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事業計画及び当初予算の概要 
 

 

 

 

 

七尾市社会福祉協議会は、「みんなで築こう 希望と安心 しあわせ実感の 

福祉でまちづくり」の基本理念のもと、地域福祉を推進する中心団体として、

市民の誰もが、自分の住み慣れた地域で、生きがいと楽しみをもって、安全

に安心して生活できる地域社会の実現を目指し、個別支援（くらしを守る）

と地域支援（つながりをつくる）に取り組みます。 

 
【第２次地域福祉活動計画における３本柱】 

１ 支えあいの『し く み』づくり 

    ２ 支えあいの『こ こ ろ』づくり 

    ３ 支えあいの『活動の場』づくり 

 

【七尾市社協行動宣言（活動強化の方向性）】 

１ あらゆる生活課題への対応 

    ２ 相談・支援体制の強化 

    ３ アウトリーチの徹底 

    ４ 地域福祉ネットワークの構築と拡充 

    ５ 行政とのパートナーシップ 

 

 

 

 

 

 

１ 安全･安心な地域社会づくりに向けた地域福祉事業の推進  

 

（１）地域福祉ネットワークの拡充と活動強化支援 

拡 ☞地区社会福祉協議会の組織力の強化、地域の関係団体や社会福祉施設等との連

携強化、民生委員児童委員と地域福祉推進員の連携強化 

☞支え合いマップづくり等の取組み拡大による小地域福祉活動の活性化 

（２）高齢者、障害がい児・者、要援護者等が尊厳をもって生活するための権利擁護事業

の推進 

 拡 ☞虐待対応、福祉サービスの利用や金銭管理・成年後見申立支援の実施、金沢弁護

士会との連携による相談機能の強化、法人後見の実施に向けた準備 

 

Ⅰ 基本方針 

Ⅱ 重点施策と主要事業 
 



 

（３）あらゆる生活課題への相談に応じる「生活サポートセンターななお」事業の推進 

   ☞相談対応、支援プラン作成、就労支援など、生活困窮者等の自立に向けた支援を

関係機関とも連携しワンストップサービスで実施  

（４）地域福祉を支える人づくりの推進 

   ☞民生委員児童委員、地域福祉推進員、地域ボランティア等の研修の充実、地域福

祉リーダーの育成と連携強化 

（５）障がい者特定相談支援事業の実施 

   ☞相談支援、利用者に合わせたサービス等利用計画の作成 

（６）ボランティアセンター事業の推進 

☞福祉ボランティア人材の育成、ボランティア人口の拡大と活動の活性化支援 

 

 

２ 住み慣れた地域で暮らし続ける在宅支援事業の推進  

 

（１）介護保険制度改正に伴う新たな地域支援事業の推進    

新 ☞住民主体の生活支援・介護予防サービス体制の整備（生活支援コーディネーター

の配置） 

（２）地域包括支援センターの機能強化 

 拡  ☞地域ケア会議の充実 

 拡  ☞認知症施策の推進 

（３）在宅医療・介護支援センター事業の推進 

  ☞地域における包括的かつ継続的な在宅医療と介護を提供するための体制づくり

と連携の推進 

（４）居宅介護支援事業「ふれあい介護七尾市社協」の推進 

☞介護を必要とする方が自立した生活を送るためのケアプラン作成やサービス調

整等事業の推進 

（５）介護支援ボランティア事業の推進 

   ☞高齢者の社会参加・地域貢献の奨励並びに健康増進・介護予防の推進 

 

 

３ 社協組織の強化と行政との連携推進  

 

（１）七尾市社協行動宣言、職員行動原則の取り組みに向けた職員の意識改革 

（２）七尾市との連携強化 

（３）各種事業の推進と広報活動の強化による「見える化」の促進 

（４）市社協コンプライアンス(規則等の遵守と親切･公正･責任の業務遂行)及び個人情 

報保護の取り組み強化 

 

 



 

 
（単位：千円） 

  当初予算額 前年度比較 

平成 28 年度 229,703  12,151  

平成 27 年度   217,552  26,489  

平成 26 年度 191,063  5,250  

平成 25 年度 185,813  △346  

平成 24 年度 186,159  11,717  

                                   （単位：千円） 

収   入       

 
28年度(A) 27年度(B) (A)-(B) 

会費 7,346  7,346  0  

寄付金 301  301  0  

七尾市運営補助金 28,000  28,000  0  

県社協・共同募金助成金 2,589  2,564  25  

受託金 119,587  119,061  526  

事業利用料 936  573  363  

介護保険事業 37,949  37,555  394  

障害福祉サービス 243  126  117  

受取利息配当金 4,810  4,810  0  

その他 10,228  102  10,126  

拠点区分間繰入金 6,444  7,538  △1,094  

サービス区分間繰入金 471  471  0  

積立預金取崩し 6,971  4,281   2,690  

前期末支払資金残高 3,828  4,824  △ 996  

収入計 229,703  217,552  12,151  

支   出       

 
28年度(A) 27年度(B) (A)-(B) 

