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菰野町社会福祉協議会事業報告 

 

 

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                   ８日開催 

  ・評議員会                  ２日開催 

  ・監査会                   ４日開催 

  ・経営企画委員会              １２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              延べ ３７日 

 

◆会議日時及び主な議事 

● 平成２６年４月２１日    理事会 

・副会長の選任 

・評議員の選任について 

・平成２６年度定例理事会について 

・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２６年５月１３日    監査会 

・決算監査 

 

● 平成２６年５月２８日    理事会・評議員会 

・平成２５年度社協事業報告、一般会計・特別会計決算について 

・平成２６年度社協一般会計、特別会計補正予算について 

 

● 平成２６年６月１６日    理事会 

・菰野町地域福祉活動計画、社会福祉協協議会発展強化計画について 

・評議員の欠員補充について 

・職員採用計画について 

・介護保険等の自主事業報告について 

・三重県共同募金会菰野町共同募金委員会会議 

 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

 

 

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２６年７月３０日    監査会 

・中間監査 

 

● 平成２６年８月１８日    理事会 

・評議員の選任について 

・平成２６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 

・災害ボランティアセンター運営マニュアルについて 

・社会福祉協議会防災訓練について 

・介護保険等の自主事業報告について 

 

● 平成２６年１０月２０日    理事会 

・平成２６年度菰野町社会福祉協議会一般会計補正予算（案）について 

・菰野町地域福祉活動計画の進捗状況について（地区福祉懇談会からの意見等） 

・菰野町社会福祉協議会前期事業報告について 

・わかば作業所お歳暮ギフトについて 

・介護保険等の自主事業報告について 

     ・共同募金運動について 

     ・けやきフェスタについて 

 

● 平成２６年１０月２９日   監査会 

・中間監査 

 

● 平成２６年１２月１５日   理事会 

・平成２６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 

・平成２７年度菰野町社会福祉協議会予算概況について 

・共同募金運動中間報告について 

 

● 平成２７年２月３日    監査会 

・中間監査 

 

● 平成２７年２月１６日    理事会 

     ・平成２７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経理規程について 

     ・地域福祉活動計画推進委員会について 

・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２７年２月２３日    先進地視察研修 

・三重県 名張市社会福祉協議会 

      （生活困窮者自立促進モデル事業の取り組みについて） 
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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２７年３月２６日    理事会・評議員会 

・評議員の選任について 

・定款変更について 

・菰野町社会福祉協議会経理規程について 

・菰野町社会福祉協議会積立金規程について 

・菰野町社会福祉協議会事務局規程について 

・平成２７年度社協事業計画、会計予算について 

     ・平成２６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、社会福祉事業の健全な運営及び社会福祉に関する活動の活性化により

、地域福祉の発展に寄与し責務を果たした。 

   監査会については、定款変更に伴い監事１名の増員を図り、会計の専門家である公認会計士に就任し

ていただき、会計や経営に助言をいただくことも可能になった。 

   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】 

   担当理事制で委員会等計画をしているが、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。現場の日常的な業務に埋没することなく、広い視野をもって見通しを確認し、進路を示す提

案が重要な役割でもあるので、理事会・経営企画委員会等と密接な連携を図りながら取り組んで行く必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

 

 

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、福祉・介護人材不足が顕著になってきているため、人材確保の側面と、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27年3月31日現在 職員１４７人中） 

  ・社会福祉士資格取得者        ・・・・・ １７人 

  ・介護福祉士資格取得者        ・・・・・ ８０人 

  ・介護支援専門員資格取得者      ・・・・・ ４７人 

  ・保健師資格保持者          ・・・・・  １人 

  ・看護師資格保持者          ・・・・・ １２人 

  ・准看護師資格保持者          ・・・・・  ２人 

  ・介護職員初任者研修等修了者(旧２級ヘルパー)・・ ４７人（平成２６年度取得者 ６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・・・・２９人（１０回以上参加者２０人、模試のみ８人）） 

（内、受験確認者 １９人のうち、１８人合格 合格率９４.７％）全国６１.０％ 

〔開催日数 学習会：２１日、模擬試験：２日 延べ ４９５人参加〕+自主学習会４日 

・介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会 

受講生・・・・５８人（５回以上の通学者５３人 模試のみ２人） 

          （内、受験確認者４９人のうち、１２人合格 合格率２４.４％） 

 三重県１６.３％ 

〔開催日数 学習会：１６日、模擬試験：１日 延べ ７４２人参加〕 

  ・介護職員初任者研修  

受講生・・１９人 全員修了  

    〔開催日数 ２４日 延べ ４５６人参加〕 

  ・精神障がい者ホームヘルパー研修 

       受講生・・９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・・１５人（１５人修了証発行） 

 

【評価】 

   介護員養成講座（２級ヘルパー講座）に変わり介護職員初任者研修は２年目となった。修了試験があ

るため、授業に臨む姿勢が高く休憩時間には自主的に実技に取り組む姿もみられた。受講生の内８人が

福祉職従事者だった。社協登録ヘルパーへの関心が高く、昨年の登録者数０に対し６人が登録に至った 

介護福祉士国家試験受験対策学習会は、昨年度より受講者は減ったが、受講生は非常に積極的で試験 

合格率は約95％ととなり、大変な成果が上がった。 

   受講生が減少した原因として、国家試験の合格率が６０％程あり、本会の受験対策学習会を受講しな

くても、合格しやすいイメージができつつあることと、新規に介護職員を希望する者が減少しているこ 

とが原因と考えられる。 

   介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会は、三重県の合格率を上回り１.５倍の約２５％の合格率 

 を得た。しかし、受講者の１／４しか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とガイドヘルパー研修は受講生獲得の目標数を下回った。特に同行

援護従事者研修（一般課程）は同後援護従事者の資格として、さらに管理者には同後援護従事者研修（

応用課程）が必須と法改正が行われたが平成３０年度まで経過措置が延長されたため思った以上に受講

生が集まらなかった。 

 

【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講師のほとんどは社協職員が務めている。訪問介護や通所介護の現場をぎりぎ

りで回していることから講義に割くことに苦慮している。相談職の職員が事務担当をしており、講義が

開催されている２０数日間は相談にあてる時間や訪問活動が制限されるため、受講生に対する十分なケ

アに務めにくい。 

   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２６年度福祉基金活用額・・・・・・・・ １，０００，０００円 （前年比 968,507円減） 

 ● 平成２６年度の篤志寄付者・・・・・・・・・         ５９人 （ 〃   ６人減） 

  ●      〃     額・・・・・・・・・  ３，１３６，６４３円（ 〃 1,937,749円減） 

  ●      〃  寄贈物品・・・・・・・・・    乳幼児用ソファ、衝撃緩和マット等 

  ● 平成２６年度末積立総額・・・・・・・・・・１４０，２８２，８９４円（ 〃 2,136,643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２６年度の篤志寄付者数は前年より６件減となり、予算額である３００万円を達成できたものの、

寄付総額は前年度比で約１９３万円程減になった。 

   毎月の広報での周知以外に定期的にブログでも寄附の呼び掛けを行ったが、大きな効果は得られなかっ

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。 

近年、地方自治体においては「ふるさと納税」制度を広く広報し、募集を行なっている。地域の特産品 

が送付されてくるなどの特典が多く、社会福祉への寄付金に対する影響も考えられる。 

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継続して考える必要がある。 
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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」の充実と推進に努めた。 

今年度はシニアボランティア層の拡充を強化目標とし、それに見合う養成講座を開催した。 

 

◆運営協議会の運営と充実 

  平成２６年６月２７日  ボランティアセンター運営協議会 

  ・運営委員 １２人参加 

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 

・今後の運営方法について協議 

 

◆ボランティア活動の振興 

・こものボラセン君通信配信（※「啓発推進事業報告」参照） 

・シニアボランティア活動の協力、推進 

  災害ボランティアコーディネーター養成講座、バルーンアートボランティア養成講座の開催 

（※「養成研修事業報告」参照） 

 

【評価】 

  平成２４年より運用開始したメール配信システム「こものボラセン君通信」の登録加入者は、ボラン

ティア連絡協議会総会や社協ブログ等で案内した成果か、登録者は増えている。また、登録者数は微増で

はあるが、登録解除をする人がいないことは今後もメール受信してくれることにつながる。 

ボランティアセンター運営協議会については、ボランティア活動実践者や関係者の意見をいただきなが

ら、ボランティアセンターを社会の変革に合わせて運営するという体制は整えることができた。しかし、

開催回数が少なかったこともあり具体的な取り組みには至らなかった。 

  シニアボランティア活動の協力、推進については、各養成講座の開催によりシニア層、特に男性のボラ

ンティア活動希望者の参加があった。 

 

