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２０２２年度富士見市社会福祉協議会事業計画 

 

■基本理念■ 

 

「誰もが人として尊重され、安心して暮らせる街・富士見市を目指して」 

 

 

■事業推進の柱■ 

【社会福祉事業】 

地域福祉事業 

１． 法人運営事業 

２． 共同募金配分事業 

３． ボランティア事業 

４． 介護支援ボランティア事業 

５． 生活支援体制整備事業 

６． ふじみ在宅福祉サービスセンター事業 

７． 手話通訳者派遣事業 

８． 手話講習会事業 

９． 聴覚障がい者緊急システム事業 

１０． あいサポート事業 

１１． 福祉資金貸付事業 

１２． 生活困窮者自立支援事業 

１３． 法人後見事業 

１４． 成年後見制度利用促進中核機関事業 

１５． こども未来応援基金事業 

介護保険事業 

１６． デイサービスセンター南畑通所介護事業 

１７． デイサービスセンターみずほ台通所介護事業 

１８． 居宅介護支援事業 

【公益事業】 

施設管理事業 

１９． 市民福祉活動センター管理運営事業 

【収益事業】 

清涼飲料水自動販売機設置事業 

２０． 清涼飲料水自動販売機設置事業 

  



 

 

■運営方針■   

〇新型コロナウィルス感染症は完全な終息は未だに予測がつかない中、少しずつ地域活動の再開と

なり、新たな生活様式に沿い工夫を凝らし、これまで培ってきた地域活動の継続への支援や、市

社協事業の推進に努めていきます。 

〇経営改善委員会の最終報告により、具体的な経営改善に向けた目標やスケジュール、検討体制を

整備し取り組みを進めていきます。 

また、２０２１年度に改善をスタートした諸規程の運用や経理システム導入など、それぞれの職

員が経営改善に向けた意識を高め事業運営を行います。 
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１．社会福祉事業 

地域福祉事業 

(1)法人運営事業 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

法人運営事業  

81,238千円 

前年度予算 

(71,927千円) 

(1)経営基盤と事業推進力の強化 

役員は、経営状況や事業の執行状況を把握し、状況に応じた指

示、対応により、経営基盤の強化や事業推進力向上を図ります。 

①三役会 

原則月１回開催し、現状把握・課題整理等を行います。 

②理事会 

③評議員会 

④評議員懇談会 

より身近な意見を聞くために少人数で年１回程度懇談を行い

ます。 

⑤監査会 

⑥役員学習会：社協事業を知るための内部研修を実施 

(2)事務局体制の強化 

事業や業務に取り組む目的、目標を明確にし、事務局内会議等

でそれらを共有します。また、社内外研修や人事評価等により人

材育成に取り組みます。 

(3)自主財源の確保 

市民への理解、協力を得るために周知、広報に努めます。 

①会員会費 

②寄付 

③マスコットキャラクターを活用した自主財源確保の取り組み 

④社協だより、封筒、ホームページ広告料 

(4)社協の情報発信 

社協が進める地域福祉活動や募集告知等の情報発信を行いま

す。 

①社協だよりの発行 

・富士見市内全戸配布 

・公共施設への設置 

②リニューアルしたホームページによる発信を開始、各種ソーシ

ャルネットワークサービス（SNS）を活用した情報発信 

③各種事業を通じた情報発信 

 パンフレット、チラシ等の発行を行います。 

④ラジオによる情報発信 



 

 

