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◎地域福祉推進部門 

１ 地域福祉推進事業 

 （１）各種相談事業 

     心配ごと相談所の開設 

相談種類 開所回数 実 績 

一般相談 １２回 ８件 

弁護士相談 ２０回 １１６件 

司法書士相談 ８回 ３０件 

 

 （２）ボランティアセンター事業 

     ＊専任職員を置き、コーディネートや活動相談に力を入れた。 

     ボランティア相談件数２２件、企業活動相談件数３件、コーディネート件数１９件 

     ・スマイルフェスタ（６月２１日、２２日実施） 

     ・あんしん電話          ５１回  延べ人数      ５２８名 

     ・災害ボランティアコーディネーター定例会   ４回  延べ人数       ３７名 

     ・はじめてのボランティア体験   ７団体  延べ参加者数     １０名 

     ・ボランティアのつどい（１２月７日実施）  参加者数       ４３名 

     ・市民活動・ボランティア講演会（２月８日実施） 

     ・ボランティアセンターだよりの発行（９月、２月） 

     ・ボランティア登録数   １，３７９名 

 

 （３）共同募金事業 

     平成２６年度 募金総額 ６，００７，６５８円 

     平成２５年度（平成２６年度充当） 配分交付決定額 ４，６１２，２０４円 

事業区分 事業数 主な事業 

老人福祉活動 ２事業 お出かけツアー事業、あんしん電話事業 

障害児・者福祉活動 ３事業 生活交流会事業、障がい児（者）支援事業等 

児童・青少年福祉活動 ２事業 子育てボランティア支援事業等 

母子・父子福祉活動 １事業 ひとり親家庭支援事業 

福祉育成援助活動 ５事業 
歳末ふれあい事業、住民たすけあい推進事業 

共同募金啓発事業、在宅介護者支援事業等 

ボランティア活動育成 ９事業 手話、朗読、見守り等ボランティア支援事業 

 

 （４）歳末ふれあい事業【共同募金配分金事業】 

対象者 実 績 

７５歳以上の独居高齢者 ４６８名  

小中学校を平成２７年３月に卒業されるひとり親世帯の児童・生徒 ２０名  

身体障害者手帳１・２級保持者 １７８名  

療育手帳保持者 １０７名  
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対象者 実 績 

精神保健福祉手帳保持者 ２３名  

生活保護世帯 ５３名  

 

 （５）地域福利権利擁護事業 

     利用者（契約者）   ２８名     延べ相談支援件数  １，０２３件 

 

 （６）おむつ給付事業（３月現在） 

     給付対象者  １１３名     年間給付件数  １，４８９件 

 

 （７）緊急通報装置設置事業（３月現在） 

業 者 件 数 

安全センター １５件 

ＮＴＴ（あんしんＳ） ２４件 

 

 （８）寝具洗濯サービス事業（３月現在） 

     登録者数     ６名     延べ利用件数  ９件 

 

 （９）訪問理容サービス事業（３月現在） 

     登録者数    １３名     延べ利用件数  ５件 

 

 （10）敬老事業（委託事業） 

     実施地区   ７２地区   助成人数   ６，３４２名 

     祝品贈呈   喜寿  ３８３名    米寿  ２５６名 

 

 （11）福祉サービス利用審査会 

     新規サービス申請者の利用決定における審査会  １２回開催 審査件数 ６１件 

 

 （12）日本赤十字社社資増強運動 

     平成２６年度 総額    ５，３８４，３００円 

 

 （13）社協会費募集実績総額   ６，０７０，０００円 

     （内訳） 

     個人会員           １０，２８１世帯 

     賛助会員（個人）          ２８０名 

     賛助会員（法人）           ９３事業所 

 

 （14）ふれあい弁当配布事業（３月現在） 

     登録者数  ２５４名  実施回数  ７１回  延べ配布件数 ３，８２７件 
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 （15）外出支援・移送サービス事業 

     登録者数  ２９名   延べ利用回数 ３６回 

 

 （16）福祉用具貸与事業 

物 品 延べ貸与件数 

車イス １９６件  

電動ベッド １件  

スロープ ７件  

      ※電動ベッドについては、平成２７年１月１日付でサービス廃止 

 

 （17）独居老人ほのぼの交流会事業 

     実施回数  １２回     延べ参加人数 ２４８名 

 

 （18）ふれあいサロン事業 

     実施回数  ６２１回   延べ参加人数  ２５，１６５名 

      北勢：２２６回 ６，９６９名 員弁：１０３回 ３，９３２名 

      大安：１７１回 ９，７９６名 藤原：１２１回 ４，４６８名 

 

 （19）ふれあいマップ 

     ふれあいサロン訪問地区１０３地区 内マップ提出数 ６６地区 情報提供５７１件 

 

 （20）福祉教育推進事業 

     ワークショップ、車イス体験、高齢者疑似体験、アイマスク体験等 

     福祉協力校の指定：市内小学校１５校、中学校４校、高校１校 

 

