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平成 30 年度 総務課事業報告 

■ 概要                                              

平成３０年度は、第２次中期経営計画（平成２８年度～令和２年度）で掲げた経営組織のガバナンス強化や

事業運営の透明性の確保向上、財務規律の強化等を基本方針として計画実施に努めてまいりました。 

社会福祉法人制度改革に伴い「社会福祉法人の地域における公益的な取組み」についても、地域福祉・

障害福祉・介護保険課と連携しながら、必要な後方支援を実施してまいりました。 

「第２次岩国市地域福祉活動計画（平成２７年度～令和２年度）」の計画実施の支援を行い、また社会福祉

法人制度改正による「社会福祉充実計画」の策定については、平成２９年度決算において社会福祉充実残

額が生じなかったことから、計画策定は行いませんでしたが、今後計画策定の機会が生じた場合に備えて、

協議を重ねてまいりました。 

地域での要援護者への個別支援・見守り・アウトリーチ・解決に向けた仕組みづくりや住民主体の多様なサ

ービス・生活支援の充実に向けた地域での支え合いの体制を構築することができる福祉専門性の高い職員

の確保、研修、育成を確実にする為、研修・育成計画の策定及び実施に努めてまいりました。 

■ 重点事項                                            

①第２次中期経営計画の実施 

②第２次岩国市地域福祉活動計画の計画推進及び評価・見直しに係る支援の実施 

③職員の研修・育成計画の策定、実施 

④障害者雇用の促進 

⑤社会福祉法人制度改正の対応 

⑥中期経営計画・地域福祉活動計画との整合性を持たせた社会福祉充実計画の検討 

■ 事業報告                                            

組織体制の強化 

第２次中期経営計画の実施 

第２次中期経営計画（平成２８年度～令和２年度）で策定した経営組織のガバナンス強化、事業運営の透

明性の確保向上、財務規律の強化等の計画実施に努めました。 

①計画遂行実務者会議の開催（随時） 

②中期経営計画・地域福祉活動計画と連動した社会福祉充実計画の策定会議を開催（随時） 

理事会・評議員会等の開催 

①理事会の開催（年３回） 

平成２９年度事業報告・決算の承認 

平成３０年度補正予算の同意 

平成３１年度事業計画、予算の同意 

評議員候補者の推薦 

評議員選任・解任委員会の開催等 

定款、規程等の制定、改廃に関する承認、決議等 

②評議員会の開催（年３回） 

 平成２９年度事業報告・決算の承認 
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平成３０年度補正予算の承認 

平成３１年度事業計画、予算の承認 

定款の一部改正に関する決議等 

③理事会小委員会の開催（年３回） 

理事会・評議員会及び、評議員選任・解任委員会に上程する議案の審議、その他重要事項につい

ての審議等 

各種会議の開催 

①４課合同会議の開催（年４回） 

各課の課題の共有と改善を図る為、課長・課長補佐・支部長が参加する本会管理職による４課合同会議

を開催した。また、平成３０年度より課長会議については、４課合同会議に含めることとした。 

②課内会議の開催（毎月） 

総務課内における業務運営に関する情報の共有及び意見交換等による調整会議を開催した。 

   ③他課との調整会議（随時） 

    中期経営計画・地域福祉活動計画等の進捗状況に応じて他課との調整会議を開催した。 

社会福祉充実計画の策定等 

平成２９年４月の社会福祉法改正に伴い、決算時に社会福祉充実残額が生じた場合、社会福祉充実計画

策定・提出が必要であったが、平成２９年度決算においては社会福祉充実残額が発生しなかったことから、今

後計画策定の機会が生じた場合に備えて、社会福祉充実計画に必要な内容の確認、財務諸表等電子開示

システムの運用等、一連の関連業務を実施した。 

①社会福祉充実残額確定業務（平成２９年度決算値） 

②会計帳簿等の情報公開に関する業務 

③中期経営計画・地域福祉活動計画と連携した社会福祉充実計画策定会議を開催（随時） 

定款及び諸規程等の管理と整備 

定款及び諸規程の管理と事業の追加変更に伴う規程等の整備を行った。 

事業運営の透明性 

社会福祉法の改正により情報公開が責務化され、組織と事業運営の透明性の向上を図るため、公開すべ

き情報を各種広報媒体で公開し、また本会の主たる事務所及び従たる事務所の閲覧ができるよう環境整備

を実施した。 

①広報誌「社協だより」による事業計画書・予算書、事業報告書・決算書の開示 

②ホームページによる情報公開（事業計画書・予算書、事業報告書・決算書、定款等） 

③各種広報媒体を利用した職員採用・事業紹介・助成情報・お知らせ等の開示及び提供 

④法令で公開が定められている財務諸表、事業報告書、事業計画書、役員報酬基準等の主たる事務所・

従たる事務所での閲覧 

職員研修・育成計画の策定、実施 

地域での要援護者への個別支援・見守り・アウトリーチ・解決に向けた仕組みづくりや住民主体の多様なサ

ービス・生活支援の充実に向けた地域での支え合いの体制を構築することができる福祉専門性の高い職員

の確保、研修、育成を確実にする為、職員研修・育成計画を策定、実施した。 

  障害者の雇用の促進 

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、本会は障害者雇用給付金制度の対象事業所となってお

り、法定雇用率以上の障害者雇用が義務付けられていることから、在籍職員と関係事業所との意思疎通を図

りながら雇用調整の実施及び、障害のある人の新規雇用の取り組みを積極的に推進し、平成３０年度におい
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ては、法定雇用率を達成することとなった。 

①「平成３０年岩国・大竹地区障害者就職面接会」への参加 

②障害者用求人募集の実施 

第２次岩国市地域福祉活動計画の実施支援 

第２次岩国市地域福祉活動計画」（平成２７年度～令和２年度）の遂行が本会の最重要課題となることから、

計画実施に対する支援を行った。 

①中期経営計画・地域福祉活動計画と連携した社会福祉充実計画策定会議を開催（随時） 

②他課との連携及び実務者協議の実施（随時） 

内部牽制の実施 

平成２４年度から開始した全国社会福祉協議会発行の「改訂：市区町村社協事務局長の出納業務に関す

る１０のチェックポイント」及び「受託事務団体の出納業務や利用者等からの預かり金品の管理等に関する６の

チェックポイント」に基づく内部牽制を実施した。 

資産管理と運用の見直し 

総務課において金利交渉出来る金融機関に関しては、一括で金利交渉を実施し、各部署へ情報提供を

実施した。また、社会福祉充実計画策定準備として社会福祉事業に供する資産についての明確化する作業

を実施した。 

管理業務の実施 

車輌管理業務の実施 

  社協全体車輌及び岩国支部車輌に関する管理業務を実施した。 

①車輌に関する調査の回答 

②自動車税減免申請の実施 

③リース車両の管理対応 

   ④新規車輛の取得業務 

     ・各部署で必要となる車両について、各団体の助成・寄付等による申請業務について調整 
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平成３０年度 地域福祉課事業報告 

■ 概要                               

平成３０年度は、７月６日未明に発生した「西日本豪雨災害」により岩国市も甚大な被害を受けました。 

岩国市社会福祉協議会といたしましては、岩国市内 2 カ所に岩国市災害ボランティアセンターを設置し、

県内外から多くの活動ボランティアの受入、派遣並びに支援物資の寄付にお力添えを頂き、災害に遭われた

方々や地域復興の協力を執り行うことが出来ました。 

また今年度からの新規事業として、「生活支援体制整備事業」が新たにスタートいたしました。当事業は近

助（きんじょ）をキーワードに身近な暮らしの中で助けあい活動を実施し、活動内容を協議し取り組むための組

織である「ご近所ささえ合い会議（第 2 層協議体）」が市内３１か所設置されました。この協議体設置により、地

域協議体ごとの資源再確認もでき、これからの身近な助け合い活動が期待されます。 

更に、「くらし自立応援センターいわくに」において、新たに「家計相談支援事業」に取り組むこととなり、生

活に困窮した要援護者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生に向けた意欲を引き出し、必要な情報

提供や専門的な助言・指導等を行い、生活の早期再生を支援することが可能となり、地域住民に対する更な

る福祉サービスの充実を図ることができました。 

本会としたしましては、地域福祉活動の礎である「第 2 次岩国市地域福祉活動計画」（平成 2７年度～令和

2 年度）の計画推進と実施状況の検証を図るとともに、下記の重点事項を基軸として、社協が地域福祉推進

における中核的組織としての役割を果たし、更なる基盤整備強化に努めて参りました。 

■ 重点事項                              

①地域福祉課内及び各支部の地域独自性を活かした事業の取組みと整理 

②生活支援体制整備事業による協議体設置と地域資源の確認 

③くらし自立応援センターいわくに（生活困窮者自立支援事業）相談対応の多様化 

④地域福祉活動団体（民生委員児童委員・福祉員、地区社協等）のとの積極的連携 

⑤いわくにの子供たちがいつまでも誇りが持てるまちづくりの推進（福祉教育） 

⑥第２次岩国市地域福祉活動計画（平成 2７年度～令和 2 年度）の推進及び実施検証 

■ 事業報告                              

財政基盤の確保 

社協会費確保の推進 

●実施支部 全支部 

●事業内容 

社協活動の趣旨に賛同される市民や社会福祉施設・団体・企業から社協会費を募り、地域福祉を推

進するために必要な自主財源を確保するとともに、市民が会員になることで社協の事業に関心を持

っていただき明るく住みよい地域社会の実現に努めた。 

●実施報告 

①社協会費に対する安定収入の確保及び賛同者の新規開拓並びに管理事務等の効率化を図り、社協

の財政基盤を強化した。 

②地元企業、関係団体への協力要請・住民への会費に対する理解のための広報啓発活動を実施 

③社協会費における周知パンフレットの作成 
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平成３０年度社協会費納入実績額（円） 

一般会費 賛助会費 施設 団体 合計
岩国支部 3,060,500 985,000 54,000 438,000 4,537,500
由宇支部 1,347,500 185,500 30,000 0 1,563,000
玖珂支部 1,471,600 81,000 0 0 1,552,600
本郷支部 210,100 76,000 0 25,000 311,100
周東支部 1,077,900 0 0 0 1,077,900
錦支部 366,900 438,000 0 0 804,900
美川支部 480,000 488,000 0 0 968,000
美和支部 441,000 480,000 50,000 54,000 1,025,000
合計 8,455,500 2,733,500 134,000 517,000 11,840,000  