 三芳町社協と共催でコミュニティＦＭラジオ（発する FM）番組

内にて、月 1回「チカラジオ」のコーナーを設けていただき、社

協に関する情報発信を行います 

(5)地域に向けた福祉教育・共生社会へ向けた事業 

①出前講座の実施 

地域のニーズに合わせてコーディネートをします。 

（社協事業、共同募金、防災、福祉、制度、ボランティア他） 

②交流事業の実施 

世代間の交流を図りつつ福祉活動センターぱれっとの全館の

お祭りとして児童館と共催にて開催します。また、2020年度まで

実施してきた社協ふれあいバザーの内容を盛り込み自主財源の

確保に取り組みます。 

③うさみんファームの実施 

畑づくりを通して、市民の生きがいづくりや交流の場となるよ

う実施します。 

諏訪児童館等と連携し、世代交流の場となる取り組みも実施し

ます。 

④たけちゃんちの実施 

 篤志家からの寄付を財源に、子どもや子育て世帯を中心とした

居場所事業を進めます。また、同時に篤志家個人宅の活用に際し

て必要な環境を整えます。 

⑤新 1年生お祝い事業 

篤志家からの寄付を財源に、翌年度小学校に入学予定の児童

（新 1年生）に対し、お祝いをプレゼントします。 

(6)地区社協活動の支援 

地域の実状に応じた福祉活動を推進するため、地区社協に様々

な支援を行います。 

①地域における各種事業への参加・協力  

②地区社協への会費還元 

③地区社協会長会における事務局および運営支援 

(7)ふれあい福祉センターの運営 

市民や関係機関等からの福祉に係る様々な相談を受け付けま

す。 

①電話、来所、訪問による相談対応 

②関係機関や各種事業との連携 

③情報共有による相談体制の整備 

④ニーズ対応に向けた事業展開の検討 

(8)福祉機器の貸し出し事業 

市民へ福祉機器（車椅子、高齢者疑似体験セット、テント、も



 

 

 

(2)共同募金配分事業 

ちつきセット、椅子、机、綿菓子機、ポップコーン機）を貸し出

します。 

(9)日常生活自立支援事業 

判断能力の不十分な方に対し、福祉サービスの利用援助や日常

的な金銭管理等を行い、地域で安心して暮らせるよう支援をしま

す。 

①適切な支援が行えるよう、支援計画の評価や見直しの強化を図

ります。 

②生活支援員に対する会議、研修の実施（法人後見事業と連携） 

(10)事業継続計画（BCP）の策定 

事業継続計画（ＢＣＰ）の研修、訓練等を行います。 

また、それらを基に見直しを行います。 

(11)埼玉県社会福祉協議会の生活福祉資金貸付相談事務 

・緊急小口資金      ・総合支援資金 

・福祉資金        ・教育支援資金 

・不動産担保型生活資金  ・臨時特例つなぎ資金 

・特例貸付（緊急小口資金、総合支援資金） 

・特例貸付債権管理事務 

(12)無料職業紹介事業 

生活困窮者の自立に向けた職業のあっせんとあっせんに必要

な就業場所の開拓 

(13)フードバンク事業 

富士見市地元農家・企業や市民からの協力、フードバンク埼玉、

フードバンクネット西埼玉、セカンドハーベスト・ジャパン、埼

玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会（彩の国あんしんセー

フティネット事業）等と連携し、食材の提供を受けています。 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

共同募金配分事

業 

 

6,794千円 

前年度予算 

(6,596千円) 

埼玉県共同募金会富士見市支会として関係機関と連携し共同

募金運動を推進します。 

共同募金配分事業 

市民より寄せられた善意の募金の配分を受け、地域福祉活動の

支援や啓発活動など各種事業に取り組みます。 

(1)赤い羽根募金配分金事業           2,594千円 

①地区社協活動の支援 

地区社協の活動を支援するため、定額交付金を交付します。 

②社会福祉大会の開催 



 

 

  

(3) ボランティア事業 

ボランティア活動や、多額寄付・永年会員により地域福祉活動

を支えて下さっている市民・団体等に対し、表彰・感謝の意をお

伝えするため、社会福祉大会を開催します。 

(2)歳末たすけあい配分事業           4,200千円 

歳末たすけあい募金で集められた善意を、歳末たすけあい配分

委員会による審議を経て、有意義な配分を行います。 

①生活困窮世帯への支援 

低所得世帯等を対象にうさみん商品券をお届けします。 

②歳末ふれあいの集いへの支援 

・バレンタインコンサート 

市内障がい者支援施設を中心としたイベント 

・ふじみ福祉フォーラム 21 

市民団体による福祉啓発事業とイベント 

③福祉の日事業の実施 

未就学児童から高齢者まで、市民の方が、福祉に目を向けるき

っかけとなるような取り組みを実施します。 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

ボランティア事

業 

 