 （21）生活福祉資金（県社協委託事業） 

     福祉資金 ５件、教育支援資金 ５件 

     緊急小口資金 ２４件 

     総合支援資金 １８件、臨時特例つなぎ資金 １件 

     （いなべ市社協） 

     ・小口生活資金貸付 １５件   

     ・緊急食糧給付   １３件  ・緊急支援資金貸付 ０件 

 

 （22）市民感謝祭への参加（１０月１８日） 

     ・共同募金コーナー、缶バッジ募金、イベント募金（餅つき）、 

団体活動紹介、クイズ（地域福祉課） 

     ・フェルト生地を使った鉢花づくりと、しばざくらの挿し木（地域支援） 

     ・たませんの販売（ケアプランセンター、介護支援課） 

     ・石けん、こけ玉、はがき、手芸品販売（障がい支援課） 

     ・輪投げ、ボール入れ、金魚すくい（こども支援課） 
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 （23）障がい者スポーツ交流会の開催（９月２７日） 

     北勢市民会館さくらホールで実施    参加者数 ２２８名 

     ・風船割り、玉入れ、パン食い競争など 

 

 （24）共同募金配分金事業（市内全域） 

     障がい者（児）生活交流会（療育） 

     ・青川峡キャンピングパーク     参加者数 １５名 

     ・アクア・トトぎふ         参加者数 ２１名 

     障がい者（児）生活交流会（精神） 

     ・青川峡キャンピングパーク     参加者数 １９名 

     ひとり親家庭支援事業 

     ・ユニバーサルスタジオジャパン   参加者数 １５名 

     独居高齢者等お出かけツアー事業 

     ・なばなの里            参加者数 ５２名 

 

 （25）乳酸菌飲料給付事業（北勢支所） 

     延べ回数 ３回  延べ配布者数 ２４０名 

 

 （26）法人後見事業 

     法人後見委員会 年４回実施 

     受任件数 １件 

 

 （27）障がい者等生活訓練事業（受託事業） 

     訓練対象者 前期４名 後期４名 

     延べ訓練日数  １５５日   延べ訓練者数  ２３５名 

     訓練内容（回数） 買い物調理（１７１回）、掃除（５６回）、洗濯（３９回）、 

              公共交通機関利用（１７回）、裁縫（３２回）、宿泊（７回） 

     障がい者就労支援事業（アビレコ事業） 

     支援対象者   ６名   延べ支援回数  ８２回   延べ対象者 ８２名 

     職場実習場  マックスバリュ北勢店他６社 

 

２ 各種団体事務局業務 

 （１）民生委員児童委員協議会連合会 

 事 業 内 容 

いなべ市 
役員会、部会・委員会、総会、全体研修、役員研修、各部会委員会研修、

県民協及び県社協主催研修への参加、「早ね早おき朝ごはん」啓発活動 

北勢地区 

定例会、部会、視察研修、障がい者生活交流会、ふれあい弁当配布、乳

酸菌飲料配布、夏季友愛訪問、高齢者施設への協力、社協作業所事業へ

の協力 

員弁地区 
定例会、部会、視察研修、ふれあい弁当づくり・配布、夏季友愛訪問、

登校時の見守り支援、あいさつ運動、社協作業所事業への協力 
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 事 業 内 容 

大安地区 

定例会、部会、視察研修、ふれあい弁当配布、夏季友愛訪問、「早ね早

おき朝ごはん」啓発活動、紙芝居「いかのおすし」防犯啓発活動、障害

者活動支援センター事業への協力 

藤原地区 
定例会、部会、視察研修、夏季友愛訪問、ふじわら保育所園児との交流

会、社協作業所事業への協力、高齢者施設交流事業 

 

 （２）老人クラブ連合会 

 事 業 内 容 

いなべ市 
役員会、役員研修、県老連主催研修会議への参加、老人趣味の作品展、

老人福祉大会、ゲートボール大会 

北勢地区 
役員会、定期大会、女性代表者会、視察研修、生き生き作品展、グラウ

ンドゴルフ大会、ゲートボール大会、友愛訪問、保育園児との交流会 

員弁地区 

理事会、文化教養、体育推進、友愛事業各部会、視察研修、友愛訪問、

ふれあい敬老会、健康づくりお達しゃフェア、ゲートボール大会、グラ

ウンドゴルフ大会、いきいき健康講演会、シルバーガーデンの運営 

大安地区 
理事会、会長会、女性代表生産活動、視察研修、ふれ愛生き意気講演会、 

囲碁・将棋大会、ゲートボール大会、友愛訪問 

藤原地区 
役員会、視察研修、カラオケ大会、囲碁大会、ゲートボール大会、パー

クゴルフ大会、友愛訪問、健康づくり講演会 

 

 （３）身体障害者福祉会 

 事 業 内 容 

いなべ市 
役員会、総会、県身連会議・行事への参加、社会見学、会員交流会、広

報発行２回 

大安地区 役員会、花見の集い、座談会 

 

