
平成� 27年度事業報告書� 

0概況

人口ぬ減少や少子高齢化の進行、地域社会や家族のあり方の変響により、社会的孤立

や経務的関窮、農持や引きこもり開鱒等既帯の制度やサ}ピスだけでは対応できない事

棋が多く、地域が抱える問題はますます機雑化・多様化・多重化している。

こうしたなか、さぬき市社会福祉協議会(以下、「本会という。J)では� f楽しく、い

きいきと誰もが安心して暮らすことができる釘づくり� j を後命とし、議域住畏や関係機

関・団体等と連携を鴎りながら、各事業に散り組んだ。

主な事業としては、平成� 27年4見からさぬき市より生活圏窮者自立支援事業の必須

事業できりる議立稗畿支援事業を受託するとともに、自立相談支援センター「おうえんネ

ッむを開設し、一人ひとりに寄り添いながら、個別支援計画を策定し、自立に向けて

の支護を行った。

また、地域での新たな支え合いの仕組みづくりを目指し、平成� 27年� 7J]から香川お

もいやりネットワーク事業推進を図弘行政や社会揺祉法人蒐設、畏全委員・児童委員

等とのネットワークを構築するために、地域ネットワーク会議等を開催するとともに、

特談から各事業記繋げていくように、相談文護体輔の強化を冨った。

さらに、平成� 27年疫の介護保険法改正等による経営状況の悪化や公的補助金の削減

等謹域福社が実路できる組織体にするために、「社協発届・強化計画J(平成 28年4丹

から平成� 31年� 3月まで� 3ヶ年計画)を策定し、本会の発麗・強化呂標を定め、短期的

に組織改革、事務・事柴の見聴し等スクラップ&ピノレドを犠患し、経営改革に取り組ん

でいくこととした。

以下、平成� 27年度の其体的な事業項昌について、次のとおり報告する。

。議点事業項昌� 

1 社会福祉協議会の経営・事業体制の強化� 

2 地域福祉活動の推進強化「ニーズ対応型社協活動の推進j 

s相談支援事業の推進強化� 

4 校宅補祉サーピス事業の推灘強化� 

5 介護保険事業の経営の安定とサーピスの賓の向上� 

8 棒響揺宅tI:サービス事業の経営的安定とサービスの質の肉� 

7 擁設等の適正管理と鰭全経営� 
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【事業実施項目}� 

(1)建全経書きと財政の

安定記

〈目標〉

吉立レて持続奇襲な組

織をめざし、褒動する

社設醤在諸制臆への湾

臨や各種事識の見彊

し、これらを短う疋め

の人材の祷成iこ努めな

がら、合わせて事業の

強導監部な経営、財政の

ま安定{じを罷るために、

予算菅理を護切に行

い、課態・題題点を抽

出し対策に努める。

〈事業費繍〉� 

1理事愈及び評議員会

※理事会

ー第� 1思平成27年5F.125日
議案第1鰐 平成27年壊事難報告の謡定iこついて

議薫鍛2響王手成27年議一般会計及び籍器愈富十収支決算の認定について

[賠衛報告]

議灘第3号 さ主計翻難者に薄する棺撤去主催事業〈語川おちいやりネットワー

ク事業〉の開始について

議寒第4場担獣の一部変更について

議案第5智生計思議議に対する棺談支議事灘〈雷JIIおもいやりネットワー

ク事業〉設す麗〈業)について

議灘第6号経理規鴨の一部設正について

議案第7号平成27年度収支議正事鱒〈第1号〉について

議案第8害事務露規程の一部提獲について

議案第9習評議員の選任について 


・第2臨平成27年9舟28日
議諜第1号 平成2γま平壌i反支補正予算〈鑓2号〉について

議案第2号� ft諜保験事業恵介護シスチム及びデスクトップ翠パソコン導入� 

iこ持うリース契範の締結について

議案第3場 介護譲渡事業用介護システム及びデスクトップ型パソコン導入

に伴うソース契約の線経iこついて

・第3錦平成27年� 12月 18日

識蝶第1号 平成2ア年産i設支補I王予欝〈第3号〉について

議諜第2号特定個人情報取援規稲の制定について

議案第3号職員就業規則の一部設IEについて

議案第4摺犠託議員就灘規則の一部設正について

議案第5号 パートタイム職員就業謹離の一都政正について

議議選第8号 非定形的パートタイムへんパー就業規則お一部部正について

繍業第7号議開・介護掠業iこ関する規程の一部政正について

議案第8号社会描祉功労蓄等表彰規躍のー翠変更について

・第4回 平成28年� 3月18臼
議案第1噂平成27年度収支補正予算〈第4懇)r，こついて
議案第2害法葎稽讃等事識の開鎗について

識諜第3号生活支援体様整備事業の開始について

識諜第4号� XE獄の一部変更について

議案第5号 撃務調規程の一部設工とについて

議案第6場経理規程の一部設IEIこついて

議案第ア轡公EIl管理規棋の一部設正について

議議第8号 職員就築強制の一部改正仁ついて

議案第9号 唱託蹴幾就業規則の一部設立iこついて

議案第10号パートタイム職員就諜親問の一部諒IEについて

議案第什号 非定形的パートタイムへんパー就業規則の一部設正iこついて

護憲錦12場話芸規程の一部設正について

謙譲第13号社会寵敬訪湖醤等表彰規程の一部法誌について

髄議第14号平成28年度事業計画〈襲〉について

議襲第15号車成28年産収支予鱒〈饗〉について

※評議員会

・第� 1回平成27年� 5月25副


議案鱒1噂平或27 について
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事業名 事業目標・達成基準・異体的刻臨

誠灘第2智 平成27年産ー盤会計及び特別愈計i段支決算の京認について

[監議報部]

議議錨3智 生計閤難者iこ題する椙設支議事誕〈欝JIIおちいやりネットワー

ク事業〉の欝始について

護憲第4智定数のー慈愛更iこついて

謙譲第6鵠 生計器難者iこ対する穏議支護議事難〈露川おもいやりネットワー

ク事業)~t彊〈案〉について

議接第6替 経理線程め一部設正について

議諜第ア智 平成27年度収支補正予算〈鵡1号〉について

議濃第8号 事務賭規程の一部蛮更について

議案諜9容解機員の選任について

・第2回平成2γ年9月28日
議案第1場平成27年度収支補正予算(第2誓)Iこついて

議葉第2智 介機保隙事業用介護システム及びヂククトッブ態パソコン導入

に伴うリース提約の鱒結iこついて

議案第3号 介護慌飯事業期介護システム及びデククトッブ盤パソコン導入

!こ惇う1)…ス契約の鱒結iこついて

・第3 fQ1 平成27年� 121318告

議案第1誓 平成2ア得議ij交交嶺正予算〈第3号)Iこついて

議婁第2号特定鵠入構報穀援鰻程め髄定について

議案第3号職員就築規棋の一部波正について

議案第4号講話臨議就築規則の一部改正について

議案第5号 パートタイム職員就業規則の一部改正について

議案第6号 非常形的パ…トタイムヘルパー就業規則の一部改正むついて

議案第7号 育児・介識休灘!こ闘する規程の一部改正について

議案第8号社会福祉功知樹等様彰親程の一部変更について

・第4fQ1 平成28年3月18日

議案第1号平成2ア年度i収支補正予算〈第4号〉� ζついて

議案第2号法樟相殺等響畿の鰐始iこついて

議寒第3号生活支擁体鱗撃犠事業(J)鵠始について

議案第4号建設の一部菱製ζついて

議案第5号事務題懇程の…部政IEIこついて

議案第6号経理規穫の一都議在iこついて

議案第7号公印篭環規穫の一部改正について

議案第8号譜員就業甥則の…都政正について

議案第9号寵託踊員就業規則の一部取圧について

議案第10号 パートタイム臓髄就灘綿則の一部政正について

議案第11号 非定形的パートタイムヘルパー就業規剣の一部改正iこついて

識案第12号給与規程の一部政IEIについて

議案第13号社会福誼羽場者等表彰灘程の…部議正について

議案第14号平成28耳麗事築許瀬〈襲〉について

議案第15号平成28年震i民支予鱒〈麓)Iこついて

;之監盤

監事会の爵盤

第� 1密平成27年5月148 
(1)平成26年産事業の執行状況について� 

(2)平成26年産一般会計及び特別愈計の執行状況及び決算について� 

(3)平成26年震の理事の職務の執行状況について� 

3補祉サービス苦情解決事業

補祉サービス苦情解決規程により、器購受fせ招き話苦言、苦構受信責任者、苔欝解

決粛任街等を憲吾、福祉サービスへの醤槽を灘切iこ対錯するように努治芝。

※平成2ア年震受信件数� 14件� 
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事業名 事業吾譲・達或基準・呉捧鵠対応� 

4経営委織会

・鏑1間平成2γ年5月18日

(1)平成26年度事業報告について� 

(2)事難灘金収支推移(平成24年度~平成2ア年鹿当初予算〉について� 

(3)平成26年度介護保瞭事業・陣欝福祉サービス事業における軽量状涜

について� 

e第2間平成27年� 11毘26日

く1)築資金収支誰移(平成25年度~平成2ア年度9月補正〉について

く2)平成27年度介護保検事業・障欝補祉ザーピス事業における続曽状況

について

く3) r社協発露・強乞計霊祭定委蕗会J (般称〉について
 

6社協発競・強位計画葉定委員会
 
1田平成27年12月9日
 

(1)社協運営補艶金について 

(2)平成27年度事業の現状について� 

(3)経営改善評価について

・第2田平成28年1月25日� 

(1 )資金収支推移帯について 

(2)軽量ヨ宣誓評価シートについて

・第3回平成28年� 2毘23日� 

(1) r社協発展ー強也計器(蝶)JIこついて� 

6内部業務監査

・第1毘平f3J.27年7路� 1日""2日� 

(1 )経理・金銭管理金毅の穣認 

(2)平成2ア年震事業計躍にき基づくアクションプランについて

・第2酉平成27年� 10月168 

(1)経理・金銭管理全般の確認 

(2)平成27年度事諜針路iこ義づく上半期アクションプランについて

・第3田平成28年2月26日・� 29日・� 3.F.11日� 

(1 )経理・金銭管醍企般の確錨 

(2)平成2ア年牒事業計醐に基づくアクションプランについて� 

7企露経嘗会議的関鰭

・第1自平f3J.2ア年4月10日� 

(1)警護託藤議給与袈の一器読まiこついて� 

(2)介護謀議・擁護議盈サービス事業経醤状況について

く3)第1留経欝議委員会彊出資割の提出について
 

(4)目標管理シート・� 27夏薦人事警諜表の選出について� 

(5)平成2ア年度醸員語諺計璽の実行について� 

(6)讃格取樽状況届出書の提出について


〈ア〉人事興動iこ伴う事務所類等について
 
(8)さぬを雲市災欝ボランティアセンター運営マニュアルιついて

・第2回平成2γ年5月� 15日� 

(1 )第 1回斑議事会・評議員会議案審議について� 

(2)瀦 1間経営委委員会議案書議について� 

(3)話機管盟制度の管理職の面接日程について� 

(4)第� 1部職員研務会について� 

(5) 校介灘3芝護専門員の資格に係る研憾について


くち〉平成26年度苔情態理について

〈ア〉鶴入構線謀議iこ題する研{事会について
 

i……警空空襲型空舎璽埜璽整会壬型空るあり方横揺会iミ2日玄白� 
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事業名�  | 事灘目標・達成基準・具体的対車� 

(9)補祉諜織部鯵会!こついて� 

(10)ざた濡器踊苦言臨立格談支援事業「おうえんネットjの状況について

・第3回平 成2γ掠� 6月258 

(1)社金保障・税番号制震〈マイアンバー〉について 

(2)ストレスチェックの喪籍について

(3)事銭報器轄の様認について

(4)インシヂント報告について� 

(5)第1器均欝繁務監資について� 

(6)平成2ア年牒補正予欝〈第2次、� 9丹補正〉について

〈ア〉指定管理等市予鱒特別持〈穆繕等)予算要求について� 

(8)第1自職員研修殺のアンケートについて

(9)さぬ窓市間部社会補者1l:法人合同研{場金について� 

(10)第2部職員研暢換について� 

(11)職員の裏挙健牒轡盟休暇の襲師について� 

(12)介護安掻響門員提務研修蝿験試験について� 

(13)生計閤難者に対する生活安擁事議実施要構〈案)艶定について� 

(14)生活困窮者自立相縦波綴事業実施状況について� 

(15)平成27年度社協愈灘の鯖儲議員iこついて

・第4悶平成27年ア舟8日

(1 )災害時における饗擁護磯の緊急紫け入れ体制について 

(2)サマーレとュー〈事前協議〉について� 

(3)社協ぬ支所のあち7きについて� 

(4)平成2ア年鑑捕正予鱒〈鰭2次、� 9丹祷ま〉について

(5)人事者諜記議襲について

(6)郵送用語謹誌告饗集むついて� 

(7) 平~28年鑑当初予鱒について

(8)生活器窮奮岳立樟畿支援欝難� fひ窓こちを3支擁iこ関する勉強会」の開

擢iこついて

・第51Q1 平成27年8月12日� 

(1 )文章保管・ i:薬害・踏襲について� 

(2)置人需楳護マ二ュアルについて

く3)人事考課表について

(4)サマーレビュー(事前協議〉について

(5)メンタルヘルス研修会の開催について� 

(6)平成26年度年体取得調査結果について

〈ア〉災害時の対応について

(8)個人情報保護に関する研修会アンケートiこついて

(9)相識撮臨実習について� 

(10)災害ボランティアセンター運営シミュレーション諮鯵愈について� 

(11)醤JlIおちいやりネットワーク事識の報告iこついて� 

(12)生活罰窮者自立語談支援事業iこついて

引の香川県共器募金設革アクションプラン〈平成� 2ア年度~平成� 31年

護〉について

・第61Q1 平成27年9見 118 
け〉第2監理事会・評議員会議案審議について� 

(2)非噂艶職員の詩間給について� 

(3)平成2ア年度補正予算〈第3次、� 12月補正〉について� 

(4)平成28年度当初予算蓋定日程について

(5)欝2器内部業務監査日程について

(6)をさぬき市訟の施設管理者の指定申請について

〈ア〉マイナンバー制度について

〈お〉サマーレピュー(事前協議〉について

(9)アクションプランの進捗状況について� 

(10)噛結閑係の相搬について� 
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事 諜名�  i 事業百穣・達成基準・異体的対臨� 

(11)障害者就哲支援麗設さざんか謹むおっる新規生活介護事難の舞踊につ

いて� 

(12)平成27年度共毘募金について

・第7回平成27年� 10毘138 

(1)さぬき市社会福註協議会運欝費補鎚金交棺譲織について 

(2)笥圃基準監醤翠の定期監督報告審£ついて� 

(3)人事者課について� 

(4)第2回経営委員企の開憶について� 

(5) 平成 27年度I~\配ごと棉競員研搭愈iこついて 

(6)第14回さぬき市社会福祉大会の開催について

・第8田平成27年11月12日� 

(1 )職員就業規則の改正について 

(2)特定個人情報取服規砲について� 

(3) r社櫨発展・強化計闘鱒悶饗鍋会J (1.仮称〉の設置について� 

(4)経営委員愈議案醤識について� 

(5)平成27年度第3次、� 12月補正直腔日程広ついて� 

(6)曙託職員〈再醸用〉の翻憾について� 

(7)職員の昌己申告轡等欄議室療施について� 

(8)第14窃さぬ窓市役会繍祉大会蝶務分担について

・第9毘平或28年 12月9日� 

(1)第3堕理事会場群織銭愈議案醤謡について� 

(2) r社協発援‘強北軒臨策健護員会J Iこついて� 

(3)話題介護事難訴の総合について� 

(4)平成28年接介護織義路議設替加算iこついて� 

(5)ミさぬき市灘欝響毅労業譲蕗設iこ探る主主款の一部変更について� 

(6)王手法2ア年接穂予欝〈第4次、� 3月補正〉について

〈ア〉平成28年麓研修軒穣欝の作成について� 

(8)第2田� f社協発麗・強也きす醤築定委員会J Iこついて� 

(9)年来年始の安建安全について� 

(10)平成28球接仕事態めまtlこついて� 

(11)第 14部さぬさき市社会翠祉大会分掌iこついて〈霊祭〉

・第10思平成28年1月188 

(1 )錨2悶� f社協発援・強化計麗策定委員会j について

く2)平成2γ年鹿3月補正予算麗定ζついて� 

(3)平成28年度当初予算の変更査定について� 

(4)鱒1間研修会、生活支擦サービス充実関する語究会について� 

(5)懲峨処分の藤準に関する肉親について� 

(6)闘機智醍シートの提出について

〈ア〉ストレスチェック制度実施内規について

(8)瀦31Ql内部蝶務監査について 

(9)臨定資産管理農について

れの人事場諜者研傷について� 

(11)職議就業規則の遵守iこついて� l 

(12)平成2ア年度共同募金及び歳末たすけあい募金実績報告について� 

(13)平成28年度事業計臨曹の作成について

・第11田平成28年2月 17日� 

(1) r社協発襲・強化計画J (案〉について 

(2)平成27年震予算の適正執行について

く3)懇戒処分の基準に関する内規について� 

(4)鑓定糞産経理〈藁〉・欝説〈案〉について

‘第12昭平成28年2月26日
け〉第4器遣事会・� 5草議員会議案審議について

く2)平成28年震議員内部研穆〈案〉について

ー…�  (3)平成27年産事業報告iこついて� 
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事諜名 事業目標・達成基準・異停的対臨

