への支援  

(３) 関係機関・団体との連携  

３．大阪府生活福祉資金の貸付  

４．日常生活自立支援事業  
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➎ 見守り・支え合い活動 

 

見守り・支え合い活動については、ボランティア・施設・団体と連携し、ふれあい給食サービ

スを実施します。年末には、民生委員児童委員協議会の協力のもとおせち料理の配食を行います。 

地域自立生活支援事業（見守り訪問）については、ひとり暮らし高齢者等への見守りを行いま

す。生活支援体制整備事業については、地域住民、関係機関・団体、事業者等と連携し、地域に

おける支えあいの体制づくりを行います。  

 

１．ふれあい給食サービスの実施  

(１) 調理・配食ボランティアの調整  

(２) ボランティア・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の実施（生活支援コーディネーターの活動）  

(１) 地区福祉委員会活動へ参画（第 2 層協議体）  

(２) 第 1 層協議体の推進 

(３) 研修会の開催（まちづくり研修会等）〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

(４) 関係機関・団体との連携  

５．外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業  

 

➏ 組織・団体の活動 

 

組織・団体活動の支援については、施設・事業所・団体（グループ）で構成する各組織の運営

支援を行い、地域貢献活動・地域福祉活動の支援を行います。  

また、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の推進  

２．障がい施設等連絡会の支援  

３．介護保険事業所連絡会の支援  

４．ボランティア連絡会の支援  

５．子育てサロン「にこにこ」の支援  

６．共同募金活動の推進（地区募金会）  

７．献血推進事業の推進（献血推進協議会）  
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➐ 運送・貸出サービス 

 

運送・貸出サービスについては、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を行います。  

在宅の高齢者・障がい者等の支援として、車いすの貸出を行います。  

 

１．公共交通空白地有償運送事業の実施（ふれあい号）  

(１) 運転ボランティアとの連携  

(２) 講習会等の開催  

２．ふれあいセンターの管理運営（指定管理）  

(１) 施設管理等  

３．車いすの貸出  

 

 

➑ 介護・障がい福祉サービス 

 

介護・障がい福祉サービスについては、居宅介護支援事業、ホームヘルプサービス事業の充実強

化を図ります。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．居宅介護支援事業の推進（ケアマネジャー）  

(１) ケアプラン作成、認定調査の実施  

(２) 関係機関の会議・連絡会等への参画  

(３) 関係機関との連携  

２．ホームヘルプサービス事業の推進（ホームヘルパー）  

(１) ホームヘルパー派遣  

(２) 関係機関の会議・連絡会等への参画  

(３) 関係機関との連携  

 

 

➒ シルバー人材センター  

 

シルバー人材センター事業については、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の充実強化を行います。  

 

１．会員募集の徹底及びセンターの周知拡大  

２．新しい助け合い活動の検討  

３．会員研修会の開催〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

４．技能習得等研修会の開催〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

５．生きがい対策に関する活動推進  

６．大シ協北部ブロック合同フェスティバルの参加  



- 6 - 

 

４ 事業内容（会計別） 

 

 

❶ 法人運営事業 サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) 組織運営強化  

組織運営の基盤強化として、社協発展・強化計画推進のため、理事会・評議員会等の運営、研修会等を

行います。  

➀  理事会・評議員会の運営  

➁  研修会等の開催  

 

(２) 広報・啓発活動  

 社協事業・地域福祉活動等の発展・強化のため、活動の周知を図ります。  

➀  社協だよりの発行   

➁  ホームページの充実（改善）  

 

(３) 会員募集  

地域福祉活動への理解や参画を得、社協活動に対する住民みなさんの関心を深めるとともに、地域福祉

の向上を目的に、住民世帯・個人・団体・法人の方々へ会員募集（一般会員、賛助会員、特別賛助会員）

を行います。  

➀  一般会費、賛助会費等の募集（周知の徹底）  

 