 （４）母子寡婦福祉会 

 事 業 内 容 

いなべ市 役員会、一人親家庭支援事業、会員交流会 

員弁地区 役員会、会員親睦旅行、クリスマス会 

大安地区 役員会、会員交流旅行、会員交流会 

藤原地区 理事会、追悼法要、会員交流会、母子支援事業 

 

◎地域支援事業 

１ 青空デイサービス事業（委託事業） 

   登録者数 １４２名（３月現在）  延べ利用者数 ２，０２１名 

２ はつらつ教室（委託事業） 

   外出促進・もの忘れ予防プログラム 
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    （北勢）火曜 登録者数 ２８名  延べ利用者数 ４４１名 

    （員弁）木曜 登録者数 １５名  延べ利用者数 １６３名 

    （大安）火曜 登録者数 ３３名  延べ利用者数 ３６９名 

    （藤原）水曜 登録者数 １４名  延べ利用者数 ２１０名 

     ※登録者数は年間の合計数 

   園児交流会の開催 

     北勢  ２回 

     員弁  ８回 

     大安 １０回 

     藤原  ２回 

 

３ ハッスル教室（委託事業） 

   脳を活性化するコース 

    登録者数 １３名  延べ利用者数 ２１７名 

   足腰を鍛えるコース 

    登録者数 ２９名  延べ利用者数 ３８０名 

     ※登録者数は年間の合計 

 

４ はつらつ教室合同ＯＢ会 

   平成２６年 ６月 阿下喜温泉  参加者 １３６名 

   平成２６年１０月 阿下喜温泉  参加者 １０７名 

 

５ おたっしゃ訪問活動 １，１４０名（内基本チェックリスト提出者 ４８５名） 

 

６ 四季の家開催 

   四季の家ふじわら 平成２３年 ６月２１日開所 

    開催数 ２３回 延べ参加者数 ５９３名 

   四季の家いなべ  平成２４年１１月１３日開所 

    開催数 ２２回 延べ参加者数 ５３３名 

   四季の家だいあん 平成２５年 ２月 ４日開所 

    開催数 ２０回 延べ参加者数 ４４０名 

   四季の家ほくせい 平成２５年 ７月１１日開所 

    開催数 ２４回 延べ参加者数 ６３０名 

 

   四季の家スタッフ定例会  実施回数 ５回 

   四季の家代表者会     実施回数 ６回 

   四季の家スタッフ養成講座 実施回数 ３回  延べ人数 ５８名 

   四季の家“スタッフステップアップ”講座 実施回数 １回  参加者数 ３０名 

 

７ 平成２６年度生活・介護支援サポーター養成講座 

   全６回（内公開講座２回） 参加者数：実人数８０名  延べ人数 ４４４名 
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   生活・介護支援サポーター定例会 実施回数 １回 参加者数 ４８名 

 

◎いなべ市地域包括支援センター事業 

１ 包括的支援事業 

 （１）総合相談支援事業・権利擁護事業 

     延べ相談件数  ３，８７７件 

     高齢者虐待通報件数  ３５件 

     民生児童委員からの相談及び連絡調整件数  ３３５件 

     民生児童委員協議会定例会参加回数  ４７回（４地域） 

     民生児童委員研修会開催数  ２０回（４地域） 

     お助け箱の設置者件数  １，４０３件（平成２７年３月末現在） 

 

 （２）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

     研修会等の開催回数  ４回  延べ参加者数  １２８名 

     桑員支部介護支援専門員研修委託回数  ４回  延べ参加者数  ６４名 

     関係機関への訪問、連携会議等の開催・参加回数  ５０回 

     地域ケア（ケース検討）会議開催回数  ３０回 

     ケアマネジメント支援会議  ２回 

     ケアマネジャーの後方支援（相談支援）件数  ４６９件 

     ケアマネ（メール）通信の発信回数  １１回 

 

 （３）介護予防ケアマネジメント事業 

     介護予防事業 

      二次予防事業対象者把握延べ件数  ９２件 

      二次予防事業対象者ケアマネジメント延べ件数  ８５０件 

      通所型介護予防事業（はつらつ教室・ハッスル教室） 

                ケアマネジメント実件数  １３０件 

      通所型介護予防事業（はつらつ教室・ハッスル教室）検討会開催回数  ４５回 

                ※情報交換会、評価会、介護予防個別ケア会議を含む 

     指定介護予防支援事業 

      介護予防支援契約者件数  １６９件（平成２７年３月末現在） 

      介護予防プラン作成実件数 ２４２件（委託を含み給付管理をしたもの） 

      延べ給付管理件数  ２，００３件 

 

２ 任意事業 

 （１）高齢者見守りネットワーク事業 

     通報件数  ３６件 

     徘徊ＳＯＳネットワーク事業協力団体届出件数  ２９８件（平成２７年３月末現在） 

     徘徊ＳＯＳネットワーク事業事前登録申請者件数  ４８件（平成２７年３月末現在） 
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 （２）家族介護支援事業 