〈隷髄・諜語〉

・昨年産末i二、短期ききな経錦戦略の明議化や運譜体制の晃醸し、地域福設の中核

として罷頼される組織捧iこするために、� f社協・発展強化計麗策定費員会j設霊

し、 3~年計璽の f社協・発露強化計画j を策定した。

・課題としては、事築の進捗、経営状況の拙纏等を奇い、計画・奨繕・評価・改

善を襲行していかなければならないG 

(2)人事警謀鞘肢等の実� I(事業実績〉

施� ICD人事者諜樹研諺会の開催

〈自標〉 -障越田平成28母3毘� 1日

正規議員を対象に、職 ・揚 韻:さぬをき市長露支部

員の鰭議設革及び教警 ・内 容:人事考課面接にお11る対応の方迭

制度による人材衛成を ・対象者:i暁語長、第一次警諜者� 14名

自撰とし東路する。ま ・講欝:欝JlI産業保鍵総舎支援センヲー根本幸子氏

だ、人事警線箇接を奇

い面接持iこヒヤリング @韓織の自己申告制度の実施

や自己申告などを喫施 対象者:正規職員� 58拐、鴫託議員� 32名訴90名
し、職員の職務状況等

を把握し、溜切な語譲 〈議事価・諜鰭〉

灘舗を臨っていく。 ・人事考課制度を寮擁することにより、法人の経堂方針ゆ理意を濡成する疋め

に、職員はどのような行動が盟きましいが、その疋めの処遣をどうするかなど、

警諜持の冨撞経過して、議銭iこ浸透させることが出来疋。� 

(3)職員の翼翼向上� I(襲業実繍〉

〈目標)①キャリアパスの実施

職員の専門性や資寵の� i昇格する対象職員2名iこ対して、テーマiこ却した小論文を提出させ、所建長が

向上を提議するだめ、� i詩画部機を告つだ。

資掲取得を奨翻すると

とちlこ、平成27年産� I(診自撰嘗理制度の実施

職銭許盟に謀づき、研� I 5居期初� -3月期末のま手2塁、所隅長と戴震の耕価面接を持った。

慨を行い、職員の資額

向上に努める。� 9平成27年度内部研{事会の模施� 

(1)議員額修愈

・開糧自:平成27年4烏 16日

・対象者:訪問介護事難所職員

・参理事数� :16名

・内 器:介護保換における由設支躍の考え方

・講師�  :8盛の盟訪問介護事業管理者中井照子氏� 

(2)職員研修愈

・構建司:平成27年5月148
-対象寄:介護保瞭事議摂蟻員

・参加者数:17名

・内 翻:制度改正〈通所介護計謹書の欝窓指〉について

・欝鏑:理学糠法土油田雅人民� 

(3)職員研概念

・開催日平成27年6月98
・対象者:正埠・犠託臓員

・参議議数� :65g
・内 容:さぬ窓市社会建社論議会の職議としてどうあるべきか

・講師:大出茂樹会蟻� 

(4)接遇マナー訴諺

・書署寵晋:平成27怒6足16日

・対象鵡:介護課腕欝業主持議員

・参加者数� :23名� 
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事業名�  i 	 事業自標・達成基準・異体的対応

・舟 容:ビジネスマナー習需、気づきと感性を欝こう

・議欝:介擁部儀安定センター社会諜横切務土奈侵忠雄氏� 

(5)介護技鋪研協会

・開催日:平成27年6月25日

・対象粛:正規・嘱託・非常勤隷銭

・参鵠者数:17名

・内容;初捗的な介護技衛を学15¥

・講師:介護離すまいるす口ン紳大韓錦子氏、絵本ムツ子氏� 

(6)災害ボランティアセンヲー運蛍研修愈への参加

・調鑑日平成27年7F.J9日

・対象者:地域寵設課職蝿

・参詣護数� :4名

・内 容:災欝mラジティアセンター運蛍iこついて

・講師東かがわ市社協職員

〈ア〉譲盟実習研諺

・罵穣日:平成27雰ア用� 16B 
・対象者:訪問介議事業主持蟻員

・参加者数:18名

・内 容豪野菜を盛って簡単で室べやすい調理iこついて

・講師:臼盛の呈訪調介護事業筈理窃中井熊子氏� 

(8)器入轡報保護研務会

・隣儲日:平成27符ア月� 23日

・対銀事:正規・端部職員

・参1m者数� :3ア委主
・内 容:個人構報謀議法の対策について

・講鵠:あおいニッセイ悶和損保保綾{繰)麓本檎氏� 

(9)リハビリテーション研穆会

・開催日平或27年7月24日

ー対象者:正規・磯託・非常動職議

・参韻書数� :26名

・内器:基礎から学15¥転劉予防運動

・講師:さぬき市民糖腕	 リハビリテーション技術韓中井波盟恵氏、

麓轄孝次氏� 

(10)斑かおけコ市社協職員交流研修

・隣穫呂平成27年� 7月30日

・苅象者:掲域福祉担当鶴鎖

・参加者数� :3名

・内路:地域建設問泡臓員

・議 締東かがわ布、さぬをき市社協蟻員� 

(11)介護技嬬研修

・開催8::平成27年� 8烏� 3日

・対象者:介護察践事難所轄員

・参加者数� :24名

・持 容:介護ベッドの安全な使用語法について

・講欝:パラマウントベッド(株)� 

(12)メンタiレヘルス研傷会

・開催日:平成27年� 9蹄� 3B

-苅象者正規・護託職員

・参鑓議数:31名

・内 容:自力態体で白書共iニリフレッシユ

・講師:(掛ブ口スパーザンダ小倉主義栄氏 

(13)さぬ2雲市社露災害ボランチィアセンターシュミレーション研務会

・露羅臼:平成27年� 9月� 12自

・対象蓄を;正規職員{法人運嘗、地域播往}� 
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事襲名 	 事業目標・達成器糟・具体的対応

-参加者数 :2ア名

・内	 容:災欝ボランティア入門講翠・災鰭ボランティアセンターシュミミレー

ション訓練

・講師:ゼースポ…ト災害ボランティアセンター合芭茂広氏、 


関捜正孝氏 
  
(14)接選マナー接接

・欝鑑B::平成2ア梓§島� 16日

・認象寄正規・曜蕊・非常勤職員

・参加者数� :20名

・内 容:ビジネスマナー習得、気づきと感性を鰐こう

・講師:介機労働安定センター社会保検惣務士奈良宏、建氏� 

(15)認知症研暢愈

・開催日:平成� 2ア年9丹� 17B

-対象者:介護探際響業所議員


・参麗蓄薮� :36各

・内容:認知離の理解について

・講読:さ給をき市民鰭鶴吉宗真治氏� 

(16)成年後見事業務鯵愈

・障催日:平成27年� 10月� 14日

・対象者:地域祖祉課蹴儲

・参加者数� :3名

・内 容:成年後見放ザ市民後晃iこついて

・講師:坂出市社協職議� 

(17)転寵事故予賠額修愈

・鵠催E::平成2ア年 10舟� 15臼

・恕象者:介護保験事灘摂職員

・参詣章義:31名

・内 容:転倒予防体機・転舗を予測したリスク管醍

・講師:さぬき市民府開田中大介、二見文規氏� 

(18)認知症研穆会

・開催日:平成� 2ア年� 10月22B

-対象者:介護課験事業所職騎


・参110者難:31名

・内容:認知症の理解むついて

・講話:さぬき培農務説部京葉j台氏� 

(19)介護接語蔀i事会

・隣憧日平成27年� 10月22日

・対識者:訪問介護事業職鍋

・参加者翻:16名

・内 ~:介護技術の習樽について

・講師:介護塾すまいるサロン鮮大韓告子氏、松本ムツ子氏� 

(20)糠鯨糠館講書会

・隣能回:平成27年� 11月9B
・対象者正震・嘱託・ ~F常勤職員
・参詣審議:19名

・内器:毅急教命iこついて

・講師:大JlI広場消防署審川分離職員� 

(21)感染症予防対策研協会

・開催日:平成27年� 11月� 17日

・対鍛歯:正規・嘱託・非常勤職鍋

・参加議殻� :30名

・内容:感染症予詰対策について

・講部:介護芳襲安定センター出器鶴子氏� 

(22)鵠鵠介護リーダー介護謹錨語鯵金� 
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事業名�  | 事業目標・達成基準・異体的苅臨
・嬰穫日:平成27年� 11月� 19B
-対象者:訪問介護員

・参加議数:16名

・内 容:訪韓介護問録の書き方と観察について

・讃抑:語障介護事業所サーピス提供覇任苦言 E3井杉子氏 

(23)介護技術研繕会

・関羅臼平成27年� 12丹4日

・対象者;訪問介讃事難所議員

・参加議数:16名

場内 容:介議接欝の習得について

・講話:介議塾すまいるサ口ン鮮大鵜惜子氏、訟本ムツ子氏� 

α4)介護接舗研修会

・開催日:平成27年� 12沼� 14日

・対謀者� :i重原1)-議事業所臨員

。参揺議数� :5名

・内 容:衣類盤脱介語、排せつ介館、入港介聞について

・講部:介護離すまいるサロン紳大織詰子氏、松本ムツ子氏� 

(25)感染拡予誌研棲会

・関鑑日平成27年� 12月� 15器

・対象笥:介護保醗事業所職員

・参加者数:31:g 
・内 容:感染経予防について

・講師:介護労罰安定センター山凹純子氏� 

(26)数錦繍習会

・開龍臼:平成28時� 1月� 14臼

・対象蓄正規・鴫託・非常勤臓員

・参加者数� :28名 、
・内 容:臨急手当の軍襲憶とAξDの使用について

・講師大川広場滞防四醤職員� 

(27)介護実技講習愈

・開催5:;平感28時� 1月23日

・対象者正規・鴫託・非常動職員・地域住民

・参担者数� :39名

・内 容:車いす移襲、おむつ交換、衣難の着脱の諜技講習について

・講部:介護塾す5まいるサロン鮮大鋸倍子氏、松本ムツ子託� 

(28)介護技鋳研修愈

・開催B:;平成28年� 2月4日

・薄象者:紡開介護事難所職員

・参麗者数:16名

・内 容;介護技術の器樗について

・講師:介護裂すまいるす口ン紳大量童話子氏、松本ムツ子氏� 

(29)調理実翠

・縄謹ヨ平成28年2月� 1ア5
・対象事:紡問介護議員

・参加者数:11名

・舟 容:;舎議障にある食轄をアレンジしよう� 1! 
・講師福祉の竪訪問介襲撃畿管理者長田 君氏� 

(30)人事考謀者部修会

・隣蓮昌事成 28年� 3月� 1日

・苅象者:務露長・第� 1次警謀者

・参加者数:14名

・内 自:人事警諜瀧接における務接対応の方法

・議廓:喬JlI麓業諜謹総合資援センター椴本幸子tt 

J_i.~n スキルアッブ研穆会 
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事誕名�  事業自標・瀧成基準・具体的支霊感

・開催日:平成28年3月� 12日

・対象者:就労支援施設職員

・参担者数:15名

・内 容紋宵から者える障がい蓄の安芸趣・生活受接

・講際:先特別支援学校教員秘本守ま� 

(32)介護妓街頭楼愈

-開催日:平成28年3月24日� 

ι鰭象者:訪問介護員

・参bD書数:14名

・内 容:介護技術の溜得について

・講師:介護霊智5まいるサ口ン耕大嶋儲子氏、松本ムツ子氏

(評備・課題〉

・平成27年鑑締員研穆きす溜iこ基づき、話謹内部研備会� (32思〉を開龍レ、態

員の質の向上を醤った。

(4)安全衛生管理体制の 〈事諜爽鎮〉

議選 労働安全筈生法の綿定iこより、衛生管理響、産業医を配撃し、職員の安全と鍵

〈師事獲〉 療を確保するためiこ、各衛盟議員会等を開催した。

鷲鋤安全衛生法の規定� 。総合説会衛生委員会

iこより、衛生管理者、 ・欝鰭日:平成27年4月158
産業震をE配置し、鵜識 ・内 容:・平成2ア年度安全衛生管理部率UIこついて

の安全と護憲を砲保す ・平成26年度総合安全衛生護員会及び各儒生委員会の活動報告

るだめに、各舗生委員 について

愈悲開催する。 ・平或27特捜総合安全鰯生委員会及び各衛生霊員愈の活動計聞

について

争本所衛生委員愈

・調羅臼平成28年� 1月21日

・内 容:・ストレスチェック制度むついて

・全国惣i難繕生選開における寂組実施報告について

.建康3診断の実蕗について報告

・平成28年度衛生護員会活動計臨〈案〉について

③臨撞巡翠

・実施8::平成27年� 10丹21日

・開 部:津芭支所設び部度支所の職揚巡揖〈チェックリスト〉

④日般の聖・福祉の盟寄生委員愈

錦月間謹� (1罵数月・� E盛の援護霊難医参加、奇数月・福祉の翠産業臨議参加〉

(評鑑・諜組〉

・計画通り、各衛生委員殺等を開催レ、職員の安全と鍵震の護壊に努めた。

・今年肢の懸案事項であっ疋ストレスチェック騨肢については、来年度� 7、a結

実施lこ向けての懇備も整うことが出来た。� 

(5)鎧畿内での灘握強化� I(事業実緩〉 

こ、係長級以下蟻員の中11年先のさぬき市社協について横制すること在日航I 10と醸員誇成(社協の

あり方横討会)で需望者�  15名で、あり方横討会を殺鍾レ、組織や事業のあり15を撲討するとと

〈目標 )ちに、�  11回の横討愈を実施レ疋。

中盤職員を中 I~I二社協

の現状や課題を共通翠� I(騨価・課題〉

識し、連携強化を匿る� I・あり方検討愈の提案・欝議事項として、人事琵罷iニ関レ、現揚の懇見を度醗さ� 

中で、新た恋撞祉課樫� i竺量生損みの種築、二土;予想茄型社協への転換、特需者の二一ズ、地域の特性� 

11 


L 



事

や生活課題を過して、

社協の役割について

え、令後の取り紺みに

活かすことを呂的!こ社

協il5VJ1.J横討愈を縄接

する。

機

をさをかしだ介護罪被サーピスの罷供、地域稿祉事業のスクラップ&ピルド〈地

域のニーズに応じた事業譲〉、支所の続露舎等以上の報告を捜11疋。
-この報告内容を企翻経曽金議で検討し、社協発露・強化計轄を築定レ定。

)地緩橿註活動計廓お(1 
推進

〈諮標〕

第 3期王さぬき市地域詣

註活動計醤〈社会福祉

協議愈推進計画〉の推

進に取り絡み、地域性

器、関係機関、母体、

行政が諜盤、灘携、協

働で 2きる惇輯づくりを

苦うとともに、輔君主で

は対臨できない聞融へ

の難軟でさきめ穏やかな

錨祉すーピスの推進  iこ
努める。

〈響業実績〉 
1第3期地域福往活動計翻の推進

-地滅の薯らレを支えるつながりづくりく地域トータjレサポートネットワー

ク〉構議iこ謁iすだ企画と議選 

2地誠福殻活動計翻の進捗管理

・市地域襟註活動計覇の進捗管理
 
e埠思地域福祉活藍計誕の進捗管理


【津田地区]