(４) 地域福祉活動計画推進委員会の運営  

地域福祉や社会福祉に関する機関・団体の方々と協力して、地域福祉推進を目指して「地域福祉活動計

画」を推進します。  

➀  地域福祉活動計画推進委員会の運営〈年 3 回程度〉  

➁  地域福祉活動計画の推進  

➂  地域福祉計画推進委員会へ参画  

 

(５) 地域自立生活支援事業の実施（見守り訪問）  

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を中心に、その対象者宅を訪問することにより、高齢者の安全

を確保するため見守り訪問を実施します。    

➀ 見守り訪問の実施  
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(６) 共同募金活動の推進  

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで、赤い羽根共同募金運動を実施します。  

➀  地区募金会の運営  

➁  共同募金の実施  

 

(７) ふれあいバザーの実施  

地域福祉・ボランティアの活動を広めることと、福祉啓発事業の「能勢ふれあいフェスタ」を盛り上げ、

住民交流の場所作りとして、社協ふれあいバザーを実施します。   

➀ ふれあいバザーの実施  

 

(８) 車いすの貸出  

高齢者・障がい者や一時的な病気・けがをされた方などを対象に、車いすを貸出します。  

➀ 車いすの貸出  

 

(９) 新しい生活様式下での地域福祉活動等の推進（リモート研修等）  

新型コロナウイルス感染症等における対策については、リモート研修・地域福祉活動の進め方における相

談支援など、新しい生活様式下での地域福祉活動等の推進を図ります。  

➀ 新しい生活様式下での地域福祉活動等の推進（リモート研修等）  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

法人運営事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記）  

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

会費収入  １，４４５ 施設整備等収入計  (4) ０ 

寄附金収入  ８００ 施設整備等支出計  (5) ０ 

経常経費補助金収入  １，６２０ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

事業収入  ２０８ その他の活動収入計  (7) ６，６００ 

受取利息配当金収入  ２ その他の活動支出計  (8) ８，７５９ 

その他の収入  １２０ その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) △２，１５９ 

事業活動収入計  (1) ４，１９５ 予備費支出（10） ０ 

事務費支出  １，７８８ 当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

負担金支出  ２４８ 前期末支払資金残高  (12) ０ 

事業活動支出計  (2) ２，０３６ 当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) ２，１５９ 収入計  (1)+(4)+(7) １０，７９５ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  １０，７９５ 
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❷ 小地域ネットワーク活動推進事業  サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) 地区福祉委員会活動の支援  

社協とともに、地域福祉の推進を図ることを目的に設置され、各種団体や関係者などで構成されている

住民主体の組織です。各地域の活動を支援します。  

➀ 地区福祉委員会活動の支援  

 

(２) 小地域ネットワーク活動の支援  

小地域（旧小学校区）を単位として、地区福祉委員会を中心としながら要援護者一人ひとりを対象に、

地域住民による支え合い・助け合い活動が行われています。各地域の活動を支援します。  

➀ 地区福祉委員会委員長連絡協議会の開催  

➁ 地区福祉委員会活動（6 地区）・住民活動の支援  

➂ 研修会の開催（地区合同研修会）〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

➃ 活動に必要な備品等（公用車含む）の貸出  

➄ 活動拠点（旧保育所）維持管理  

 

(３) 地域共生社会推進事業の支援  

人口減少や少子高齢化により、今まで以上に地域での支え合いが必要になっていくことから、地区福祉

委員会が中心となり、人づくりや住民相互の支え合い機能を強化し、だれもが地域でいきいきと生活でき

るよう地域課題の解決を図るため実施します。  

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  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

小地域ネットワーク活動推進事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記）  

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

経常経費補助金収入  １６，７２９ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業活動収入計  (1) １６，７２９ 施設整備等支出計  (5) ２，０００ 

人件費支出  １１，１００ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) △２，０００ 

事業費支出  ６８１ その他の活動収入計  (7) １，８６０ 

  助成金支出  ４，８０８ その他の活動支出計  (8) ０ 

事業活動支出計  (2) １６，５８９ その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) １，８６０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) １４０ 予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) １８，５８９ 

