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平成２４年度 事業報告書 
 

１．法人運営事業 
 

会務の運営と連絡協調を図るため、理事会・評議員会を開催した。 

（１） 理事会 

回 数 開催年月日・場所 議 決 事 項 

第１回 平成２４年５月１７日（木） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・顧問の選任同意について 

・評議員の選任同意について 

・平成２３年度事業報告について 

・平成２３年度決算報告について 

・補正予算（第１回）について 

第２回 平成２４年６月２５日（月） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・会長・副会長の互選について 

・会長の職務を代理する理事の順序について 

・常務理事の指名について 

・部会の構成について 

第３回 平成２４年１２月１１日（火） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・平成２４年度上半期事業報告について 

・平成２４年度上半期決算報告について 

・評議員の選任同意について 

・補正予算（第２回）について 

第４回 平成２５年３月１４日（木） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・定款の変更について 

・定款施行細則の変更について 

・平成２５年度事業計画（案）について 

・平成２５年度予算（案）について 

・補正予算（第３回）について 

 

（２）評議員会 

回 数 開催年月日・場所 議 決 事 項 

第１回 平成２４年５月２９日（火） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・理事の選任について 

・監事の選任について 

・平成２３年度事業報告について 

・平成２３年度決算報告について 

・補正予算（第１回）について 

第２回 平成２４年１２月１９日（水） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・平成２４年度上半期事業報告について 

・平成２４年度上半期決算報告について 

・補正予算（第２回）について 

第３回 平成２５年３月２２日（金） 

南濃総合福祉会館 

・定款の変更について 

・定款施行細則の変更について 
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ゆとりの森 ・理事の選任について 

・監事の選任について 

・平成２５年度事業計画（案）について 

・平成２５年度予算（案）について 

・補正予算（第３回）について 

 

（３）部会 

部 会 開催年月日・場所 協 議 内 容 

総務 平成２４年６月６日（水） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・第２回理事会提出議案について 

・理事定数について 

・理事会及び評議員会のスケジュール 

地域 平成２５年３月１日（金） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・平成２５年度事業計画について 

・平成２５年度予算について 

介護 平成２５年３月１日（金） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・平成２５年度事業計画について 

・平成２５年度予算について 

総務 平成２５年３月７日（木） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・定款の変更について 

・定款施行細則の変更について 

・平成２５年度事業計画について 

・平成２５年度予算について 

・監事の選任について 

・岐阜県社会福祉法人指導監査報告 

・補正予算（第３回）について 

 

（４）監査 
  平成２４年５月１０日（木） 南濃総合福祉会館ゆとりの森 

  〔監査項目〕平成２３年度事業報告並びに一般会計収支決算 

 

  平成２４年８月３０日（木） 南濃総合福祉会館ゆとりの森 

  〔監査項目〕社会福祉法人実地指導監査（県） 

 

  平成２４年１１月２６日（月） 南濃総合福祉会館ゆとりの森 

   [監査項目]平成２４年度上半期事業報告並びに上半期収支決算 

 

（５）社協会費 

平成23年度 件数 金 額 平成24年度 件数 金 額 

一般会費 9,780 9,780,000 一般会費 9,766 9,766,000 

特別会費 354 1,073,000 特別会費 331 1,036,000 

賛助会費 194 1,330,000 賛助会費 201 1,375,000 

合  計 10,328 12,183,000 合  計 10,298 12,177,000 
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２．ふれあいのまちづくり推進事業 
 

（１）第２次地域福祉活動計画 
 ○地域福祉活動計画策定委員会 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年８月９日（木） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・委嘱状交付 

・委員長・副委員長の選任 

・第２次かいづあいプランの策定について 

・地域福祉活動計画の策定について 

第２回 平成２４年１１月１５日（木） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・第１次かいづあいプランの評価について 

・各地区の情報交換 

第３回 平成２４年１２月１３日（木） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・第２次かいづあいプランの骨格について 

第４回 平成２５年１月１０日（木） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・第２次かいづあいプランの原案作成 

第５回 平成２５年２月１５日（金） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・第２次かいづあいプランの校正について 

第６回 平成２５年３月１４日（木） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・第２次かいづあいプランの校正について 

※委員数：１０名（社協理事） 

 

 ○地域福祉活動計画評価委員会 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年９月１９日（水） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・委嘱状交付 

・委員長の選任 

・第１次かいづあいプランの評価について 

※委員数：３３名（自治会長、民生児童委員、福祉推進委員、第１次あいプラン策定委員） 

 

 ○地区策定委員会 

（高須地区） 心ふれあう地域交流 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年９月２６日（水） 

ひまわり会館 

・委員長・副委員長の選任 

・高須地区計画の評価について 

・地区の現状や今後の方針について 

第２回 平成２４年１１月２０日（火） 

ひまわり会館 

・地区の課題について 

第３回 平成２４年１２月１１日（火） 

ひまわり会館 

・地区の重点課題について 

・地区計画の推進方法について 

・地区のスローガンについて 
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（吉里地区） 絆を深める吉里 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年１０月２０日（土） 

サロン吉里 

・委員長・副委員長の選任 

・吉里地区計画の評価について 

・地区の現状や今後の方針について 

第２回 平成２４年１１月１０日（土） 

サロン吉里 

・地区の課題について 

第３回 平成２４年１２月１日（土） 

サロン吉里 

・地区の重点課題について 

・地区計画の推進方法について 

・地区のスローガンについて 

 

（東江地区） 住民がお互いに支えあう地域を目指して 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年９月２６日（水） 

東江小学校 

・委員長・副委員長の選任 

・東江地区計画の評価について 

・地区の現状や今後の方針について 

第２回 平成２４年１０月２３日（火） 

東江小学校 

・地区の課題について 

第３回 平成２４年１１月２１日（水） 

東江小学校 

・地区の重点課題について 

・地区計画の推進方法について 

・地区のスローガンについて 

 

（大江地区） 感謝のこころでふれあう地域づくり 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年１１月１６日（金） 

大江小学校 

・委員長・副委員長の選任 

・大江地区計画の評価について 

・地区の現状や今後の方針について 

第２回 平成２４年１２月１０日（月） 

大江小学校 

・地区の課題について 

第３回 平成２４年１月１６日（水） 

大江小学校 

・地区の重点課題について 

・地区計画の推進方法について 

・地区のスローガンについて 

 

（西江地区） 西江の絆 ～みんなでふれあう支えあう～ 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年９月２７日（木） 

西江小学校 

・委員長・副委員長の選任 

・西江地区計画の評価について 

・地区の現状や今後の方針について 

第２回 平成２４年１０月２９日（月） 

西江小学校 

・地区の課題について 

第３回 平成２４年１１月２９日（木） 

西江小学校 

・地区の重点課題について 

・地区計画の推進方法について 

・地区のスローガンについて 

 

（今尾地区） 助け合いの心で地域の輪(和)を広げよう 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年９月２４日（月） 

ふるさと会館 

・委員長・副委員長の選任 

・今尾地区計画の評価について 
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・地区の現状や今後の方針について 

第２回 平成２４年１１月９日（金） 

ふるさと会館 

・地区の課題について 

第３回 平成２４年１２月４日（火） 

ふるさと会館 

・地区の重点課題について 

・地区計画の推進方法について 

・地区のスローガンについて 

 

