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社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会 

  



平成 31 年度事業計画 

 
 

今、社会福祉分野の施策動向の柱となっているのが、地域共生社会の実現です。 

これは、「子供・高齢者・障害者などすべての人々が、地域・暮らし・生きがいを共

に創り、高めあうことができる」社会をめざすもので、「支え手」と「受け手」に分か

れるのではなく、地域のあらゆる住民がそれぞれに役割を持ち、相互に支えあいながら

暮らしていける社会の実現をめざしています。 

本会の地域共生社会の取り組みとしては、包括的な支援体制の構築に向けて、本会の

相談業務と関係機関との連携により、複合的な課題に対応するしくみづくりを検討して

いきます。また、小地域福祉活動事業や生活支援体制整備事業の推進による地域の支え

あいのしくみづくりを推進することなどの取り組みもはじめており、今年度も引きつづ

き同活動の強化と新たな地区への事業の展開を話し合う機会を設ける共に、福祉教育の

推進により、多くの人が福祉に関心をもち共に生きる社会づくりの構築と担い手の育成

につなげたいと思います。 

また、本年度は、第1期地域福祉推進計画の最終年度になるため、「第2期地域福祉推

進計画」を策定することになります。今後の地域福祉活動の方向性を示す重要な計画と

なりますので、嘉手納町における福祉ニーズに対応した計画を策定していきたいと考え

ております。 

昨年度は、理念・行動指針を策定しました。本年度においては、全職員が理念と行動

指針を共通認識し全事業に取り組み、本会の方向性と行動を統一することで、法人運営

の活性化と組織力の強化、職員の連携につなげると共に、働きがいのある職場の構築を

図りたいと考えております。 

以下、平成31年度における事業について説明します。 

 

 

 ●嘉手納町社会福祉協議会「理念・行動指針」 

 

理 念 

私たち嘉手納町社会福祉協議会は、町民ひとり一人の自分らしい暮らしづくり、 

活躍できる場づくり、人とのつながり・支えあいづくりに取り組み、『ひとり一人の 

しあわせ広がる嘉手納町』の実現を目指します。 

 

 

 

■基本方針 



 

 

行動指針 

一、私たちは、理念に向かって組織の一員であることを自覚し行動します。 

一、私たちは、ひとり一人の可能性を信じ大切な存在として受けと止めます。 

一、私たちは、思いやりの気持ちを持ち、相手の立場に立って考え行動します。 

一、私たちは、職員同士、積極的に話しあいの場をつくり、お互いに理解し 

協力します。 

一、私たちは、多くのつながりに支えられていることを意識し、感謝の気持ちを 

大切にします。 

 

 

 

 
 

① 理念・行動指針を活用した法人運営 

理念・行動指針を具現化するため、諸会議の定期的な開催により職員同士の連携を深

め働きがいのある職場づくりへとつなげる。 

 

② 支えあいの地域づくりの推進 

地域共生社会で必要とされる支えあいの地域づくりを、小地域福祉活動事業と生活支 

援体制整備事業を通して推進する。また、福祉教育を通してその基盤となる町民の意識 

啓発を図る。 

   

③ 社会福祉法人の地域貢献への取り組み 

 社会福祉法の制度改正で義務付けられた社会福祉法人の地域貢献について、町内の社

会福祉法人と取り組みについて検討する場を設ける。 

 

  

■重点項目 



 
 

【1】 組織運営 

① 会務の運営及び連絡調整 

１）理事会・評議員会の開催 

２）理事・評議員の研修会の開催（年１回予定） 

３）正副会長・事務局長会議の開催 

   ４）事務局会議及び係、事業所会議の開催 

   ５）事務局拡大会議の及び職員全体会議の開催 

 

② 会員組織の強化と自主財源の確保 

１） 社協会員の募集 

社協の活動を住民へ理解を深めてもらうため、広報活動を工夫し、更なる会員

増へ繋げる。 

  ・戸別会員  ・賛助会員  ・特別会員 

 

