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区   分 会務                       （一般：法人運営） ＮＯ．１ 

事 業 名 理事会・評議員会・監査会等 

事業内容及び成果説明 

民間団体として主体的な経営判断を行い、かつ地域に開かれた組織体制を確立し、公共性と民間性を 

 あわせ持つ地域福祉をすすめる団体として地域住民から信頼される体制づくりを目指した。そのために、 

 事業に係る意思決定や事業執行に責任を負う会長、副会長、経営理事が月に１度、経営企画委員会を実施

し理事会前の調整とともに、理事会等の役員体制の活性化を図った。 

また評議員会は事業計画・予算の決定等を行う重要な議決機関であり、これをふまえた運営と評議員 

から多くの意見をいただき、議論が出来る場作りに努めた。 

◆会議等の開催状況 

  ・理事会                   ９日開催 

  ・評議員会                  ３日開催 

  ・監査会                   ４日開催 

  ・経営企画委員会              １５日開催 

  ・福祉防災対策委員会             １日開催（８月定例理事会の席上で実施） 

  ・介護保険、障害者自立支援法サービス委員会  ６日開催（理事会の席上で実施） 

  ・法人後見委員会               ４日開催 

      計                 ３５日（前年比４日増） 

 

◆会議日時及び主な議事 

● 平成２５年４月２２日    理事会 

・評議員の選任について 

・平成２５年度定例理事会について 

・地域福祉活動計画策定の方向性について 

・介護保険等の自主事業報告について 

・成年後見制度 法人後見業務について 

・社会福祉協議会資金運用状況について 

 

● 平成２５年５月１４日    監査会 

・決算監査 

 

● 平成２５年５月２９日    理事会・評議員会 

・平成２４年度社協事業報告、一般会計・特別会計決算について 

・平成２５年度社協一般会計、特別会計補正予算について 

     ・菰野町地域福祉活動計画（第４次社協発展強化計画）について 

 

● 平成２５年６月１７日    理事会 

・菰野町社会福祉協議会慶弔規程について 

・新規事業（地域福祉権利擁護事業）の進捗状況について 

・菰野町社協ブランド化事業の進捗状況について 

・介護保険等の自主事業報告について 
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区   分 会務                       （一般：法人運営） ＮＯ．２ 

事 業 名 理事会・評議員会・監査会等 

● 平成２５年７月３１日    監査会 

・中間監査 

 

● 平成２５年８月１９日    理事会 

・菰野町社会福祉協議会資金運用規程について 

・社会福祉協議会防災訓練、職員災害対応マニュアルについて 

・介護保険等の自主事業報告について 

 

● 平成２５年１０月１日    理事会 

・菰野町社会福祉協議会 会長の選任について 

 

● 平成２５年１０月２１日    理事会 

・平成２５年度菰野町社会福祉協議会一般・公益・特別会計補正予算（案）について 

・菰野町社会福祉協議会役員等の報酬について 

・菰野町社会福祉協議会前期事業報告について 

・菰野町地域福祉活動計画（第４次社協発展強化計画）について 

・わかば作業所お歳暮ギフトについて 

 

● 平成２５年１０月２９日   監査会 

・中間監査 

 

● 平成２５年１２月１６日   理事会 

・評議員の選任について 

・平成２５年度菰野町社会福祉協議会一般・特別会計補正予算（案）について 

・菰野町地域福祉活動計画（第４次社協発展強化計画）について 

・県健康福祉部監査課よりの社会福祉法人指導監査報告について 

 

● 平成２５年１２月２６日   評議員会 

・理事の選任について 

・平成２５年度菰野町社会福祉協議会一般・公益・特別会計補正予算（案）について 

・菰野町社会福祉協議会前期事業報告について 

・菰野町地域福祉活動計画（第４次社協発展強化計画）について 

 

● 平成２６年１月３０日    監査会 

・中間監査 

 

● 平成２６年２月１７日    理事会 

     ・平成２６年度菰野町社会福祉協議会主要事業と予算編成について 

     ・菰野町社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程の改正について 

・介護保険等の自主事業について 

・先進地視察研修について 

 

● 平成２６年２月２７日    先進地視察研修 

・滋賀県 東近江市社会福祉協議会 
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区   分 会務                       （一般：法人運営） ＮＯ．３ 

事 業 名 理事会・評議員会・監査会等 

● 平成２６年３月２６日    理事会・評議員会 

・理事・監事・評議員の選任及び役員改選について 

・定款変更について 

・菰野町地域福祉活動計画（第４次社協発展強化計画）について 

・平成２６年度社協事業計画、一般会計・特別会計予算について 

     ・平成２５年度社協一般会計・特別会計補正予算について 

 

【評価】 

   理事会、経営企画委員会については定例化し、重要な案件や事業等の進捗状況について検討すること

が整ってきた。そのことからも、安定した法人運営、地域福祉の推進役として事業の発展に寄与し責務

を果たした。 

   また、平成２５年９月には会長の急逝もあったが、理事会の機能が充実してきているため、大きな混

乱もなく組織の運営ができたことについても、大いに評価すべき点である。 

   監査会についても四半期ごとに会計監査・事業の進捗事業を監査している。特に監督官庁である、県

健康福祉部福祉監査室よりの指導監査についても大きな改善・指摘事項もなく、日頃からの法令順守が

認められたことについても評価できる。 

   評議員会については、地域の代表者、福祉関係者が参画し地域福祉を推進するためそれぞれの立場か

ら意見が出され、法人にとって重要な事項を決定してきた。 

 いずれの会議についても、活発に意見や質問が出され、役職員が一丸となり社協の発展強化に取り組

むことができた。 

 

【課題】 

   各事業、各種委員会への担当理事制で計画をしているが、事務局の準備不足等もあり計画的に実施が

出来ていない状況である。今後については、理事会・経営企画委員会等の意見を尊重しながら、事業推

進に取り組んで行く必要がある。 
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区   分 社協基盤強化                   （公益：研修事業） ＮＯ．１ 

事 業 名 職員の資質向上 

 事業内容及び成果説明 

 

◆職員の資質向上 

  社会生活上、困難な問題を抱える人々を対象に、社会福祉の専門的知識・技術をもって援助に当たる 

専門職を育成することは、大変重要なことである。 

その職員を確保するため、各種研修への積極的参加はもちろん、正規事務職員には社会福祉士、業務 

職員には介護福祉士の資格取得を指導し、職員の資質向上に努めている。 

  また、地域住民や施設で働く職員を対象に、介護福祉士国家試験受験対策学習会および介護支援専門 

 員実務研修受講試験対策学習会の開催や、介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級課程）を実施し、 

地域の福祉人材育成、発掘にも努めた。 

 

● 職員の有資格者数（平成26年3月31日現在 職員１３９人中  緊急雇用者除く） 

  ・社会福祉士資格取得者・・・・ １７人（平成２５年度合格者 １人） 

  ・介護福祉士資格取得者・・・・ ８０人（平成２５年度合格者 ５人） 

  ・介護支援専門員資格取得者・・ ４６人（平成２５年度合格者 １人） 

  ・保健師資格保持者・・・・・・  ２人 

  ・看護師資格保持者・・・・・・ １３人 

  ・准看護師資格保持者・・・・・  ３人 

  ・２級ヘルパー等講習修了者・・１１３人（平成２５年度修了者 １人） 

 

● 各種講座の実績 

・介護福祉士国家試験受験対策学習会 

受講生・・・・５９人（１０回以上参加者３７人、模試のみ１４人）） 

（内、受験確認者 ３５人のうち、３１人合格 合格率８８.５％）全国６４.６％ 

〔開催日数 学習会：２６日、模擬試験：２日 延べ ９２６人参加〕 

・介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会 

受講生・・・・５４人（５回以上の通学者３６人 模試のみ２７人） 

          （内、受験確認者２８人のうち、１４人合格 合格率５０％） 

 三重県１５.０％ 

〔開催日数 学習会：１８日、模擬試験：１日 延べ ５６６人参加〕 

  ・介護職員初任者研修  

受講生・・１９人 内修了生１８人 １名受講途中で辞退 

    〔開催日数 ２４日 延べ ４４１人参加〕 

  ・精神障がい者ホームヘルパー研修 

       受講生・・２３人（全員受講証発行） 
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区   分 社協基盤強化                   （公益：研修事業） ＮＯ．２ 

事 業 名 職員の資質向上 

  ・ガイドヘルパー研修【同行援護従業者養成研修(一般課程)及びガイドヘルパー養成研修】 

        受講生・・３９人（３７人修了証発行） 

 

【評価】 

  介護に携わる方が最初に取りかかる資格としてあった介護員養成講座（２級ヘルパー）が廃止されたこ

とに伴い、介護職員初任者研修に変わった。初任者研修では修了試験があるためか、授業に臨む姿勢が高

い受講生がほとんどであったが、少数で受講生間のトラブルがあり対応にあたった。受講生の内訳は６人

が介護施設従事者で、４人が緊急雇用であった。社協登録ヘルパーへ関心を寄せる受講生もいたが、登録

には至らなかった。 

   介護福祉士国家試験受験対策学習会は、昨年度より受講者が増え、かつ受講生の積極性が見られた。 

  原因として平成２８年の試験から、事前に４５０時間の研修を受講しないと受験できなくなるため、駆 

  け込み的に増えていると考えられる。 

また、合格率は全国平均を２４ポイント弱上回る結果となっている。また、菰野町社協職員の受験者 

５人は全員合格している。更なる合格率の向上が求められる。 

   介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会は、三重県の合格率を大幅に上回り３.３倍の５０％の 

  合格率を得た。しかし、受講者の半数も受からない状況であるため、より理解できる学習会とすること

が必要である。 

   精神障がい者ホームヘルパー研修は、ほぼ目標の受講生を獲得でき、全員に修了証を発行できた。ガ

イドヘルパー研修は受講生獲得の目標数を少し下回ったが、県が無料で実施している中ではまずまずの

人数と判断する。 

 

【課題】 

   超高齢社会と核家族化、さらに親族の疎遠による介護問題はさらに進展することが予測されている。

雇用条件等の悪さから、それに対応する人材の確保が難しい状況になっている。 

このような状況が今後も続くと予測されるため、福祉人材の養成を精力的に図っていく必要がある。 

また、福祉人材の質の低下も無視できないことから、新たな福祉人材の養成と共に質の向上を図るこ

とが重要となっている。 

   介護職員初任者研修の修了要件はすべての講義の受講であるが、補講を頼りに容易に欠席する受講生

がおり対応に苦慮している。講義のほとんどは社協職員が務めているが、訪問介護や通所介護の現場は

ぎりぎりの人員で回しているため、資料作成をはじめ講義に時間を充てることが困難な現状がある。ま

た受講生の半数がすでに福祉職に就いており、有能な人材の確保が難しい。 

   介護福祉士、介護支援専門員の試験対策学習会については、共に合格率のアップを目指すとともに、 

学習会をきっかけとして、地域の福祉・介護関係者が情報交換し、互いに研鑽でき、地域の福祉・介 

護の向上に努めることが課題となる。 
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区   分 社協基盤強化                   （一般：法人運営） ＮＯ．３ 

事 業 名 福祉基金の造成等 

事業内容及び成果説明 

◆福祉基金の造成等 

  菰野町の地域福祉活動を促進するため、社会福祉協議会に福祉基金の積立を実施している。その基金の 

 一部と基金から生ずる利息等を活用し、地域福祉組織化事業（ふれあいのまちづくり事業）やボランティ 

アセンター事業に活用する。 

 

  ● 平成２５年度福祉基金活用額・・・・・・・・・ １,９６８,５０７円 （前年比 598,848円増） 

 ● 平成２５年度の篤志寄付者・・・・・・・・・         ６５人 （ 〃   1人減） 

  ●      〃     額・・・・・・・・・  ５,０７４,３９２円 （ 〃 1,038,591円増） 

  ●      〃  寄贈物品・・・・・・・・・    給茶器、行事用テント等 

  ● 平成２５年度末積立総額・・・・・・・・・・１３８,１４６,２５１円 （ 〃 3,105,885円増） 

 

【評価】 

   福祉基金を活用し、社会福祉協議会の使命である、「みんなで支えあい、誰もが安心して心豊かに暮ら 

  すことができる福祉のまちづくり」を推進するように、地域福祉事業等の発展に努めた。 

   平成２５年度の篤志寄付者数は前年とほぼ同数であるが、寄付総額は前年度比で１００万円以上上回っ

た。 

  従来の地域福祉組織化事業に加え、今年度は福祉基金を活用して広報用の専用パソコンを購入した。 

 これにより社協広報紙「みんなのふくし」の紙面レイアウトをより見やすくすることができ、視覚的に 

福祉に関心を持って頂けるような情報発信に取り組む事ができた。 

 

 

【課題】 

   毎年度言えることであるが、景気の影響や自然災害の発生により寄付金の増減があり、社会福祉協議 

会の安定した事業費に充てることは難しい。 

今後は、受動的に寄付を待つだけでなく、福祉基金の活用によって生まれるサービスの必要性のアピ 

ールを強化し、寄付者数が増えるよう努めていかなければならない。また同時に、町民の皆様が十分 

満足頂ける福祉基金活用の仕組みも考える必要がある。 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ．１ 

事 業 名 ボランティアセンター機能の充実 

事業内容及び成果説明 

  ボランティアの人材の育成・活動支援・活動基盤整備等、また登録斡旋や啓発事業等の事業を実施し、

ボランティアが生き生きと活動できる福祉のまちづくりを推進するため、その基幹的役割を担う「ボラン

ティアセンター機能」を充実・推進してきた。 

◆運営協議会の運営と充実 

  ボランティア運営協議会（委員構成：ボランティア、NPO、民生委員、福祉施設、学識経験者、行政職

員、社協職員）の設置を行なった。 

【評価】 

ボランティアセンター運営協議会を設置する時期（平成２６年３月）が遅くなったため、運営協議会の

活動としては平成２６年度に運営委員とともに協議していくこととなる。 

【課題】 

ボランティアセンター運営委員に意見をいただきながら、地域福祉活動計画にあわせて、５年後を見据

えたボランティア活動の推進に向け事業を行っていくことが課題となる。 

 

◆ボランティア活動の振興 

 ・こものボラセン君通信  ８回配信／年 

メール発信 登録者数 ４５人 （前年比５人増） 

【評価】 

従来からの登録制度・保険斡旋・情報発信等を行うと共に、啓発推進事業及び養成研修事業を中心にボ

ランティア活動の進行に取り組んだ。また、昨年度より定期配信しているメール配信システム（める配

君）でのボランティア情報を発信する仕組み「こものボラセン君通信」の定期配信については、登録者数

を増やすためアンケートや案内の際に、メール会員登録のちらしを同封するなど啓発にも力を入れたが登

録者数は伸び悩んでいる。これは、現在の登録者がメールなどの情報文化に慣れていない世代（高齢世

代）が多いことも原因と考えられる。 

【課題】 

  携帯電話等を使ったメール配信システム（める配君）については、平成２４年１月から運用を開始した

が、メール登録会員の増員と共に、魅力ある情報の発信を継続するとともに、フェイスブックなどの新た

なソーシャルネットワークの活用で若い層の活動者を増やす取り組みも必要である。 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ．２ 

事 業 名 ボランティアセンター機能の充実 

事業内容及び成果説明 

啓発・情報提供事業として、「社協広報紙『みんなのふくし』」をはじめ、ボランティア情報の発信とし

て「ボランティア月間カレンダー」「ボランティアセンターだより『ボランティアおしらせ版』」及び視覚

障がい者へ情報提供として「声の広報」などを毎月発行した。また、ホームページやブログの更新をリア

ルタイムに行ない、ボランティアに対しては、『こものボラセン君通信』をメールで配信し、啓発・情報提

供事業を推進した。 

福祉啓発イベントでは、「けやきフェスタ」の開催を通じてボランティア活動や福祉の啓発に努めた。 

◆社協広報紙「みんなのふくし」の発行 

◆ボランティアセンターだより「ボランティアおしらせ版」及び「月間カレンダー」の発行 

・「みんなのふくし」 

・「ボランティア月間カレンダー」               発行･･･月１回 12,800部 

・「ボランティアセンターだより『ボランティアお知らせ版』」 

 

【評価】 

年度途中より紙面をカラー化することにより、視覚的に関心を高める福祉の情報発信に取り組んだ。 

編集会議を月に一度開催し、新しいフォント（字体）を取り入れるなど「みんなのふくし」紙面レイア

ウトの見直しを行なってきた。 

【課題】 

社協自らの存在と役立ち感を向上させるためにも、様々な年齢層に読まれる広報紙作成・情報発信を更

に心がけ、読者が必要とする紙面作成に取り組む必要がある。 

 