  支出計  (2)+(5)+(8) １８，５８９ 
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❸ ボランティア活動推進事業  サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) ボランティアセンターの運営  

ボランティアの相談、登録、ボランティア保険の加入など、さまざまなボランティアへの支援を実施し

ます。また、地域のボランティア活動の拠点としての役割を果たします。  

➀  登録、コーディネート、ボランティア保険取扱  他  

➁  ボランティア活動の支援   

◇ふれあい会食の支援  ◇ふれあいミニデイサービスの支援  ◇個人・グループ活動の支援  

➂  研修会の開催（ボランティア講座等）〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

 

(２) 災害ボランティアセンターの取組  

風水害や地震などの大規模災害が発生した際に、被災地の支援ニーズの把握・整理を行うとともに、支

援活動を希望する個人や団体の受け入れ調整やマッチング活動を行う災害ボランティアセンター設置に向

け、関係者会議の開催、実地訓練等の研修会を開催します。  

➀  災害ボランティアセンター関係者会議（ネットワーク会議）  

➁  災害研修会〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

ボランティア活動推進事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記） 

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

事業収入  ２０ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業活動収入計  (1) ２０ 施設整備等支出計  (5) ０ 

事業費支出  ４００ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

事業活動支出計  (2) ４００ その他の活動収入計  (7) ３８０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) △３８０ その他の活動支出計  (8) ０ 

  その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) ３８０ 

  予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) ４００ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  ４００ 
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❹ ふれあい給食サービス事業  サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) ふれあい給食サービスの実施  

高齢者や障がい者等に対して、食事の定期的な提供を通じて、健康の保持、疾病の予防を図るとともに、

配食時に安否確認を実施することにより、在宅生活を支援することを目的として実施します。  

➀  調理・配食ボランティアの調整  

➁  ボランティア・施設との連携（見守り体制づくり）  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

ふれあい給食サービス事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記）  

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

事業収入  ３，６８８ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業活動収入計  (1) ３，６８８ 施設整備等支出計  (5) ０ 

事業費支出  ３，６８８ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

事業活動支出計  (2) ３，６８８ その他の活動収入計  (7) ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) ０ その他の活動支出計  (8) ０ 

  その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) ０ 

  予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) ３，６８８ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  ３，６８８ 
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❺ いきいき地域支援事業  サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) 心配ごと相談の開催  

気軽に相談できる窓口として、日頃の悩みごとや、あらゆる生活上の心配ごとについて、相談を受け付

けています。必要によっては、関係機関を紹介します。  

➀ 心配ごと相談の開催  年 6 回開催（事務局：随時受付）  

 

(２) コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の活動  

地域で困っている人と必要な支援を結びつけたり、地域福祉活動を活性化させるなど主に「地域福祉の

つなぎ役」を行い、地区福祉委員会活動支援や支援を要する人に対する相談と個別支援など行います。  

➀  ＣＳＷ連絡会の開催（豊能・三島 V 含む）  

➁  民生委員児童委員協議会への支援  

➂  関係機関・団体との連携  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

いきいき地域支援事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記） 

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

受託金収入  ５，４００ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業活動収入計  (1) ５，４００ 施設整備等支出計  (5) ０ 

人件費支出  ５，４００ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

事業費支出  １７７ その他の活動収入計  (7) １７７ 

事業活動支出計  (2) ５，５７７ その他の活動支出計  (8) ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) △１７７ その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) １７７ 

  予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) ５，５７７ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  ５，５７７ 
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❻ 生活支援体制整備事業  サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) 生活支援体制整備事業の実施（生活支援コーディネーターの活動）  

生活支援コーディネーターを配置し、地域の状況や支援ニーズを把握することから、地域住民主体の生

活支援サービスの創出、住民相互の支え合い体制・関係性の構築をめざし住民の支え合い・助け合い活動

を推進します。  

➀  地区福祉委員会活動へ参画（第 2 層協議体）  

➁  第 1 層協議体の推進  

➂  研修会の開催（まちづくり研修会等）〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

➃  関係機関・団体との連携  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

生活支援体制整備事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記）  

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

受託金収入  ８，０００ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業活動収入計  (1) ８，０００ 施設整備等支出計  (5) ０ 