③ 職員の資質の向上 

１） 人材育成事業（個別面談、全体研修、他） 

安定的な法人運営を実施するには、財源は元より人材の確保も重要である。そ

れには、職員の心身の健康の保持や職場環境の整備なども含めて改善していくこ

とで、「働きやすく、やりがいのある職場」につながる。こうした環境が有能な職

員の長期勤続につながり安定的な社協活動を実現することが可能となる。また、

多様化する福祉課題に対応するため、職員の自己研鑽を含めて人材育成事業を実

施する。 

２） 各種研修会への派遣 

３） 内部研修会の実施 

 

④ 地域福祉推進計画の推進 

今年度は計画の見直しの年度となるため、現状を踏まえた上で、担当課とともに策

定委員会の運営等行いながら、総合相談支援体制の構築、そして権利擁護支援の方

向性も考慮しつつ、嘉手納町における地域共生社会の実現に向けて、第２期地域福

祉推進計画の策定を行う。 

 

⑤ 総合福祉センターの指定管理運営事業 

１） より多くの町民の方が利用しやすいセンターとするためサービス向上に努める。 

■実施事業 



２） 火災・自然災害を想定した避難訓練の実施 

 

⑥ 法人広報・啓発事業 

１） 社協だよりの発行（年４回） 

２） ホームページ・ブログ・フェイスブック等による情報発信 

 

【2】コミュニティソーシャルワーク事業の推進 

地域福祉推進計画に位置付けられているコミュニティソーシャルワーク事業も、５

年目を迎える平成３１年度においては、改めて推進計画（下記に記載）に立ち返り事

業を推進する。 

地域課題の把握を徹底し、地域課題の発見から適切な支援につなげる支え合いの仕

組みづくりとネットワークの形成を図る。 

・個別支援の充実 

（制度の狭間に落ちることのない、孤立する方々がいない地域づくりへ向けて、個別 

支援を積み重ねていく） 

・小地域福祉活動の展開 

・生活支援体制整備事業（高齢）や地域生活支援事業（障がい）等との連携 

・地域ネットワーク会議の開催 

 

 

【3】支え合うまちづくりの推進 

① 各種社会福祉関係諸団体事業 

各団体が地域の変化や会員の減少・高齢化により組織のあり方を見直す時期にあるこ

とに変わりはない。よって継続的に各団体と意見交換を行い必要な支援をすすめる。そ

れぞれの強みを活かした、連携・協働によるまちづくりを進めていく。 

（福祉団体） 

  ・嘉手納町老人クラブ連合会 ・NPO 法人嘉手納町母子寡婦福祉会 

・嘉手納町障がい福祉協会 ・嘉手納町精神療養者家族会 

・嘉手納町民生委員児童委員協議会 

 

② 福祉団体助成事業 

福祉団体へ社協助成金及び共同募金の配分事業として助成し活動を支援する。また、

助成及び配分の方法について再検討する。 

 

③ 福祉団体連絡会議 

 



④ 福祉団体合同新年会「初春の集い」の開催 

 

⑤ 心配ごと相談所事業 

住民の日常生活上のあらゆる相談に応じて、適切な助言・援助を行い、住民の福祉

の向上を図る。開催日は、月２回（第 2・4 金曜日）とする。 

会場：総合福祉センター（毎週第 2・第 4 金曜日：午後 2 時～午後 5 時） 

※事前予約制、相談員：弁護士 4 名 

※金曜日が休日の場合は、前日に開催 

 

⑥ 赤い羽根共同募金運動 

社協の福祉事業の財源となる赤い羽根共同募金運動の募金活動への理解と協力を

依頼し、募金活動を推進するとともに、配分金のあり方を見直していく。 

 

⑦ 歳末たすけあい募金運動 

歳末の時期において募金活動を実施し、要援護者等への支援を図る。 

 