◆声の広報の発行協力 

視覚障がい者に対し町及び社協等が発行する広報紙をＣＤに吹込み、声の広報としてリスナーへ発送す

る。 

リスナー登録者数    ６人（前年比１人減） 

支援ボランティア数  ２７人（響きの会会員）  

〈録音物〉 

 広報菰野おしらせ版   月２回×１２か月・・・２４回（利用者数６人）計１４４回 

 広報こもの       月１回×１２か月・・・１２回（利用者数６人）計 ７２回 

 みんなのふくし     月１回×１２か月・・・１２回（利用者数６人）計 ７２回 

 身障おしらせ通信    月１回×１２か月・・・１２回（利用者数６人）計 ７２回 

 身障こもの       年４回（利用者数６人）計２４回 

 民児協広報紙「わ」   年２回（利用者数６人）計１２回 

              総  計      ３９６回（前年比６６回減） 

               ※その他 リスナーからの依頼に対しても吹込みを実施。 

【評価】 

町及び社協等の発行する広報紙を「声の広報」として視覚障がい者へ届けた。リスナーのリクエストに

も概ね対応できている。 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ．３ 

事 業 名 ボランティアセンター機能の充実 

【課題】 

リスナーが年々減少傾向にあり、啓発及び発掘の必要性がある。個人情報保護が障壁となっている部分

もあり健康福祉課との協議を進める必要がある。 

 

◆ホームページの運営及び充実 

  ・ホームページ訪問者 １４,５８２件  （前年比４,８６４件減） 

・新着情報投稿  ２３件 ・・・ 随時更新している （前年比２１件減） 

  ・社協広報、ボランティア情報の更新  １２件 （前年比０） 

  ・ブログ投稿  ２７１件  （前年比１０４件増） 

  ・ブログ訪問者 １,９５６件（前年比１,３３７件増） 

  ・こものボラセン君通信 ８回配信（前年比０）  

メール発信 登録者数 ５１人 （前年比１１人増） 

 

【評価】 

  今年度は菰野町社協の情報発信に関心を持ってもらえるように、「情報の見やすさ、使いやすさ」を向上

させるために社会福祉協議会のホームページのリニューアルを行なった。また、社協ブログ「つぶやき社

協」の情報の更新を定期的に行うことで投稿件数を増やし、結果としてブログの訪問数が大幅に増えた。 

【課題】 

  平成２６年３月からリニューアルしたホームページの訪問者数を増やしていくためにトッページのカレ

ンダーの更新や、引き続きブログの更新を増やすなど新しい情報、住民に役立つ情報を常に発信していく

ことが課題となる。 

 

◆災害ボランティアセンター運営マニュアルの策定 

  県内社協の災害ボランティアセンター運営マニュアルを参考に素案を作成し、災害応援協定を結んでい

る新潟県三条市社協に３月２３日～２４日赴き災害ボランティアセンターの運営経験を踏まえて意見交換

を行い策定した。 

【評価】 

  従来の災害ボランティアセンターマニュアルよりもより実践的で、すぐに使える様式なども盛り込んだ

充実した内容となった。 

【課題】 

  今後は、いざという時にマニュアルをもとに実践できるように職員のスキルアップを図ることが急務で 

ある。また、長期に及ぶ活動を想定し災害ボランティアセンターをバックアップできる人材（防災ボラン 

ティアコーディネーター）の養成を計画的に行なうことが課題である。 

 

 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

10 

 

区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ.４ 

事 業 名 啓発推進事業 

◆福祉啓発イベント「けやきフェスタ」の開催 

けやきフェスタ２０１３の開催  平成２５年１１月１７日（日） 

参加協力者・ボランティア・職員（９１２人）、参加協力団体（９１団体）、来場者（約６，０００人） 

主な内容 【福祉フェスティバル】 オープニング演奏・発表、映画上映「シュガー・ラッシュ」、各種 

アトラクション、ボランティア活動発表や体験コーナー、ノルディックウォーク体験、昔遊び体験、バ

ザー、作品展示など【健康フェスティバル】健診コーナー、歯科相談、栄養相談、こころの健康相談、メタ

ボ予防、体力測定、血管年齢測定、ヘルシーレストラン、親子で遊ぼうコーナー、献血など。 

【評価】 

 平成２５年度は、昨年同様に「福祉と健康のフェスティバル」としてのボランティアや各種団体の活動体

験や発表といった形を中心に啓発を行なった。企画運営については、行政・社協・元気アップこもの・ス

ポーツ文化振興会の各担当者が中心となって協働・連携出来てきている。また、近年では「介助ボランティ

ア」を配置し、町内福祉施設に入所している方々を招待をするとともに、ボランティアが付き添い介助等を

行なうことで安心してイベントに参加いただけるようになってきている。また、小さな子どもから高齢者ま

での幅広い層の参加者が来場いただくことで、誰もが参加できるイベントとして実施できた。その他、町内

外を問わず多くの方々が参加し、福祉・ボランティア及び健康に関わる啓発を実施した。 

【課題】 

２５年度は稀にみる好天に恵まれ終日穏やかな中、実施できた。しかし、開催時期が１１月という事もあ

り、例年気温が低く風がよく吹き、場合によっては小雨等にも見舞われるといったことから、ステージ発表

に支障をきたしてきた。そのため、時期を変えて実施することも検討したが、他の町内行事との関係から開

催時期の変更は非常に困難な状況である。 

また、企画運営については、参画団体にも加わってもらうことで新たな発想や取り組みをもって、みんな

で作り上げるイベントを検討し、様々な意見を取り入れ、より良い福祉と健康の啓発イベントとなるよう推

進していく必要がある。 

 

◆地域福祉教育推進事業の支援及び推進 

【評価】 

  幼保及び小中高校へは、福祉協力校事業として取り組んだ ※「養成研修事業報告」参照 

・協力校会議 年４回実施 延べ３６人参加 

担当者会議では担当者との率直な情報交換ができ、学校での児童生徒に対する福祉教育及び社協が実施す

る各種事業がスムーズに推進できた。また、会議の日程も先生が参加しやすいように調整し、毎回会議後に

福祉体験教室を実施し、担当教諭以外でも関心のある教諭は参加できるよう呼びかけ実施した。 

【課題】 

現在、学校教育も新しい学習指導要領となり、福祉から道徳教育の充実へとシフトしてきている。教育現

場の流れの変化に、社協がいかに福祉教育推進のための対応を行なっていけるかが、今後の課題である。 

 

 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

11 

 

区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ.５ 

事 業 名 啓発推進事業 

◆マスコミ等関係機関への情報発信 

   ・掲載等の回数 ３１件（前年比１件増） 

（中日新聞、伊勢新聞、毎日新聞、中日ホームニュース、ＣＴＹ等） 

 

【評価】 

報道機関へ情報を発信し、本会事業等について広く啓発・周知することが出来た。TV などのメディアに

紹介される際の記録が不十分であったため、放映予定やホームページ等のバックナンバー記録を残すように

変更した。 

【課題】 

各種報道機関に対し積極的な情報提供を行うためには、事業担当者が常に意識をして情報を早めにまと

め、発信することが今後の課題である。 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ.６ 

事 業 名 養成研修事業 

事業内容及び成果説明 

ボランティアに関する基礎知識及び、車椅子介助や視覚障がい者の手引きなどの介助技術、また手話･点

字･音訳などの技術体験学習を通じ、住民への福祉教育やボランティアの養成に努めた。 

 

◆各種ボランティア養成講座の開催 

 ●一般ボランティアスクール（ボランティア入門講座） 

   ・平成２６年２月１４日～３月２８日 ５回講座 ６人参加  延べ２６人（前年比２１人減）  

【評価】 

過去３年間にボランティア登録をしたが活動をしていない方、これからボランティア活動を始める方を対

象に基礎知識や福祉体験、実際の活動への参加などの内容で企画したが、参加者が他の講座と比較して少な

い状況であった。 

【課題】 

  周知方法としてはダイレクトメールを発送しているが、興味を示す人が少なかった。開催時期や内容およ

び周知方法の更なる検討が必要。 

 

●小・中学生春休み福祉体験教室 

・平成２６年３月２６日～２７日 ２日間講座  受講者 １９人  延べ３３人（前年比７人増） 

【評価】 

体験型の内容により、小・中学生が、障がい者や高齢者に対しての理解を深め、ボランティア活動への興

味や関心を持てる貴重な機会となった。 

また、様々な分野の体験をボランティアの協力を得て実施することにより、参加した児童・生徒も実際に

ボランティアの活動を体験することができた。 

 

【課題】 

より多くの児童・生徒に参加していただけるような日程と内容で講座を企画し、早めに学校を通じて募集

する必要がある。 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ.７  

事 業 名 養成研修事業 

●中学生ワーク体験教室 

・八風中 平成２５年 ７月３０日～３１日  参加者１４人 

・菰野中 平成２５年 ８月８日～９日    参加者１０人     計２４人（前年比６人増） 

 

【評価】 

福祉施設での体験と施設で生活される方々との交流を通じ、施設の機能や生活を知るとともに、高齢者に

対する理解や関心を深めることができる良い機会となっている。 

【課題】 

福祉施設で日常生活では体験できない貴重な体験ができ、それにより高齢者や障がい者に対する理解を深

めるという目的を再認識し、昭和６１年から継続している事業を展開していく。また、この体験教室を実施

することだけで終わらず、日常の学校生活の中で、福祉教育に取り組んでもらえるような協力校事業を支援

していく必要がある。 

 

●高校生ボランティアスクール 

・平成２５年８月１日～８月９日の内５日間  受講者１２人 延５４人（前年比１人減） 

 菰野保育園、菰野西保育園で保育実習 

【評価】 

福祉やボランティアについての知識を深めるだけでなく、保育園児とのふれあい体験を通じて、「優し

さ」と「思いやりの心」が芽生え、その芽が将来的に福祉ボランティアのマンパワー（人材）となる可能性

がある。 

【課題】 

数年前より保育園児との交流という内容を取り入れないと、参加者が集まらないということから、参加し

たいと思えるような魅力ある内容を考えていく必要がある。また高校の地域体験学習授業の一環として参加

している生徒もあり、自主的に参加した生徒と同じような気持ちで受講できるような導きが必要である。 

  また、スクールだけの参加で終わらせず、継続的にボランティア活動につなげていくための支援が必要で

ある。 

 

●音訳ボランティア養成講座 

・平成２５年６月７日～１２月６日（全１３回講座） 受講者７人（前年比 1名減） 延べ７５人 

【評価】 

菰野町在住の視覚障がい者で音声情報を希望される方へ、町の広報紙（広報こもの、広報菰野おしらせ

版）、社協広報紙（みんなのふくし、ボランティアおしらせ版）、民協広報紙（わ）、身障福祉会会報（身障

こもの、おしらせ通信）などを声の広報として届ける活動の担い手を養成する講座として開講している。 

音訳活動を行うことを受講条件にしたことにより、講座終了後にボランティアとして活動している。 

【課題】 

視覚障がい者への情報保障としての役割もあり、今後も継続的に講座を開講し担い手を養成していく必要

がある。 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ.８ 

事 業 名 養成研修事業 

●ボランティアリーダー研修会 

 ・「全国ボランティアフェスティバル高知」(高知県) 

    平成２５年１１月２３日・２４日  １人参加（ボラ連協会員：おもちゃ診療所） 

 ・ボランティアリーダー研修「アイデアで地域課題の見え方も変わるかも！？」 

   講師 皇學館大学准教授 板井 正斉 氏  

    ３月１６日 ３５人参加（内訳：ボラ連協２２人、ボラセンター１３人） 

【評価】 

ボランティアリーダーの育成及び資質向上を目指し、全国ボランティアフェスティバル等への参加で見識

を深め、資質向上を図った。また、町内ボランティアセンター登録団体を対象に、リーダー研修会を実施す

ることで資質向上にもつながった。 

【課題】 

ボランティアグループによっては後継（役職）者の育成が上手く出来ず、困っている団体もあるため、サ

ブリーダーの育成や活動意欲の向上につながる講座やイベントを実施していく必要がある。 

 

●福祉体験教室 

  保育園・幼稚園の未就学児から小中学校の児童生徒を対象に、「福祉体験学習」等を通じて「思いやりの

心」を育てることを目的に実施した。 

・福祉体験学習 

〔町内小中学校で実施 ニーズに合った福祉体験教室を実施 合計３３回  延べ１０５２人参加 

                                   前年比１６４人減〕 

車椅子教室７回、高齢者疑似体験２回、要約筆記３回、手話２回、点字教室４回、盲人体験２回、 

音訳２回、けやき見学６回、交流事業３回、福祉講演１回、職場体験２回  

【評価】 

  福祉人材の育成も視野に入れ体験学習を取り入れたことにより、楽しみながら福祉に興味を持ってもらう 

 ことができた。教育改革により総合的な学習の時間が減少し、少ない時間で有効に啓発できるように努め

た。 

【課題】 

福祉教育の見直しなどで、学習時間数は減少したが、福祉教育に対するニーズ自体は高い。事業の運営

方法については、体験学習に協力してもらうボランティアの育成や手法の検討も必要である。学校と連携

しながら継続して福祉教育に取り組むことは重要である。 

また、福祉教育を行うにあたって指導者である保育士、教諭にも継続的に子どもたちを指導してもらう

必要があることから指導方法やポイントを学んでもらう機会を定期的に提供する必要がある。（ニーズ対

応ボランティア講座で対応） 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ.９ 

事 業 名 養成研修事業 

●ニーズ対応ボランティア講座 

福祉協力校担当者（教諭）から、福祉体験学習の指導方法についてのニーズが多くあり、担当者会議

後、教諭を対象に体験模擬教室の開催に取り組んだ。４回開催。 

【評価】 

福祉協力校からのニーズも多いため、職員だけでの対応が難しく、事前に先生を対象とした体験学習を受

けてもらうことで職員と同様の視点を持って指導する側に立ってもらうことができている。 

【課題】 

多様なニーズすべてに対応できる講座の組み立ては難しくまた、学校からのニーズによっては１コマ 

（４０分程度以内）で完結しなければならない場合もあり、内容に応じた時間確保が難しい。事前の協議の

中で調整していく必要がある。 

 

●手話入門講座 

手話通訳者資格取得の入門的基礎学習として、厚生労働省の定めるカリキュラムに基づき実施。また、

手話の知識や技術だけでなく、聴覚障がいの基礎知識やろう者の生活なども学習し通訳を目指す方にも必

須のカリキュラムとして、２５年度に「入門課程」を実施した。次年度(２６年度)に「基礎課程」のカリ

キュラムを開催していく予定、ろう者の情報保障を担う人材の育成を実施した。 

・受講者数     １０人 

   ・期  間     平成２５年５月７日（火）～平成２６年３月１１日（火）３５講座 ５２.５時間 

   ・修 了 者     ４人 

【評価】 

  受講者を増やすため火曜日（夜）木曜日（夜）の 2コースを設定し、受講者を募集したが事前の説明およ

び面接で受講希望者が２０人から１０人に絞られ、受講生と調整のうえ火曜日コースのみの開催とした。 

その中から最終的な修了判定により 4名の方が修了することができた。情報保障を担う人材の育成である以

上は基準を設けざるを負えないが 2年間のカリキュラムを修了すること自体がかなり難しい状況である。 

また、手話入門講座の修了者を対象にフォローアップ講座を企画していたが、講師の都合がつかず開催で

きなかった。 

【課題】 

来年度の基礎課程にすすむことができた４名を講師と調整をしながら手厚くフォローし、全員が修了する

ことを目指す。 

基礎課程を修了し、実力をつけて手話通訳者になってもらうためにも講師と再度調整しフォローアップ講

座を開催していくことが課題である。 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ.１０ 

事 業 名 養成研修事業 

●要約筆記養成講座 

各市町が行うとされる通訳者派遣制度に対し十分な要約筆記者が確保されていない。そこで、「(社)全日

本難聴者･中途失聴団体連合会」の示されたテキストに基づき、要約筆記奉仕員養成講座を実施し、聴覚に

障がいのある方々の社会参加・情報保障を推進していける要約筆記奉仕員の養成を実施した。 

１．要約筆記体験講座の開催 

     開催日 平成２５年５月１９日 １回 

     受講者数 ５人 

２．要約筆記奉仕員養成講座（手書き）の開催 

     開催期間 平成２５年６月９日～平成２５年１２月７日 １３回 ６５時間 

     受講者数 ８人（修了者７名） 延べ８１人  

【評価】 

パソコン要約筆記奉仕員講座修了者と一般町民を対象にした、手書きの要約筆記奉仕員養成講座を開講

し、７人の手書き要約筆記奉仕員を養成した。 

   また、既にパソコン要約筆記奉仕員である登録者が手書きの要約筆記も習得することで状況に応じて手

書き又はパソコンを使った要約筆記活動が行えるようになった。 

その他、行政等の理解もあり、町内における有資格者に対する派遣数が徐々にではあるが増えてきてお

り、活動の場面が増えた。 

【課題】 

昨年度の要約筆記者派遣制度改正により要約筆記奉仕員が要約筆記者となるための試験制度が導入され

た。講師試験に合格した者でないと養成講座を指導できないため、今後の講座開催に際しては、講師確保

が非常に困難な状況である。 

また、研鑽・研修の場として菰野町要約筆記サークル「かっこう」へのフォローアップ（現任研修）を

含めた支援も必要である。 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ.１１ 

事 業 名 登録斡旋事業 

事業内容及び成果説明 

  安心してボランティア活動ができるよう、登録斡旋や活動に関する相談・助言及びコーディネートを行

なった。 

特に毎月発行される「みんなのふくし」やホームページ・ブログ等に、ボランティアの募集、助成金、ボ

ランティアグループの活動状況、ボランティアスクール案内等々の情報を掲載し、啓発活動を行なった。 

 