（海西地区） 地域のネットワークで安心安全な海西 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年９月２８日（金） 

海西公民館 

・委員長・副委員長の選任 

・海西地区計画の評価について 

・地区の現状や今後の方針について 

第２回 平成２４年１１月７日（水） 

海西公民館 

・地区の課題について 

第３回 平成２４年１２月７日（金） 

海西公民館 

・地区の重点課題について 

・地区計画の推進方法について 

・地区のスローガンについて 

 

（下多度 地区） 見守って 声掛けあって地域の絆は下多度から 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年９月２６日（水）

みかげの森 

・委員長・副委員長の選任 

・下多度地区計画の評価について 

・地区の現状や今後の方針について 

第２回 平成２４年１１月１４日（水） 

みかげの森 

・地区の課題について 

第３回 平成２４年１２月１２日（水） 

みかげの森 

・地区の重点課題について 

・地区計画の推進方法について 

・地区のスローガンについて 

 

（城山地区） 心ふれあう城山のまち あなたの笑顔が私の幸せ 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年９月２５日（火） 

海津文化会館 

・委員長・副委員長の選任 

・城山地区計画の評価について 

・地区の現状や今後の方針について 

第２回 平成２４年１０月３０日（火） 

海津文化会館 

・地区の課題について 

第３回 平成２４年１１月２８日（水） 

海津文化会館 

・地区の重点課題について 

・地区計画の推進方法について 

・地区のスローガンについて 

第４回 平成２４年１２月１８日（火） 

海津文化会館 

・地区計画の推進方法について 

・地区のスローガンについて 

 

（石津地区） 助け合い支え合う石津地区 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年９月２５日（火） 

働く女性の家 

・委員長・副委員長の選任 

・石津地区計画の評価について 

・地区の現状や今後の方針について 

第２回 平成２４年１０月２５日（木） ・地区の課題について 
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働く女性の家 

第３回 平成２４年１１月２７日（火） 

働く女性の家 

・地区の重点課題について 

・地区計画の推進方法について 

・地区のスローガンについて 

 

（２）地区社会福祉協議会連絡会 
回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年６月１９日（火） 

南濃総合福祉会館 

ゆとりの森 

・各地区の事業報告について 

・第２次かいづあいプランの策定について 

 

※出席者：１７名 

 

（３）地区社会福祉協議会の設立支援 
○地区社会福祉協議会設立準備委員会 

（西江地区） 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年６月３日（日） 

海津総合福祉会館 

ひまわり 

・設立準備委員会役員の選出 

・経過報告 

・地区社協設立時期の決定 

・初年度の事業計画・予算について 

第２回 平成２４年６月２１日（日） 

西江小学校 

・事業計画・予算について 

・会則について 

・組織体制について 

第３回 平成２４年８月１日（水） 

西江小学校 

・かいづあいプラン・地区社協について 

・経過報告・今後の動向について 

・西江小学校の運動会の参加について 

第４回 平成２４年９月３日（月） 

西江小学校 

・地区社協設立準備委員会の名称について 

・西江小学校運動会について 

・第２次地域福祉活動計画地区策定委員会に 

ついて 

第５回 平成２５年１月２３日（水） 

西江小学校 

・会則について 

・組織体制及び役員(案)について 

・事業計画及び予算(案)について 

第６回 平成２５年２月２０日（水） 

西江小学校 

・総会資料の確認 

・自治会長・福祉推進委員の引き継ぎ会 

・設立総会の計画 

第７回 平成２５年３月２１日（木） 

西江小学校 

・総会資料の確認 

・設立総会の役割分担について 

 

（大江地区） 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２５年２月６日（水） 

中無垢里集会場 

・委員長・副委員長の選出について 

・設立時期について 

・会則について 

・役員について 

・専門部会について 

第２回 平成２５年２月２６日（火） 

中無垢里集会場 

・設立に向けた協議内容の確認について 

・事業計画および予算について 
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第３回 平成２５年３月１９日（火） 

中無垢里集会場 

・周知の方法について 

・新旧役員の引き継ぎについて 

 

（下多度地区） 

回数 開催年月日・場所 内 容 

第１回 平成２４年５月１９日（土） 

プラザしもたど 

・役員選出 

・地区社協設立に向けて 

・意見交換 

第２回 平成２４年６月１６日（土） 

プラザしもたど 

・今後のスケジュールについて 

・事業内容及び予算について 

・設立時期について 

第３回 平成２４年７月１８日（水） 

プラザしもたど 

・地区社協の事業内容について 

・会則について 

・役員について 

第４回 平成２４年９月４日（火） 

プラザしもたど 

・事業内容について 

 平成２４年度（案）・平成２５年度（案） 

・会則について 

・役員について 

第５回 平成２４年１０月１２日（金） 

プラザしもたど 

・組織図について 

・設立総会について 

・専門部会について 

・役員について 

第６回 平成２４年１１月１４日（水） 

プラザしもたど 

・会則（案）などの一部変更について 

・評議員の依頼について 

・設立総会について 

第７回 平成２４年１２月１２日（水） 

プラザしもたど 

・設立総会について 

 

第８回 平成２５年１月１９日（土） 

プラザしもたど 

下多度地区社会福祉協議会設立総会 

 

（４）福祉推進委員会 
（海津地区） 福祉推進委員９０名・民生児童委員２７名 

会議名 第１回海津地区福祉推進委員会役員会 

開催日 平成２４年４月９日（月） 

協議事項 第１回海津地区福祉推進委員会について（内容・日程等） 

出席者数 ６名 

 

会議名 第１回海津地区福祉推進委員会 

開催日 平成２４年５月２３日（水） 

協議事項 ・ 大江地区福祉活動報告 

・ 介護保険制度の概要について 

・ 見守りメッセージ訪問事業について 

・ 第2次地域福祉活動計画について 

・ 地区別懇談会 

出席者数 ８４名（福祉推進委員６６名・民生児童委員１８名） 
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会議名 第２回海津地区福祉推進委員会役員会 

開催日 平成２４年９月１３日（木） 

協議事項 第２回海津地区福祉推進委員会について（内容・日程等） 

出席者数 ８名 

 

会議名 第２回海津地区福祉推進委員会 

開催日 平成２４年１０月１１日（木） 

協議事項 ・ 西江地区福祉活動報告 

・ 地域での支えあいによる福祉活動事例 

・ 見守りメッセージ訪問事業報告 

・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 ６１名（福祉推進委員４４名・民生児童委員１７名） 

 

会議名 第３回海津地区福祉推進委員会役員会 

開催日 平成２５年１月３１日（木） 

協議事項 第３回海津地区福祉推進委員会について（内容・日程等） 

出席者数 ６名 

 

会議名 第３回海津地区福祉推進委員会 

開催日 平成２５年３月７日（木） 

協議事項 ・ 高須地区福祉活動報告 

・ 介護予防教室 

・ 第２次地域福祉活動計画の概要 

・ 福祉推進委員引き継ぎ事項 

・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 ６９名（福祉推進委員５３名・民生児童委員１６名） 

 