【課題】 

  メール配信システムについては、一方通行の情報伝達であり、登録者数の伸び悩みがある。登録者数が 

増える方法・内容等の検討が必要。新たな情報伝達手段である Facebookなどのソーシャルネットワーク 

サービスの運用も検討すべき課題である。 

ボランティアセンター運営協議会については定期開催することを目指し、具体的な方向性を示すことが

必要である。 

また、地域福祉活動の活性化が重要とされる中で、ボランティア活動の担い手が不足している状況であ

る。担い手と期待されるシニアボランティアや若い世代が興味を持てるボランティア活動を展開し、担い

手を増やすことが課題である。 

なお、福祉的なボランティア活動以外にも、市民活動団体の活動も盛んとなっており、ボランティアセ

ンターとして関わりを深めていくことができるよう機能強化が求められる。 
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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 啓発推進事業 

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

「ボランティアおしらせ版」や「ボランティア月間カレンダー」、視覚障がい者への情報提供として「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、メール配信システムでも情報発信・啓発に努

めた。 

  福祉啓発イベントである「けやきフェスタ」を開催し、ボランティア活動・福祉の啓発に努めた。 

  また、今年度は「ボランティア活動紹介パンフレット」を５年ぶりに刷新した。 

 

◆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 12,850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』」 

 

◆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 

支援ボランティア数  ３０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１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 

   ※上記の刊行物以外についても、リスナーからの依頼に対応し、吹込みを実施。 

 

◆ホームページの運営及び充実 

  ・ホームページ訪問者 １０,８８６件  （前年比３,６９６件減） 

・新着情報投稿  ２０件 ・・・ 随時更新している （前年比３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  ２４８件  （前年比２３件減） 

  ・ブログ訪問者 ６,０３８件（前年比４,０８２件増） 

  ・こものボラセン君通信  ７回配信／年 メール発信 登録者数 ５２人 （前年比７人増） 
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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 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２０１４の開催  平成２６年１１月１６日（日） 

参加協力者・ボランティア・職員（６２０人）、参加協力団体（４８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「怪盗グルーのミニオン危機 

一発」、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、バザー、作品展示等 

【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、親子で遊ぼうコーナー、献血など 

 

◆地域福祉教育推進事業の支援及び推進 

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

  また、財源の問題により廃止となっていた福祉協力校助成事業を、今年度から共同募金を財源として再 

開することができた。 

・協力校会議  年３回実施  延べ３１人参加 

・福祉協力校助成（助成上限額３０，０００円）  町内小中学校 ７校助成 

 

◆マスコミ等関係機関への情報発信 

   ・掲載等の回数 ４８件（前年比１７件増） 

（中日新聞、伊勢新聞、毎日新聞、中日ホームニュース、ＣＴＹ、防災ラジオ等） 

 

【評価】 

  インターネットや新聞、広報、防災ラジオ、ケーブルテレビ、イベントなど様々なメディアを利用した

情報発信を行い幅広い年齢層の方々に福祉やボランティアの情報をリアルタイムに発信し、福祉活動やボ

ランティア活動に参加してみようと思っていただくきっかけ作りを行った。 

  ホームページは前年、前々年度と比較して訪問者数が減少傾向にあるが、ソーシャルネットワークサー

ビス等の普及も要因として考えられる。一方、ブログは昨年よりも投稿数減少にも関わらず、閲覧数が大

幅に増えている（Ｈ２５年：１，３３７件増→Ｈ２６年：４，０８２件増）。各戸配布である広報紙は発行

部数も増え、啓発効果は高い。 

  福祉啓発イベント「けやきフェスタ２０１４」では、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・各団体と協働・連携できており、新たな企業貢献の協力も入ったりした。

年々開催していくことで改善し、イベントとして成熟度が増してきている。 

また、地域福祉教育推進にあたっては、福祉協力校助成事業も再開し、子どもたちが福祉やボランティ

アに触れる機会を増やした。 
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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．４ 

事 業 名 啓発推進事業 

【課題】 

  ホームページへのアクセス数の伸び悩みもあり、広報の新たな啓発方法（ソーシャルネットワークサー

ビスなど）の検討が必要である。また、内容も常に新しい情報、住民に役立つ情報を発信していくことが

課題。情報を求める人がどのような内容を欲しているのか、アナリシスにより検証していくことも必要で

ある。 

  一方、既存ボランティアグループの高齢化や人材不足を解消するために、次の担い手となる若い世代や

ヤングオールド層にむけ興味を持ってもらえる、また活動につながるような情報提供や啓発を行っていく

ことも課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

 

 

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 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 

  

●小・中学生春休み福祉体験教室 

・平成２７年３月２６日～２７日 ２日間講座  受講者 １０人  延べ１６人（前年比１７人減） 

 

●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１８人 

・菰野中 平成２６年 ８月７日～８日    参加者８人     計２６人（前年比２人増） 

 

●高校生ボランティアスクール 

・平成２６年８月４日～８月８日の５日間  受講者８人 延５４人（前年比０） 

 菰野保育園、菰野西保育園で保育実習 

 

●音訳ボランティア養成講座 

・平成２６年１０月１０日～１２月５日（全５回講座） 受講者７人  延べ２９人（前年比０） 

 

●ボランティアリーダー研修会 

  ・「第２３回全国ボランティアフェスティバルぎふ」(岐阜県) 

    平成２６年９月２８日   参加者５１人（ボ連会員） 

  ・ボランティアリーダー研修「地域の困りごとを地域で支え合うためのヒント～これからのボランティ

アを発想しよう～」 

    講師 皇學館大学准教授 板井 正斉 氏  

    平成２７年３月２２日 ５７人参加（内訳：ボラ連協３１人、ボラセンター２６人） 

（前年比２２人増） 

 ●福祉体験教室 

   小学校・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。今年度は昨年にないメニュー（認知症サポーター養成講座など）も取り入れ、体験学習の幅

を広げた。 

・福祉体験学習／町内小中学校で実施  合計３５回  延べ１，３８６人参加（前年比３３４人増） 

車椅子教室６回、高齢者疑似体験５回、要約筆記４回、手話１回、点字教室５回、盲人体験２回、 

音訳２回、けやき見学５回、福祉講演４回、職場体験１回  
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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 

●ニーズ対応ボランティア講座 

・福祉協力校担当教諭、消防署、高齢者福祉施設へ福祉体験学習の指導方法についてニーズがあり、対 

応。  ３回実施 

  ・バルーンアートボランティア養成講座  平成２７年３月２４日  受講者１２人 

 

●災害ボランティアコーディネーター養成講座 

   町内で災害ボランティアセンターを設置する際に、運営を行う災害ボランティアコーディネーターを 

養成した。 ５回講座 １１人参加 

 

●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年度の「入門課程」に引き続いて、２６年度に「基礎課程」のカリキュラ

ムを開催した。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     ４人 

   ・期  間     平成２６年５月２７日（火）～平成２７年２月１７日（火） 

３０講座 ４４.５時間 

   ・修 了 者     ０人 受講者 ３人 

 

●要約筆記養成講座 

これまで要約筆記奉仕員の養成を行ってきたが、「障害者総合支援法」の市町村地域生活支援事業のコ

ミュニケーション必須事業として要約筆記者の派遣事業が定められたため、現在、高い専門性を持つ要約

筆記者への移行が進められている。 

今年度は、要約筆記者への移行期間にあたるため、要約筆記奉仕員の養成は行わず、菰野町で登録して

いる要約筆記奉仕員が要約筆記者となるために現任研修を主体に実施。 

１．要約筆記奉仕員現任研修の開催 

     開催日 平成２６年６月２８日、９月２０日、１１月９日、１１月２２日、１２月２０日、 

平成２７年１月２５日、２月７日、２月１４日 

８回  ２８時間  受講者 １２４人 

    ※平成２６年度全国統一要約筆記者認定試験  菰野町登録者の合格者数 ３人 

２．難聴学習セミナーの開催 

     開催日 平成２６年７月１９日、９月２７日、平成２７年３月１４日 

  ３回  受講者数 ３３人（一般参加者数 ５７人） 
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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 

【評価】 

  小中学生を対象とした体験教室では、認知症キャラバンメイトによる認知症サポーター養成講座、視覚

障がい者が行なう卓球などの様子を取り入れた。特に、認知症サポーター養成講座は地域住民の方々が指

導役となることで学校と地域との関係づくりにつながり、視覚障がい者の卓球は障がいを持つ当事者の方

による講座で、疑似体験では得られない内容となった。 

シニアボランティア層の拡大を目指し、災害ボランティアコーディネーター養成研修、バルーンアート

ボランティア養成講座等の切り口の違う養成講座を開催した。養成人数としては振るわなかったが、今年

度の強化目標の狙いとしている年齢層の参加はあった。 

 