善意銀行確保の推進 

●事業内容 

各支部に善意の銀行を設置し、その資金を基に各種の福祉事業運営・社協基盤の整備・各種団体助

成に活用し、地域福祉の向上に寄与することに努めた。 

●実施報告 

（１）預託金額 

①一般寄付  社協の趣旨に賛同され、地域福祉のために使用を希望される一般の篤志家・法

人・団体等からの寄付 

②香典返し  ご不幸により身内の方を亡くされた遺族の方からの善意の寄付 

③指定寄付  あらかじめ指定先を特定された方からの寄付（固定資産も含む） 

（２）物品預託、福祉に活用する物品の寄付 

（３）高額寄付者に対する感謝状及び記念品の贈呈（１０万円以上の寄付者） 

    社協の活動・善意銀行の趣旨を住民の方々に周知してもらい、一般寄付等収入の増収に努めた。

（広報啓発活動の強化、御礼ハガキの作成、善意銀行周知のためのパンフレット作成） 

 平成３０年度善意銀行納入実績額（円） 

  

一般寄付 香典返し 指定寄付 固定資産 合計
本部 0 0 2,475,828 0 2,475,828

岩国支部 2,154,843 815,000 70,000 0 3,039,843
由宇支部 430,787 155,000 157,553 0 743,340
玖珂支部 260,500 765,000 311,885 0 1,337,385
本郷支部 81,740 320,000 0 0 401,740
周東支部 596,740 878,000 0 0 1,474,740
錦支部 100,000 1,052,000 0 0 1,152,000

美川支部 102,203 350,000 0 0 452,203
美和支部 419,000 663,000 0 0 1,082,000
合計 4,145,813 4,998,000 3,015,266 0 12,159,079  

 

社協組織体制の強化 

 第２次岩国市地域福祉活動計画の評価 

●事業内容 

岩国市社会福祉協議会事業報告を基に（H28 年）第２次岩国市地域福祉活動計画評価委員会での評価

や事業の整理を行い活動計画のレベルアップを図ることに努めた。 

●実施計画 

  第２次岩国市地域福祉活動計画評価委員会を開催し評価見直しを図る。 
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福祉員活動の推進 

●事業内容 

見守り事業等を実施する福祉員の資質向上を図るため、研修会等を開催することで、地域見守りネ

ットワークの構築に努めた。 

 ●実施報告 

  ①福祉員連絡協議会事務局の運営 （代表者会議 年４回開催） 

   ・平成３０年５月２３日（水）、８月２２日（水）、１１月２１日（水）、平成３１年２月２０日（水） 

  ②関係団体との合同研修会・講座等の開催 

  ③福祉員と民生児童委員との連携強化 

 
地域福祉の推進 

未設置地域への地区社協の設置推進 

●実施支部 由宇・玖珂・美和支部 

●事業内容 

自治会連合会や民生児童委員協議会、福祉員協議会などをはじめとする地区の各種団体から構成さ

れる住民主体組織である「地区社協」の未設置地域における設置を地域の実情に応じて推進すること

を目的として取り組む。 

●実施報告 

①実施地区の検討、設置推進 

②各支部で地区社協設置推進計画の作成 

平成３０年度時点地区社協設置状況 

地区社協設置数
岩国支部 22
周東支部 6
錦支部 4

美川支部 1
本郷支部 1  

地区社協活動への支援 

●実施支部 岩国・本郷・周東・錦・美川支部 

●事業内容  

現在、岩国支部全域に２２地区・周東支部全域に６地区・錦支部全域に４地区・美川地区に１地区、

本郷地区に１地区設置しており小地域でのネットワーク事業のより一層の充実を図り、各地域の住

民ニーズに沿った活動等の実施に努めた。 

●実施報告 

①地区社協連絡協議会・地区社協理事会の開催          

月日 実施内容
平成30年 7月 4日（水）情報交換会、研修会について

平成30年12月11日（火）山口県福祉でまちづくり推進セミナー参加

本郷支部 平成30年 4月26日（木）総会

周東支部 平成30年8月30日（木） 事業報告、決算報告、事業計画、予算、役員選任

錦支部 平成30年 6月20日（水）敬老行事補助説明、情報交換

平成30年 4月19日（金）総会審議事項

平成30年 5月17日（水）総会

平成30年 9月16日（日）運動会、敬老行事等

平成30年11月28日（水）大雨防災ワークショップ
平成30年12月 4日（火）地域相互支援合同研修会

美川支部

岩国支部
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②地区社協への活動費の助成  

③各地区社協の地域福祉活動推進のための協力、支援  

④市地区社協連絡協議会組織体制の検討  

岩国市社会福祉大会の開催 

●実施支部 全支部 

●事業内容 

社会福祉大会は、長年にわたり社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰し、感謝の意を表すると

共に、社会福祉関係者及び市民が、現在の社会福祉事業の直面する諸課題について考えることを目的

として開催した。 

●実施報告 

【開催場所】 

①シンフォニア岩国 多目的ホール 

・月 日 平成３０年１０月１５日（月） １３時３０分～１６時００分 

【社会福祉大会準備】 

①表彰者の推薦依頼 

②関係機関との連携調整、会場確保・交通手段の手配 

③岩国市社会福祉大会に係る広報啓発      

④会場及の準備・その他事務処理        

【社会福祉大会内容】             

①大会式典                  

②表彰授与式                 

 ・市長表彰       個人  ４１人 団体  ３団体  

 ・社協会長表彰     個人 １２０人 団体  ４団体  

 ・共募委員会会長表彰  個人  １０人 団体  １団体  

 ・社協感謝状      個人   ３人 団体  ２団体  

 ・共募感謝状              団体 １７団体  

③基調講演 

  講師 公益財団法人さわやか福祉財団 理事長 清水 肇子 氏 

  演題 助け合いで、元気に、心豊かに!  ～最後まで生き生きと暮らせるまちとは 

岩国市福祉まつりの実施 

●実施支部 岩国支部 

●事業内容 

福祉まつりを通じて、一人でも多くの市民が集い、交流を深め、広くボランティア活動を理解し、

今後の地域福祉活動の推進を図るとともに、あたたかいふるさとづくりと地域活性化を目指すため、

Ｉフェスタと共同参加で実施した。 

●実施報告 

【福祉まつり準備】 

①Ｉフェスタ実行委員会の参加 

②会場レイアウト作成、確保 

③出店（テナント）、ボランティアスタッフの募集 

④出店者会議の開催  
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・月 日  平成３０年１０月１７日（水） 

⑤事前説明会（kid`s ストア） 

・月 日  平成３０年１１月４日（日） 

・参加者  児童２７人、岩国商業高校生徒１１人、出店協力企業３社 

⑥前日準備  

【福祉まつり当日】  

 ・月 日 平成３０年１１月１８日（日）１０時～１６時 

 ・場 所 錦帯橋鵜飼広場・横山河川敷グランド 

① ふれＩ福祉ブースの管理 （参加団体１４団体） 

                 ふれＩ福祉ブース参加団体 

   

参加団体
エルマーの会・山口トヨペット・ささみ園・しらかば園・九州補助犬協会・岩国市子ども会連合会

よこやま工房・里親会・社会福祉法人はるか・山口県共同募金会岩国市共同募金委員会

くらし自立応援センターいわくに・コスモス成年後見センター・うまもん・岩国鉄砲隊保存会  

②共同募金コーナーの運営・くらし自立応援センターいわくにによるフードドライブ 

 岩国医療センター看護学校 ４名 

③kid`s ストアの開催 

 出店協力企業 ・里の味 みかわ（八百屋） 

        ・ピーコック（パン屋）    

        ・花舎（花屋） 

 参加児童数  ・３４名(小学４年生から６年生)  

岩国商業高校生ボランティア・４名 

イベント募金額 ２８，３７１円 

④体験コーナーの調整 

          ・武者体験：岩国藩鉄砲隊保存会 

          ・うまもん：漬物・こんにゃく試食販売 

歳末たすけあい募金配分事業地域福祉活動助成金配分の実施 

●実施支部 岩国支部 

●事業内容 

地区社協が、高齢者、障害者及び児童等、地域支援又は援助を必要とする方へ年末年始に実施する

ふれあい交流会や支援活動に対して、歳末たすけあい募金を配分することにより、地域福祉の推進を

図った。 

●実施報告 

①地区社協または地区社協が関連し実施する年末年始の在宅福祉活動、地域福祉活動へ配分した。 

平成３０年度配分実績額（円） 

地区社協数 配分額
岩国支部 22 1,623,000  

歳末たすけあい募金配分事業による見舞金等配布事業の実施 

●実施支部 由宇・玖珂・本郷・周東・錦・美川・美和支部 

●事業内容  

要援護者に対し、歳末見舞金を支給することにより、本人及び家族の生活意欲の向上及び福祉の増

進に努めた。 
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●実施報告 

①下記の要援護者に対し、見舞金又は見舞品を配布した。 

平成３０年度見舞金及び見舞品配布対象者数及び実績額（円） 

対象者・対象施設 対象者数 配分額

由宇支部 75歳以上独居高齢者、在宅寝たきり高齢者、在宅身体障害者（1.2.3級)、在宅療育者（A.B）、在宅精神障害者
（1.2.3級),母子父子家庭 448 675,000

玖珂支部 在宅寝たきり高齢者、在宅身体障害者（1級）、在宅療育者（A）、在宅精神障害者（1級） 45 470,000

本郷支部 80歳以上独居高齢者、在宅身体障害者（1級）、母子父子家庭(高校生以下) 56 112,000

周東支部 85歳以上独居高齢者、在宅寝たきり高齢者、在宅身体障害者（1.2級）
、在宅精神障害者（1級）、在宅療育者（A） 289 578,000

錦支部 75歳以上独居高齢者、在宅身体障害者（1.2級）、在宅療育者（A）、高齢者施設、保育所 213人5施設 446,000

美川支部 在宅寝たきり高齢者介護者・在宅独居高齢者・身体障害者手帳保持者・療育手帳保持者
特別児童扶養手当受給者・高齢者施設・給食サービス利用者 64人1施設 73,540

美和支部 在宅寝たきり高齢者、在宅身体障害者（1.2級)、在宅療育者（A.B)、独居高齢者,ひとり親家庭（高校生以下） 68 340,000

1,269人6施設 2,694,540合計

生活困窮者自立支援事業 

●事業内容 

 生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続

的な相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築することにより、生活困 

   窮者支援の制度を寄与することを目的として実施した。 

●実施報告 

 生活困窮者に対する事業については、自立相談支援事業を中心として行政と協議を実施 

①行政との合同定期会議の開催 

 自立相談支援事業 

合同会議の開催（年４回実施） 

 ・平成３０年  ５月２３日（水）  ・平成３０年  ８月２３日（木） 

 ・平成３０年 １１月１５日（木）  ・平成３１年  ２月２１日（木） 

②計画作成に伴う支援調整会議 

    ・年１２回実施 

③生活困窮相談件数（次頁参照） 
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実人数 相談内容 主な相談件数 相談内容延件数