（平田地区） 福祉推進委員３２名・民生児童委員１７名 

会議名 第１回平田地区福祉推進委員会役員会 

開催日 平成２４年４月１３日（金） 

協議事項 第１回平田地区福祉推進委員会について（内容・日程等） 

出席者数 ６名 

 

会議名 第１回平田地区福祉推進委員会 

開催日 平成２４年５月１８日（金） 

協議事項 ・ 介護保険制度の概要について 

・ 見守りメッセージ訪問事業について 

・ 第2次地域福祉活動計画について 
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・ 地区別懇談会 

出席者数 ４０名（福祉推進委員２６名・民生児童委員１４名） 

会議名 第１回平田地区福祉推進委員会役員会 

開催日 平成２４年４月１３日（金） 

協議事項 第１回平田地区福祉推進委員会について（内容・日程等） 

出席者数 ６名 

 

会議名 第２回平田地区福祉推進委員会役員会 

開催日 平成２４年９月１４日（金） 

協議事項 第２回平田地区福祉推進委員会について（内容・日程等） 

出席者数 ６名 

 

会議名 第２回平田地区福祉推進委員会 

開催日 平成２４年１０月１６日（火） 

協議事項 ・ 見守りメッセージ訪問事業について 

・ 地域での支えあいによる福祉活動事例 

・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 ３３名（福祉推進委員２０名・民生児童委員１３名） 

 

会議名 第３回平田地区福祉推進委員会役員会 

開催日 平成２５年１月３０日（水） 

協議事項 第３回平田地区福祉推進委員会について（内容・日程等） 

出席者数 ５名 

 

会議名 第３回平田地区福祉推進委員会 

開催日 平成２５年３月１５日（金） 

協議事項 ・ 介護予防教室 

・ 第２次かいづあいプランの概要 

・ 福祉推進委員引き継ぎ事項 

・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 ３９名（福祉推進委員２５名・民生児童委員１４名） 

 

（南濃地区） 福祉推進委員１３名・民生児童委員５名 

会議名 第１回南濃地区福祉推進委員会役員会 

開催日 平成２４年４月１２日（木） 

協議事項 第１回南濃地区福祉推進委員会について（内容・日程等） 

出席者数 ７名 
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会議名 第１回南濃地区福祉推進委員会（下多度） 

開催日 平成２４年５月１６日（水） 

協議事項 ・ 介護保険制度の概要について 

・ 近隣助け合いネットワーク事業について 

・ 見守りメッセージ訪問事業について 

・ 第２次地域福祉活動計画について 

・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 １８名（福祉推進委員１３名・民生児童委員５名） 

 

会議名 第１回南濃地区福祉推進委員会（城山） 

開催日 平成２４年５月１５日（火） 

協議事項 ・ 委嘱状交付 

・ 介護保険制度の概要について 

・ 近隣助け合いネットワーク事業について 

・ 見守りメッセージ訪問事業について 

・ 第２次地域福祉活動計画について 

・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 ４１名（福祉推進委員３２名・民生児童委員９名） 

 

会議名 第１回南濃地区福祉推進委員会（石津） 

開催日 平成２４年５月２４日（木） 

協議事項 ・ 委嘱状交付 

・ 介護保険制度の概要について 

・ 見守りメッセージ訪問事業について 

・ 第２次地域福祉活動計画について 

・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 ５１名（福祉推進委員３８名・民生児童委員１３名） 

 

会議名 第２回南濃地区福祉推進委員会役員会 

開催日 平成２４年９月１２日（水） 

協議事項 第２回南濃地区福祉推進委員会について（内容・日程等） 

出席者数 ７名 

 

会議名 第２回南濃地区福祉推進委員会（下多度） 

開催日 平成２４年１０月１０日（水） 

協議事項 ・ 近隣助け合いネットワーク事業について 

・ 見守りメッセージ訪問事業について 

・ 地域での支えあいによる福祉活動事例 
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・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 １６名（福祉推進委員１１名・民生児童委員５名） 

 

会議名 第２回南濃地区福祉推進委員会（城山） 

開催日 平成２４年１０月１７日（水） 

協議事項 ・ 近隣助け合いネットワーク事業について 

・ 見守りメッセージ訪問事業について 

・ 地域での支えあいによる福祉活動事例 

・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 ３４名（福祉推進委員２６名・民生児童委員８名） 

 

会議名 第２回南濃地区福祉推進委員会（石津） 

開催日 平成２４年１０月１８日（木） 

協議事項 ・ 近隣助け合いネットワーク事業について 

・ 見守りメッセージ訪問事業について 

・ 地域での支えあいによる福祉活動事例 

・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 ４５名（福祉推進委員３４名・民生児童委員１１名） 

 

会議名 第３回南濃地区福祉推進委員会役員会 

開催日 平成２５年１月３０日（水） 

協議事項 第３回南濃地区福祉推進委員会について（内容・日程等） 

出席者数 ７名 

 

会議名 第３回南濃地区福祉推進委員会（下多度） 

開催日 平成２５年２月２７日（水） 

協議事項 ・ 介護予防教室 

・ 第２次かいづあいプランの概要 

・ 福祉推進委員引き継ぎ事項 

・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 １５名（福祉推進委員１０名・民生児童委員５名） 

 

会議名 第３回南濃地区福祉推進委員会（城山） 

開催日 平成２５年２月２８日（木） 

協議事項 ・ 介護予防教室 

・ 第２次かいづあいプランの概要 

・ 福祉推進委員引き継ぎ事項 

・ 委嘱状交付 
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・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 ４０名（福祉推進委員３１名・民生児童委員９名） 

 

会議名 第３回南濃地区福祉推進委員会（石津） 

開催日 平成２５年３月５日（火） 

協議事項 ・ 介護予防教室 

・ 第２次かいづあいプランの概要 

・ 福祉推進委員引き継ぎ事項 

・ 民生児童委員との懇談会 

出席者数 ４２名（福祉推進委員３０名・民生児童委員１２名） 

 

（５）小地域福祉活動事業 
近隣助け合いネットワークモデル事業は７５自治会（海津４４自治会、平田７自治会、

南濃２４区及び自治会）を指定した。（H23年間 73自治会） 

近隣助け合いネットワーク補助事業は、延べ２４自治会で実施した。（H23 年間延べ

28自治会） 

それぞれの地域で福祉活動を行い、見守りネットワークの形成に努めた。また、事務

局では地域の福祉活動の支援として、補助金の交付並びに自治会での福祉映画会（１１

回）や介護予防教室（２回）の開催、福祉座談会（２回）の他、レクリエーション講座

のコーディネートなどを行った。 

 

（６）訪問介護員養成講座 
日 程：平成２４年１０月１日（月）～平成２５年３月２９日（金） 

  目 的：在宅で生活する高齢者や障がいをもつ方々の自立を助け、介護者の負担軽減

を図るために在宅介護技術の取得、普及に必要な専門的知識、技能を有する

訪問介護員の養成を行い、地域の介護力を高めるための人材の育成、発掘を

目的とする。 

  実施形態：通信教育および演習と実習 

  受講者：３４名 

  修了者：３３名 

 

（７）総合相談事業 
  ①法津相談の実施 

   海津・平田・南濃の各地区において、月１回弁護士による法律相談窓口を開設し、

法律相談に係わる相談に対応した。 

 