。第 1回津倍地震地域福祉活艶計惑按進委員会

・開催日:平成 28年 3月 17日

・揚所:津患者人福祉センター

・内 容:現在の実霧状況、今後の薄熔について

[大JII地藍]

。第 1回大JlI地豆埠減福祉活動計麗推進委員会

・関擢日:平成27年5毘 29日

・揚所:大JII社会福祉センター

ー内 郡:平成 26年度事業報告設び決鱒について


平成 27年援事業計翻(案}投び予算(蝶)について
 
O第 2巨大JII培区地域福祉活艶計富雄進委員愈

・鵠催巳平成27年9用 1日

・揚醗大川社会福殻センター

舎内 容:さざんか冨わいわいまつりについて

第2問地域鑓祉謹選員研修愈について


大川町文化祭について

上半期事業報告について


【菰牒地霊〕
 
G第 1開高霊能臨地域福祉活義計翻推進委践会

・罵罷日:平成 2ア年 5月 20日

・揚 所:~l!愛社会福祉センター
・内	 容:平成 26年度事業報告及び親交決算について


平成27年震事難計画〈議〉及び収支予算〈案〉について
 
O第 2岡惑農地密地域福被活動計臨推進霊鎌倉

樽縄穫臼:平成 27年 10月 29日


・場 所:志若葉社会福祉センター

・内	 容:上半期事業の報告・鈍重しと下半期お針冨について


エコポスター審査

〔寒川地1&]

。築 1回鶴川地箆地場調祉活動計謡推進饗員会

・関龍日:平成 27年5.F.J14日

・場所寒j社公民館

・内 密:鵠3嬬寒JlI地区地域福祉j苦難計画について

賂守り隊の結成について

。第 2回講義JII撞臨地域福祉活語計欝推進聾議会

・関羅臼:平成 28年 2月 4日

-蝿所..毒JlI公民館

・内 容:第 3掲寒JII地区地域擢祉活動計画の進捗扶況について 
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事 襲名�  事業目標・達成基準・異体的対臨

見守り畿の結成について・ふれあいウコ章一キング大会iこついて

[畏尾地誌〕 

0錨� 1器薬尾地区地譲福祉活動計画推進委譲傘

ー開催日:平或 27年8毘� γ自

ー揚所:さぬき市農鴎支所

・内 容:叢属探� e露目委員長の選出

第3期長這措区地域襟祉活動計画の推進� 

O第2翻操培地区地援護柱活動計画推進委員愈

・開催日平成28年3丹24日

・燭所:さぬき市隈耀::si摂

・内容:平成� 2ア年度事業実蕗報錯

おもいやりネットワーク事業、さぬき布自立相誠実援センター11J議� 

fおうえんネットJ事襲説嬰

〈辞価・課題〉

・地域の喜らしを3震えるつ悲がりの構織に向け、要支援轡へのすポート体制を罷

るため、各事業器滋蓄が連携を欝iこするととち!こ、指数及び社会謡設施級、詫

生委員・見離護員、関悟機関・関体等と協働レ、護支援者の生活課題・彊祉課

題に薄薄レた。

・第3難地域福祉活動計躍の擢進について、各地区において擢進委員会を罵鰭

レ、事業の建造及び灘捗管理を行つだ。

一 ……句句m""~_""._，，._.例

(2)地蛾兇管ちネットワ

ークの推進

〈皆様〉

支援の邸聾な苅を態議

全体で鍔守っていくた

めの、仕組みづくりに

〈事業実績〉

①撞註産談会等の襲繕

.見守り愈識への出霜

難問� 2盤、大J111回、志度3目、望書J1114語、長尾� 5詔 合計� 25毘

器地域見守り離の誰進

ついて、災筈碍等iこも ・窪田2チーム、大JIIアチーム、器産3チーム、薬害J115チーム、

対錨できるように、日 合計� 20チームの結成〈平成27年度末現在〉

常の晃守り活動を遥じ

て支援の疋めのネット (耕価・課題〉

ワークづくりを進め

ムチ3
 

・住興主体による地域の支え合い活動とレて、小地鼠(自治会単位〉での箆管り

る。 活動を推瀧レている。期成喪件として、地域ぐるみの取組みにして告らう疋め

の三役合撤〈自治会長・民生難員・彊祉委員〉と莞守り会議在位龍づけ、職員

の訪問策議に繋がっている。

・今後、さらに事業を按謹レ訪問支躍を行設っていくた鉛iこ、職員内での議事襲の

検討を進め、職員のスキルアップを闘っていく郵要がある。

(3)地域いきいきネット 〈事業実績〉

事業の推進� ①属濃の灘保

CE!標〉 ・社協議費� CE!標額:ー鞍愈費一口 500丹、構閉会蓑-02.000円〉

住民主体による小地域

での福祉活動の基盤強

{むを隠るだめ、自治愈

接、関生委員・児麓餐� E ー
一般会費 貸 閥 会 費

合計髄
平成26年度

実纏額� ι

福祉委員、議祉関|いCI 控繕数 員

。

会

ω
�
 

灘繍鮪

〈円〉

実績額 〈問〉
〈丹〉

係者等が謹携し、議の� 11則� I (戸〉

見える小地域で、多様� 11滞

〈丹〉

なつながりを活かした� 11..:..1 2.1231 1，061.500 25 60，000I1，121，500 I1.138.000 

甑織と襲接の露づくり I~二
を進め、説ちが安 I~' レ|ド大

11. -1 
て薯らせる地域づくり� 11J11 

を進きちる。� I 

1，617 810.500 18 56.000 866.500 898.500 
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令。

事業名 事業目標・達成基準・具体的対応

部� 
5，39ア� 2.713，500 20 55.000 2 68.500 2.ア8γ，伐)()，ア� 

警察� 
おCX，12 24803.5001.607 

)11
827，500 844.5

長

賂� 
3，534 1.785α)()，� 23 67，000 七852，(沿G 七876.500 

的� “い
dchコ

.4~3 98 262.000 7以来174，714.278
つ〉守� ;計〉 

コα，ぉ544ア，� 6.000 
t h 、� υ

納入状況� :8γプヲるく平成27年 4完� 1B現在、市広報世帯毅〉

-欝興避し等礎的金状況

②地域活動を問う人材の構成等

-地域福祉推進織の状況 く単痘:入〉

地区別 関~鐙践 稽社委員 学識経験� ..0. 
Zコ 計� 

津田�  20 38 74 2 134 

大川�  1ア� 53 60 19 149 

志君主� 40 101 154 2 297 

寒JlI 13 51 52 12 128 

長罵�  25 129 1γ4 10 338 

合計 ム� 115 3γ2 514 瓦1 1.046 
く翠戚27年� 4月� 1日現在〉

-彊註委員接諺会の欝謹

。需設委員研諺会

-費量自:平ftX.27年� 6月� 7B
-握所..寒JlI農村環境故欝センター

-内容:委曙状交悼式、基調講満、お知臼せ

-地域福祉推進員研修舎の開催

【窪田地区]

。津田地区地域福祉推進員研修設

-開催日:平成27年� 11月ア日

-揚所:津田公民館

-内容:防災訓練

【大川地区】� 

0大川地区地域福祉推進員研諺会

-開催日:平成27年7F.J18B

-謹所:大JII農梧蹟境政醤センター

-内容  :DIG(災害図上訓練}
".._.."_.~"....…………，……，……"…，…，叩…………………………………・……………一一 

平成26年度実績
実績額� 

地津大区制田||� 件 29叡件件 平成� 27年度||| j
2む0.000月� Oi'牛� O円� 

513，520円� 11i牛� 864.700円

志震 ア件� 448，932円� 4件� 179.191円

寒JlI 1件� 100，000円� 4i牛� 621，876円

長 屠 �  5件� 700.000円� 9i牛� 868.000円

本所抽� 11件� 6ア0.998円� 7件� 1，865.722円

合計�  35件� 2，633，450円� I 35件� 4399，489円
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事業名 事業臣標・諜或器準・異捧的支言蕗

。大JlI地区地域寵在撞進員蔀諺会

-鰐鰭日:平成 27年 9見 12日

ー境問:太JlI公民麓

-硲容:環器ボランティア活動

。大JII地産地域福祉誰選員研修会

-関鰭日:平成 28年 2月6日

-場所:大川護柑覇境改善センター

-内容:HUG(避難所運営ゲーム)

[志陵地区) 

0寝殿地臨地域指祉推進員研{彦会

-開催日:平成 27零 7見 4B

-議所:i底捜脅楽iI¥-)レ
ー!喝 容:j議場見守り援の実装報告・特議詐欺被轄にあわないために(講話〉

[寒JlI地臨〕

。第 1趨議議JII地区地謡撞註推進員研{彦会

-関笹田平成2ア年5jヨ29日 

諜柑環境説善センター11J.欝-議所.

-内 容:平成 26年度事業報告並びに収支決鱒について

平成  27年度事業計画並びに収受予鱒について 

0第 2回鶴川地臨地域指祉推進員研修会

-開催日平成2ア年 11毘5B
-揚所..鵜川鰻柑環境改蕎センター

-内器:;事部発表 「西Ll.J王自治会での地援護致活動£ついてJ
饗JlI地区議議室控繕ふれあい話題事業について

。第 3醤寒JlI捨配地援護社撞進員研諺会

-関量日:玉手成 28f李3痔 4自

-護所:審JlI襲将諜護政器センター 

• 	r忍 容:見守り隊の結成について

ふれあいウォーキング大会について

{長尾地芭】 

0長尾地区地域補枇推進髄研勝会

-開催日平成  2ア年9月5日

-揚所霞陪公民館

-内 容:介護課隙の謀本と仕組み、社壌からのお知らせ

。事業の推進


-役員会等の欝鐘


{津邑嬉~]

。津留地区いきいきネット連絡愈

-開運B:平成 2ア年ア舟  10B
-揚所:津田老人福祉センター

-内 容:第 13回滞田ふれあいまつりについて 

0津田地区いきい活ネット灘絡会

-開催日:平成 2ア年 9舟 8日

-揚所:津田老人福雄センター

-内 容:第 13回薄田ふれあいまつりについて

。津密地区いきいきネット連総金

-関韓日平成28年 1廷 19B
-場所:津E老人謡祉センター 

• r志 容:ふれあいウコ章一キング大会について

{大JII地区} 

O大JlI地区いきいきネット瀧絹傘

-関龍B:平成  27年5月29日

-揚所:大川社会福祉センタ…
田町H・H・...........…一………山角川山山川…品川…………角川町………ーヨヨーヨーヨ耳目ヨーヨーヨヨーヨーヨ耳目…… ……一………"………… 
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事業名 	 事難目標・達成基準・異体的対応

・内 容:平成26年牒事業報告及び決算ζついて

平成27符牒事業計醤{案}及び予欝{繋}について� 

O大JlI地区いきい意ネット違絡会

・関羅臼平或27年§持� 1日

・露頭:大JII社会構社センター

・兎	 容:さざんか閤わいわいまつりについて

第2毘地域補祉推進員研修会について

大川町文化祭について

上半期事難報告について� 

O大川地区いきいきネット連絡会

・開催日:平成27年10舟18B
-議所:大111社会謡社センター

ー内 容:れんiヂ患でふれあいまつりについて

大JII地長互いきい窓ネット連絡会役員研i場について� 

O大111地思いきいきネット濃縮会

・開催日:平成28年1月14日
・瀦所:大川社会福祉センター

・内	 協:範3回地域福祉推進員研修会について

れんげ胞でふれあいをまつりについて

大川地区いきいきネット連絡会設員頚諺について

{志蝶熔院〕

。惑捜鰭区いきいきネット瀧絡愈

・鱒告菱自平或27年5足20日

・揚務:志震註会福設センター� 

• I悲 容:平成� 26年度事業報告及び収支決算について

平成� 27年度事業計闘〈灘)及び眼支予算〈襲〉について� 

O蹴度地区い窓いきネット連絡愈

・開催日:平成27年� 10月29日

・揚所:窓度社会橿註センター

・内	 容:上半期事業の報告・毘欝しと下半簸の計冨について

エコポスター書蛋

{寒JII態箆〕

。寒川地区いをきいきネット連結会

・関擢自平成� 2ア年5月14日

・蝿所鵜川公民館

・内 容:第3期護憲川地区地域福祉活動計翻について

見すり隊の話成立ついて� 

0寒川地区い窓い詮ネット連語会

・開鑑B:平成之ア年� 10毘� 15B
-場所.;饗JlI公民態� 

• I志 容，饗JII地翠高齢世帯15¥れあい訪問事識について

赤い濁槙共賠募金(法人募金)新親開拓について� 

O寒川地臨いをきい務ネット連絡会

・開催臼平成2ア年� 12月10日

・揚所..饗川公開館

・内 器:見守り隊の結成ζついて� 

O寒川地区い窓い窓ネット違絡会

・関擢B:平成28年之島� 4B

-場所:饗JII公民麓

・内	 容:第3期欝111撒区地場福註活動計画の進捗状況について

見守り隊の結成について・� 15¥れあいウォーキング大会について

{長尾地震】

。長尾地区いきい活ネット連絡会� 

J ・開催日:平成27年ア舟� 3日� 
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事業名  | 	 審議自擦・還成幕準・具体的対熔

・燭務:さぬ宮市農嬉支所

・内	 容:平成 26年度事業報部・決算報告ζついて

平成 27年度事議針盤〈案〉・収支予算〈案〉について

綿約のー翠改正について

役員の改選について

・活性化響業の実施〈地域イベント事識〉

[灘間地区}

。第 13回襲撃邸ふれあいまつり

・欝量日平成  27年 10月 18日

・場 所:津凹中央主主民欝

・内 容:子供から高幹者、欝害者、すべての人が簾い交流できるイベント

で、スチージイベント、パザ一、論灘愈~ど(])穫しを結った。
。高齢者1&.饗鶴間〈押し奪司づくり)

・関華日平成27年 12月4B

・場所:海田保護センター

・内 容福祉委員と撰集委員・児麓餐員で押し帯溜を作り、見守りを兼ね

て、津間在住(])80線以上の高齢者iこ翻った。 
0/5¥れあいウコ章一キング大会

・開催日平成  28年 3月 19白

・場 所:津田証言内

・内	 容:子供からお待望警りまで参加で寄るウォーキング大会であち、諮室内

を歩い肥後、揺選会を行なっ疋。

{大JlI地区]

。地主i網体験{松尾治議いきいささネットi
-需寵日平成27年 10月24日
・環箭:津田松原、語絵繕幼稚園

・内 器:訟罵地区内の結誰盟問、小・中学生を対象に、津留の松原において

地きi網の体験学翠を行い、地援の入と的資流を深め定。

。詣祉映画上映会{醤回地場いをきいきネット)

・嬰護日平成28年 3月6日

・場所大川農村議議設轄センター

・内	 接:挟富「龍忠と七人の子分だ務j を通じて、子どもから大入、議議会者 
(])D々 が一緒iこ学び舎い交流を広げるために実臨しだ。

{議境地区]

む第 20回I忘れあいお楽しみサマー〈鴇部地域〉

・轄鑑包:平成 27年 8月 1日

・揚所:(1日〉鴨部小学校簿動揚

・内 容:子供から大人までが気楽に譲歩加できる地械の棄の笹錦事業として、

士出議各繍盟体によるパザ…、アトラクション等を有った。

。第 18回ふれあい惑謡祭(小路地域)