     介護者教室・集いの実施回数  ５回  延べ参加者数  ９２名 

     在宅介護者家族の会「だいふくの会」の後方支援 

 

 （３）介護予防等普及啓発事業 

     出前講座の実施（認知症サポーター養成講座含む）回数  ７５回 

                     延べ参加者数  ２，７１４名 

     社協だよりにて地域における高齢者関連活動紹介の掲載回数 ６回 

 

◎介護保険事業部門 

【居宅介護支援事業】 １ヶ所（員弁）  ※契約者数は平成２７年３月現在の数 

１ ケアプラン（居宅サービス計画書）の作成 

 （１）特定事業所加算（Ⅱ）取得事業所 

     ※この加算取得のためには各種要件が付されており、法令順守に基づいた運営に 

努めています。 

 

 （２）平成２６年度ケアプラン年間作成件数    ４，５４５件 

               契約件数        ３９５件 

               ケアマネジャー職員数   １４名 

 

２ 平成２６年度 資質向上のため研修会開催・参加履歴について 

 （１）週１回の業務会議開催  ５１回（毎週水曜定期開催） 

 （２）県主催研修参加 

    ①介護支援専門員資質向上研修 専門研修Ⅱ 

    ②予防支援関連研修 

    ③医療連携研修 

 （３）いなべ市地域包括支援センター主催及び医師会研修会等 

 （４）外部民間企業・病院等主催研修 

 （５）三重県介護支援専門員協会桑員支部主催研修（いなべ市委託研修含む） 

 （６）障害者相談支援従事者初任者研修 

 （７）事業所内 部門別研修 

 

３ 総合相談の受付・福祉サービス調整業務（電話・来所等） 

   平成２６年度 実績  １０７件 

 

４ 地域包括支援センターから予防プラン作成の受託 

   平成２６年度予防ケアプラン年間作成件数  ５２７件 

              契約件数       ３４件 
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【訪問介護事業】 １ヶ所（大安）  ※契約者数は平成２７年３月現在の数 

１ 介護保険訪問介護 

   （介  護） 契約者数  ９５名 延べ件数  １３，１８７件 

   （介護予防） 契約者数  １８名 延べ件数   １，３９５件 

 

２ 福祉有償運送事業 

 登録者数 延べ件数 

身体障害者 ７名 ２７２件 

要介護認定者 ８１名 １，１４９件 

要支援認定者 ８名 ５１２件 

精神障害者 ２名 ２４件 

知的障害者 １名 ３１件 

 

  ＜地区別会員数＞ 

北勢 ２６名 

員弁 １９名 

大安 ４２名 

藤原 １２名 

 

３ いなべ市ホームヘルプ事業（委託事業）  契約者数  ０名  延べ件数  ０件 

 

【通所介護事業】 ２ヶ所（大安、藤原）  ※契約者数は平成２７年３月現在の数 

事 業 所 事業 定員 契約者数 介護度別 延べ利用者数 

大安デイ 

介護 ４５名 ６４名 

要介護１ １８名 

要介護２ １７名 

要介護３ １１名 

要介護４  ８名 

要介護５ １０名 

７，９９８名  

予防 ４５名 １０名 
要支援１  ３名 

要支援２  ７名 
７４８名  

ふじわらデイ 

介護 ３０名 ４６名 

要介護１ １６名 

要介護２ １４名 

要介護３  ７名 

要介護４  ６名 

要介護５  ３名 

５，０９５名  

予防 ３０名 ５名 
要支援１  ２名 

要支援２  ３名 
４２３名  
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【認知症対応型通所介護事業】 １ヶ所（大安）  ※契約者数は平成２７年３月現在の数 

事 業 所 事業 定員 契約者数 介護度別 延べ利用者数 

デイ悠庵 

介護 １２名 １２名 

要介護１  ４名 

要介護２  ３名 

要介護３  ３名 

要介護４  １名 

要介護５  １名 

８５６名  

予防 １２名  １名 
要支援１  １名 

要支援２  ０名 
１２名  

 

  ○デイボランティアあじさい等活動実績報告（述べ活動者数） 

 大安デイ ふじわらデイ デイ悠庵 

合計 ６６名 ２４名 ３６名 

月平均 ５．５名 ２．０名 ３．０名 

 

  ○デイボランティアあじさい定例会 開催日数 １２回（毎月最終月曜日） 

 

◎障がい者福祉サービス事業部門 

【計画相談支援事業】 １ヶ所（員弁）  ※契約者数は平成２７年３月現在の数 

１ サービス等利用計画書（サービス利用支援、継続サービス利用支援）の作成等 

  ①平成２６年度サービス等利用計画年間作成件数 計画相談支援  ３７９件 

                         障害児相談支援 １０３件 

  ②契約件数   ９５件 

  ③計画支援専門員職員数  １０名（兼務） 

 