（海津地区） 

日    時 第３火曜日１３時３０分～１５時３０分 

場    所 海津総合福祉会館ひまわり 

相談件数 ３９件 

 

（平田地区） 

日    時 第４月曜日１３時３０分～１６時 

場    所 平田総合福祉会館やすらぎ会館 



  

 13 

相談件数 ４０件 

 

（南濃地区） 

日    時 第２水曜日９時３０分～１１時３０分 

場    所 南濃総合福祉会館ゆとりの森 

相談件数 ３６件 

 

②心配ごと相談の実施 

 心配ごと相談所を開設し、地域における日常生活の悩み事を抱える方に対し、適切

な助言・援助を行った。 

日    時 毎週火曜日（第３火曜日を除く）１３時～１６時 

場    所 海津総合福祉会館ひまわり 

相  談  員 ９名 

相談件数 ３０件 

 

③結婚相談の実施 

   登録者情報の交換、相談員の資質向上の為の研修会、出会いのつどい等を開催した。 

日    時 毎月第１・第３月曜日 １３時３０分～１６時 

場    所 平田総合福祉会館やすらぎ会館  

相  談  員 ６名 

利用者状況 登録者総数（平成２５年３月末現在） 男性６６名  女性１２名 

（平成２４年度新規登録） 男性３３名  女性 ７名 

活動状況 相談件数 １７８件 ・ 交 際 ２７件 

紹  介 ４５３件 ・ 見合い ２１件 

西濃地区結婚相

談員連絡会 

（当番町 

関ヶ原町） 

 

参加団体（４団体）海津市・安八町・垂井町・関ヶ原町  

○出会いのつどいの開催  

テーマ：「恋恋 ほんによいとこ関ヶ原」 

 期 日：平成２４年１０月１４日（日）    

 会 場：関ヶ原ふれあいセンター 

 参加者：男性１４名 女性１４名 スタッフ２０名 

 内 容：会食、レクリエーション、関ヶ原歴史散策 

 

④巡回相談の実施 

民生児童委員さんの協力のもと、市内６７地区（海津２５地区・平田１５地区・南

濃２７地区）において、民生児童委員と社協職員が同行して、ひとり暮らし高齢者等

を訪問し、要望や日常生活の困りごとなどの相談に応じた。 

 

  ⑤なんでも相談センター相談員委嘱式 

   期 日：平成２４年４月４日（水） 

   会 場：海津総合福祉会館ひまわり 

   参加者：結婚相談員６名 心配ごと相談員 ８名 

   内 容：委嘱状交付、相談員の心構えや運営方針の確認、懇談会にて相談上の問題

点や課題について、協議検討を行った。 
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⑥なんでも相談センター相談員研修会 

   期 日：平成２４年１１月２９日（木） 

   会 場：海津総合福祉会館ひまわり 

   参加者：４４名 

   テーマ：「こころを癒すメンタルヘルス」～こころの声に耳を傾けてみませんか～ 

   講 師：日本メンタルヘルス協会 心理カウンセラー 木下 正則氏 

 

（８）ふれあいいきいきサロン支援事業 
市内で開催されているふれあいいきいきサロンへ補助金の交付や各講座（レク講座、

介護予防教室、福祉映画会等）のコーディネート、運営に関する相談など側面的支援を

行った。また新しく立ち上げを検討しているサロンやお試しサロンを行っている地区へ

の相談、支援を行った。 

①ふれあいいきいきサロン代表者会議 

    期 日：平成２４年４月１１日（水） 

    内 容：サロン実施要綱・補助金説明 

        出張介護予防教室について 

        レクリエーション講座 

        サロン交流会 

  ②ふれあいいきいきサロンレクリエーション講座 

    期 日：平成２４年１１月２８日（水） 

    内 容：歯つらつ教室（介護予防口腔ケア） 

        レクリエーション（ふれあいサロン花水木） 

   

・実施団体：４１団体（前年比＋６団体） 

 

（９）心身障がい児者たなばたまつり 
障がいを持つ親の会（すみれの会）と大垣特別支援学校 PTA 海津支部、海津特別支援

学校 PTAの共催として、事前に打ち合わせ会や出欠席の確認や準備を共同で行った。 

市内の心身障がい児者を対象にミナモダンスやレクリエーション協会によるレクリエ

ーション、ＦＵの会による寸劇、海津特別支援学校教諭による絵本の読み聞かせを楽し

んだ。 

   期 日：平成２４年７月１日（日） 

   場 所：海津市海津公民館（文化センター） 

   参加者：１５０名（障がい児者、親の会、スタッフ等） 

 

（１０）長良川ふれあいマラソン大会 
  ハンディのある人もない人も共にマラソンに参加し、ふれあいを深めることによって

福祉に対する輪を広げる目的として開催した。 

  主催は長良川ふれあいマラソン実行委員会、県身体障害者福祉協会と共催で実施した。 

 会場設営及びボランティアの募集を実施した。 

   期 日：平成２４年１０月２１日(日) 

   場 所：国営木曽三川公園 長良川サービスセンター 

       ・マラソン大会参加者 ７２３名（伴走  ３１名含む） 

       ・ボランティア    ２７１名（前日 １２２名 当日 １４９名） 

       ・市職員        ３８名 

       ・社協職員        ８名 

    



  

 15 

（１１）生活福祉資金貸付事業 
低所得世帯等へ資金貸付を行った。また、経済的自立を支援し、社会参加の促進を図

った。 

   平成２４年度新規貸付件数 ６件（緊急小口資金５件、福祉資金１件） 

   平成２４年度  貸付件数４１件 

 

（１２）日常生活自立支援事業 
判断能力が不十分な方の通帳等の預かり、本人に代わって預貯金の出し入れなどを行

った。 

  平成２４年度利用者数 認知症高齢者等 ４名（前年度比－１名） 

 

３．ボランティア活動事業 
 

（１）ボランティア情報誌発行 
市民の方々にボランティアに興味や関心を持っていただく目的で、毎月ボランティ

ア・市民活動に関する情報誌「わくわくボランティア」を全戸配布した。 

ボランティアセンターに登録する団体や個人の活動の様子を紹介したり、各種ボラン

ティアの募集事項の掲載を行った。 

 

（２）ボランティア登録・斡旋 
  ボランティア活動希望者に対し、希望する分野のボランティア情報の提供を行った。

ボランティアセンターにボランティア登録をしていただくことにより活動のコーディネ

ートや保険の加入手続を行った。 

団体＝８４団体 （２，５０４名） 

個人＝２１０名（災害ボランティア：１００名） 

合計 ２，７１４名 （平成２５年３月３１日現在） 

 

・斡旋状況 

種別・内容 
延べ活動

日数 

延べ活動

者数 
依頼者 

託児 

（栄養教室、離乳食学級等におけ

る託児） 

２４日 ４６名 
市健康課 

たっち（ボランティア団体） 

外出支援 

（チューリップ祭り、買い物等外

出時の車いす介助） 

４３日 ２１１名 福祉施設 

行事支援 

（福祉施設等でのレクリエーシ

ョン、夏祭り・学校行事等の手伝

い） 

８日 ７８名 福祉施設等 

計 ７５日 ３１３名  
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（３）ボランティア講座の開催 
  ①託児ボランティア講座の開催 

