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第 1章 策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨 

  近年、我が国では、少子・高齢化に合わせて人口減少が進み、県内人口は令和７

(2025)年には 187 万人1、高齢化率が 30.6%になると見込まれています。約 3 人に 1

人が 65歳以上という超・超高齢社会を迎えることとなります。 

  また、世帯構造は２人台のまま穏やかに減少し2、単独世帯や夫婦のみの世帯、ひ

とり親と子の世帯の増加が見込まれています。 

  さらに、県内の要支援・要介護認定者数は増加傾向で平成 31（2019）年には 88,203

人3となり、平成 12（2000）年と比較して約 3.08倍に増加しています。 

  多様な生活課題を抱える世帯が増加し、社会的な孤立や困窮と併せて、地域にお

ける福祉課題の多様化や複雑化が進んでいます。 

  よって、地域住民から寄せられる多様な地域生活課題を受け止め、小地域におけ

る住民主体の福祉活動を一層強化するとともに、社会福祉施設、民生委員・児童委

員、ボランティア・ＮＰＯ団体等地域の関係機関や団体との連携・協働の取り組み

を広げ、地域のつながりの再構築を図り、他機関協働事業や関係機関間の連携を図

るなどし、地域共生社会4の実現に向けた実践をすすめる必要があります。 

  また、自然災害が大規模化し、県内においても幾度と被災し、発災の早期段階か

らボランティアによる復旧支援、避難所での支援が行われてきました。ボランティ

ア活動を円滑に進めるための拠点である災害ボランティアセンターの運営は、被災

地のＮＰＯ等やボランティア、社会福祉協議会、行政が協力し、県内外からのボラ

 
1 栃木県総合政策部推計（2019年 10月） 
2 総務省「国勢調査」国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口・世帯数」 
3 厚生労働省「介護保険事業状況報告」 
4 地域共生社会：社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や

「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資

源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創って

いく社会 

1



ンティアも受けながら行われています。避難所等においては福祉専門職による支援

を行うなどさらなる役割が求められています。 

  これまで本会では、平成 14 年３月に「栃木県社会福祉協議会活動指針」を定め、

その後、平成 18 年度から平成 22 年度を期間とする「栃木県社会福祉協議会活動推

進計画」、平成 23年度から平成 27年度を期間とする「栃木県社会福祉協議会活動推

進計画（第２期）」、平成 28年度から令和２年度を期間とする「栃木県社会福祉協議

会活動推進計画（第３期）」、を策定し、県民の皆様や関係機関と連携を図りながら、

各種事業を展開し、地域福祉の推進に取組んで参りました。 

  第３期計画期間の終了に当たり、引き続き、地域共生社会の実現や、大規模自然

災害への対応等、本会が地域福祉推進の中核的な組織として役割を果たしていくこ

とが必要です。 

 よって、「明るく活力あふれる地域づくり」を目指した地域福祉の推進を図るため、

同計画に掲げた基本理念を踏襲し、「栃木県社会福祉協議会活動推進計画（第４期）」

を策定します。 

２ 計画の性格と位置づけ 

  この計画は、本会が目指す役割、取り組むべき課題と対応策（事業）を明らかに

し、会員はもとより、広く県民の参画を得ながら、関係者、関係機関・団体等との

協働のもと、地域福祉を総合的に推進するための計画です。 

  また、「栃木県地域福祉支援計画」をはじめとする県の諸計画、市町社協の地域福

祉活動計画などとの連携にも留意して計画を策定します。 

３ 計画期間と進行管理 

  計画期間は、令和３年４月から令和９年３月までの６か年とします。ただし、社

会情勢や法改正等の変化等を勘案しながら、概ね３年を目途に必要に応じて見直し

ます。 
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  計画の進捗状況については、毎年、点検・評価を行います。点検・評価の結果に

ついては、本会理事会及び評議員会並びに栃木県社会福祉協議会活動推進計画推進

委員会（以下「推進委員会」という。）に報告します。 
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第２章 基本的な考え方 

 基本理念 

明るく活力あふれる地域づくり 

～共に支え合い、心豊かな福祉社会を築く～ 

 

 すべての県民が、住み慣れた地域社会において、生きがいを持ち、一人ひとりの尊

厳とその自己決定を尊重し合いながら、共に支え合う、明るく活力あふれる地域づく

りを目指します。 

 基本方針 

 国が進める「地域共生社会5」の実現、国際的に進められている SDGs6（持続可能な開

発目標）の実現に向けて、第３期活動推進計画を引き継ぎ、県民の福祉ニーズの把握

に努めるとともに、誰もが何らかの役割を担い、地域活動やボランティア活動に積極

的に関わりながら、地域の課題を主体的に自分の課題として捉えて解決する「共に支

え合う、心豊かな福祉社会」を目指して、県民、関係機関、団体等と総合的なネット

ワークを形成しながら、本県における地域福祉の更なる発展に努めます。 

 また、令和３年度からは包括的な支援体制を整備するため重層的支援体制整備事業7

が開始されます。更には、2040 年を展望し、社会保障の持続可能性を確保するため、

社会保障改革がすすめられ、医療・福祉サービスの改革に ICT8の活用についても検討

 
5 「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦

割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、

人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに

創っていく社会を目指すもの。 
6 SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。2015年 9月の国連サミッ

トで採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」にて記載された 2030年までに持続可

能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上の「誰

一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。 
7 重層的支援体制整備事業：市町村全体で全地域住民に対する重層的なセーフティネットの強化を

目指すもの。 
8 ICT【Information and Communication Technology】 インフォメーション・アンド・コミュニ
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されています。新型コロナウイルス感染症対策における新しい生活様式を取り入れた

事業展開も喫緊の課題とされ、本会を取り巻く環境の変化や課題に対し、適切に対応

していきます。 

 さらに、激甚化、大規模化する自然災害に対し、これまでの経験を踏まえ、平時に

おける地域福祉の推進と、災害時における広域福祉を両輪として、市町社協や関係機

関・団体等と連携し、努めていきます。 

  

 

ケーション・テクノロジー。「情報通信技術」の略。 
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第 3章 推進目標と推進方策 

推進目標Ⅰ 県民参加型の地域福祉の推進 

 誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを実現するには、住民自らが地域におけ

る様々な福祉課題に取組んでいくことが必要です。様々な福祉情報をタイムリーに提

供しながら、住民はもとより市町社協や民生委員・児童委員活動をはじめ、ボランテ

ィア団体、企業、学校との連携・協働を図り、地域福祉を推進します。 

 

推進方策Ⅰ－１ 地域福祉への関心・理解の促進 

 現状と課題等 

 少子・高齢化の急速な進行による単身世帯、高齢者世帯の増加や社会的孤立を要因

とする複雑・複合的な課題を有する世帯の増加など、地域社会を取り巻く環境が大き

く変化しています。 

 更に、災害が少ないと言われる本県において、東日本大震災や平成 27年９月関東・

東北豪雨による災害、令和元年東日本台風（台風第 19号）など過去に例のないような

大規模な災害が発生しています。 

 このような中で、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進するためには、福祉関

係機関・団体の取組はもちろん、地域住民がその課題や問題等に関心・理解を深め、

相互の助け合いや支え合いなどの活動に積極的に参加していくことが不可欠となって

います。 

 多くの住民が地域福祉に対する関心・理解を深め、問題意識を持ち、担い手などと

して活動に参加する地域福祉のまちづくりをするためには、地域福祉に関する様々な

情報を多様な媒体を通して、迅速かつ的確に提供することが必要です。また、災害で

の情報発信等についても、近年の大災害の教訓等を生かして、迅速かつ的確な対応が

必要です。 
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本会では、ホームページ（とちぎ福祉ナビゲーション）や広報紙「ふくしとちぎ」に