男性 164 ①病気・障害 142 420

女性 125 ②住まい・家賃 75 208

不明 7 ③収入・生活費 345 855

～10代 3 ④ﾛｰﾝ支払・債務 16 160

20代 21 ⑤税金等支払い 31 101

30代 28 ⑥求職・就職 199 488

40代 33 ⑦就労上の不安 35 127

50代 42 ⑧地域との関係 7 20

60～64歳 16 ⑨家族関係 33 293

65歳～ 77 ⑩子育て 25 110

不明 76 ⑪介護問題 9 70

身体 1 ⑫引籠り・不登校 189 224

精神 9 ⑬ＤＶ・虐待 11 32

知的 22 ⑭食料無し 27 76

発達 5 ⑮その他 109 152

難病 2 ⑯生活福祉資金 110 217

その他 257 ⑰住居確保給付金 66 92

本人 166 ⑱財産侵害について 1 2

家族 16 ⑲権利擁護・成年後見制度 10 29

自立相談支援機関 0 ⑳福祉関係制度 7 12

知人 10 ㉑生活保護について 76 177

権利擁護 2 ㉒家計相談について 45 120

市社会課 21 ㉓就労訓練事業 16 49

市こども支援課 8 合計 1,584 4,034

市建築住宅課 0

市高齢障害課 2

地域包括支援センター 12

健康福祉センター 7

児童相談所 1

ハローワーク 2

障害者就労・生活支援センター等 1

学校・教育機関 1

消費生活センター 0

刑務所 0

民生委員・福祉員等 14

その他 33

不明 0

296

総数 総数

プラン作成件数 64 住居確保給付金 2

評価件数 61 就労訓練事業 5

平成31年度プラン継続件数 27 自立相談支援事業による就労支援 38

プラン作成件数 17

評価件数 8

平成31年度プラン継続件数 9
プラン期間中の一般就労を目標にしている数 39

一般就労者数 30

増収者数 22

年齢

平成30年度合計

新規相談受付件数 相談内容内訳

内訳

性

就労
支援

自立
相談

法に基づく事業等利用件数

家計
改善

障害
別

相談
経路

合計

平成30年度合計（プラン利用に基づく件数）

内訳 内訳
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⑤地域づくり 

    ・就労訓練事業普及啓発 社会福祉法人３法人認定済 

    ・就労訓練事業利用対象者（実人数）３名 （延人数）５名 〔うち２名は一般雇用実績あり〕 

    ・無料職業紹介事業 平成２９年８月 1日より開始 

      ・フードドライブ実施  由宇福祉マルシェ、Ｉフェスタ 

     

【フードドライブ食糧支援受入・払出年間報告】

23 人

50 人

48 人

3 回

生活困窮 31 人 64.6 ％

生活保護 17 人 35.4 ％

生活困窮

生活保護 4回　1人　　2回　1人　　1回　15人

3回　1人　　2回　2人　　1回　28人
払出実人数リピーター回数

受入
実人数

延人数

生活困窮者支援提供実人数

NPO団体等への提供回数
払出

払出実人数内訳

 
家計相談支援事業の実施 

 ●事業内容 

   生活困窮者自立相談支援機関のアセスメント及びプランに基づき、家計に問題を抱える生活困窮者の相 

談に応じ、必要な情報提供や専門的な助言・指導を行い、家計を整理する力を高め、早期に生活が再生 

されることを支援する。 

 ●実施計画 

  ①家計相談支援事業体制の基盤づくり 

  ②自立相談支援機関及び各関係機関との連携強化 

合同会議の開催（年４回実施） 

 ・平成３０年  ５月２３日（水）  ・平成３０年  ８月２３日（木） 

 ・平成３０年 １１月１５日（木）  ・平成３１年  ２月２１日（木） 

計画作成に伴う支援調整会議 

 ・年 12 回実施 

①家計相談支援員の資質向上（研修会等の参加） 

（１） 平成 30 年 8 月 30 日生活困窮者自立支援事業所東部連絡会議へ出席 

（２） 平成 31 年 2 月 21 日山口県庁にて生活困窮者自立支援事業支援員研修会へ出席 

②広報・普及啓発の徹底 

（１） 平成 30 年 4 月 11 日麻里布地区民生委員児童委員協議会にて生活困窮事業、生活福祉資金貸付制

度説明を行う 

（２） 平成 30 年 5 月 11 日錦地区民生委員児童委員協議会にて生活困窮事業、家計相談支援事業の説明を

行うために出席 

 

市民福祉大学の開催 

●実施支部 岩国支部 

●事業内容 

さまざまな人びとが市民福祉大学に参加することにより、子どもから高齢者まで（学校だけでなく

地域・民間企業・団体なども）幅広い世代に対して福祉教育・生涯教育を行うことができ、高齢者福

家計実人数 17 家計延人数 87 家計初回プラン 13 家計再プラン 4 家計評価(終結) 8 継続 9
平成30年度実績合計
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祉、障害者福祉、少子化問題等に対する理解を深め、地域福祉を円滑に推進することを目的として開

催した。 

●実施報告 

①大災害の教訓を生かす－災害から命を守るために私達がするべきこと 

 ・月 日 平成３０年１１月２６日（月） 

 ・参加者 ３８名 

福祉の輪づくりの推進 

●実施支部 全支部 

●事業内容 

民生委員・福祉員・ボランティアなどの地域福祉の担い手づくりと、社協・行政・関係機関・団体

との連携及びネットワークづくりを構築することで、地域福祉の向上を図った。 

 ●実施報告 

①地域での独居高齢者や支援が必要な方達の見守り活動や福祉活動・行事ができるようなネットワ

ークを推進し育成を行った。 

小地域福祉活動強化事業 

●実施支部 由宇支部 

●実施団体 中倉あすなろ会・神東地域振興協議会 

●事業内容  

 地域における社会的孤立の状態にある人若しくは社会的孤立に陥る恐れのある人を、社会の一員として

包み支え合う仕組みづくりを進めるために、自治会・町内会等の小地域を単位とした地域福祉を進める組

織における福祉活動の取組を支援し、地域性に応じた住民主体・住民参加による地域福祉活動を推進し

た。 

 ●実施計画 

  各実施団体と市社協由宇支部が連携し、地域資源の調査・発掘を行い、地域の特性や強みを活かした活

動プログラムを企画し、地域住民による主体性を持って、地域の活性化につながる活動を展開した。同時に、

その取り組みをもって多くの地域住民に地域福祉活動への参加機会を提供し、ひいては地域の中で関わり

の少ない方もしくは関わりのない方の活動の場としても位置付け、社会的孤立の解消につなげた。 

愛のよびかけ運動の推進 

●実施支部 玖珂支部 

●事業内容 

毎年３月中旬に地区担当の民生児童委員・福祉員・近隣住民にて声かけ訪問の実施。 

７５才以上の一人暮らしの高齢者へ、その地域に住む近隣住民の方々に「愛のよびかけ人」になって

いただき民生委員・福祉員だけでなく地域全体で、この運動を発端として常日頃から安否確認や声か

け運動を心がけていただき、助け合いの風土作りを推進、地域福祉の向上を図った。 

●実施報告 

①７５才以上の一人暮らしの高齢者対象者数 ３０９人  

②愛訪問員（近隣住民の方々） １０２人    

③民生児童委員・福祉員     ７９人 

福祉まつり・福祉の市の開催（地域行事への積極的な参加） 

●実施支部 全支部 

●事業内容 
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地元の祭りや、イベントに社協として参画や実行委員会に参加し、福祉まつり・福祉の市・共同募

金活動・運営手伝いを行い、社協活動の周知や他団体との連携を深め地域福祉の向上を目的として開

催した。 

●実施報告 

①社協及びボランティア連絡協議会、各ボランティアグループ、各福祉団体が参加し、地域の福祉

向上の一旦を担うため企画、実施した。 

月日 場所 内容

岩国支部 平成30年11月18日（日） 錦帯橋鵜飼広場 I-フェスタ（岩国市福祉まつり）

平成30年12月 8日（土） 由宇文化会館 福祉のつどい（ふくしマルシェ由宇)

平成30年 7月28日（土） 由宇町内 ゆう・夕・夏祭り（ポップコーン出店)

平成30年10月20日（土） 潮風公園オアシスゆう YOU・ゆう・フェスタ（福祉の市）

玖珂支部 平成30年11月18日（日） こどもの館 鞍掛城まつり（ゲーム出店）

平成30年 7月28日（土） きらめき交流プラザ 土曜夜市（綿菓子・ポップコーン出店）

平成30年 8月15日（水） きらめき交流プラザ 本郷ふるさと盆踊り(準備、運営手伝い）

平成30年11月 4日（日） 本郷グラウンド・きらめき交流プラザ 本郷ふるさとフェスタ（福祉の市）

平成30年11月25日（日） 周東ふれあい広場 食肉フェア（準備・運営手伝い）

平成31年 3月 3日（日） 南福祉会館 南ふるさとまつり（ポップコーン出店）

平成31年 3月 9日（土） 周東パストラルホール 周東生涯学習まつり（ポップコーン出店）

平成30年 6月16日（土） 府谷ほたるの里 府谷ほたるまつり（ポップコーン出店）

平成30年11月18日（日） 岩国高校広瀬分校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 錦ふるさとまつり（ポップコーン、たい焼き）

平成30年 8月 4日（土） 親水公園 サマーフェスティバル（飲食・ゲーム出店）

平成30年11月11日（日） 美川小中共用グラウンド 美川ふるさとまつり（飲食・バザー出店）

平成30年10月21日（日） 黒沢ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 美和サンチャロウまつり(綿菓子・コーヒー・風船）

平成30年11月 5日（月） 阿賀ふれあいセンター きらめき福祉村(準備、運営手伝い）

美川支部

美和支部

由宇支部

本郷支部

周東支部

錦支部

 

                          ※福祉の市（遊休品販売、物産販売） 

住民福祉講座の開催 

●実施支部 由宇・玖珂・本郷・周東・美和・美川支部 

●事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                

地域住民に対して、福祉や生活に関する講座を開催することで、社会福祉の向上に寄与することを

目的として開催した。 

●実施報告 

①地域住民へ生活に役立つ話や、地域での支え合いの大切さの講座等を通じて啓発し、地域福祉の

向上、強化へとつなげた。 

月日 場所 参加者数 内容
由宇支部 平成30年12月 8日（土） 由宇文化会館 77 今だから、ボランティアそもそも論

美和支部 平成31年 3月18日（月） 美和老人福祉センター 48 ストレスとの付き合い方
玖珂支部 平成30年11月8日（木） 玖珂総合センター 47 助けられ上手さんに学ぶ『助けられ』講座