【課題】 

  ボランティア入門講座の参加者数が減少していることもあり、内容を精査したボランティア活動を始め

るきっかけとなる講座を企画する必要がある。また、経験年数の少ないボランティアへの学習・研修の機

会づくりも必要であるため、入門講座と同義の企画も必要と思われる。 

特に、手話・要約筆記といった養成研修事業は、厚生労働省のカリキュラム数・時間も増え、研修も長

期化している。近年、その他の養成講座においても、日数・時間が増えると受講者・修了者が減る傾向に

あるなど、人材養成及び確保が困難な状況である。また、要約筆記は資格の移行期間にあたり、加えて新

しいカリキュラムは研修日数・時間も増え、試験制度の導入により、人材の育成が容易でない。 

既存ボランティアグループの高齢化や人材不足を解消するために、次の担い手となる若い世代の興味が

ある手話講座やヤングオールド層が第２のライフワークとなるような世代ごとに魅力的な養成研修を開催

し、担い手を増や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．８ 

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  ⇒  ９５７人（内、新規５７人）  

・ボランティア連絡協議会登録者数 ⇒  ５３５人（内、新規４７人） 前年度比 ５７人減 

・ボランティアセンター登録団体数 ⇒ ６２団体（内、２団体登録削除、３団体新規登録） 

 

◆ボランティア斡旋業務の充実と推進 

  ・平成２６年度ボランティア相談  ５４件 

 

◆災害ボランティア派遣等業務 

 

【評価】 

  登録者数については減少しているが、ボランティアセンターに登録される団体は入れ替わっており新規

でボランティアセンターを利用したい団体が増える傾向にある。そういった意味ではボランティアセン

ターの機能や役割の理解が進んでいるといえる。 

 

【課題】 

福祉以外の活動をされている NPO 法人や市民活動団体なども増えてきており、ボランティアセンターに

寄せられる様々なニーズに応えるためにも関わりを深めていく必要がある。 
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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．９ 

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、また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   ６団体×２０，０００円 

                             １団体×１０，０００円 

◆ボランティアグループへの協力支援 

みもざ会活動支援 

  おもちゃ診療所おもちゃリユースプロジェクト 

  企業のけやきフェスタ参加 等 

 

【評価】 

  ボランティア活動を新たに始められるグループや企業、新たな事業を行われるときなどにボランティア

センターとしてアドバイスや活動に関する情報の提供や調整などを行った。企業ボランティアについても

実際活動を行なう企業から、紹介いただいたなどの問い合わせもあり、波及効果があった。 

 

【課題】 

  自発性をもってボランティア活動を続けていくためのメンテナンスを行い、新たな活動や事業にも楽し

く取り組んでいただくことで、長くボランティア活動を継続していただけるように支援することが課題で

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 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 

 

◆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  ⇒  ８６５人（前年度比７人減） 

                      保険事故 １件 〔人身１件〕（前年比２件減） 

   ・ボランティア行事用保険     ⇒  ４８件 ３，１７９人（前年比１，２８１人減） 

                      保険事故 ０件 

 

◆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 

  ・かっこう【ポータブル録音機４台】                   ４０，０００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【プロジェクター１台】          ２００，０００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 

●ＭＰドリーム 

・要約筆記サークルかっこう【イヤーモニター４台】           １７１，０００円 

 

◆各種表彰推薦等 

・傾聴ボランティアグループ「つくしの会」が「平成２６年 秋の褒章（緑綬褒章）」受章 

 

【評価】 

  ボランティア活動を安心でより積極的に活動が行えるようにボランティア保険の利用を促進し助成金の

情報や機材や参考文献の整備を行った。 

 

【課題】 

  ビデオソフトなどの更新ができておらず DVDソフト等、ボランティア活動に必要な機材を整備していく 

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．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    ５０日  ４５件 〔内、面接相談４３件、電話相談２件〕（前年比７件減） 

 ・一般相談     ２３日  １２件 〔内、面接相談１２件、電話相談０件〕（ 〃 ２件減） 

 【専門相談】 

 ・法律相談     １２日   １０２件 （前年比１件増） 

 ・人権相談     ５０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２７年２月１０日 実施 

    ・法律知識のイロハを学ぶ  講師：山越明弁護士    

 

【評価】 

  ふれあい相談センターでの対応は親身になって話を聞き、原則、行政担当課や包括支援センターへつなぎ

対応にあたっている。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４件

の来所があった。相談件数は法律相談は前年度に比べ１件多く、それ以外の相談は前年度に比べると減少し

ている。 

  減少の要因は、悩み事が少なくなっているのか、ふれあい相談センター以外に相談する相手や機関が存在

する可能性がある。 

  法律相談の枠は毎月埋まりキャンセル待ちが出るほど需要の高い相談だが、予約日の１日で全ての枠が埋

まることは少なくなっており、予約の入り方は緩やかな傾向である。 

   

【課題】 

  役場へ入った電話が「相談」の内容というだけで、けやきに回ってくるケースが多い。話の内容から行政

での対応がふさわしいこともあり、利用者はたらい回しの感情を抱きかねないので精査したうえでつなぐよ

うに調整を図る必要がある。 

  最近、複数の相談員が交代するため業務がスムースに行われるよう情報提供に努める。 
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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．２ 

事 業 名 菰野町地域福祉活動計画の評価 

事業内容及び成果説明 

 

◆菰野町地域福祉活動計画の評価 

  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、進捗状況の報告と各委員に意見をいただきながら計画の推進を行なった。 

  地域福祉活動推進委員会 １回 

 

【評価】 

  年次計画に沿って担当部署からの進捗及び今後の取り組みについて報告をし、推進委員の方々から意見を

いただきながら検討した。小学校区を中心とした地域たすけあいセンターや地区福祉会構想に欠くことがで

きない活動拠点について、行政と話し合いが行えたことは、第一歩を踏み出すために重要であった。 

 

【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るので、地区福祉懇談会を継続的に開催し、それを発展させ、自分たちの地域の福祉は

自分たちで作っていく雰囲気づくりと、住民活動を支えるための体制を整える必要がある。 
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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．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。 

小学校区５地区で開催。１５７人（前年比３人増） 

 

◆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・・・・・・・２，８３３食（前年比４７食増）を配食、 

延べ２９６人（前年比８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   １，４６７食（前年比８８食減） 

鵜川原地区    ４３７食（ 〃  ５１食増） 

竹永地区     １７２食（ 〃  ３７食増） 

朝上地区     ４０７食（ 〃  ３３食増） 

千種地区         ３４９食（ 〃    ５食増） 

ボランティア活動（調理・配達）延べ１，１７１人（前年比８８人減） 

●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や民生委員、区長等を招き、ふれあい弁当サービスボランティアの調理による 

「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   ７８人（前年比６人増） 

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 ２６０人（前年比１８人減） 

 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

 

 

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 

●介護者の集い 

在宅介護に従事している方を対象に、介護の苦労の共感や介護に関する情報交換等を行うことで、介護者

同士の交流や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２６年７月１１日：１１人  家族介護者教室 

・平成２７年３月２４日：  ８人  和菓子づくり   計１９人（前年比９人減） 

 ●日常生活再生支援事業の検討 

  精神的、身体的などさまざまな理由で日常生活を送るのに支障があるほど不要な物などを整理できない家

庭の支援を行ない、逆戻りすることなく日常生活が送れるように支援を行なうため、健康福祉課、環境課、

社会福祉協議会で協議を行なった。 

  法律の関係から両課のどの事業にも該当しないために社会福祉協議会と両課の協議により区の協力をいた

だき、ケース相談をしながらすすめる。 

 ・活動実績 １件 

 

 【評価】 

  住民同士の見守り活動である小地域ふれあいネットワーク事業については、安否確認という点では成果を

上げており菰野町における住民互助活動のさきがけでもある。しかし、少子高齢化のさらなる進展により日

常生活における住民互助の推進が注目されており本会も地域福祉活動計画策定を契機に、小学校区単位での

地区福祉懇談会を年に１回開催しながら、小地域の福祉活動推進に取り組み始めている。 

  老老介護による介護殺人、高齢者虐待やごみ屋敷問題など地域において顕在化してきている問題について

も、介護者の集いや日常生活再生支援事業の検討などで対応している。 

 

 【課題】 

  小地域ふれあいネットワーク事業においては、中核事業であるセンター給食、ふれあい弁当事業において 

 高齢化による担い手不足が課題であり、区から回覧という手法で担い手を募集する取り組みを行ったが振る

わなかった。 

  住民互助の時代と言われながらも、住民にその実感はまだまだ無く、身近なところからの気運の高まりが

無いことが課題といえる。 

  介護者の集いにおいては、参加するメンバーが同じ方であることが多く、介護者が参加するにも要介護者

がサービスを利用する日でなければ参加することができないなど、事業の効果はあるが参加者が広がらない

ことが課題である。 

  日常生活再生事業は、生活困窮者支援との関連も多く、社会福祉協議会の事業としての位置づけしかでき

ないという課題がある。廃棄物の処理については個別に関係機関と調整しながら実施せざるを得ない。 
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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．５ 

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。 

 

◆調査研究 
 ●千種地区高齢者支援、子育て世帯支援ニーズ調査 

   千種地区助け合い活動設立準備会において千種地区の高齢者（一人暮らし、高齢者世帯、いきいきサロ

ン参加者など）と子育て世帯（子育てサロン参加者）を対象とした調査を実施した。 

  ・高齢者回答数  １２３人 民生委員児童委員と千種地区地域サポーターによる聞き取り調査 

  ・子育て世帯回答数 ３３人 子育てサロン参加者 

 