法人運営事業 58,111  47,602  10,509  

地域福祉推進事業 5,487  5,250  237  

共同募金助成金事業 1,880  1,750  130  

ボランティアセンター事業 1,158  1,828  △ 670  

福祉センター運営事業 2,371  2,371  0  

権利擁護推進事業 152  235  △ 83  

福祉サービス利用支援事業 5,846  5,463  383  

生活福祉資金貸付事業 665  793  △ 128  

生活困窮者自立促進支援事業 12,920  16,327  △3,407  

居宅介護支援事業 18,860  19,204  △ 344  

地域包括支援センター事業 65,096  63,360  1,736  

予防プラン作成事業 21,008  19,452  1,556  

在宅医療・介護連携推進事業 2,852  2,852  0  

介護予防普及啓発事業 1,985  1,917  68  

社会参加促進事業 1,177  2,082  △ 905  

障がい者特定相談支援事業 243  126  117  

(新)生活支援体制整備事業 3,826  －  3,826  

児童館運営事業 21,266  22,140  △ 874  

基金運営事業 4,800  4,800  0  

支出計 229,703  217,552  12,151  

収入－支出 0  0  0  

Ⅲ 予算規模 
 



 

 

 

 

 

１ 法人運営事業                          58,111 千円 

①事務局の運営管理 

・理事会評議員会の開催 

・事務局運営管理 

・七尾市との連携強化 

・七尾市社協行動宣言、職員行動原則の取り組みに向けた職員の意識改革 

・地域福祉推進室による事務局横断的な事業の推進 

・市社協コンプライアンス(規則等の遵守と親切･公正･責任の業務遂行) 

及び個人情報保護の取り組み強化 

②広報・啓発の推進 

・各種事業の推進と広報活動の強化による社協活動の「見える化」の促進 

・社協だよりの発刊（年４回） 

   ・ホームページの充実と住民への広報、啓発 

   ・「なるほどなっとく市政講座」での啓発 

 

 

２ 地域福祉推進事業                            10,896 千円 

（１）地域福祉推進事業（5,487千円） 

① 地区社会福祉協議会活動への支援 

拡 地区社会福祉協議会の組織力の強化、地域の関係団体や社会福祉施設等との 

連携強化、民生委員児童委員と地域福祉推進員の連携強化、地区活動への支援 

・連合会活動への支援 

・地区活動計画の策定支援 ・地区広報紙の発刊助成 

・地区地域福祉推進員研修会、地域福祉懇談会等の開催支援 

② 地域福祉ネットワークの拡充と活動支援 

・実効性のある地域福祉ネットワークの拡充と活動支援 

・地域住民による支えあいと見守り体制の構築支援 

・支え合いマップづくり等の取組み拡大による小地域福祉活動の活性化 

・地域関係機関のプラットホーム化（協働体制と共通の基盤づくり） 

③ 地域福祉を支える人材育成と活動支援 

・民生委員児童委員、地域福祉推進員、地域ボランティア等の研修の充実、地域 

福祉リーダーの育成と連携強化 

・生活介護支援サポーター等の活動支援 

④ 地域福祉推進活動への支援 

  ・緊急ファイルの配布による見守り活動の強化 

・よりあいの場への助成（世代間交流等） 

・障害者交流ショップ等の開設に向けた調査（継続） 

Ⅳ 事業内容 
 



 

⑤ 各種団体への支援（事務局） 

・七尾市地区社会福祉協議会連合会     ・七尾市民生委員児童委員協議会 

・七尾市老人クラブ連合会        ・七尾市身体障害者協議会 

・七尾市母子寡婦福祉協議会       ・七尾市遺族連合会 

・七尾市ボランティア連絡協議会     ・七尾鹿島地域ボランティア連絡会 

・石川県共同募金会七尾市共同募金委員会 ・七尾市総合福祉施設協議会 

・七尾市中能登町自立支援協議会      ・七尾市民健康福祉まつり市民委員会 

 

（２）共同募金助成金事業（1,880 千円）                      

・七尾市社会福祉大会の開催 ・親子ふれあい事業の実施 

・放課後児童クラブへの助成  ・ＮＰＯ団体等への助成 

・ふれあい会食配食への助成  ・災害見舞金の支給 ・生活困窮者緊急物資支援 

 

（３）ボランティアセンター事業（1,158 千円）                    

・ボランティアコーディネーターの配置 

・活動に関する相談、登録、斡旋、調整、情報の収集と提供 

・ボランティア活動推進校の指定（県･市社協）、ジュニアボランティアの育成 

・ボランティア活動保険の普及啓発 

・ボランティア情報の発信  ・ボランティア交流会の開催 

・各種ボランティア養成講座の開催     

高齢者向け調理講習会、災害ボランティア講座、傾聴ボランティア講座 

外出支援ボランティア講座、支えあいマップ実践研修 

福祉体験出前講座（企業向け）、ふくし教室 （学校向け）など 

 