【訪問介護事業】 １ヶ所（大安）  ※契約者数は平成２７年３月現在の数 

１ 自立支援居宅介護        契約者数  ３４名   延べ件数  ４，４１２件 

 

２ 自立支援同行援護        契約者数  １２名   延べ件数    ２０２件 

 

３ 障害者移動支援事業（委託事業） 契約者数  １９名   延べ件数    ３３７件 

 

４ 日中一時支援事業（委託事業）  契約者数   １名   延べ件数    １４１件 

 

【たんぽぽ作業所、ふじわら作業所】 

１ 利用者状況 

事 業 所 事業種類 定員 契約者数 内 訳 延べ利用者数 

たんぽぽ作業所 就労継続 B型 ２０名  ８名 
知的  ７名 

精神  １名 
１，９２７名 

10



 

事 業 所 事業種類 定員 契約者数 内 訳 延べ利用者数 

生活介護 ２０名 １６名 

知的 １１名 

身体  ４名 

精神  １名 

３，３０４名 

ふじわら作業所 

就労継続 B型 １０名  ３名 
知的  ２名 

身体  １名 
５３２名 

生活介護 ３０名 １４名 
知的 １３名 

精神  １名 
３，０６３名 

 

  新規契約者、退所者状況 

事 業 所 新規契約者 退所者 

たんぽぽ作業所 就労継続 B型１名、生活介護２名 
就労継続 B型３名、生活介護２名 

うち就労継続 B型２名一般就労 

ふじわら作業所 就労継続 B型０名、生活介護０名 就労継続 B型０名、生活介護２名 

 

２ 作業品目、内容 

作 業 品 目 作  業  内  容 

下請作業 
地元企業からの部品組立、ビニール紐通し、袋詰め、ゴム製品バリ 

取り、機械部品バリ取り、お祭り旗張り、サビ落としなど 

リサイクル作業 

いなべ市委託事業（４町分） 

アルミ缶分別圧縮作業 平成２６年度実績 ２９，０１０㎏ 

リサイクル回収事業（段ボール、アルミ缶、紙類） 

買い物カゴ洗浄事業 イオングループ買い物カゴ抗菌洗浄事業 

自主製品製造・販売 
ボカシ、手芸品等の製造・販売、廃油石鹸販売 

各種タオル袋詰め・販売、八幡祭り旗作り 

ジュース販売 自販機ジュース販売等 

 

３ 主な行事（全体事業） 

月 事 業 内 容 月 事 業 内 容 

４月  １０月 避難訓練（ふじわら） 

５月 
三者面談、健康診断（クリニック）、

避難訓練 
１１月  

６月 健康診断（嘱託医） １２月 
クリスマス会（イオン協力） 

とんぼり招待、避難訓練 

７月 スタミナ食事会  １月 新年会（上賀茂神社） 

８月   ２月  

９月 
研修旅行（名古屋港水族館、長島スパ

ーランド）、スポーツ交流会 
 ３月 食事会、避難訓練（ふじわら） 

   ※それぞれの作業所において、外出行事、調理体験、ソーメン流し、洗濯外出など 

    個別に希望を取った行事も随時開催しました。 
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４ 日中一時支援事業 

事 業 所 契約者 延べ利用者 

たんぽぽ作業所 ９名 ２３名 

ふじわら作業所 ０名 ０名 

 

◎保育事業部門 

１ 入所園児数（広域入所園児含む） 

保育所(園)名 定 員 
入 所 園 児 数 ［平成２７年３月現在］ 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

石榑保育園 １４０名 ３名 ７名 １２名 ４５名 ４８名 ３８名 １５３名 

三里保育園  ９０名 ― ― １３名 ２４名 ２３名 ２１名  ８１名 

丹生川保育園  ６０名 ― ―  ８名 １６名 １５名 １０名  ４９名 

山郷保育所 １２０名 ― ― １８名 ３４名 ３２名 ５３名 １３７名 

 

２ 保育園の主な行事 

月 事 業 内 容 月 事 業 内 容 

４月 入園式、内科検診 １０月 
運動会、秋の遠足、内科検診、 

社会見学（東山動植物園） 

５月 
保育参観日、春の遠足、 

交通安全指導 
１１月  

６月 歯科検診 １２月 クリスマス会・生活発表会 

７月 なつまつり、プール開き  １月 もちつき 

８月   ２月 節分豆まき、一日入園 

９月 祖父母参観日、防災訓練  ３月 卒園式、お別れ遠足 

 

３ 子育て支援センター事業（委託事業）           ◎年間開所日数 ２５７日  

区 分 総 計 
利 用 者 内 訳 

～12 ヶ月 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児以上 保護者 
延べ利用者数 ８，４８１名 276 名 1,928 名 1,457 名 841 名 13 名 3,966 名 

内新規利用者数  ２３４名 38 名 52 名 24 名 7 名 1 名 112 名 

               ※ ～12 ヶ月：H26.4.2～H27.4.1 生 0 歳児：H25.4.2～H26.4.2 生 

 

