
令和４年度 日立市社会福祉協議会事業計画 

Ⅰ 基 本 方 針 

わが国は、少子高齢化や人口減少が進行する中、幼い子どもなど社会的弱者への虐

待の問題をはじめ、引きこもりや８０５０問題、ゴミ屋敷、ダブルケア（子育てと親

の介護）や老々介護、さらにはヤングケアラーの問題が浮上するなど、重層的かつ複雑・

多岐にわたる生活・福祉課題が顕在化しています。 

加えて、長期化する新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、経済の落ち込

みが続く中、生活が困難な世帯が増え続けています。また、これらの要因により孤独

や孤立化するケースも増えるなど、これまで見えていなかった問題や把握できていな

かった潜在的な生活困窮者の存在が浮き彫りになってきています。  

その一方で、住民の価値観の多様化やライフスタイルの変化等により、地域住民同士

のつながりや支えあいの希薄化の進行に加えて、コロナ禍によって一層人と人とが接触

する機会が減り、これまで地域において住民同士が寄り添い、つながりづくりを進め

てきた様々な活動が制約を受けるなど、地域の力を発揮しにくい状況が続いています。 

  このような時だからこそ、つながりを絶やさないための様々な取り組みが重要であ

り、前述の課題解決に向け、自助・互助・共助・公助が一体となって、住み慣れた地

域において誰もが安心・安全に暮らすことのできる「地域共生社会」の実現が必要と

なっています。  

 

令和４年度、日立市社会福祉協議会は、日立市（日立市地域福祉計画第４期）と本

会の第５次日立市地域福祉活動計画を一体的に策定した『日立市地域福祉推進計画２

０１９（基本理念「あんしん つながり 支えあう やさしいまち 日立」）』【平成31年度

～5年間】の４年目を迎える中、地域福祉を進める中核的な組織として、各種事業を着

実に展開してまいります。 

 

２３地区における小地域福祉活動では、より一層民生委員児童委員をはじめ、地域内

の様々な団体の協力を得ながら、コミュニティ単会との連携・協働体制をさらに強化し、

地域住民による地域共生の支えあい活動を推進します。 

特に、その根幹となる「あんしん・安全ネットワーク事業」においては、対象者への

見守り活動を一層推進します。さらに、より支援が必要な対象者には訪問活動を強化す

るため、専門職等の参加を得ながら生活支援につなぐ「あんしん・安全ネットワーク

強化事業」（全２３地区）の推進に加え、新たにＩｏＴ（インターネットにつながった

家電）を活用した実証事業に取り組みます。  

これら各種の支援活動を積極的に推進することで、市の進める医療、介護と地域等

が連携し、要支援者を支える「地域包括ケアシステム」を地域福祉の立場から促進し

ます。  

 

ボランティア・市民活動の振興に関しては、引き続き、これらの活動を総合的に支

援する「ひたちボランティアプラザ」の機能をとおして、新たなつながりを意識しな

がら、活動者と希望者との適切なマッチングやコーディネートを丁寧に行うとともに、

各種情報の発信をはじめ、気軽に参加できる機会づくり、各種研修会や講座の開催な

ど、必要に応じたボランティア人材の発掘・育成に努めます。 



高齢者の介護予防と健康づくりの増進を図るため、引き続き、「ふれあい健康クラブ」

や「ふれあいサロン」の充実とともに、社会参加活動への啓発の強化に努めます。  

子育て支援に関しては、引き続き、「おもちゃライブラリー事業」や「子どもの広場

事業」をとおして、乳幼児等の親子や親同士が気軽に交流・情報交換できる場を提供

するとともに、専門職種による子育て相談等の充実・強化を図ります。加えて、「子ど

も食堂」は、実施会場を増やし、運営団体とのより一層の連携と支援に努めながら、

食事の提供による子どもたちの孤食等の解消と地域交流の場づくりを進めます。  

また、子どもたちへの様々な体験による福祉教育と市民への福祉学習を積極的に推

進するなど、学校や地域等での絆づくりに努めます。 

 