よるほか、福祉人材・研修センターやとちぎ視聴覚障害者情報センターなどで独自に

情報を編集し提供していますが、平常時はもとより災害時においても、引き続き広報

活動の充実を図っていくことが必要です。また、ソーシャルメディア等の新しい媒体

を取り入れるなど、より一層住民目線に立ち、創意工夫をして具体的情報の積極的な

提供・発信を行う必要があります。 

 推進項目 

（１）広報活動の充実 

（２）福祉関係資料の整備と利用の促進 

 取組の方向 

（１）広報活動の充実 

・県民の福祉ニーズに対応するため、法・制度の動向や県内の先進的な取組みなどの

情報について、最新かつ有益な情報が提供できるよう、ホームページ（とちぎ福祉ナ

ビゲーション）や広報紙「ふくしとちぎ」の掲載内容の充実を図るとともに、「福祉人

材・研修センターニュース」、視聴覚障害者情報センターの「ear たより」、「点字図書

館だより」等により、対象者に応じた情報提供を行います。 

 また、本会の事業内容や福祉関連イベントに係る情報、災害関連情報等について、

マスメディアへの情報提供やソーシャルメディアによる情報発信等、様々な媒体を活

用した広報活動、情報発信を行います。 

・県内の福祉関係者の連携や絆を深めるとともに、地域福祉に大きく貢献された方々

を表彰する場として、栃木県並びに各福祉団体と共同で栃木県民福祉のつどいを開催

します。 

（２）福祉関係資料の整備と利用の促進 

・とちぎ福祉プラザ福祉情報コーナー（１階）の充実に努めるとともに、その蔵書の

7



データ化を図り、検索・貸出状況の確認が速やかにできるようにするなどして、更に

利用しやすい環境整備を行います。 
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推進方策Ⅰ－２ ボランティア・市民活動の振興・支援 

 現状と課題等 

 ボランティア・市民活動は、地域住民の日常生活に関わるすべての活動につながる

という意識が広がりを見せ、様々な分野で活動を展開しております。その活動は、子

どもから高齢者、個人、団体、さらには企業まで広がりを見せています。 

そして、地域共生社会の実現に向け、地域の課題に対して住民が主体的に関わるこ

とが求められており、ボランティア・市民活動がますます重要なものとなっています。

また、ボランティア・市民活動は、地域での新しいニーズをキャッチして、先駆的に

取り組むことも大切です。 

 そこで、県域のボランティアセンターとして関係機関・団体と連携・協働すること

で社協ボランティアセンター機能の強化を図るとともに、住民に最も身近な市町社協

ボランティアセンターへの支援を深めることが必要です。 

 また、ボランティアコーディネーターなどの人材育成や、関係機関・団体との連携、

協働を一層強化するための環境整備を積極的に推進し全県的にボランティア・市民活

動の推進を図っていくことが必要です。 

 推進項目 

（１）社協ボランティアセンターの充実・強化 

（２）ボランティア・市民活動の環境整備 

（３）関係機関・団体との連携及び支援 

 取組の方向 

（１）社協ボランティアセンターの充実・強化 

・県域のボランティアセンターとして、市町社協、行政、民生委員・児童委員団体、

ボランティア団体、NPO法人、企業・労働組合、大学・学校との連携・協働により県内

のボランティア・市民活動の振興を図ります。また、とちぎ福祉プラザ内ボランティ
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アルームの情報発信・相談支援機能の充実に努めます。 

・市町社協ボランティア業務の増進を図るため、担当者連絡会議を開催するなど市町

社協ボランティアセンター事業への支援に努めます。 

（２）ボランティア・市民活動の環境整備 

・県民のボランティア・市民活動の環境整備を図るとともに資質向上を図ります。 

・栃木県地域福祉振興基金（栃の実基金）を活用し、活動費を助成するほか、ボラン

ティア・市民活動に関する様々な情報、助成情報などを社協の全国的なネットワーク

を活用して情報収集・発信し、活動の推進に努めます。 

（３）関係機関・団体との連携及び支援 

・多様化、複雑化した地域の課題等について、市町社協、県域の中間支援組織、行政

等関係機関・団体との連携を図りながらネットワークづくりや、研修機会の提供など

の支援に努めます。 
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推進方策Ⅰ－３福祉教育の推進 

 現状と課題等 

 地域福祉推進のために、福祉教育をとおして、住民が福祉について関心を持ち、住

民が主体的に地域づくりに関わる意義や目的の理解を深めていくことが重要です。 

 本会では学校における福祉教育を推進するとともに、生涯教育の観点から地域の

様々な生活課題へ理解を深める機会の提供を進めています。このような取組をより一

層推進するために学校や福祉関係者が協働し、福祉教育の推進基盤の整備や担い手と

なる人材の育成を図ることが必要です。 

 推進項目 

（１）福祉教育推進の基盤整備 

（２）学習機会の提供 

（３）教育職員免許法の特例による「介護等の体験」 

 取組の方法 

（１）福祉教育推進の基盤整備 

・社協や福祉関係者、教育関係者など地域の関係者などが参加する「とちぎ福祉教育

研究会」による協議などを通して、体系的かつ効果的な福祉教育を推進する基盤の構

築を目指します。 

（２）学習機会の提供 

・教員、ボランティアなど福祉教育関係者、協力者等を対象にセミナー等を開催し、

子どもたちの福祉の学びを支援する取組を進めます。 

・市町社協や各種機関が実施する福祉講演会や体験講座などの開催を支援するととも

に、その情報を広く県民に提供します。 

（３）教育職員免許法の特例による「介護等の体験」 

・介護等体験が単なる形式的なものにとどまらず、個人の尊厳及び社会連帯の理念に
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関する認識を深めること」「人の心の痛みのわかる人づくり、各人の価値観の相違を認

められる心をもった人づくりの実現」といった法の主旨により近い活動が行なえるよ

う支援します。 
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推進方策Ⅰ－４ 民生委員・児童委員活動との協働 

 現状と課題等 

 民生委員・児童委員は、常に住民の身近な立場に立って相談等に応じ、一人暮らし

の高齢者・高齢世帯への訪問活動や障害者・子どもたちの見守り、子育ての不安や妊

娠中の心配事などの相談・支援等必要な支援を幅広く行っています。 

 今日、認知症高齢者の対応や生活困窮、虐待など、地域が抱える複合的な課題・問

題が生じている中で、福祉ニーズを早期に発見し、社協や行政、様々な主体と協力し

ながら、課題解決に取り組んでいる民生委員・児童委員の役割は、今後ますます重要

性を増すとともに、期待も高まっています。 

 一方で、その活動は地域住民に対する理解が十分ではなく、担い手の高齢化が進む

など後継者不足が課題となっています。 

 本会では、民生委員・児童委員がより効果的かつ円滑にその活動を行えるよう、研

修会を開催し、種々の情報提供を行っています。 

 また、地域住民に対して民生委員・児童委員活動の普及・啓発活動を行うことで、

活動に関わる意識の醸成を図ります。 

 今後もこのような活動をとおして、民生委員・児童委員との連携を強化していくこ

とが必要です。 

 推進項目 

（１）県民生委員児童委員協議会との連携・協働 

（２）民生委員・児童委員活動の充実支援 

 取組の方向 

（１）県民生委員児童委員協議会との連携・協働 

・日頃の連携に加えて、県民生委員児童委員大会、各種会議等への参加などにより連

携を深めるとともに、民生委員・児童委員活動への支援（各種研修等）を協働して進
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めます。 