◎法人運営部門 

＜企画課＞ 

１ 広報関係 

   社協だより 発行回数 ６回（奇数月）第１木曜日発行（１月は第２木曜日発行） 

   ホームページ アクセス数 ３８，３８７件（平成２５年６月リニューアル） 

   Facebook 投稿件数   ２１４件（平成２３年９月開始） 
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   twitter 投稿件数     ９５件（平成２６年７月開始） 

   プレスリリース発信件数 １９件 

 

２ 第２次地域福祉活動計画の推進 

 （１）地域福祉活動計画推進委員会の開催  １１回 推進委員 １５名 

 （２）検討内容及び成果 

    ①ニーズ把握シートについての検討 

    ②福祉用品リサイクル事業の構築 

    ③窓口アンケートの実施 

    ④平成２６年度評価 

 

 （３）ニーズ把握シートの提出件数  １４件 

 

 （４）ワーキング会議の開催 

    事業名：「社協事業に網羅した職員を配置するため、研修の実施、配置」 ３回 

    事業名：「社協のしおり（仮称）についての検討、発行」 ２回 

    事業名：「災害時職員行動訓練の実施」 １回 

    事業名：「各サービスにおける満足度評価等の検討」 ２回 

    事業名：「社会福祉協議会で実施できる、出前講座内容の検討、実施」 １回 

 

 （５）自主勉強会の開催 

    第１回 １１月２８日 「今の社協について語ろう！」 ２０名参加  

    第２回  ２月１３日 「どう変わる？介護保険制度」 ２３名参加 

 

 （６）介護職員初任者研修の実施 

    開催期間：平成２６年９月２５日から平成２７年２月１２日まで 

    開講回数：２５日間（１３２時間） 

    修了者数：１３名 

 

＜総務課＞ 

１ 会務の運営 

 ＜理事会＞ 

 開催日 議 案 内 容 

第４５回 ５月２８日 

評議員の委嘱、平成２５年度事業報告、平成２５年度一般会

計および特別会計決算、平成２５年度収支差益処分、平成２

６年度一般会計および特別会計補正予算 

第４６回 １１月２１日 
就業規則の一部変更、給与規程の一部変更、定年退職再雇用

規程の制定、平成２６年度一般会計および特別会計補正予算 

第４７回 ３月２３日 

評議員の委嘱、定款の一部変更、経理規程の改定、給与規程

およびパートタイム職員就業規則、登録職員就業規則、定年

退職再雇用規程の一部変更、平成２６年度一般会計および特
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別会計補正予算、平成２７年度事業計画、平成２７年度社会

福祉事業会計および公益事業会計予算 

 

 ＜評議員会＞ 

 開催日 議 案 内 容 

第３９回 ５月２９日 

役員の選任、平成２５年度事業報告、平成２５年度一般会計

および特別会計決算、平成２６年度一般会計および特別会計

補正予算 

第４０回 １１月２１日 平成２６年度一般会計および特別会計補正予算 

第４１回 ３月２４日 

役員の選任、定款の一部変更、平成２６年度一般会計および

特別会計補正予算、平成２７年度事業計画、平成２７年度社

会福祉事業会計および公益事業会計予算 

 

２ 福祉サービス苦情・要望改善事業 

   苦情要望件数 １９件 

   福祉サービス苦情・要望改善事業第三者委員会議の開催 

   前期（平成２６年１１月５日）、後期（平成２７年４月２８日）にわけて開催した。 

   苦情・要望受付対応状況の１９件の概要を報告し、質疑応答、また第三者委員との意見交

換も踏まえ、サービスの質の向上へと反映させる必要性を再確認した。 

   また「サービスの質の向上」「再発防止」を図るため、全課で情報の共有を行った。 

 