◆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「『いいね！大羽根』地域まごころサポート」の依頼件数が増え、提供会員不足となってきた

ため、新会員募集のための研修を開催した。 

 ・住民参加型在宅福祉サービス新会員養成研修  

平成２６年１１月２５日、２７日、１２月２日、１０日、１７日に開催  

延べ６０人参加 新規会員登録者５名 

 ・実家の茶の間 代表河田珪子氏講演会「これからの支え合いの地域づくり」 ８４人参加  

 ・スキルアップ研修 傾聴ボランティア講演会＆ワークショップ ３２人参加            

 ●千種地区助け合い活動設立準備会 

   千種地区地域サポーターと民生委員児童委員と話し合いを重ね、千種地区での助け合いの仕組みづくり

に取り組んだ。 

・準備会 平成２６年４月２１日、５月１６日、１２月１２日、２７年１月２９日、３月１１日に開催 

延べ７２人参加 

【評価】 

   福祉ニーズ調査において子育て世代では「有償サービスを利用したい」という回答が多数みられたが、

高齢者では、実施困っていることはたくさんあるが、それに関して「有償サービスを利用したい」という

回答は、半数にとどまった。 

しかし、先駆的に取り組んでいる「『いいね！大羽根』地域まごころサポート」にみられるようにサー

ビスのニーズは増加してきており「人には頼りたくないが、頼まざるを得ない現実がある。」意識の現実

との差が出てきている。 

 

【課題】 

   日常生活支援を住民互助活動で行っていくためには支援者の担い手づくりの取り組みを継続しながら、

区を単位に「お互いさま」であるという頼みやすい雰囲気を地域の中で形成していくことが課題である。 

   そのためにも関係機関に地区福祉懇談会などの機会に、住民互助活動の必要性と協力を頂ける関係を作

り上げる必要がある。 
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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．６ 

事 業 名 地域福祉活動支援事業及び推進事業 

事業内容及び成果説明 

 

◆青年学級（勤労軽度知的障がい者の集い）の開催と充実 

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・・・・１９人 （前年比９人減） 

（行事内容：てくてくウォーキングと室内スポーツ、イオンモール名古屋茶屋店、室内ゲームと食事会

等） 

 

◆障がい児サマースクール（障がい児夏休み集中訓練会）の協力 

  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２６年８月６日～８日（９日も予定していたが、悪天候のため中止） 

・延べ総参加者数  （兄弟等含む）     ・・・・ １２３人（前年比４２人減） 

内、障がい児延べ参加者数（めぐみの会） ・・・・  ２２人（ 〃  ２１人減） 

民生委員(障がい福祉部会)延べ参加者数・・・・  ３０人（ 〃 １０人減） 

ボランティア延べ参加者数       ・・・  ２６人（ 〃 ２２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、音楽教室 等 

 

◆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 延べ参加者 １０３人（前年比４人減） 延べボランティア２２２人（前年比１７人減） 

（内容：グラウンドゴルフ、トヨタテクノミュージアム（産業技術記念館）へ外出、ボウリング、 

バーベキュー、作品作り、イオンモール東員、お千代保稲荷へ外出、室内ゲーム、、新年会、 

お食事会、電車に乗って外出） 

 

◆療育キャンプ（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２６年８月２３～２４日 １泊２日  

雨天のため、室内にて食事作り。キャンドルファイヤーを実施。 

・障がい者等参加者数   ・・・・３２人（前年比 ２０人減） 

・ボランティア等参加者数・・・・ ５０人（ 〃   ９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．７ 

事 業 名 地域福祉活動支援事業及び推進事業 

◆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仲間づくり、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３４箇所 

延べ３７１回、５，７４０人参加（前年比５９０人増） 

・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 

   ・シナプソロジー研修会 平成２７年３月２６日 ６２人参加 

 

◆福祉車両貸出事業の実施 

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  ・・・ ４台 

〔福祉車両 ３台  社協車両 １台〕 

・利用回数実績・・・延べ３７０回（前年比６回減）〔福祉車両 ３７０回  社協車両 １６回〕 

・総走行距離 ・・・延べ１１，１２７㎞（前年比３８７㎞増） 

〔福祉車両 9,835㎞   社協車両 1,292㎞〕 

 

◆福祉機器貸出事業の実施 

  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

行った。 

  ・車椅子１２０人 ・ポータブルトイレ等３１人 ・介護用ベッド４人  ・松葉杖１人    

（前年比計４人減） 

 

◆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・・・・  １回  （前年比 ０回） 

  ・総運行距離・・・・・  ２．６km（ 〃 ０．１km減） 

 

 

 

 

 

 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

 

 

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 地域福祉活動支援事業及び推進事業 

【評価】 

  障がい者の社会参加行事については、いずれも参加者が増えていない。当事者団体である心身障がい者福

祉会の会員数が伸び悩んでいることも背景にある。個人情報保護法の関係もあり直接当事者に働きかける機

会も減っており、全般的に新しいメンバーを加えていくことが困難になっている。 

  高齢者の社会参加事業であるいきいきサロンには、介護予防の要素やデイサービスセンターの機能も期待

されてきている。運営スタッフ不足、参加者不足で運営できなくなったところもあれば、再開したり、新た

に開設されたりとインフォーマルサービス故の不安定さがあるものの広がりを見せている。 

  福祉車両、福祉機器の貸し出しについては制度の狭間を埋めるという意味で非常に有効な事業といえる。 

 

【課題】 

  障がい者にいかに魅力ある事業を展開し、その情報をいかに手元に届けるかが課題となっている。若年層

に対してはソーシャルネットワーク等を使った情報発信など情報を複数の媒体で複数のルート（インター

ネット、学校、職場、地域など）から届けることが必要である。 

  福祉車両の貸し出しについては、高齢化の進行により年々高齢者や交通弱者の足の確保が困難になる中で

ニーズが膨大に増えていく可能性が高く、行政と共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．９ 

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２６年１０月２７日実施   ３１人参加（前年比２人減） 

 

◆ボランティア養成事業等での連携（町内全施設）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。 

 

◆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。 

   ７件のコーディネート（町内施設４件、町外施設３件） 

 

【評価】 

  施設からの求めに応じて地域との交流事業に協力したり、ボランティアスクールを通じて福祉教育という

面で施設からの協力との連携を継続的に行なっているが、昨今の社会福祉法人の地域社会に対する社会貢献

や CSRが注目されてきている中で、３ヵ月毎に町内社会福祉法人連絡会を実施している。 

 

【課題】 

福祉施設を「地域福祉を推進するパートナー」としてとらえ、地域社会の中で持ち味が生かせるような社

会貢献を社会福祉協議会が共に考えたり、提案できる環境を用意することが課題であり、社会福祉法人の連

携会議などを使い、共通認識を持ち、地域貢献活動について調査兼研究し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：子育て支援事業） ＮＯ．１０ 

事 業 名 子育て支援事業 

事業内容及び成果説明 

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。 

各小学校区を単位で集える「子育てサロン」をはじめ、乳児期に参加できる「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。 

昨年度より開始した「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継続して行政の保健師 

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。 

 

◆子育てサロンの実施 

   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  １,０８９人 

    ・鵜川原地区    ２４回    延べ    ５９７人 

    ・竹永地区     ４４回    延べ    ９７９人 

    ・朝上地区     ２５回    延べ    ８８７人 

    ・千種地区     ２６回    延べ   ５１４人 

       計     １４３回     延べ ４,０６６人    親子１,７６０組 

           （前年比３回増）  （前年比１６６人減）   （前年比６２組減） 

 

◆子育て支援者及びグループの育成 

  ●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２６年１１月１２日～１２月８日（４回講座） 

     ・参加人員  ２０人〔延べ ７７人参加〕（前年比３人増） 

     ・講座内容  講義・調理実習・グループ討議 等 
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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．１１ 

事 業 名 子育て支援事業 

◆子育て支援事業の実施（ベビーマッサージ等） 

●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。（前年比２回増） 

①平成２６年６月２６日 １７組    ④平成２６年１１月２７日 １０組 

②平成２６年７月２８日 １２組    ⑤平成２７年 ２月２３日 １４組 

③平成２６年９月２２日 １２組    ⑥平成２７年 ３月２３日 １４組 

 

◆子育て支援の啓発（子育て通信「こもっ子ｍaｍa」の発行） 

  ●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     １７２回（３１６時間）（前年比６０回増・１３７.５時間増） 

     ・利用人数       ５人 

     ・訪問人数       ６人 
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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．１２ 

事 業 名 子育て支援事業 

【評価】 

 子育てサロンは子育てキーパーソンの積極的な運営協力により、計画通り開催できた。社協と相談しな

がら、地域毎に工夫をこらした季節行事も取り入れ、参加しやすい雰囲気を作ることができた。イベント

時には民生委員の参加もあり地域の情報交換の場となった。 

毎回人気の「ベビーマッサージ」は今年度より定員数を減らし、その分、開講回数を２回教室を増やし

たことで、ゆったりした雰囲気の中で交流の時間ももてるようになり、乳児期につどいの場を提供するこ

とで、親の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」は創刊１０周年を迎える。年４回途切れずに続いてきたのはスタッフの