子育て中の親が学習活動に参加できるよう、子どもを安心して預ける託児ボランテ

ィアを養成する。 

   期 日：講義：平成２４年６月１８日（月）・６月２５日（月） 

体験：平成２４年６月２８日（木）・７月１２日（木） 

   場 所：講義：南濃総合福祉会館ゆとりの森 

体験：海津総合福祉会館ひまわり、海津市保健センター 

   講 師：ＮＰＯ法人 くすくす  

       海津市市民福祉部健康課 

   受講者：２１名 

 

②災害ボランティアコーディネーター養成講座 

 東日本大震災の教訓をいかし、海津市で災害が起きた時に住民の方が主体となって

動くことができる災害ボランティアコーディネーターの養成を行い、災害救援ボラン

ティアのネットワーク化を図ることを目的とする。 

期 日：平成２４年１１月１１日（日）～平成２４年１１月２３日（金） 

   内 容：ボランティアと依頼者とのマッチングについて 

      災害ボランティア模擬訓練 

      海津市防災訓練に参加 

      講演「東日本大震災から学ぶもの」 

対象者：全日程が受講可能な方 

    受講者：３２名 

    修了者：１１名 

 

（４）ボランティアスクールの開催 
  夏休みを利用して、市内の小学４年生以上・中学生・高校生と教職員を対象にボラン

ティアスクールを開催し、ボランティアに関する体験学習等を行い、理解を深めた。 

① 手話・点字コース 

   期 日：平成２４年７月２６日（木） 

   場 所：南濃総合福祉会館ゆとりの森 

   講 師：森淳世氏 加々本佐知子氏 伊藤国男氏 

  参加者：３２名 

② 車いす・アイマスク・高齢者疑似体験コース 

   期 日：平成２４年８月２日（木） 

   場 所：海津総合福祉会館ひまわり 

   講 師：福祉教育サポーター（３名） 

  参加者：３２名   

③ 盲導犬見学・福祉講演(視覚障がい)コース 

   期 日：平成２４年８月２３日（木） 

   場 所：中部盲導犬協会 

  参加者：４２名 

④ 先生の福祉教育講座 

   期 日：平成２４年８月２８日（火） 

   対象者：福祉教育担当教職員（小・中・高校教諭） 

   講 師：岐阜県身体障害者福祉協会 小川剛矢 氏 

       視覚障害者生活情報センターぎふ 棚橋公郎 氏 

場 所：（施設体験） 

海津市はばたき  
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デイサービスセンター平田・南濃 

        身体障害者通所授産施設いちい荘  

        平田総合福祉会館（市障害児タイムケア事業） 

参加者：２０名 

 

（５）ボランティアリーダー研修の開催 
  期 日：平成２５年２月６日（水） 

  場 所：海津総合福祉会館ひまわり 

  テーマ：「笑って楽しいレクリエーション」 

  講 師：ＮＰＯ法人岐阜県レクリエーション協会 副会長 渡邉 丈展氏 

  参加者：５０名 

 

（６）ボランティア保険助成（一人２００円補助） 
  平成２４年度加入者１，９１７名 

 

（７）海津市ボランティア連絡協議会の支援 
  ボランティア同士のネットワーク強化（地域活性化）のために支援を行う。 

 

【ボランティア連絡協議会の活動内容】 

開催月 事業内容 場  所 

５月 総会 海津市文化センター 

７月 第１回団体代表者連絡会議 海津総合福祉会館ひまわり 

８月 わくわくボラＤＡＹ 海津総合福祉会館ひまわり 

９月 ボランティア交流会 海津市文化センター小ホール 

２月 第２回団体代表者連絡会議 海津総合福祉会館ひまわり 

  ※その他役員会を開催 

  ※各部会の開催。（施設、地域、食事、障がい者） 

 

（８）福祉協力校指定事業 
 福祉協力校活動支援 

小、中学校及び高等学校の児童、生徒を対象として、ボランティア活動や日常の身近

な福祉活動を進めるなかで、社会福祉への理解と関心を高め、社会奉仕や社会連帯の精

神を養うとともに、児童・生徒を通じて家庭や地域において、福祉の心を深めるような

教育の実践・研究を行うことを目的として実施した。 

市内１５校を福祉協力校に指定し、年度初めに、各学校の福祉教育担当教諭と合同打

合せ会議を開催し、各学校の福祉協力校事業の取組を再確認した。 

 

（９）福祉標語の設置 
  市内の小・中学校及び海津明誠高校の生徒に福祉標語の募集を行った。各学校から４

～５点優秀作品を提出頂き、社協理事で構成する選定委員会において、各学校の最優秀

作品１点を選出した。 

  優秀作品を市内１０ヶ所に掲示し、市民に福祉についてＰＲをした。最優秀作品を第

８回社会福祉大会の場で表彰する。 
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４．広報企画事業 
 

（１）社協だより「ぬくもり」の発行 
毎月 1 日に、前月に行われた行事の報告と、次月に行われる行事の募集や案内などを

掲載した。「ぬくもり」の題字をデイ利用者や住民からの応募で掲載している。 

 

（２）ホームページ作成・管理・運営・更新 
  アドレス  http://www.kaizu-wel.jp 

 

（３）第８回社会福祉大会の開催 
  社会福祉事業関係功労者に対する表彰・感謝を行うとともに記念講演を行った。 

  期 日：平成２４年１２月１日（土） 

  場 所：海津市文化センター 

  参加者：５５０名 

  表 彰：家族介護者        ２名 

      身体障がい者自立更生   ２名 

      社会福祉団体功労者    ４名 

      社会福祉施設優良職員   ２名 

      福祉標語の表彰     １５名 

  感謝状：社会福祉功労者      １名 

  活動発表：福祉協力校体験発表 

      ・東江小学校 「東江小 福祉の取り組み」 

      ・平田中学校 「平田中学校の福祉活動について」 

      地区社協の活動発表 

      ・海西地区社会福祉協議会「海西地区社協のあゆみ」 

  特別講演：「あなたに逢えてよかった」 

       書家・パーソナリティー 矢野 きよ実氏 

  その他：手話通訳者４名が式典からボランティアとして参加した。 

      海津明誠高校生徒５名が当日の会場・駐車場案内を行った。 

 

５．生きがい活動支援通所事業 
  ６０歳以上の方を対象に、南濃総合福祉会館ゆとりの森で趣味や創作活動や健康等８

講座を開講した。 

  講座名：太鼓教室（受講者数９名）、茶道・華道教室（受講者数１５名） 

毛筆講座（受講者数２８名）、太極拳講座（受講者数２３名） 

健康舞踊体操講座（受講者数１４名）、囲碁講座（受講者数１５名） 

銭太鼓教室（受講者数２４名）、男の料理教室講座（受講者数２０名） 

 

６．在宅福祉推進事業 
 

（１）在宅介護支援センター事業 
在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、ニーズに対応した各種保健福祉サービス