さらに経済的に生活が困窮している世帯等が増え続ける中、「日立市自立相談サポー

トセンター」においては、昨年度から取り組んでいる家計改善支援事業の充実を図る

など、センターの機能強化を進めながら、広く生活相談に応じ、市や関係機関との連

携のもと、様々な制度等の情報提供とともに、家計改善や就労支援を進めます。また、

福祉資金の貸し付けによる世帯の自立支援や更生に努めるとともに、これまでのフー

ドバンク事業を拡大し、新たに「食の支援事業」として取り組みます。加えて、引き

こもりやニート、その家族等への支援について重要性が高まる中、ＮＰＯ法人と協働

して、引き続き、居場所づくりや相談支援等を積極的に進めます。  

 

判断能力が低下した方々（認知症や知的・精神障がい者）やその親族には、「日立市

成年後見サポートセンター」をとおして、相談援助をはじめ、広報活動等による制度

の理解促進に努めるとともに、関連機関等とのネットワークの構築のもと、法人後見

の受任による財産管理や身上監護を行います。また、第２期目の市民後見人養成講座

を開催するなど、成年後見制度に関する支援体制の充実を図ります。このセンター機

能の一つとして、引き続き、金銭管理等を行う「日常生活自立支援事業」を実施する

ほか、これらの事業を利用するまでの間、対象者の金銭等の管理を行う「生活サポー

トサービス事業」（財産管理委任契約）を新たに立ち上げるとともに、引き続き、「介

護相談員派遣事業」等をとおして自立した暮らしを支える権利の擁護に努めます。  

 

市民からの複雑・多岐にわたる相談には、包括的に相談支援ができるよう、相談体

制を充実させるとともに、各種機関の相談窓口との連携強化を図りながら、福祉や介

護サービス利用に関する情報の提供や各種事業をとおして支援にあたります。 

また、ホームページなど、ＳＮＳの活用・拡大を図り、「社協だより」においては、

引き続き、市報への折り込み方式を活用し、全戸に配布するなど、広報活動の充実・

強化とともに、各種福祉情報を積極的に発信します。 

 

法人運営に関しては、社会福祉法人の制度改革を踏まえ、より一層、適正な運営管

理や経営組織のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上に努め、市民の信頼と期待

に応えてまいります。  

また、寄附（善意銀行）への積極的な広報活動等に努めるとともに、地域福祉活動

を支える貴重な浄財である共同募金や社協会費の急激な減少による厳しい状況の中、

募金等の使途の明確化や募金取りまとめ者への負担軽減と利便性を考慮しつつ、引き

続き、減少をくいとめることができるよう様々な角度から新たな方策を検討し、自主

財源の確保等による経営努力をしてまいります。  



Ⅱ  主 要 事 業 

１ 地域福祉を支えるしくみづくり 

（１）小地域福祉活動を推進するための組織体制の強化・人材確保 

ア 生活支援体制整備事業（市委託） 

 生活支援コーディネーターを増員して配置し、その体制を強化する中で、日々、

生活支援に関するニーズの掘り起こしなど、その実態把握とともに、様々な生活

支援サービスの調整を図るため、住民、関係機関･団体、生活支援サービス提供

事業者（以下「事業者）、市など、多様な主体と連携しながら、支援の必要な対

象者への生活支援と併せ一層の生活支援サービスの提供体制を整備し、地域包括

ケアシステムの充実に努めます。 

なお、各地区での生活・福祉課題等をもとに、「生活サポート連絡会議」及び

「事業者部会」を開催し、情報交換・共有及び連携・協働による取り組みを行

います。併せて支援のニーズに対応できる事業者の参画を呼びかけるなど、支

援体制づくりの強化に努めます。 

(ア)生活支援コーディネーターの配置（１名増員の５名体制） 

・第１層(市域)の生活支援コーディネーターの配置（１名） 

・第２層（日常生活圏域）の生活支援コーディネーターの配置（４名） 

(イ)生活支援のサービス提供体制の構築 

     ・生活支援に関するニーズの掘り起こし、実態把握 

・各種生活支援サービスのマッチング 

     ・生活支援に関する課題の整理  

・生活支援サービスに関する情報提供  

・生活支援サービスの研究・開発  

 (ウ)生活支援のための協議体の運営 

・生活サポート連絡会議の開催（地域福祉関係者、専門機関・団体、事業者、

市等で構成） 

・事業者部会の開催（生活支援サービス提供事業者で構成） 

 

イ 福祉部長等会議、地域福祉推進員会議の開催と充実強化 

  