◆ボランティア登録及び情報管理 

・ボランティアセンター登録者数  ⇒ １０１０人（内、新規８３人）  

・ボランティア連絡協議会登録者数 ⇒  ５９２人（内、新規６３人） 前年度比 ４人減 

【評価】 

ボランティア登録者数の把握については、ボランティア連絡協議会の会員は、年度当初に会費納入の有無

によって把握が出来るが、ボランティアセンターへのボランティア登録者数は、有名無実の会員も存在する

ことから、把握が困難となっている。 

【課題】 

ボランティアセンター登録会員数の把握に努めていくためボランティアグループとの情報交換や、登録管

理システムの見直しも検討していく必要がある。 

 

◆ボランティア斡旋業務の充実と推進 

【評価】 

福祉ボランティアの支援を求めるニーズに対しては、概ねコーディネート出来ている。福祉ボランティア

以外の活動については、ノウハウの無い活動も多いため活動者と協議を重ねながらコーディネートしてい

る。 

【課題】 

ボランティアグループに属していない個人登録者への活動紹介等については、伝達できていないことが多

い。個人登録者の特技や能力を生かしたボランティア活動の開発や、組織化に繋がるコーディネートを充実

していく必要がある。 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ.１２ 

事 業 名 ボランティア組織化事業 

事業内容及び成果説明 

  ボランティア又は地域のニーズに対応できるボランティアの組織化を推進する。 

 

◆ボランティア連絡協議会への協力支援 

  ボランティア連絡協議会助成   ９３０，０００円（活動助成金・事業助成金含む） 

  ・ボランティア活動助成金   連協加盟グループ申請数  ２２団体×２５，０００円 

・ボランティア事業助成金   連協加盟グループ申請数   ５団体×２０，０００円 

【評価】 

ボランティア団体の研修・学習や継続的事業・基盤強化・整備事業に対し、助成を行なった。助成を受け

たボランティア団体の活動推進に繋がった。 

社協からの助成金を、ボランティア連絡協議会へ一括で助成することにより、ボランティア連絡協議会が

助成審査を行なうこととなった。その結果、ボランティアグループの活動状況に応じた配分ができた。 

【課題】 

ボランティア事業助成金については、引き続き有効な活用を促進し、ボランティア活動が停滞しないよう

支援していく。 

 

◆ボランティアグループへの協力支援 

【評価】 

各ボランティアグループの諸問題に対し、様々な助言及び支援を行なった。 

各グループでの自主的な運営や活動を指導しており、多くのグループが各自で様々な問題に取り組みなが 

 ら活動をしているが、ボランティアだけでは対応しきれない問題等について、ボランティアコーディネー

ターまたはボランティアセンターが介入し協力しながら解決に向けて取り組んでいる。 

【課題】 

若い世代がボランティア活動への参加が少なく、ボランティアの高齢化が課題となっている。 

 一方、介護保険制度においても高齢者のマンパワーを活用していく政策がとられており、シニアボランティ 

 アの育成が課題となっている。 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ.１３ 

事 業 名 活動基盤整備事業 

事業内容及び成果説明 

 ボランティア活動のよりよい促進を目的に、資機材の整備・各種助成や表彰等の奨励等、活動に関する基

盤を整備する。 

 

◆福祉図書コーナーの充実 

【評価】 

 「月間福祉」「福祉新聞」「ボランティア情報」など定期刊行物の購読を継続し、随時福祉関係書籍・ＤＶ

Ｄ・ビデオ等の補充充実に取り組んでいる。また、福祉関係者の要望にも対応し、貸出や閲覧等も行なって

いる。 

【課題】 

  十分な図書等の充実となっていないため、広くＰＲはできていない。そのため、継続的に図書等の充実を

図り、利用増加を目指す必要がある。 

また近年、情報データもＤＶＤ化が進み、ＶＨＳ等の旧式のデータ形式のものは使用頻度も低く、使用さ

れないことも多いため、管理等について見直しが必要。 

 

◆ボランティア保険の取扱い、利用促進 

・ボランティア活動保険加入者数  ⇒  ８７７人（前年度比３８人増） 

                      保険事故 ３件 〔物損２件、人身１件〕（前年比２件増） 

   ・ボランティア行事用保険     ⇒  ７６件 ４，４６０人（前年比１，０７７人減） 

                      保険事故 ０件 

【評価】 

 加入手続きを統一したことで、事故発生後の対応を迅速に行なうことができた。 

 各地区で独自に行っているサロンでも行事用保険への加入が増えた。 

【課題】 

ボランティア活動をしながらも、保険の存在をご存知でない方もまだまだ多い。安心して活動してもらえ

るよう広く周知する必要がある。 
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区   分 ボランティアセンター事業            （一般：ボラントピア） ＮＯ.１４ 

事 業 名 活動基盤整備事業 

◆各種助成制度の利用促進 

●三重ボランティア基金 

 ◎ボランティア団体基盤強化助成 

 ・響きの会【ノートＰＣ、ワイヤレスマウス、音響ボイスレコーダー】   １９７，０００円 

 ・どんぐり【シャッフル＆ゴルフセット】                １１０，０００円 

 ・かっこう【ノートＰＣ】                       １６０，０００円 

 ・おもちゃ診療所【万能精密旋盤等】                  １９５，０００円 

 ・あじさいの会【ザル特大 ７個】                    ２０，０００円 

 ・福祉レク研究会【ノルディックウォーク・ポール ２０セット】     １３３，０００円 

◎ボランティアセンター基盤強化助成 

・菰野町ボランティアセンター【ポン菓子機１台】            １８７，０００円 

◎災害ボランティアセンター活動推進基盤整備助成 

・菰野町ボランティアセンター【デジタル簡易無線機 ５台】       ３００，０００円 

◎ボランティア活動資金助成 

 ・福祉レク研究会【講師料・講師旅費・諸費】              １６０，０００円 

●ＭＰドリーム 

・フォー・クローバー【講師料】                     ８７，０００円 

【評価】 

ボランティア活動助成制度を利用して活動基盤を整備していくことが各グループにも浸透して、自主的

に申請できるようになってきている。助成事業を受けた団体は、物品の活用等を通じ活動の活性化に取り

組めた。 

（助成金合計１，５４９，０００円 前年対比６４８，０００円増） 

【課題】 

各種助成制度の案内を早期に行ない、ボランティアグループが積極的に助成獲得に取り組むよう支援を

進めていく。自主的・主体的に取り組む意識を高め、活動を推進してもらう一層の指導や支援を継続して

いく必要がある。 

 

◆各種表彰推薦等 

推薦を行ったが受賞には至らなかった。 

【評価】 

グループが表彰を受けることにより、会員の活動の励みになり、今後のボランティア活動発展の一助に

なっている。 

【課題】 

表彰に該当するグループに対し、積極的な申請を支援することが必要と思われる。 
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区   分 地域福祉組織化事業          （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．１ 

事 業 名 ふれあい相談センターの設置運営 

事業内容及び成果説明 

 

◆ふれあい相談センターの設置運営 

  住民のあらゆる相談に応じるため、多種の相談窓口を開設した。相談等を通じて見い出された課題に 

対して、ニーズに即したサービスの提供や関係機関との連携を行なった。 

 ● 各種相談の実績 

   【一般相談】    開設日数   相談件数 

 ・心配ごと相談    ５１日  ５２件 〔内、面接相談４６件、電話相談６件〕（前年比１件増） 

 ・一般相談     ２１日  １４件 〔内、面接相談１３件、電話相談１件〕（ 〃 １件減） 

 【専門相談】 

 ・法律相談     １２日   １０１件 （前年比１件減） 

 ・人権相談     ５１日   （心配ごと相談に含む） 

 ・行政相談     １２日   （   〃     ） 

     

 ● 相談員研修の実施 

    平成２６年２月１８日 実施 

    ・法律知識のイロハを学ぶ  講師：山越明弁護士    

 

【評価】 

  日によって相談件数にばらつきはあるが、法律相談以外の相談で、多い日は１日６件の来所があった。電

話での相談が前年度３件だったのに対し７件と増加しており、匿名で悩みを吐き出したい傾向のある人に多

いようである。 

  来所者の年齢層は中高齢が多く、誰にも話せない悩みをセンターで話すことで解決に至らずとも話を聞い

てもらえた安心感を得られるようである。 

心配ごと、一般相談である程度の知識を得てから法律相談に来所するケースが多い。センターでの解決に

至らない場合は、内容に応じ法律相談や行政担当者等関係機関へつなぎ、対応にあたった。 

   

【課題】 

  相談の内容は相続、離婚に関することが多いが、近隣トラブルの相談も寄せられている。 

  地域や近隣との希薄化、家族や親族間の疎遠による問題が根底にあると思われる。心情のもつれは容易に

解決できるものではないため、相談者の負の感情が少しでも和らげられるよう話に耳を傾け、相談をしてよ

かったと感じてもらえるようなセンターを目指す。 
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区   分 地域福祉組織化事業          （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．２ 

事 業 名 菰野町地域福祉活動計画の策定 

事業内容及び成果説明 

◆菰野町地域福祉活動計画の策定 

  住民による住民の為の福祉のまちづくりの方向性を示す計画として策定を行った。策定にあたっては福祉

関係者、区長、民生委員児童委員、老人クラブ、ボランティア、地域サポーター、ファミリーサポーター等

を対象とした地区福祉懇談会、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、訪問看護師、訪問介護士等の

福祉の専門家による２つの福祉懇談会を開催し、住民意識調査の結果と合わせて課題や意見の抽出を行なっ

た。 

また、第３次菰野町社会福祉協議会発展強化事業計画の評価の中で、社協活動の現状の振り返りと課題整

理を行ない、ワーキンググループでは、こうした課題や要望から、地域福祉活動における問題解決の方策を

検討し意見をいただき、各種団体、行政、社協の代表者からなる策定委員会で計画案を協議され地域福祉活

動計画として策定した。 

ワーキンググループ５回 

  策定委員会 ３回  

 福祉関係者地区福祉懇談会  １１名参加 

 地区福祉懇談会（小学校区ごと） 延べ １４２名参加 

  平成２６年度～３０年度の５ヵ年計画を社協発展強化事業計画と一体で策定 

【評価】 

  計画策定の際に行った地区福祉懇談会において住民の方々の声を聞くことができ「こういった機会が今ま

でなかったので良かった。」「近隣の方が買い物で困っていたなんて・・・ついでに手伝えるかも」などの声

があった。その声を地域福祉活動計画としてまとめることができた。 

【課題】 

  地域福祉活動計画と社協発展強化事業計画に基づき、住民の声を小地域での助け合い活動につなげていく

ことが大変重要であり、実効性を持って計画推進をしていくことが大切である。 

  地域福祉活動計画と社協発展強化事業計画の進捗を管理するため、平成２６年度に地域福祉活動推進委員

会を設置し、進捗管理及び実行にあたっての意見をいただきながら計画の推進を行なうことが重要である。 
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区   分 地域福祉組織化事業          （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．３ 

事 業 名 小地域ネットワーク事業 

事業内容及び成果説明 

  地域に住む高齢者、障がいのある人、児童など、誰もが安心して、いつまでも住み慣れた地域で暮らして

いく事が出来るよう、地域住民と社協が協働して住民の交流を深め、地域福祉の向上を推進していくために

様々な事業を実施・展開し取り組んだ。 

地域住民との関係の中で、社協とのネットワーク・住民相互のネットワーク・関係機関とのネットワーク

等々、様々な場面で小地域福祉ネットワークの構築に取り組んだ。 

 

◆地区福祉懇談会の開催（地区福祉会の組織化準備） 

  地域福祉活動計画を作成するにあたり地域住民と直接対話し、地域の福祉課題を収集及び意見交換をして

いく場として小学校区ごとに地区福祉懇談会を開催した。あわせて福祉関係者向けの福祉懇談会にも取り組

んだ。 

・５地区（前年比５地区減）と福祉関係者向けに開催。１５３人（前年比４４人減）を対象に実施した。 

【評価】 

  ご自分の住む地域で、どんな強みがありどんな困りごとがあるのか、強みを生かしどんな解決方法がある

のかを区長、民生委員児童委員、老人クラブ、ボランティア、ファミリーサポーター、地域サポーター、公

民館長、支所長など地域を支えている方々を対象に開催したことにより、小学校区ごとに課題や地域の特性

を把握することができた。また、福祉関係者を対象とした福祉懇談会を開催したことにより福祉制度の狭間

での困りごとなども把握することができた。 

【課題】 

  地区福祉懇談会に参加していただいた方からも「みんなで助け合える」しくみを望む声をいただいたこと 

もあり、その機運を盛り上げながら定期的に地区福祉懇談会を開催し、地域支え合いのしくみを作る話し合

いの場として発展させていくことが必要である。 

 

◆小地域ふれあいネットワーク事業の推進 

●ふれあい弁当事業の実施 

センター方式・地区別方式 

小地域を単位として、要援護者に対して近隣住民の見守り援助活動や友愛訪問活動などを実施し、住み慣

れた地域や家庭でいつまでも安心して生活できるような地域社会づくりを目指しネットワーク事業を実施し

ている。 

センター給食・・・・・・・２，７８６食（前年比２５９食減）を配食、 

延べ２８８人（前年比２３人増）のボランティアが調理 

各地区のふれあい弁当・・・ 菰野地区   １，５５５食（前年比１７２食減） 

鵜川原地区    ３８６食（ 〃  ２０食増） 

竹永地区     １３５食（ 〃   １食増） 

朝上地区     ３７４食（ 〃  ９０食減） 

千種地区         ３４４食（ 〃  ２５食減） 

ボランティア活動（調理・配達）延べ１，２５９人（前年比１８９人減） 
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区   分 地域福祉組織化事業          （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．４ 

事 業 名 小地域ネットワーク事業 

【評価】 

活動しているボランティアにも事業の趣旨を十分に説明し、社協事務局がバックアップすることで、民生

委員とボランティアによる一人暮らし高齢者に対する見守りを徹底している。一人暮らし高齢者の安否確認

として有効な事業である。 

【課題】 

今のところ需要と供給のバランスが保てており、現在活動中のボランティアで対応できている。 

各地区のボランティアグループメンバーの高齢化が問題である。新規メンバー募集を検討していくよう提

案しているがグループの結束が強く、新規メンバーの受け入れが難しい状況である。よって、新規メンバー

の活動が長く続かない傾向があるため、新しいボランティアの育成と継続支援が必要である。 
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区   分 地域福祉組織化事業          （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．５ 

