
 

平成２９年度社会福祉法人勝浦市社会福祉協議会事業計画 

 

 

基本方針 

 今日の社会福祉を取り巻く情勢は、少子・高齢化が進行するなかにおいて、住民の福祉に対する

需要は、ますます増大し、かつ複雑・多様化、高度化してきており、住民参加による地域福祉の推

進が一層重要となっています。 

 このような状況に対応していくため、地域福祉を推進する事業の展開と共に在宅福祉事業の推進、

各種福祉団体の育成強化及びボランティア活動の推進等、きめ細かな福祉施策を展開し、ふれあい

と支えあいに満ちた福祉社会づくりに努める。 

 

１．事業実施計画 

事  業  名 内          容 

１．会議等の開催 

 

１．理事会、監査会、評議員会、選任・解任委員会 

２．勝浦市貸付等審査委員会 

３．合同相談運営委員会 

２．地域福祉推進ネ

ットワーク事業 

 

 

１．ボランティア連絡協議会との連携・支援 

２．広報啓発活動の推進 

３．県主催の会議及び研修会に参加 

４．各地区社協・ボランティアグループ及び連絡協議会へ活

動費助     成    

５．ボランティア活動（行事）保険の加入支援 

３．ボランティアセ

ンター事業 

１．ボランティアセンター運営委員会 

２．ボランティア情報誌の発行 

３．ボランティア講座（車椅子介助、ベッド介助、災害ボラ

ンティア講座の開催）  

４．おもちゃ図書館開設、夢ぽけっと交流サロン開催 

５．ゆうゆう広場開催 

６．ほっとパーティー開催 

７．高齢者疑似体験セット等の貸出 

４．福祉振興基金活

動事業 

１．ボランティア活動費助成（グループ・連絡協議会） 

 

５．低所得者援護対

策 

１．生活福祉資金・勝浦市福祉資金貸付金庫の相談・貸付 

２．法外援護 

３．歳末たすけあい配分金の支給 

事  業  名 内          容 

６．児童・母子福祉

対策 

１．子どもの遊び場整備事業 

２．特別支援学校児童への図書カード配布 

３．母子福祉会に活動費助成 



７．老人福祉対策 

 

 

 

 

 

１．独居老人安否確認事業（お元気コール）の実施 

２．老人クラブ活動の支援（事務局）及び活動費助成 

３．ねたきり老人の慰問及び見舞品支給（紙おむつ、パッド） 

４．敬老慰問金の支給（80 歳以上の独居老人で低所得者） 

５．救急医療情報キット配布 

６．カラオケを活用した健康増進事業（高齢者・障害者）※

新規 

 

８．心身障害者（児）

福祉対策 

１． 在宅ねたきり身体障害者（児）の慰問及び見舞品支給 

２．身体障害者福祉会へ活動費の助成 

９．合同相談（高齢

者等相談支援事

業） 

１．年間３３回開催 保健福祉センター・上野集会所・総野

集会所・勝浦市役所・興津集会所、午後１時から午後３

時まで受付 

２．合同相談員運営委員会開催 

10．趣旨普及事業 １．広報誌「ふくしかつうら」発行（年１回） 

２．ホームページ上での活動状況並びに情報発信 

11．受託事業 １．勝浦市保健福祉センターの管理運営 

２．勝浦市福祉カーの管理運営 

３．日常生活自立支援事業の実施（県社会福祉協議会委託）    

12．その他 １．地区区長会、遺族会、民生児童委員協議会に活動費助成 

２．千葉県社会福祉大会に参加 

３．共同募金に協力 

４．交通遺児援護事業に協力 

 

 ★日常対応の事業事務 

  １．日常生活自立支援事業の相談・受付等  ２．法人会計に関する事 

 ３．保健福祉センター管理運営       ４．勝浦市福祉カー貸出受付、送迎  

５．ホームページの維持管理        ６．法外援護 

７．緊急援護               ８．生活福祉資金貸付事業等の相談、貸付 

９．ボランティア活動の相談、募集、斡旋 １０．高齢者疑似体験セット貸出 

１１．公用車、福祉車両の維持管理     １２．その他、各種事業等の対応調整 

 

 

 

２．月別事業実施計画 

月 別 事 業 ・ 会 議 等 内       容 

４ 月 ホームページで情報発信 

合同相談所開設 

おもちゃ図書館開設 

 

月３回 

月２回 



５ 月 合同相談所開設 

おもちゃ図書館開設 

監査会、理事会、評議員会 

ボランティアセンター運営委

員会 

ボランティア連絡協議会 

ゆうゆう広場開催 

月３回 

月２回 

平成２８年度事業報告、決算等について 

 