（４）七尾サンライフ福祉センター運営事業（2,371 千円）                 

・市民の憩いの場、交流の場、生きがいの場の提供 

・入浴施設、やすらぎの間、いきいき講座による高齢者生きがい活動への支援 

 

 

３ 権利擁護推進事業                                      19,583千円  

（１）権利擁護推進事業（152千円）                     

拡 ①高齢者、障害がい児・者、要援護者等が尊厳をもって生活するための権利擁護   

事業の推進 

 ・虐待対応、福祉サービスの利用や金銭管理・成年後見申立支援の実施、金沢弁護

士会との連携による相談機能の強化、法人後見の実施に向けた準備 

②福祉総合相談事業 

・法律無料相談（毎月第３火曜日） ・福祉総合相談（月～金曜日） 

・子育て相談（火～日曜日） 

 



（２）福祉サービス利用支援事業〔日常生活自立支援事業〕（5,846 千円）  

   ・認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な方への権利擁護 

・福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理、書類等の預かりサービス 

   ・必要に応じて成年後見制度へつなげる支援 

 

（３）生活福祉資金貸付事業（665千円）                          

・総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費) 

・福祉資金(福祉費、緊急小口資金) 

・教育支援資金(教育支援費、就学支度費) 

・不動産担保型生活資金(不動産担保型、要保護世帯向け不動産担保型) 

 

（４）生活困窮者自立促進支援事業〔生活サポートセンターななお〕（12,920千円）      

あらゆる生活課題への相談に応じる「生活サポートセンターななお」事業の推進 

  生活困窮者等への相談に対する自立に向けた相談、プランの作成、就労支援など 

 

 

４ 高齢者・障がい者福祉事業                        115,047千円  

（１）居宅介護支援事業［ふれあい介護七尾市社協］（18,860千円）                  

・要介護者やその家族を尊重するケアプランの作成 

・要介護者が地域で自立した生活を送られるよう支援 

 ・医療、介護、福祉分野の専門研修会への積極的な参加 

  ・利用者のより良いサービスに向けた苦情解決 

  ・地域やサービス事業所、医療機関、地域包括支援センター等との連携推進 

 

（２）七尾市地域包括支援センター事業（65,096千円）            

拡 地域ケア会議の充実      拡 認知症施策の推進 

・高齢者の実態把握        ・介護予防の推進 

・高齢者虐待への対応       ・成年後見の相談支援 

・相談窓口の周知と迅速な対応   ・消費者被害への対応 

・インフォーマル（非公的援助）サービスの集約 

・介護支援専門員へのサポート  

・在宅介護支援センター窓口の活用と地域における相談体制の整備 

 

（３）予防プラン作成事業（21,008千円）              

・高齢者の自立支援にむけたプラン作成とサービス調整（要支援１、２） 

 

（４）在宅医療・介護連携推進事業〔在宅医療・介護支援センター〕（2,852 千円）      

・「在宅医療・介護支援センター」事業の推進 

   ・コーディネーターを配置し、地域における包括的かつ継続的な在宅医療と介護を

提供するための体制づくりと連携を推進 

 



 

（５）介護予防普及啓発事業（1,985千円）                         

・介護支援ボランティア事業の推進（高齢者の介護予防と生きがいづくり） 

・高齢者の社会参加・地域貢献の奨励並びに健康増進・介護予防の推進 

・いきいき講座の開催 

 

（６）社会参加促進事業（1,177千円）                        

・手話奉仕員養成事業 

・福祉機器無料貸し出し事業  

 

（７）障がい者特定相談支援事業（243千円）     

・相談支援専門員の配置 

・相談支援、利用者に合わせたサービス等利用計画の作成 

 

（８）生活支援体制整備事業（3,826千円） 

 新  介護保険制度改正に伴う新たな地域支援事業の推進として、住民主体の生活支援と

介護予防サービス体制整備（生活支援コーディネーターの配置） 

 

 

５ 児童福祉事業                                21,266千円  

七尾市児童館運営事業〔１センター３館の運営〕 

・七尾サンライフ児童センター 

・七尾市御祓児童館 

 ・七尾市田鶴浜児童館 

 ・七尾市中島児童館 

・北大呑地区等エリアへの出張児童館 

・各館での子育て相談や親子ふれあい行事の開催 

・子育てみらいネットへの支援と協働事業 

 

 

６ 基金運営事業                                  4,800千円 

３億円基金の果実の運用 

①地域福祉活動助成事業〔再掲〕（3,891 千円） 

・民生委員児童委員、地域福祉推進員の育成と連携強化 

・地区社協活動計画の策定、先駆的事業への助成 ・地区活動の支援 

・地域福祉推進員研修会への助成 ・地域福祉懇談会、座談会への助成 

・よりあいの場、よりあい会食、サロン等の立上げに対する助成 

・地区広報紙の発刊助成 ・地区ボランティア研修への助成 

②ボランティアセンター機能の強化〔再掲〕（757千円） 

③権利擁護推進事業の推進〔再掲〕（152千円） 

 