事 業 名 小地域ネットワーク事業 

●ふれあいネットワークの集いの開催 

ふれあい弁当事業を休止する７月後半から９月前半に、けやきおよび地区コミュニティセンターに各地

区の一人暮らし高齢者の方や民生委員・区長を招き、ふれあい弁当サービスボランティアの調理による 

「お楽しみ会食会」を開催している。 

一人暮らし高齢者の集い（センター給食利用者） 

年１回センター給食利用者とセンター給食ボランティア、民生委員代表を集め、交流や福祉サービスの

紹介等を目的に開催している。 

センター   ７３人（前年比１２人減） 

ふれあいネットワークの集い 

 弁当利用の如何にかかわらず、７０歳以上一人暮らしの方、ボランティア、また地区の役職者等を交え

て、事業の啓発と関係者の交流にも努めている。 

５地区 各１回 延べ ２７８人（前年比３人増） 

【評価】 

高齢者は年に１度旧交を温める場となり、またボランティアも直接利用者と会える交流の場にもなってい

るが、ボランティアと民生委員、民生委員と区長といった交流の場にはあまりなっていない。 

【課題】 

一人暮らし高齢者の集いは、参加者の増加に伴い、平成２２年度から７０歳以上のセンター給食利用の一

人暮らし高齢者を対象として実施している。しかし、今年度は参加者が減少し、その原因の一つは気候によ

るものと推測される。より多くの方に参加して頂くためにも開催時期を検討する必要がある。 

ふれあいネットワークの集いは、地区によっては参加者・招待者・スタッフ等、人数が多く会場の設定等

に支障が出てきている。また、一方では参加者が少なく実施自体が難しい地区もある。ネットワーク強化の

ための事業であるが、その目的が薄れてきているため、再認識する必要がある。 

 

 

●介護者の集い 

在宅介護に従事している方同士で交流の場を持ち、介護の苦労の共感や介護に関する情報交換等を行うと

共に、介護から離れる時間を持ってもらう事で、心身のリフレッシュを図ってもらう場として開催してい

る。 

・平成２５年７月１１日：１９人  家族介護者教室 

・平成２６年３月３１日：  ９人  ヨガ教室、介護保険制度の講義   計２８人（前年比７人増） 

【評価】 

家族介護者教室では、、日赤講師の指導のもと介護方法でわからないことを質問形式で受け付けたとこ

ろ、予定終了時間を大幅に過ぎるほど、質問が相次いだ。介護の方法は千差万別で、介護者の日頃の疑問解

決に役立った。ヨガ教室では、介護者自身の身体の不調を講師に伝えるなど、家でも自分自身をいたわる方

法を身につけてもらう機会となった。 
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区   分 地域福祉組織化事業          （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．６ 

事 業 名 小地域ネットワーク事業 

【課題】 

主たる介護者が介護者の集いに参加するためには、介護サービス利用日でないとなかなか難しいことが現

状。近年、時間の短縮、開催曜日の変更などしているが参加者増には繋がらない。開催周知も各事業所にちら

しの配布やケアマネに依頼するなど行なっているが、更なる広報の方法を考える必要がある。 
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区   分 地域福祉組織化事業            （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．７ 

事 業 名 小地域福祉ネットワーク事業 

◆一人暮らし高齢者宅清掃サービス事業の実施 

地域との関係が薄い一人暮らし高齢者や障がい者が、お住まいの地域で安心して心豊かに暮らし続ける

ネットワーク作りを構築するために、地域住民や関係機関と連携を図り庭木の手入れや屋敷内外の清掃を

目的に実施した。 

 

 実施世帯数   ３世帯（前年比１世帯減） 

 ボランティア  中学生等 ２８人（前年比５人増） 

         一般ボランティア、民生委員、区長等 １１人（前年比４人減） 

【評価】 

一人暮らし高齢者や障がい者等を見守る地域のネットワークの構築を図り、近隣住民が自分たちの地域に

要援護者がいるという意識づけ、関心を持つことができた。 

しかし、個人情報を他に知られるという部分がネットワークを構築するところの障害となっており日常的

な見守りの取り組みに至っていない。 

また、中学生が地域の要援護者宅の清掃に参加することは、福祉の芽を育てることにつながり、福祉教育

としては有効である。 

【課題】 

長年にわたり、一人暮らし高齢者を見守る地域のネットワークを構築するために、清掃サービスを実施し

てきた。近年では、対象世帯の候補が固定化していることや、シルバー人材センターなどなんらかの手段で

自宅の清掃を実施できる方が多い状況でもある。また、一人暮らし高齢者に関わらず、廃棄物を整理できな

い家庭も社会問題となっており、こちらも地域の協力を得て、解決していかなくてはならない課題である。 
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区   分 地域福祉組織化事業            （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．８ 

事 業 名 地域福祉活動モデル事業 

事業内容及び成果説明 

地域の様々な福祉課題や潜在的福祉ニーズに対し、先駆的・モデル的に取り組み地域福祉推進を図った。

継続的で効果が十分に確認できている事業については、今後の方向性を検討していく必要がある。 

 

◆先駆的・開拓的サービスの開発 
 地域サポーター養成講座 

  今年度は、全町版ではなく、千種地区を対象とした地域サポーター養成講座を開催した。 

 ・地域サポーター養成講座 平成２６年３月１０日、１３日、１７日、１９日に開催 

              延べ１０５人参加              

【評価】 

全町に支援を広げた「『いいね！大羽根』地域まごころサポート」とも話し合い、より身近な地域での助

け合い活動を目標に、千種地区をモデルとして養成講座を実施。千種地区の福祉課題や、まちづくりについ

ての話し合いや、研修を行った。２６年度は定期的にサポーターの定例会を行い、小地域の助け合いの仕組

みづくりについて話し合っていく。 

【課題】 

  講座を受講しただけで終わってしまうのではなく、将来的に助け合いセンターの核となるような人材の育

成と意識づけ、助け合いのしくみづくりを実施していかなくてはならない。 
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区   分 地域福祉組織化事業            （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．９ 

事 業 名 地域福祉活動モデル事業 

◆青年学級の開催と充実（軽度知的障がい者の集い） 

中学校の障がい児学級を卒業し、一般就労したことのある青年が定期的に集まり、情報交換や交流など 

の社会参加を目的として開催。一人では、余暇の過ごし方が分からないといった悩みから、参加者みんな

で事業内容を企画し、同年齢の社会人が体験しているような余暇活動ができるよう支援している。 

年４回実施  延べ参加者数・・・・２８人 （前年比１８人減） 

（行事内容：ジャズドリーム長島、名古屋市美術館と名古屋市科学館、カラオケ、イオンモール東員） 

【評価】 

開催は年４回であるが、事業内容を参加者自身で決められるようになった。自分達の会であることを自覚

させる目的もあり、会長・副会長を年度ごとに決め、主体的な参加を支援している。ボランティアの協力も

あり、職場以外の人とのつながりも持てるようになっている。 

【課題】 

参加者がほぼ固定しているので、メンバーの新規開拓が必要である。そのため、学校まわりをするなど事

業の啓発が必要である。 

 

◆障がい児サマースクール事業の支援（障がい児夏休み集中訓練会） 

 めぐみの会主催のサマースクールの側面支援を実施。障がい児が規則正しい夏休み生活を送るための集中

訓練及び療育活動として実施している。 

・開催日  平成２５年８月６日～１０日（前年比１日増） 

・延べ総参加者数  （兄弟等含む）     ・・・・ １６５人（前年比２５人減） 

内、障がい児延べ参加者数（めぐみの会） ・・・・  ４３人（ 〃 ３人減） 

  障がい児延べ参加者数（めぐみの会以外）・・・    ９人 

民生委員(障がい福祉部会)延べ参加者数・・・・  ２０人（ 〃 １４人減） 

ボランティア延べ参加者数       ・・・  ４８人（ 〃 ３１人減） 

その他（親、講師、役場職員等）   ・・・・  ４５人 

・主な内容・・・・学習、プール、調理実習、作業訓練、プラネタリウム見学 等 

【評価】 

企画やボランティア募集、当日の運営等を自主的に取り組めるよう支援し、めぐみの会役員が中心となり

実施できている。今年度は会員外にも呼び掛け、数名参加があった。大学や専門学校を通じて学生ボラン

ティアの募集を行ったが集まらなかった。 

【課題】 

夏休みという事もあり、学生ボランティアの確保やわかば作業所での受け入れ体制等、毎年諸問題を抱え

ながら何とか実施している。特に小学生の参加人数減少により、付添う保護者も少なくなり１人に掛かる負

担が大きくなっている。 
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区   分 地域福祉組織化事業            （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．１０ 

事 業 名 地域福祉活動モデル事業 

◆在宅重度障がい者｢生活交流会｣の開催と充実 

在宅の重度障がい者の自立支援を促進し、社会参加の場とすることを目的として実施。障がいを持つ仲間

やボランティアと交流する中で、少しずつ人とのつながりが持てるように支援する。また、日頃の生活や悩

みについても聞く機会とする。 

  実施日 １１回（前年比１回増）延べ参加者 １０７人（前年比１５人増） 延べボランティア ２３９人

（前年比２７人増） 

（内容：グラウンドゴルフ、伊勢・おかげ横町行き、ボウリング、バーベキュー、作品作り、室内ゲーム、工

場見学（くすり博物館）、新年会、お食事会、電車でプラネタリウムへおでかけ） 

【評価】 

専属支援ボランティア「どんぐり」のメンバーと身障福祉会生活交流部会の代表メンバーで事業を計画・

実行するという、自主的・主体的な取組みが定着してきた。また、行事だけでなくバスや電車での外出の場

合は、事前に下見も自主的に行うことができるようになってきている。新規メンバー３名。 

【課題】 

更なる新規メンバー掘り起こしのため、身障福祉会との連携を行い、身障福祉会未加入でも参加可能の道

を模索していくことも必要である。行事によっては、障がい者とボランティアとの参加人数がアンバランス

な時があり、今後、そのようなことが続くようであれば検討する必要がある。 

 

◆しあわせキャンプの開催 

ひととき日常生活を離れ、自然の中で１泊２日のキャンプを行ない、野外活動、団体活動等、普段では体

験できない活動を通じ、障がいのある者もない者も一緒になって交流し、楽しさと協働の喜びを体験し、ノ

ーマライゼーションの具現化を目指すために実施している。また、数年前より、災害時の避難体験となるこ

とも目的の一つとしている。 

・開催日   平成２５年８月１７～１８日 １泊２日 

・障がい者等参加者数   ・・・・５２人（前年比 １人減） 

・ボランティア等参加者数・・・・ ５９人（ 〃 １５人減） 

【評価】 

数年前より、企画会議を行い、関係者でキャンプのあり方、目的を再確認してキャンプを実施。反省は次

年度へつなげている。今年度も障がい者・ボランティア及びスタッフ等で１００人を超える参加者が集ま

り、共に交流しながら非日常的な活動を行ない、災害時における避難についても考えることができた。福祉

避難所の体験をすることも目的として、不自由な中でも楽しみつつ互いに助け合いながら１泊２日の宿泊体

験ができた。 

【課題】 

障がい者を介助するボランティアのが確保が難しい。社協が関わる福祉系の学校に早い段階で募集依頼を

行なうことが必要。共催である身障福祉会の役員も高齢化のため、１泊２日の日程への参加はもちろん、プ

ログラムの一部の協力を願うことも難しい。 

障がい児に関しては、専属のボランティアグループがあるので対応できるが、ボランティアの参加が少な

くなってきている。そのため、障がい児・者を支援するボランティアの確保が難しく、安全かつ安心に行事

を行なうことがやや困難に感じられる。 
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区   分 地域福祉組織化事業            （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．１１ 

事 業 名 地域福祉活動モデル事業 

◆小地域ふれあいサロンの開発運営及び自立支援（高齢者ふれあい・いきいきサロンの支援） 

行政の進める介護予防事業の一つとして、定期的な社会参加とレクリエーションや介護予防運動の場とし

て、各地区でのサロンの新規開設と実施サロンの継続支援を実施している。 

・実施箇所３２箇所 

延べ３４９回、５，７４０人参加（前年比１６３人減） 

・主な内容  介護予防運動、バスハイク（町内名所見学）、応急手当講座、防災講座、食事会等 

   ・介護予防運動ボランティア養成講座 ２月１日、８日、１５日、３月１日 延べ１８３人参加 

（前年比７１人増） 

【評価】 

  今年度は、新規開拓がなかなか進まず、サロン開催の相談に終始するだけであった。来年度、休会してい

たサロンの再開や新しいサロンの打ち合わせ等は実施したが、参加者数は前年度より減少傾向にある。 

【課題】 

サロンの自主運営を促すためにも、サロンで実施している介護予防運動の指導ができるボランティアの養

成を行ったが、自主開催できるサロンは１０箇所にも満たない状況である。来年度は、各サロン参加者で年

間計画を考えてもらうなど、自主性を促していくことが課題である。 

 

◆福祉車両貸出し事業の実施 

介護者や支援者はいるが、車いす利用等の理由で移動制約のある方の外出・移動手段の支援策として、社

協所有の福祉車両の無料貸出を実施。また、各種団体やボランティアグループの活動の際に車両を貸出し、

移動手段の便宜を供与・確保してもらうことで活動の自主的な取り組みを推進している。 

・使用車両  ・・・ ６台 

〔福祉車両 ４台(年度途中で１台廃車)  社協車両 ２台(年度途中で１台廃車)〕 

・利用回数実績・・・延べ３７６回（前年比１２２回増）〔福祉車両 ３５３回  社協車両 ２３回〕 

・総走行距離 ・・・延べ１０，７４０㎞（前年比３，３１３㎞増） 

〔福祉車両 9,026㎞   社協車両 1,714㎞〕 

【評価】 

通院等での介護負担の軽減に役立っている。３６５日貸出しできる体制も整っており、規定にある範囲内

であれば、要支援者の体調不良など急な貸出しにも対応できている。通院は地区福祉懇談会などでも地域課

題の一つとしてあげられており本事業は支援策の一つとなっている。 

【課題】 

稼働率が多いゆえに車両の劣化も進むため、メンテナンスや新車への買い替えや寄贈などを計画的に検討

していく必要がある。 
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区   分 地域福祉組織化事業            （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．１２ 

事 業 名 地域福祉活動モデル事業 

◆福祉機器貸出し事業の実施 

  購入するまでも無いような短期利用や介護保険認定までのつなぎとして、社協保有の福祉機器の貸出しを

行い役立ててもらうことを目的に、貸出し方法・管理方法等の改良を行い、年間を通じ貸出しを実施した。 

    ・車椅子１０６人 ・ポータブルトイレ等２３人 ・介護用ベッド２１人  ・松葉杖２人    

（前年比計５６人減） 

【評価】 

福祉制度の狭間や導入までの中継ぎなど、例えば介護保険でレンタルはできないが歩行に不安のある方

や、購入を検討しているが試してみたい方など短期利用を条件に有効に活用されている。 

昨年に引き続き、広報紙「みんなのふくし」で貸出し事業の広報を行ない周知に努めた。 

【課題】  

施設利用者がお盆や正月に一時帰宅する際など、福祉機器のレンタルで介護保険制度を利用できない方の

ために、より柔軟に対応できるよう貸出し方法や周知方法などを見直す必要がある。 

 

 

◆福祉有償運送事業の実施 

 ２００６年１０月の改正道路運送法で、自家用自動車（白ナンバー）による福祉輸送（移送サービス） 

が「福祉有償運送」として合法化されたことに伴い、移動に制約のある高齢者や障がい者を利用者登録し 

通院等移動手段を確保できない方のセーフティネットとして実施。 

 ・登録会員数・・・・・  １０人〔身障者8人、要介護者2人〕（前年と同様） 

  ・利用回数実績・・・・  ３回  （前年比２１回減） 

  ・総運行距離・・・・・  ２．７km（ 〃 ８５．９km減） 

【評価】 

様々な事情で移動手段が確保できない方の移動手段として位置づけられ、特に通院手段を確保する為の

セーフティネットとして必要である。介護・福祉タクシーだけでは社会資源として十分でないため、その存

在自体が必要なものである。 

【課題】 

利用数は減少傾向にあるものの、セーフティネットとしての役割存在は未だ消えないため、その他の民間

輸送サービスとの兼ね合いを勘案しながら、事業を継続していく必要がある。 
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区   分 地域福祉組織化事業            （一般：ふれあいのまちづくり） ＮＯ．１３ 

事 業 名 福祉施設との連携事業の実施 

事業内容及び成果説明 

  地域福祉活動を推進するために、地域の社会資源でもある福祉施設との連携を図る。 

◆一人暮らし高齢者招待事業(みずほ寮)への協力 

  ・平成２５年１０月２８日実施   ３３人参加（前年比３人増） 

【評価】 

みずほ寮が実施する招待事業の参加者募集・送迎の部分を支援しながら連携を深めている。 

参加する一人暮らし高齢者からは、やはり今後のことを考えて見学したいというニーズもあり、施設の様

子を見学し、施設の職員から施設について説明を受けることで、高齢者の安心感にもつながっている。 

【課題】 

施設等との連携が永年にわたって来ると、事業の目的や趣旨又は主体等が不明瞭になって行く事がある

が、機会をとらえて双方で確認していく中で、上手く連携を進めていく事が必要。 

また近年、招待事業への参加者が多く、みずほ寮の受け入れ数の上限３０人前後を推移している。上限を

超えるような状況も想定し、みずほ寮側とも協議していくことが必要である。 

 