・時檀E:;平成27年 10月 11日

・場所(旧)小田小学校体育館・小話ふれあいプラザ

・内 務:子どち愈及び鎗域住民による装能発表、地域諮穣謹捧による物語震の

販売やパザー、抽選会、ハマチ解捧ショー噂を詰った。

。第 12回鴨庄をまつり・第 42器製者のつどい〈鵠箆地域)

・爵建白平成2γ年 10月25日

・露頭大串由黙公富認定拡揖

・内 務:鴇庄祭りと聴者むつどいを共機し、?ラクション、パザー等橋広い

世代の人たあがふれあい交流を深給た。 
orみて、きいて、こころをつ悲ぐ地践の輔J (i'itt農地域)

・縄檀B:平成 27年 11月28詰

・露頭寝殿繭楽iI¥ -Jレ
・内	 容:興世代間交涜を日鵠としたステ…ジでの芸能発諜で組児から、小・

中学生、中高年の方の緯欝の成果が発表された。 
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事業名 事業E標・瀧成基準・具体的対応

。棋の収穫祭〈来地域〉

-関難日:平成 2ア年  12月 68
・場所:末1.5¥れあい広議ClB)高度小学稜来分校運動議

・内	 容:地認の方が年齢を超えて集える議として、地峨各種語体による、パ

ザー、頭罰金、軽音楽濃奏会等行つだ。

{議事JII語震] 
0寒111地誌ふれあいウォーキング大会

・関鰭臼:平成 28年 3月 12自

・揚所:門入ダム水辺の公園局辺

・内	 容:子供からお年寄りまで議参加できるウォーキンク大会で、地区内吾参

いだ後、抽選会を行つだ。

{喪建捲毘〕
 

O第 10担造団地区擢註まつり

・開催日:平成 2ア年  10月 18日

・議所:溜田ふれあいプラザ

・内 容:i幾康講溝会や謹豪相職、パザー等を通レて、盤震や描祉に融れ、嬬

広い世代の人だちが、ふれあい交流を深めだ。

。芭盟鴎境整構築詑運動(前山クリーン作戦〉

・開鑑信:平成 2ア年  11月 15日

・揚所:部出地域県叢鰭辺

・内 容全謹から訪れるお遍路ミさんに気持ちよく歩いて頂きだいという穏い

で、地震民総出で清捕活動を行つだ。 

0ながおいきいき織枇まつり 2015
・開催日平成2γ年 11月228
-場所:福祉む翠

・内 容:各悶体・譲設・学校帯の協力£より、健康チェックやイベント、パ

ザーを通レて、揺率い世代の人だちが、ふれあいあ涜按深めた。

。第 7田健康ウオーク in多和

・爵器日:平成 2ア年  11月29日

・揚所:多相撲柑公璽~大窪寺

・内 容:ウエ章一キング後遺レて、地域の人の謹康{定瀧夜間り、鰯拡い年齢鰭

の交淀を藻めた。
 
O多和議思詰災研修会

・開催日平或28年 1月31日

・露所:西国需IJ(株〉研万発電所

・内 器:伊万発議議所を見学レ、防災難識の高揚を歯つ定。 
練11溜白地霊訪災製O

・調催日平成  28年 2月 14日

・護所:浩田ふれあいプラザ東鵠広場

・内 容:災害!こ備えて、強区間総出で、結災訓練を行い、地域の結束力を高

めた。 
O義建地域見守り活動感謝の襲い

・隣催日:単戚 28年 3月 8日

・揚所畏尾地域

・内 容長尾小学校児童とポうンティアが襲い、あいさつ趨動から人と人の

つながりを強め足。 

O前山ちょっとよろ~かい

・開催日平成  28年 3月 138
-議所牒膳公民館欝出分館

・内	 容:災害に強い撞議tなるために、大JlI広域消防による防災講話と治締

蘇生の摸授を行い、難躍を涼めた。

-災犠轄の蒙真純倒防i上詩興設置状況	 (単位:世害事〉 
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事襲名 事難問機・謹成基準・異体的対応

地区別
苅議� ""H26 H27 合計

器投講話
世帯数 般蹴数 措置数 設置数

津田�  201 57 2 59 29.3% 

大川�  105 60 1 61 58.0% 

志度�  356 100 ア� 107 30. 

寒� JII 69 40 4 44 63.アヲ毛

畏尾�  182 ア6 16 91 50.0% 

合 ，言十� 913 30 j 362 39.6% 

-地蟻謹社務昆貸出事異〈福詮用異・イベント用髄話〉

津田� 69白、大J11141語、志度� 38器、鶏JIIアア臣、長尾� 117聞

合計� 442毘

〈評髄・諜龍)

-平成 27年度より、各地区で開催していた地域補祉推進員研修会に加えて、福

役饗員研修会を開催し、福祉委員の役割の明確化と欝姥に努めた。

-地域の福祉課題・生活課題に対応していくだめには、地競いきいきネット事業

と協働・謹携しながら対応していく邸要がある。

………剛朝刊朝刊朝刊….."..帆削帆帆帆帆帆刊"司司司司司司司司司� 

(4)ふれあいサ口ン事諜 〈事諜翼線〉

の推進 。サ口ン結成

〈目標〉 -ふれあいサ司ン開設状況 〈単組:f語読〉
地域の支え合い設び開|

地区揺
平成� 27年震 平成� 26年設 累計体広

じこもり酷立や介護予 サロン数 す司ン数 サロン数

揺を言的とし、和用者 襲撃 部� 33 33 1 
及びボランティア等の

大JlI 27 28 9
参麗で小地域ごとの患

露頭としてのすGン活 膿� 66 67 16 

動を襲爵する。 難� JII 26 26 3 

39 40 14 

合 計�  191 194 43 

新規サ口ン・・・般行サロン〈喪尾〉

~サ己ン運営安媛:活難襲醸成、介護予詰蟻員及ヴボランティアのj長選

-運営j重要書の企酪梅線、縄出鑓誌の結介、外出支援の告さ先等を提案。

-活動揺成総額 :3， 850β∞丹能成〈新規 1 ヶ所 X5 万丹、鱒縞 1~約ヶ所 X2

万円〉

金す邑ン設詩人顎欝愈の開催〈地区ごとの開憧〉

{津田地認〕

。第1困難器地区ふれ都いサ口ン世話人研穆会

-開羅臼平成 2ア お用� 26日

-揚所:津田者人補枇センター

-内 容:悶成金交柑、ふれあいサ口ン活動事偶発表、いきいき鵠康教護・

出備品の体験、議見交換、事務連絡� 

O第2回津田地区ふれおいサむン世話人研修会

-関龍日:平成 28年� 3月2日

-揚所:津田範人福設センター

-抱 容:いきいき幾康教議・介護害賠サポーターの紹介、共通ゲーム袈範諸

事務議結

[大111地(g]� 
…………  h.'_h'日山山川山山……�  
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事襲名 事業目標・譲成基準・異体拙刻脳
 
O第1回大川燐鉱ふれあいサ口ン控話人研修会

・関楚副平成27年6月� 27日

・揚 所:大川公民主雲

・内 器:車いすの説明と体畿について

平成2ア年度混成金の配付について� 

O第2回大j討議誌ふれあいサoン控翻人研修会

・轄建白平成28年2月3E3
・露頭大川公民館

・内	 容:翻知症サボーター聾成研繕議離

護震教箆について� 

(iiti農地区】

。第1回鵡境地窓i忘れあいサ口ン浸話人研修会

・関羅臼:平成27年9月29E3 
・揚期.i志度社会議社センター

・内 容� :4地域より活動発袈・サロシ運営での掘りごとについてのグループワーク� 

O鰐2闘志度地区ふれあいサロン世話人研穆会

・関鑑日苧或28年� 1月29日

・場所:;宙産社会彊祉センター

・内 容李基毅室〈新翻紙のコマ作り〉・鵠燦穀豊富・介護予防サボータ}活動紹介

【寒JlI地龍〕� 
0錨1睦寒JII地区ふれあいサロン世話人醗穆会

・開催日平成2ア年7月22E3 
e護所:寒川公民箆

・内	 容:各サロンの事業内務について・蘇見交換

貸出儒昆による研修{かきま器・鯛腕窓器}

【民館地霊〕

。錨1自長露地区ふれあいすロン世話人研諺会

・開催日:平成27年9月� 16日

・場所事立文化センター

・内 容:活動発表〈志農地区ふれあいサ口ン「おしゃべり愈〉、構報交換金

貸出備晶による研修(鯛焼窓器・ポップコーン器〉

。錦2器長尾地区lふれあいす弓ン世話人語諺会

・開催日:平成之ア年� 12月� 18日

・揚所事立文化センター

・内器手芸教室〈干支づくり〉

④喜重害者等外出支援の実施

・外出支護状況・・・滞田� 24目、大JlI15問、志度34語、韓JlI13冨

長尾27器、合計� 113自

。サロン活艶の啓発

・広報紙「ふれねっと」及び� f受領だより」等で、サ口ン活動紹介ページを設け

て、活動を欝発した。

〈紳価・課題〉

・サロンの褒状摺離と今後の方策密機討する乏め、全サロン� (191ヵ所〉ヘアン

ケート調畿を諜錯しだ。

・今年蔑新規で� 1ヵ頭の増加はあったものの、高齢化や世話人不起による活動体

ヰや活動停滞しているサ口ンが増加してお、り、職員iこよる休止サロンへの働溶

かけ奪告なっていく綴警がある。� 

トー…………山一一……“ ………ゅを

(5)子議て支援事業の縫� I(事業実繕〉

ファミリー‘サポート・センター事業の推進{市受託事業] (湾臨支所〉I1 	連主� 

〈自標)・平成27年度援爵件数� 2.067件〈平成26年愛護闇件数;乙853件〉

'!R.代の地域をま盟う子ど|・議録会議数 ( )諮年産 〈単位:人〉


…t>竺苧今;字吟型空竺~JJ 地区題� ! おねがい会員� ! 法かせて会員� ! どっちも会員� [ 
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事 業名 事業目標・漉成基準・具体的対応

応援するため、子嘗て 津田�  26(21) 11(11) 1(0) 
に係る議;援の軽減や安 大川�  13(11) 18(17) 1(1) 
l~ レて子脊てできる環

境整備を地域ぐるみで
器産�  

塞� JII 

8ア� (79) 

18(18) 

Sア� (55) 

14(14) 

2(2) 

1(1) 
結っていける社組みづ

くりを建造する。
長議�  46(44) 39(40) 2(2) 

市外�  9(10) 3(3) 0(0) 

命計�  199(183) 三、1，42(140) I 7(6) 

………一�  

-援母活動実績骸〈事成 27茸� 4巧~苧成� 28茸� 3月〉

機曲活動内容 平成2ア年度 平感26年度
件数 件数

保薄所・初雄軍の登園部(J)預かり� 841牛� 144件
保商所・鑓護軍の滋り� 8811:J: 174件
保背所・縮稜譲の迎え� 194倖� 450fl:J: 
保育所・組稚譲治婦宅後の預かり� 1091牛� 8アfl:J:
学夜開始前の濃かり� 476件� 512件
学授の開始前の送り� 0件� 64件
学校の鼓諜後の迎え� 29件� 144件
学校の設課後の預かり� 4件� 101牛
般課後克婁クフブ舶の績がり� 

311牛� 31件
〈長期体業主幹の琵撮含む〉

鼓諜後児護クフブの送り� 
31件� 381牛

〈畏期休灘中的支援重む〉� 

E支諜後児寧クフブの週え� 332件� 170件
政諜後児童クフブの!態態後の預かり 。件� 751'牛
公共鑑設への送溜� 3件� 25件
公共擁設での預かり� 11牛� 12件
子どもの欝い事の送り ア2件� 85件
子どもの溶い事の迎え� 25持� 29件
子どもの習い事後の預かり� 261tt: 29件
保欝街・学技等休み持の{架背所施設等への滋鴻� 5件� 0件

保育新・学校等体み碍の預かり� 111>牛 16件
保育所麗設等入所前の援艶 。1tt: 21牛
保護者等の鑓時間・臨詩的就笥の蝿舎の護器 。件 。件

保護粛等の家鶴活動中の嬢飴 。件� 01牛
謀議樹噂の冠鍾葬祭による体出、� 

1件� 01牛
地の子どもの学校任事の揚合の援拐

諜護毒等の外串の鶏合の撮朗� 21tt: 1件
保護者等の摘鋭、その池急用の揚舎の援甑 。件 。件

そむ龍〈持括合わせ撞所へ悲湖〉 ア{牛� 81，牛
その龍〈銭護者等の職揚への瀧迎〉� 7件� 9件

その協〈会員宅への送迎〉

警幹� 
7361，牛� 

iiそ上記の他以の外預のか支援り� 
2件� 
01，牛� 

~ 計 ネ061件� 2，853件

①ファ� 1)-・サポート・センター運堂委員合の開催〈年4回〉

。第� 1留さぬき市ファ リー・サポート� -12ンター運営委員愈

-開曜日平成2ア年5島� 26日

-出席者:12各

。第2回さぬき市ファミリー・サポート・センター盟営護員会

-関磯田:平成 27年� 9月� 4日

-出環醤:10名

。第� 3塁さぬき市ファミリー・サポート‘センター運謹饗興会

-開催日:平成 27年� 12月� 7日

-出席者:12名

。第4邸Eさぬき車ファミリー・サポート・センター運営委員会
'一同開閉山町町山‘一 … 
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事業名 事業程標・瀧成基準・具体的対熔

・闘機詰:平或28年3月3自

・出席者:11名

{場所は全て、津田哲人描祉センター〕

@ま1J'せて金銭鍵成講産の開催(年� 2詔〉� 

O第 1盟E ソささぬき市フフア?ミiJ蜘-町}…-欄叩-欄-

.平成27年6月198'"竿成27年6月2γ 日のうちの5日間

(講座合計時間数 :24時題〉
・場所:大JII公民館� 

.i事了者� :5名/登韓者� :3部

。第2閉さぬき市ファミリ…・サポート・センターまかせて会員養成績鹿

・単成2ア年� 11用� 13日~平成� 27年� 11月25自のうちの58開く講盛合

計時題猿� :24時臨〉

・揖所:志度社会構祉センター� 

.i事了者� :3各/登録者:1各

@スキjレアップ研棲の韓鑑〈暗記回〉� 

0絵本作家サトシンとさん読み聞かせ講灘会

.開華日:平成27年� 10月25日

・揚所:溝部公民留

・講師:殻譲伸氏

・参加樹:1ア名

。~遊びについて考えよう~皐近なモノ在使つ疋おもちゃづくり

まかせて会員交読茶話金

・隣雀8:平成28年2月24日

・揚所:窓鹿社会撞社センター

・講師:さぬき子どもの欝警ちグループ剖上弘恵氏

さぬき子どもの盟企彊グループ器地裕子氏

.護委加窃 :9名

④全会員認毅鴇調会の陣鐘〈年3悶〉� 

0手を過したコミュニケーション リラクゼーション研修会

・開催自:竿或27年7汚� 14日

・撒所:護持環第改轡センター

・講師:日本諜十学社香� JII索支部事難擢進課長臓殿津子氏� 

e参1Jo者� :22各� 

orダンボーjレであそiまうJ

・関穫日:平成27年8月2日

・煽所:護軍公民館

・講師�  .1富士ダンボーん工業株式会社務額英太郎氏

そろ:22.参加者 

。手芸教頭手作り搭ぞうり作りj

-関鑑日:平成28年� 1月26臼

・露顕:造田ふれあいブラザ

・講陣:かすら在縦む鈴の会代表鶴木智美氏

・議参加者:12者

〈評価・錦髄〉

・按課後見離クラブ等のサービス的充実iこ伴い、部時護よりもファミリー・サボ

…ト・センターの利用者は減少しているが、利用している会臓の鎖震は、増加

の傾陪にある。そのだめ新規iこマッチングを行うケースち少なくないが、まが

せて会員の稼鱒率が余り高くZまいだめ、マッチングが難レいこともある。

・平成� 2γ 宏事蝶培、安援希聾者ぬ護運にちiまiま蕗えることができ、安定レ百三セン

タ}i翠憎ができ乏。� 
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業名�  

(6)ボランティア欝難の

推進

〈目標)