が総合的に受けられるよう行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等を図った。 

  相談場所：各総合福祉会館にて来所、訪問、電話相談に応じた。 

  相談件数：４，１３７件（海津 1,816 件、平田 1,573 件、南濃 748 件）  

 

http://www.kaizu-wel.jp/
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（２）家族介護用品支給事業 
介護保険で、要介護４・５のいずれかの認定を受けた方に１ヶ月あたり４，０００円

（自己負担１割）の紙オムツ券を支給した。 

  対象商品：紙おむつ（リハビリパンツ、尿取りパットを含む） 

       介護用使い捨て手袋 

       使い捨て清拭タオル 

 （平成２４年度実績） 

給付枚数      １，４４２枚 使用枚数      １，４０３枚  

給付金額  ５，７６８，０００円 使用金額  ５，５８５，９１０円  

 

 

 

（３）食事サービス 
ひとり暮らし高齢者（７０歳以上）、高齢者世帯（７５歳以上）の希望者へ、お弁当

を届けることにより、ふれあいや安否の確認を行った。 

  【利 用 者】 合計２７１名（海津７６名、平田４６名、南濃１４９名） 

  【配食回数】 延べ ５３回（海津１８回、平田１８回、南濃１７回） 

   ・ボランティア団体の協力により、調理・配食を行った。 

   ・海津明誠高校による配食が海津地区で年３回行った。 

・食中毒防止のため衛生講習会を開催した。（６月７日） 

 

（４）見守りメッセージ訪問事業 
  福祉推進委員がひとり暮らし高齢者(６５歳以上)、高齢者世帯(７５歳以上)の希望者

へ、７月、８月、９月にメッセージ、お茶、返信用はがきを届け、安否確認を行う。 

  【配布対象者数】 合計２，８６４名（海津 867名、平田 504名、南濃 1,493名） 

  対象者からの返信が２０３通届いており、好評を得ている。 

 

７．共同募金事業 
 

（１）一般配分事業 
①ひとり暮らし高齢者のつどい 

   【日帰り温泉】 

    市内全体の７０歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、日帰り温泉旅行を行った。

舞台での芝居や温泉、昼食を楽しんだ。 

   期 日：平成２４年１１月２日（金） 

   場 所：ユーユーカイカン（三重県四日市市） 

   参加者：１５１名 

   【会食会】 

    ○お元気です会（平田地区） 

     期 日：平成２４年１１月２０日（火） 

     場 所：平田総合福祉会館 

     参加者：２８名 

      平田地区のひとり暮らし高齢者を対象にやすらぎ会館にて今尾こども園の園

児との交流と海津市レクリエーション協会によるレクを楽しんだ。昼食はボラ

ンティア団体ゆう・優の協力による手作り弁当を提供した。 

    ○お達者です会（海津地区） 

     期 日：平成２５年２月２７日（水） 
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     場 所：海津温泉 

     参加者：４１名 

      海津地区のひとり暮らし高齢者を対象に海津温泉にて高須認定こども園の園

児との交流や民生児童委員さんらによる寸劇を楽しんだ。 

    ○あんしんネットワーク（南濃地区） 

     期 日：平成２５年３月１３日（水） 

     場 所：南濃総合福祉会館 

     参加者：８５名 

 南濃地区のひとり暮らし高齢者を対象にゆとりの森にて落語家の経大亭勝笑

さんや下多度保育園の園児らとの交流を楽しんだ。昼食は南濃赤十字奉仕団の

協力で提供した。 

 

②ふれあい一日里親事業 

   ひとり親家庭を対象に、夏休みの思い出づくりとして楽しい一日を過ごしていただ

いた。 

期 日：平成２４年８月１９日（日） 

場 所：南知多ビーチランド・おもちゃ王国 

参加者：８９名（中学生以下５２名、保護者３７名） 

高校生以上は自己負担１，０００円 

 

③視覚障がい者のつどい 

   視覚障がい者で身体障害者手帳１～３級を所持している方を対象に、日帰り旅行を

行った。視覚障がい者の見聞を広め、交流の機会を提供した。 

   期 日：平成２４年９月２８日（金） 

   場 所：滋賀県琵琶湖周辺 

   参加者：２２名（付添ボランティアを含む） 

 

  ④障がい者ふれあいコンサート 

   音楽を通じて障がい者やボランティアが交流を楽しんだ。後援として、運営に協力

した。 

   期 日：平成２４年１１月２５日（日） 

   場 所：海津市文化会館 

 

（２）歳末たすけあい配分事業 
  ①心身障がい児者クリスマス会 

   市内の心身障がい児者を対象に海津文化センターにて開催した。海津市レクリエー

ション協会によるレクリエーションや「ミナモ」とミナモダンスを踊り、海津特別支

援学校の先生による歌と踊りのアトラクションで楽しんだ。 

   期 日：平成２４年１２月９日（日） 

   場 所：海津市文化センター 

   参加者：１３２名 

 

  ②歳末ふれあいいきいきサロン支援事業 

   歳末のふれあいいきいきサロン活動に補助金を交付した。 

    参加者数２９人以下（10,000円）・・・２１か所 

    参加者数３０人以上（15,000円）・・・１９か所 
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８．まつぼっくり園・ささゆり園運営事業 
 

（１）障害児通園訓練施設まつぼっくり園の運営（通園児１７名） 
  ０歳～６歳までの乳幼児を対象に、療育指導・発達相談を行った。 

  療育支援 【感覚統合訓練、構音訓練、学習会、個別懇談会、他機関との連携】 

 

  発達相談 【発達検査、構音検査、家庭での関わり方指導】 

 

  ①春の遠足 

   期 日：平成２４年５月１２日（土） 

   場 所：木曽川祖父江緑地公園 

   参加者：３２名（子ども１６名 大人１６名） 

 

②秋のバス遠足 

   期 日：平成２４年９月８日（土） 

   場 所：名古屋港水族館 

   参加者：３５名（子ども１８名 大人１７名） 

 

  ③保護者学習会 

   期 日：平成２４年１０月１９日（金） 

   講 師：西濃圏域発達支援センター 専門相談員 中野たみこ 先生 

   場 所：海津総合福祉会館 ひまわり 

   参加者：保護者８名 

 

  ④お楽しみ交流会 

   期 日：平成２５年３月９日（土） 

   場 所：海津総合福祉会館 ひまわり 

   参加者：５２名（子ども２８名 大人２４名） 

 

（２）障害児通園訓練施設ささゆり園の運営（通園児１７名） 
  ０歳～６歳までの乳幼児を対象に、療育指導・発達相談を行った。 

  療育支援 【感覚統合訓練、構音訓練、学習会、個別懇談会、他機関との連携】 

 

  発達相談 【発達検査、構音検査、家庭での関わり方指導】 

 

  ①春の遠足  

   期 日：平成２４年５月１３日（日） 

   場 所：木曽川祖父江緑地公園 

   参加者：２８名（子ども１４名 大人１４名） 

 

  ②秋のバス遠足 

   期 日：平成２４年９月９日（日） 

   場 所：愛知県児童総合センター 

   参加者：３３名（子ども２０名 大人１３名） 

 

  ③保護者学習会 

   期 日：平成２４年１１月２１日（水） 

   講 師：西濃圏域発達支援センター 専門相談員 中野たみこ 先生 
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   場 所：海津市文化会館２階 和室 