３ 職員の資質向上（職員研修事業等）と人材育成 

 （１）全体研修 

     いなべ市社会福祉協議会「階層別役割」に基づき各階層ごとに研修テーマを選定し、

階層別研修に盛り込んだ。 

     また、階層別以外に、いなべ市社会福祉協議会職員として必要とされる知識や能力の

向上を目的として研修を行った。 

    ＜階層別研修＞ 

研修名 実施日 目的（ねらい） 参加数 

平成２６年度 

採用新任職員 

研修 

 ３月１９日 

基本的な福祉の理念・動向について把握

し、いなべ市社会福祉協議会の全体像およ

び役割を理解する。また、組織で働く者と

しての基本姿勢や福祉サービス従事者と

しての基本原則・対応を身に付ける。 

 ５名 

新人職員研修  ６月１９日 

入社してからの経験や悩みを振り返り、自

分が目指す社会福祉協議会職員像を考え

る。仕事における、PDCA サイクル、コミ

ュニケーション（ホウ・レン・ソウなど）

の重要性とその実践方法に重点を置き、自

律的な仕事の進め方を身に付ける。 

１５名 
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研修名 実施日 目的（ねらい） 参加数 

中堅職員研修 

課程Ⅲ 
 ９月１０日 

県生涯研修課程カリキュラムに基づき開

催 

①コミュニケーションの展開のあり方を

理解する 

②チームワークの促進のあり方を理解す 

 る 

③職員指導・育成の基本を習得する 

④自己啓発・相互啓発の課題を明確にする 

 ７名 

中堅職員研修①  １月２８日 

上司と現場の架け橋となる中堅職員は、ま

さにフォロワーシップが求められるポジ

ションである。上司を補佐する中堅職員に

求められるスキルを、コミュニケーション

スキル、仕事の管理力、リスクマネジメン

トの 3 つの視点から強化することで中堅

職員のレベルアップを目指す。 

１７名 

中堅職員研修②  ７月１８日 

中堅職員としての意識・役割を認識し、環

境変化・社協の置かれている立場から、自

分の役割を掴み、職場のまとめ役として目

標を達成するための連携、協働を強化する

ためのコミュニケーションスキルを習得

し、後輩へのリーダーシップと上司へのフ

ォローアップを学ぶ。 

３３名 

主任研修  １月２１日 

会議をスムーズに運営するための、「場の

デザイン」（単なる事前準備だけでなく、

参加者の意識付けも含む）、「対人関係」（話

を引き出す）、「構造化」（様々な意見を終

息させる）、「合意形成」（結論を導き出す）

等のスキルを習得する。また、演習として、

現実に有り得るテーマを題材にした「疑似

会議」を開催し、スキルの応用力を身に付

ける。 

１７名 

係長研修 １１月２６日 

チームリーダーとして、OJT の意義を理解

の上、OJT における育成計画の算定方法を

学ぶとともに実際に「3ヶ月の育成計画」

を立て、明日からの OJT に役立てる。また、

仕事の指示の仕方・ほめ方・叱り方等具体

的な進め方を習得し、さらにケーススタデ

ィを通して実践力を高める。 

 ８名 

管理職研修  ４月２８日 
管理職に求められるマネジメントの①指

導・育成のポイント、②業務改善・目標管
 ７名 

15



 

研修名 実施日 目的（ねらい） 参加数 

理、③リスクマネジメントについて学ぶ。 

部下からの信頼に応えられる管理職とし

てより一層のスキルをあげる。 

    ＜課題別研修＞ 

研修名 実施日 目的（ねらい） 参加数 

人権研修 １２月１０日 

職場でハラスメントを放置すれば、職員の

生産性の低下だけではなく、多くの経済

的・時間的な費用が費やされる。セクシャ

ルハラスメントやパワーハラスメントな

どのハラスメントの理解を深め、ハラスメ

ント撲滅に向けて取るべき行動を考える。 

３３名 

苦情・要望改善 

事業研修 
 ９月１９日 

利用者の立場に立って相手の言い分を聴

くことの重要性を学んだ上で、クレーム対

応スキルの習得を図る。また、クレームの

ケース毎の対応方法を学び、現場ですぐに

役立つ実践力を身につける。 

２１名 

健康管理研修  ２月１９日 

定期健康診断結果から、生活習慣予防等の

指導が必要な者を対象に、食について学ぶ

ことで、食生活の改善を促し、職員の健康

維持することを目的とする。 

１４名 

交通安全に 

関する研修 
 ３月１８日 

自身が起こした事故について見つめ直し、

職員の事故防止の意識を高めることで、交

通事故防止および削減につなげることを

目的とする。 

１７名 

 

 （２）部門別研修 

     各部署の業務に沿って必要とされる研修を企画実施し、専門職としてのスキル、技術

の向上を目指した。 

 

    ①地域福祉課 

研修テーマ 実施日 参加数 

ファシリテーションについて  １月１９日 １１名 

生活困窮者自立支援制度の関する研修  ３月 ６日 １３名 

    ②地域支援係 

研修テーマ 実施日 参加数 

認知症ケア体制構築研修、介護予防研修  ４月２７日 ５名 

救命対応・精神疾患研修  ３月１２日 ６名 

健康管理研修（介護支援課合同）  ３月２０日 １７名 
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    ③地域包括支援センター 