住民lこよる由主的容ボ

ランチィア活動が麗鴎

しやすい蹟境を麓え、

多くお方がボランチィ

アヘ参加で諮るよう支

援する。

| 事業目標・瀧或基準・具体的対応� 

・今後i立、まかせて会員の議縛や稼鵠率を上ヴるにとにも/Jを入れていきたい。

そのだめには聾成講座の鰐知の方法、講臆の内器などを接討していく。� 

2キッズ・トータルサポートネットワーク響難の推進

G)子育ておうえんひろば親子力フェ“ぴょんぴょん"の開設(年37翻}


バ親子力フヱ“ぴょんびょん"J利用状涜


認 分� I.平成2ア年度|平成� 26年度


開催限額� 32[Q]I 31回
 

586人� 669人


ランチ利用者数� 340入� 331人

・わくわくヂイ〈年� 9[Q])の開催 保護護者69名、子ども� 7令名の参加

・赤ちゃんのおはなし会〈年� 1闘〉の費催 線機暫� 12名、子ども� 16名の参加

都ハンドメイド教躍の開催{年� 12回)

・12巨|開擁 護主ベ� 5ア名わ委参加(稿用第3火謹日開{掛

③子欝てサ口ンの撞進・護機

・子轄てサロン実施状況� (6団体):132回� 2，048名の参加

ゆ子商て支援ボランチィア養成議選欝灘

・託児ポランチィア依頼状況� :26田� 81名のき芝擁歯

⑤子膏てmランティア盟体のま芝接く2罰体)

・子湾てボランティア� (2悶体)実態状況� :2ア[Q]307名の議参加

〈評価・課題〉

・子育ておうえんひろばの環襲撃鏑を季節毎iこ缶つだり、ボラシティアによる保

護賓の商児支援を行い、子警護て交接の居場所の充実!こ努めだ。

・子欝てサロン設び子育支援てボランティアグループiこ却し、研{事会及u意見交

換金を開羅し、活動を樹面的に支擁した。

・平成� 27年� 11舟よ号、子育てサ口ン� fあそびんすJが新規に関所しだ。

く事業実鰻〉
 

1ボランチィア・市畏活動の推進


さ〉ポでうンティアセンター灘盤委員会の闘能〈年� 3酉〉
 

1回さぬき市ポうンティアセンター議離委員会


-開催日:平成 2ア年4月23日

・場所:j'普段擢支所

・内 器:平成� 27年度事業計盤について

第2悶さぬき事ボランティアセンター運躍諜蕗愈

.鱒龍日:平成 27年� 6月29B

-議所:市長蟻支所 


・内 容:平成� 2ア年度部会事業計蕗iこついて


第3田正さぬ慈市ボランティアセンター運営委員会


・開催日:平成� 28年3月10臼

・燭所:市長尾支所� 

• I者容:平成�  27年牒事業報告iこついて


平成� 28年度事業計覇〈欝)I
こついて

Ip:成 27年覆各部会進捗状況及び平成28琴震各部会開憶計舗につ

いて

*をさぬき市mランティアセンター運曽義最愈部会活動


講座企画運艶部会


・子育て交接従撃者との構報交換金の障寵〈ア/6)
.点訳総本講産の開催 
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事 業名 	 事業目標・達成基準・具体的対応
広報部会

・ボランティア情報紙“はつぴー"の掲載内容の検討と取材

グループ支援部会


・グループ支援の方法について

・ボランティアグループ研修会の開催

②第� 14固さぬき市社会福祉大会ボランティアグループ訂ち合わせ会

・開催日:平成� 27年� 11月� 10日

・揚所:市長尾支所

・内 容:式典役割分担について(司会・要約筆記・手話通訳〉

・参加者� :8名

③観音寺市高室ボランティアの会とのボランティア交流研修会

・開催日:平成� 27年� 11月� 18日

・揚所:辛立文化センター

・内 容:ボランティア交流研修会

・参加者:高室ボランティアの会� 36名


さぬき市ボランティアネットワーク� 10名


④ボランティアの登録・斡旋・相識

ボランティア登録団体登録63団体個人登録99人

ボランティア斡旋� 123件

ボランティア相識� 128件

⑤ボランティア・ボランティアグループへの支援� 

Oボランティアグループ研修会の開催

・開催日:平成� 28年� 1月� 19日

・揚所:寒川農柑環境改善センター

・内 容:レクリエーション研修

・講 師:さぬき市レクリエーション協会

・参加者� :26名� 

0ボランティア活動の相識擾朗� 

Oボランティア保瞭の加入促進

⑥ボランティア養成講座・フォローアップ講座の開催� 

O防災ボランティア援聞事業研修会

・開催日:平成� 27年� 10月3日

・揚所:津田老人福祉センター

・内	 容:西町西自治会の自主防災活動について

津田地区で起きる巨大地震を想定レた自主防災活動の進め方につい

て
さぬき市の自主防災組織の現状について

家具転倒防止用具設置事業、防災マップ、災害ボランティアセンタ

ーについて

炊き出レ訓練、救急処置等訓練

・講	 師 津田地区西町西自治会、香川県防災士会東讃支部、さぬき市、大川

広域西消防署、さぬき市防災ボランティアほっと・はあ~と・さぬき他

・参加者� :34名� 

O点訳給本講座

-開催日:平成28年 1月 14日、 21日、 28日、� 2月4日

・揚所:志度働く婦人の家

・内	 容:点字のレくみ・点字の読み方・点字の書き方・点訳絵本について

点訳給本作り


・講 師:さぬき市点訳サークルコスモス� 
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事難 名 	 事業詰襟・達成基準・具体的対臨

-議参槌穣 :8名 

Oi犠鵜ボランティア養成講感

・関鰻日平成28年 2月20日

・揚 断:i節度働く婦人の家

・内 務:聴く力~ゆるやかにつながるためiこ~

・講蹄:出理相議員中怒鳴代氏

・参加議 :9名
。額韓ボランティアフ方包ーアップ講箆

・関穣B:平成27年 5月30日

・揚 所:之さぬきボランティアセンター

・内	 容:ほのぼのと、コミュニケーション'"'-'I~\温まるひととをきに寄り器う記
めに'"'-'(認知症の方に対する額聴の仕方〉

・講師:，~\盟相談員中村昭代氏

・参加護 :8名 
O防災ボランヂィアフォローアップ講鹿

・鍔鐘日:平成 27年 9月 12日

社会揺祉センター・大川公民舘及び駐車場11J・場所大  
・肉 惑:さぬをき市社協災害ボランチィアセンターシュミレーション研鯵

・講 師:ぽ…スポート災害ボランティアセンター

・協力団体:芯ぬ窓市、県社協、大川地眠いきいきネット濃縮金、欝j詩集詰災

模様岳体

・参加害:124 お (ru筈ボランチィア聾鐙護~ 14名〉 
O子育て交接ポうンヂィアフォ O-)'ッブ議盛

・欝量 B::平RlG28年 1尾 19B

-彊頚:市擦賂支所

・内 容:子育て支援従事者のスキルアップ

・講 師:前県議家臨教育カウンセラー 荒谷節子氏

ぞろ:29.参加者 

(f)ボランティア欝報紙 nまっび-Jの発話{球 6窃}

§ボランティア器発月間の提進

・誌報紙での周知 (12月〉
・第 5思みん窓口 Eみんなの“ぽらんでいあ"をまつり協力

〈さぬき市ボランヂィアネットワーク主鑑〉

・開催日:平成 27年 12月 6日

・揚 所:r南JlI告書震の家J周辺高JlI構造法醤セン拶一

・内容:テーマ	 F話事和・緩のかでj


議演 tJ1J'管轄の詰護

イベント お梅茶盤


・講師:さ給き捕前教爾摸盤回覧明氏

・議参加者:143名

。之さぬき市ボランティアネットウークへの支援

・ボランティア語体の支援投び語体加入促進・・・クjレーブ数 53 

2~廷饗ïtそうンティア活畿支援体制的整構 

G)ru諜ポランティ?センター灘鰭の疋め自体制づくりの推進

之さぬき市災害ポランチィアセンヲー運営マニュ?ルとときぬさ市社協職員妨災

先生機管理ハンドブックの周知。 

⑭Eさぬき市社協災害ボランチィアセンター運嘗シミュレーション密諺会〈再

開〉

・間態母:平成 27年 9J=312日 
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事襲名�  事業自標・達成基準・具体的対臨

(7)謹社教育の推進� 

CeU票〉
地域で共iこ食器、支え

合う社会の実現を目指

して、子どちから大人

まですべての住民が描

祉を学ぶ機会の充撲を

留り、地域の補ネIt1Jを

高めていく。

・鑓所:大川社設撞祉センター、大111公民館及。駐箪揚

.参謡番:124名


③災帯ボランティ?の議議


強鎌田体� 4盟体、登録値人� 60名


〈評鑑・課題)

・ボランティアセンター還鵠護員会で方自牲者検討し、議穿のボランティアやポ

ランティフフ語体に対レ、ボランティア麓成講控やフォ口一アップ講座等を鰐穣

した。

・令後{法、描擦の生活課題へお対蔀についても求諮られていることかち、ボうン

ティ?の発掘及びリーダー養成等について取り結んでいき疋い。

(事業実鎮〉

①錨14盟主会詣祉大愈の隣穫

・開催日辛或27年� 12月 12日

・表彰者:髄入36名 団体 11間体

・露所�  :i都度審楽ホール

・記議講演講師:タレント・作家運洋子氏 


.参加者 :500名


金子どものボランチィア活動の援瀧

。第� 1田さぬ窓つ子夏の福柱体験教案

・韓羅臼:平成27年7月24日

・揚頚:態生ノ霞

・内 容:律業体験とトールペイント教護

・議参加者:子どもおそろ樺護者� 1名


。第2回さぬさきっ子棄の福祉体議教室


・罵催日:平成2γ年7月28B

・揚箭:窓んりん麗

・内 容:フルーツケーキづくりと作業体験


.議参加護:子ども 9各保護者4名


金学校における蔀説教宵・ボランチィア学習の支援

意室中学校より懐頼


対韓:1年生� 151名


開催日:12月3日、� 10日


閣断:さぬ窓市内�  6蕗設、社協4事業所


ゆ社会橿祉士璃揚饗瀧受け入れ

学技法人:穴吹学題 専門学校穴吹パテシィエ憾誰力レッジより絞殺

苅難者:社会福祉士をきちざす学生1名

費け入れ賠題:平成2ア茸10月2日""'11足25日〈う1524日間〉

〈欝錨・課題〉

・子どもの端祉体験教室の委参加人数が少なし� 1ので、� i喝容等の再検器が必要であ

る。

・社愈礎社主の実習について話、依頼があれば積極的に受け入れをしている。鍵

入側として、醤設の雑務の振り返り、第三者による評髄、説鴇能力の向上等実

習生を受け入れることで、載員自識の技術向上の識とレて、膏苅!こ活用Eさせて

いただいている。� 

(8)広報・啓発欝畿の撞� IC事業撰議〉

進� ICD社協広報紙「ふれねっとjの発行� 
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事灘名

〈自襟〉

住民の声や顔が見える

ような構報発態と啓発

活動を過して、広く住

畏iこ社協の事業を知っ

てちそうい、地域鑓祉へ

の耀解と爵iおを高める

とともに琵誌の主体的

な福祉活欝筆活性{じ

し、地域の補註力を高

めていく窃

事態自概・達成纂準・具体的対話語

・ふれねっと鵠数月発行〈年� 6盟〉

・鞘料Ib告参加企業� 1 2在

@社協ホームページの運普及びFacebookによる情報発電

・災害時iこ備え、災害ボランチィアセンターのコーナーを器加した0


.各支所等からの記事をFacebookかわ持櫨した。


く静漉・諜題〉

・見やすいホームページ作りや一人でち多くの15に議んでいただけるように活動

事真を多く掲翻したり、社協を理解してもそうえるような記事作りをお掛けてい

きたい。� 

(9)共同募金運動への協� 1 (事難提績〉

力� I1共謂募金連動

〈吾標〉 い共躍事事金実績

共毘募金響業に協力すけ� 8U 得懇 平成2ア年産実績額 平或26年度製織穏
ることiこより、社愈議什

日戸
… 

別募 金 12.826f牛� 10.157.800円� 10，446.394円� 
批への住震の盟解を深け� ! 

め、地域稽祉活動の財け簸頭募金 31tt: 31.125月� 21.413円� 

源を確保するととも川法人募金 389件� 2.298.539円� 2，532.626丹� 
に、地域摺祉の提瀧iこ川

汁学 校 欝議 12件� 
出

150，269円� 159，127円� 
貢献する。

蟻減算金�  1191牛� 950.751円� 946.お08円� 

イベント募金 10件� 31，γ36月� 

個 人 募愈 43件� 

62.955内� 

45.ア50百� 52.420汚� 

その他の舞金 44i牛� 551，124円� 137.687丹

合計�  13，4461牛� 14ぷ48，313円� ! 14.327，911円� 

φ灘営委員会、器商委員会諮問鰻� 

0平成27年度さぬき市共錦鶏金委員会韓議議員会


開催日:平成27年� 5月� 29自


場所:さぬき培農路支所 


題:(1)平成27年度事業共罰舞金地域飴成について� 

(2)平成28年度事灘共間募金地蛾助成審査iこついて� 

O平成27年度第� 1[Q]さぬ慈市共同葬金委員会灘営委員会

開催日:平成27年� 6月88
場所:さぬき市畏鴎吏所

報器第� 1号専決処分について

議案第� 1号 平成26年重さぬ窓市共男募金餐鎖会事業報告について

議案第2号 平成26年震設ぬき市共毘募金繋員会決算襲撃i二ついて

議案描3響 平成27年議定さぬき市共器募金委員会事誕計醤〈案〉について

議案粥4管 平成27年度さぬき市共悶募金委員会事鱒寵〈案)1，こついて

議案第5号平成28年度事業共賠勢金地域酷成諜査結果について

構築第6号平成28年度共同舞金推進計画(諜〉について

。平成27年蝶鵠2躍さぬき市共悶募金委員会溜営委員会


開催日;平成27年8月� 21臼


場所:往ぬき事長属支所 


議饗雛� 1母 平成2ア年度赤い蕩穣鈍悶募金運動〈欝〉について


・臼治会長寛文蕎〈築)Iこついて

・街額要事金活動〈禦〉について

議案第2号平成27得議議来たすけあい欝議運動(諜〉について

・平成2ア年度議末たすけあい募金運動〈灘〉について

.議来たすけあい募金酷分基準iこついて� 
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事襲名 事難住襟・達成基準・異体的対応