交流や成長が楽しめる場にもなっており、紙面を通じて地域とのつながりも実感している。 

   「養育支援訪問事業」では訪問時間も倍増し困難ケースもあったが、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、最善を尽くし取り組むことが出来た。 

 

【課題】 

「子育てしやすいまち」を念頭におき、親子で気軽に参加でき、楽しい交流の場や事業が定着してきた

一方、孤立した子育てをしている要支援家庭も存在する。保護者だけでなく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．１３ 

事 業 名 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）・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（日常生活自立支援事業） 

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を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支援を行った。 

   ・利用者数    ４４人〔平成２７年３月３１日時点〕（前年比４人増） 

〔新規契約者１１人 契約終了者７人〕 

   ・援助回数  １０７５回 （前年比６３回増） 

   ・生活支援員   １３人  

  全利用者の生活費の代行支払総額 約８７３万円（前年比２００万円減） 

（税・保険料・公的支払 約７７万円   公共料金・光熱水費 約４９万円、 

医療・福祉サービス費 約３６８万円  その他 約３７９万円） 

前年に比べ２００万円減少の大きな要因は、施設利用者の契約が終了し、施設利用料の代行支払がなくな

ったことがあげられる。 

 

◆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２９人参加  

   ・受任件数    ２件 
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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．１４ 

事 業 名 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）・法人後見事業 

【評価】 

   身体的精神的理由で就労を辞めた経緯があり生活保護の受給に至った約４０代独居男性の契約が３件あ

った。就労経験があるケースの契約はめずらしく、いずれも独居男性で周囲からの支援が得られないとい

う共通事項があった。 

生活保護受給や生活福祉資金の貸付等をきっかけに契約に至ったが、計画相談支援が入ることで福祉サ

ービスが利用できたり、就労に向けて活動することができている。 

また、高齢者世帯で妻の介護を一手に引き受け、福祉サービスの利用を拒んできた夫が、度重なるケア

マネからの促しに権利擁護事業（日常生活自立支援事業）の利用を決めた結果、支援を重ねるごとに福祉

サービスの受け入れに理解を示すようになり、介護負担が軽減されたケースがある。 

このように権利擁護事業（日常生活自立支援事業）の利用をきっかけに福祉サービスを利用することで 

人との関わりや外に出る機会を得ることができ、表情が穏やかになっていくのが明らかで生活が立て直

されていく効果がある。 

平成２７年度から非課税世帯でも利用料が必要になる場合がある。該当する利用者に説明したところ利

用料を払ってでも引き続き利用したい」との意向を確認することができた。 

 法人後見事業は、引き続き後見委員会からのサポートを受け、関係機関と情報交換しながら業務を進め

ていく。 

 

【課題】 

   権利擁護事業（日常生活自立支援事業）の支援が落ち着くまでは、利用者は不安定なため何度も電話が

入り、その都度対応に迫られる。 

   福祉サービスを利用して落ち着いた生活を過ごせるようになるには日数を要し、成果を早急に求めるこ

とはできない。長い目での支援が必要である。 

   自立支援の意味から、利用者自身でできることは自分で行ってもらうよう支援を行っていく必要があ

る。金融機関で出金した生活費を自宅へ届けるといった支援も、ケースに応じては金融機関で待ち合わせ

て自分で伝票に記入するといった経験も少しずつ与えていきたいと考えている。 

   利用者の抱える問題を把握し、効率的・効果的に新たな社会資源やサービスの開発につなげていくこと

も課題である。 

   法人後見事業は、後見人では対応できない事に直面することもある。その際は後見委員の弁護士からの

助言を受けながら業務を遂行していく。 
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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．１５ 

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 ２８件 （前年比 ４件減） 

・障害者総合支援法に関する苦情 ４件 （前年比 ３件減） 

・上記以外に関する苦情 ４１件 （前年比 ２件減） 

・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】 

  昨年度と比較して件数はそれぞれ減となった。介護保険法や障害者総合支援法に関する苦情内容のほとん

どは、援助内容に関するものではなく、援助漏れや援助時間に関するものであった。このケアレスミスは昨

年度よりは減ったものの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、ヘルパーの派遣依頼の読み合わせ強化を引き続き実施し、登録ヘルパーとも密に連絡を取る等ミ

ス防止に努めた。 

 

【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再度徹底する。 

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。 

その他の苦情では、老人福祉センター等のけやき館内の設備に対するものが多いが、老朽化に伴いすべて

の要望に応えて行く事は難しい状況である。 

また、けやき利用者のマナー感の相違による苦情に対しては、対応への困難さを感じる。 
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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５，８６４，３００円として実施し、 

下記の実績となった。 

   目標額   共同募金            ５，７６４，３００円 

         歳末助け合い募金          １００,０００円 

         合  計            ５，８６４，３００円（前年比２８，６００円減） 

                     (一戸当りの目標額   ５００円) 

 

   実 績   戸別募金             ５,５９９，０００円（前年比  ６３，５００円減） 

         学校募金             １０４，３６１円（前年比  ３６，１５２円増） 

         一般募金（利息を含む）       ３７６，５８１円（前年比 ５５，７８１円増） 

         合  計            ６，０７９，９４２円（前年比 ２８，４３３円増） 

 

   報 告   三重県共同募金会へ(利息を含む) ６，０７９，９４２円 

         歳末助け合い運動へ           １００,０００円 

         合  計             ６，１７９，９４２円 （県共募へ送金） 

    

※別途   三重県共同募金会へ直接送金      ６５，１３０円     

（百五銀行菰野支店、菰野高等学校、保健福祉センターマッサージ機） 

 

◆ 共同募金配分事業 

   配 分   ４，７２２，５３５円（前年比１５，８１５円増） 

（ボラントピア事業 2,362,535円、ふれあいのまちづくり事業 1,730,000円  

子育て支援事業  580,000円、権利擁護事業 50,000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、 

              ボランティア活動冊子作成） 

・ 安全安心対策事業（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 ５６４人に配布 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、ほぼ昨年どおりのご協力をいただくことができた。 

  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。 

 ９月下旬、保健福祉センターけやきに『寄付金つき 赤い羽根マッサージ機』を２台設置（約３ヶ月分の

寄付額が３６，１２０円）。 

 

【課題】 

  バッジによる募金は、対象を増やさない限りは今年の募金額以上を望むのは難しい。また、快く募金をし

て頂けるような取り組みや工夫が必要である。 

  寄付金付きマッサージ機の導入は有効であった。 
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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。 

 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。低所得世帯の子どもが経済的理由で十分な教育が受けられないことがないよう、負の連鎖

を断ち切るため教育資金の貸付を行った。 

 

  ・三重県生活福祉資金新規申込み件数   新規貸付 ２１件（前年比５件増） 

               新規貸付金  ６，０３７，０００円（前年比２，９５７，０００円増） 

      内訳  ・緊急小口     １８件   ６７０，０００円 

          ・福祉資金（転宅）  １件   ２８２，０００円 

          ・教育支援資金    ２件 ４，９８５，０００円 

          ・臨時特例つなぎ資金 ３件   １００，０００円 

 

【評価】 

  昨年度に比べ新規貸付金額が大幅に増加している。貸付の大多数は、緊急かつ一時的に少額を援助する緊

急小口資金の貸付で件数は昨年度に比べ６件多いが、７万円の減額であった。緊急小口の貸付限度額１０万

円に対し、２，３万円の貸付決定額で減額につながった。 

生活保護ワーカー、民生委員から貸付の相談があがり、生活の見守りを要するとの判断から地域福祉権利

擁護事業（日常生活自立支援事業）の契約に繋がったケースが３件ある。 

過去に県外で貸付を受け、全く返済をしていないことを伏せたまま生活保護と貸付の申請が行われたケー

スがあり、過去の県外の貸付分の返済を条件に貸付けに至り、県外、県社協福祉資金の返済支援を行った。 

返済の見込みがない、毎月一定水準以上の収入がある等の理由で貸付要件を満たさず、貸付けに至らなか

ったケースが１１件あった。 

  三重県社協担当者による滞納者との面談日を設けたが、来所したのは１人だけで、ほとんどが事前連絡も

なかった。 

 

【課題】 

  相談者はお金を借りることだけが相談の中心になっており、申請には何度も来所したり、電話をしたりす

るが、貸付決定後は連絡が途絶え、報告を怠ったりするため継続支援にならないことが多い。 

  定期的な通知が宛て所不明につき届かない場合には、県社協に住民票調査依頼をかけ居所を明らかにして

いる。その後償還の促しなどを行うべきだが、遠方に転居した場合は面接することは難しい。 
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区   分 貸付事業                   （一般：福祉資金貸付金） ＮＯ．２ 

事 業 名 貸付事業（県生活福祉資金、町福祉資金貸付金） 

 償還が滞っている利用者については、面接や電話で現状を把握し、返済が困難な理由や直面している生活

課題を明らかにするため、県社協と連携し面談の機会を作っていき、悪質な滞納者に対しては法的手段をと

ることも必要である。 

 