本郷支部 平成30年 6月30日（土） 本郷ふるさと交流館 27 「がんの予防と治療～健康寿命を延ばすために～」

周東支部 平成30年11月15日（木） 周東勤労者青少年ホーム 28 助けられ上手さんに学ぶ「助けられ講座」

美川支部 平成30年10月30日（火） 美川コミュニティセンター 36 介護保険について学ぼう～リハビリ体操体験～  

各種地域関連運動への協力 

●実施支部 由宇・玖珂・本郷・周東・錦・美川・美和支部 

●事業内容 

各地区で展開される様々な生活や福祉等に関する運動に積極的な協力をすることで、地域福祉の向

上に努めた。 

 ●事業報告                                                                                    
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小さな親切運動、社会を明るくする運動、環境美化運動、日赤献血運動などの積極的協力 

   

協力内容

由宇支部 小さな親切運動、社会を明るくする運動参加協力

玖珂支部 自主防災リーダー研修会開催協力

本郷支部 各種運動への活動資金の助成、社会を明るくする運動参加協力

周東支部 社会を明るくする運動参加協力、中山湖健康マラソン大会参加協力

錦支部 環境美化運動、あいさつ運動

美川支部 美川苑清掃運動、献血運動周知活動

美和支部 社会を明るくする運動への参加協力  

地域協働システム基盤整備の構築（地域住民支援連携体制の強化） 

●実施支部 錦支部 

●事業内容 

地域福祉関係者、行政、事業所、NPO 法人及び民間福祉サービス業者等が、業種の枠を超えて協働

することによって、相談者に対して迅速かつ効果的な相談支援が出来る体制を整備。各地域課題や

個々のニーズに対し、的確に対応するために、錦支部において先駆的な取組みとして、各種関係機関

で集約構成された錦地域住民支援連携会議を実施。 

●実施内容 

①福祉分野または福祉分野以外のサービス調査の実施 

 ・地域ケア会議との協働による、地域のゴミ課題の協議 

  協議日時：平成３０年１２月６日（木） 

②支え合いを考える集い（研修会）の開催       

 ・月  日  平成３１年３月１９日（水）  

・場  所  錦ふるさとセンター   

 ・参加人数   １０８名 

 ・内  容  ○班別対抗ゴミ分別大合戦 

        ○高齢者運転認知症検査の方法 

        ○生活支援体制整備事業について 

        〇岩国市健康づくり計画について 

        〇山口大学医学部学生によるレクリエーション 

        ○健康測定器による健康相談（山口大学医学部学生） 

③連携会議の開催  

月日 内容
平成30年 4月14日（火）つどい反省会、年間活動計画
平成30年 5月15日（火）ゴミ課題の今後の進め方、買い物支援の民間支援の状況

平成30年 6月12日（火）要介護者、要支援者の買い物・ゴミ出しの現況確認、移動販売・宅配業者状況対応

平成30年 7月10日（火）災害支援のため急遽中止
平成30年10月16日（火）ゴミ分別の校正、生活支援体制整備事業
平成30年11月26日（月）地域ケア会議内容確認
平成30年12月 6日（木）地域ケア会議開催準備、反省会
平成31年 1月 8日（火）ゴミ分別チラシ校正、つどい開催調整確認
平成31年 2月 4日（月）ゴミ分別チラシ校正、つどい開催調整確認
平成31年 3月12日（火）つどい開催内容最終確認など  

地域見守りネットワーク整備強化事業 

●実施支部 全支部  

●事業内容 

岩国市社協が民生委員児童委員及び福祉員が協力実施している県実態調査の情報に基づき、地域
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要援護者の実態把握を整理。その情報を関係者間と共有し、地域の見守り・支え合い体制の整備を行

うことを目的として開催した。 

●実施報告 

   ①実態調査による年次情報更新  

   ②関係者間の連絡、情報確認   

   ③地域包括ケアシステムでの活用整備  

   ④地域関係者、団体、事業への情報共有  

 

高齢者福祉の推進  

福祉員活動の積極的活用及び独居高齢者見守り活動の推進 

●実施支部 全支部  

●事業内容 

見守りが必要な６５歳以上の一人暮らし高齢者に対して、岩国市社会福祉協議会が委嘱する福祉

員が安否確認や声かけ運動、情報提供などを実施することで、孤独感の解消や認知予防に努め、社会

福祉の増進に寄与することを目的として実施。 

●実施報告 

①岩国市長寿いきいき見守り事業（岩国市委託事業）の実施  

②福祉員によるふれあい・いきいきサロン普及啓発  

③福祉員による社協会費・共同募金普及啓発 

④福祉員による要援護者リストの調査 

⑤福祉員による訪問活動の展開                

⑥サロン等を利用した防犯講座の開催協力           

長寿いきいき見守り事業（岩国市委託事業） 

●実施支部 全支部  

●事業内容 

ひとり暮らし高齢者等に対して、福祉員が訪問活動等を実施することにより、高齢者の生活機能の

向上及び地域社会における温かい見守りを促進した。 

●実施報告 

   ①安否の確認、生活・身上及びその他必要な相談・助言、必要に応じての担当地区の関係機関

との連絡及び協力、事故発見の際の緊急連絡などを行う。 

                  平成３０年度 福祉員数 

人数
岩国支部 237
由宇支部 56
玖珂支部 55
本郷支部 13
周東支部 93
錦支部 88

美川支部 37
美和支部 65
合計 644  

平成３０年度 見守り実績 

               

見守り実人数 見守り総回数

3,732 38,829  
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 生活支援ワンコイン事業の実施 

●実施支部 玖珂・周東、本郷、錦、美川、美和支部 

●事業内容  

独居高齢者を登録者が支援するサービスを構築することで、公的介護保険制度により訪問介護

事業等で対象外となる在宅高齢者に対する支援を実施すると同時に、登録者のボランティア精神

の向上を図り、在宅福祉制度の推進に寄与することを目的として実施。 

●実施報告 

事業実施圏域内に居住する独居高齢者世帯等で何らかの原因により家庭生活を正常に維持する

ことが困難と認められるものに対し、介護予防地域づくり支援事業により、人材バンクへ登録した         

活動者を活用し、ワンコイン（５００円）という低料金により、下記のサービスを行った。 

①家事援助サービス    食事準備・片付け・ゴミだし・買物・掃除・洗濯・布団干し 

②住宅小修繕サービス   住居の簡単な小修繕 

③その他のサービス    話し相手・散歩付添など 

平成３０年度 利用者数、協力者数、延援助回数 

利用者数 協力者数 延援助回数
玖珂支部 6 3 72
周東支部 3 4 89
本郷支部 0 4 0
錦支部 0 8 0

美川支部 0 13 0
美和支部 0 1 0  

高齢者団体・行事に関する協力・支援 

●実施支部 全支部 

●事業内容  

高齢者スポーツ等事業に対し、社協が協力支援を行うことにより、高齢者の健康保持増進及び生き

がい対策、介護予防を推進することを目的とする。 

●実施報告 

①高齢者団体や行事に対し積極的な活動支援を実施した。 

協力・支援団体 協力・支援行事

岩国支部
岩国市老人クラブ連合会岩国支部
岩国地区介護者の会さくら草の会

岩国市老人クラブ連合会スポーツ大会
認知症講演会など

由宇支部 岩国市老人クラブ連合会由宇支部 ふれあいスポーツ大会

玖珂支部 岩国市老人クラブ連合会玖珂支部
玖珂町高齢者スポーツ大会
歌と踊りの発表会

本郷支部 岩国市老人クラブ連合会本郷支部 岩国市老人クラブ連合会本郷支部体育大会

周東支部
岩国市老人クラブ連合会周東支部
周東町グラウンドゴルフ協会

周東町長寿会オリンピック大会
団体活動支援など

錦町シルバーフェスティバル

錦町高齢者グラウンドゴルフ大会

美川支部 岩国市老人クラブ連合会美川支部 グラウンドゴルフ・ゲートボール大会

美和支部 岩国市老人クラブ連合会美和支部 夏休み子供体験広場

錦支部 錦シルバー連合会
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敬老行事に対する支援協力 

●実施支部 全支部 

●事業内容 

敬老行事に参加する７５歳以上の高齢者の方に対しお祝い金（品）を交付することにより、長寿 

を祝い、敬老思想の高揚を図ることを目的として開催した。 

●実施報告 

①敬老行事の助成（岩国・由宇支部） 

②美和町敬老会実行委員会 事務局運営及び米寿・喜寿・金婚記念品の贈呈（美和支部） 

③行事の後援、役職員の参加など（玖珂・本郷・周東・錦・美川支部） 

④卆寿の方に対する記念品の贈呈（由宇・美和支部） 

⑤敬老会企画内容・運営に関する情報支援（錦支部） 

⑥由東地区敬老会行事 事務局運営（由宇支部） 

⑦美川地域敬老行事事務局副担当（美川支部） 

 

実施内容

岩国支部 敬老行事開催経費の一部助成、敬老会への出席

由宇支部 90才への記念品配布、由東地区敬老会の開催、各地区敬老会への出席

玖珂支部 敬老行事への協力

本郷支部 敬老行事への協力

周東支部 敬老行事への出席

錦支部 敬老行事への出席

美川支部 敬老行事の企画、協力

美和支部 対象者への記念品の贈呈(米寿、喜寿、金婚)  

高齢者生きがい対策推進事業の実施（岩国市委託事業） 

●実施支部 全支部  

●事業内容      

高齢者の方々が家庭、地域、企業等社会の各分野で豊かな経験と知識・技能を生かし、生涯を健康

でかつ生きがいをもって社会活動を行うことができるようにするため、地域の各団体の参加と協力

のもとに、高齢者の実践活動を総合的に展開することを目的として実施した。 

●実施報告 

実施内容

岩国支部 ふれあいいきいきサロン活動支援（活動助成、講師派遣、遊具貸出、訪問活動）

由宇支部 ふれあいいきいきサロン活動支援（活動助成、講師派遣、遊具貸出、訪問活動）

玖珂支部
玖珂町高齢者スポーツ大会活動支援、ふれあいいきいきサロン活動支援（活動助成、講師派遣、遊具貸出、訪問活
動）歌と踊りの発表会活動支援

本郷支部 ふれあいいきいきサロン活動支援（活動助成・訪問活動）高齢者大学への講義･屋外研修への支援

周東支部 ふれあいいきいきサロン活動支援（活動助成、講師派遣、遊具貸出、訪問活動）

錦支部
老連・シルバー地区独自合同組織「錦町シルバー連合会」の活動調整協力
錦町シルバーフェスティバルの開催
ふれあいいきいきサロン活動支援（活動助成、講師派遣、遊具貸出、訪問活動）

美川支部 ふれあいいきいきサロン活動支援（活動助成、講師派遣、遊具貸出、訪問活動）

美和支部 ふれあいいきいきサロン活動支援（活動助成、講師派遣、訪問活動）   

独居高齢者への絵手紙送付 

●実施支部 玖珂・本郷・美和支部 

●事業内容 

ボランティアや保育園園児等が書いた絵手紙や暑中見舞い、年賀状を、在宅独居高齢者へ配布する

ことにより、敬老思想の高揚を図るとともに、高齢者の生活意欲向上を目的として実施。 
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●実施報告 