◆町内施設とのボランティア養成事業での連携 

  高校生ボランティアスクールを始め、各種講座等の体験実習現場として町内各福祉施設に協力をお願いし

ている。 

【評価】 

  高校生ボランティアスクールや中学生ワークキャンプなど、福祉教育の場面において福祉関係施設に協力

を依頼しながら、ボランティア養成事業を効果的にすすめることができた。 

【課題】 

  ボランティア養成事業に協力いただく施設との情報交換を行ない、高校生・中学生がボランティア活動の

きっかけになるような講座内容になるように検討する。 

 

◆町内施設へのボランティア派遣、コーディネートの実施 

  町内福祉施設のボランティアの需給調整を図りながら、派遣・コーディネートを実施。 

【評価】 

施設独自でボランティアをコーディネートしていることもあるが、社協がコーディネートしているケース

も徐々に増加し、社協ボランティアセンターに対する必要性を認識されつつある。 

【課題】 

ボランティアセンター運営委員会に高齢者福祉施設、障がい者施設の担当者が参画していただいており現

場の意見をいただきながら、関係機関等との連携を深め充実した取り組みを検討する必要がある。 
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区   分 地域福祉組織化事業              （一般：子育て支援事業） ＮＯ．１４ 

事 業 名 子育て支援事業 

事業内容及び成果説明 

◆子育て支援事業 

少子高齢化が急速に進む中で、子育て意識や生活スタイルも多様化してきている。そのような中で、孤

独な子育てや児童虐待を防ぐためには、地域で子育ての輪を広げることが重要である。 

   各小学校区を単位として、「子育てサロン」をはじめ、毎回人気の「ベビーマッサージ」の開催や、子

育て情報紙「こもっ子mama」の発行を実施し、子育ての楽しさや、素晴らしさを地域で広げ更なる活動に

つなげることが出来た。 

平成２５年度より新規事業の「養育支援訪問事業」では、保健師による具体的な養育に関する指導助言

等に基づき訪問を実施し、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図った。 

  養育支援訪問事業をはじめ、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応についても引き続き行政の保健

師と連携を図り、事業を実施した。虐待等が疑われる困難事例に対し、「要保護児童ケース会議」に参加

をし、個別的な支援についても、社会福祉協議会の子育て支援サービスへと結びつけ支援を実施した。 

 

● 子育てサロン 

   小学校５地区で未入園児の親子対象に開催             

【地 区】   【開催回数】     【参加者数】 

    ・菰野地区     ２４回    延べ  １,０５０人 

    ・鵜川原地区    ２３回    延べ    ８５０人 

    ・竹永地区     ４４回    延べ  １,０５７人 

    ・朝上地区     ２４回    延べ    ６９７人 

    ・千種地区     ２５回    延べ   ６１８人 

       計     １４０回     延べ ４,２７２人    親子１，８４６組 

           （前年比６回増）  （前年比１６６人減）   （前年比６２組減） 

 ● 子育てキーパーソン養成講座 

   子育てサロンの運営スタッフを養成する講座 

     ・日 時   平成２５年１１月３日～１２月２日（４回講座） 

     ・参加人員  ２０人〔延べ ７４人参加〕（前年比４人減） 

     ・講座内容  講義・調理実習・グループ討議 等 

● ベビーマッサージ＆産後のリフレッシュ体操 

インストラクター指導のもと、実際にマッサージオイルを使用して、お父さん・お母さんが赤ちゃんに

マッサージを行い、お母さんの為の産後のリフレッシュ体操を実施した。 

①平成２５年 ６月２４日   ２２組 

②平成２５年１０月２７日   ２０組 

③平成２５年１２月１６日   ２０組 

④平成２６年 ３月１０日   １４組（雪で悪天候の為、当日キャンセル有） 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

35 

 

区   分 地域福祉組織化事業              （一般：子育て支援事業） ＮＯ．１５ 

事 業 名 子育て支援事業 

 ● こもっ子mamaの発行 

子育て真っ最中のお母さんの生の声を収集し、身近な情報をきっかけに、今まで以上に菰野町の良さを

発見してもらい、子育ての楽しみにつなげることを目的に発行した。 

   ・発行回数      年４回 

     ・延べ印刷部数    １３,２００枚 （春・夏・秋・冬） 

・編集会議      １６回 〔延べ ２００人参加〕 

     ・配布方法      社協広報「みんなのふくし」に折込み、全世帯へ配布 

 

● 養育支援訪問事業 

要支援家庭の訪問を実施することで、養育上の諸問題の解決、軽減を図り家庭の自立を目指すと共に家

庭環境の整備を行った。 

    ・訪問回数     １１２回（１７８.５時間） 

     ・利用人数       ５人 

     ・訪問人数       ４人 

 

【評価】 

 子育てサロンは計画通り開催でき、概ね例年通りの参加人数であった。地区毎に季節行事も取り入れな

がら、新規子育てキーパーソン養成講座修了者も運営に積極的に携わり、社協との連携も円滑に図られて

いる。また、主任児童委員主催の「防災ミニ講座」では、民生委員の参加もあり地域の情報交換が気軽に

できる場となった。 

 ベビーマッサーは毎回定員を超す参加申し込みがあり、回数の増加の要望があった為、次年度より２回

増やし６回実施することとなった。乳児期につどいの場を提供することで、孤立を防ぐきっかけとなって

いる。 

   子育て情報紙「こもっ子mama」は折り込みで全世帯への配布をしている為、町内の園児へ配布を廃止す

ることとした。 

   新規事業の養育支援訪問事業においては、困難ケースが多い中、子ども家庭課と連携を図りながら個々

のニーズに対応できるよう軌道修正しながら取り組むことが出来た。 

 

【課題】 

子育て中の当事者から「子育てしやすいまち」との声を聞くことが多くなり、子育て支援事業が充実し

てきていることを実感する一方、孤立した子育てをしている要支援家庭も存在する。保護者はもちろん家

庭をきめ細かくサポートできるよう、行政との連携はもちろん地域ぐるみで支える体制を整え、菰野町の

子どもの明るい未来に繋げていくことが必要である。 
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区   分 地域福祉組織化事業       （一般：法人運営・ふれあいのまちづくり） ＮＯ．１６ 

事 業 名 地域福祉権利擁護事業・法人後見事業 

事業内容及び成果説明 

◆地域福祉権利擁護事業 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が十分でないために自らの判断で適切にサー

ビスを選択したり、契約を結んだりすることができない方々のために、生活支援員がサポートすることによ

って、住み慣れた地域で安心して暮らせることを目標に実施した。 

   ・利用者数    ４０人〔平成２６年３月３１日時点〕（前年比１人減） 

〔新規契約者９人 契約終了者１０人〕 

   ・援助回数 １，０１２回 （前年比１４回減） 

   ・生活支援員   １３人 （ 〃  １人増） 

 全利用者の生活費の代行支払総額 約１，０７３万円（前年比４８万円増） 

（税・保険料・公的支払 約５９万円   公共料金・光熱水費 約３３万円、 

医療・福祉サービス費 約５４３万円  その他 約４３８万円） 

 

 

◆法人後見事業 

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方（本人）の権利

や財産を守り支援する制度である。契約、解約、売買などによって被る利益・不利益を理解出来ない方を保

護し、支援する仕組みがこの制度である。 

制度を金銭的な理由等により利用出来ない方や、特に身上監護を必要とする方を菰野町社会福祉協議会が

法人として後見していくための検討や受任中のケースの支援検討を弁護士等専門的な知識を有するメンバー

８人による委員会で実施している。 

   ・法人後見委員会 ４回開催  委員延べ２８人参加  

   ・受任件数    １件 

   ・受任手続中件数 １件 

 

【評価】 

平成２５年度から菰野地域権利擁護センターとして基幹型となった。センターが身近になったことで包

括支援センターや行政からの相談が寄せられ契約に至ったケースが多い。 

新規契約の中には親子・兄弟でといった世帯ぐるみのものが多く、その世帯に必要なサービスを取り入

れながら支援にあたった。 

終了１０件の内訳は死亡３件、後見人就任３件、施設入所３件、自己管理１件である。 

法人後見事業は、地域福祉権利擁護事業の利用が難しくなったケースの受任が進められている。疎遠に

なっている家族への連絡や福祉施設入所を進めていく予定である。 
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区   分 地域福祉組織化事業       （一般：法人運営・ふれあいのまちづくり） ＮＯ．１７ 

事 業 名 地域福祉権利擁護事業・法人後見事業 

【課題】 

  地域福祉権利擁護事業の契約の時点で多くのケースは判断能力の低下が認められているため、認知症の進

行や精神疾患の悪化は避けられない。中には複雑に絡む相続問題を抱えるケースもあるため、それぞれに応

じた専門職へ移行していくことも視野に入れていく。 

  利用者の増加が見込まれている事業であるが、主体である三重県社協から行政の財政が厳しいことが課題

と掲げられている。今後とも持続可能な事業実施に向け各権利擁護センターの専門員業務を可視化すること

を通して、利用者の状況や事業の成果を示していくための検討会が開催されることになった。 

  法人後見事業は、定期的に開催される委員会での助言を受けながら業務を遂行してく。 
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区   分 地域福祉組織化事業            (一般：ふれあいのまちづくり) ＮＯ．１８ 

事 業 名 苦情解決事業 

事業内容及び成果説明 

 

◆ 苦情解決事業 

  サービス利用者のニーズと提供者との間に十分な信頼関係が構築されないままサービスが提供される 

と、期待するサービスと感じずに苦情となって現れることがある。しかし、多くの場合苦情を申し出る 

ことが困難なため、早期に利用者のニーズを把握することで課題の解決を図ってきた。また、それを受 

けてサービスの質を上げることに努力した。 

・介護保険に関する苦情 ３２件 （前年比 ４件増） 

・総合支援法に関する苦情 ７件 

・上記以外に関する苦情 ４３件 （前年比 ０） 

・第三者委員会議    ２回開催 

・第三者委員苦情相談会 １日開催 

 

 

【評価】 

  介護保険や総合支援法に関する苦情内容のほとんどは、ヘルパー支援における援助漏れであった。原因の

ほとんどがケアレスミスであり、最終確認さえきちんとされていれば防ぐことができたものが多い。 

  そこでヘルパーでは全体の援助内容を把握するため各班から読み合わせを行い、登録ヘルパーとの口頭に

よるスケジュール確認をし伝達をしっかりと行なうことで援助漏れがないように努めている。 

 

【課題】 

  苦情の多くである援助漏れがなくならないため、確認票などを十分に確認することや、職員間の伝達をし

っかり行なうといった基本的なことを徹底する。 

苦情を受けるとショックから気力の低下につながりかねない。次からの援助や今後の展開に活かせられる

よう前向きに受け止め、改善すべきことは改善しサービス全体の質を上げていくことに気持ちを切り替えて

いくことができる職場づくりが必要である。 

館内設備や利用者のマナー感の相違による苦情に対しては、対応が困難である。 
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区   分 共同募金運動                    （一般：共同募金） ＮＯ．１ 

事 業 名 共同募金運動・歳末助け合い運動 

事業内容及び成果説明 

◆ 共同募金運動・歳末助け合い運動 

赤い羽根運動は、１０月１日～１２月３１日までの３ヶ月間、全国一斉に行われた。 

当町も区長会の協力を得て、歳末助け合い募金と併せて、目標額を５,８９２,９００円として実施し、 

下記の実績となった。 

   目標額   共同募金            ５,７９２,９００円 

         歳末助け合い募金          １００,０００円 

         合  計            ５,８９２,９００円（前年比６４，４００円増） 

                     (一戸当りの目標額   ５００円) 

 

   実 績   戸別募金             ５,６６２,５００円（前年比  ７５，１５０円増） 

         学校募金               ６８,２０９円（前年比  １１，４０７円減） 

         一般募金（利息を含む）       ３２０,８００円（前年比 ８８，５０９円増） 

         合  計             ６,０５１,５０９円（前年比１５２，２５２円増） 

 

   報 告   三重県共同募金会へ(利息を含む) ５,９５１,５０９円 

         歳末助け合い運動へ          １００,０００円 

         合  計             ６,０５１,５０９円 （県共募へ送金） 

 

   別途（百五銀行菰野支店より、職域募金として１，６２１円を県共募へ送金） 

 

◆ 共同募金配分事業 

   配 分   ４,７０６,７２０円（前年比６４，７１８円増） 

（ボラントピア事業 2,042,000円、ふれあいのまちづくり事業 1,984,720円  

子育て支援事業  680,000円 

・ ネットワーク事業（給食サービス事業・ふれあい弁当事業・小地域サポーター養成事業） 

     ・ 地域福祉推進事業（障がい者交流事業・子育て支援事業） 

     ・ 福祉啓発事業（社会福祉協議会広報紙「みんなのふくし」発行事業・けやきフェスタ） 

・ 安全安心対策事業（災害用品備蓄事業・災害ボランティアセンター研修） 

・ 地区配分事業（活動助成金） 
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区   分 共同募金運動                    （一般：共同募金） ＮＯ．２ 

事 業 名 共同募金運動・歳末助け合い運動 

◆ 歳末助け合い募金配分事業 

   配 分     １００,０００円 

・一人暮らし高齢者への歳末もち配布事業 

〔７０歳以上の一人暮らし高齢者 ５５６人（前年比２７人増）に配布 

 協力：菰野町民生委員児童委員協議会〕 

【評価】 

  地域福祉事業や安全安心対策事業等の充実のため、昨年とほぼ同額を申請した。 

個別募金においては一世帯あたりの目標額を昨年度と同額とし、自治会の区長、組頭等を通じて、町民各 

位へ募金の協力を依頼し昨年度以上に協力いただくことができた。 

学校募金においては、各小学校・中学校にて、児童会やボランティア委員会を中心として、学校内での募

金収集の協力を依頼したが、取組み時期が遅くなった学校もあり昨年度実績には及ばなかった。 

  また、バッジによる募金の協力をお願いし、保健福祉センターけやき来場者や役場職員、社協役職員等か 

ら昨年以上の募金収集ができた。 

 

【課題】 

  共同募金の配分金がどのような事業に活用されているか、住民の方々に知ってもらえるような取り組みが

必要である。まず、配分金を使用した事業に参加している方に認識してもらえるような方策を検討したい。 
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区   分 貸付事業                   （一般：福祉資金貸付金） ＮＯ．１ 

事 業 名 貸付事業（県生活福祉資金、町福祉資金貸付金） 

事業内容及び成果説明 

 

◆ 貸付事業 

  低所得者（生活困窮者）世帯に対して、必要な資金等を貸し付け、並行して民生委員により援助指導が 

行なわれることにより、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活が営めることを目的 

に実施してきた。 

 また、緊急に生活費等を要する世帯に対し小口資金の貸付も行ない、次の収入が入るまでのつなぎとして

経済的支援を行なった。 

 

  ・三重県生活福祉資金新規申込み件数   新規貸付 １６件（前年比１７件減） 

               新規貸付金  ３，０８０，０００円（前年比５９９，６００円減） 

      内訳  ・緊急小口     １２件   ７４０，０００円 

          ・福祉資金（転宅）  ２件   ７６０，０００円 

          ・教育支援資金    １件 １，５６０，０００円 

          ・臨時特例つなぎ資金 １件    ２０，０００円 

 

【評価】 

  昨年度に比べ新規貸付金額が大幅に減少している。緊急かつ一時的に少額を援助する緊急小口資金の貸付

件数は昨年度の半分以下で１００万円の減額であった。緊急小口の貸付限度額は１０万円であるが、貸付決

定額が１０万円を切るケースが多く、大幅な減額につながった。 

相談に来た時は要件を満たさず、貸付けに至らなかったケースが１６件ある。しかしその内の数件は生活

保護の申請をし緊急小口の貸付になった。 

 

【課題】 

  貸付の相談者の多くは不安定な就業形態で収支のバランスがとれておらず、支出内容に問題があることが

多い。収入に応じた生活スタイルの確立の支援が必要である。 

  簡単に借り受けができるため、貸付を受けた方がかつての自分のように生活に困っている方に対し、貸付

を容易に促しているケースも見受けられる。借り受けた後連絡なしにどこかへ転居してしまうと返済される

ことが難しい。 

  相談者は突然の来訪で、相談に多くの時間がかかるため個々のケースに十分な生活指導や償還指導ができ

ていない。 
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区   分 各種団体業務                    （一般：法人運営） ＮＯ．１ 