 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

 

 

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  １９２日（前年比５日減） 

 

 ● 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１，４２７人 

                 ３５グループ 会員数５,０５０人（前年比１６４人減） 

                 各単位クラブ活動回数 延べ  ７,０７６回（前年比６９７回減） 

参加人数 延べ９２，６８１人（ 〃６，２９８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・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  １２９日（前年比６日増） 

 

 ● 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   ４１日（前年比６日減） 

 

● 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６回・研修会５回・その他４回 

  ・参加者数 延べ７３０人（前年比２２人増） 

  ※連協２２グループが活動を実施 

    ・活動回数 ８２９回（前年比３７回増） 

  延べ ４，５９９人 （ 〃 ２７１人減） 

【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            ８２人 〔男５１人 女３１人〕（前年比２７人減） 

       受注件数          ８３８件（前年比２２件減） 

       請負契約金額  ４９,２４５,３９１円（ 〃 １，９５０，３２７円減） 

       就業延べ人員       ８,２８４人（ 〃 ３２７人増） 

 

【評価】 

  高齢者雇用を取り巻く状況は、法の改正等により定年の引き上げや継続雇用制度の導入がされた影響もあ

り、人材センターの会員数は昨年に比べ減少した。その事も影響し、受注件数、請負契約金額なども減少と

なった。 

 

【課題】 

  発注者である一般家庭、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ので、

会員の増強を行いニーズに対応できる組織作りを行う必要がある。特に、庭木等の剪定作業の依頼が多く、

高齢者の長いキャリアで蓄積した技能を持った会員の募集が必要である。 

 

◆ 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       （ ）２５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 

    ２３０２    １４２     ７５０       ３２６       １４７７ 

   （５０９１）  （２４７）   （８２７）     （９３４）     （１５７１） 
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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】 

  老人憩いの家の老朽化や、老人クラブの総会や行事についても、地区公会所や近隣の民間施設への利用が

移行されたこともあり、利用者数は減少した。 

 高齢者のカラオケサークル等の利用者については、通信カラオケ装置を活用し、今までどおりの利用があっ

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、今後の存続については、行政・地権者・社協で

計画的に進めて行く。 
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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                 ５０日   毎週水曜日 9：30～15：00 （前年比±０） 

   ・利用延べ人数             ２２４人 （前年比１３人増） 

   ・ボランティア受け入れ状況       ５０日   延べ １９７人（前年比３４人減） 

【評価】 

   ・支援ボランティアグループ「ビアンカ」の協力を得ながら、安定した運営を行ない、今年度はバザー収益金を活

用してミシンを購入し利用者も活用している。 

   ・利用者の身近な相談機関としての役割も果たし、安心感を持ってもらうようにしている。 

   ・他施設の行事にも意欲的に参加し、ボランティアや地域住民との関わりも持っている。 

【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。 

   ・サービスの質を高めるために、職員を研修会等へ積極的に派遣し研鑽に努めていく。 

 

◆ 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教室に職員を派遣した。 

  ● 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） 

      延べ １,６５７人参加（前年比１２３人増 

  ● 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） 

      延べ ３７回（前年比１回減） 延べ ２８２人参加 （前年比５９人減） 

【評価】 

  平成２６年度から二次予防の取り組みとして、にこにこアップ教室を開催した。また、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。さらに、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、介護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、 

今後は増えることが予測される認知症高齢者を少しでも減らすことができるよう、認知症予防への取り組 

みが必要であると思われるため、この点についても引き続き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２６年９月６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 ２１件  感謝 ４７件 

        第２部 記念講演 講師 岩名礼介氏  

                 演題 「どうしたら我が家に１日でも長くいられるのか？ 

                         ～間違いだらけの地域包括ケアシステム～」 

【評価】 

  被表彰者の出席は全体の３分の２程度で、昨年より欠席率は高かった。被表彰者の中には家族が会場に足

を運ばれ、ともに受章を喜ばれている姿も見受けられた。 

  第２部記念講演会は、一般向けというよりはどちらかというと福祉専門職向けの講演であったが、今後の

福祉を考える上では意義のあるものであった。ただ、講師の知名度が低く、集客力に欠ける部分があった。 

 

【課題】 

ここ数年、町の意向で講師が決定されることがほとんどである。講演内容に対する町の思惑もあり、町と

講師の間で板挟みとなり、調整がスムーズに行えない。今後もこのような状況が続くようであれば、町と分

担して社会福祉大会の準備を進めて行く必要がある。 
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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。 

急増する認知症高齢者を地域で支えるための体勢作りとして、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、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運営し、定期的に情報 

発信を行っている（平成２７年３月末現在、高齢者の登録３４人（前年比１３人増）、捜索協力者の登録 

１７６人（前年比２７増））。 

 

 ・地域ケア会議            ６回   延べ  ９０人参加 

 ・介護サービス担当者会議       ６回   延べ １７８人参加 

 ・地域包括連絡会議          ６回   延べ  １８人参加 

 ・認知症サポーター養成        ４回   延べ １１５人参加 

     ・認知症キャラバンメイト連絡会    ３回   延べ  ３１人参加 

     ・認知症キャラバンメイト勉強会    １回   延べ  ２２人参加 

     ・認知症キャラバンメイト養成講座   〔２６年度未実施〕 

     ・認知症家族の集い          ６回   延べ  ５８人参加 

       〃      定例会       ６回   延べ  ４４人参加 

     ・認知症ステッカーグループ会議   １７回   延べ  ９７人参加 

     ・傾聴ボランティア活動       ８７回   述べ １９４人参加 

     ・町内ケアマネ研修会         ２回   延べ  ６０人参加 

     ・医療・介護ネットワーク会議     ６回   延べ  ４９人参加 

     ・ 〃      研修会議      ３回   延べ ２１９人参加 

               （前年比１２回減     １６４人増） 

 ・相談及び支援の相談件数  １１，６８９件  内訳  予防給付  ５，７４８件 

      （前年度比１，００８件増）     ハイリスク  １２４件 

                       総合相談  ４，３２８件 

                       介護用品    ２９４件 

                       住宅改修    ３３８件 

                       虐待ケース   １２３件 

                                権利擁護     ８６件 

消費者問題    １６件 

困難ケース   ３８７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   ２０４件 

                                障がい相談   ４１件 

 

・介護予防給付の実利用者数（ケアプラン作成人数）  ２３７人（前年比２４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 

地域住民を対象とした養成講座や、小学校に出向いて５年生の生徒を対象とした養成講座などを開催した。

それにより、平成２７年３月末時点で、養成したサポーターは延べ１，８４８人（前年比８７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７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、平成２４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。今年度は認知症をテーマとし

て研修会を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。 

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。今年度の対象は６世帯（前年と同数）で、月に数回、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。また、月に一度、グループホームを訪問し、入居さ

れている方のお話相手をし、その訪問を心待ちにされている。介護サービスでは解消しきれない介護者や本

人の心のケアを住民ボランティアが行い、社会的孤立や虐待に陥らないよう見守りがなされている。 
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区   分 受託事業                      （公益：地域包括） ＮＯ．７ 

事 業 名 地域包括支援センター事業 

【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。 

今後はサポーターの名簿を作成するとともにフォローアップ研修を行い、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年度に介護保険制度の改正があるため、今後は総合事業への移行準備として情報収集や関係機関

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

◆ 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実施。 

 [訪問回数] ・一人暮らし高齢者  ７，０７７回 （前年比２２４回減） 

            ・高齢者世帯       ８５０回 （ 〃 ２３６回減） 

            ・同居世帯高齢者      ６０回 （ 〃 １３９回減） 

            ・障がい者          ９２回 （ 〃  ４３回減） 

            ・その他          ２４回 （ 〃   ４回増） 

      [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）     ３８件（７減） 

b.対象者からの相談（その他日常生活に関する内容）     ３１件（１３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） １８件（４６減） 

d.民生委員からの相談及び依頼               １５件（２５減） 

e.緊急時の対応等                     ７２件（２０減） 

f.家族・近隣等からの相談等                ３６件（０） 

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 

６１件（３３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 

       ・援助時間数（延べ）   ４４時間（前年比３６時間０１分増） 

 

【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。 

   訪問回数の減少としては、対象者の入所や死去、および同居等により削除となるケースが見られる。 

   また、元気であり仕事等で日中不在になることや訪問自体を拒否理由にふれあい訪問を拒否される 

ケースもみられる。 

  ・例年に引き続き、四日市西警察署署員４名、消防本部職員１名を事業体験および実習として受け入れを

おこなう。ふれあい訪問に同行してもらい、四日市西警察署および消防本部との世帯の把握、情報の共

有化を図ることができた。 
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区   分 受託事業                    （一般：受託ヘルパー） ＮＯ．９ 

事 業 名 在宅高齢者生活援助員派遣事業 

・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及び、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。   

・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実施し

てきた。 

 

  [福祉ヘルプ] 