人件費支出  ７，４２８ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

事業費支出  ５７２ その他の活動収入計  (7) ０ 

事業活動支出計  (2) ８，０００ その他の活動支出計  (8) ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2)  その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) ０ 

  予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) ８，０００ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  ８，０００ 
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❼ 共同募金配分金事業 サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) 能勢ふれあいフェスタの開催  

子ども・高齢者・障がい者、地域住民、みんなが地域福祉に関心を持ち、楽しく集い、ふれあい、相互

理解を深める新たな場の創造をめざして、ふれあいフェスタを開催します。  

 

(２) 広報・啓発活動  

社協事業・地域福祉活動等の発展・強化のため、活動の周知を図ります。  

 

(３) ふれあい会食の支援・おせち料理の配食  

 

1⃣ ふれあい会食の支援  

ひとり暮らし高齢者を対象に、手づくりの会食を提供し健康の保持・増進を図ることを目的として実

施します。  

 

2⃣ おせち料理の配食  

ひとり暮らしの高齢者を対象に、年末におせち料理を配食します。  

 

(４) 組織・団体の活動支援  

 

1⃣ 社会福祉施設地域貢献委員会の推進  

社会福祉施設と社会福祉協議会が連携し、様々な地域福祉課題に協働して取り組み、地域福祉の向上

に寄与することを目的に開催します。  

 

2⃣ 障がい施設等連絡会の支援  

障がい関係施設と社会福祉協議会が連携し、施設内資源・ノウハウを生かし、社会資源を活用しなが

ら、障がいのある人にとって暮らしやすい町になるよう、障がい者理解、施設理解を高めるために開催

します。  

 

3⃣ 介護保険事業所連絡会の支援  

介護保険法に規定する事業者で組織し、より質の高いサービス提供を追求し地域の介護レベル向上に

寄与するため、各事業者間の緊密な連帯等により、利用者の視点に立った良質な介護サービスの提供を

めざすことを目的として開催します。  

 

4⃣ ボランティア連絡会の支援  

能勢町社協ボランティアセンターに登録しているボランティアグループが任意で集まり、自分達の活

動だけでなく町内のボランティア活動への参加、情報・意見交換などを行います。  
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5⃣ 子育てサロン「にこにこ」の支援  

子育て中の若い親の方々の育児不安や、孤立を軽減するために親同士の交流する場をつくり、仲間づ

くりの援助を目的に実施します。  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

共同募金配分金事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記）  

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

経常経費補助金収入  １，７００ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業活動収入計  (1) １，７００ 施設整備等支出計  (5) ０ 

事業費支出  １，４００ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

助成金支出  ３００ その他の活動収入計  (7) ０ 

事業活動支出計  (2) １，７００ その他の活動支出計  (8) ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) ０ その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) ０ 

  予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) １，７００ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  １，７００ 
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❽ 日常生活自立支援事業  サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) 日常生活自立支援事業  

日常の中で、自分で判断することが不安になってきた方を対象に、福祉サービス利用の相談支援、預金

の払い戻しや預け入れの代行、通帳の預かりなどを行います。  

➀  判断能力不十分な方の日常の金銭管理等の手伝いなど  

➁  相談援助  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

日常生活自立支援事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記）  

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

受託金収入  ４９６ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業収入  ３１ 施設整備等支出計  (5) ０ 

事業活動収入計  (1) ５２７ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

人件費支出  ３８０ その他の活動収入計  (7) ０ 

事業費支出  １４７ その他の活動支出計  (8) ０ 

事業活動支出計  (2) ５２７ その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) ０ 予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) ５２７ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  ５２７ 
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❾ 資金貸付事業 サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) 大阪府生活福祉資金の貸付  

低所得者、高齢者及び障がい者などで償還が見込める世帯を対象に、低利で必要な資金を貸付し、安定

した生活を営むために相談受付を行います。  

➀  低所得者・高齢者・障がい者等への生活福祉資金の貸付・相談  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