⑧ 生活支援体制整備事業［町受託事業］ 

前年度の目標、「話し合いの場の仕組みづくり」「住民参加型の有償サービス」を今年

度においての継続し、下記の内容でさらに推進していく。 

１）移動販売の取り組みとリンクさせながら、つどい・交流の場の創出を図る。 

２）有償の支え合い活動の仕組みづくりを行うべく、担い手調査の実施から具体的な 

仕組みづくりの構築の検討を行う。 

３）取り組みの見える化（研究会しんぶんの発行など）により、全地域への事業の理 

解・啓発を図る。 

 

⑨ 母子・父子福祉事業 

ＮＰＯ法人嘉手納町母子寡婦福祉会の運営のさらなる充実を図り、安定した自主運

営、そして今後、母子会として必要な取り組みを検討していけるような支援を行う。 

 

⑩ 児童・青少年福祉事業 

１） 比謝川鯉のぼりフェスタ（平成31年4月28日（日）実施予定） 

すべての児童が健康で健やかに育つ事を願い、児童福祉週間の一環として鯉の

ぼりフェスタを開催する。フェスタでは、学校や町内企業・関係団体等の協力を

得て事業を実施し、本会と協力団体とのよりよい関係性の構築も図る。 

  

２） 児童福祉週間ポスターの配布による啓蒙活動 



⑪ 老人福祉事業 

高齢者の自立と生活の質の向上を目的に事業を実施する。 

１） 社協サロン 

制度やサービスにつながっていない閉じこもりがちな高齢者の方を対象に、社

会参加の場を提供し、仲間づくりの場、孤立感の解消、見守り、閉じこもりの防

止、介護予防、健康づくりを目的に実施する。また、関係機関、自治会等とも地

域で必要としている方が利用できるよう連携・強化を図る。 

 

２） ふれあい訪問事業 

友愛訪問の一環として、一人暮らし世帯、高齢者世帯を対象に、ボランティア

の訪問により、安否確認、話し相手などにより、孤独感を解消させ、明るく豊か

な生活を支える目的として実施する。今年度、利用者の状況把握やボランティア

の声を聴きながら、町内の関係団体とニーズに合った支援づくりの推進を図る。 

３） 老人クラブ事務局 

４） 老人福祉週間ポスターの配布による啓蒙活動 

 

⑫ 障がい児・者福祉事業 

障がい児・者の自立支援と社会参加、又、その家族の支援を図る為に事業を実施す

る。 

・嘉手納町障がい福祉協会の事務局支援 

 

⑬ 法外援護活動  

現行制度で対応が難しく困窮している住民に対し、緊急かつ一時的に支援を行うこ

とを目的とする。 

 

⑭ 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 

今年度より、基幹型から市町村型へ移行されるため、現契約者のサービス利用に滞り

が出ないよう、権利擁護支援としての専門性を学びながら、利用者支援の向上に努め

る。 

また新規利用希望者については、現状兼務体制でしか対応ができないため、ニーズ把

握を行いつつ、今年度見直しの地域福祉推進計画等において、嘉手納町での権利擁護支

援体制の方向性を確認、対応方法を検討していく。 

 

⑮ 生活福祉資金貸付事業 

所得の少ない世帯、障がい者や高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定

と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行う。 



⑯ 福祉バス運行事業 

福祉団体等の活動を支援する為に、福祉バスの運行を実施する。 

 

⑰ 苦情解決事業 

第三者委員を設置し対応を迅速に行う。 

 

⑱ 災害対応マニュアルの作成 

 

⑲ 制服リサイクル事業 

不要になった学生服を寄附していただき、必要な方へ提供する。 

  

⑳ フードバンク事業 

家庭や企業から期限が 1 カ月ほど残っている食料（缶詰・お米・インスタント食 

品など保存のきくもの）を寄附していただき、緊急で食料の支援が必要な方へ提供 

する。 

 