  ・Ｈ２６度も新規利用者はなく、利用者数は１名であった。 

 

【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）→６１３世帯（Ｈ２６） 

  ・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。そのため効率の良い訪問方法を検討し実行することや、人員体制の不十分さを解決のた

め、行政や地域包括、居宅介護支援事業所、サービス事業所と連携を行ない、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。 

  ・地域住民に対して、ふれあい訪問事業を十分周知することができておらず、ふれあい訪問自体を知らな

いとか、どのような事業なのかが知られていないため、周知する方法を検討していくことが必要と考え

られる。 

  ・ふれあい訪問事業において、対象者にどこまでの支援を行っていけばよいかを再度見直す必要がある。 

   （独居及び高齢者世帯において救急搬送後、帰宅支援をおこなうのか？ など） 

 

  [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であ 

る。 

  ・行政の判断とも思うが、今後の介護保険制度改正にともない、介護保険制度から外れる要支援者に対し

て、福祉ヘルプによる支援を提供していくのか否かを検討する事も必要となっている。 

・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ため、その都度、説明を行う必要がある。 
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区   分 受託事業                    （公益：二次予防把握） ＮＯ．１０ 

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２６年度）            １５９人 

（うち、予め役場健康福祉課より訪問不要とされた数     ２人） 

 

・回収件数                       ８５人 

・投函件数（不在で郵便受けへの投函を行なった）     ６８人 

・不在件数（表札がない、住居が分からない等）      １６人 

・調査無件数（死亡、転居、要介護認定を受けた等）     ０人 

・拒否件数                        ６人 

・郵送及び持参依頼件数※                ３７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２６年度の調査及び回収は、対象者数も少ないことや他部署の職員の協力により、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。 

   例年度に比べると、対象者の年齢も６５歳であり、調査に対しての理解もあり、回収率は９割となって

いる。ただし、未回収に関しては、拒否や提示されて住所に居ない方も例年通りみ割れる。 

  ・昨年度と同様に今年度も役場から書類だけでなく、対象者のリストをデータとして提供してもらえ事に

より、事務処理作業の効率化が図れた。 

  ・前年度と同様に、不在時に調査票の投函が可能なため、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６８人中２７人あった。 

  ・在宅時、不在時の対応方法や訪問予定の調整等をマニュアル化しており、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27年度は、介護保険法の改正に伴い、二次予防調査事業は休止の予定のため、委託事業も予定はして

いないが、行政より依頼が行なわれた場合は実施の検討を行う。 
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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 

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                        ３０５日 

      ・一般入浴延べ利用者数       ９７,８９８人 （１日平均３２１人） 

      ・歩行浴延べ利用者数        １２,５２７人 （１日平均 ４１人） 

      ・けやき講座   延べ開催回数     ２３０回 

               延べ参加者数    ４，３４７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        ９,７７７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  ２，６７５人減 

 歩行浴延べ利用者数     ：前年比    ６３８人増 

 けやき講座延べ開催回数 ：前年比    １０回減 

 けやき講座延べ参加者数 ：前年比    ３６８人減 

 音楽室延べ利用者数     ：前年比      ９６人減 

 

  ・開館して１５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前年度から引き続き行な

った。 

  ・けやき講座の受講生募集を昨年度同様初心者優先で受付を行ない、初心者対象の講座であることの理解

を促した。 

  ・歩行浴以外は利用者数が減少したが、１５年以上経過した施設としては、依然として多くの利用者に利

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．１２ 

事 業 名 老人福祉センター 

【課題】 

  ・開館して１５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．１３ 

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           ３０７日 

     ・利用者登録者数                 ８１名（内減免対象者２１名）（平成２７年３月末時点） 

     ・配食数   昼食 延べ  ６，５９７食（１日平均 ２１.５食） 

                夕食  延べ １０，７３８食（１日平均 ３５.０食） 

 

【評価】 

  ・１日の配達数が、５６.５食（前年４７.６食）と昨年度に比べて増えた。特に昨年度後半から利用数

が増加した。 

  ・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。 

  ・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。 

  ・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．１４ 

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   ３６０人 

          サポート会員 １２６人 

          両方会員       ５３人  計５３９人（前年比２９人増） 

 

   ● 活動件数  １,０５７回  内訳 ・保育園施設の保育開始や保育終了後の預かり ３３２回 

         （前年比１９８回増）   ・保育施設等までの送迎               ４５７回 

                     ・放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり   ８２回 

                     ・放課後児童クラブの迎え            ３回 

・学校の放課後の子どもの預かり          ３回 

                     ・買い物等の外出の際の子どもの預かり     １６回 

                     ・保護者の短時間・臨時的就労の場合の預かり  ８０回 

・その他                   ８４回 

【評価】 

 昨年度の活動件数より２割増となった。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。また、保護者の勤務労働形態の多様化に

伴う増加した。 

また、外国籍の登録が増加しており、文化や生活スタイルの違いや宗教上の問題等、マッチングする

上で細心の注意を払うことが多かった。 

依頼会員の新規登録は、社協の子育て支援事業内での案内や、母子事業を介して保健師の声がけで増 

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】 

保育施設の送迎が年々増加し、前年度に引き続き継続利用する依頼会員も多数見込まれる。早朝時間

帯や遠距離を送迎できるサポート会員には限りがあるので、援助を気持ちよくできるようサポート会員

からの近況報告は都度確認し、些細な変化を見逃さず負担をかけないよう心配りする。 

 また、外国籍の依頼会員の利用に関しては、日本で生活しやすいようパイプ役になりアドバイスをし

ながら、サポート会員が活動しやすいようきめ細かな調整が必要である。 
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区   分 介護保険事業、障害者総合支援事業  （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・特定（障害児）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、法令を遵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  ２４４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   ４４回 延べ  １４５人参加 

・部内会議   ４４日 延べ  ６９０人参加 

 

【介護保険法】 

● 居宅介護支援 

・給付管理延べ数  ３，２００件（前年比１３件減） 

              〔内訳 介護給付 ３,１８８件   予防給付 １２件〕 

※３月末給付管理者数 ２７８件（前年比１６件増） 

〔内訳 介護給付   ２７７件   予防給付  １件〕 

● 介護保険認定調査 

認定調査数   ８１６件〔在宅 ６３０件、施設 １８６件〕（前年比増減なし） 

 （内訳）菰野町   ７３５件（在宅 ６２１件、施設 １１４件） 

           四日市市   ６８件（在宅   １件、施設  ６７件） 

           川越町     ２件（在宅   １件、施設   １件） 

           朝日町     ７件（在宅   ６件、施設   １件） 

           その他     ４件（在宅   １件、施設   ３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    ２７９件（前年比４２件増） 

       ※３月末給付管理対象者数 ６４件（前年比２８件増） 

             [内訳  障がい者 ６１件  障がい児 ３件] 

● 障害程度区分認定調査 

・認定調査数   ５１件（前年比１１件増） 

（内訳） 町内 ４５件、 町外 ６件 
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区   分 介護保険事業、障害者総合支援事業  （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・特定（障害児）相談支援事業 

 

  ● 障がい者虐待防止センター 

    ・通報人数   ３名（前年比１名減） 

    ・通報件数  １１件（前年比１５件減） 

        内訳 身体的虐待 １０件、精神的虐待 ３件、経済的虐待 ０件 

         ※通報内容が複数に渡る場合があるため、合計は一致せず 

 

【評価】 

・平成２７年３月の給付管理数は、介護給付２７８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１１６件から１１２件と減ったが、削除者数が昨年度の１１１件から８７件と

減ったため、３月末給付管理者数の増加につながった。 

・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６３０件（月平均５２．５件）、施設１８６件（月平均１５．５件）である。

昨年度と調査件数は同数であったが、昨年度より施設調査の割合が増えたため、収入源であった。 

・障害者総合支援法障害程度区分認定調査は、５１件と昨年度より増加した。 

・計画相談支援・障害児相談支援は、パート職員が 1 名追加されたため、給付管理対象者数は大幅に増加

した。しかしモニタリング間隔の長い対象者の割合が増えたため、給付管理数の大幅な増加にはつなが

らなかった。 

・障がい者虐待防止センターは、３名の通報・相談があり、延べ１１件の対応を行なった。緊急性は低い

が、虐待報告が繰り返された事例に対して、夜間の緊急訪問の対応を行った。 

 

【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。 

・死亡による削除者の割合が昨年度の４７％から３３％と減った。その代わり入所（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昨年度の４２％から４６％、要介護認定でなくなった等その他

の理由にによる削除者の割合が昨年度の１２％から２０％と増加した。 

・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。 

・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
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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、処遇困難ケースを依頼される割合が多く、また計画

相談支援以外の障がい者の一般相談が多い。そのため 1 件あたりの業務負担が大きく、また給付管理に

つながらないケースも多い。 
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区   分 介護保険事業、障害者総合支援事業   （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    １４，１６１時間（前年比３，７４９時間減） 