ウ 地域福祉推進員の育成強化 

地域福祉活動の要である地域福祉推進員には、より一層、様々な情報やノウ

ハウ等を提供するとともに、新任等の地域福祉推進員への研修会を開催するな

ど、人材育成の強化に努めます。  

 

エ 地区担当・生活支援担当制による支援強化 

職員の地区担当・生活支援担当制の支援強化により、23 のコミュニティ単会

とのさらなる連携・協働を図るため、定期的な訪問による連絡調整をはじめ、

役員会、関係部会等への参画など、地域福祉の組織支援に努めるとともに、個

別支援を強化しながら、地域包括ケアシステムの構築に向け、地域と共に地域

福祉事業を積極的に推進します。  

 

オ 地域福祉活動実践者養成事業（ボランティア入門講座との一体開催） 



カ 地域福祉活動への支援と活動費交付 

    

（２）要支援者を支える個別支援体制の強化 

ア あんしん・安全ネットワーク事業（全 23 地区） 

「あんしん・安全ネットワーク事業」では、「あんしん・安全ネットワーク事

業の手引き」をもとに、より一層、見守り活動の充実強化に努めます。 

(ア)チームづくりの推進と協力者の拡充 

(イ)チーム内の情報の共有化及び充実 

(ウ)対象者の生活状況の把握 

(エ)効果的な訪問活動と簡易な支援活動の充実強化 

(オ)地域包括ケアシステムに向けた専門機関との連携強化  

(カ)地区担当・生活支援担当制による支援強化（再掲）  

 

イ あんしん・安全ネットワーク強化事業（全 23 地区） 

  あんしん・安全ネットワーク対象者の要介護状態等を踏まえ、その中から特

に支援が必要なケースを絞り込み、専門職種と協働しながら、地域における訪

問活動の推進体制の充実と生活支援に努めるため、全 23 地区において展開しま

す。 

 

ウ くらしあんしん事業（実証事業）【新】 

    あんしん・安全ネットワーク事業の対象者に、従来の見守り活動に加え、Ｉ

ｏＴ（インターネットにつながった家電）を活用した重層的な安否確認を展開

するため、新たに「くらしあんしん事業」（実証事業）に取り組みます。  

(ア)モデル地区（１地区）の指定及び対象者の選定 

(イ)ＩｏＴ家電（電球・センサー付き）の設置・支援 

    (ウ)モデル地区との情報共有 

 

エ 地域住民主体型訪問支援事業（全 23 地区） 

介護保険の要支援認定の高齢者等を対象に、住民主体による訪問型サービス

として、家屋の修繕など、日常生活における簡易な支援活動をとおして、あん

しん・安全ネットワーク事業の充実強化を目指します。 

 (ア)簡易な支援活動 

・日常的な安否確認活動 

  ・電球や蛍光灯の交換 

  ・家具等重量物の移動 

  ・簡易な家屋の修繕（日立トンカチの会の協力） 

  ・その他必要と認めた活動 

 (イ)生活支援サービスメニューの充実 

 

オ 巡回安全サービス事業（全23地区） 

 あんしん・安全ネットワーク対象者の中から必要なケースについて、電気や

ガス等の企業等の協力による巡回安全サービス事業を実施します。 

 

 



カ 家屋点検強化事業 

家屋点検修繕を行う日立トンカチの会の協力を得て地域関係者との対象者宅

の点検活動を実施します。 

 

キ 日常生活サポート事業 

  高齢者や障がい児・者など、サポートが必要な方に、日常生活における軽易な

サービス（簡易な家屋の修繕、障がい児・者の外出先サポート）を提供するとと

もに、新たに「生活サポートサービス事業」を実施し、生活支援の充実・強化に

努めます。 

 (ア) 障がい児・者外出先サポート事業 

(イ) 生活サポートサービス事業【新】 

      金銭等の管理が課題となる判断能力が低下した方が、日常生活支援事業や

成年後見制度等を利用するまでの間、支援の入口として、本会と「財産管理

委任契約」を締結し、各種支援（一時的な通帳の預かり、預貯金の払い戻し

等）を行う「生活サポートサービス事業」に新たに取り組みます。 

 

ク 車いすの貸出事業（無料） 

 