資金貸付事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

経常経費補助金収入  １，５２０ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業収入  １００ 施設整備等支出計  (5) ０ 

事業活動収入計  (1) １，６２０ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

人件費支出  ３２３ その他の活動収入計  (7) ０ 

事業費支出  １，１７７ その他の活動支出計  (8) ０ 

事務費支出  １２０ その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) ０ 

事業活動支出計  (2) １，６２０ 予備費支出（10） ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) ０ 当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) １，６２０ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  １，６２０ 
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❿ 献血推進事業 サービス区分 

 

１．事業内容 

 

(１) 献血推進事業の推進  

献血への意識向上、普及を図るため、町内で献血車による献血を行います。  

➀  献血推進協議会の運営  

➁  献血の実施  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

献血推進事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記） 

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

経常経費補助金収入  ８０ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業活動収入計  (1) ８０ 施設整備等支出計  (5) ０ 

事業費支出  ８０ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

事業活動支出計  (2) ８０ その他の活動収入計  (7) ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) ０ その他の活動支出計  (8) ０ 

  その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) ０ 

  予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) ８０ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  ８０ 
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⓫ ふれあいセンター管理運営事業  サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) ふれあいセンターの管理運営（指定管理）  

住民が気軽に集え、生きがい活動や世代間交流活動等を通じ、心身の健康増進を図る地域福祉活動の拠

点施設として、町より指定管理者の指定を受け運営します。  

➀  施設管理等  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

ふれあいセンター管理運営事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記） 

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

経常経費補助金収入  ７９９ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業収入  ３６ 施設整備等支出計  (5) ０ 

事業活動収入計  (1) ８４５ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

事業費支出  ８４５ その他の活動収入計  (7) ０ 

事業活動支出計  (2) ８４５ その他の活動支出計  (8) ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) ０ その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) ０ 

  予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) ８４５ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  ８４５ 
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⓬ 公共交通空白地有償運送事業 サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) 公共交通空白地有償運送事業の実施（ふれあい号）  

バス・タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び運転免許を保有しない住民等の外

出の利便を図ることにより、社会参加の促進及び交通空白地の解消をめざす公共交通空白地有償運送を行

います。  

➀  運転ボランティアとの連携  

➁  講習会等の開催  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

公共交通空白地有償運送事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記） 

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

会費収入  １２ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業収入  ８６０ 施設整備等支出計  (5) ０ 

事業活動収入計  (1) ８７２ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

事業費支出  ６６６ その他の活動収入計  (7) １３４ 

事務費支出  ３４０ その他の活動支出計  (8) ０ 

事業活動支出計  (2) １，００６ その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) １３４ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) △１３４ 予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) １，００６ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  １，００６ 
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⓭ 外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業  サービス区分 

 

１．事業内容 

 

(１) 外出自粛に伴い安否確認、居場所確保事業  

（ウイズコロナ、ポストコロナに対応した地域福祉活動モデルの開発）  

新型コロナウイルス感染症拡大防止により行事、イベント、グループ活動等が縮小、中止となっていま

す。特に高齢者等は、外出機会が少なくなり人と出会う機会が激減し情報等が得られにくくなっているた

め、訪問し情報提供・ニーズ把握を行い、並びに子ども・高齢者・障がい者の居場所づくりの確保を図り

ます。  

➀  見守り訪問（安否確認等）  

➁  情報提供パンフレット等の作成  

➂  研修会等の開催  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記） 

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

経常経費補助金収入  １，８５８ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業活動収入計  (1) １，８５８ 施設整備等支出計  (5) ０ 

事業費支出  １，８５８ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) ０ 

事業活動支出計  (2) １，８５８ その他の活動収入計  (7) ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) ０ その他の活動支出計  (8) ０ 

  その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) ０ 

  予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) １，８５８ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  １，８５８ 
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⓮ 居宅介護支援事業 サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) 居宅介護支援事業の推進（ケアマネジャー）  

