平成28年度事業報告

・ボランティア活動コーディネーター、ボランティアサポーターの設置
・企業の社会貢献セミナーの開催

全国を上回るスピードで少子高齢化・人口減少が進行している本県においては、住民自ら地域の福祉課

・アクティブシニア地域デビュー講座の開催

題を発見し、解決につなげることができる地域コミュニティの形成が求められており、活発な住民活動の

・「健康と長寿の祭典」開催、いきいき長寿大学の開催

推進や、これらの課題に福祉施設・団体、関係機関、専門職、住民、行政等が協働して解決に取り組むた

・災害救援ボランティアコーディネーター・リーダー養成研修会の開催

めのシステムづくりが重要な課題となっています。
本会としては、第三次活動推進計画に基づき、以下の５つを事業推進の柱として位置付け、民生委員・
児童委員等社会福祉事業関係者はもとより、保健、医療、教育等関連分野との連携・協働を図りながら事

第３

業を実施しました。

第１

地域において、県民一人ひとりが安心して生活するためには、福祉サービスを適切に利用する仕

組みが重要であることから、誰もが住み慣れた地域（市町村域及び日常生活圏域）において必要な
サービスを利用し、安心して生活することができるよう、福祉についての相談やサービス利用の際

地域協働による地域福祉の推進

に必要な支援の充実を図るとともに、福祉サービス提供者に対しては、サービスの質の向上と経営

誰もが住みたいと思うそれぞれの地域において、必要な支援を受け社会とのつながりを持ちなが

基盤の強化・支援を行うなど、福祉サービスをより利用しやすい環境づくりに努めました。

ら安心して暮らすことができるよう、これまで築いてきた地区社協等による小地域福祉活動や、ケ

【主な取組み】

アネット活動等を基盤に住民、福祉関係団体・関係機関、ＮＰＯ法人や企業等、多種多様な主体と

・福祉総合相談センターの運営（総相談件数３，
０７３件）

の連携・協働のもと、地域における包括的なケアシステムの構築に努めるとともに、生活支援の視

・障害者虐待防止ネットワーク協議会の開催

点と、地域社会が当事者を排除することなく支える権利擁護の視点の２つの視点に立脚して、小地

・難病相談・支援センター、若年性認知症相談・支援センター、がん総合相談支援センターの運営

域ネットワーク活動、在宅福祉サービス、総合相談・生活支援活動の充実・強化を図りました。

・介護サービス指定情報公表センターの運営

【主な取組み】

・福祉サービス運営適正化委員会の開催

・ふれあいコミュニティ・ケアネット２１を全市町村、２５９地区で実施

・福祉用具、モデルルームの展示（７７１種類）
、福祉用具に関する研修会等の開催

・ケアネット活動支援事業、ケアネット活動の普及啓発事業等
・生活福祉資金の貸付決定実績 ２７７件 ４８，
２３９，
３５６円
・富山県東部生活自立支援センターにおいて、県東部８市町村を対象に自立相談支援事業等の実施
・社会福祉法人地域公益活動推進事業を実施。４市社協へ事業費を助成
（黒部、砺波、小矢部、射水）

・各種福祉団体の事務局受託（５団体）

第４

福祉の担い手確保と資質向上

今後、ますます複雑化・多様化する福祉ニーズに応え、利用者本位のサービスの実現を進める

ためには、福祉サービスを提供する人材の質と量の両面からの安定的確保と、福祉人材の確保と

・障害者の工賃水準の向上に向けた研修会等の実施
・富山県民福祉推進会議の開催、第２０回福祉フォーラムの開催

第２

福祉サービスの利用者と提供者への支援

定着への支援が重要となってきます。
このため、福祉・介護の現場で直接支援を行う職員や看護師、保育士等の人材不足の状況が続

・日常生活自立支援事業を全市町村で実施（実利用人数４９７件）

く中、様々な求職者ニーズや特性を活かした効率・効果的なマッチングを進めるとともに、小学

・市町村社協役職員の資質向上に向けた研修等の実施

校等の子どもの時からの福祉・介護の仕事への理解の促進や、指導的役割を担う中堅職員の紹介

多様な機関との連携・協働による福祉教育の推進とボランティア・市民活動への支援

地域の福祉課題・生活課題について住民自らが考え、課題解決向けて実践的に取り組めるよう

成長していくための学習として、学校内や子どもだけにとどまることなく、学校、地域、社協が
一丸となった地域を基盤とした福祉教育・ボランティア学習の推進を図りました。
また、多様化する生活の中で、県民がそれぞれ主体となり、生きがいや新たな課題等を自ら学