㉑ ごちゃまぜフェスタの開催（支え合うまちづくりの推進？） 

共に生きるまち（地域共生社会）の実現に向けて理解・啓発を意図したイベント

の実施 

ごちゃまぜ × ゆるやかなつながり ＝ 共に生きるまち（地域共生社会） 

 

 

 

 

 

 

 

㉒ 第８回嘉手納町社会福祉大会の開催 

  社会福祉の発展に功績のあった個人、事業者及び社会福祉関係者などを表彰し感謝の

意を表示するとともに、これからの、嘉手納町における地域福祉のあり方について、理

解を深めていくことを目的に開催する。 

 

【4】在宅福祉サービスの推進 

① 高齢者等食の自立支援事業（配食サービス）［町受託事業］ 

日常生活に支障のある在宅の高齢者及び心身に障害がある者に対し、食生活の改善

ごちゃまぜとは？ 

・子どもから高齢者まで『ごちゃまぜ』 

・事業所・民間・行政・社協『ごちゃまぜ』 

・障害福祉・老人福祉・地域福祉などなど『ごちゃまぜ』 

（今までの福祉の枠組み外し） 

 
 



及び安否確認を行い、福祉の向上を図る。 

   ・調理委託先：沖縄県高齢者協同組合 配菜ナビィ―（恩納村） 

    配食日：月曜日～土曜日（夕食） １食：普通食 480 円（個人負担 250 円） 

 

② 地域介護予防活動支援事業（ミニデイサービス）［町受託事業］ 

各区におけるミニデイサービスでは、集いの場・楽しいゆんたくの場としての機

能が充実してきている。しかし、運営する上でのボランティアの確保や利用者の増

加に伴う対象者の枠をどうするかなどの課題がある。今年度において、各区ミニデ

イサービス現状を把握しながら、要綱の見直しを検討し、課題の整理をおこなって

いく。 

・東区がんじゅう会 ・中央区あしびなー会 ・北区百の会 

・南区かりゆし会  ・西区ゆんたの会   ・西浜区ことぶきの会 

 

③ 障害者地域生活支援事業［町受託事業］ 

障がい児・者が自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、地域

の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効率的・効果的に実施す

る。 

障がい者についてのさらなる理解・啓発に努め、また、関係機関等のネットワー

クを強化し、障がいがあっても自立した豊かな暮らしを営むことができる環境整

備に努める。また、当事者そして家族が自分たちで自発的な活動が行えるためのつ

ながりの構築に取り組む。 

１）理解促進研修・啓発事業 

◇ペアレントトレーニング講座の開催 

◇理解・啓発に向けての講演会 

２）自発的活動支援事業（ゆんたく会の開催等） 

３）成年後見制度法人後見支援事業 

４）レクリエーション事業（ごちゃまぜレクの開催等） 

５）文化芸術活動支援事業（アフリカ太鼓の実施） 

６）声の広報等発行事業 

７）手話奉仕員養成講座 

８）その他の関連業務 

◇就労部会への協力等 

 

④ 地域活動支援センターてぃんがーらの運営［町受託事業］（障害者自立支援法） 

安心して過ごせる居場所を提供出来る環境作り、相談活動を通して利用者の相談 

支援事業等を強化。 



個々の問題や課題を解決する力を身につけられるように寄り添い関わる。 

 

１）居場所の提供 

２）生産活動による就労への向上心、レクリエーション等の自主的な活動及び地域住民

や他団体との交流 

３）買い物、食事、対人関係、生活習慣など日常生活に即した課題に対する個別な支援 

４）服薬管理や金銭管理、公的手続きなど、日常的な問題や個々人の悩み、不安などの 

解消を図る為、相談、助言及び関係機関への連絡 

５）利用者及びその家族の日常的な問題や個々人の悩み、不安等の解消を図る為、相談、

助言及び関係機関との連携を行う。 

６）障害特性に応じた個別支援計画を作成する。 

７）障害に対する理解を促進するための普及活動を行う。 

・相談員の配置：相談員(相談保健福祉士)による相談支援と障がい者に対する理解を即す

普及・啓発活動。 

 