（２）民生委員・児童委員活動の充実支援 

・階層別研修会（会長、新任・中堅）の開催を通して民生委員・児童委員の知識向上

と活動を継続できるよう研修を行うことにより民生委員・児童委員活動の充実を支援

します。またこの他、地域福祉活動等に関する研修会への参加を呼びかけ、多方面か

ら、社会課題に即した効果的な活動が行なえるよう支援します。 

・地域住民に民生委員・児童委員活動の周知・啓発を行うことにより、地域全体でそ

の活動を支える意識を醸成します。 

・全国民生委員互助共励事業を活用し、単位民生委員児童委員協議会に助成金を交付

して運営の充実と活動の強化をすることで、民生委員・児童委員活動の支援を図りま

す。 
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推進方策Ⅰ－５ 共同募金会との協働 

 現状と課題等 

 戦後の厳しい生活の中で、お互いに助け合って生きていこうという強い連帯感から、

「国民たすけあい運動」として昭和 22年に赤い羽根共同募金が誕生しました。 

 共同募金は、地域福祉の推進のために大きな役割を果たすとともに、大規模災害で

の災害ボランティアセンターへの支援などの役割も担っています。 

 一方で、全国的に募金額の伸び悩みが大きな課題となっており、解決すべき地域生

活課題の共有や募金使途明確化と情報発信、多様な人材の参画による住民主体の運動

展開等、共同募金運動の活性化を進めていくことが求められます。 

 本会としては、共に地域福祉の推進を図るパートナーとして、共同募金の趣旨、役

割の周知と理解の促進を図っていますが、更に、様々な場面でこれらに積極的に取組

んでいくことが必要です。 

 推進項目 

（１）県共同募金会との連携・協働 

（２）共同募金の周知、理解促進 

 取組の方向 

（１）県共同募金会との連携・協働 

・共同募金は、各都道府県で集められた寄付金を、その都道府県での社会福祉の取組

みに充てる財源であり、本県における地域福祉の向上と密接な関係があるため、県共

同募金会と連携・協働して活動を進めていきます。 

 赤い羽根募金や歳末たすけあい運動及びテーマ型募金運動等の展開に一体的に協力

し、共同募金配分金の有効活用によって地域福祉を推進します。 

（２）共同募金の周知、理解促進 

・啓発ポスターの作成や本会が実施する事業が共同募金によることを明記するなど、
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広く県民に共同募金のＰＲを図りながら、共同募金の趣旨、役割の周知と理解の促進

に努めます。 
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推進方策Ⅰ－６ 障害者の社会参加の促進 

 現状と課題等 

 障害（身体・知的・精神等）があってもなくても、住み慣れたまちで安心して生活

を送ることができる環境づくりを進めるため、障害者差別解消法など様々な法制度の

整備がなされており、これに適切に対応していくとともに、十分周知等を図っていく

ことが必要です。 

 本会では、「とちぎ視聴覚障害者情報センター」を運営するとともに、「とちぎセル

プセンター」の充実強化、「障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ）」の管理運

営等により関係団体等との連携を図っていますが、更に様々な法制度の整備等も踏ま

えながら、障害者がより安心して生活ができるよう、個々の障害者や家族・支援者等

の声を反映するなどして、当事者の視点に立った取組をさらに充実させていくことが

必要です。 

 推進項目 

（１）とちぎ視聴覚障害者情報センター（点字図書館・聴覚障害者情報提供施設）の充実 

（２）障害者差別解消法など法制度改正等への適切な対応 

（３）とちぎセルプセンターの充実強化 

（４）関係団体等との連携及び支援 

 取組の方向 

（１）とちぎ視聴覚障害者情報センター（点字図書館・聴覚障害者情報提供施設）の充実 

・視聴覚障害者に対して各種の情報提供や相談、意思疎通支援を行うとともに、点字

図書・録音図書・字幕（手話）入りビデオの製作・貸出及び手話通訳者・要約筆記者

の養成・派遣・斡旋等の取組の充実を図ります。 

・視聴覚障害者向けパソコン教室の開催等、ICT技術を習得・活用するための取組を行

うことで、障害者の情報アクセシビリティの確保・向上を図ります。 
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（２）障害者差別解消法など法制度改正等への適切な対応 

・ホームページや広報誌、会議資料等の印刷物の作成、会議・研修等の開催に当たり、

様々な対象者に応じた適切な配慮を行い、必要な情報を伝えられるよう努めます。 

（３）とちぎセルプセンターの充実強化 

・とちぎセルプセンターの会員である障害者就労支援事業所が作った製品や提供する

サービス等の共同受注及び受注拡大、販路拡大、技術向上、商品開発などの各種事業

を通して、県内障害者就労支援事業所及び働く障害者を支援します。 

（４）関係団体等との連携及び支援 

・「障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ）」の管理運営（受付業務等を栃木県

障害者スポーツ協会に委託）のほか、関係団体と連携して栃木県障害者文化祭や栃木

県障害者スポーツ大会を運営するなど、障害者の社会参加の促進に努めるとともに各

種事業により障害者の活動を支援します。 

・令和 4（2022）年に本県で開催される国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会に向

け、聴覚障害のある選手・観客等とのコミュニケーション支援を図る情報支援スタッ

フを養成します。また、この養成を契機として、手話や要約筆記9の普及啓発や聴覚障

害者福祉向上のための環境醸成に努めます。 

 

  

  

 
9 要約筆記：聴覚障害者等に、話しの内容をつかみ、それを文字にして伝える、聴覚障害者のため

の情報保障です。 
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推進方策Ⅰ－７ 福祉拠点における活動の充実 

 現状と課題等 

 とちぎ福祉プラザは、障害者をはじめとする県民の幅広い交流と社会参加、自主的

な福祉活動を支援していくことにより県民がともに支え合う地域社会をつくることを

目的に設置され、開館以来、県域の福祉・文化活動の拠点となっています。 

 県社協では、県から指定管理者として、前期（平成 26 年度～平成 30 年度）に引き

続き、今期（令和元年度～令和 5 年度）も指定を受け、県民がともに支え合う地域社

会をつくるための原動力となるよう、誰もが使いやすい施設を目指し、利用者の利便

性の向上に努めています。 

 なお、平成 28年 8月に、障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ）が建て替え

られ、わかくさ広場とともに一体管理となりました（受付業務等を栃木県障害者スポ

ーツ協会に委託）。 

 また、本館は貸出施設の他、福祉関係団体（33団体）が入居する複合施設でもあり、

入居団体で構成する管理運営協議会により連絡調整等の関係強化を図っています。 

 本館は開館から 20年が経過し、適宜修繕・改修等が必要になってきていますが、創

意工夫をしながら、福祉活動拠点施設に相応しい運営を行うことが必要です。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症対策として、衛生面においても適切な管理に努

め、安全で安心して利用できる環境を整えることが必要です。 

 推進項目 

（１）とちぎ福祉プラザ（本館及び障害者スポーツセンタ－）の円滑な運営 

 取組の方向 

（１）とちぎ福祉プラザ（本館及び障害者スポーツセンタ－）の円滑な運営 

・入居団体で構成する管理運営協議会を開催するほか、利用者のアンケート調査を実

施し、入居団体や利用者の意見を反映した適切な管理運営に努めます。 
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・見学者の受け入れやバリアフリー体験・啓発を行うなど、福祉活動拠点としてのＰ