送付数 実施内容
玖珂支部 740 75歳以上の独居の方に絵手紙、年賀状を送付
本郷支部 90 80才以上の独居の方に暑中見舞い、年賀状を送付
美和支部 71 暑中見舞はがき送付  

福祉物品等の一部支給の実施 

●実施支部 玖珂・周東・錦支部 

●事業内容 

在宅ねたきり高齢者・障害者等へ福祉物品の一部を支給することにより、在宅福祉環境の向上及び

介護者の負担軽減を図ることを目的として実施。 

 ●実施報告 

   ①在宅ねたきり高齢者・障害者等へ紙おむつ・杖等の一部支給を行い介護者の負担軽減を行った。 

支給物品 

支給物品名 平成30年度支給数
玖珂支部 紙おむつ・杖・尿とりパット 紙おむつ63・杖13・尿とりパット70

周東支部 紙おむつ 63
錦支部 今年度支給無 0  

在宅寝たきり者等及び介護者支援 

●実施支部 美和支部 

●実施内容 

  在宅寝たきり者等に対するおむつ代の援助。 

●実施報告 

  ①年間のおむつ代使用料に対して、助成を行った。 

・助成対象者      6人 

・助成金額   60,697円 

高齢者料理教室・親子ふれあい料理教室の開設、支援 

●実施支部 周東支部 

●事業内容 

高齢者料理教室を開設することにより、高齢者の生きがいと健康づくりの推進に努める。親子ふれあい料

理教室では料理教室を通じて、親子やその他地域の方々とのふれあいを大切にし、食育の推進向上に努め

た。 

●実施計画 

食生活改善推進委員の協力を得て高齢者料理教室、親子ふれあい教室を開催した。 

ひとり暮らし高齢者へのお節料理の配布 

●実施支部 美和支部 

●事業内容 

在宅において年末年始をひとりで暮らし、親族等の帰省が無いと思われる高齢者のご自宅に、民生

委員に依頼してお節料理を配布した。 

●実施報告 

・月 日 平成３０年１２月２８日（金） 

・配布数 ８６食 

特別養護老人ホーム「美和苑」「樂寿苑」との連携 

●実施支部 美和支部 
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●事業内容 

特別養護老人ホーム「美和苑」「樂寿苑」と連携を行うことで、地域福祉の活性化に寄与することを

目的として実施。 

 ●実施報告 

美和苑納涼盆踊り・運動会開催にかかる支援、協力、参加 

【美和苑】 

 ・月 日 盆踊り 平成３０年 ８月１７日（金） 

      運動会 平成３０年１０月１７日（水） 

【樂寿苑】 

   ･月 日   夏祭り 平成３０年 ８月２５日（土） 

特別養護老人ホーム「美川苑」との連携 

●実施支部 美川支部 

●事業内容 

特別養護老人ホーム「美川苑」と連携を行うことで、地域福祉の活性化に寄与することを目的とし

て実施。 

 美川苑納涼盆踊り開催にかかる人材派遣 

・月 日 盆踊り 平成３０年８月１１日（土） 

   傾聴ボランティアの派遣 

   ・毎週木曜日 会員１３名（ローテーション制） 

   社会福祉法人公益事業での連携 

特別養護老人ホーム「ヴィラ本郷」・養護老人ホーム「松風荘」との連携 

●実施支部 本郷支部 

●事業内容 

特別養護老人ホーム「ヴィラ本郷」・養護老人ホーム「松風荘」と連携を行うことで、地域福祉の活

性化に寄与することを目的として実施。 

 ●実施報告 

  福祉及び介護サービスに関する第三者委員会への出席。盆踊りやその他行事などへの参加。 

 ・月 日 第三者委員会 平成３０年７月１２日（木）・平成３１年３月７日（木） 

 【松風荘】 

 ・月 日 盆踊り 平成３０年 ８月１２日（土） 

      運動会 平成３０年１０月１２日（金） 

養護老人ホーム「久楽荘」との連携 

●実施支部 玖珂支部 

●事業内容 

養護老人ホーム「久楽荘」と連携を行うことで、地域福祉の活性化に寄与することを目的として実

施。 

 ●実施報告 

福祉及び介護サービスに関する苦情解決委員会への出席。夏祭りやその他行事などへの参加。 

 ・月 日 苦情解決委員会 平成３０年９月２７日（木）・平成３１年３月１４日（木） 

 ＮＰＯ法人との連携 

●実施支部 全支部  
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●事業内容 

地域福祉活動を推進するＮＰＯ法人と連携強化を図ることで、地域福祉の活性化に寄与することを

目的として実施。 

 ●実施報告 

①ＮＰＯ法人が実施する地域福祉事業への協力支援を行うことで、地域課題解決に取り組んだ。 

   ②お互いが持っている情報などを共有し連携することで、福祉の輪づくりの強化を図った。 

   ③共同事業実施、活動の検討及び整備。 

地域相互支援合同研修会 

●実施支部 美川支部 

●事業内容 

  高齢化が進行している地域において、要援護者等が美川町で安心して暮らせる地域づくりに寄与 

 し、お互いの活動を支援しあうネットワークづくりの構築を目的とし、地区社協と共催で開催。 

 ●実施報告 

  ・月  日   平成３１年２月１９日（火） 

  ・場  所   美川コミュニティセンター 

  ・参加者数   ５０名 

  ・内  容   認知症の予防について 

在宅長寿者への激励訪問 

●実施支部 錦支部 

●事業内容 

高齢者福祉月間（９月）にて、在宅９０歳以上高齢者に対し、祝いの品を戸別訪問にて贈る。 

●実施報告 

・実施期間 平成３０年９月の敬老月間中 

・対象者  平成３０年１２月３１日（昭和３年１２月３１日）までに９０歳以上になる在宅 

高齢者 

・対象人数 ８９名 

・記念品  置時計 
 

障害者福祉の推進 

やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度への協力 

●実施支部 全支部  

●事業内容 

障害者専用駐車場利用制度の窓口を社協が実施することにより、障害者の利便性及び生活の向上を

促進することを目的として実施。 

●実施報告 

①住民に対する障害者駐車場利用制度の周知 

②障害者駐車場利用制度の受付及びカードの交付 
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件数
岩国支部 5
由宇支部 1
玖珂支部 1
本郷支部 -
周東支部 4
錦支部 -

美川支部 -
美和支部 -

合計 11   

障害者ネットワーク推進事業の推進（岩国市委託事業）  

●実施支部 地域福祉課 

●事業内容 

障害者関係施設、団体等の情報提供及び取材等を行い、ホームページに掲載することにより、障害

者福祉の推進を図ることを目的として実施。 

●実施報告 

①ホームページの作成、各種情報の提供（障害福祉サービス事業所の紹介、障害者関係団体やサー

クル・クラブ活動等の活動内容や参加要領の紹介、イベント情報や講習会等の情報提供、メール

相談受付等）、ネットショッピングの実施など。 

各関係施設の取材や情報収集及び資料作成 

いきいきスポ－ツ交流の集いの実施 

●実施支部 玖珂支部 

●事業内容 

障害のある人もない人も、一緒になって楽しめるスポ－ツ大会。地域住民が自由に誰もが参加でき、

実施に際してボランティアの方々の協力を得て行う。岩国市玖珂町心身障害者協力会と玖珂町手を

つなぐ育成会、社協との共催。 

●実施報告 

①岩国市玖珂町心身障害者協力会と玖珂町手をつなぐ育成会、社協共催計画実施のもと、岩国市食

生活改善推進協議会玖珂支部、民生委員児童委員、ボランティアグループ玖珂ユウキの会、関係

機関の協力をいただき実施した。 

・月  日   平成３０年１０月２０日（土） 

・場  所   玖珂小学校体育館  

・参加者数  ９０人  

障害者福祉団体・家族会等への活動支援 

●実施支部 岩国・玖珂・周東・錦・美川・美和支部 

●事業内容 

障害者団体や当事者団体の活動を支援し、各種スポーツ大会や行事、障害者総合支援法における研

修参加の増進に寄与することを目的とする。 

●実施報告 

①各種行事への参加協力及び支援 
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協力・支援団体 協力・支援行事

岩国支部

岩国市身体障害者団体連合会
障害者家族の会（3団体）
岩国市肢体不自由児父母の会
岩国市手をつなぐ育成会
あじさいの会
ＩＮＧ友の会

障害者スポーツ大会

玖珂支部
岩国市玖珂町心身障害者協力会
玖珂町手をつなぐ育成会

いきいきスポーツ交流の集い
心障協社会参加促進事業交流会他引率
キラリンピックへの引率　(山口県の実施
する障害者スポーツ大会への参加取りま
とめ他)
ささみ園との協力
育成会クリスマス会への協力

周東支部
周東町身体障害者協力会
周東町心身障害児者父母の会

障害者グラウンドゴルフ大会の支援
その他団体活動支援

錦支部 錦町心身障害者父母の会 各種研修会の引率

美川支部 美川町心身障害者父母の会 会員交流、プレゼント配布への協力

美和支部
美和町身体障害者協力会
美和町心身障害児（者）父母の会

障害者支援施設 陽の出園
 

手話教室及び点訳教室の開催及び支援 

●実施支部 岩国・由宇・玖珂・周東・美和支部 

●事業内容 

手話教室を開催することにより、障害者に対する理解及び交流を促進することを目的として実施。 

●実施報告 

月日 場所 参加者数 実施内容

岩国支部 平成30年10月23日（火） 岩国小学校 144 点字体験学習

平成30年 6月23日（土） 由宇中学校 5 手話教室

平成30年 6月23日（土） 由宇中学校 12 点字教室

玖珂支部 第1.3.5木曜日 玖珂小学校 1回10人程度 手話教室への支援

第1.3水曜日 高森小学校 1回10人程度 手話教室の開催

月1回土曜日 周東中央公民館 1回10人程度 点訳教室への支援

平成31年2月26日 (火) 美和西小学校 10 手話体験講座
平成31年1月30日 (水） 11 手話体験講座
平成31年2月25日（月） 12 点字体験講座

由宇支部

周東支部

美和支部
美和東小学校

 

声の広報録音サービスの実施 

●実施支部 由宇支部 

●事業内容 

広報誌等の録音を行うことにより障害者の生活意欲向上に努めた。 

●実施報告 

朗読ボランティアが広報誌等の録音をして障害者に提供した。 

小中学校特別支援学級に対する支援 

●実施支部 周東支部 

●事業内容 

特別支援学級に対する活動支援を行うことにより障害者学校教育の推進に資することを目的とし
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て実施。 

●実施報告 

①特別支援学級（４校）の活動行事に対する活動支援 

 