研修テーマ 実施日 参加数 

認知症ケア体制構築研修、介護予防研修  ４月２７日 ７名 

    ④ケアプランセンター 

研修テーマ 実施日 参加数 

障害計画相談 実務の基礎を学ぶ  ４月１４日 ９名 

地域ケア会議について  ３月 ７日 １３名 

    ⑤通所介護係 

研修テーマ 実施日 参加数 

ICF（国際生活機能分類）研修  ４月１５日 ２７名 

介護予防研修  ５月２７日 ２２名 

リスクマネジメント研修  ６月１９日 １８名 

食中毒・感染症 

（結核含む） 

 ６月２４日 

 ６月２５日 

 ８月２６日 

３５名 

接遇研修  ７月１８日 １６名 

災害過程アセスメント研修 １０月１４日 ２９名 

スクエアステップ・介護技術研修 １１月２１日 ２１名 

認知症ケア研修（訪問介護係合同）  ２月１７日 ３９名 

健康管理研修（介護支援課合同）  ３月２０日 １７名 

    ⑥訪問介護係 

研修テーマ 実施日 参加数 

食中毒・感染症の発生及びまん延予防に 

関する研修 
 ５月２７日 １７名 

医療知識  ６月２４日 １７名 

接遇研修  ７月１６日 １９名 

法令に関するリスクマネージメント １０月２２日 １９名 

応急手当・救命措置研修（通所介護係合同）  １月２６日 ２６名 

健康管理研修（介護支援課合同）  ３月２０日 １７名 

    ⑦障がい支援課 

研修テーマ 実施日 参加数 

救命講習  ８月 ８日 ９名 

KYT（危険予知トレーニング） １０月１０日 １８名 

障害の特性 １２月 ５日 １４名 

権利擁護事業・成年後見制度について  ３月２７日 ９名 

    ⑧こども支援課 

研修テーマ 実施日 参加数 

給食提供におけるおやつの実技  ５月２１日 １０名 

実技講習  ６月１８日 ７０名 

ノロウイルスについて  ７月１６日 １１名 
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研修テーマ 実施日 参加数 

災害前に保育園でできることを考える 

８月１８日（山郷）

８月２１日（石榑）

８月２２日（丹生川）

８月２６日（三里）

１５名 

２３名 

１０名 

１５名 

発達支援研修  ８月２９日 ７１名 

保育所においての危機管理（衛生管理）に

ついて 
１１月５日、６日 １００名 

 

４ 組織の健全化 

   規程では、給与規程を現状に即した内容に一部変更し適切な規程へと整備した。 

   また、定年退職者再雇用に関して、「定年退職再雇用規程」を制定し、雇用条件等を明確

にした。 

   規程の変更、制定については労働者代表に対して説明会を開催し、労働者代表を通して、

全職員の意見を確認した。 

   財務関係では、月次監査を年９回、決算監査を実施（平成２７年５月１３日）し、財務状

況の健全を確認した。 

 

５ 職員の健康管理・衛生管理事業 

   安全衛生委員会 ２回（６月、１月開催）  安全推進会 １４ヶ所 月１回開催 

   ・職場環境において、安全推進会、職場巡視を毎月実施し労働災害に努めるが、労働災害

が発生した事実を受け、今後も更なる安全推進会の強化を行い、労働災害に努める。 

   ・車両事故再発防止教育を実施したことは、車両事故を振り返るよい機会として有効であ

った。 

   健康診断受診職員数（８月実施）  ２４２名 

   健康診断受診結果による健康相談（産業医）  ３回  利用者数  １７名 

   職員健康相談（保健師） 月１回開催  延べ利用者数  ５２名 

   ・職員の運動の場を提供、食生活改善指導等などの取り組みを行った。 

    健康診断受診結果より本会職員の健康状態は、全国平均と比較して良好であった。 

    また、保健師による職員健康相談を毎月実施し、心のストレスを抱えた職員が利用する

ことで、心の健康維持、意欲の持続に繋ぐことができた。 

 

６ 社会福祉法人新会計基準対応に伴う移行 

   平成２７年度より新会計基準に沿った会計処理を行うため経理規程を完成させ、理事会の

議決を得ることができた。 

   各会計担当職員は勉強会を開催し、新会計基準を理解し新経理規程に沿って会計処理がで

きるスキルを習得した。 
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７ 実習、体験等の受入れ 

   学生や地域住民の実習、職場体験を受け入れ、人材育成及び指導の役割を担った。 

実習・体験目的 受け入れ先 受け入れ数 

社会福祉士実習 
企画課、総務課、地域福祉課、介護支援課地域支

援係、地域包括支援センター 
 １名 

中学校勤労体験 

大安デイサービスセンター、ふじわらデイサービ

スセンター、たんぽぽ作業所、はっぴぃ・はぁと、

山郷保育所 

１７名 

介護福祉士国家試験受

験資格取得のための介

護実習 

ホームヘルパーステーション  ３名 

小学校及び中学校の教

諭の普通免許状に係る

介護等体験 

大安デイサービスセンター  ２名 

保育実習 
石榑保育園、三里保育園、丹生川保育園、山郷保

育所 
１１名 

職場体験学習（イン 

ターンシップ） 
石榑保育園、三里保育園、丹生川保育園  ４名 

学生の職場体験・現場

実習 
たんぽぽ作業所  １名 

中学生保育士体験学習 石榑保育園、三里保育園、丹生川保育園 ７８名 

初任者研修 三里保育園、山郷保育所  ３名 

 

８ 職員状況 

 正規職員 その他 

平成２５年度 平成２６年度 平成２５年度 平成２６年度 

合 計 １２７名 １３４名 ２０３名 ２０２名 

※平成２５年度：平成２６年３月３１日現在  

※平成２６年度：平成２７年３月３１日現在  
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