Ｒに努めます。 
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推進目標Ⅱ 市町社協活動の推進・支援 

 市町社協の持つ様々な機能を十分に生かしながら、地域住民から寄せられる多様な

生活課題を受け止め、相談・支援や解決につなげられるよう、職員の専門性の向上を

はじめ、組織運営や事業の推進についてきめ細かな市町社協への支援を行います。 

 

推進方策Ⅱ－１ 市町社協の基盤強化と事業への支援 

 現状と課題等 

 少子高齢化の進行に伴う人口構造の変化や世帯構造の変化により、地域では様々な

困り事を抱えた世帯や地域の生活課題も顕在化しています。 

 平成 29年及び今般の社会福祉法改正により地域福祉が施策化される中、住民主体に

よる地域福祉推進の中核を担ってきた社協の役割や事業・活動への期待が一層高まっ

ています。 

 本会では、市町社協がその役割を十分果たせるよう、組織力の向上やまた、それぞ

れの地域特性に応じた事業・活動展開ができるよう、引き続き積極的に支援してく必

要があります。 

 推進項目 

（１）「社協・生活支援活動強化方針」の推進 

（２）地域福祉推進のための市町社協の運営基盤強化 

（３）市町社協活動促進のための調査・研究 

（４）市町社協職員連絡協議会等との連携及び支援 

 取組の方向 

（１）「社協・生活支援活動強化方針」の推進 

・強化方針取組にあたっての留意事項である「社協役職員の共通理解（局内連携体制づ

くり）」、「地域の社会福祉法人連携・協働」等の取り組みの促進に向けて、支援を行う
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ともに、引き続きコミュニティワークの推進体制づくりの支援を行い「社協・生活支

援活動強化方針」に掲げられた事業・活動を推進します。 

（２）地域福祉推進のための市町社協の運営基盤強化 

・市町社協役職員研修体系に基づく階層別研修、労務・人事、経理・税務に関する研

修の実施や社会保険労務士によるアドバイザー事業の活用により、適正な運営と基盤

の強化を図ります。 

・市町社協が災害等緊急事態発生時に迅速かつ適切な対応を行い、行政や関係機関等

との円滑な連携・協働が図れるよう、事業継続計画10（BCP：Business Continuity Plan）

策定及び運用の支援を行います。 

・市町社協地域福祉活動計画の策定や住民主体の地域福祉活動の推進、ボランティア

活動の振興を目的に市町社協に対し、栃木県地域福祉振興基金（栃の実基金）を活用

し、積極的に支援をします。 

（３）市町社協活動促進のための調査・研究 

・県内の市町社協の事業推進状況、運営・事業実態を毎年調査（「市町社会福祉協議会

活動実態調査」）し、そのデータ分析をもとに市町社協に対する支援方策の検討を行い

ます。 

・市町社協における課題や事業のあり方等について、市町社協部会や各種事業担当者

会議において対応策の協議・研究に取組みます。 

（４）市町社協職員連絡協議会等との連携及び支援 

・市町社協職員連絡協議会などと連携・協力して、市町社協職員の資質の向上の取組

をより一層進めます。 

 

 
10 業務継続計画：感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難

になります。そうした場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策をまとめたもの

を指します。 
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推進方策Ⅱ－２ 住民主体の地域づくりを支援する人材の育成 

 現状と課題等 

 近年、個人や世帯が抱える生きづらさやリスクが複雑化・多様化（社会的孤立、８

０５０11など）しています。そのような生活課題を包括的に受け止めるとともに、地域

住民の主体性を高めつつ、住民自らが課題を明確化し、解決していくことを援助する

社協の役割はより大きなものとなっています。 

 また、これまで社協が進めてきた住民主体の福祉活動に大きく影響する事業として、

生活支援体制整備事業が実施されていますが、本県の生活支援コーディネーター12は、

その多くが市町社協に配置されています（第 1 層ＳＣ：約５割、第 2 層ＳＣ：約８割

が社協に配置。Ｒ2年度 4月現在）。 

 そのため、社協の担うコミュニティワーカーや生活支援コーディネーター等、住民

主体の地域づくりを支援する人材の資質の向上は今後ますます重要になってきます。 

 それらの人材育成やネットワークづくりを強化していくことで、住民同士が「互助」

で支え合いながら主体的に活躍できる地域づくりを推進していきます。 

 推進項目 

（１）コミュニティワーカー等の養成 

（２）生活支援コーディネーターの資質向上 

 

 取組の方向 

（１）コミュニティワーカー等の養成 

 
11 8050 問題：は 80 代の親が 50 代の子どもを経済的に支える必要がある状態を指す。長期化した

引きこもりに関連した社会問題。親子で社会から孤立した状態に陥っていることが多い。 
12 「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）（ＳＣ【略】）：高齢者の生活支援・介護予

防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービ

スの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構築の機能）を果

たす者 
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・社協職員を対象に、コミュニティーワークの基礎から学ぶ研修等を実施することで、

コミュニティーワーカーとしての資質向上を図ります。 

・相談支援コーディネーター養成研修を実施し、多機関協働による包括的な支援体制

の充実を図ります。 

（２）生活支援コーディネーターの資質向上 

・県等と連携した生活支援コーディネーターの情報交換やネットワークづくり、互助

の拡大に向け住民主体の助け合い活動等に関する研修を開催します。 
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推進目標Ⅲ 福祉サービスの利用者のための支援の強化 

 福祉サービス利用者の尊厳と権利擁護の視点に立ち、利用者本位のサービスが適切

に提供されるよう支援するとともに、関係機関との連携を図り、地域で安心して生活

が送れるよう支援します。 

 

推進方策Ⅲ－１ 福祉サービス利用者の権利擁護の充実 

 現状と課題等 

 本会では、自らの判断で福祉サービスを利用することが難しい方がサービスを利用

しようとする際の支援や金銭管理などの日常生活の支援を行うために、日常生活自立

支援事業（あすてらす）を実施しています。 

長寿化や世帯構成の変化、貧困や疾病等、地域住民を取り巻く環境は大きく変化し

てきており、「あすてらす」の利用希望者は、年々増加しています。一方で、利用者を

支援する専門員・生活支援員の業務は多様化・複雑化しており、行政や関係機関、親

族等との連携、情報共有が、より一層重要となっています。 

また、地域共生社会の実現に向けて、権利擁護体制の充実を図るため、「あすてらす」

と成年後見制度を一体的に推進することが必要です。 

 推進項目 

（１）福祉サービス利用援助事業の推進 

（２）事業従事者の確保・育成 

（３）事業実施体制の充実強化 

 取組の方向 

（１）福祉サービス利用援助事業の推進 

・利用者が、地域で安心して生活を送るため、市町社協と連携しながら、福祉サービ

ス利用援助事業の充実を図ります。 
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・本事業を広く知ってもらえるよう、市町社協と協力して、県民や関係機関等に周知

を図り、事業の更なる充実を目指します。 

（２）事業従事者の確保・育成 

・利用者及び関係機関等と連携して本事業を推進する専門員は、様々な知識や相談援

助技術が必要です。多様なケースへの対応方法や課題の共有を図ることで、技術の向

上、専門員としての自信ややりがいに繋がるよう、専門員同士の連携を強める機会を

作り、人材の確保・育成に努めます。 

・利用者の支援に直接携わる生活支援員の確保・育成のため、本事業の周知により一

層取り組むとともに、必要な知識、技術の向上を図るための研修などを実施します。 

（３）事業実施体制の充実強化 

・円滑な事業推進のために保健、医療、福祉、法律、金融などの関係機関との連携の

強化を図ります。 

・県内いずれの市町に居住する住民も、安心して本事業を利用できるよう、市町社協

との連携を強化し、事業の充実を図ります。 
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推進方策Ⅲ－２ 成年後見制度の活用促進 