児童・母子父子福祉の推進 

子ども・ふれあいサマースクールの開催 

●実施支部 岩国支部 

●事業内容 

レクリエーションや疑似体験を通じて子ども達が障害者や高齢者の感じ方を学び、理解を深める。 

●実施報告 

  ・月  日  平成３０年７月２３日（月） 

  ・場  所  岩国市福祉会館 

  ・参加者数  児童生徒９人、（市内小学４年～中学３年対象）ボランティア９人  

    ・内  容  ブラインドテニス、福祉体験学習（高齢者疑似体験・車椅子体験） 

子ども食堂の開催 

●実施支部 由宇支部 

●事業内容 

子どもが一人ぼっちで食事をしなければならない孤食を防ぎ、地域の中で子どもが一人でも安心して行

くことのできる居場所をつくる。子育て世代にとっては、子ども食堂への参加やボランティアとの交流によっ

て育児の孤独感や社会からの疎外感の解消を図り、高齢者にとっては自身の知識や経験を伝えることで自

分の居場所を見つけ、社会的孤立を防止することを目的として実施。 

●実施報告 

①対象：子ども（18 歳以下）、子どもと一緒の保護者、高齢者 

②実施回数：年 12 回（毎月 1 回）、原則として第４土曜日 

③実施場所：由宇文化会館 

④プログラム：子どもコック（調理体験）、体験プログラム、みんな de ごはん（食事支援）、ゆうあい塾（学習支

援） 

開催日 子ども 保護者 高齢者 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 講師等 合計 

4月 28 日 (土) 64 19 38 27 2 150 

5月 26 日 (土) 69 22 28 22 11 152 

6月 23 日 (土) 52 15 26 21 3 117 

7月 28 日 (土) 22 16 9 23 6 76 

10月 27 日 (土) 69 19 11 21 7 127 

11月 24 日 (土) 45 13 12 27 2 99 

12月 22 日 (土) 63 22 29 23 22 159 

1月 26 日 (土) 82 27 15 26 12 162 

2月 23 日 (土) 62 16 19 33 8 138 

3月 23 日 (土) 54 18 16 29 4 121 

合計 582 187 203 252 77 1,301 

平均 58 19 20 25 8 130 

     ※8月及び 9月は荒天のため中止。 
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ボランティア推進校への支援 

●実施支部 岩国・由宇・玖珂・本郷・周東・美川・美和支部 

●事業報告 

ボランティア推進校へ支援を行うことにより、社会福祉への理解と関心を高め、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の福祉の心を深めることを目的として実施。 

●実施報告 

  

実施内容
岩国支部 高齢者擬似体験、車椅子体験、ガイドヘルプ体験、ボランティア学習の実施

由宇支部 各小中学校へボランティア推進活動助成、車椅子体験

玖珂支部 高齢者擬似体験、車椅子体験、各学校へボランティア活動の助成

本郷支部 各小中学校へボランティア活動の助成

周東支部 ボランティア協力校への活動支援

美川支部 ボランティア協力校への活動支援

美和支部 学童・生徒の福祉活動普及事業協力校として美和中学校へ資金援助  

子ども会育成会等への支援 

●実施支部 岩国・玖珂・由宇・本郷・周東・美川支部 

●事業内容 

子供会育成会活動費を援助することにより、子ども達が遊びを通して様々な体験を行い、仲間づく

りを進め、命の尊厳を学び、心身の健全な育成に資することを目的として実施。 

●実施報告 

 ①赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金活動の周知及び協力要請 

 ②三世代交流事業等の支援 

 ③各種行事の参加及び協力 

④子ども会スポーツの協力支援 

⑤青少年育成会議への参加協力支援 

実施内容
本郷支部 子ども会活動費一部助成
周東支部 子ども会活動費一部助成  

 母子・父子等福祉団体事業への支援 

●実施支部 由宇・美和支部 

●事業内容  

母子寡婦団体へ援助することにより、その経済的自立の促進と生活意欲の助長を図るとともに、扶

養している児童の福祉の増進を図ることを目的として実施。 

●実施報告 

①母子寡婦福祉連合会・母子保健推進協議会等の行事等の後援 

②各種行事への参加協力 

③母子・父子世帯小学校入学支度金給付（美和支部） 

 保育園・幼稚園・学校等への支援 

 ●実施支部 由宇・玖珂・周東・美川・錦支部 

 ●事業内容 

保育園・幼稚園等施設へ活動費を援助することにより、心身の健全な育成に資することを目的とし

て実施。 

 ●実施報告 
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実施内容
由宇支部 町内幼・保育園へ折り紙配布、紙芝居・絵本の読み聞かせ活動
玖珂支部 町内の幼・保育園、小学校、中学校、高校への児童青少年活動一部助成

周東支部
特別支援学級への活動支援
園児クリスマス会への参加協力
学童保育支援ボランティア団体すずらんの会への活動援助

錦支部 各保育園へ年末にみかん贈呈
美川支部 園児クリスマス会参加協力・算数BOX、図書カード、鉛筆寄贈  

子ども事故防止対策事業の推進 

●実施支部 美和支部 

●事業内容 

子ども達の交通事故防止のため、交通安全対策にかかる物品を贈呈することにより、将来を担う子

供たちの交通対策及び健全育成を推進することに努めた。 

●実施報告 

①横断旗の点検・補充 

②小学校新入学児童への安全帽子の配布 

 美和西小学校 １０名 美和東小学校 １３名 

青少年非行防止対策 

●実施支部 由宇・本郷・周東・美和支部 

●事業内容 

「社会を明るくする運動」の啓発、支援、協力 

●実施報告 

①社明爽快シート等を配布し、「社会を明るくする運動」の支援を行った。 

青少年健全育成交流行事 

●実施支部 玖珂支部 

●事業内容 

 中学校生徒に対し、共同募金及び福祉に関する学習会を開催。その後、保護司会会員とともに歳末

たすけあい街頭募金活動に参加する。昼食は、更生保護女性会会員に調理をお願いし、食育を通して

世代間交流をはかる。 

●実施報告 

玖珂中学校生徒が、保護司会会員とともに歳末たすけあい街頭募金活動を行うことで、ボランタリ

ズムを育み、募金の意義を学習した。また、更生保護女性会会員、保護司会会員と食育を通して青少

年健全育成活動等世代交流をはかった。 

・月  日  平成３０年１２月１６日（日） 

  ・場  所  玖珂総合センター（学習会及び食育を通した世代間交流） 

         アルク玖珂店・逸品館（歳末たすけあい街頭募金活動） 

  ・参加者数  玖珂中学校生徒１５名、保護司会会員５名、更生保護女性会会員１０名 

新生児に対するお祝い 

●実施支部 本郷・美川支部 

●事業内容 

 出生のあった家庭に対し、祝い金を持参し、地域全体で歓迎 

●実施報告 

①新たに要綱を制定し、事業実施のための整備を行った。 
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 ②本郷支部３件・美川支部１件 

小中学校運動会への協力 

●実施支部 美川支部 

●事業内容 

 児童生徒数が減少する美川小中学校合同大運動会へ地区社協と協働して参加し、地域住民と共に運 

動会を盛り上げ、児童生徒との交流を図る。 

●実施報告 

  ９月１６日（日）、美川小グラウンド 地区住民７１名 

子どもボランティア体験事業の推進 

●実施支部 美川支部 

●事業内容 

 児童が地域行事にボランティアとして参加することで、社会福祉への関心を高め、福祉の心を醸成

することを目的として実施。 

●実施報告 

 １１月１１日（日）、ふるさとまつり 共同募金活動１２名 

三世代スキー・スノーボードツアーの開催 

●実施支部 周東支部 

●事業内容 

少子高齢化により核家族化が進行する現状において、三世代が参加できるスキー・スノーボードツアーを

開催することにより、親子或いは子どもと地域住民がスポーツ活動を通じて三世代交流を図り、社会的教育を

育むことを目的として実施。 

●事業内容 

  日時：平成 31 年 2 月 2 日（土） 

  場所：ユートピアサイオトスキー場 

  参加者 30 名（大人 14 名 子供 16 名） 

・企画内容の構築・参加者のとりまとめ 

・スキー場・バス会社への依頼 

・損害保険の加入 

・初心者におけるスノーボード教室の開催 

 

罹災者・遺族福祉の推進 

戦没者追悼式等への参加・支援協力及び遺族会支援 

●実施支部 全支部       

●事業内容           

戦没者追悼式等へ参加協力及び遺族会等の支援を行うことにより、戦没者へ敬意を表すとともにご

遺族の精神的支援に寄与することを目的として実施。 

 ●実施報告               

  ①戦没者追悼式の参加協力支援     

  ②遺族会活動への助成支援       

火災等災害罹災者への見舞金配布     

●実施支部 全支部           
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●事業内容 

火災等罹災者に災害見舞金又は弔慰金を支給することにより、罹災者の福祉増進を図ることを目的

として実施。 

●実施報告 

①火災等罹災された方に見舞金を交付する。（全焼・半焼・全壊・半壊） 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
岩国支部 1 20,000 1 10,000 0 0 0 0
由宇支部 0 0 0 0 0 0 0 0
玖珂支部 1 20,000 0 0 0 0 0 0
本郷支部 0 0 0 0 0 0 0 0
周東支部 2 40,000 0 0 0 0 0 0
錦支部 0 0 0 0 0 0 0 0
美川支部 0 0 0 0 0 0 0 0
美和支部 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 4 80,000 1 10,000 0 0 0 0

全焼 半焼 全壊 半壊

 

物故者及び遺族に対する支援  

●実施支部 全支部 

●事業内容 

物故者及び遺族支援を行うことにより、物故者へ敬意を表するとともに、ご遺族の精神的支援に寄

与することを目的として実施。   

 ●実施報告 

実施内容
岩国支部 香典返しのはがき印刷・フラワーギフト券配布
由宇支部 香典返しのはがき印刷
玖珂支部 香典返しをいただいた方へのお礼状の送付、香典返しのはがき印刷

本郷支部 香典返しのはがき印刷･初盆の御供え物持参・お礼状の送付

周東支部 香典返しをいただいた方へのお供え物配布
錦支部 香典返しのはがき印刷･初盆の御供え物配布
美川支部 物故者に対し香典・お供え物配付
美和支部 香典返しのはがき印刷  

葬祭事業の実施 

●実施支部 本郷・美和支部 

●事業内容 

葬祭事業を行うことにより、物故者へ敬意を表するとともに、ご遺族の精神的及び経済的支援に寄

与することを目的として実施。 

 ●実施報告 

実施内容 件数
本郷支部 祭壇一式･霊柩車無料貸出 2
美和支部 葬祭用祭壇・葬祭用具・霊柩車の無料貸出し 23  

 