事 業 名 各種団体業務 

事業内容及び成果説明 

◆ 各種団体業務 

  各種団体業務について、下記の行事や事業の協力を実施した。 

 ● 民生委員児童委員協議会   全員協議会、役員会、部会、地区別協議会、研修会 等 

                 ・総活動延べ日数  １９７日（前年比２０日増） 

 ● 老人クラブ連合会      役員会（５回）、会長会（４回）、老人のつどい、 

グランドゴルフ大会、ゲートボール大会、役員研修親睦旅行、 

囲碁将棋大会、会報紙発行（２回）老連事業参加延べ人数１，３９４人 

                 ３５グループ 会員数５,２１４人（前年比５９人減） 

                 各単位クラブ活動回数 延べ  ７,７７３回（前年比１０７回増） 

参加人数 延べ９８，９７９人（ 〃１５，６７８人減） 

 

● 心身障がい者福祉会     総会、役員会、理事会「障がい者の日」記念行事、 

障がい児（者）激励会、県外研修旅行（夏・冬）、ボウリング大会、 

グラウンドゴルフ大会（年２回）、ニュースポーツ大会（年２回）、 

各部会活動、川越町・大紀町・名古屋市名東区・三泗地区との交流会 

県身連行事への参加、バザー出店３回 

会報発行等 

・総活動日数  １２３日（前年比５６日減） 

 

 ● 母子寡婦福祉会       総会、役員会、県大会、クリスマスケーキ配布、母子食事券贈呈、 

                 寡婦１日研修、中学卒業記念品贈呈、夏休み学習会、書き初め大会等 

                 ・総活動日数   ４７日（前年比６日増） 

 

● ボランティア連絡協議会   総会、役員会、レクリエーション大会、研修会等 

                 ・総会、役員会１２回・代表者回７回・研修会４回・その他５回 

  ・参加者数 延べ７０８人（前年比５２回増） 

  ※連協２２グループが活動を実施 

    ・活動回数 ７９２回（前年比１３２回減） 

  延べ ４,８７０人 （ 〃 ６６３人増） 

【評価】 

  各福祉団体に担当者を配置し、役員会で企画立案したことを自主運営できるよう支援を行なった。 

【課題】 

  福祉団体の性格や目的に違いはあるが、それぞれの目標を掲げて会の代表者や役員と協議しながら、会 

の発展や自主運営を目指す取り組みを継続していく。 
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区   分 受託事業            （特別：ことぶき、一般：老人憩いの家） ＮＯ．１ 

事 業 名 ことぶき人材センター・老人憩いの家「やすらぎ荘」の運営 

事業内容及び成果説明 

 

◆ ことぶき人材センターの運営 

 人材センターは、定年退職後等（おおむね６０歳以上）の高齢者の希望に応じ、臨時的かつ短期的な 

 就業の機会を確保することを目的に実施してきた。 

   現在、所長１人、事務補助員２人（常勤換算１人）の体制で運営している。 

       会員数           １０９人 〔男６３人 女４６人〕（前年比９人増） 

       受注件数          ８６０件（前年比３７件増） 

       請負契約金額  ５１,１９５,７１８円（ 〃 ８７５,７６０円増） 

       就業延べ人員       ８,６１１人（ 〃 ６１人増） 

 

【評価】 

  受注件数、請負契約金額等については、微増ながら前年を上回る実績となり、地域に密着した人材センタ

ーとして評価する点である。また、臨時的かつ短期的又は軽易な高齢者にふさわしい仕事を紹介し、高齢 

者の生きがい対策の一助となった。 

発注者の一般家庭、企業、公共団体からの仕事に対する評価も高く、喜ばれている現状である。 

【課題】 

  安全対策についての講習会等が不十分なこともあり、作業中に蜂の襲撃を受け２名の会員が負傷する事故

が発生した。安全作業を徹底させるためには、職員体制の充実とともに、県シルバー人材センター連合会等

が実施する講習会へ参加させる等、今後の方策を検討する必要がある。 

また、作業中の事故、相手側への補償等についても保険の内容を検討することが重要である。 

 

◆ 老人憩いの家「やすらぎ荘」の運営 

老人憩いの家は、老人福祉センターより小規模で、高齢者に対し教養の向上、レクリエーション等の 

ための施設として利用があった。 

  また、中型バスの利用についても、施設利用者の送迎や福祉行事等へも活用するなど利用があった。 

 

  やすらぎ荘 利用者数       （ ）２４年度実績            単位 人 

      老人利用者        一般利用者     ヘルストロン利用者  バスのみ利用者 

     町内     その他 

    ５０９１    ２４７     ８２７       ９３４       １５７１ 

   （２５５０）   （８５）   （６９４）     （９４３）     （１３９９） 
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区   分 受託事業                    （一般：老人憩いの家） ＮＯ．２ 

事 業 名 老人憩いの家「やすらぎ荘」の運営 

 

【評価】 

  単位老人クラブの総会、例会、行事等や、カラオケ愛好会などの集まりで多くの方に利用され、人と人の

ふれあいの場として、仲間づくりや生きがいを高めるための施設として、機能を果たした。また、マッサー

ジ機や電位治療器（ヘルストロン）の利用も多くあった。 

  特に前年度に比べ、約２５００人増の利用があった。 

【課題】 

  施設や設備と共に、送迎用バスについても老朽化が進み、今後の存続を含めて検討することが必要であ 

る。 
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区   分 受託事業               （一般：精神デイケア、介護予防） ＮＯ．３ 

事 業 名 フリースペース「こもフレンズ」の運営・介護予防事業 

事業内容及び成果説明 

◆在宅精神障害者支援事業 フリースペース「こもフレンズ」の運営状況 

   ・開所日数                 ５３日   毎週水曜日 9：30～15：00 （前年比±０） 

   ・利用延べ人数             ２１２人 （前年比１３人増） 

   ・ボランティア受け入れ状況       ５３日   延べ １６３人（前年比２８人減） 

【評価】 

   ・支援ボランティアグループの協力を得ながら、安定した運営ができている。 

   ・状態の波により思うように利用できない人には電話で相談支援を行ない、安心感を持ってもらうようにしている。 

   ・支援ボランティアも研修やバザー、他施設の行事支援などのフリースペース以外の活動に意欲的に参加して 

    いる。 

【課題】 

   ・フリースペースが必要な人を掘り起こすため、引き続き役場健康福祉課や地域の医療機関などとの連携を 

    取っていく。 

   ・利用者の状態変化があるので、スタッフの研鑽を積み、支援の質を高めていきたい。 

 

◆ 介護予防事業 

   運動機能の向上プログラムを町が実施する講座に職員を派遣した。 

  ● はつらつ体力づくり教室（二次予防事業、運動器の機能向上プログラム） 

    ・２０コース開催（１コース １２回講座） 延べ １８３回（前年比１回減） 

     延べ １,５３４人参加（前年比６９人増） 

  ● はつらつ体力づくり教室 月２回コース（二次予防事業のフォローアップ） 

    ・月２回開催 延べ ４８回（前年比６回増） 延べ ４３１人参加（前年比５８人減） 

  ● きらり★体力アップ教室（一次予防事業、運動器の機能向上プログラム） 

    ・４コース開催〔１コース １０回講座〕（前年比同数） 

延べ ３８回（前年比同数） 延べ ３４１人参加 （前年比１３人増） 

【評価】 

  二次予防事業だけではなく、一次予防事業として運動教室を実施し介護予防に努めた。また、介護予防 

事業に職員２名を派遣し、健康チェックや計画作成、運動指導等を行なった。 

【課題】 

  健康福祉課と連携を図りながら介護保険を利用しない高齢者がいつまでも住み慣れた地域で元気に暮ら 

せることを目指し、運動予防教室の希望者全員が受講できるような組織体制を整える必要がある。また、 

今後は急増する認知症患者を少しでも減らすよう、認知症予防への取り組みが必要であると思われるため、 

この点についても健康福祉課と連携を図っていくことが重要となる。 
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区   分 受託事業                    （一般：社会福祉大会） ＮＯ．４ 

事 業 名 社会福祉大会の実施 

事業内容及び成果説明 

 

◆ 社会福祉大会の実施 

多年にわたり社会福祉事業に献身的な活動を続け、その功績が特に顕著な個人、団体に表彰状または 

感謝状の贈呈を行った。 

  ・日 時  平成２５年９月７日 １３時～１５時３０分 

  ・場 所  菰野町民センター ホール 

  ・内 容  第１部 式典（顕彰）  表彰 ５０件  感謝 ４７件 

        第２部 記念講演 講師 村田幸子氏  

                 演題 「地域で支える高齢社会」 

【評価】 

  民生委員児童委員改選時期であり被表彰者が多かったこと、また第２部講演会を一般財団法人三重県友の

会と共同で開催し著名な講師をお迎えできたことで、たくさんの方が来場し華やかな雰囲気で実施すること

ができた。 

 

【課題】 

昨年は町民センター改修の関係でけやきホールにて実施したため、２年ぶりに町民センターホールで開催

した。会場が大きくなると、集客力のある講師を招くなどの工夫がないと閑散とした中での式典になってし

まう。前年度よりは被表彰者の出席も多かったが、やはり欠席も多く社会福祉大会の実施について検討する

時期に来ていると考えられる。しかし、町からの委託事業でもあり、社会福祉協議会が独自で判断すること

も難しく、町と協議していく必要がある。 
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区   分 受託事業                      （公益：地域包括） ＮＯ．５ 

事 業 名 地域包括支援センター事業 

事業内容及び成果説明 

◆ 地域包括支援センター 

保健・医療・介護・福祉等の総合的な相談窓口として専門職種の職員を配置し、①総合相談事業 ②権 

利擁護 ③包括的・継続的マネージメント ④介護予防事業の４つの業務を柱に、誰もが自分の住み慣れ 

た地域で医療や介護を受けることができる体制（地域包括ケア体制）作りを行った。 

地域包括ケアにおける課題の一つに、急増する認知症患者を地域でどう支えていくのかという問題があ 

る。地域包括支援センターでは認知症サポーター（認知症について理解や知識を持った住民）の養成等に 

取り組み啓発を行うとともに、昨今社会問題となっている認知症高齢者の徘徊対策として、菰野町高齢者 

ＳＯＳネットワーク事業を立ち上げ、定期的に情報発信を行っている（平成２６年３月末現在、高齢者の 

登録２１人（前年比４人増）、捜索協力者の登録１４９人（前年比９増）） 

 

 ・地域ケア会議            ６回   延べ  ７８人参加 

 ・介護サービス担当者会議       ６回   延べ １６３人参加 

 ・地域包括連絡会議         １２回   延べ  ２４人参加 

 ・認知症サポーター養成        １回   延べ  ６５人参加 

     ・認知症キャラバンメイト会議     １回   延べ  １１人参加 

     ・認知症キャラバンメイト養成講座   〔２５年度未実施〕 

     ・認知症家族の集い          ６回   延べ  ５４人参加 

       〃      定例会       ６回   延べ  ６４人参加 

     ・認知症ステッカーグループ会議   １３回   延べ  ６２人参加 

     ・傾聴ボランティア活動      １００回   述べ ２２４人参加 

     ・町内ケアマネ研修会         ２回   延べ  ４９人参加 

     ・医療・介護ネットワーク会議     ６回   延べ  ５６人参加 

     ・ 〃      研修会議      ３回   延べ １６１人参加 

               （前年比３４回減      １８人増） 

 

 ・相談及び支援の相談件数  １０，６８１件  内訳  予防給付  ５，５３１件 

      （前年度比１５５５件増）     ハイリスク   １８９件 

                       総合相談  ３，１０６件 

                       介護用品    ３８８件 

                       住宅改修    ５２７件 

                       虐待ケース   １９５件 

                                権利擁護     ５４件 

消費者問題     ６件 

困難ケース   ４１２件 
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区   分 受託事業                      （公益：地域包括） ＮＯ．６ 

事 業 名 地域包括支援センター事業 

                       転院など   ２４３件 

                                障がい相談   ３０件 

 

・介護予防給付への利用者実数  ３１２人（前年比２人増） 

・介護者の集い、介護講座、菰野町民生児童委員協議会研修会等への委員および職員の派遣 

・四日市医師会主催の医療連携会議への出席、研修会への参加 

【評価】 

地域包括ケア体制の強化を目指し、平成２０年度から認知症サポーターの養成を行ってきた。今年度は 

新任の民生委員児童委員の方や、地域サポーターとして地域福祉を推進する担い手となる方たちを中心に 

養成講座を開催した。それにより、平成２６年３月末時点で、養成したサポーターは延べ１，７６１人（前 

年比６５人増）となった。養成した認知症サポーターは必要に応じて組織化し、認知症家族の集いの開催 

や運営、認知症サポーター啓発活動、傾聴活動などの地域支援活動に住民とともに取り組んでいただいた。 

また、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる仕組みの一つとして、平成２４年２月から 

菰野町高齢者ＳＯＳネットワーク事業の運用を開始した。この事業は昨今社会問題にもなっている認知症 

高齢者の徘徊問題への対策としても有効であり、今年度はメール配信等により１件の捜索・発見をするこ 

とができた。 

福祉関係機関のネットワーク作りとして、介護保険サービス担当者会議や町内ケアマネ研修会等を定期 

的に開催した。それにより、顔の見える関係は元より、信頼と即応力のある関係を構築することができた。 

医療関係機関（特に医師、歯科医師、薬剤師）との連携体制については、昨年度に地域包括ケア体制強 

化の一環として四日市医師会の協力を得て菰野地域在宅医療・介護ネットワーク会議を立ち上げ、医療と 

福祉の関係者が同じ場で話し合ったり研修をしたりできる環境を整備した。今年度は研修会を３回行ない、 

それぞれの立場で忌憚ない意見交換をすることができ、連携体制作りの大きな一歩とすることができた。 

昨年度から本格的に活動を開始した傾聴ボランティアは、今年度もニーズに応じて在宅介護における本 

人や主介護者への定期的な支援を行なった。対象者は６名（前年比１人増）で、２～３人のボランティア 

が一組となって訪問し、傾聴を通じて本人や家族に寄り添うお手伝いができた。 

【課題】 

認知症サポーター養成講座を開催しサポーターの数を増やすことはできたが、サポーターの活躍の場が 

不明確だったり相互のつながりが弱かったりするため、サポーター活動が活発になりにくい現状がある。 

今後は具体的な活動の場の提供や提示を行なったり、サポーター同士の交流の場を設けたりするなどして、 

やりがいを持って活動してもらえるようにしていきたい。 

医療関係機関との連携体制においても、研修会の開催によって一定の成果を得ることはできた。地域包括

ケア体制を推進するためにもより親密な関係を構築することが重要であり、健康福祉課と連携しながら積極

的な働き掛けを行なうことが求められる。 

平成２７年度に介護保険改正があるため、平成２６年度はその準備年度として位置付け、情報収集や関係

機関との意思疎通を積極的に図り、スムーズに制度移行できるよう努める必要がある。 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

49 

 

区   分 受託事業                    （一般：受託ヘルパー） ＮＯ．７ 

事 業 名 在宅高齢者生活援助員派遣事業 

◆ 在宅高齢者生活援助員派遣事業 

   ● ふれあい訪問事業 

    一人暮らし高齢者、高齢者世帯等を定期訪問し、安否確認、福祉相談を行った。また必要に応

じて関係機関との連絡調整や緊急対応も行った。 

 [訪問回数] ・一人暮らし高齢者  ７，３０１回 （前年比２０３回減） 

            ・高齢者世帯     １，０８６回 （ 〃  ３３回減） 

            ・同居世帯高齢者     １６９回 （ 〃  ６３回増） 

            ・障がい者         １３５回 （ 〃   ３回減） 

            ・その他          ２０回  

      [対応内容・件数の内訳]                          （前年比） 

a.対象者からの相談（サービス・制度に関する内容）     ４５件（１３減） 

b.対象者からの相談（その他日常生活に関する内容）     １８件（５増） 

c.行政機関等からの依頼及び問い合わせ等（消防・警察含む） ６４件（０） 

d.民生委員からの相談及び依頼               ４０件（９減） 

e.緊急時の対応等                     ９２件（２増） 

f.家族・近隣等からの相談等                ３６件（５増） 

g.居宅介護支援事業所・医療機関・その他関係機関からの相談等２８件（３増） 

[関係機関・事業への協力] 