 現状と課題等 

 成年後見制度は、認知症高齢者や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分で

ない方々の権利を擁護し、日常生活や財産管理を支援するための制度です。 

 しかしながら、県内の成年後見制度の利用者数は、他県と比べて低調であることを

踏まえ、成年後見制度の利用を必要とする人が適時に制度の利用ができるよう、また、

後見人等を中心として被後見人等を地域全体で支えあう仕組みづくりが喫緊の課題で

す。 

 とちぎ成年後見支援センターは、後見人等の担い手となる法人後見事業の推進（体

制整備）や地域で相談支援を担う機関等を対象とした研修企画をとおした人材育成、

司法、福祉関係団体と連携して、成年後見制度の活用促進にあたるため協力体制の構

築などに取り組みます。 

 推進項目 

（１）法人後見事業の推進 

（２）地域連携ネットワーク構築の推進 

（３）司法、福祉団体との連携体制の構築と事業推進 

 

 取組の方向 

（１）法人後見事業の推進 

・後見人等の担い手となる市町社協における法人後見事業について、実施している社

協の担当職員（法人後見専門員）を対象とした技能向上研修の企画や担当者連絡会議

等で課題を共有し、事業の円滑な取り組みに向けた支援を行います。 

 また、法人後見事業の一助を担う法人後見支援員を育成します。 

（２）地域連携ネットワーク構築の推進 
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・支援を必要としている方を地域で関係機関が連携して支援していくためには、権利

擁護支援の地域連携ネットワークの構築が求められております。 

 同ネットワークにおける第一次相談窓口にて相談支援にあたる者を対象としたスキ

ルアップ研修や中核機関の担い手である市町行政や市町社協職員を対象とした研修を

実施します。 

（３）司法、福祉団体との連携体制の構築と事業推進 

・とちぎ成年後見支援センター運営委員会を設置し、栃木県弁護士会、リーガルサポ

ートとちぎ、権利擁護センターぱあとなあとちぎ、宇都宮家庭裁判所等とセンター事

業を始め、県内の成年後見制度利用促進にかかる課題共有を図り、新たな事業の開発

を行います。 
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推進方策Ⅲ－３ 福祉サービス運営適正化の推進 

 現状と課題等 

 選択・契約に基づく福祉サービス利用の仕組みを支え、福祉サービスの苦情を適切

に解決するとともに、日常生活自立支援事業の適正な運営を確保することを目的に、

第三者機関として栃木県運営適正化委員会が本会に設置されています。 

 福祉サービスへの苦情内容は多岐にわたっており、様々な要因により解決が困難な

事例も増加しています。 

 利用者本位のサービスの実現に向け、福祉サービス事業者が設置する苦情解決体制

の強化を促進するとともに、栃木県運営適正化委員会においても利用者本位を目指し

た柔軟かつ積極的な活動が必要です。 

 一方、利用者に対しても、福祉サービスに対する正しい理解と適切な利用促進を図

ることが苦情となる事態を未然に防ぐことになるため、その周知、支援も必要です。 

 推進項目 

（１）運営適正化委員会機能の充実 

 取組の方向 

（１）運営適正化委員会機能の充実 

・利用者等からの苦情申出について「苦情解決委員会」を開催し、適正な解決方法を

検討します。 

・利用者や事業所が安心して苦情解決制度を利用することができるよう、利用者、家

族、福祉サービス事業所等に対して幅広く周知を図ります。 

・巡回指導等を実施し、事業所内の苦情解決体制整備の推進に努めます。 

・日常生活自立支援事業(※)の円滑かつ適正な運営を確保するため「運営監視委員会」

を開催するとともに、市町社協における事業実施状況について調査・助言・勧告を行

います。 
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・日常生活自立支援事業(※)に関する苦情申出内容について検討を行い、迅速・適切

な対応に努めます。 
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推進方策Ⅲ－４ 福祉サービスの質の向上の支援 

 現状と課題等 

 福祉サービス第三者評価事業は、事業所の提供するサービスの質の向上を図るとと

もに、福祉サービスを選択する県民に適切な情報を提供します。 

 本会では、とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構を設置し、評価機関の認証、評

価基準の作成や改定等を行うとともに、評価調査者の確保と質の向上に取組んでいま

すが、第三者評価を受審する事業所はまだ少ないのが現状であり、事業所がより積極

的に第三者評価を受審し、その結果を活用できるよう環境整備が必要です。 

 また、認知症高齢者グループホームを対象とした外部評価事業においては、評価調

査員の確保及び質の向上を図り、評価機関としてのさらなる質の向上を図る必要があ

ります。 

 推進項目 

（１）福祉サービス第三者評価の推進 

（２）地域密着型サービス外部評価事業の実施 

 取組の方向 

（１）福祉サービス第三者評価の推進 

・受審事業所の増加に向けて、評価機関や行政、関係機関等と連携をしながら、福祉

サービス第三者評価事業の普及啓発に努めます。 

・評価調査者の研修を通して、評価に必要な知識や技術を高め、評価調査者の質の向

上に取組みます。 

・国のガイドラインの発出状況に合わせて、適時、基準の見直し、対象サービスの拡

充を図るとともに、公正・中立性を確保しサービスの質の向上につながる評価手法を

検討します。 

（２）地域密着型サービス外部評価事業の実施 
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・外部評価の目的が達成されるよう評価調査員の確保、質の向上に努めます。 

・事業所・県民から信頼される評価機関を目指します。 
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推進目標Ⅳ 福祉人材の確保と育成 

 福祉分野における労働力需要は、今後着実に増え続けることから、福祉事業者等が

質の高いサービスを継続的に提供していけるよう、サービスを担う人材の確保と、そ

の質の向上を同時に推進します。 

 