（３）関係機関の連携による個別支援体制の強化 

地域における生活課題の解決に向け、コミュニティ単会や民生委員児童委員をは

じめとする地域の様々な機関、医療・介護・福祉等が連携して高齢者以外の様々な

課題に対しても早期に発見し、適切な支援を行えるよう地域包括ケアの推進に努め

ます。 

ア 地域包括ケアを中心とする関係機関の連携強化 

   (ア)市が実施する関連会議への参画 

   (イ)地域福祉関係者会議の充実（再掲） 

   (ウ)関係機関との情報交換の強化 

   (エ)テーマ別研修会の充実 

 

（４）ボランティア・ＮＰＯ活動に対する支援 

ア ボランティア・市民活動の基盤強化事業 

(ア)ボランティアプラザ運営委員会の開催 

(イ)ボランティアルームと事務機器等の貸出し 

(ウ)ボランティアグループ連絡会との連携支援 

(エ)企業ボランティアネットワーク（10社等）の組織強化 

・ネットワーク会議の開催 

・赤い羽根募金（職域・街頭募金）活動での支援 

・加入企業による23のコミュニティ単会福祉イベントへの人的派遣の試行導入 

 

イ ボランティア・市民活動への相談、登録事業 

(ア)ボランティアコーディネーターの配置（１名） 

(イ)ボランティア総合相談事業の実施 

(ウ)ボランティアの登録派遣事業の実施 

(エ)ボランティア派遣に関する情報提供事業 



(オ)市のボランティア情報相談コーナーとの連携（市ｺﾐｭﾆﾃｨ推進課との連携） 

 

ウ ボランティア・市民活動情報の提供・支援事業 

(ア)ボランティアプラザニュースの発行 

(イ)ボランティアプラザニュース録音提供事業の実施 

(ウ)ボランティア・市民活動団体への助成支援 

(エ)ボランティア活動保険の加入促進 

 

エ ボランティア・市民活動への参加促進事業 

(ア)ボランティア・市民活動実践者研修会の開催（個人登録・グループボランテ 

ィア、ＮＰＯ法人等を対象に一体開催） 

(イ)ボランティア入門講座の開催（地域活動・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動・子育て支援活動） 

(ウ)シニア地域活動入門講座の開催 

(エ)第１６回ふれあいクリーンハイキング（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡会と共催） 

(オ)気軽にできるボランティア活動のしくみづくりの研究 

 

オ 災害支援事業 

(ア)県社協による「災害初動期対応チーム」への登録・支援体制の整備 

(イ)災害支援関連の研修派遣 

(ウ)災害時の職員派遣（災害発生時の支援） 

(エ)災害協定を締結している「日立青年会議所」との情報交換会等の開催【新】 

 

（５）関係団体等との連携 

ア 市及び日立市連合民生委員児童委員協議会並びに日立市コミュニティ推進協

議会との連携 

各種受託事業等の円滑な推進のため、市関係各課との情報共有に努めます。 

また、小地域福祉活動を担っているコミュニティ推進協議会とは地区担当者の

定期訪問をはじめ、役員会、関係部会等への参画や地域福祉関係者会議の開催等

を通じて連携を強化します。 

連合民生委員児童委員協議会については、同じ地域福祉活動を担う団体とし

て各種地域福祉事業、特に「あんしん・安全ネットワーク事業」における協働

体制をより強化します。 

    

イ 日立市福祉団体連絡協議会（心身障がい児者６団体）との連携支援 

    

  ウ 茨城県共同募金会との連携 

 

エ 関係機関・団体への助成支援 

 

２ 地域住民としての絆づくり 

（１）地域交流・居場所づくりの推進 

ア ふれあい健康クラブ事業（市委託） 

    介護予防、健康づくりを目的として、心身の機能が低下している高齢者等を

対象に市社協の看護師・指導員を派遣し、地域関係者やボランティアの協力を得



ながら、健康体操やレクリエーションなどを実施します。さらに、広く健康や生

活に関する相談にも応じるなど、個別支援に努めます。 

(ア)実施会場の確保（28会場） 

(イ)実施地区関係者会議と研修会の開催 

(ウ)ボランティアの確保と育成 

(エ)新たな事業メニューの開発の検討 

 

イ ふれあいサロン事業（市委託） 

地域ボランティアの協力を得ながら、ひとり暮らしや閉じこもりがちな高齢者

を対象に、仲間づくりや交流の場として、身近な場所におけるサロン事業の充実

と拡大に努めます。 

(ア)サロン設置数の拡大 

(イ)運営体制の支援強化 

(ウ)実施地区関係者会議と研修会の開催 

(エ)ボランティアの確保と育成 

(オ)地域介護予防活動啓発事業 

      引き続き広報活動等をとおして、高齢者への介護予防情報の提供やボラン

ティア活動・社会貢献活動への啓発・普及を図ります。 

 