各種資金貸付事業の推進 

法外援護資金の貸付  

●実施支部 全支部                                                                                           

●事業内容  

低所得者世帯・生活困窮者に資金の貸付を行うことにより、不時の出費を援護し、経済的自立の助
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長と福祉の増進をはかることを目的として実施。   

●実施報告 

①法外援護資金に対する相談、受付、貸付事務  

②福祉事務所等との連絡調整、償還受付事務、償還指導（民生委員と連携） 

③滞納者に係る住民票一斉調査、督促事務連絡 

相談件数 貸付件数 貸付金額（円） 償還金額（円）

岩国支部 31 16 373,000 347,000
由宇支部 4 2 8,000 14,000
玖珂支部 5 2 35,000 35,000
本郷支部 0 0 0 0
周東支部 3 2 25,000 0
錦支部 2 0 0 0
美川支部 1 1 5,000 5,000
美和支部 1 1 20,000 20,000

合計 47 24 466,000 421,000  

生活福祉資金の貸付に関する業務 

●実施支部 全支部 

●事業内容     

低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的

自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的として実施。 

●実施報告            

①生活福祉資金全般に関する受付事務 

②電話・来所等相談対応業務   

③相談者に係る調査業務     

④山口県社協及び関係機関との連絡調整 

⑤生活困窮者自立支援制度に伴う新貸付制度の協議 

⑥支援調整会議の開催   

 ・開催回数１２回     

 ・審査件数１２件     

⑦還滞納管理業務     

  【対象者】 

①低所得者世帯 

資金の貸付に併せて必要な援助や指導を受けることにより独立、自立できると認められる世帯で

あり、独立自活に必要な資金の融資を他から受けることが困難な世帯収入が一定基準内の世帯 

②障害者世帯 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人の属する世帯 

③高齢者世帯 

65歳以上の高齢者の属する世帯 
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平成３０年度生活福祉資金の種別実績  

相談件数 貸付件数 相談件数 貸付件数 相談件数 貸付件数 相談件数 貸付件数

岩国支部 20 0 10 0 122 8 12 0
由宇支部 0 0 0 0 0 0 0 0
玖珂支部 1 0 0 0 5 1 1 0
本郷支部 0 0 0 0 1 0 0 0
周東支部 1 0 0 0 1 0 1 0
錦支部 0 0 0 0 0 0 0 0
美川支部 0 0 0 0 0 0 0 0
美和支部 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 49 0 10 0 129 9 14 0

総合支援資金 教育支援資金 福祉資金（緊急小口含） 不動産担保型貸付資金

 

臨時特例つなぎ資金の貸付に関する業務 

●実施支部 全支部 

●事業内容 

離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対し

て当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの間のつなぎ資金の貸付を実施することにより、生活

意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的として実施。 

 ●実施報告                 

①臨時特例つなぎ資金に関する受付事務 

②電話・来所等相談対応業務        

③相談者に係る調査業務          

④山口県社協及び関係機関との連絡調整 

⑤貸付調査委員会の開催          

⑥還滞納管理業務             

⑦貸付実績 Ｈ３０年度は無し       

【対象者】              

   住居のない離職者であって、次の条件のいずれにも該当していること 

①公的給付制度又は公的貸付制度の申請が受理されており、かつ当該給付金等の開始までの生活に

困窮している方          

②借入申込者本人名義の金融機関の口座を有している方  

 【貸付内容】          

   ・貸付限度額  １０万円以内  

・連帯保証人  不 要     

・貸付金利子  無利子     

 

各種ふれあいサロン活動の推進 

ふれあいサロン活動推進及び活動支援 

●実施支部 全支部 

●事業内容   

地域に住む高齢者、障害者及び子育て中の方々に対し、生きがいや健康づくり活動を通じて、地域

住民間の交流促進を図るとともに、高齢者等の孤独感の解消、引きこもりの防止、介護予防や社会参

加の促進のために実施するサロン活動を支援することを目的として実施。 

 ●実施報告 
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①サロンの運営やプログラムについての相談・助言・指導 

②サロンのレクリエーション等に必要な遊具・器具の購入及び貸出・管理 

・遊具貸出件数 ６０件 

③サロン活動団体への助成金支援 

④サロン講師の派遣、出前講座の開催及び協力 

⑤サロン講師の養成及び育成支援 

⑥サロン交流会・研修会・支部主催サロン・連絡会議等 

研修名 月日 参加者数 内容
岩国支部 サロン担い手交流会 平成31年3月18日（日） 78 サロン活動意見交換会

由宇支部 サロン担い手会議 平成31年3月26日（火） 39 レクリエーション講座（ボッチャ、フライングディスク）

玖珂支部 サロン交流会 平成31年3月19日（火） 46 助成金説明、地域活動・福祉講座紹介、情報交換

周東支部 周東支部サロン研修会 平成30年6月27日（水） 27 レクリエーション講座

錦支部 サロン連絡会議 平成31年2月21日（木） 36 レクリエーション・情報交換

玖北圏域 玖北サロン交流会 平成30年6月25日（月） 79 秋掛懐メロバンド『懐メロ演歌と日本の童謡』

⑦サロン活動啓発促進 

   ⑧未設置地域への設置呼びかけ及び立ち上げ支援  

⑨サロンリーダー養成講座の開催 

 

ボランティア活動及び福祉教育の推進 

岩国市災害ボランティアセンターの開設 

 ●事業内容 

平成３０年７月６日（金）に発生した西日本災害豪雨によって、甚大な被害の受けた世帯並びに

地区の復興支援を行うため、行政及び関係機関と連携し岩国市災害ボランティアセンターを岩国地

区、周東地区に開設した。 

それにより建物の敷地内を活動範囲とし、土砂撤去及び片付けなど生活居住空間の確保を優先に

支援を行った。 

 ●実施報告 

  【岩国サテライト】 

設置期間 平成３０年７月１０日（火）～７月１７日（火）【８日間】

支援実績件数 延３３件
ボランティア派遣（団体） 延１０団体（１８１名）
ボランティア派遣（個人） 延２６３名  

  【周東サテライト】 

設置期間 平成３０年７月１０日（火）～７月２１日（土）　【１２日間】

支援実績件数 延１２１件
ボランティア派遣（団体） 延７１団体(９３５名)
ボランティア派遣（個人） 延３７２名  

 

災害ボランティア体制の整備 

●実施支部 全支部  

●事業内容 

災害ボランティア活動は、災害時に各地から集まってくるボランティアに対して、効率良くボラン

ティア活動できるように統制・支援・連絡調整をする活動であり、平常時にボランティアの登録、準

備、研修会の開催、体制を整備することにより、災害時に円滑に活動を推進することを目的として実

施。 
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 ●実施報告 

①各地域における災害講座の開催及び参加 

②災害時対応フローマニュアル（役員、職員活動体制）の一部改正 

③事前伝達や安否確認経路などの社内訓練の実施 

④市内外の災害ボランティアネットワークの構築 

⑤災害ボランティア協力者の事前登録事務 

⑥災害救援機材の整備及び確認 

⑦災害ボランティア活動資材備蓄事業 

 ・配置場所 岩国市老人福祉センター 

 ・活動資材 ３９２点 （一輪車・角スコップ・鋤簾・高圧洗浄機・ブルーシート・土嚢袋等） 

 ・錦支部（玖北圏域）に緊急用資材の設置（角スコップ、丸スコップ、一輪車、バール、鋤簾 

  高圧洗浄機等。１１１点） 

⑧その他災害に関する情報収集及び研究 

なるほど納得！防災講座 

●実施支部 美川支部 

●事業内容 

 災害登録ボランティア及び災害ボランティアに興味・関連のある方々が、突如訪れる災害に迅速か 

つ的確に対応していただくための知識を習得する事を目的として実施。 

●実施報告 

  ・月  日  平成３０年１１月２８日（水） 

  ・場  所  美川コミュニティセンター 

  ・参加人員  ５０名 

  ・内  容  地域で考える防災・減災、ロープワーク、非常用リュックづくり 

地域防災講座 

●実施支部 美和支部 

●事業内容 

 過去の災害を踏まえた、県の防災対策強化の取組を知って頂くとともに、災害ボランティアについ 

ての関心を高める事を目的として実施。 

●実施報告 

  ・月  日  平成３０年１１月３日（土） 

  ・場  所  旧下畑小学校 

  ・参加人員  ４２名 

  ・内  容  講師 日本赤十字社 山口県支部 

        災害時の備え・地震災害・自主防災組織についての話及び非常時の炊出し訓練 
防災講座     
●実施支部 本郷支部 
●事業内容 「防災・減災」～災害に備えてできる事、避難所で役立つ技術～ 
      地域で考える災害時の備えや防災に関する各種体験プログラム等、防災に役立つ知識や 
      技術を習得する。       
●実施報告 
  ・月  日  平成３０年９月１３日（木） 
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  ・場  所  本郷ふるさと交流館 
  ・参加人員  ３０人 
  ・内  容  日本赤十字社 山口県支部 主任 加久真理子 
         防災に役立つ知識や災害時の備えてできる事 
合同避難訓練への協力     
●実施支部 錦支部 
●実施内容 錦町広瀬地区広瀬盆地内水害発生時での対応訓練として、当該地区住民並びに小中高学

生、関係者、行政、消防署と連携し、高台にある中学校までの避難のシュミレーション

を行う。 
      またそれに合わせての防災講座を随時実施。 
●実施報告 
  ・月  日  平成３０年１１月２１日（水） 
  ・場  所  錦清流小学校避難集合にて錦中学校までの集団避難行動 
  ・参加人員  約２００人 
  ・内  容  錦川豪雨氾濫による集団避難行動訓練 
ボランティアセンター活動事業の実施 

●実施支部 全支部 

●事業内容 

ボランティアセンターは、ボランティア（団体）活動の活性化のため、ボランティア活動に関する

情報を収集・把握・整理し、コーディネート業務を迅速に行うなど、その機能の強化を図り、またボ

ランティアセンターの運営にかかわり、コーディネート業務の補助やボランティア活動に対する意

識啓発や個人ボランティアの育成等を行い地域福祉の推進に寄与することを目的として実施。 

●実施報告 

①ボランティア団体の育成・協力・普及啓発及び担い手の発掘 

②ボランティア行事への参加協力支援 

③個人ボランティア・団体ボランティアの登録 

④ボランティア活動希望者のボランティア情報提供及び斡旋、調整        

⑤ボランティアに関する相談受付                       

⑥ボランティア保険加入の取りまとめ事務 

⑦ボランティア講師及び通訳派遣斡旋                     

⑧ボランティア団体等へ機材の貸出                      

⑨ボランティア連絡会又はボランティア連絡協議会の事務局運営業務 

（岩国・由宇・玖珂・本郷・美和支部） 

⑩ボランティア団体等の助成 

⑪ボランティア交流集会の企画・運営・参加等  

⑫リングプル・エコキャップ・使用済み切手等の収集  

⑬企業ボランティアの発掘・受入調整  

生活支援体制整備事業の実施（岩国市委託事業）     

●実施支部 全支部 

●事業内容 

地域住民とともに、ボランティア、ＮＰＯ法人、民間企業、社会福祉法人などの様々な生活支援サービスを
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担う事業主体と連携しながら多様な日常生活上の支援体制の充実、強化および社会参加の推進を一体的に