みずほ寮交流会、民生委員協議会定例会（研修会）、ふれあい弁当事業（一人暮ら 

し高齢者の集い、各地区ふれあい弁当ネットワークの集い）、一人暮らし高齢者宅 

清掃サービス事業、緊急対応事業、菰野町消防本部・防火訪問及び福祉票データ提 

供、緊急通報装置設置事業、四日市西警察署事業体験、災害時要援護者登録事業 

● 福祉ヘルプ 

・利用登録者数        １人（平成２５年１１月にて利用終了） 

       ・援助時間数（延べ）   ７時間５９分（前年比２３時間５９分減） 

 

【評価】 

  [ふれあい訪問事業] 

  ・全般的な訪問回数が減り、一人暮らし世帯への訪問も昨年度より減少した。 

  ・今年度も昨年度に引き続き、四日市西警察署署員４名を事業体験として受け入れる。ふれあい訪問に同

行してもらい、四日市西警察署と世帯の把握、情報の共有化を図ることができた。 

   また、大学生実習２名および消防本部職員３名の実習の受け入れも行なった。 

  ・役場からの依頼で、災害時要援護者台帳登録事業への協力も継続。社協で把握している福祉票データの

提供も継続して行なった。   
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区   分 受託事業                    （一般：受託ヘルパー） ＮＯ．８ 

事 業 名 在宅高齢者生活援助員派遣事業 

・継続して見守りの訪問を行なうことで、状態悪化を未然に防ぎ、必要な機関につなげていくことができ

た。また常時、世帯の把握を行なっていることで、緊急時の対応も行なうことができている。  

・行政、関係機関、住民からの依頼で、既存の制度が利用できないケースにおいても柔軟に対応を行なっ

た。 

 

  [福祉ヘルプ] 

  ・今年度も新規利用者はなく、利用者数は１名であった。平成２５年１１月利用終了になり、３月末時

点での利用者は０名である。 

 

【課題】 

  [ふれあい訪問事業] 

  ・一人暮らし世帯においては、下記に示すように緩やかな右肩上がりに年々増加している。現在の人員で

対応できるかどうかが、今後の課題である。 

 ４４０世帯（Ｈ１９）→５２４世帯（Ｈ２０）→５３３世帯（Ｈ２１）→５７７世帯（Ｈ２２） 

   →５７９世帯（Ｈ２３）→６０２世帯（Ｈ２４）→６１２世帯（Ｈ２５） 

  ・ふれあい訪問事業は一人暮らし世帯等、個人のニーズを拾っていき、問題に対して解決していく役割が

強かったが、最近は社会的に関心が高まっている孤独死に対する安否確認の役割がより求められるよう

になってきている。しかし現状の人員体制では、孤独死に対する安否確認の役割を充足するには不十分

と考えられる。人員体制の不十分さを解決するには、包括や居宅介護支援事業所、サービス事業者と連

携を行ない、さらにそれらのケースを民生委員と連携することにより、ケース訪問数および相談件数の

増加にもつながると考えられる。 

  ・地域に対して、ふれあい訪問事業を十分周知することができていないため、今後は周知する方法を検討

していくことが必要と考えられる。 

 

  [福祉ヘルプ] 

  ・介護保険制度、障害者総合支援制度から外れた対象者をどのように支援をしていくか検討が必要。 

・利用料が介護保険利用料より安価であるため、利用者が介護保険での利用となったときに利用料が上昇

することを利用者に理解してもらえないことがある。 
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区   分 受託事業                    （公益：二次予防把握） ＮＯ．９ 

事 業 名 介護予防二次予防対象把握調査業務 

 

◆ 介護予防二次予防対象把握調査業務 

   役場健康福祉課から菰野町内在住の６５歳以上の介護認定を受けていない高齢者全員を対象に「健康は

つらつ度チェック調査票」を送付。（この調査項目は厚生労働省において作成された全国共通の質問票で

運動機能や生活力の低下の有無を判断することを目的にし、調査票結果に基づいて「介護予防事業」や

「個別アドバイス票」の案内を行なう。）その中で返送されていない対象者の自宅へ訪問し、聞き取り調

査及び回収作業を行なった。 

 

未返送者の数（平成２５年度）           １，６０３人 

（うち、予め役場健康福祉課より訪問不要とされた数     ６７人） 

 

・回収件数                       ７５５人 

・投函件数（不在で郵便受けへの投函を行なった）     ３５１人 

・不在件数（表札がない、住居が分からない等）      １２７人 

・調査無件数（死亡、転居、要介護認定を受けた等）     ３９人 

・拒否件数                       １９７人 

・郵送及び持参依頼件数※                 ６７人 

 ※郵送及び持参依頼件数は、その場では調査ができず、実際に調査対象者や家族に郵送または役場・

保健福祉センターけやきへの持参を依頼したが、最終的に郵送・持参がなかった件数を指す。 

 

【評価】 

  ・平成２５年度の調査及び回収は、役場健康福祉課からの期日までに訪問作業を終了することができた。 

  ・今年度は役場から従前のように書類だけでなく、対象者のリストをデータとして提供してもらえため、

事務処理作業の効率化が図れた。 

  ・今年度より役場から対象者宅への最低限の訪問回数を減らしてもらえたことと初回訪問の不在時にでも

調査票の投函を許可してもらえたこともあり、効率よく訪問ができた。また副次的な効果として、調査

票を投函して返送してくれる対象者が６４９人中２９８人あった。 

  ・平成２３年度、２４年度に引き続き、在宅時、不在時の対応方法や訪問予定の調整などある程度マニュ

アル化でき、効率よく聞き取り調査及び回収作業を行なえた。 

 

【課題】 

  ・平成２５年度の介護二次予防調査について役場健康福祉課からの依頼が従前よりもはるかに遅く、１１

月中旬に依頼があり、実質１２月から翌年１月中旬までと調査期間が短く、調査活動が難航した。 

・職員が兼務して調査活動を行なうことには限界があり、専従の職員配置などを検討していくことも課題

である。 
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区   分 受託事業                  （一般：老人福祉センター） ＮＯ．１０ 

事 業 名 老人福祉センター 

事業内容及び成果説明 

 老人福祉センターとは、原則として無料、または低額な料金で、地域の60歳以上の老人に対し、各種の相談

に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上およびレクリエーションなどのための便宜を総合的に供与する利

用施設である。 

 

◆ 老人福祉センター 

  ● 生きがい対策事業の実施 

      ・開所日数                        ３０６日 

      ・一般入浴延べ利用者数      １００,５７３人 （１日平均３２９人） 

      ・歩行浴延べ利用者数        １１,８８９人 （１日平均 ３９人） 

      ・けやき講座   延べ開催回数     ２４０回 

               延べ参加者数    ４，７１５人 

                （コーラス、伊勢型紙、フォークダンス、陶芸、フラメンコ、 

  ステンシル、健康ヨガ、俳句） 

      ・音楽室延べ利用者数        ９,８７３人 （１日平均 ３２人） 

 

【評価】 

  ・利用者数は前年度と比べると下記のとおりの増減となっている。 

 一般入浴延べ利用者数   ：前年比  ３，３９７人減 

 歩行浴延べ利用者数     ：前年比  １，１６１人減 

 けやき講座延べ開催回数 ：前年比     ９回減 

 けやき講座延べ参加者数 ：前年比    １７５人減 

 音楽室延べ利用者数     ：前年比      ８０人増 

 

  ・開館して１４年以上経過して、老朽化が目立っている。また故障も多いが、すべての修繕、修理が困 

難なため、簡易な修繕、修理は職員で行なった。 

  ・館内、駐車場、けやき敷地内など施設利用のマナー向上についての注意喚起を継続的に行なったこと 

で、利用マナーに関する苦情が減った。 

  ・けやき講座の趣旨である初心者対象を理解してもらうため、初心者向けと経験者向けの2コースあった 

俳句教室を1コースに統合した。また受講生募集を昨年度同様初心者優先で受付を行なったため、徐々 

に趣旨を理解してもらってきている。 

  ・音楽室以外は利用者数が減少したが、それでも多くの利用者に利用してもらっている。 
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区   分 受託事業                  （一般：老人福祉センター） ＮＯ．１１ 

事 業 名 老人福祉センター 

【課題】 

  ・開館して１４年以上経過して、老朽化や設備の故障による修繕、修理の必要箇所が増えてきている。予

算の関係で、修繕できずにいる箇所がある。また修繕、修理しても新築時の状態に改善しない部分もあ

り、利用者からは設備に関する要望、苦情が多くなっている。 

  ・継続的な注意喚起はマナー向上に効果的だが、職員の業務負担が大きい。施設の利用マナーは向上して

いるが、利用者同士のトラブルでは、解決が困難なケースが増えている。 

  ・けやき講座の受講申込では、講座による人気の偏りがあり、全体的な検討が必要となってきている。 
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区   分 受託事業                                          （一般：配食事業） ＮＯ．１２ 

事 業 名 配食サービス 

事業内容及び成果説明 

 自立した在宅生活を保持するために、概ね６５歳以上の一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯、又は傷

病等の理由により、食事の調理が困難な高齢者に食事の配達を行なう。 

 

◆ 配食サービス事業 

   昼食、夕食を月曜日から土曜日の週６日間、生活を支援するための食事として配達 

     ・実施日数           ３０８日 

     ・利用者登録者数                 ７０名（内減免対象者２１名）（平成２６年３月末時点） 

     ・配食数   昼食 延べ  ５,７５７食（１日平均   １８.６食） 

                夕食  延べ  ８,８７３食（１日平均   ２９.０食） 

 

【評価】 

  ・１日の配達数が、４７.６食（前年５８.８食）と昨年度に比べて大幅に減った。昨年度後半から利用

数が減少し、年度後半には利用数が増えたが、年間通して減少したままであった。 

  ・配達員の退職がなく、職員交代のロスがなかった。 

  ・今まで通り弁当箱のふたを開ける、箸を用意する、箸を持たせる、薬を用意する、離床させるなど、

届けるだけではなく、利用者の生活に必要な特別な支援も行なっている。また安否確認のため、施錠し

ているカギを開けてもらうまで待ち、利用者を確認することを基本として配達している。それらの特別

な支援の対応、安否確認の役割が民間の配食業者との大きな違いとして挙げられる。 

  ・緊急時を除き、新規相談後にきちんとアセスメントを行なうことで、それぞれのケースに合った支援

を行なうことができるようになった。 

  ・他部署との連携が図れていることで、利用者の安否確認や支援の変更の調整がスムーズに行なうこと

ができた。  

 

【課題】 

  ・日中はデイサービス等の福祉サービスを利用する利用者が多く、利用が夕食に偏っている。 

  ・きちんとアセスメントを行うことで、安易に配食サービスを利用するケースはなくなったが、結果的

に利用者数が減少してしまった。 

  ・特別利用扱いの若年障がい者の利用登録が６名いる。今後は若年障がい者の利用登録が増えてくるよ

うなら、対応の検討が必要となってくる。 

  ・配達コスト削減のためには、安全かつ効率的な配達コースの構築が必要だが、デイサービスや就労支

援サービスを利用している利用者は配達時間が限定されるなど、効率的な配達を行いづらい状況があ 

る。また配達以外の特別な支援への対応、安否確認の役割が配達効率を上げることが難しい一因とな

っている。 
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区   分 受託事業                     （一般：ファミサポ） ＮＯ．１３ 

事 業 名 ファミリー・サポート・センター 

事業内容及び成果説明 

◆ ファミリー・サポート・センター 

子育てを手助けしてほしい人（依頼会員）の要望に応じて、子育てのお手伝いが可能な人（サポート 

会員）を紹介し、相互の信頼と了解の上で、一時的にお子さんを預かるシステムとして受託し事業を実 

施してきた。 

 

   ● 会員数  依頼会員   ３２５人 

          サポート会員 １２６人 

          両方会員       ５３人  計５０４人（前年比２９人増） 

 

   ● 活動件数    ８５６回  内訳 ・保育園施設の保育開始や保育終了後の預かり ２２６回 

         （前年比４５回増）   ・保育施設等までの送迎               ２９２回 

                     ・放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり   １１回 

                     ・放課後児童クラブの迎え           １４回 

・学校の放課後の子どもの預かり         ２２回 

                     ・買い物等の外出の際の子どもの預かり     ３２回 

                     ・保護者の短時間・臨時的就労の場合の預かり   ６回 

・その他                  ２５３回 

【評価】 

 昨年度の活動件数より若干増となった。内訳として、保育施設等までの送迎の件数が倍増となった要

因として産前産後の為、上のお子さんの送迎依頼が多かった。平成２５年度から町内の保育園の延長時

間が１８時３０分となった為、保育終了後の預かりは若干減少したが、保護者の勤務時間の多様化に伴

い保育開始前の早朝の依頼が増加した。 

また、その他に含まれる件数として、保護者の同伴登校が必要な小学生に対しサポートを行った。学

校・複数のサポート会員・保護者と連携をとり、集団登校ができるよう計画を立て実施したことで、付

き添いなしで登校できるようになった。 

依頼会員の新規登録は、母子事業を介して保健師の案内や登録済の会員からの紹介で増加しているこ 

   とをふまえ、安心して利用でき多様なニーズに対応していることで、高い評価を得ている。 

 

【課題】 

保育開始前の早朝の依頼が、前年度に引き続き多数見込まれる。早朝時間帯に活動できるサポート会 

員には限りがあるので、継続援助を気持ちよくできるようサポート会員の負担を軽減しながら調整しい

く必要がある。 

 外国籍の依頼会員の利用に関しては、生活習慣や考え方の違いがあるのでサポート会員が不安になら

ないよう、アドバイザーはきめ細かなサポートが必要である。 
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区   分 受託事業             （公益：安心緊急雇用・介護緊急雇用） ＮＯ．１４ 

事 業 名 緊急雇用事業 

事業内容及び成果説明 

  リーマンショックを受けて、雇用状況が急激に悪化したことを受けて、国は緊急的な雇用対策として、３

年間の暫定的なふるさと雇用・緊急雇用事業を打ち出し雇用対策を図った。またその後、平成２３年３月 

１１日に起こった東日本大震災による雇用支援対策として、２４年度も震災後に失業した者を対象にこの事

業の継続を図り、２５年度は、社会的困窮をサポートする意味もあり、介護緊急雇用のみを継続した。 

菰野町から受託し、８人（既存者除く）の方々の雇用対策を実施した。 

 

《菰野町委託事業》 

◆介護補助事業 

事業概要 

緊急雇用創出の事業により、介護現場の人材不足等による介護事故等への予防的支援を目的に、町内の 

全介護保険施設及び老人福祉センターに職員を年度内ではあるが派遣し雇用を創出する。 

また、派遣職員の質の向上も同時進行で行い、より質の高い支援事業としていく。 

なお、資格取得と介護現場経験を積むことで、今後の介護現場での長期就労を目指すこととする。 

 採用職員 ８人（菰野町民３人 他５人 ）  勤務日数 延１，１３８日 

 実習派遣施設  グリーンランド、菰野聖十字の家、湯の山老人保健施設、けやき、わかば作業所 

 顛末（既存者除く） 継続就職者 ２人  他介護施設 １人 一般企業 １人 

  求職中 １人  就労せず ３人 

 

【評価】 

   雇用がない方々８人に対して、短期（３か月未満～１２カ月）ではあるが、雇用を創出した。 

また、福祉人材の養成も同時に行ない雇用につなげている。 

この事業を利用した方々で、事業終了後に就労希望者で雇用が確保されなかった方は２人であった。 

 なお、精神的な弱さから緊急雇用でも出勤できなくなる方もいたが、根気よく相談にのり少しでも就労

を続けられたことは評価できる。 

 【課題】 

  今回は、本人の勤務意欲もあり、半数の方が就労できなかった。 

  この原因は、①福祉・介護の仕事が本人に合わないことがあげられることと、②本人のコミュニケー 

ション能力に課題がある方がいること などが上った。 

そのため、実習先の施設にも負担が掛かっていたようである。  

  今後、閉じこもりや精神的問題を抱え、勤労できないでいる方が多くなっていくこと、また介護職 

員不足が続いていくことが懸念されるため、両方の問題を解決していくためにも、このような事業が 

必要である。 
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区   分 介護保険事業、障害者自立支援事業  （公益：介護支援、一般：相談支援） ＮＯ．１ 

事 業 名 居宅介護支援事業・相談支援事業 

事業内容及び成果説明 

サービス提供事業者として、法令を順守し健全運営に努めるとともに、サービス内容の充実に努めた。 

多様なニーズに対応するため、ケアカンファレンス（処遇会議）を定期的に開催し、利用者やその家族に

喜ばれるサービス提供に努めた。 

 

◆ 居宅介護支援事業所けやき 

・開所日数  ２４９日  午前８時３０分～午後５時１５分（緊急時は休日対応あり） 

・職員研修   ６８日 延べ  １４９人参加   

・部内会議   ４７日 延べ  ６６１人参加 

 