3,338千円 

前年度予算 

(3,715千円) 

ボランティアの活性化を図り、様々な目的をもったボランティ

アグループや個人、企業、施設等とネットワークを築き、情報を

共有し、支え合いの地域づくりを進めていきます。 

①情報発信 

・各種 SNS 等の活用（Instagram、Facebook、ライン公式アカウ

ント） 

・うさみんクラブ通信の発行 

②ボランティアの育成、支援 

・ボランティアスクールの開催 

各委託事業と連携したイベントや、座学を中心とした講座、企

業連携によるミニ講話や体験、ワークショップなどを企画し

実施します。 

・助成金による活動支援 

ボランティアセンター登録団体や社会福祉推進校を対象に実

施します。 

③ネットワークの構築 

企業や関係機関、団体等との連携によるイベントや事業の実

施、または商品協賛を受けての懸賞企画や、企業との協働、共催

による事業などを企画します。 

・うさみんカフェの実施 

・埼玉県ボランティアコーディネーター連絡会への参加 

④活動の場の創出 

・心つながるボランティアプロジェクトの実施 

様々な受け入れ先と連携を図ります。 



 

 

 

(4) 介護支援ボランティア事業 

 

(5) 生活支援体制整備事業 

・使用済み切手の回収と整理 

・ベルマークの回収と整理 

⑤福祉教育 

地域福祉や社会福祉についての理解や関心を持つことにより

市民性を育む学習へのサポートや主体的に参加を促せるような

機会を提供します。 

・学校教育向けに福祉機器や DVDの貸出を実施 

⑥災害ボランティアセンター 

設置の場所や基準など運営に関わる基本的な内容について市

と協議ができるよう場を整えます。 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

介護支援ボラン

ティア事業 

 

3,823千円 

前年度予算 

(3,892千円) 

65歳以上の方を対象に、自身の介護予防や社会参加、生きがい

づくりを目的に、社会福祉施設等へのボランティア活動への活動

支援を行い生き生きとした地域社会をつくります。 

①説明会や出前説明会の実施 

②受け入れ施設とボランティアのニーズ調整とマッチング 

③ボランティアの活動支援、相談・サポート 

④手帳の作成、実績スタンプの作成及び配布  

⑤登録事務  

⑥手帳の交付 

⑦登録者とその活動に係る実績（月単位）の集計 

⑧転換交付金事務（年１回８月末振込）※毎年返還あり 

⑨その他「登録者だより」作成等事務 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

生活支援体制整

備事業 

 

11,444千円 

前年度予算 

(11,430千円) 

１層２層兼務の生活支援コーディネーターを配置し、高齢者サ

ロンや地域ケア会議等様々な会議や集まりに積極的に参加し、地

域資源の把握や意識啓発に努めます。 

①ネットワークの構築 

・関係者間の情報共有 

・第１層協議体との連携 

②地域のニーズの把握 

・地域活動への取材や会議の参加を通し情報共有  

・アンケート調査による地域ニーズの把握と分析 

③資源開発 

・企業の地域貢献活動に関する相談支援 



 

 

 

(6) ふじみ在宅福祉サービスセンター 

 

(7) 手話通訳者派遣事業 

  

④ニーズとサービス提供の取り組みとのマッチング 

・地域活動に関する相談支援 

・オンライン講座などを通じたネットリテラシーの向上 

⑤2層協議体の運営および自立に向けた支援 

・第１圏域（むさしの）、第４圏域（みずほ苑）における協議体

相当の取り組みへの働きかけ 

⑥市民に対する情報発信 

・出前講座による意識啓発 

・公式 SNSを活用した多世代に向けた情報発信 

・定期的な通信の発行による情報の可視化 

・年１回の市民フォーラムの開催 

（※１層…市域、２層…日常生活圏域（包括圏域）５か所） 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