などイメージの向上について取り組みました。
また、福祉関係諸団体と連携・協力を図りながら、サービス利用者の権利擁護の視点を持つ専門
的知識・技術の高い福祉人材の育成や福祉職場における研修体系の構築への支援を行いました。
【主な取組み】
・健康・福祉人材センターの運営
相談件数：３，
４８５件

紹介者数：２３７人

採用者数：１９８人

び、実践する市民活動に参加する人たちへの支援として、企業の社会貢献活動推進のためのセミ

・福祉職場説明会の開催、がんばる介護職員の表彰

ナーや講座を開催しました。さらに、多発する災害の支援経験から、安心・安全なまちづくりを

・民間社会福祉事業所の人材確保に関する調査の実施

進めていくうえで、平常時からの「支え合い」活動や住民相互のつながりを強めるため、関係機

・福祉人材確保対策介護の開催

関等との協働による防災・減災の取組みを進めました。

・福祉介護人材マッチング強化事業の実施

【主な取組み】
・福祉教育地域指定推進事業の実施（１４か所）
・富山県福祉教育セミナーの開催
・福祉教育サポーター養成確保モデル事業の実施
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・保育士・保育所支援センターの運営
・介護福祉士等修学資金貸付事業、保育補助者雇上貸付・潜在保育士再就職支援事業、
児童養護施設退所者等貸付事業の実施
・介護支援専門員実務研修受講試験の実施
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第５

県社協の活動基盤の強化

県域における地域福祉を総合的に推進する唯一の専門組織として、県民の期待に応える地域福

【主な取組み】
・基金運営委員会の開催
・第４次活動推進計画の策定
・第６５回富山県社会福祉大会の開催
・広報誌「福祉とやま」の発行（奇数月に各１２，
０００部）
・市町村社協会長会議、市町村社協専務・常務理事、事務局長会議の開催

平成28年度 富山県社会福祉協議会 収支決算総括表
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人件費支出
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事務費支出

受託金収入

貸付事業収入
事業収入

貸付事業支出

67,053,003

助成金支出

74,022,369

借入金償還金支出

25,125,623

利息収入

借入金収入

積立資産取崩収入
その他の収入

貸付資金補助金収入
前期末支払資金残高
収入計

基金積立支出
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（１）ボランティアセンターの機能強化と市民活動との連携・協働への支援
・県ボランティアセンター運営

（１）小地域（日常生活圏域）における住民主体の助け合い活動の拡充
（拡）・小地域福祉活動推進事業（ケアネット２１）
（２）地域における総合相談体制の構築
・生活福祉資金貸付事業
・東部生活自立支援センター運営事業
（３）市町村社協の基盤強化支援及び役職員の資質向上
・市町村社協役職員セミナーの開催
（新）・地域から期待される社会福祉協議会のあり方研究会の設置
（４）地域包括ケアシステムの推進と地域包括支援センター等との連携・
協働の取組み強化
・地域包括ケア推進事業
（５）民生委員・児童委員との連携・協働
・民生委員・児童委員研修
・民生委員児童委員互助共励事業
（６）福祉のまちづくり活動の推進
・富山県民福祉推進会議の開催
・福祉フォーラムの開催
（７）福祉関係団体とのネットワーク構築
・社会福祉施設・団体正副会長連絡会議
（８）各種福祉団体への支援・協力
・各種福祉団体の事務局受託（５団体）
（９）各種ニーズに対応した福祉総合相談体制の充実
・高齢者総合相談センターの運営 ・障害者虐待防止ネットワーク
協議会の開催
（拡）・難病、若年性認知症、がん相談支援センター事業

（２）福祉のまちづくりの視点による市民活動団体等との連携・協働
・アクティブシニア地域デビュー講座
・企業の社会貢献セミナーの開催

２ 子どもから大人までの幅広い世代への福祉教育の推進
（１）福祉教育・ボランティア学習の推進
・福祉教育地域指定推進事業

（拡）・福祉教育サポーター養成確保事業
・富山県福祉教育セミナーの開催

３ 住民と専門職等との協働による地域福祉活動の推進

（１）ケアネット活動による住民と専門職との協働による個別支援と
地域支援の推進
（２）地域における住民と専門職の連携による活動の展開支援
（３）地区社協の強化を目指した市町村社協への支援

４ 高齢者の社会参加と地域福祉活動への支援

（１）高齢者の生きがいづくりの推進
・健康と長寿の祭典開催事業
・いきいき長寿大学開催事業
（２）高齢者の社会参加活動の促進
・シニアタレント社会活動事業
・エイジレス社会づくりリーダー養成塾

２ 制度の狭間に対応した新たなサービス・活動の開発
（１）地域の特性や本人の強みを活かした支援の推進
・ＣＳＷ実践者養成研修等の実施
（２）地域における自立生活への支援
・障害者工賃向上支援事業