【介護保険法】 

● 居宅介護支援 

・給付管理延べ数  ３，２１３件（前年比４５件増） 

              〔内訳 介護給付 ３,２０１件   予防給付 １２件〕 

※３月末給付管理者数 ２６２件 

〔内訳 介護給付   ２６１件   予防給付  １件〕 

● 介護保険認定調査 

認定調査数   ８１６件〔在宅 ６６１件、施設 １５５件〕（前年比１３６件増） 

 （内訳）菰野町   ８００件（在宅 ６５３件、施設 １４７件） 

           四日市市    ０件（在宅   ０件、施設   ０件） 

           川越町    １０件（在宅   ５件、施設   ５件） 

           朝日町     ４件（在宅   ３件、施設   １件） 

           その他     ２件（在宅   ０件、施設   ２件） 

 

 【障害者総合支援法】 

  ● 計画相談支援（障害児相談支援） 

    ・給付管理述べ数    ２３７件（前年比１２０件増） 

       ※３月末給付管理対象者数 ３６件 

             [内訳  障がい者 ３３件  障がい児 ３件] 

● 障害程度区分認定調査 

・認定調査数   ４０件（前年比７件減） 

（内訳） 町内 ３８件、 町外 ２件 

  ● 障がい者虐待防止センター 

    ・通報件数    ４名（前年比３名増）  延べ対応件数 ２６件（前年比２２件増） 

          （内訳 身体的虐待 １名、精神的虐待 ２名、経済的虐待 １名） 
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区   分 介護保険事業、障害者自立支援事業  （公益：介護支援、一般：相談支援） ＮＯ．２ 

事 業 名 居宅介護支援事業・相談支援事業 

 

【評価】 

・平成２６年３月の給付管理数は、介護給付２６１件、予防給付１件である。今年度の介護給付月平均給

付数は３１０件を目標としていて、目標に達することができなかった。 

・新規ケースが昨年度の１０４件から１１６件と増えた。しかし削除ケース数も昨年度の１０２件から 

１１１件と増えており、新規ケース受託が給付管理の大幅な伸びにつながらなかった。 

・昨年同様に研修、部内会議（カンファレンス等）の時間を多く持つようにしたことによって、職員の能

力向上が図られた。 

・介護保険認定調査は、在宅６６１件（月平均５５．１件）、施設１５５件（月平均１２．９件）である。

昨年度より増加した。しかし四日市市からの委託調査が 1 件もなかったため大幅な増加にはならなかっ

た。 

・障害者総合支援法障害程度区分認定調査は、４０件と減少し、目標件数６０件に達することができな

かった。 

・昨年度から再開した計画相談支援・障害児相談支援は、２年目であり年度当初から事業を行なうことが

できた。新規相談が継続的にあったが、すべての新規相談に対応することができないため、困難ケース

を優先的に対応した。 

・けやきは菰野町で唯一の特定相談支援事業所であり、四日市市、三重郡３町の事業所では今年度も一番

多くの給付管理数であった。 

・障がい者虐待防止センターは、４名の通報・相談があり、延べ２６件の対応を行なった。４名の通報・

相談とも緊急性は低いと判断され、緊急的な介入の事例はなかった。 

 

【課題】 

・社会福祉協議会の事業所であるため、地域包括支援センターや他事業所から困難ケースの依頼が継続的

にある。困難ケースは他のケースに比べると対応時間が多く必要になりがちである。 

・一人暮らしや高齢者世帯が増えてきており、困難ケースだけではなく多くのケースで、介護相談の枠を

超えた生活相談として対応している。そのためケース１件の対応時間も多く必要となっている。相談業

務は利用者のペースに合わせて行うことが多く、効率よく業務を行なうことが難しい状況がある。 

・昨年度までは入所（サービス付き高齢者向け住宅も含む）による削除者の割合が増えていたが、今年度

４２％と昨年度の４１％とほとんど変わらなかった。その代わり死亡による削除者の割合が４３％から

４７％と少し増えた。しかし入所施設は増えており、人数としては今後も入所による削除者数は減るこ

とはないと考えられる。 

・ターミナルなど医療依存度の高いケースの相談が多い。そのようなケースは迅速な対応が必要であり、

また身体状況の変化が激しいことから計画の変更も多いため、業務負担が大きい。またその場合は短期

の利用がほとんどであり、相談ケース数の安定につながらない。 
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区   分 介護保険事業、障害者自立支援事業  （公益：介護支援、一般：相談支援） ＮＯ．３ 

事 業 名 居宅介護支援事業・相談支援事業 

・特定事業所加算を取得しているが、重度者（要介護３～５）の割合が５０％を割っており、加算Ⅱのま

まである。 

・計画相談支援は、計画作成月とモニタリング月に給付管理が発生するが、介護保険と違いモニタリング

は毎月ではない（在宅…基本６か月、入所…基本１年）ため、安定した収益につながらない。 

・菰野町内に障がい者相談支援センターがないため、計画相談支援以外の障がい者の一般相談が多い。そ

のため給付管理につながらないケースも多い。 

・菰野町内では唯一の特定相談支援事業所であり、処遇困難ケースを依頼される割合が多く、1 件あたり

の業務負担が大きい。 

・来年度は計画相談支援の経過措置最終年度のため、今年度以上に新規相談依頼があると考えられる。し

かし、現職員体制ではそのニーズに対応していくことは難しく、職員体制の再検討が必要と考えられ

る。 
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区   分 介護保険事業、障害者自立支援事業   （一般：訪問介護、居宅介護障害） ＮＯ．４ 

事 業 名 訪問介護事業・居宅介護事業 

事業内容及び成果説明 

 

◆ ホームヘルパーステーションけやき 

・開所日数  ３６５日  午前７時～午後１０時（緊急時は深夜でも対応） 

・部内会議   ４１日 延べ ６５０人参加 

 

【介護保険法】 

  ● 訪問介護（介護給付） 

・稼動時間    １７，９１０時間（前年比３，６１３時間増） 

     （内訳） ・身体介護 ９，５２８時間 

          ・身体生活 ５，５７６時間 

              ・生活援助 ２，８０５時間 

   ・契約者数    新規契約  ６６人（前年比 １人減）   

          契約終了  ６６人（前年比２９人減） 

          ３月末契約者数 ８９人（前年比 ４人増） 

 

  ● 介護予防訪問介護（予防給付） 

・稼動時間     １，６２９時間（前年比９４時間増） 

    ・契約者数    新規契約  ２１人（前年比 ７人増） 

           契約終了  ２１人（前年比１５人増） 

           ３月末契約者数 ２６人（前年比 増減なし） 

 

【障害者総合支援法】 

  ● 居宅介護    

    ・稼動時間     ８，２４７時間（前年比７８１時間増） 

         （内訳） ・身体介護 ７，２４０時間（前年比４７４時間増） 

     ・通院介助    ８３時間（前年比 ５８時間増） 

     ・家事援助   ９２４時間（前年比２４８時間増） 

    ・回 数      ９，５２８回（前年比１，４５７回増） 

         （内訳） ・身体介護 ７，９７８回 （内６３３回は２人体制で援助） 

              ・通院介助    ４１回 

              ・家事援助 １，５０９回 

    ・契約者数  新規契約   ６人（前年比 ２人増） 

           契約終了   ２人（前年比 増減なし） 

           ３月末契約者数 ２６人（前年比 ２人増） 
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区   分 介護保険事業、障害者自立支援事業          （一般：訪問介護） ＮＯ．５ 

事 業 名 訪問介護事業・居宅介護事業 

 

 （内訳） ・身体障がい者 １３人 

                 ・知的障がい者  ９人 

                 ・障がい児    １人 

                 ・精神障がい者  ３人 

 

 ● 移動支援 

    ・稼働時間       １，７５０時間（前年比２３２時間減） 

    ・回数            ３４８回（前年比 １７５回減） 

    ・契約者数  新規契約   １人（前年比 １人減） 

           契約終了    １人（前年比 ３人減） 

           ３月末契約者数 ２８人 

             （内訳） ・身体障がい者   ２人 

                  ・知的障がい者  １１人 

                  ・障がい児     ５人 

 

● 同行援護 

    ・稼働時間         ３８９時間（前年比６７時間減） 

    ・回数             ７１回（前年比１５回減） 

    ・契約者数  新規契約   １人（前年比 １人増） 

           契約終了    ０人（前年比増減なし） 

           ３月末契約者数  ７人（（前年比１人増） 

 

【評価】 

   ・昨年度と比較すると介護保険の稼動時間数と障害者総合支援の居宅介護の稼動時間数は大幅に増えた

が、移動支援、同行援護は稼動時間数が減った。移動支援、同行援護は休日に依頼が集中するため、

ニーズに対して十分対応することができなかった。 

   ・昨年度から引き続き常勤でのミーティングを週１回定期的に行なうことで、各班の調整、統一がで 

    き、またそれぞれのケースの把握ができるようになった。 

   ・一人暮らし世帯、高齢者世帯が多くなっていることもあり、キーパーソンがいないケースが増えてい

る。そのようなケースは在宅での生活も不安定であり、援助のキャンセル、変更などが多い中、調整

しながら対応している。 

   ・近隣市町では訪問介護、移動支援、同行援護の事業停止を行なう事業所も出てきており、町外からの

新規相談が多かった。 
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区   分 介護保険事業、障害者自立支援事業          （一般：訪問介護） ＮＯ．６ 

事 業 名 訪問介護事業・居宅介護事業 

 

【課題】 

   ・援助漏れをなくすための確認作業方法をその都度工夫、変更しながら行なったが、それでも援助漏れ

を大幅に減らすことができなかった。今後は確認作業方法の検討だけではなく、職員の意識面も含め

て検討し直す必要がある。 

   ・一人暮らし世帯、高齢者世帯が多くなっていることもあり、キーパーソンがいないケースが増えてい

る。そのようなケースは在宅での生活も不安定であり、援助のキャンセル、変更などが多く、業務ロ

スが多い。 

   ・移動支援、同行援護はニーズが休日に集中しやすく、また長時間の支援が多いため、採算性がよくな

い。 
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区   分 介護保険事業、障害者自立支援事業          （公益：訪問看護） ＮＯ．７ 

事 業 名 訪問看護事業 

事業内容及び成果説明 

◆ 訪問看護ステーションけやき 

・開所日数        ２４０日 午前８時３０分～午後５時１５分（緊急時は時間外でも対応） 

・職員研修         １１日 延べ １７人参加 

・部内会議         １２日 延べ ５９人参加 

    ・稼動回数   １，５０５回 （前年比２２５回減） 

    ・利用件数            ４５人（前年比１０人減）（医療給付 ９人、介護給付 ３６人） 

    ・契約者数  新規契約 １８人（前年比６人減）  

・契約終了 １７人（前年比１３人減）〔３月末利用者数 ２６人〕 

 

【評価】 

  ・前年度に比べ契約終了者は減少しているが、新規契約者も増えていない。稼働回数の大幅な減少となっ

た為、パート職員の勤務時間を調整し対応した。 

  ・介護保険対象者はショートステイや入院による終了があるが、医療保険対象者はそのような事がなく、

安定した訪問となっている。 

  ・職員研修については、参加研修が減っており、参加する職員に偏りができてしまっている。伝達講習を

行なってはいるが、講習を行う職員も偏るため負担となっている。 

 

【課題】 

・常勤2名体制、育児休暇より復帰するなど職員数が増える為、それに見合った稼働回数を確保していく。 

・今年度より祝日の訪問も行うこととなり、切れ目のない訪問を実施するとともに、ケアマネや保健医療

機関にも周知し、契約者を確保していく。 

・職員研修には、偏りなく参加できるように計画し、職員のスキルアップと情報共有を図っていく。 
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区   分 介護保険事業、障害者自立支援事業          （一般：通所介護） ＮＯ．８ 

事 業 名 通所介護事業 

事業内容及び成果説明 

 

◆ デイサービスセンターけやき 

・開所日数  ３０８日  月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後５時１５分  

・職員研修   １０日 延べ １３人参加 

・部内会議（事前、全体、看護、介護、給食の各部門） 

   ５８日 延べ ３３５人参加 

    ・利用延べ人数     介護給付   ７，０３６人 

                予防給付      ８８５人 

                障がい者（児）     ７９人（日中一時支援事業） 

                 計      ８，０００人（前年比５６５人増） 

・契約者数  新規契約 ４６人 （前年比６人増） 

・契約終了 ４４人 （前年比２人減） （３月末利用者数  ８４人） 

・ボランティアの受け入れ状況   個人ボラ    １ 人    延べ人数 ３人   

グループ   １０グループ 

延べ回数 １７２回（前年比 １３０回増） 

延べ人数 ５３６人（ 〃  ２９４人増） 

【評価】 

 ・利用について：新規契約者はやや増える。登録人数も同様。毎月「利用促進の検討会」を行った成果 

が出たものと思われる。 

 ・業務について：医療処置が必要な利用者、寝たきり等重度化した利用者の対応が昨年度に引き続き多 

い。また、介護度は軽くても認知、生活困窮等の問題が多い利用者が多くなり介護内 

容が複雑になっている。 

 ・日中一時支援：契約者は増加した。ただ、夏休み等の長期間な休みで学校に行けない期間の利用が中 

心。また、大声は出す、動き回るという障がい児の行動に理解できないなど困惑して 

いる老人利用者が多い。 

 ・ボランティア：新規も２～３組参加。従来からの団体は利用者との関係も良好。けやきデイのレクリ 

エーション業務には欠かせないものになってきた。 

 ・職員について：退職者は少なくなり安定。ただ、職員の年齢が高くなり、体調不良や親の介護等で昨 

年同様勤務状況が不安定。 

【課題】 

 ・登録者。各曜日定員数の確保の取り組み継続。 

・若手職員の配置等の検討。 

 ・各機材・備品が老朽化し、修理、修繕の対応が必要。買い替えを検討必要がある。 
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区   分 介護保険事業、障害者自立支援事業          （公益：訪問入浴） ＮＯ．９ 

事 業 名 訪問入浴事業 

事業内容及び成果説明 

 

◆ 訪問入浴サービスセンターけやき 

    ・開設日数      ５１日（前年比９０日減） 

    ・実施延べ回数    介護保険 平成２５年度休止。  障害 ５１回 

・契約者数      障がい者 １人 

     ※研修等は菰野町デイサービスセンターけやきに含む 

 

【評価】 

・介護保険での訪問入浴を休止。現在は障がい福祉サービスの訪問入浴事業のみ。他に実施事業所が無いた

め地域福祉として必要と判断。社会福祉協議会という立場から障害者自立支援事業での入浴は継続。 

 

【課題】 

・事業継続の是非については、被保険者のニーズを踏まえ、町内の介護保険事業者等の動向を鑑みながら検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

66 

 

区   分 介護保険事業、障害者自立支援事業        （特別：わかば作業所） ＮＯ．１０ 

事 業 名 就労継続支援Ｂ型事業・地域活動支援センター事業（菰野町わかば作業所の運営） 

事業内容及び成果説明 

◆菰野町わかば作業所の運営状況 

  ・就労継続支援 B型事業    ・開所日数        ２５３日 

                 ・利用登録者数       ３１人(平成２６年３月末時点) 

                 ・利用延べ人数    ６，２８１人（前年比 423人増） 

  ・地域活動支援センター事業  ・開所日数        ２４２日 毎日 9：30～15：00 

                 ・利用登録者数           １人(平成２６年３月末時点) 

                 ・利用延べ人数         ２９１人（前年比１１８人減） 

【評価】 

 ・２５年度就労継続支援 B型事業は、入退所の関係で利用登録者数は減少し、また長期欠席者もいたが、 

通常の利用者の出席率の向上により延べ利用者数は増加した。 

 ・スポットの新規作業も数種類入り、どれも問題なく仕上げ、工賃向上に資することができた。 

 ・地域活動支援センター事業は、就労継続支援事業だけでは対応できない利用者のセーフティネットとして

の役割を担うことができたが、年度当初及び年度途中の利用者減により、延べ利用者数が減少した。 

 

 

【課題】 

・就労継続支援 B 型事業は、利用者の作業能力や能率も少しずつ上がり、新規事業開拓や新製品開発などに

取り組んだが、継続的内職作業にムラがあり、継続的に取り組める自主事業の開拓が必要である。 

・利用登録者が今後も減少する見込みであるため、積極的に作業所利用を啓発していくことが必要である。 

  ・地域活動支援センター事業は、活動メニューに工夫を凝らしてきたが、利用者が減少し十分に機能発揮

ができなかったため、利用者獲得が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