ふじみ在宅福祉

サービスセンタ

ー 

 

2,938千円 

前年度予算 

(2,355千円) 

制度で支え切れない日常生活上の困りごとに対し、有償ボラン

ティアをコーディネートすることにより支え合いの仕組みづく

りを進めます。 

①多様化する福祉課題の把握 

②協力会員の募集強化 

③運用に関する仕組み、在り方の検討 

④他制度との連携を強化します。 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

手話通訳者派遣

事業 

 

17,559千円 

前年度予算 

(17,155千円) 

聴覚障がい者、聴覚障がい者と関わる方・団体等からの手話通

訳者派遣要請を受け派遣調整や相談支援を行います。 

①手話通訳者の派遣調整および相談支援 

②登録手話通訳者研修会の実施 

③タブレット端末を使用した富士見市との遠隔手話通訳を実施 



 

 

(8) 手話講習会事業 

 

(9) 聴覚障がい者緊急タッチシステム事業 

 

(10) あいサポート事業 

 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

手話講習会事業  

3,846千円 

前年度予算 

(3,489千円) 

(1)手話講習会事業 

手話通訳者の拡充や言語としての手話を幅広く啓発すること

を目的に講習や養成講座を開催します。 

①手話奉仕員養成講習会(入門・基礎) 

②手話通訳者養成講習会（Ⅱ・Ⅲ） 

③はじめての手話体験講座 

(2)要約筆記講習会事業 

要約筆記の普及啓発を促進するための体験講座を実施します。 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

聴覚障がい者緊

急タッチシステ

ム事業 

 

1,422千円 

前年度予算 

(1,400千円) 

三芳町聴覚障がい者に貸与のタブレット端末専用システム（緊

急タッチ）からの緊急時の通報や通訳依頼に対応、またタブレッ

ト端末の取り扱いにおけるサポートを行います。 

①タブレット端末による三芳町との遠隔手話通訳実施 

②利用者の取り扱い方法の理解と利用促進に向けたタブレット

講習会の定期開催 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

あいサポート事

業 

 

3,296千円 

前年度予算 

(3,518千円) 

誰もが安心して暮らしていける地域共生社会への実現に向け

て、「障がいを知る」啓発を推進します。 

①市民対象のあいサポーター研修の実施 

・毎月定例開催（富士見市、三芳町） 

・自主学習によるあいサポーター認定の実施 

・小学生を対象とした「あいサポキッズ」の実施 

・福祉教育と連動した研修の実施 

②メッセンジャーの講習会の実施 

③当事者メッセンジャーの養成・増員 

④当事者メッセンジャーとメッセンジャーの交流会の実施 

⑤あいサポート認定(団体・企業)の増強と連携した取組みの実施 



 

 

(11) 福祉資金貸付事業 

 

(12) 生活困窮者自立支援事業 

 

(13) 法人後見事業 

  

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

福祉資金貸付事

業 

 

5,588千円 

前年度予算 

(5,586千円) 

低所得世帯が臨時的出費や、収入欠如のため、生計をおびやか

され又は、そのおそれがある場合に 1世帯 5万円以内の現金貸付

を行います。 

償還が滞った場合の状況確認、請求の方法、不能欠損、債権放

棄の基準の明確化を図ります。 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

生活困窮者自立

支援事業 

 

21,339千円 

前年度予算 

(20,908千円) 

鶴瀬駅西口の生活サポートセンター☆ふじみを拠点として、主

任相談員、相談支援員、就労支援員を配置し生活困窮者が抱える

複合的な課題に個別的包括的及び継続的に相談支援を行い、困窮

状態から早期に脱却できるよう支援します。フードバンク・福祉

資金貸付・弁護士相談等を活用しながら、伴走型の支援を行いま

す。 

①自立相談支援事業 （※富士見市委託事業） 

・困窮世帯や生活に不安のある方の自立に向けた相談対応と計

画支援 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

法人後見事業  

4,531千円 

前年度予算 

(4,331千円) 