推進方策Ⅳ－１ 福祉人材の確保と定着 

 現状と課題等 

 少子高齢社会による福祉ニーズの増大と労働人口の減少が進む中で、本県では、団

塊の世代がすべて 75 歳以上になる 2025 年には、さらに約 8,900 人の介護人材が必要

とされています。また、待機児童数は近年減少傾向にありますが、多様化する子育て

支援のニーズに対応するため、保育士等も含めた福祉人材の確保、育成、定着は緊急

の課題となっています。 

 こうした中で、若い世代から中高齢者まで、幅広い世代に福祉職への理解・関心を

深め、参入促進を図るとともに、再就職支援にも力を入れていく必要があります。 

 福祉分野でも、働き方改革関係法令の施行や多様な人材の参入促進が図られる中、

求職者及び求人事業所それぞれの希望に沿ったきめ細やかなマッチングにより、働き

やすい職場環境が整備されていくことが求められています。 

 本会では、福祉人材・研修センター及び保育士・保育所支援センターを設置し、無

料職業紹介や相談会、各種講座等を実施していますが、求職者や求人事業所のニーズ

等を的確に捉え、各関係機関との連携を図りながら、福祉人材の確保・定着に向けた

各種事業を進めていくことが必要です。 

 推進項目 

（１）就労への支援と人材確保の促進 

（２）多様な人材の参入促進 
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（３）職場定着への支援 

（４）福祉職のイメージアップと、福祉の魅力発信 

 取組の方向 

（１）就労への支援と人材確保の促進 

・無料職業紹介事業においてより多くの求職者を就労に結び付けるため、求職登録者

への継続的な関わりを通して、その希望や状況等に応じた、きめ細かな支援に努めま

す。 

・福祉職に興味・関心のある方が、その適性を把握し、福祉職への理解を深められる

よう、社会福祉施設で職場を体験する機会を提供します。 

・ハローワーク等県内各地での出張相談をはじめ、エリア別就職フェア等の開催を通

して、福祉職への興味・関心を高めるとともに、求職者の利便性を図ります。 

・ダブルワークや短時間勤務など、柔軟な働き方ができる求人の開拓を行い、求職者

の希望に沿ったきめ細やかなマッチングを行うことにより、より一層の人材確保に努

めます。 

（２）多様な人材の参入促進 

・若い世代から中高年齢者までの幅広い世代や他分野からの転職希望者等の参入を促

進するため、出前講座やスタート講座の開催、ケア・アシスタントの養成、ハローワ

ーク等での積極的な出張相談等を行い、多様な福祉の担い手の確保に努めます。 

・生きづらさを抱えた方や求職活動が長期化するなどの就職困難な求職者に対して、

事業所の就労条件の調整や、専門的な就労支援団体との連携により、細やかな支援を

進めていきます。 

・介護福祉士・社会福祉士・保育士養成施設の学生等に対し、修学資金等の貸付けを

行うと同時に、潜在的な有資格者に対して再就職準備金等の貸付を行い、人材の確保・

定着を支援します。また、新たな貸付事業の制度周知や利用促進を図り、効果的な活
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用を支援していきます。 

・今後増加が見込まれる外国人の就労に対して、関係機関や求人事業所と連携し、就

労場所の情報提供やマッチングにとどまらず、定住・定着のために個々が必要とする

支援を行っていきます。 

（３）職場定着への支援 

・介護福祉士等届出制度13や保育士サポートシステムへの登録を促し、必要な情報発信

を行うなど円滑な運用を図るとともに、福祉人材の掘り起こしと就労を支援します。 

・センター紹介による入職者に対して、離職を防止し定着を促進するために、事業所

とともに入職後の支援を行います。 

・社会福祉法人福利厚生センター「ソウェルクラブ」栃木事務局として、未加入法人

に対して加入の促進を図るとともに、本県独自の会員交流事業などの実施を通して、

社会福祉事業従事者の福利厚生の充実を図ります。 

（４）福祉職のイメージアップと、福祉の魅力発信 

・ＳＮＳやラジオ、広報誌等あらゆるメディアを活用し、時代に即した情報提供を行

うと共に、福祉職に対する社会一般のイメージを向上させることを目的として、情報

発信を行います。 

 

 

 

 

 

  

 
13 介護福祉士等届出制度：離職した介護福祉士の再就業を促進し、効果的な支援を行う観点から、

離職した介護福祉士等の有資格者は、都道府県福祉人材センターに対し、氏名・住所等を届け出る

ことを努力義務としたもの。 
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推進方策 Ⅳ－２ 福祉人材の育成 

 現状と課題等 

 福祉の役割がますます増大・多様化する中で、福祉人材の「量的拡充」と共に、福

祉事業者等が質の高いサービスを継続的に提供していくことが求められており、その

実現のためには、従事する職員の「資的向上」が不可欠です。 

 また、組織の中で職階に応じた役割を担う職員育成のための階層別研修やキャリア

パス体制を構築することは、離職防止策としてだけでなく魅力のある職業として理解

してもらうためにも重要なことです。 

 本会では、各種研修の実施を通して福祉事業所等の人材育成を支援していますが、

今後ますます他業種から福祉職に従事される方や、再び福祉職に従事される方が増え

ることから、時代の変化に対応した職員の資質向上に向けた取り組みを積極的に行っ

ていくことが必要です。 

 推進項目 

（１）専門研修の充実 

（２）独自研修の充実 

 取組の方向 

（１）専門研修の充実 

・すべての社会福祉従事者がより質の高いサービスの提供ができるよう、ニーズや時

宜にかなったテーマを設定するとともに、適切な講師の選定や研修技法などにも留意

しながら、満足度の高い研修をより効果的に実施します。 

（２）独自研修の充実 

・福祉現場のニーズや興味・関心に応じ、先進的知識や技術、最新情報などの満足度

の高いテーマによる研修を実施します。 
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推進目標Ⅴ 生活困窮者の自立支援の推進 

 社会的孤立・経済的困窮など福祉課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、自立

のために必要な支援を行う体制づくりに取組みます。 

 また、自立を目指す低所得世帯等が安定した生活を実現できるように、市町社協や

関係機関と連携して必要な支援を行います。 

 

推進方策Ⅴ－１ 生活困窮者への自立支援 

 現状と課題等 

 経済的困窮状態にある者の生活保護に至る前の自立を支援する方策として、平成 27

年度から生活困窮者自立支援制度が法制化されました。 

地縁・血縁の弱い現代社会において、経済的困窮は、社会的孤立を招き、問題をさ

らに複雑化させ、自立を困難にさせています。 

 地域住民が抱える生活課題が複雑化・複合化する中、社会福祉法の改正により包括

的な支援体制の整備が法制化され、社協による生活困窮者の自立支援への取組も、市

町における包括的な支援体制を念頭におきながら、より積極的に行っていく必要があ

ります。 

 地域福祉の中核を担う社協には、社協が持つ総合相談機能と社会資源の開発（まち

づくり）機能を充実させ、関係機関と連携し、生活困窮者の経済的自立と社会的孤立

の解消を図る大きな役割が期待されています。 

 推進項目 

（１）市町社協と連携した生活困窮者への自立支援の推進 

（２）生活困窮者自立支援事業を実施する関係機関との連携強化 

 取組の方向 

（１）市町社協と連携した生活困窮者への自立支援の推進 
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・生活困窮者を支えるためには、市町社協の充実した相談支援体制を更に充実させて

いくことが必要となります。また、市町社協と行政、民生委員・児童委員、社会福祉

法人、ボランティアなどの地域住民が有機的に連携できる仕組みづくりも重要です。

このため、勉強会の開催や個別支援を通じて、事業運営に関する情報の共有化や課題

の検討を行うなど、市町社協の支援強化を図ります。 

（２）生活困窮者自立支援事業を実施する関係機関との連携強化 

・事業を実施する行政、社協、その他民間団体との連絡調整会議等を実施し、各機関

が協働できる支援体制づくりを進めます。 

また、包括的支援体制整備を見据えて、多機関との連携・協働を円滑にできる人材

育成のための従事者養成研修についても、一層の取組強化を図ります。 
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推進方策Ⅴ－２ 貸付事業等による自立支援 

 現状と課題等 

 本会では、資金の貸付、交付事業により低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯の

自立支援を行っています。 

 生活困窮者自立支援事業においても、生活福祉資金貸付事業14は生活困窮者の自立支

援のための重要な支援策のひとつに位置づけられています。 

 変化する社会情勢と、多様化・複雑化するニーズに対応するため、市町社協や関係

機関との連携を強化し、個別ケースに応じたきめ細かな支援を行うことが必要となっ

ています。 

 推進項目 

（１）生活福祉資金貸付事業等の推進 

（２）交付事業による自立支援 

 取組の方向 

（１）生活福祉資金貸付事業等の推進 

・低所得者世帯、高齢者世帯、障害者世帯等に対する重要な支援施策の一つとして位

置づけられている生活福祉資金貸付事業等において、市町社協や民生委員、関係機

関・団体等と連携し、適切な支援を行います。 

 また、貸付後においても、借受人（世帯）への訪問や電話での状況確認等の償還指

導とともに、生活困窮者自立相談支援事業等関係機関との連携による効果的・効率的

な支援を継続し、対象世帯の自立の促進につなげます。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付事業については、制度の方