ウ 子ども食堂事業 

市と協働して、経済的理由、孤食といった食生活に不安のある子どもなど

を対象に、食事や交流の場を提供することを目的として、ボランティア等の

協力により、現在実施している８か所（十王・本庁・成沢・諏訪・多賀・塙

山・南部、南高野）に加え、新たに１か所開設する子ども食堂（金沢【新】）

への補助や情報を共有するなど、実施団体の運営を支援します。また、新た

に実施可能な団体等があれば、実施に向け、市と協議を進めます。  

 

エ おもちゃライブラリー運営事業 

(ア)福祉プラザおもちゃライブラリー事業の実施 

(イ)地域型おもちゃライブラリー事業の実施と事業内容の充実 

(ウ)おもちゃの経年劣化に伴う購入費の補助 

(エ)子育て相談事業の充実 

(オ)地域型おもちゃライブラリー実施地区会議・研修会の開催 

(カ)子育て支援ボランティア養成講座の開催（ボランティア入門講座との一体開催） 

(キ)子育て支援実践者講座の開催 

 

オ 子どもの広場事業〔十王・南部〕（市委託） 

 

カ 障がい児・者サロン事業 

(ア)団体運営の支援強化 

(イ)広報紙等による事業の周知 

 (ウ)関係機関団体等との連携 

 

 



キ 地域活動支援センター（ゆうあい）事業（市委託） 

(ア)利用者（身体障がい者等）の拡充 

(イ)生活相談の強化 

(ウ)講座（絵画､編み物､フラワーアレンジメント等）の実施 

(エ)交流・研修事業の実施 

(オ)第１６回ゆうあい美術展の開催 

(カ)個別支援サービスの充実 

      

（２）福祉教育・福祉学習の推進 

ア 学校における福祉教育の支援 

 

イ ふくしチャレンジスクール事業の実施（ひたち福祉・医療探検少年団を兼ねる） 

 

  ウ 福祉体験学習のための機材等の充実と貸出し 

 

  エ ふくしの出前講座の実施 

 

オ 福祉作文コンクールの実施（小・中学生を対象、「ふくしのつどい」での表彰・

作文朗読） 

 

カ ふくしのつどいの開催（会場：日立シビックセンター） 

 

３ 自立した暮らしを支える環境づくり 

（１）生活困窮者対策・セーフティネットの充実  

ア 資金貸付事業 

様々な生活相談に応じ、他制度等の情報提供とともに、日立市自立相談サポ

ートセンターと協働しながら、市やハローワーク等の関係機関の協力を得、必

要に応じて社会福祉資金や第二のセーフティネットとした生活福祉資金貸付事

業の円滑な貸付を促進します。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯が利用

した生活福祉資金特例貸付の借受者については、日立市自立相談サポートセン

ターを中心に生活状況（就労や家計等）の確認などを行いながら、広く相談支

援にあたります。 

(ア)社会福祉資金貸付事業の実施 

(イ)生活福祉資金貸付事業（特例貸付を含む）の実施 

(ウ)生活福祉資金特例貸付の借受者への償還等各種手続き支援 

 

イ 生活困窮者自立相談支援事業（市委託） 

「日立市自立相談サポートセンター」において、生活困窮者からの様々な相

談に応じ、相談者の課題解決に向けたプランの作成、「家計改善支援事業」によ

る家計改善への支援など、センターの機能強化を図るとともに、積極的なアウ

トリーチを実施するほか、市をはじめ各種関係機関との連携により包括的な支

援に努めます。 

 



(ア)日立市自立相談サポートセンターの設置（日立市役所本庁舎２階） 

(イ)専門の相談支援員の配置（４名体制） 

(ウ)生活困窮者ニーズの把握 

(エ)生活困窮者の問題に寄り添った各種支援 

(オ)家計改善支援事業の実施 

(カ)生活福祉資金特例貸付の借受者への生活状況の確認と相談支援 

(キ)個別支援（アウトリーチ）の充実 

(ク)課題解決に向けた社会資源の開発と関係機関や各種サービスとの連携 

(ケ)生活困窮者自立相談支援調整会議・ケース検討会議等の開催 

 