     （内訳） ・身体介護 ６，３８０時間 

          ・身体生活 ３，７０９時間 

              ・生活援助 ４，０７２時間 

   ・契約者数    新規契約  ５２人（前年比 １４人減）   

          契約終了  ５４人（前年比１２人減） 

          ３月末契約者数 ８３人（前年比 ６人減） 

 

  ● 介護予防訪問介護（予防給付） 

・稼動時間     １，７６０時間（前年比１３１時間増） 

    ・契約者数    新規契約  １１人（前年比 １０人減） 

           契約終了  ５人（前年比１６人減） 

           ３月末契約者数 ３２人（前年比 ６人増） 

 

【障害者総合支援法】 

  ● 居宅介護    

    ・稼動時間     ７，８４９時間（前年比３９８時間減） 

         （内訳） ・身体介護 ６，８４２時間（前年比３９８時間減） 

     ・通院介助    ９９時間（前年比 １６時間増） 

     ・家事援助   ９０８時間（前年比 １６時間減） 

    ・回 数      ８，４７２回（前年比１０５６回減） 

         （内訳） ・身体介護 ６，９１９回 （内７５２回は２人体制で援助） 

              ・通院介助    ５４回 

              ・家事援助 １，４９９回 

    ・契約者数  新規契約   ７人（前年比 １人増） 

           契約終了   １人（前年比 １人減） 

           ３月末契約者数 ３２人（前年比 ６人増） 
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区   分 介護保険事業、障害者総合支援事業          （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 １５人 

                 ・知的障がい者  ９人 

                 ・障がい児    ４人 

                 ・精神障がい者  ４人 

 

 ● 移動支援 

    ・稼働時間       ２，２０８時間（前年比４５８時間増） 

    ・回数            ４９０回（前年比 １４２回増） 

    ・契約者数  新規契約   １２人（前年比 １１人増） 

           契約終了    ０人（前年比 １人減） 

           ３月末契約者数 ５３人 

             （内訳） ・身体障がい者   ３人 

                  ・知的障がい者  ３７人 

                  ・障がい児    １０人 

                  ・精神       ３人 

 

● 同行援護 

    ・稼働時間         ４０３時間（前年比１４時間増） 

    ・回数             ７１回（前年比増減なし） 

    ・契約者数  新規契約   １人（前年比増減なし） 

           契約終了    １人（前年比１人増） 

           ３月末契約者数  ７人（（前年比増減なし） 

 

【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減って

いる。移動支援、同行援護は稼動時間数が増えている。 

   ・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、業務改善を多く取り上げ

行ってきた。 

   ・介護保険の利用者が極端に減り、新規のケースが増えなかった、また、新規ケースが末期患者等で、

入院、入所になり継続するケースが多くなっていることも原因の一つである。 

   ・計画相談利用者が増え、サービスのニーズが広がり、移動支援の希望が多くあった。常勤の時間外が

増えてきたため、新規の移動支援専用の登録ヘルパーを増やすことと、従来からの登録ヘルパーへ援

助を移行して対応してきた。 
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区   分 介護保険事業、障害者総合支援事業          （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変更したことで、依頼書作成側が原因での援助漏れはほとん

ど減らせることができたが、登録ヘルパー自身の問題が原因の援助漏れが多くみられた。 

今後、訪問前の電話確認等の実施を検討していく。 

   ・利用者減に対応するため、各居宅支援事業所との連携を深めて、新規ケースの獲得と、各チームの援

助数や時間帯などの状況を相互協力しながら受け入れていくことで効率化を図っていくこととする。 

   ・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

いが、必要なサービスのため、より効率化できることの検討を行っていく。 
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区   分 介護保険事業、障害者総合支援事業          （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        ２５４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         ２３日 延べ ３２人参加 

・部内会議         １２日 延べ ７３人参加 

    ・稼動回数   １９３８回 （前年比４４３回増） 

    ・利用件数            ５４人（前年比９人増）（医療給付 １６人、介護給付 ３８人） 

    ・契約者数  新規契約 ２８人（前年比１０人増）  

・契約終了 １５人（前年比３人減）〔３月末利用者数 ４０人〕 

 

【評価】 

  ・祝日の訪問を行う事で開所日数が増加したことと、認知症等、服薬管理や日常生活支援等で訪問回数の

多い利用者が増加した為、稼働回数の増加に繋がった。 

  ・新規ケースは介護保険対象者と共に医療保険対象者が増加し、特に精神科訪問看護の利用者の増加が目

立った。 

  ・職員研修については、訪問看護連絡協議会、四日市ブロック会主催の研修が定期的に開催された事もあ

り、研修に参加する機会を増やす事ができた。 

 

【課題】 

・訪問件数の増加に伴い職員の勤務時間も大幅に増加している。訪問以外に関係機関との連絡や書類の作

成等に時間がかかっている為、無駄のない業務を心掛けていく必要がある。また、必要に応じて職員を

補充する事も提案していく。 

・研修に参加する事で看護のエビデンスを得られる事より、今後も計画的に研修に参加をしていく。また

伝達講習を行う事でより理解が深まる為、部署内で実施し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、障害者総合支援事業          （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  ３０７日  月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後５時１５分  

・職員研修    ８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） 

   ５２日 延べ ３４５人参加 

    ・利用延べ人数     介護給付   ６，４９５人 

                予防給付      ８９７人 

                障がい者（児）     ７８人（日中一時支援事業） 

                 計      ７，４７０人（前年比５３０人減） 

・契約者数  新規契約 ２６人 （前年比２０人減） 

・契約終了 ３５人 （前年比９人減） （３月末利用者数  ７２人） 

・ボランティアの受け入れ状況   個人ボラ    ０人    

グループ   １１グループ 

延べ回数 １７０回（前年比 ２回減） 

延べ人数 ４６０人（ 〃  ７６人減） 

【評価】 

 ・利用について：登録・利用延べ人数が減少した。原因は週３回以上利用されていた中・重度の利用者が

まとまって死亡又は入所され登録から削除となった。新規契約者の数がそれに追いつか

ないという状況である。現在、予防給付、軽度ではあるが登録数は少しずつ増えてはき

ている。また、新規利用は週１～２回が多いので延べ人数も追いつかない状態となって

いる。 

 ・業務について：中・重度の利用者が死亡・入所で介護業務はやや軽くなったが、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援助内容は複雑になってきている。 

 ・日中一時支援：契約者数は横ばいで推移している。夏休み等の長期間の休みに利用が集中しているが、

昨年同様、障がい児の行動に老人利用者が理解できず困惑している面もある。 

 ・ボランティア：各団体、利用者との関係も良好である。けやきデイの行事、レクリエーション業務には

欠かせない団体も多くなってきている。 

 ・職員について：退職、入局と出入りの激しい年度だった。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だった。 

【課題】 

  ・登録者については、各曜日定員数の確保の取り組みを継続してゆく。 

  ・各機材・備品が老朽化し、修理、修繕の対応が必要となっているため、買い替えを検討必要がある。 

 

 



菰野町社会福祉協議会事業報告 

 

 

区   分 介護保険事業、障害者総合支援事業          （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      ５０日 

    ・実施延べ回数    障害 ７８回 

・契約者数      障がい者 ２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】 

・看護師不足のため介護保険での訪問入浴を休止している。現在は障がい福祉サービスの訪問入浴事業のみ

実施している。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必要であるため、そのまま

継続してゆく予定である。 

 

【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

討してゆく。 
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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        ２４８日 

                 ・利用登録者数       ２９人（平成２７年３月末時点) 

                 ・利用延べ人数    ５，３２８人（前年比 953人減） 

  ・地域活動支援センター事業  ・開所日数        ２５０日 毎日 9：30～15：00 

                 ・利用登録者数        １人（平成２７年３月末時点) 

                 ・利用延べ人数      ２５０人（前年比４１人減） 

【評価】 

 ・２６年度のＢ型利用者数は、新規利用者が４名あり、その内継続利用者が２人あった。また、ほぼ毎日の

ように利用していた者が退所する事になったり、長期欠席者が５名おり、利用延べ人数は減員となった。 

 ・地域活動支援センター事業は、利用者増減も無く昨年同様の実績となった。 

 

【課題】 

・利用者自身の高齢化に伴い家族支援者も高齢化し、今までとは違う利用者ニーズや家族ニーズが今後顕在

化してくる事が予測され、｢介護｣を視野に入れたサービスが必要になってくると思われる。従来よりあっ

た様々なニーズの中から対応可能な課題を探り、積極的に俎上に取り上げていく事が課題となる。 

・運営及び経営の安定には利用者数(利用率)の増による収益増が必須であり、その為の事業展開が必要にな

る。そこで将来的な課題の一つである生活介護実施に向けた取り組みとして、２７年度より新たに地域生

活支援事業「日中一時支援事業」を開始し、将来に向けた事業展開が課題となる。 

・新たな方向性を検討していく中で、利用者工賃体系やＢ型事業所日課等々、既存の運営形態を見直し改定

していかなければならない点もあり、作業所運営方針及び運営全般についての再点検が課題となる。 

・工賃向上に向けた新たな内職事業・自主事業の開拓が課題となる。 

 

 