 
14 生活福祉資金貸付事業：低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅

福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。都道府県社会福祉協議会を実施主

体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世

帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必

要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを

行います。 
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針を踏まえながら、今後長期にわたる償還等への適切な対応を図ります。 

（２）交付事業による自立支援 

・既存の施策をもって救済しえない切実な問題を抱える方に対して、愛の基金交付事

業を活用するとともに、関係機関と連携し、効果的な支援を行います。 
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推進目標Ⅵ 社会福祉事業経営者等との連携、支援 

 福祉サービスに多様な事業主体が参入する中、社会福祉法人・施設の適正な経営を

支援するため、経営全体にわたる相談・支援を行うほか、社会福祉法人による地域に

おける公益的な活動を推進するなど、社会福祉法人・団体との連携、支援を強化しま

す。 

 

推進方策Ⅵ－１ 社会福祉施設経営支援・団体との連携、支援 

 現状と課題等 

 社会福祉事業経営者には、多様化する福祉ニーズに応えて、利用者により質の高い

サービスを提供していく責務があり、そのためには安定的、持続的な施設経営が求め

られます。 

 また、いわゆる社会福祉法人制度改革により、社会福祉法人には、経営の透明性の

向上はもとより、地域における公益的な活動の実施などが求められています。 

 社会福祉法人に対しては、財務・経理、税務、人事・労務、法務などの広範な分野

にわたって、制度改革等に即応した経営支援が必要となります。 

 本会としては、研修会等を通じた経営支援とともに、社会福祉施設団体との連携を

強化し、共通課題の解決等に向けた取組をすることが必要です。 

 推進項目 

（１）福祉施設経営指導事業の実施 

（２）社会福祉法人経営者協議会との連携、支援 

（３）社会福祉施設団体との連携、支援 

 取組の方向 

（１）福祉施設経営指導事業の実施 

・法律や制度の改正等により社会福祉法人や福祉施設の経営に関する相談が多様化す
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る中で、事業の一層の周知に努めるとともに、専門家等による相談体制により各種の

相談に迅速・的確に対応します。 

・社会福祉法人経営者を対象とした、経営・管理能力の向上や課題対応等に関する研

修会を開催します。 

・国の動向などの最新情報をタイムリーに提供します。 

（２）社会福祉法人経営者協議会との連携、支援 

・県内の社会福祉法人経営者が会員となって組織する社会福祉法人経営者協議会が実

施する各種事業（研修会、相談活動、情報提供など）について、企画調整や経理事務

などの支援により、円滑な運営を推進します。 

（３）社会福祉施設団体との連携、支援 

・社会福祉施設団体と連携して事業等を実施するとともに、必要な支援を行います。 

・社会福祉施設の振興及び発展並びに地域福祉への貢献を目的として、社会福祉施設

部会を開催します。 
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推進方策Ⅵ－２ 社会福祉法人による地域における公益的な活動の推進 

 現状と課題等 

 平成 28 年の改正社会福祉法においては、全ての社会福祉法人に対して、「地域にお

ける公益的な取組」の実施に係る責務が課せられたところであり、地域共生社会の実

現に向けた地域づくりを進めていく上で、各法人の専門性やノウハウ等を活かした多

様な取組が進められてきています。 

 一方で、当該取組の範囲が曖昧であることなどから、本会としては、個々の社会福

祉法人の取組等を支援するとともに、主体となって、県内の社会福祉法人の連携によ

る取組を推進し、また研修会等を実施するなどして、広く地域における公益的な活動

に取り組んでいます。 

 推進項目 

（１）社会福祉法人による地域における公益的な活動の推進 

 取組の方向 

（１）社会福祉法人による地域における公益的な活動の推進 

・栃木県社会福祉法人経営者協議会や各種別団体との連携により、県内の社会福祉法

人が連携して広域的に実施する公益的な活動等を目的とした、栃木県社会福祉法人に

よる「地域における公益的な取組」推進協議会（いちごハートねっと事業）が平成 29

年度に設置され、種別を超えた社会福祉法人間連携による地域における公益的な活動

の推進に繋がってきています。 

 今後も推進協議会事業をとおして社会福祉法人の地域における公益的な取組事業の

支援を実施していく他、小地域における社会福祉法人間の連携も始まってきているこ

とから、活動の中核となる市町社協等との連携にも努めていきます。 
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推進目標Ⅶ 災害対応力の強化 

 災害が頻発化・大規模化する昨今において、社会福祉協議会は災害ボランティアセ

ンターを設置するなどして復旧・復興支援に当たることが大きな役割となっています。

また、避難所における要支援者の支援も課題となっており、福祉支援体制の整備が求

められています。 

 有事に備えて、日頃から研修、会議等を実施し、関係機関等と連携を深めるなどし

て、市町社協への支援の強化、本会の体制整備等を行い、災害対応力を強化します。 

 

推進方策Ⅶ－１ 災害対応力の強化 

 現状と課題等 

 本県が過去最大級の被害を受けた令和元年東日本台風において、県内で 10か所もの

市町社会福祉協議会により災害ボランティアセンターが設置され、2万 7千人を超える

ボランティアの受け入れや被災者の生活再建支援など、被災地の復旧・復興に大きな

役割を果たしました。 

 災害が頻発化・大規模化する昨今において、平時から地域と関わり、災害時にもそ

の関わりを活かし、地元と協働した復旧・復興を行う社会福祉協議会の役割はより大

きなものとなっており、社会福祉協議会の災害対応力の強化を図っていく必要があり

ます。 

 また、迅速かつ円滑な被災地支援を行う上で、県域・市町域での官民・民民の連携

体制の構築が不可欠であり、その基盤整備を平時から行っていく必要があります。 

 さらに、一般避難所等に避難する要配慮者の二次被害を防ぐために、社会福祉法人

等の連携による「栃木県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ15）」の円滑な推進を図ってい

く必要があります。 

 
15 DWAT「Disaster Welfare Assistance Team」の略で災害派遣福祉チームのこと。 
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 推進項目 

（１）災害ボランティアセンターの基盤整備 

（２）社協間の連携強化 

（３）行政、社協、ＮＰＯ等の三者連携の推進 

（４）災害時の要支援者への支援 

 取組の方向性 

（１）災害ボランティアセンターの基盤整備 

・災害ボランティアセンター運営基盤の強化やマネジメント等の研修を実施し、市町

社協の災害対応力強化を図ります。 

（２）社協間の連携強化 

・市町社協の災害担当者連絡会議を定期開催し、担当者間の顔の見える関係づくりや

連携体制の強化を図るとともに、災害ボランティアセンター運営支援者の研修を実施

し、被災地応援職員の資質向上を図ります。 

（３）行政、社協、ＮＰＯ等の三者連携の推進 

・災害ボランティアネットワーク会議の開催など平時から行政やＮＰＯ、共同募金会、

日本赤十字社、日本青年会議所、専門士業等関係機関との連携体制構築を図り、災害

時の迅速かつ円滑な支援体制づくりを進めます。 

（４）災害時の要支援者への支援 

・本会は、福祉の専門職で構成される「栃木県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）」を一

般避難所等に派遣する仕組みである栃木県災害福祉広域支援協議会の事務局を担って

おり、災害時における高齢者や障害者などの要配慮者の二次被害を防ぐために、チー

ム員の研修会の開催による資質向上やニーズに対応したチーム調整などを行えるよう

に努めます。 
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推進目標Ⅷ 県社協の組織活動の強化 

 業務が多様化、専門化する中で、市町社協をはじめ社会福祉施設、関係団体などの

会員と県民の参加をさらに促進し、機能的で効果的な事業が展開できるよう組織基盤

の強化に取組みます。 

 