ウ 援護事業 

(ア)歳末援護事業の配分計画の検討・実施 

 

エ 食の支援事業 

市と協働して福祉プラザと市（社会福祉課、各支所）に設置した「きずなＢ

ＯＸ」（食品収集箱）のほか、新たに「食の支援事業」として、本会独自の食品

収集箱を設置するとともに、地域や企業等と連携しながら、家庭などに眠って

いる食品を募集し、必要な生活困窮者等に提供するなど、その支援の強化にあ

たります。 

(ア)「きずなＢＯＸ」（食品収集箱）の設置による、フードバンク茨城への協力 

(イ)本会独自による、地域と連携した「食品収集箱」（５か所）の設置【新】 

(ウ)地域や企業（「企業ボランティアネットワーク」加入企業）等と連携した 

食品の募集【新】 

(エ)生活相談による生活困窮者等への食の支援 

 (オ)支援が必要な各種事業対象者への訪問を兼ねての食の支援【新】 

(カ)対象者を限定（ひとり親世帯、親元を離れた学生等）した食の支援【新】 

 

（２）支援が必要な人の把握と支援体制の充実  

ア 日立市成年後見サポートセンター事業（市委託） 

「日立市成年後見サポートセンター」において、成年後見制度等の相談や申

立の支援を行うとともに、関係機関との連携を図りながらネットワークの構築

を進めます。  

また、判断能力が低下した認知症高齢者や知的・精神障がい者等に福祉サー

ビスの利用手続きや金銭管理サービス等を提供する日常生活自立支援事業を引

き続き実施するとともに、さらに判断能力の低下が著しい方には、法人後見事

業における身上監護や財産管理をとおして、住み慣れた地域において安心して

暮らし続けられるよう権利の擁護に努めます。 

(ア)日立市成年後見サポートセンターの設置 

(イ)専門員の配置（１名） 

(ウ)成年後見制度に関する利用相談や申立の支援 

(エ)成年後見制度やセンターの広報、周知 

(オ)市民後見人養成講座（第2期）の実施【新】 

  (カ)成年後見制度等に関する休日相談会・出前講座の開催 

(キ)法人後見事業の実施 



(ク)日常生活自立支援事業の実施（県社協委託） 

・専門員の配置（１名） 

・潜在的な対象者の掘り起こしの強化 

・関係機関への事業内容の周知 

・生活支援員会議と研修会等の開催による育成と資質向上 

・利用者への生活支援の強化 

・利用者の状態変化による成年後見制度利用への移行の検討 

 

イ 引きこもりやニート等を対象とした居場所づくり等への支援 

引きこもりやニート、その家族等への対応について重要性が高まる中、県内

にあるＮＰＯ法人が開設する「つどいの場」への会場（福祉プラザ）の提供や

運営ボランティアスタッフの募集等の支援など、引き続き共催事業として運営

支援にあたります。 

また、個別相談や訪問相談をはじめ、合同相談会や新たに講演会を開催する

とともに、社会参加のきっかけづくりを目的とした「ふれあい菜園」の運営を

しながら、引き続き各種事業利用者（おもちゃライブラリーや地域活動支援セ

ンター（ゆうあい））の収穫体験を提供します。 

(ア) つどいの場（ひたちゃかい）の運営支援 

(イ) 合同相談会の開催 

(ウ) 講演会の開催【新】 

(エ) ふれあい菜園の実施 

 

ウ 介護相談員派遣事業（市委託） 

(ア)介護相談員の配置（７名体制） 

(イ)登録事業者の加入促進 

(ウ)施設及び在宅における介護サービス利用者訪問の拡充実施 

(エ)登録事業者連絡会と研修会の開催 

(オ)相談会の定期開催 

 

４ あんしんして暮らせるしくみづくり 

（１）相談窓口の充実 

  ア 窓口での各種相談業務の充実 

   (ア)相談内容やその窓口の広報紙等での周知 

   (イ)市や各種機関の相談窓口との連携強化 

   (ウ)制度や事業を紹介するリーフレット等の収集・設置 

 

イ 生活困窮者自立相談支援事業（再掲） 

 

ウ ハローワークとの連携による就労相談の充実 

   (ア)日立市自立相談サポートセンターの運営によるハローワークとの連携 

 