４ 地域ニーズへの対応力向上と効果的・効率的な
サービス提供に向けた経営支援

３ その人らしい生き方を支援する権利擁護の推進
（１）身近な地域における権利擁護相談支援の推進
・日常生活自立支援事業

１ 社会福祉法人の地域における公益的な取組と法人間の連携・協働
（１）社会福祉法人による地域連携の推進と公益的な取組みの支援
・社会福祉法人地域公益活動推進事業

３ 災害時に対応できる地域づくりの推進
１ 日常的なつながりを基盤とした要援護者への支援体制の充実

２ 福祉施設・事業所の経営マネジメント力向上への支援

（１）災害時の要援護者支援・福祉救援の取組みの充実
・災害救援ボランティア訓練事業
（２）災害時のボランティア活動の展開支援
・災害救援ボランティアコーディネーター・リーダー養成研修会

（１）社会福祉法人等の自立的経営と経営基盤の強化
・福祉施設経営指導の推進
・富山県社会福祉法人経営者協議会との連携
（２）富山県福祉施設支援資金の貸付及び償還管理

２ 災害時における福祉施設、専門職団体等との連携・協働支援体制の構築
（１）専門職等関係機関・団体との連携・協働
・災害ネットワーク推進事業
・災害福祉広域支援事業

３ 福祉・介護機器の導入・活用支援
（１）ICT及び福祉・介護機器の活用支援

（新）・福祉・介護機器の導入・活用状況に関する実態調査
（新）・先進的取組事例の紹介

５ 福祉人材の確保・定着、育成
１ 福祉職場の魅力の発信と、新たな分野での福祉人材の掘り起こし

平成28年度 一般会計資金収支計算書の概要

収入の部
会費収入

87,419,814

105,103,824

長寿社会推進事業拠点区分

出

146,154,795

574,144,385

合計

支

162,451,063

77,869,805

生活福祉資金会計
1 生活福祉資金会計
2

入

246,403,703

地域福祉活動推進事業拠点区分

1
2

収

分

1

１ 地域住民の地域福祉活動やボランティア活動への参加促進

１ 住民のあらゆる福祉・生活課題に対応するための全世代・
全対象型の相談体制の構築による包括的な支援の提供

・理事会、評議員会の開催

会

２ 住民が地域福祉活動に主体的に参加するための土壌づくり

１ 身近な地域
（生活圏域）
における総合相談体制の構築による
包括的な支援の提供

祉活動を展開するため、県社協活動基盤の強化に努めました。

一般会計

平成29年度 富山県社会福祉協議会 事業計画 〜ともに生き、ともに支え合う福祉社会の実現〜

1,600,964,291

（１）福祉の人材確保・マッチング支援の強化と人材定着を支援する取り
組みの推進
・福祉人材無料職業紹介事業の充実
（拡）・離職介護人材の届出制度の活用促進
・福祉人材確保緊急プロジェクトの推進
（２）就労支援ネットワークづくり
・介護福祉士等修学資金貸付事業等の実施
（３）福祉・介護職場のイメージアップ
（拡）・高校生等の福祉の魅力体験バスツアー
（新）・福祉・介護職場の魅力発信事業

６ 利用者本位による福祉サービスの選択と
福祉サービスの質の向上
１ 福祉サービスの見える化と質の向上

（１）福祉サービス第三者評価事業の実施
・地域密着サービスにかかる外部評価の実施
（２）利用者の福祉サービスの選択
・介護情報の公表事業の実施
（３）福祉サービスに関する苦情解決のための取組み強化
・第三者委員設置の促進

２ 研修実施や資格取得の促進を通したキャリアパスの構築
（１）委員会等の開催
・福祉カレッジ運営委員会等の開催
（２）福祉カレッジ研修事業の実施
（拡）・ソーシャルワーク研修、ケアワーク研修等の充実
（３）介護支援専門員実務研修受講試験事業

・苦情解決部会、運営監視部会の開催

７ 地域福祉推進のための組織基盤の強化
１ 経営・財政基盤の強化

３ 福祉・介護機器活用による職場の活性化とスキルアップ

・第４次活動推進計画の推進

（１）効果的な福祉・介護機器の活用支援
（２）福祉・介護機器を活用した介護技術研修の実施と指導者の育成支援
・介護技術向上のための研修の実施
・腰痛予防対策推進研修の実施
（拡）・腰痛予防対策推進施設の指定

２ 情報収集と発信機能の強化

・第６６回富山県社会福祉大会の開催

３ 組織体制の強化

４

指定管理者としての機能強化

※平成28年度事業報告、収支決算及び平成29年度事業計画・収支計画の詳細については県社協ホームページで公表しています。
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