〈居宅介護支援、介護予防支援の実施〉  

介護保険の認定を受けた方について、ご本人の希望や心身の状態・家族状況にあった総合的な、サービ

ス計画（ケアプラン）の作成を行っています。また、市町村より介護保険認定調査の委託を受け調査を行

います。  

➀  ケアプラン作成、認定調査の実施  

➁  関係機関の会議・連絡会等への参画  

➂  関係機関との連携  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

居宅介護支援事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記） 

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

介護保険事業収入  １８，６３６ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業活動収入計  (1) １８，６３６ 施設整備等支出計  (5) １３２ 

人件費支出  １５，４４２ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) △１３２ 

事業費支出  １，８１５ その他の活動収入計  (7) ０ 

事務費支出  ９０ その他の活動支出計  (8) １，１５７ 

事業活動支出計  (2) １７，３４７ その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) △１，１５７ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) １，２８９ 予備費支出（10） ０ 

  当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) １８，６３６ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  １８，６３６ 
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⓯ ホームヘルプサービス  サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) ホームヘルプサービス事業の推進（ホームヘルパー）  

〈訪問介護・居宅介護・移動支援の実施〉  

介護保険の認定を受けた方、障がい福祉サービスの支給決定を受けた方について、ホームヘルパーが自

宅を訪問して、身体介護、生活援助等を行います。  

➀  ホームヘルパー派遣  

➁  関係機関の会議・連絡会等への参画  

➂  関係機関との連携  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

ホームヘルプサービス事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記） ※訪問介護、居宅介護、移動支援を合算。 

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

介護保険事業収入  １９，６２０ 施設整備等収入計  (4) ０ 

障害福祉サービス等事業収入  ３，４６８ 施設整備等支出計  (5) ７７ 

事業活動収入計  (1) ２３，０８８ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) △７７ 

人件費支出  １９，５１６ その他の活動収入計  (7) ０ 

事業費支出  ３，２６８ その他の活動支出計  (8) ０ 

事務費支出  ２２７ その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) ０ 

事業活動支出計  (2) ２３，０１１ 予備費支出（10） ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) ７７ 当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) ２３，０８８ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  ２３，０８８ 
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⓰ シルバー人材センター事業  サービス区分 

 

 

１．事業内容 

 

(１) シルバー人材センター  

会員の技術・知識・経験・能力等を充分に生かし、会員相互の連帯のもと、発注者からの仕事を受け、

各人の希望や能力に応じた仕事を提供し、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

ざします。  

➀  会員募集の徹底及びセンターの周知拡大  

➁  新しい助け合い活動の検討  

➂  会員研修会の開催〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

➃  技能習得等研修会の開催〈※冊子・映像物等の作成に変更も含む〉  

➄  生きがい対策に関する活動推進  

➅  大シ協北部ブロック合同フェスティバルの参加  

 

 

２．予算内容（単位 :千円）  

 

シルバー人材センター事業  収支予算額  （資金収支内訳表を転記） 

事業活動収支  金額（千円） 施設整備等  ・ その他の活動  による収支  金額（千円） 

シルバー人材センター事業収入  ３０，１６５ 施設整備等収入計  (4) ０ 

事業活動収入計  (1) ３０，１６５ 施設整備等支出計  (5) ４４４ 

人件費支出  ５，４５５ 施設整備等資金収支差額  (6)=(4)-(5) △４４４ 

事業費支出  ２４，２１１ その他の活動収入計  (7) ０ 

事務費支出  ２５ その他の活動支出計  (8) ０ 

負担金支出  ３０ その他の活動資金収支差額  (9)=(7)-(8) ０ 

事業活動支出計  (2) ２９，７２１ 予備費支出（10） ０ 

事業活動資金収支差額  (3)=(1)-(2) ４４４ 当期資金収支差額合計  (11)=(3)+(6)+(9)-（10） ０ 

  前期末支払資金残高  (12) ０ 

  当期末支払資金残高  (11)+(12) ０ 

  収入計  (1)+(4)+(7) ３０，１６５ 

  支出計  (2)+(5)+(8)  ３０，１６５ 

 

 