役員会、代表者会議 

第１回 

６ 月 合同相談所開設 

おもちゃ図書館開設 

ゆうゆう広場開催 

車椅子介助講座 

広報「ふくしかつうら」発行 

月３回 

月２回 

第２回 

 

７ 月 合同相談所開設 

おもちゃ図書館開設 

ねたきり老人の慰問（第１回） 

ゆうゆう広場開催 

ほっとパーティー開催 

救急医療情報キット配布 

月３回 

月２回 

紙おむつ、パッド支給 

第３回 

年 1 回 

 

８ 月 合同相談所開設 

おもちゃ点検・消毒 

月２回 

月２回 

９ 月 合同相談所開設 

おもちゃ図書館開設 

敬老慰問金支給 

ボランティア講座開催 

ゆうゆう広場開催 

月３回 

月２回 

８０歳以上の独居老人（低所得者） 

災害（第１回） 

第４回 

10 月 

 

 

合同相談所開設 

おもちゃ図書館開設 

ゆうゆう広場開催 

福祉団体、ボランティアグルー

プへ活動費助成 

ベッド介助講座 

月３回 

月１回 

第５回 

 

 

 

 

 

 

 

月 別 事 業 ・ 会 議 等 内       容 

11 月 

 

 

合同相談所開設 

おもちゃ図書館開設 

千葉県社会福祉大会参加 

ねたきり老人の慰問（第２回） 

ボランティア講座開催 

ゆうゆう広場開催 

夢ポケット交流サロン 

月３回 

月２回 

千葉県文化会館 

紙おむつ、パッド支給 

災害（第２回） 

第６回 



12 月 合同相談所開設 

おもちゃ図書館開設 

歳末たすけあい配分金の支給 

ボランティア連絡協議会 

月２回 

月１回 

生活困窮者に支給 

役員会 

１ 月 合同相談所開設 

おもちゃ図書館開設 

合同相談運営委員会開催 

ボランティア講座開催 

月２回 

月２回 

 

災害（第３回） 

２ 月 

 

合同相談所開設 

おもちゃ図書館開設 

特別支援学校児童に図書カー

ド配布 

ボランティアセンター運営委

員会 

ボランティア交流サロン 

月３回 

月２回 

 

 

 

３ 月 合同相談所開設 

おもちゃ図書館開設 

理事会、評議員会の開催 

ねたきり老人の慰問（第３回） 

情報誌「ぼらんてぃあ」発行 

ボランティア連絡協議会 

月３回 

月２回 

平成３０年度事業計画、予算について 

紙おむつ、パッド支給 

年 1 回発行 

役員会、代表者会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 勝浦市ボランティアセンター活動計画 

 

１．相談・登録・斡旋について 

（１）ボランティアに関する相談や、ボランティア活動希望者の登録・受付 

 

（２）登録ボランティアにはボランティア活動保険、ボランティア行事にはボランティア行事 

用保険の加入をする。 

 

（３）ボランティアの依頼には、各ボランティアと調整をし登録ボランティアを斡旋する。 

 

（４）ボランティア活動状況の把握、情報収集 

 

２．広報・啓発について 

（１）勝浦市ボランティアセンター発行の情報誌「ぼらんてぃあ」（発行年１回）に、ボランテ 

ィアセンター事業の開催予定、事業内容の紹介、ボランティアの募集等について掲載する。 

 

（２）勝浦市の発行誌 広報「かつうら」、勝浦市社会福祉協議会の発行誌「ふくしかつうら」に 

講座の開催・募集等及び、ボランティア活動の様子を掲載する。 

 

（３）ポスターの掲示、チラシの配布 

    広く講座受講者や事業参加者を募る為に、公共の場等にポスターを掲示する。 

    また、各種行事に際しチラシを配布する。 

 

（４）その他情報誌等の掲載依頼に協力する。 

 

３．ゆうゆう広場の開催 

   高齢者のとじこもりを防ぎ、仲間作りの場を提供する（６回） 

   【内容】生け花、茶の湯、ゲーム、カラオケや舞踊等の他、保健師による健康相談、血圧 

測定、昼食時の栄養指導の実施 

   【期日】５／１８（木)、６／１５(木)、 ７／１２(水)、 

９／１４（木)、１０／５(木)、１１／１５(水) 

   【時間】各日 ９時３０分 ～ １４時００分 

   【定員】各回 ４０名 

 

４．講座、サロンの開催 

（１）介護講座（２回） ◎勝浦市介護健康課 高齢者支援係とタイアップにて行う。 

   【内容】入浴や着替えの介助方法、食事の介助方法などを学ぶ実践講座 

   【期日】６／２２（木）、１０／１９（木） 

   【時間】各日 １３時３０分 ～ １５時３０分 

   【定員】各回 ３０名 

   【講師】市内介護事業所ヘルパー、株式会社タカサ 

 