認知症高齢者や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不

十分な方の意思を尊重し、財産管理や身上保護を行います。 

①預かり物の管理方法の見直しを行います。 

②法人後見支援員に対する会議、研修の実施（日常生活自立支援

事業と連携） 



 

 

(14) 成年後見制度利用促進中核機関事業 

 

(15) こども未来応援基金事業 

  

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

成年後見制度利

用促進中核機関

事業 

 

7,096千円 

前年度予算 

(7,007千円) 

権利擁護支援が必要となる人を、適切に支援につなげるため、

地域連携ネットワークの中心となって全体の調整、とりまとめを

行います。 

①協議会の開催 

・専門職団体・関係機関が参加し協力・連携強化を協議する体制

を築きます。 

②広報・啓発 

・市民や関係機関、自治体の各種相談窓口等に対し制度の普及の

働きかけを行います。 

・課題を感じた人が適切に相談窓口につながるように環境を整

備します。 

③相談 

・制度に関する相談を受け、必要に応じて申立てに繋げます。 

④成年後見制度の利用促進 

・申立書作成支援 

・受任者調整会議の開催 

・担い手の育成、活動支援 

⑤後見人等への支援 

・チーム等支援会議の調整等 

・親族後見人等への支援 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

こども未来応援

基金事業 

 

2,177千円 

前年度予算 

(1,660千円) 

子ども未来応援センターと連携しながら、子ども未来応援基金

を適正に管理し、助成を行います。 



 

 

介護保険事業  

(16) デイサービスセンター南畑通所介護事業 

 

(17) デイサービスセンターみずほ台通所介護事業 

 

(18) 居宅介護支援事業 

  

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

デイサービスセ

ンター南畑通所

介護事業 

 

38,810千円 

前年度予算 

(34,920千円) 

デイサービスセンター南畑の経営 

地域との結びつきを重視し、利用者が有する能力に応じた自立

支援を目指し、住み慣れた地域で暮らしていくことを支援しま

す。 

 利用定員の内訳変更をするとともに稼働率、人件費率の目標を

設定し取り組み収益の維持、向上を図ります。 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

デイサービスセ

ンターみずほ台

通所介護事業 

 

50,108千円 

前年度予算 

(40,802千円) 

デイサービスセンターみずほ台の経営 

利用者が自分らしく暮らせるよう、家族及び関係機関と連携を

密にし、社会的孤独感の解消並びに心身の機能維持を図ります。 

稼働率、人件費率の目標を設定し取り組み収益の維持、向上を

図ります。 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

居宅介護支援事

業 

 

22,840千円 

前年度予算 

(13,818千円) 

居宅介護支援事業所の経営 

要介護状態並びに要支援状態にある高齢者等に対し利用者の

立場に立ったサービスの提供に努めます。 

 ケアマネジャーを３人から４人に増員し、１２０件／月のケア

プラン作成を目指します。 

 特定事業所加算に取り組み、夜間の利用者対応と収益の向上を

図ります。 



 

 

２．公益事業 

施設管理事業 

(19）市民福祉活動センター管理運営事業 

 

３．収益事業 

清涼飲料水自動販売機設置事業 

(20) 清涼飲料水自動販売機設置事業 

 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

市民福祉活動セ

ンター管理運営

事業 

 

11,734千円 

前年度予算 

(9,854千円) 

指定管理者として、利用者が快適に利用できるよう、また気軽

に集える場所となるよう努めます。 

①市民福祉活動センターの貸館管理業務(感染予防含む) 

②施設維持管理業務 

事業名称 
予算額 

（単位：千円） 
事業計画 

清涼飲料水自動

販売機設置事業 

 

1,144千円 

前年度予算 

(1,440千円) 

市内の公共施設及び公園に自動販売機を６カ所設置し、その手

数料収入は地域福祉事業を進めるための財源として役立てます。 

新たな設置場所について、行政及び関係団体と連携し取り組み

ます。 