エ 地域生活課題の相談を包括的に受ける体制の構築 

   (ア)包括的に相談できる体制の構築に向けた検討 

   (イ)地域や各種機関との連携による支援体制の構築に向けた検討 



 

オ 介護相談員派遣事業（再掲） 

 

（２）サービス利用に関する情報提供 

ホームページの充実や新たなＳＮＳの活用、市報に折込みによる全戸への配布

を活かした「社協だより」の発行のほか、広報グッズの制作等をとおして広報活

動を強化するとともに、各種福祉情報を積極的に発信します。 

ア 市報・ホームページ等による情報提供 

   (ア)市報や各種広報紙の積極的活用 

   (イ)ホームページの内容の充実 

   (ウ)ケーブルテレビや新聞等の積極的活用 

 

  イ ＳＮＳの活用など、効果的な情報発信 

   (ア)ＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター）の活用の充実 

(イ)新たなＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の活用 

   (ウ)広報グッズの制作と活用 

 

  ウ 日立市社協だより発行事業（年５回） 

(ア) 社協だより（全頁フルカラー）の発行及び発行日の統一 

（発行日：５月、７月、10月、12月、２月の各５日に変更） 

(イ)広報モニター等からの意見を反映させた紙面づくりの充実 

(ウ)社協だより設置場所の拡大（各駅やコンビニ等に設置） 

(エ)広報モニター会議の開催 

(オ)音訳（声の社協だより）による情報提供（ホームページ上に掲載） 

 

  エ 各種広報活動事業 

(ア)社協概要「あらまし」の作成 

(イ)「ひたちの福祉と保健」の作成 

(ウ)日立市社協シンボルマーク及びキャッチフレーズによる広報の強化 

 

５ 組織体制の強化 

（１）理事会及び評議員会、評議員選任・解任委員会等の開催 

 

（２）会長顕彰事業（「ふくしのつどい」での顕彰） 

 

（３）「日立市地域福祉推進計画２０１９」（平成３１年度からの５年間） 

市と協働して一体策定した「日立市地域福祉推進計画２０１９」（第５次地域福

祉活動計画と市の地域福祉計画（第４期））を着実に実行し、より一層の地域福祉

の推進を目指します。 

 

（４）運営管理と事務事業評価・検証 

運営管理の充実とともに、より効率的、効果的な事業を目指すため、既存事業を

評価・検証し、ＰＤＣＡサイクルの中で事務事業の改善等の見直しを行います。 

 



（５）問題解決型の職員育成 

ア 地区担当・生活支援担当制の支援強化（再掲） 

  イ 職員体制の整備拡充 

ウ 職員の研修体系の充実と資格取得の推進 

エ 職員提案制度の実施 

オ 市職員研修（階層別研修）への参加 

カ 正職員の新規採用【新】 

 

６ 財政基盤の強化 

（１）会員会費の拡充 

    ア 一般会員の増強（７月） 

   イ 賛助会員の増強（通年）、個人の新規開拓 

ウ 特別会員の増強（通年）、企業・法人の新規開拓 

 

（２）共同募金(赤い羽根募金、歳末たすけあい募金)への積極的な協力（10～12月） 

    

（３）募金活動におけるコミュニティ単会や取りまとめ者（コミュニティ推進員等） 

の負担軽減と利便性の向上 

ア 募金資材等の工夫（募金チラシの作成廃止と社協だよりの有効活用） 

   イ 社協だよりを活用した個人（町内会等の未加入世帯）への募金依頼【新】 

ウ 金融機関と地域の納入窓口の拡大 

(ア)納入取扱銀行及び郵便局（県共同募金会口座の活用）での納入 

(イ)募金納入受付を行う交流センターの拡大（現19から全23の交流ｾﾝﾀｰへ拡大） 

   エ 募金手数料 

    (ア)取りまとめ者への募金取りまとめ手数料 

    (イ)募金資材の配送手数料（交流ｾﾝﾀｰから取りまとめ者への配送）【新】 

    (ウ)交流センターでの募金納入受付の手数料【新】 

オ 赤い羽根募金と歳末たすけあい募金（戸別募金）の同時募金の導入（10月） 

 

（４）善意銀行（寄附窓口）の積極的な広報と協力団体・企業の開拓（通年） 

 

（５）テーマ型募金の継続検討 

 

（６）財源（基金を含む）の運用と効果的活用の検討 

 

 