。平成� 27年度第3閉そさぬき市共毘募金索織会連盟委員会

開催日:平成28年� 3月88

場所�  eさぬき市長尾支所

報館第� 1習 平成27年鑑共悶欝金運動実施報告について

謙譲欝� 1号・平成27年設共間募金地露顕成針闘の変更について

織欝第2号 平成28梓護議末たすけあい募金配分基準〈諜)について

譲葉第3号 ミさぬき市共居募金書委員愈愈鎚抱一部現IE(禽〉について

議案第4場 さぬき市共同募金義調会連嘗委員の選任〈欝〉につい

譲葉第6懲 さぬき市共同募金餐縄会監事の選在〈灘)について

議案措6害 さぬき市共問舞金委員会会畏及び融会長の互選について

謙譲第7号 さぬき指共悶募金委員会審議委設蝿愈運堂規程の一部設正〈案〉

について

識葉第8宰 之さぬ活市共言募金饗織金轡蓋委員の瀧任〈欝〉について� 

e諮或事灘の見直し検討

・王手法2ア年度事業共題纂金地減艶成

地域諸祉推進事業� 5，140，993円
小謡援福祉活動事諜� 1，966，0∞丹

地援福祉活艶支機事業� 3，369，0∞丹�  

WJ成額合計� 10.475，993丹

@新去とな募金活撃の開拓〈鄭金百箆語、募金籍設盤、共饗自販機設等〉 

O態い羽根共同募金� f部践活ブEジヱクトj 協力会社� 7社

〈衛〉アジザイ、大JIIパスグループ、持興需線〈株〉、議武麓鍛〈棟〉、二チエ

イスチール〈株〉、嬉摂元朝]楽、 〈掠〉ペルモ二一

平成2ア年股納入分� 278，039丹� 

O赤い鴻模溝涼按料水自動販売機の設置� 2台〈市際鰭支所、電祉の箆〉

平成27年度納入分� 115，681円

告募金活動及び助成事業の郊果的な広報・啓発事業の謹選

商癌等iこ欝金箱� (11ヲ所〉在職躍し?とり、街頭勢金iこ学生の参加をお額いする

等募金の態発活動に努め定。� 

2織来たすけあい運動

ー平成27年産鰻来廷すけあい裏金

。実績額� 6.372，521円〈平成26年度実積額� &563，5ooP3) 
。霞分翻� 6，531.000円

覆 日目 件鍍�  
平成2ア年産

配分額� 
平成26年設

配分額

聾保護〈準〉思議 297件� 1485，000円� 七� 4ア0，000円� 

一人暮らし捜繕� (80議以上〉 674i牛� 4，044，000内� a840，000円� 

種花窓り介護者 68件 408，000円 474，000円� 

認知症介護者 25件� 150，∞倒� 144，000丹� 

哲夫婦芭帯� (85繊以上〉 74件� j 叫� 0∞削� 450，000司� 

合 計F 1，138件� 16.531，000P3 6，378.0∞丹

6配分の見直し接言

配分基準に関するアンケートを実露しだ。(共館馨金運嘗委員、臆説彊員・児童

社協職員� :97名盟筈)

アンケート提唱とに運醤委員会で関り、対象者に対して平成� 28年震はー樟� 

5.000丹で灘錯。

い-"""".......""..………ゐ…“…………品川…………~~~--一一一一一一……~....…....-……一一一個 目…� 一一一一…M 綿 綿 �  v
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事業目標・瀧或基準・

窃募金活動設び配分の始果的な広報・啓発事獲の推進

自治愈長会や民生饗員・児麓饗員会に出席して、出報・啓発活動を行つだ。

〈評価・課題〉

・共間募金〈ー態募金〉及び襲来去とすけあい募金について、募金額が減少傾向の

中、共同欝金等ぬあり万について、運曽撃さ鎖会等で検討していく。

・受配語体にも穣極的iこ募金活動をしていだだけるよう叡頼する。

・購未完とすけあい欝金配分についてのアンケート結果では、艶分基準の開設の見

しを検討する態見が多くあっ去三だめ、平成� 28梓度から� 2年程度かけ、配分

金の内容の兇聾しを検討する。

(10)撞註間体・社会議

註施設等との連携

〈自標〉

地域謡祉の推進のため

に、播祉関慌間体及び

社会福祉麗設等との連

携を圏り、理解及ヴ協

会を得ながら事業を推

進することiこより、謹

註の向上を醤る。� 

〈事業費績〉� 

6さぬさき市民生委議児童委員協議会連合会との達携

②さぬき市老人クでうブ連合愈との連携

⑮そさぬき車女性悶体連議会との連携

ゆさぬき市ボランティアネットワークとの連携

告さぬ窓市内の社会揺祉施設

(評髄・諜題〕

・補祉関係毘体及び社会構往撞設等との連携を嬰り、社協議事撲への理解及び協力

をいだだ窓怨がら、地域福祉事業を推進している。

・今後においても、各議祉関僚団体及び社会綿祉施設等とのネットウークを留り

ながら、地撲の課題在解決していく仕組みづくりを進めていきだい。

(1)総合相説・機能活動

の挺進

〈目標〉

揚域住民の様々な相搬

に応じ、噂門梧議機関

への紹介又は連携を冨

りながら、謹社サービ

ス等の槽報提供を有

つ。
-土地建物相識的禅問状況

|平成 27年蝶
毘分|�  

i 棺諒件数

本所�  23件� 

平成� 26待度

相識件数� 

44件� 

89il:j: 
133件

年� 12由開催

事成� 26年度
相談件数� 

14 

-I~\龍ごと相識の利用状況 

i平成� 27年農
地区間� ii 栢識件数

豊田�  3件

大� JII I 13件

志鹿�  8件

川� 

尾� 

2件

6件� 

32件� 

年� 60臨調龍

平成� 26年童
相鶴件鞍� 

8件� 

15件� 

3件� 

7i'牛� 

4件� 

37i牛

~I~\配ごと相識研務会の開催

・鴎催巴:平成2γ年� 11月2ア日

・鐘需大JII鰻柑環境法善センター

・内 容:I~\艶ごと相縦長におけるコミュニケーション研修

講麗 	 臨調学院大学社会福祉学部社会福在学科� 
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事襲名 事業日傑・態成碁準・具体的対応

教捜 鴎 膨 俊 諸 氏

・参加人数 :94名

③生計困難蓄iこ題する棺畿支援警審議〈欝JlIおちいやりネットワーク警審議〉

。椙談件数 61件〈肉、現鶴結措 9件、フードパンク運用 14件〉

。参誼法人語設:志震玉溝欝、議東欝、総たか荘、さわやかホーム、

ヌーペルさんがわ、議溝水荘 5法人  6施設

。第 1畠さ訟き布地域ネットワーク議機代表者会議

・縄催日平或27年 7用ア日

・鑓所:さ諒き市長尾支所

・内 容:香川おもいやりネットワ・山側ク事業について

情報交換

。第 1回さぬき市地域ネットワーク愈綿製務審議

・開催日:平成 27年 8月 20臼

・燭所:さぬき市長尾支所

・内	 容:雷川おもいやりネットワーク事壌の報告

社会資源について

意見交換

。さ総選部地域ネットワーク会議

・関鑑E3::寧或  27年 11月 19呂

場議所:さぬき市長屠支所

・内 容:香JlIおもいやりネットワーク事撲の現状報告

意見変換 

Oeさぬきさ市地場ネットワーク会議個別ケース横酎愈

・開催日平成28年 2月 22日

・揚所:詰ぬ宮市長尾支所

・内 翻:ケース概要、ケース課題 

0爵川おもいやりネットワーク事業関器開体意見交換愈

・開催日平成  28年 3月 3B

・館所..饗JlI鏡村環境按善センター 

e内 器:議JIIおもいやりネットワーク事業の業譲報器について

懇見交換〈グjレーブワーク〉

〈霧器・課題〉

・核家接{じゃ毅議における稽宝扶闘機能の髄下等により、相織内留は、多樺化・

種雑記しており、法樟相識・土地建物相識・ I~\配ごと相搬ま te:.. ア月から開始

された生計閤難導者iこ対する相識支援事業(欝川おもいやりネットワーク事業〉 

iこおいて、相搬導審議奇襲施しだ。

・生計悶難護者lこ刻する相蹴支援事業〈香川おもいやりネットりーク事業)Iま、題

度の狭間や制度外にある極性課題の解決の仕組みづくりとして、設生委員・克

護委員、補祉施設、社協、関様磯障のネットワーク結く鎮の箆える摺探〉が璽

れるよう広務め今後においても、関察機需の連携をを懇iこしながち、椙畿支

聾に支!!mtiしていさきたい。

・さぬき市婚域ネットワータ会議代表者会及ワ実務醤会等後開館し、参加法人が

事業参揺で在るよう諮設譲渡を調査し、支援を蕗設に繁iずるよう線開しだa 

(2)生活欝窮者自立支護  I(事業業譲〉

事畿の推進 i①自立稽談事業の寮鱒

[子容鑓託事業](薪規) I・相談件数投びプうン件数

く割譲) 11 区 分 |件 撤|

生活諮錦者自在支援法  11相識受柑数 88件|

の路行!こ伴い、生活臨 11申込件数 44件 i
鰐鳴の自立の促進に向  11プラン策定件甑 16件 i
けだ自立相搬荒擁等、 |・地区別栂鎖件数 
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事業名 事業自警・逮成基準・異体的対応 


その提施俸鰐等につい� 11 地区別 件獣 


て行政や関係機関との� 11漆邑 10件
 
連携しだ支援体轄を構� 11大JlI 5件1
 
築するo 11志度 33件
 

ド審� JlI 7件i 
i長議 19件|� 

|市外・その地 14件1 
[合計 88件i 

@支援綿製会議の罵簸 

Eさぬきき市生活臨鰐醤自立支援灘嘗謡議会iこ議委闘する接関のうち、支援鶏象載の

蹴3留する題謹!こ関する機器の3義務担当者等が出癒し、ブうンの葉定に隠する審議

を行う。 開催自数:16間

③さぬき市生活匿窮議臨立支援運題協議会の開催� 

Eさぬ窓車生活困窮者自立支援鵡鰭協議会iこ参闘する議関の円滑な達携を翻るだ

め生j話題窮者の由立支接iこ関する啓発およびネットワークづくち等を協議する。

。第� 11Q1憲鰭纏議会

・鍔催日:平成27年4月20B
-露新:さぬき市長露支所 ， 
・議 題:(1 ) eさぬき搭iこおける生活密雲議自立支援事業の概襲について� 

(2)今後の関索機関相思の連携iこついて

。第2回運嘗議議会

・罵羅臼平成27年� 12月3日

・軍務:さぬき市長態安所

・議 鰭:(1 )生活関窮者自立相搬支援事業の喋績報告・事鰐紹介について 

(2)議見交換

ゆ議事業の雷発及び研務会への議参加

民生委員・児童委員、サ口ン代表寄、保護曹、地域稿社建造員などが縄寵する

金議等で響楽説明及び撫繍報告を怒っだ。一猿市民への広報題知活動として、広

報紙『ふれねっと3やmームページへの掲載、さまたパンフレットや名刺型カード

を非成し、関係機関窓口に設韻した。

栂畿支援護務のスキルアップ及び地震のネットワーク講築、対象者への擁期技

樹の向上のだめの研修に参加。 参加回数:14回

く評罷・課題〉

・平成� 27年度からの新規事業であり、特に事業の堕発活動lこ力を入れ、話愈繍

ヘ出轄し、事業説明やパンフレット等を存成レ、事業周知iこ努めた。

・関係機関からの構報により、留挺世帯の発発iこ繋がり、制度やサービスlこ繁ぐ

ことがで器、支援を行うことにより当事者のE311意欲向上にち繋がった。

・国窮世離は広報紙等iこよる情報が入容にくく、棺談窓口の用知が行き届かない

ので、関{系機関等が謹携を図り、檎極的iこ訪問支搬に努めていさきたい。

・支援を藍苔される7うやひきこもり世帯への介入が困難であり、支援を脳懇とし

ているにもかかわらず、支援が街き届かない。長期的に関わり、信頼関係の繕

築iこ努める!脳獲がある。� 

(3)権制擁護支援事業の� 1 (事業喋蟻〉


権選� 11日常生活自立支援事雛の推進[県社協隻託事業〕


〈 目 標 )ヨ〉議齢者、障害者等のE常生活金銭警理


鞄断能力が不十分な高|・和措状況 〈 〉生活保議世帯

齢者、障がい書等が地� II ""'1= =iZ..U>.~M i
11 利用者状況 利用者数〈人〉
域で慌のして暮らせる 11

|栴談援臨数(件) I 
高齢者�  11ように関捺機欝長役理L !

i 

384I(19)…]戸� 
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事業名�  i 事業目標・達成議機・巽体的対廊

揮を冨りネットワーク� 11 知的障害者� 101(36) 1 位� 21 

3201倒36網聾害者11ぷEZZぷ553
鱗轄を推進する。� 11ぐ合 計� 242"'(86)1 1.1261 

平成26年度利用者数:159人� (63人〉

相識接聞件数:6771.牛

信響丹員定例研修舎への参加

香川県社念樹祉協議会主鋸の研修会ヘ3回参加レた。� 

9ケース会議への参加

介護支援専門員、相蹴資援事業頭等依頼時iこ参加

@事業(J)暫発

香JII撰東護課健福祉事務所 精神障害毒iこ欄わる「家族の学習会j にて事誕説

明を行う。� 

2或年後見事業の議選
 
φ法人後見の慢佳


後晃� :4各保佐:1名


窃研(場舎の関輩

。開催日:平成28年2月38

場所:辛立文也センター� 

i有 容� r成年後晃制壌の概聾と挺霊を利用している方の暮らしについてJ

講師:社会議祉土時陽電一氏� 

r~愛男支援員投び車民後見人の活動についてj

議鯖誠出市成年後見センター事民後朗人讃轄 均氏

専門鎌 松藤秀和氏

参加人数� :27名

。関穫出:平成27年� 10月 14日

場開坂出市成年後箆センター

内 容� r法人後見及び市畏後周に閲する顎欝j

参加人数:社協麟員� 3名

③運嘗委員合の開催

。鴎鰭日:第1回平成27年4月9日

第2間平成28年� 2月� 10日

潟 所:さぬさき市長尾支所

内 容:法人後毘受圧に関する審査、法人後箆の麗棋についてく報告〕

参麗人叡:第1芭� 11名 第21QJ 11名

〈評価・課題〉� 

e島寄りがいない、いても関需がま東灘である若しくは親臨iこよる護持寄弾けてい

る健所得者が増加している。さま芝、認知症等の増加!こより、不動謹や預貯金等

の員三産管理が蝉聾な左右増加している。そのような状況下において、行政と連

携し足成年後見制震の主義施が邸要である。

・今後においては、法人後箆受任件数の措却が予想されることから、法人後発支

接織を麓或し、法人後見の受IJJIIlを増やすととち!こ、市民の視点を活かし、き

め細やかな支撮ができるようiこしていくことが求められる。

{針生活櫨祉資金費税事 I(事業翼線〉

難の推進� i・貸討状況 ( )諮年度 〈単設:件〉


{県社境受託事灘J …J …
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事業名 事業目標・達成義準・具体的対感

〈目標〉 資金の穫類 揺談件数


一一…一一一…
儀所得者又!ま障がい

ア(16)礎控翼金
替、高齢者世種、失業

18(25)緊急小口資金醤世帯などに対し、糞
9(12)教育支躍資金金の鰐憎悪穀と必要な

支援を行うことによっ

て、生活の自立を{援護

するロ

臨時持関つなぎ賞金� 1(2) I 0(1) 

その他の資金� 3(4) 1 0(0) 

舎針;ゾ�  .'38(59) I 121(16) 

・平成27年度磁避完了件数:18件〈平成26年牒償還完了件数:13件〉

①資金貸借の相談

資金貸借に関する相識:患平均� 3.1件〈詰年諜月平均� 4.9件〉

その他資金貨告に該当しない揺議件叡� :2件〈詰年度20件〉� 

9生活稿註嚢金調査委員舎の開催

第1盟:平成 27年5月1臼 碍容:前年度実鱗報告{鵠

第2冨:平成 27年6月2日 内容:議選金支払い猶予iこ関する調査審議

窃民生児護餐員との漉携

告受人閥単民主議委員に却し、支立錐醤の状況確認を捺頼。情報の共有!こ努めてい

る。

告栂綾慣還金の障寵〈県社協主体〉

鵠1霞目平成2ア年 7月 16日 畏露支所3階相識撃にて滞納者13件

第2回目:平成27年� 12月 20臼 長態3定額 3臨相識室にて薄繍護~1 0件

(評髄・課題〉

・生活困窮者自立萄畿支援事業が調始し、資金鍵討に該当しない種競件数が大穏

に減少し、貸i"rtlこ鰭する相麟ち減少しだ。

・農期薄鱗蓄の中には所在不明や臨務矩否主主ど、電話i議諮や訪問などによる介入

ができない方ち多く、相鱗iこ繋がらない方への薄応が諜顕である。

一……一一…鳩山間中山山"，.，_...，，_.，，~…一一…一一一一… 

5)夜宅介護支躍センタ� 1 (事灘饗績〉


一【市受託事業]� 1.栂鎖状況


{日盛の捷}
-句‘

平成27年護費緩 平成26年度
〈自標〉 内 回

実績� 
地域古拙支援センター

訪問 i来所�  1~議話 会計

との連携を関り、在唱，� 1在宅鵠祉

介識の方法等について� 11住 鴇 政 修

の相識・支援を実摘す� 1111稽主主題異
る。特iこ高齢者の一人� 11

響らしや夫婦のみの世� 11高齢者議待

6件� 113件� 145件� 164件

。仲 I 0件� I 0件� I 0件� 

1i牛I 1件 I 2件 I 4件� 

0件� Oi牛� Oi牛 。件

38件� 

Oitt: 
1件� 

O件� 

帯、認知症を抱える家 串語手続支援 2件� 5i牛� 10i 5itt:tt: 
接等が増加しているこ

その態 1件� O件� 1件� 5itt: 
とかも、地鋪包括支嬢

センターiまもとより、 合計�  1<1'0体 lptg件 i忘却件�  7告件� i ! 49件

臨療・線健・福役鶴{系

機関投びいきいきネッ 命家族介護教室事灘 〈年2器〉

ト、場人クラブ、地蛾 平成2ア年8月� 2γBr鋤体と踏の謹豪iこつながるおむケアJ 26名護参加

見守り銭等との連携を 平成28年2.1=317日� f欝知痘の方のコミュニケーションJ 28名移植

強化する。

窃語家族介識街交流事議 〈年� 1回〉

平成� 27年� 11月25日 鱒阜県万部大震爵擦奨衛館� 19名参加� 
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業名