推進方策Ⅷ－１ 組織体制の充実 

 現状と課題等 

 理事会、評議員会は、意思決定、運営体制の決定に関わる重要な機関です。本会に

求められる役割が多様化する中で、福祉に関する専門性のみならず、事業経営面でも

専門性が求められています。また、運営の透明性の確保や高い公益性が求められてい

ます。 

理事会、評議員会をより活性化し、法人執行体制の適正化が必要です。 

 また、会員相互の連絡を図り、共通の事項等の研究協議を行う部会については、新

たな福祉課題への対応を議論するとともに、本会内での部会の位置付けについても明

確化する必要があります。 

 さらに、福祉分野が広がりを見せ、大きく変化している中、高度な専門性と幅広い

視野をもった事務局職員の育成が必要です。 

 推進項目 

（１）理事会・評議員会等の活性化 

（２）部会活動の充実・強化 

（３）事務局体制の強化 

（４）危機管理体制の強化 

（５）職員の資質の向上 

（６）政策提言（ソーシャルアクション）機能の強化 
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（７）社会福祉関係制度への対応強化 

 取組の方向 

（１）理事会・評議員会等の活性化 

・理事会、評議員会の活性化を行い、適正な会務の運営を行います。 

（２）部会活動の充実・強化 

・本会部会規程に基づき、市町社会福祉協議会部会、社会福祉施設部会等を開催し、

共通の事項について研究協議を行い、必要な場合にその実践を図るなど部会活動の充

実・強化を図ります。 

（３）事務局体制の強化 

・事業点検・評価を定期的に実施し、最小の経費で最大の効果が得られるよう執行体

制の強化に努めます。 

・衛生委員会を定期的に開催し、適切な労働環境の整備に努めます。 

（４）危機管理体制の構築 

・「災害対応マニュアル」、「業務継続計画（ＢＣＰ）」に基づき、災害発生時等の役割

分担の職員への周知徹底を図るとともに、平常時の対策（訓練等）を定期的に実施し

ます。 

 また、必要な資機材、備蓄品等を適切に管理し、有事に備えます。 

（５）職員の質の向上 

・本会は地域福祉の推進の中核を担う団体であり、職員にはそのための高度な専門性

が求められるため、福祉関係資格取得の促進を図るほか、本会独自研修の実施や他機

関が実施する研修への参加を通して職員の質向上を進めます。 

（６）政策提言（ソーシャルアクション）機能の強化 

・福祉団体・社会福祉施設等が直面する課題について、関係団体との協議を通して幅

広く支持される課題解決のための意見を集約し、本会事業企画に反映させていくとと
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もに、行政等に対し制度・政策・予算に関する要望の場を設けるなど、柔軟に対応し

ていきます。 

（７）社会福祉関係制度への対応強化 

・制度改正に合わせ、求められる事項について、適切に対応します。 
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推進方策Ⅷ－２ 運営基盤の強化 

 現状と課題等 

 様々な福祉課題が顕在化する今日、福祉ニーズに対する、より迅速で的確な取組が

求められる一方、補助金等の公費財源は年々縮減される傾向にあります。健全な事業

活動の実施、会務の運営のためには財源の確保が必要であり、とりわけ補助金・受託

金の額に左右されることなく安定した事業を推進していくためには、自主財源の確保

と内部管理経費の一層の節減が必要となります。 

 また、組織ガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化が求めら

れており、適正な組織運営に努めることが必要です。 

 

 推進項目 

（１）会員事業の充実 

（２）多様な財源の確保 

 

 取組の方向 

（１）会員事業の充実 

・会員サービスの拡充を図り、事業の実施や成果等の情報提供を適切に行い、本会の

活動に対する理解促進に努めます。また、多様な関係機関・団体と協働した本会事業

の展開を図るため、新規会員の開拓に取組みます。 

（２）多様な財源の確保 

・歳出削減に努めるほか、地域福祉推進のための財源である共同募金配分金や各種助

成金、寄付金等の民間財源を活用して事業を推進します。 

・また、福祉関係図書の斡旋手数料、広報紙等の広告料、駐車場管理収益等について

も、貴重な財源と捉え、確保のための積極的な取組を行います。 
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推進方策Ⅷ－３ 経営の透明性の確保及び適正な組織運営 

 現状と課題等 

 本会は、地域福祉の推進役として社会的責任を有するとともに、公費や会費を主な

財源としているため、経営の透明性を図ることは当然の責務であり、積極的な情報の

公開や適切な苦情対応を行っています。 

 今後とも、本会の福祉サービス利用者の利益を保護し、また、組織運営の健全性を

県民や会員に対して明らかにして組織としての信頼性を向上させることが必要です。 

 また、取得情報の適正な管理という観点から、個人情報の取扱いについては、内部

規程を遵守し、周知徹底された職員各自の取組が必要です。 

 推進項目 

（１）情報公開の促進 

（２）個人情報の適切な管理 

（３）苦情への適切な対応 

（４）広報活動の充実 

 取組の方向 

（１）情報公開の促進 

・公的財源の有効な活用を図り、ホームページや広報紙などを活用した財務内容等の

積極的な情報公開を推進するとともに、経営の透明性の確保に努めます。 

・情報公開制度に対応した組織的な文書管理と情報の整備を徹底し、情報開示請求へ

の対応を図ります。 

 

（２）個人情報の適切な管理 

・個人情報（特定個人情報を含む。）について、本会の規程に基づき、福祉サービスの

利用支援、生活困窮者への福祉資金の貸付等の情報管理を徹底し、情報セキュリティ
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対策を行う等、適切な漏えい防止策を実施します。 

（３）苦情への適切な対応 

・社会福祉法第８２条（「社会福祉事業の経営者は常に、その提供する福祉サービスに

ついて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない」）の規定に基づき、

本会の福祉サービスに関する利用者からの苦情受付体制を構築し、受け付けた苦情の

迅速かつ適切な解決に努めます。 

（４）広報活動の充実（再掲）（Ⅰ-1-（１）） 

・県民の福祉ニーズに対応するため、法・制度の動向や県内の先進的な取組みなどの

情報について、最新かつ有益な情報が提供できるよう、ホームページ（とちぎ福祉ナ

ビゲーション）や広報紙「ふくしとちぎ」の掲載内容の充実を図るとともに、「福祉人

材・研修センターニュース」、視聴覚障害者情報センターの「ear たより」、「点字図書

館だより」等により、対象者に応じた情報提供を行います。 

 また、本会の事業内容や福祉関連イベントに係る情報、災害関連情報等について、

マスメディアへの情報提供やソーシャルメディアによる情報発信等、様々な媒体を活

用した広報活動、情報発信を行います。 

・県内の福祉関係者の連携や絆を深めるとともに、地域福祉に大きく貢献された方々

を表彰する場として、栃木県並びに各福祉団体と共同で栃木県民福祉のつどいを開催

します。 
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