 

 

 



 

（２）災害ボランティア講座（３回） 

   【内容】災害時におけるボランティアの対応や災害ボランティアセンターに関する基礎知識 

を学ぶ実践講座 

   【期日】７／６（木）、９／７（木）、１１／２１（火）※１１／２１（火）は視察研修を予定 

   【時間】各日 １３時３０分 ～ １５時３０分 

   【定員】各回 ３０名 

   【講師】勝浦市総務課消防防災係 

 

（３）夢ぽけっと交流サロン（２回） 

   【内容】おもちゃ図書館利用者(親子)とボランティアの交流の場をお茶会形式で提供 

   【期日】７／８、１２／９（第２土曜日） 

   【時間】１０時００分 ～ １１時３０分 

   【定員】各回とも２０名程度 

 

５．ボランティアセンター運営委員会 

   ボランティアセンターを円滑かつ有効に運営するための委員会を開催する。（２回） 

   【期日】５／１８（木）、２／６（火） 

   【時間】各日 １４時００分 ～ 

 

６．おもちゃ図書館「夢ぽけっと」 

   障がいの有無にかかわらず、おもちゃを通して楽しく遊ぶ事が出来る場の提供と、おもちゃ 

の貸し出し及び保護者同士の交流を図る。(２０回) 

   【内容】おもちゃの出し入れと管理、受付、遊びのお手伝い、後片付け等 

   【場所】第２土曜日 保健福祉センター、第４土曜日 こども館 

       ※７／８、１２／９（第２土曜日）は夢ぽけっと交流サロン開催の予定 

   【時間】１０時００分 ～ １１時３０分 

   【ボランティア】ボランティア連絡協議会登録１７団体より 

各回１名（保健福祉センター）、２名（こども館）、 

毎回 個人ボランティア１〜３名 

毎回 国際武道大学学生ボランティア１〜４名程度 

   ①おもちゃ点検、消毒（２回）＊保健福祉センター ８／１７（木） ＊こども館 ８／ （月） 

   ②おもちゃ図書館専任ボランティアやおもちゃの制作・修理ボランティアの募集 

   ③千葉県おもちゃ図書館連絡会との連携（会議・研修会への参加等） 

   ④こども館との連携 

 

７．施設訪問・慰問 

   年間を通し、勝浦市ボランティア連絡協議会登録団体による市内介護老人施設への訪問、 

   慰問を行う。 

   ①介護老人保健施設 やすらぎの郷「お誕生日会」 ６回 

②特別養護老人ホーム 勝浦裕和園        ３回 

③ケアプランサービスリブサニーサイド興津    ４回 

④グループホーム アンダンテ勝浦        ４回 



 

８．その他 

（１）高齢者疑似体験セットの貸し出し及び出張講座の開催 

 

（２）市内福祉施設行事への参加・協力 

①障害者支援施設 みずほ学園「みずほ祭り」 ６／４（日） 

②特別養護老人ホーム 勝浦裕和園「納涼会」 ８／５（土）予定 

 

９．勝浦市ボランティア連絡協議会との連携及び活動支援 

（１）役員会の開催   【期日】５／９（火）、１／１０（水）、３／８（木） 

             【時間】各日 ９時００分～ 

 

 （２）代表者会議の開催 【期日】５／９（火）、３／８（木） 

             【時間】各日 １３時３０分～ 

 

（３）「ほっとパーティー」の開催に伴う協力 

   【内容】市内福祉施設入所者とボランティアが歌や舞踊鑑賞、お茶会などを通して交流を深 

める。 

   【期日】７／２０（木） 

   【会場】勝浦市芸術文化交流センター（キュステ）   エントランスホール(予定) 

   【時間】１３時３０分 ～ １５時００分 

 

（４）千葉県ボランティア連絡協議会、その他からの会議・研修・レクリエーション・講習会 

    などの開催に関する連絡、調整、取りまとめ、報告等の協力 

 

（５）千葉県視覚障害者福祉協会への協力 

千葉県視覚障害者福祉協会から勝浦市ボランティア連絡協議会への委嘱による書き損じ 

ハガキ等の回収業務に協力する。 

 

１０．ボランティア対象の研修会、講習会等の連絡・調整 

   千葉県社会福祉協議会、全国社会福祉協議会等からのボランティア関連研修、講習会への参 

加・協力を図る。 

①地域別ボランティア研修会開催予定 

・９月予定  東葛地区 

・２月予定  海匝地区 

 

②第３７回千葉県ボランティアの集い開催予定 

期日：Ｈ３０年１／８(月)〜１／９（火） 

会場：鴨川館 

 

 