〈欝髄・課題〉

・家族介護毅灘、家族介護者交流事業とも多数の参部設得、時評であった。少レ

でも介護替の易自のリフレッシュにつながるよう波た、地援の15と介護課題£

ついてー鰭iこ考えていける機会在任喝吏援センタ…とレて支議していきたい。� 

(1)認知事長の均を勉える I(響業実績〉

家接の愈� 1(1)家族の会の縄催 〈年12回〉

(自標)・毎月第4木曜邑 審川ふれあいプラザにて関穫時期� 13:30""15:00 
認知症の万を介護レて

いる立場の人と支流 ②交流稽談会の開催 〈蒙搬の愈で、年4回〉

レ、介護の悩みや構報 開催胆:第� 1忠平成27年� 5月28B 14名参加� 

を共有することによ :第2器平成2ア年� 9月� 24日 12名譲歩加� 

り、� i伽鳥め介護負担の :第3回平成2ア年� 11月� 26日 8各参加� 

軽減在図る。 :踊4回平成28年� 2月� 25日 11名参加

講醗:詔璽学院大学非常勤講師・保健器開部奨知子氏� 

※第� 3回iこついては、題強会として開催「認知症の知識とケアのポイントj

主主参加者は、地域包括支擢センター、者人介護支援センター揺談員、介糠支援専

門員を禽む。

③ボランチィア等による講産の開催〈家族の舎で、年4思〉� 

O開催日:平成2ア年6居28日

内容:笑い3ガ

講師:あらくさ会白井智子氏〈代袈〉、開蔀灘…朗氏� 

江子氏1]溜掲ヤヱ子民、安装集

参加者:14名� 

0調鰭日:平成27年ア月� 23日

内容:突いBガ

議欝都合くさ会吉井智子氏〈代捜〉、間部議長一郎氏

沼地ヤ工子氏、安整知広子氏

参加暫� :4名

。関懐旧:平成27年� 10月 22日

内器:1建醸体操


満額:さぬをき市社会這社協繍愈地域支機担当吾森小百合氏 


参加者� :4各


。莞催日:平成28年� 1月 28日� 

i容器:健康体操

譲劉:さぬき市役会福祉協議会地域支接指豊富森小百合氏

轟 鎮 ー 乃 氏

参加者� :4名

楽参加者は、怒話支援センター、老人介譜覧援センター相識員、介護支雄専門員

をさむ。

く3単価・課題〉� 

e介護者同士の交流や交流栂畿舎で専門家からアドバイスをいただくことによ

り、介護者の不安や悩みの鰹濡を留ることができている。

・抱強会器開催するにより、認知症の纂礎知識を学び、講座を開催することで介

護者のリフレッシュを醤ることがでをきている。

・横Nな情報を握供せきるよう、まだ、描接語搭斑嬢センター等関係機関と濃壌

を留り支援レていくことが脳懇である。

(2)掲揚斑擁事業の寮錦� I(事業実緩〉

【市受託事業】	 1(1)介護予路ボランティアリーダー育成事業 定員� 22名け毘/年〉

(大111支完走 介議事館サポータ…韓成講産の興施� 9講義10時間� (4B鶴〉の実施� 
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事襲名 事業毘標・達成基準・具体的対応� 

〈目標〉

高議会iこなってち、要介 φ介護予誌播事業〈い2きい窓健康教護〉 罵催回数:210翻/年

護状態iこ陥らないよう 区分 |平成 2ア年産実鰻 |平成 26年度実績� i 
に、転留予防・認知続 罵鑑回数� 210器� 210悶|

予措のための謹襲教育 延 べ劉描�  2，664入� 2，9時人|
や体擦を行い、設み護 


れだ態援で自分らしく� i命地域支援響畿通所事業〈おたっしゃ椴室〉

先慌で自立した生活が� 1・関憧揚所〈饗JIIプラザ・鴨器プラザ〉開催回数� 149回〈3回/還〉


く送れる事を邑的lニ11 区分�  i平成27年度実績� i平成26年度実緩� | 
実挺する。ま定、:rr韓� 11開催回数� 1科目�  14ア臨� i
予防について正レく理� 11証ベ参加者� 2，370人� 2，622人|
解レ、地主義での鶴及醤� i

発・介護予措活動に継 仕事倍・諌摺〉
鱗して取り組んでいけ ・お足っしゃ達者数襲は、理在1クーんが3ヶ躍となっている。� 3ヶ月自で設替
るようにま之謹していく が周られている万が多いが、本人の満足股が笹く、鰻長9ヶ島田での修了とな
定めの講盛を開催す っている。
る。 ・鯵了蓄が介護予防の嚢謹性を認識し、簸鏡して介機予結!こ取り組むモチベーシ

ヨンを維持する事が騨襲である。今後ち地域鵠措支援センターとの連携を璽

り、登録鴇懇の護保がl師要である。� 

(3)さんおん在宅支援サ� I(事築饗緩〉

ーピス事業� i・愈蹟豊富霊者数

〈闘機) 11
11 i平2fl区分

日常生活上の家事等が� 11

i名I44協力会議灘11臨難悲方(高齢蓄・障

害者・一人暮らし控 Ilサービス耗男会員 46名| 若干
帯〉を協力会員のお亙

いの支え合いをちとに -サービス利用延べ人数・利用延べ詩鱒 
しだ萄償の在宅謹註サ

ーピスとして推進す 区分�  
|
i
i 

平成� 27年度

延べ人数・時間

平成� 26年度

延べ人敵・詩語� 
る。 蒙事掘削� I297人� 1.331h 270入� I1，392.9h 

易体介護� 57人� 635h 4ア入� 551.5h 

古川音�  I354入� 1，966hl 31ア 人 !1，944.4h 
e詣力会員研諺会の調催

さんさん在宅支援サ…ピス事業、ファミリー・サポート・センター欝襲、認知

症を題える家族の会〈ひまわりの会〉合罷研協会の開催� 

0開催日:平成2ア年7月14日

内 容:手を遇したコミュニケーション リラクゼーション研鯵金

講爵:日本赤十字議川県支蔀欝業推進諜幾藤原淳子氏

露頭:噂JlI農相環撰按善センター

参加者� :22名� 

O韓鑑日:平成28年1月26日
内盤:手芸教室� f手作り市ぞうり作りJ

講師:かずらを編む鈴の会代表鈴木智英氏

揚所:議題ふれあいプラザ

参加者:12名

②事畿の奮発

愈員確保の定め、広報紙iこ搭載〈年� 6由〉、ま足、研構会艶雑時に周知を待

つ。

(評価・課題〉 

i ・利用 iζ:)~，主昼、家族主地域詣活支撮センター、ケアマ~ジャー等より依頼が 
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事業名�  

(4)	 設がい活欝支援過

所事業

{市受託事灘〕

(大111支所)

(目標〉


介護保限の要支議・要

介護の認定を受けてい

ない君、損ね65議以

上の高齢留の方、地域

支援事灘宗次対象者に

該悲しない閉じこもり

がおな墨謂のみの高齢

噺世需の万iこ、介護予

坊を行い、生きがいの

ある鍵膿で自立し託生

活を繕鱗することをg
的!こ諜擁する。

事業目標・選成基準・異体的対応

おり、サーゼス時割賦昨年より告し増加している。


・擁議、ゴミ出レ、話し揺さ手噂斑援内容は繊均である。

・協力会員むついては、議録鍛が伸びていない状況であり、現時点では需とか充

足しているものの、将来的ζは確保が必要になってくることが見込まれる。

平成26年度実繍
 

240回
 

7，018人


(紳価・諜慧〉

・昨年度と薦議器数及び慈ベ参加者数は、抵iま罰じであっ疋が、� 1日利用平均人

数話、昨年度よVJ1人減砂となり� 28人に悲つ定礎合併前からの利用者が3分

の1を占め、後患高齢者の中でち� 90蔵以上の汚の介護保陳制撲への移行が目

立つ足。また、怪裁や疾鶏の定めlこ農期欠席等と悲り零j用者減となった。

・利用者からのクチコミで串し込みがあり、部期高齢者の料用jこち繋がって2きて
いる。幅広い年齢瞳ヘ苅臨するためサーピス内容を者庸レ、事業内部の充実を

揺る。� 

)通所介議事業(1 
〈自擦)

介護保綾制度の指建遜

所介纏事業所として、

「挺顔、真。、思いや� 

VJJをモットーiこ、利

用者の生活!こ潤いが持

てるような支援と機能

訓練、入浴等のサービ

ス援供を告しし利用者

や主主議から瀧ばれる通

所介護事難所在めざ

す。

I 
I 

08謹の里

〈事業実績〉� 

• 1目指だりの呂標利用人員� :44を5

.利用状況 :55名


平成27年度� i 平成26年度

思 分

利用者霊長〈叫べ)� I和用窃数(延べ〉


要支議1 船� 9人� 528入


要斑擬2 2，213人| 乳106入


要介諜1 2，875入� 3，361人


要介護2 5.403入� 4，424人


饗介護3 1，643人� 2，255入


要介護4 187人� 546入

要介護日� 239人� 301入


金 計| ぺ汁3，169入� 13，5山人
来� 1日当たり利用人叡平成2γ年度 :42.6人〈平成26符鹿� :44.2入)

〈韓髄・課題〉

・襲i用者及び家接を対象!こ、満足度調査〈アンケート〉を喋施し、饗議について

模討し、改善努力夜行った。また、戴議関で情報を共有し、標準化を思った。

・季節の告事や趣味的活費を寂り入れ、やりがいや瀧成惑を感じながら、京i用構

の轄びに繋がるよう蕗めるとともiこ、身体機能の向上在自告さとして、運動レク

リエーション後導入し実施しだ。� 

0福祉の翠

〈事諜喋織〉

・1日当たりの器嬢利用人員� :20名

.現j爵状況


芭分

要支援1 
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事 襲名 事業目標・達成接種・異体的対応

護支援2 808人� 944人

要介護1 1.260人� 1.377人

要介護2 2.044人� 2.026入

要介護3 1.∞� 9人� 889人

接介護4 8ア入� 30人

接介護5 48人� 136人

合 計� 5，283人� 5.511λ 

滋� 1臼指定り現i用人数平成�  2ア年度:1アj 人〈平成� 26年霊:18人〉

〈評罷*課題)

-閉様としていだ利用人裁に題かす、介護報醗塑聞の減額ち穏をまって減請と恋つ

た。

-務鏡利用者の謹震と入院並びに休まれている利用者の再復帰の対時や、新たな

加算への絞り組みを持う。

。大JlI支所

〈事築実績〉� 

• 1日当たりの目標稿用人議:16各

-剥用状況 定鍵:18名

委主 分
平成� 27年震 平成� 26年震

手u慰霊数(砥ベ〉 利用者数〈砥ペ〉

接支援1 247人� 214人

饗支援2 1.021人� 1.064人

要介護1 1.023人� 9∞人

要介護2 1.206人� 1，221人

要介護3 309人� 492人

襲撃介護4 200人� 184人
、.

饗介護5 G人� 12人
.t!!与

さす .4，006人� 4，087人CJ 

※ 1日蛍たり利用人類� 13.2人

平成� 27年君主:月~金� 14.4入、土� 5.9入

〈平成� 26年祭:月~金� 14.9入、土� 5.2入〉

〈評価・謀議〉

-起用者数は様々に開捜しており、利用者の芦〈界出支掻・マッサージ等)に廊

え容がら特色あるヂイサービスとして、利用者満足につなげていく。

-士瞬日の利用者が少ないので、地域に誌報し関係機関や語宅介護支援事業主奇と

連携レて、議銀書数の増加華麗る。特lこ土彊Blet譲渡の和用者が多く、認知車

等の研修!こ穣極的iこ参加し、蟻識金体の資震の路上を図りサービスを充実す

る。� 

Oiit¥度支所

〈審議実績)� 

• 1日当たりの目標藁i用人幾:14名

-利用状況 定調� :20名� 

Id 分
平成� 27年護 平成� 26年農

務j摺者数〈班ペ〉 利用者鼓〈廷べ〉

器支援1 218人� 187入

聾支援2 893人 会� 1，333人

要介護1 952人� 688人� i

要介護2 七70ア人� 1，425人

聾介護3 ア4人� 125入

聾介護4 O人� O人
しωω叩叩�  _m_.___.._ーー田� e一切---_.__....…� m…剛山川川尚一一一回� 
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2h

事 業名 事嬢目標・連成基準・興体的苅蹄

要介議5 O人� O人� 
4C』� 童十3 

、民� 3.844入 ， 3.758)，. 
※ 1日当たり利用人数平成27年疲:15人(平成26年震:14人〉

〈評題・課鰭〉

-昨年震より利用人数が増加し、 18当足りの利用人数誌、目標達成ができた。

-痛銭、入提等で畏期に休まれる均もいるが、制用者iこ楽しく、挟滴にご寝i患を

していただけるよう、職員の翼翼由上に鰐める。

“山…一…山山……山~一……畠“一一a畠拍山…一….凶山………2 a叫￥� 山……………"目……………山………一……+叩………柑……………榊……一一"…………一…………山………一'叩叩叩'……，一M一…一一一同同一…………一………e “一畠一一一一一一梢叫叩…￥山一……"目……e w haaw￥……一一……山}一� 一一….m_m~_"，_~，明……納町"'…一一…角川角川町調河野mm........・H・........，，""_____U"."M.'.'_~，.…恥………一………….....・M・...._-

(2)諮問介護事襲撃 。日盛の里


〈程標〉
 〈事業実織〉

介護課接続壊の指定訪 
  • 1ヶ月のサービス提供時間目標� :800時間

問介護事議所として利 
 -利恵状況


患者のニーズiこ合わせ

住み壊れ定地減で、で 


をきるだけ岳立した生活


ができるよう支援す 

る。


区 分
平成� 2ア年盟主

利用者数〈延べ〉

平成� 26年度

和患者数(延べ〉

要支援1 424人� 353人

要支擁2 1.683入� 1.673人

要介護1 1.113人� 1，191入

繋介護2 1.7γア人� 1.736入

袈介護3 1，360人� 1，543人

要介護4 566入 ア89人

要介護5 239人� 584人� 
4C23 計ト 7.162人� 7.869人

-サービス提供時間

区 分
平成� 27年産 平成� 26年度

時間 時間

生活躍助� 2，415.48h え558.90h
盛棒介護� 1，405.50h 2，117.18h 

苦i 
2，366.03h 2.888.33h 

104h 102.50h 

2.019.92h 1.920.00h 
合十? �  8.310.93h :9.586.91h 

業1ヶ丹当たり誕ベ時間数平成27年度:692.57跨鶴

く平成26年牒:ア98.90時間〉

〈評価・諜題〉

-利用者ニーズiこ合わせ介護諜襲外サービスち提供レ、在宅生活支躍を行つ疋。

-しかし長導体弁護が蝉捜になると、家族介護力の題下もあり入所件数が閣え、霊

震の利用者が減つ足。題時間帯の需要が多くさま足、詰問介護員の減少と高齢化

が課題である。

。撞祉の盟


〈事業実繰〉
 
• 1ヶ月のサーピス提供誇題目糠� :870時間

-利用状況

護 分
平成� 2ア年震

事u罵替数(延べ〉

平成� 26年壊

利用者数〈延べ)