   参加者：保護者７名 

 

  ④お楽しみ交流会 

   期 日：平成２５年３月１０日（日） 

   場 所：海津市文化会館 

   参加者：３２名（子ども１９名 大人１３名） 

９．地域支援事業 
 

（１）地域支援事業（介護予防普及啓発事業） 
 ①海津市介護予防教室  「ＰＰＫ☆」 

 身体全体の筋力・バランスを維持できるよう、高齢者向けの有酸素運動を行った。 

   対象者：６５歳以上一般高齢者 

 

○発汗コース 

音楽に合わせ体を動かしたり、ボールを利用した運動を実施した。 

開催期間 回数 参加人数 開催場所 

５月～７月 全１２回 ３７名 海津総合福祉会館ひまわり 

１１月～１月 全１２回 ４２名 南濃総合福祉会館ゆとりの森 

 

○心身コース 

  ヨガやフットセラピーを取り入れたゆるやかな全身運動を実施した。 

開催期間 回数 参加人数 開催場所 

８月～１０月 全１２回 ４０名 平田総合福祉会館やすらぎ会館 

 

○普及啓発コース 

  ふれあいいきいきサロンへ出張し、身近な拠点で介護予防教室の体験教室及び普及啓

発を実施した。 

開催期間 地区 延べ参加人数 開催場所 

随 時 ３１地区 ６２９名 各サロン開催場所（集会所、公民館等） 

 

（２）地域支援事業（任意事業） 
 海津市家族介護者交流事業 

①「家族介護教室」 

  介護方法や介護予防、介護者の健康づくりなどについての教室を開催した。 

 各種福祉関連製品の展示見学、介護技術の体験学習、介護保険制度、施策の勉強会等 

 対 象：海津市在住で、在宅で要介護者等の介護にあたっている家族の方 

開催日 参加人数 開催場所：事業内容 

平成２４年５月１０日（木） ２８名 平田 やすらぎ会館 

食事介助・食事用具の紹介 

平成２４年７月２５日（水） ３０名 南濃 ゆとりの森 

心と身体のリラクゼーション 

 ～フラの魅力で癒し効果を～ 
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平成２５年１月２５日（金） ３４名 海津 ひまわり 

身体に負担の尐ない移乗介助 

 

 ②「介護者サロン」 

 食事をとりながら、介護に関する情報交換、介護相談、介護者交流会を開催、リラッ

クスレクリエーションで心身のリフレッシュを図っていただいた。 

   対 象：海津市在住で、在宅で要介護者等の介護にあたっている家族の方 

 

 「介護者ティーサロン」 

 毎月 1回、申込不要・出入り自由の気軽にこれる介護者の喫茶店を開催した。 

  参加者：のべ１３５名 

 

③「介護者リフレッシュ旅行」（日帰り・一泊旅行） 

  毎日続く介護から、ほんのひととき離れのんびりすることで、疲れを癒し、明日への

よりよい介護につないでいただくことを目的に日帰り旅行・宿泊旅行を開催し、介護相

談・介護情報交換・介護者交流会を開催した。 

  

  ◎一泊旅行 

   日 程：平成２４年９月２６日（水）～２７日（木） 

   行き先：岐阜県下呂温泉 

   内 容：介護者交流・情報交換・介護相談・グループワーク 

参加人数：１７名 

 

  ◎日帰り旅行 

   日 程：平成２４年１０月２４日（水） 

   行き先：知多半島師崎 

   内 容：介護者交流・情報交換・介護相談・グループワーク 

   参加人数：３５名 

 

１０．居宅介護支援事業 
 

（１）指定居宅介護支援事業所として介護支援専門員６名を配置し、ケアプランの作成、

要介護認定の申請代行、相談業務を実施した。 

ケアプラン総数    １，７７０件（前年度２，０４１件） 

月平均          １４８件（前年度  １７０件） 

 

（２）訪問調査の受託 

行政からの委託を受けて認定調査を行った。 

受託市町村   海津市  

訪問調査件数 （市内）  ２２４件（前年度２６５件） 

 

（３）申請代行 

要介護認定の申請を家族に代わり行った。 

申請代行件数       １５３件（前年度１８７件） 

 

（４）意見書作成 

住宅改修、福祉用具購入の申請・意見書を作成した。 

意見書作成（住宅改修   １１件）（前年度２０件） 



 24 

（福祉用具購入 １８件）（前年度１６件） 

 

（５）在宅・施設サービスなど介護保険に関することや、福祉サービスなどの相談業務

を行った。 

相談件数（時間内） １３，６９１件 （前年度１５，７８４件） 

相談件数（時間外）   １０３件  

 

 （６）介護予防プラン作成の受託 

   地域包括支援センターからの受託を受けて介護予防プラン作成を行った。 

    受託市町村 海津市 

    予防プラン数（市内）  ３４件（２４年度から開始） 

 

１１．訪問介護事業 
 

（１）訪問介護（介護保険介護認定の介護度が、介護１～介護５の方が対象） 

（イ）身体介護（排泄、食事介護、清拭、入浴介護、移動、外出介助等） 

  （ロ）生活援助（掃除、洗濯、調理、買い物等） 

      月平均利用者数   １６人（前年度   １８人）  

延べ訪問回数 ３，８３９回（前年度５，０５５回） 

  

（２）介護予防訪問介護（介護保険介護認定の介護度が、要支援Ⅰ・Ⅱの方が対象） 

生活援助（掃除、洗濯、調理等を一緒に行い予防を図った。） 

      月平均利用者数  ８人（前年度  ７人） 

延べ訪問回数 ５６４回（前年度５１９回） 

  

（３）居宅介護（障害者自立支援法に基づく障がい者を対象） 

   入浴・排泄・食事等の介護・調理・選択・掃除等の家事 

      月平均利用者数  ２人（前年度  ２人）  

延べ訪問回数 ３６１回（前年度３３５回） 

 

（４）移動支援（地域生活支援事業基づく海津市受託事業、視覚障がい者対象） 

   外出時における移動中の介護 

月平均訪問件数 ０人（前年度０人）  

延べ訪問回数  １回（前年度０回） 

 

（５）その他 

   ・２級ヘルパー養成研修同行訪問（海津明誠高校・海津市社協） 

   ・定例検討会を開催した。     

 

１２．デイサービスセンター運営事業 
 

（１）デイサービスセンター南濃Ｂ（登録利用者数３７名） 

デイサービスセンター南濃Ｅ（登録利用者数３名） 
要介護状態の心身の特性を踏まえて、その利用者の有する能力に応じ自立した日常生

活を営む事が出来るように介助を行った。 
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また、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持を図るために、リハビリ等の

機能訓練やカラオケ、貼り絵等の創作活動、買い物や公園へのレクリエーション等の必

要な援助を行った。 

 ○営業日数 

   B型  ３０７日（前年度 ２５４日） 

   E型  ２５６日（前年度 ２５４日） 

 

  ○利用者人数 

   B型  月平均利用者   ３３１名【日１３名】（前年度３３６名【日１５名】） 

延べ利用者数 ３，９７９名      （前年度４，０３３名） 

   E型  月平均利用者    １６名【日 0.8名】（前年度 ５２名【日 2.5名】） 

延べ利用者数   １９２名      （前年度  ６３５名） 

 