主な活動内容 

調理実習(週１回)、買物支援(週１回)、おやつ作り(月１回)、 

太鼓、大正琴練習(月２回)、習字練習(月２回)、役場販売(第４水曜日) 

カラオケ BOX 利用(月１回) 野外活動(月１回)、図書館利用、ドライブ、 

ウォーキング 

 

⑤ わくわくクラブあすなろの運営（児童福祉法に基づく障害児通所支援事業） 

活動目標 

○ 子ども達全員のやってみたい事を知る 

○ 年１２回は子ども達がやりたい事を実現する 

○ 年６回は地域交流の機会をもつ 

  ・放課後等デイサービス事業の運営 

  ・児童発達支援事業の運営 

   

上記 2 事業は多機能型事業所として運営しており、子ども達が主体的に行動がで

きるように、自己選択、自己決定を基にわくわくすること、やってみたいことを実

現していけるよう支援する。 

 

⑥ 介護用品貸与事業（車いす） 

介護保険制度など制度利用までのつなぎ、入院時の外泊、骨折等による一時的な利

用が必要な方などへ貸し出す。 



【5】ボランティア活動支援・多方面からの福祉教育 

ボランティアの高齢化、固定化が進む一方で、担い手としてのボランティアへの期待

が高まるというギャップが生じている。そのような中で、ボランティア、住民参加型在

宅福祉サービス、コミュニティサービスについて、各事業における嘉手納町社協として

の考え方を整理しつつ事業を推進する。 

また、地域共生社会の実現が望まれるところであるが、そのためには、これまで地域

から疎外、あるいは無関心とされていた社会福祉問題への関心と理解を進めていく「福

祉教育」が重要である。そこで、「福祉教育」についてすべての社協職員が学び意識し、

「福祉教育事業」と「福祉教育機能」を持たせた事業展開を推進する。 

 

〇ボランティア・・・・・・・・・・自発的に行う無償の公益的な活動 

〇住民参加型在宅福祉サービス・・・実費弁償を超えた報酬を得る活動 

〇コミュニティサービス・・・・・・一定のノルマや義務がある地域貢献活動 

 

【実施事業】 

① ボランティア団体助成事業 

１） 手話サークルかでな 

２） 手話サークルノビルの会 

３） リーディングサービスあいあい 

 

② ボランティア・ＮＰＯ支援事業 

１） 個人ボランティア活動に関する相談・支援 

２） ボランティア団体活動に関する相談・支援 

３） ボランティア保険に関する相談・支援 

４） ボランティア感謝の集い 

５） 一人暮らし高齢者宅等清掃活動 

６） ２４時間テレビ募金活動 

７） ＮＰＯ団体に関する相談・支援 

８） ボランティアだよりの発行 

９） ボランティア情報交換会の開催 

 

③ ボランティアセンター拠点整備 

１） ボランティア（個人・団体）登録及び情報提供 

２） ボランティア活動等に必要な資材の整備及び貸与 

 

 



④ 福祉教育の推進 

１） 福祉教育協力校指定事業 

屋良小学校、嘉手納小学校、嘉手納中学校、嘉手納高校 

２） 福祉教育協力校連絡会の開催 

３） 福祉教育推進助成事業（公募） 

町内の保育園・幼稚園を対象に実施 

４） 小学生ボランティアスクール 

５） いもっ子サマースクール 

６） 学校・一般団体・企業への体験学習・研修への支援 

 

⑤ ボランティアとコミュニティサービスの違い、社協事業の根幹である「福祉教育」と

は何か、職員で学び合う場を設ける。（内部研修） 