要支議� 1 322人� 347人

要支躍2 1.843人 七824人

難介護1 1.543入� 1.670人

饗介護2 3，263入� 2.860人

要介護3 1.432人� 1.057人� 
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区 分

〈評価・課題〉

・和男事数は擢員となっ疋が、壊i罵頻度の高い利舟者{易体介護}が減歩した。

・介護震の高い利賭蓄が増え、短いサーとス擾供時間で館設を多くする頚需にあ

る。今後要支援者の麗得iこ努める。� 

(3)居喝介護支援事難 O日盛の霊

(皆様〉 (事業翼線〉

介議保護憲u諜の指定賠 ・1ヶ月のプラン捷供人数回擦:160名

宅介護支擁事業所とし ・利用状況 介護支援専門員� :5名

て、地域の社会議濃と

の連携を強化しながら
分

平成� 27年疲� 

季語開讃数〈延べ)� 

| 平成� 26年撲

I利用者数〈誕ベ〕� 

居宅サービス計臨を作 433入� i 必� 4人

成し、住み慣れ定地域 ア02人� 682入� 
の中で、その人らしく 214人� 310人� 

立した生活が維持で� 137入� 237人� 
2きるよう斑揮する。 1ア8人� 189入

扮� 64人� 1.902人
平成� 2γ年産:138.6入〈平成� 26年度� 158.5人)

〈市嬢託事業〉� 

jg 分
平成� 27年産

利用者数� 

平成� 26年度

有用者数� 

介護予訪ブうン作成 49入� 44人� 

襲支援� 1 2人� 11入� 

要支援� 2 47人� 33人� 

介護謡まさ擁彊 12入� 15人� 

住宅改楼業務 O人 O入

〈評彊・課題〉

・介護支援専門員� 1名減の5名で相談議務、語鴇サービス計画書作成にあたっ

疋。

・癒観からのターミナルや退院寵後、介護度の高い方が多く、匿療との連携を強

化し走。人材育成と箆なる質の向上を留り1とい。

。寵祉の慰

(事業灘鱗〉 

• 1ヶ月のプラン提供人数倍擦:112名

・和問状況 合護支撮噂門員� :4名� 

39 



、2
2
'
m
a唱
守

度
ベ
一
ウ
ド

年
諒
一
�
 3
 

f
、、-

m
O

一
�
 

2
数一

成
留
一

平
期
一

2
2
2
d
m

苔
宇
一
�
 

1.384 

事業名

入

※1ヶ見当たり紅ベ入薮平成27年度:110人〈平成26年度什5入〉

〈市受託構築〉

区 分
平成� 2γ年度

和用数

平或� 26節度

領JF謀議長
介纏予随ブフン作成� 112入� 112人

護支援� 1 O人 ア人

護支援� 2 112人� 105入

介護認定調斎� G人� 3人

住宅設修業務� Q人� 1人

号車盤・課職〉

・亮亡、入期などが椀穂iこ比べて、新規示周者を上躍り、目標iこ若干患がなかっ

疋。

・対応が困難なケースについてち、社協の強みを生かして積極告に苅臨レた。� 

(4)謡祉用異躍を芸事業 08盛の~
〈由標〉 〈事業実鱗〉

介護課援制度の指定議 ・1ヶ月当だりの自機利用者難:210名

祉用輿簡易事業所とレ .京j用状況

て、介識負担の軽減と

自立レた生活ができる
認分

平或� 27年度� 

利用者数〈延べ)� 

i 平成� 26年壌

I特用者数〈砥ベ〉� 

よう皐体状況に応じ適 67人� 40人� 

切な福祉鰐異を導入 250人� 304人� 
し、相識受援するα 21ア人� 287人� 

S05人� 725入� 

359人| 始以�  

208人� 321人� 

239人� 252人� 

Z145人� 2.410ぷ
平成� 27年度:178.8人(平成� 26年鍍� :200.8

〈評髄・課題〉

・利用者の阜立し疋生活と介護裁誕の軽減を警護しながら、サービス計醐醤を作

成し、衛祉用興(J)適切な利用点横を告つだ。

・5また、モニタリングを充寓レ調整iこ努め吃。他事業所のケアマネジャーへ新商

品の構報を結え、新規稿j舟者の獲得へ繋げていく。

け}韓欝補社サーピス事� I(事業環績〉
襲難襲� I•賠桔介護 〈ホ'‘、句旬輸輸.嗣剛剛削.嗣剛.嗣.

〈回擦)� I1ケ月のサ}ピス提供時閤悶穣� :360時間

欝がいのある7 喬霊童訪問介護方ラが、住� i
み壊れだ自告において� I1'T月のサービス提供時鶴目標� :50時鶴� 
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事業名 事柴田標・葉集成基準・具体的対応
 
5常生絹按たiま社会主 ・行動擁護
 

j百を護老3ことがで る� 11]"月のサーとス提供時間吾謹 :γ0時間

ょう、暴捧介護や家事 ・賠行擁護


援舶を行う居宅介護事� 1ヲ舟のサーピス提供時罰悶襟� :20碍関

業や重度訪問介護事 ・市ガイドヘルプ


業、ま託、知的・精神� 1ヶ月のサーとス握供時鶴吉壕� :35時間

障害や襟覚障害のある 布地I誕生活支援〈移動支援〉


方の外出詩的諮動資援� 1守践のサービス諜僕誇閤目標� :360時間

としての行童話緩議、国

行擁護事業を行うとと ・障害福祉すーピス和用状況

憶に、学技等に通園・ (利用件数:詐年痕対比〉


通学する支援など、 思 分 平成2ア年霊 平成26年産

め錦やかな援踏を行 件数 件類

う。 陣居宅介護�  395件� 435件


さらに、研修愈などiこ 欝行動援護�  108件� 86件

積極的に議参加し、職員

の買を高め、持定相蹴 撞霊殿制問介護� 341件� 26件


支議事難所など関探機 祉� 議結援護� 牛� 40件i 55{

聞と密ζ連絡をとり、 ガイドへんブ事業� 67件� 68件

利用者の意詣に沿った 

交接サーピスをより臨 地主義生活安援事業� 563件� 4おア弊


逮iこ告える事業所在め

ざす。 (利用時題数:肺年度蒋誌〉


平成2ア年度 平成26年度

区 詰 時間獄{延べ} 時間数{延べ}


蹄患寄介融�  4t199.75h 4.363.25h 

害行動援護�  1，226.5h I 892.5h 

謹 議盟主訪時介護� 1.396.OhI 1.465.0h 

社盟告護護�  4085hl 265.5h 

iガイドへんブ事業� 406m 5ア0.5h

地域主活資援事業� 4，533.5hl t.~，417.5h 

Cd平協・諜題〕

-各サーピス事鰻ともおおむね呂標を議成レて謹誌となった。

-今後は、障醤謹社サービス職員を補充レ、相議支議事業所tこの連携によりサー

ピスの光興在留っていく。

…・ ………ーーーーーーーーーーーーーーー草草 司司官官官官官官官官官官官官官官官官官官官.._._..由 …・・・・・関関関・順順順順M・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . . . . . . . 一 一 … … 一 一_...・H・....・ ー … …帯帯帯.... 
  

(2)就鴬支援事業 〈事灘襲績〉

〈目標〉 ・1日利用人員目標:恵主購� 9名、さんりん瞳� 14話、興味の社� 12名

欝がいのある万が、自 さざんか冨� 15諮

立した日常生活または ・就管支譲利用状況 縄務日数 :2244BC平成26年度 :244日〉

社会生活を送ることが 区 治 平成27年膿 事成26年度

できるよう就習や生牒 延べ人数 延べ人数


活動の機会を提供し、 態生ノ闘�  2，557人� 2.338人


知機、能力の路上のた 窓んりん翻� 3，477入� 3.245人
 

løãñ~\ 制官誠 一説
意欲を高めるととも�  2.4141人� 2 

!こ、工水準の到上|合 計 入� 1，948人 竹
 1.4

iブを翻るためね 主製� ※1日当たりの利用人員平成2ア年産 :48.97人〈事成26年度 :48.7人〉

品の縄発、販問をめざ

ず。� C評価・課題〉

障害者{譲先鵠遼撞違法 ・観震の褒援により回機工賃達成i議出来なかったこと。また、企業へお就職など� 
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-譲成基準・巽棒菌剤臨

むより、さぬさき市など で孝u用者が減少し、� u突入が思つだより伸び怠かった。

の公的接関が、物語や ・今後とち養護学絞等との連携を密にとり、表i用者の艦大を臨ると共に、新たな

サービスを鑓達する 却鱒への取り組みを行う。� 

欝、就知支援蕗設から

震先的iこ購入すること

が橋進されていること

に伴い、議礎的!こ受注

を受ける。

(3)生活介護事業

〈田様〉

常時介護在~饗とする

障がいのおる万に創作

活動、生護憲活動の向上

おために獅聾な器i練等

の支擦の意向を確謹し

ながら、彊別交擁計匿

を作成し支議する。

!邸要iこ描じて、モニタ

リング夜行い、常に一

人ひとりをしっかりと

晃つめて、選拐容支援� 

(4)特定器鶴支接事業

〈目標)

揮がい槌祉サービスを

利用する鐸がいのある

万に対して、利用者が

住みなれた地域でい窓

いきと自立した生活が

維持・縫畿できるよう

出要なサーピス響利用

計轄の作成や築本相識

を行えるようiこする。

{事難実績)

・1B利用人員自標� :3名
.生活介護起用状況

関所日数 :244日(平成26年度� :244日〉
 
i 平成2ア年震� ! 平成26年震


客分 i i 
i 延べ人数� i 紙ベ入委主

恵生ノ謹| 防人�  833人

来1日当だりの利薦人縄平成� 27年震� :3.7人〈平成26年度� :3.4入〉

{評価・額題}

・ほほ目標としていた利用人員は達成できた0


.今後とも畿護学校と連携を図る。


〈事業環繍〉

・1ヶ舟のプラン擁撰人数問機:10入

.特定稽談支嬢利用状涜


区分

不u用許翻鍛(延べ)

モニタリング数{延べ) アア入

震

一

一人8

年
数
一 

5

ア
人
一

平 内/いベ一
成
延
一

(紳髄・課題)

・lまiま自擦としていたブラン翠棋人数は達成できた。

.今後とも持政など関係機関との連携強化を困る。 

(1)部議蒐

〈目標〉

家族等との瀧纏を密!こ

揺り、鍵療で安Is¥して

その人そうしい生活が綾

持で2きるよう入諸積そ

〈毒事業実績〉

-入居者数 男性 ア名

女性� 11名 計� 18名

-平均年齢 男性� 83議

女性� 85.8繊

-年齢別入居者

れ守れ!こ合った交接を

待う。また、地域との

交流を大切にして地域� 

お撞さんに気軽iこ立ち� 

寄って頂ける施設をめ

ざす。� 

-入賠者:18名聾保� 

台._._....山，._.._"問問問問問"問問自"一一_.l� 

年齢器 男性 女性 合計
入措窃数

60"'64 O人� O人� O人

65"'69 1人� O人� 1入

ア0""'74 O入� 1入� 1人

75"'79 1人� O人� 1人� 1人

80"'84 1人� 3人� 4人� 5人� 

85"'89 3人� S人� 8人� 7人� 

90'" 1人� 2人� 3人� 3人� 

4C品'j 計 ア人� 11人� 18入� 18人
..J 
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事 業名 欝業目標・達成基準・興体的対応

(~平協・課題〉 

• f閥均のニーズiこ合ったサーとスを利用し、耀襲でj拐さ活をきとした生活を線縞で

さきるよう支援した。家族等の訪時ち多い。

-縄齢の為、認知症の進待が懸識とされる。 

…~…“ ……一一一回……一一一 い 仲 柑 開 " . . . 官 官 官 官 官

{乏}行基ハイツ 〈事業費鎮〉

〈巨穣〉 -入賠者鞍 男性� 9名

入居者が生きがいを持 女性� 18名 計� 2γ名

って費 l~\、安全な生活 -平均年齢 男性� 81藤

が送れるよう、意め纏 女性85識

やかな擁蹴を持い、一 -年齢混入居者

人びとりの呂配り、気� ‘ 平成� 26年度

説り、態いやりを大切
年齢8U 男性 女性 合計

入践者数� 

iこ、入居者IC欝んで理� 60."'64 1人� O入� 1人� 1人:

けるすーゼスの提棋に� 65"'69 O人� O人 。人 。人|
努める。また、地域と� 70"'74 1人� 1人� 2入� 2入
の交涜を図るととも

ア5"'79 2人� 2人� 4人� 3人� i
i之、地域iこ関かれだ施� 

80"'84 1人� 4人� 5人� 7人� j

設をめざす。

-入館者 :26名確保� 85"'89 2入� 6人� 8人� 8人� 

90'" 2人 至5人~ ア入� 5人

命 計 §人� 27人� 26人

(評髄・翠鶴〉

ー目標としていた� 26人の入所者は確保できだ。

-今畿とも生さきがいが持てる安l~\安全な施設連閣に努めていく。 
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社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会役員名簿

艶期自平成  26年 7JJ913

平或 28年 7月 813

N o. 役犠名 民 名 選出区分 備考

1 会長 大山蔑樹 学識経験者

2 説会長 田村一良 民生委員・兜議委員代表

3 倒i会長 菊抱 等 静i市長

4 理事 省馬 幸 いきいきネット代表

S 理 山抜 弘 議治会代表

6 理事 山本正予 女性間体代表

7 理 平 賀 善 設生委員・児童議議員代表

8 理事 藤井可郭 老人クラブ代表

9 理 事 原健多鶴子 陣容事者就労支援議設親の会代表

10 理 高 鴫 文夫 ボランティア(間体〉代表

1 1 理事 中篠弘韓三 老人納噛設関係代表

12 理事 山本孝広 機騒福祉部長

1 3 理事 原博 学識経験者

14 理事 白井加代子 学識経験者

1 震を 調方敏文 学識経験者

2 監事 松罷民義 学識経験者 
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社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会評議員名簿

在期自平成26年6月28日� 

NO. 氏 名 選出匹分 儲考�  

1 
 山下佐員 いきいきネット代表� 

2 
 いきいきネット代表山本保夫

3 
 自治会代表平野 通

d 木村イツ子 女性間体代表� . 
5 
 真鍋映子 民生委胤・児童委員代表� 

6 
 民生委員・児議委員代表矢野 勲

γ 欠 民生委銭・児童委員代表

高碕�  i縫 老人クラブ代表� 

9 
 需村龍次 身体障害者協会代表� 

10 
 松原正 心身陣容者背成会代表� 

1 1 
 子育て団体代表吉見弘

1 2 
 ボランティア〈間体)代表有友�  E言葉ft

13 
 ボランティア(閉非}代表議罷幸

14 
 ボランティア(間体)代表大森郁代

1 5 
 老人福祉施設関係代表林

1 6 
 障害者(児〉梯祇鐘鼓罷係代表森田浩之

1 7 
 完童謡争議設欝総代表山田幸代

保護湾代表1 8 安富警 


1 9 
 福祉総務課長謀垣 構

20 
 P T A代表石原克二�  

2 1 
 教育委員長細川哲士

22 
 中学校長代表江� R 後史

小学校長代表向山智恵子E三
24 
 保健医療機関代表!1l下博史

織工会代表25 
 路崎 勝

学識経験者26 
 慰問敏幸

学識経験者27 
 水野貴之

点、 学識経験者幸夫三日
学繊経験者29 
 多田照代
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さぬき市社会福祉協議会職員数

サービス区分

法人運営事業

訪問分接事業

膳宅介鰻支譲事業

{恵生ノ|潤)

(きんりん圏)

(さざんか圏)

(真珠の社しど)

所膿  
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