○各種行事関連 

５月 落語会 ６月 尾張屋 喫茶会 

映画会 

７月 落語会 

七夕会 

８月 映画会 

盆踊り 

９月 オークワ買い物レク 

落語会 

１０月 お千代保稲荷散策会 

映画会 

１１月 落語会 １２月 映画会 

クリスマス会 

１月 落語会 

節分会 

２月 節分会 

３月 ひなまつり会 

落語会 

 

 

○訪問会 

４月２３日 石山保育園４４名 ５月１５日 石津認定こども園３０名 

６月１３日 山崎保育園２５名 ７月１２日 駒野保育園１８名 

８月 ６日 庭田保育園１６名 ９月 ３日 下多度保育園１３名 

１０月２３日 城山小学校訪問会 １０月２５日 石津認定こども園２５名 

１１月 ２日 城山小学校訪問会 １１月 ７日 石山保育園３２名 

１１月２７日 城山小学校訪問 １２月 ４日 城山小学校訪問 

１２月 ６日 山﨑保育園１６名 １月１１日 駒野保育園２４名 

２月１２日 石津小学校訪問会 ２月１４日 高須小学校訪問会 

２月１５日 高須小学校訪問会 ２月１９日 石津小学校訪問会 

２月２０日 石津小学校訪問会 ２月２８日 庭田保育園１３名 

 

○ボランティア関連  

南濃一座・按摩ボランティア（個人）・傾聴ボランティア 

ギター演奏ボランティア・ハンドベル演奏ボランティア 
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○実習関連 

  ・ヘルパー実習受け入れ   【海津明誠高等学校 ９名】 

  ・海津市中学生職場体験   【城山中学校    ３名】 

                【日新中学校    １名】 

   

（２）デイサービスセンター平田 （登録利用者数３０名） 
利用者の心身の状態に応じ、可能な限り在宅にて自立した日常生活を送れるよう

に、入浴サービスや食事サービス・外出レクリエーションなどの機会を提供した。 

また、本人の社会的孤立感の解消や心身機能の維持、介護者の心身の負担の軽減を

図るように努めた。 

 ○営業日数 

   ２５６日（前年度２５４日） 

  

○利用者人数 

   月平均利用者   ２２９名【日１１名】（前年度２５０名【日１２名】） 

延べ利用者数 ２，７４５名      （前年度３，００２名） 

 

  ○各種行事関連 

４月 お抹茶会 ５月 四つ葉会 三味線コンサート 

６月 今尾小学校交流会 

 

７月 七夕会 

四ツ葉会 三味線コンサート 

外出レクリエーション 

（バロー羽島店） 

８月 ビーズ講習会 ９月 四つ葉会 三味線コンサート 

１０月 お茶会 １１月 四つ葉会 三味線コンサート 

１２月 クリスマス会 １月 書初め会 

２月 節分会 ３月 ひな祭り会 

落語会 
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１３．海津市はばたき運営事業 
障害福祉サービス事業所 海津市はばたきの運営・管理 

 

（１）生活介護事業 
  主に日常生活の自立を目的として、健康活動や生産活動、創作活動の機会を提供し身

体機能や生活能力の維持向上を目指し支援を行った。 

 

【開所日数】 

 ・２６８日 

 

【利用者の状況】 

 ・利用者 １４名（３月３１日現在） 

・男性 ９名  、女性 ５名 

・延べ利用者数  ３，４６０人 

・利用率  ８６％ 

 

【支援内容】 

① 日常生活能力の維持向上のための支援 

・基本的生活習慣（手洗い、うがい、歯磨き、衣服の着脱、食事、排泄、移動等）に

ついて一人ひとり目標を持って支援を行った。 

・社会的生活活動（掃除、食事の準備、身だしなみ、衣類の管理等）について日常活

動を通して支援を行った。 

② 身体等の介護 

    ・食事、排泄、衣類の着脱等の必要な支援を行った。 

③ 心身の健康維持向上のための支援 

・職員に嘱託医、看護職員が加わり、健康管理や健康チェック等の支援を行った。 

・健康活動として散歩や運動を取り入れ体力の維持向上に努めた。 

④ 生産活動等 

  ・ニーズ、能力に応じた受託作業を提供し、工賃を支払った。 

⑤ 創作活動、レクリエーション等 

・ニーズに応じた創作活動（絵画、貼り絵、カレンダー等）を行った。 

・レクリエーションは、利用者が笑顔で参加できる楽しい時間を提供した。 

⑥ 生活相談、訪問支援 

・一人ひとりの状態の変化や支援内容について利用者や保護者との連携を大切にして支

援を行った。 

 

（２）就労継続支援Ｂ型事業 
 地域における社会的自立を目指し、働くことのできる場を提供することで、働くことの

大切さを身につける支援を行った。 

 

【開所日数】 

 ・２４６日 

 

【利用者の状況】 

 ・利用者 ６名（３月３１日現在） 

 ・男性 ２名  、女性 ４名 

 ・延べ利用者数  １，０６５人 

 ・利用率  ７２％ 
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【支援内容】 

① 生産活動 

・生産活動を通して集中力や責任感を高める支援を行った。 

・作業従事を通して、働くことの意義や自信を習得する支援を行った。 

・能力に応じた受託作業を提供し、工賃を支払った。 

② 就労意識向上のための支援 

    ・職場見学や体験を通じて、就労意欲の向上に努めた。 

③ 心身の健康維持向上のための支援 

・健康活動として散歩や運動を取り入れ体力の維持向上に努めた。 

④ レクリエーション、余暇活動支援 

・レクリエーションは、利用者が笑顔で参加できる楽しい時間を提供した。 

・余暇の過ごし方を体験し、日常生活が活き活きするよう支援した。 

⑤ 生活相談、訪問支援 

・一人ひとりの状態の変化や支援内容について利用者や保護者との連携を大切にして支

援を行った。 

  

〈受託作業内容〉 

ジョイトーカイ 美容院のタオル・バスタオルをたたむ作業 

ＦＤＫエコテック コンピューターのコネクタ・ＣＤ・ＦＤを分解する作業 

パロマ イグナイターのコード付け 

Ｋ－ＳＴＥＰ 靴用の乾燥剤を袋に入れる作業 

(株)愛彰 箸を袴に入れる作業 

森紙業 箱の組み立て等 

日本コパック ハンガーのラベルはがし 

サンフレッシュ 海津 トマト栽培用のひもを巻く作業 

 

〈その他〉 

 ◎事業説明会                   （４月１０日） 

 ◎はばたき夏祭り          （７月２１日） 

 ◎社会体験             （小グループ、１人１回） 

 ◎お楽しみ会            （１２月１４日） 

 ◎成人を祝う新年会         （１月１８日） 

◎ミュージックセラピー              （毎月第２水曜日午前） 

 ◎クラブ                      （毎月第４水曜日午後） 

 ◎健康管理             （毎月第３火曜日午後） 

 ◎保護者体験                     （希望保護者） 

  ◎懇談                           （希望者） 

  ◎ボランティア受入                （随時） 

  ◎特別支援学校の現場実習受入       （６月・１０月） 

  ◎施設見学者受入                    （随時） 