図ることを目的とする。 

●実施報告 

 ①第 1 層協議体設置による会議状況 

  主としてのメンバーは地域包括ケア会議生活支援部会及び介護予防部会を土台として形成。 

開催日時 内容 備考
平成30年9月5日（水） 事業説明、1層協議体依頼 各圏域コーディネーター参加

平成31年2月22日（金） 第2層協議体設置状況と資源マップの作成進捗について  

②第 2 層協議体の設置 

地区 麻里布 今津山手 山手 室の木 東 装港 小瀬 柱島 川下 愛宕
協議体
設置

年月日
H30.11.19

地区 岩国 錦見 横山 川西 平田 藤河 御庄 師木野 南河内 北河内
協議体
設置

年月日
H31.1.21 H30.12.15 H30.11.10 H30.11.22 H30.11.30 H30.11.15 H30.11.22 H30.12.3 H30.11.14

地区 灘 通津 神東 由西 由東
協議体
設置

年月日
H30.12.5 H30.11.28 H30.10.8 H30.2.20 H31.1.30

地区 玖珂 周東
協議体
設置

年月日
H30.9.19 H31.1.16

地区 美川 本郷 美和 錦
協議体
設置

年月日
H30.10.29 H31.1.24 H30.12.11 H31.3.12

岩国２

岩国３

岩国４

岩国５

岩国１

 

③生活支援コーディネーターの配置 

  ・第１層協議体          

  ・第２層協議体 

圏域 岩国１ 岩国２ 岩国３ 岩国４ 岩国５
配置 × ○ ○ ○ ○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

④資源の整理、開発 

圏
域

地
区

協議内容 結果
今後の予定

(概要）
成果

麻里布
今津山手

山手
室の木

東 生活資源の情報収集方法の確認ボランティア登録様式の作成等 マップ作成（Ｈ31.6月予定）
装港
小瀬
柱島
川下
愛宕
岩国
錦見 資源リストの確認 資源の追加 資源の追加と校正 資源リスト（見える化）
横山 資源リストの確認 資源の追加 資源の追加と校正 資源リスト（見える化）
川西 事業の目的と資源マップ 目標の共有 住民アンケートと資源マップの作成
平田 資源リストの確認 資源の追加 資源の追加と校正 資源リスト（見える化）
藤河 資源リストの確認 資源の追加 資源の追加と校正 資源リスト（見える化）
御庄 資源リストの確認・地域課題 資源の追加 資源の追加と校正 資源リスト（見える化）

師木野 資源マップ・資源の確認 資源の追加 資源の情報共有と追加 資源マップ（資源の見える化）
南河内 資源リストの確認 資源の追加 資源の追加と校正 資源リスト（見える化）
北河内 資源リストの確認 資源の追加 資源の追加と校正 資源リスト（見える化）

灘 資源マップについて 資源マップの作成 源マップについて協議と高ボラ啓 2ヶ月に1回会議開催

通津 地域課題とマップについて ケア会議のメンバーが参加

神東 サロンについて 災害時の非難等について

由西
平成３１年度

活動計画について
資源マップ作成 資源書き込み情報把握

4月～７月毎月、
8月～2か月に１回会議を開催

由東 資源マップについて 資源マップの作成 資源マップについての協議 定期的な会議開催

玖珂
資源リスト内容検討・

高ボラ等資源の情報収集
今後検討を重ねる

来年度資源リストの活用に向
け、内容の充実と活用の方法を
検討

資源の情報を上げてもらい、ま
た、その資源を支援に繋いで
いけるようにしていく体制が進

周東 事業及びサロンマップの作成
事業の推進について了承、

サロンマップの作成
各地区で活動開始に向け働き

かけを行う
各地区での活動開始に向け意
思確認、サロンマップの活用

美川 生活支援について
送迎の同意書

高ボラの推進・買い物支援
同意書作成・チラシを配布と移

動販売の誘致
3/9伊田川地区におひさま号

（移動販売）開発
本郷 生活支援について 高ボラの推進 広報にて高ボラを周知

美和 生活支援について
アンケートの実施・ごみステー

ションの設置検討
アンケートの実施・移動販売

ルートの確認

アンケート実施を希望したりと
生活での困りごとについて関心

を高めている

錦 生活支援について
本事業の必要性はご理解いた

だけた
年度明けてからアンケートもあ

るかもしれない

岩
国
４

岩
国
３

岩
国
２

岩
国
１

岩
国
５
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⑤人材育成（ボランティア養成等） 

活動調整（c）

ａ
高
齢
者
生
き
が
い

　
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
グ
ル
ー

プ

ｂ
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス
タ
イ
プ
３

ｃ
そ
の
他
の
生
活
支
援

男
性
6
4
歳
以
下

男
性
6
5
歳
以
上
 
7
4
歳
以
下

男
性
7
5
歳
以
上

女
性
6
4
歳
以
下

女
性
6
5
歳
以
上
 
7
4
歳
以
下

女
性
7
5
歳
以
上

小
計

（
入
門
講
座

）

入
門
講
座
と
選
択
講
座
の

両
方
を
修
了
し
た
者

男
性
6
4
歳
以
下

男
性
6
5
歳
以
上
 
7
4
歳
以
下

男
性
7
5
歳
以
上

女
性
6
4
歳
以
下

女
性
6
5
歳
以
上
 
7
4
歳
以
下

女
性
7
5
歳
以
上

小
計

合
計

団
体
登
録
数

人
材
バ
ン
ク
活
動
状
況

（
マ

ッ
チ
ン
グ

）

麻里布 3 2 5

今津山手 3 1 1 5

山手 3 3

室の木 1 2 5 8

東 1 1 2 4

装港 1 2 3 人材バンク

小瀬 0

柱島 0 H31.3.6

川下 1 3 2 6 フォローアップ研修

愛宕 1 4 1 6
人材バンク登録

確認済

岩国 1 1

錦見 1 1 2 １・２圏域

横山 1 1 2 ３圏域（灘・通津）

川西 1 1 合同開催

平田 -1 3 1 1 5

藤河 -1 1 1

御庄 1 1 2

師木野 1 2 3

南河内 0

北河内 1 1 1 3

灘 2 2 2 1 13 1 21

通津 2 2 4

神東 1 2 1 1 3 1 H30.12.19

由西 1 1 1 4 7 1 フォローアップ研修

由東 2 1 8 11 5 27 3
人材バンク登録

確認済

玖珂 4 2 7 4 8 25 2
H30.12.19

スキルアップ講座

周東 1 4 4 2 5 21 7 43 16
人材バンク登録

確認済

美川 4 3 1 4 8 5 21

本郷 2 4 1 3 3 2 13

美和 1 2 2 5 4 4 17

錦 4 6 2 12

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24 14 62 102 46 253 253 41 0

備
考

圏域 地区

資源創出 ボランティア養成講座修了者　a 人材バンク登録状況　b-（a）

岩国１ 40

18

岩国２ 20

合計

岩国４ 68

岩国５ 63
人材バンク登録
確認済

岩国３ 62

 

ボランティア団体への助成・援助 

●実施支部 由宇・本郷・周東・美川・美和支部  

●事業内容 

ボランティア団体へ活動費の一部を助成することにより、ボランティア精神の普及やボランティア

活動の充実、発展を図り、もって、市民がボランティア活動に参加しやすい環境づくりに資すること

を目的として実施。 

●実施報告 

①ボランティア団体への活動費の一部助成 

平成３０年度 助成ボランティア団体数、助成金額実績（円） 

助成団体数 助成金額総計
由宇支部 1 14,064
本郷支部 1 250,000
周東支部 10 220,000
美川支部 1 200,000
美和支部 3 435,000

合計 16 1,119,064  
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ボランティア交流集会等の開催 

●実施支部 玖珂・美和支部 

●事業内容 

市内のボランティア活動をしている方々が、相互に情報・意見を交換し、福祉の輪づくり運動と今

後のボランティア活動の推進に資することを目的として実施。 

月日 場所 参加者数 実施内容
玖珂支部 平成31年3月15日（金） 本郷ふるさと交流館 22 本郷町ボランティア連絡協議会との交流会

美和支部 平成30年 7月13日（金） 美和老人福祉センター 56 ボランティアのつどい  

福祉教育・体験学習の実施及び支援 

●実施支部 全支部  

●事業内容 

学校の児童生徒を行う福祉教育の一環として、社協が支援協力を行うことにより、福祉教育の向上

及び地域福祉の推進に寄与することを目的として実施。 

 ●実施報告 

①職員又はボランティア等講師の派遣 

   ②学校における赤い羽根共同募金の理解及び周知 

   ③高齢者擬似体験、車椅子等を活用した体験学習の実施 

   ④その他福祉教育に関する行事等の参加 

  

実施回数 参加総数 内容 教材貸出

岩国支部 9 389
高齢者擬似体験・車椅子
体験・ガイドヘルプ・点字・
手話

高齢者擬似体験セット・車椅子・白杖・
アイマスク・小型点字版・点字本

由宇支部 0 0

玖珂支部 7 276
高齢者擬似体験、アイマス
ク体験、車いす体験

高齢者擬似体験セット、アイマスク、車いす

本郷支部 1 25 高齢者擬似体験・車椅子 高齢者擬似体験セット・車椅子

周東支部 2 61 高齢者擬似体験 高齢者擬似体験セット

錦支部 2 68
共同募金運動活動紹介、
車椅子体験

紙芝居、車椅子

美川支部 1 7 高齢者疑似体験 高齢者疑似体験セット

美和支部 3 33 手話、点字体験講座  

子ども福祉講座の開催 

●実施支部 錦支部 

●事業内容 

「福祉（ふくし）」をテーマに幅広く理解してもらうために、子ども福祉講座を開催し、社会参加意

欲向上と人材育成を図ることを目的として実施。 

●実施報告 

①福祉教育カリキュラムへの協力 

 ○炊き出し訓練 

 ・月 日  平成３０年７月２０日（金） 

 ・場 所  宇佐川小学校 

 ・内 容  非常用防災袋使用による調理、使用方法の指導 

 ・対 象  宇佐川小学校生徒とその保護者など 

 ○三世代交流しめ縄づくりへの協力 

 ・月 日  平成３０年１２月２０日（木） 

 ・場 所  宇佐川小学校 



 38 

 ・内 容  地域文化継承活動による三世代交流事業の実施 

 ・対 象  宇佐川小学校生徒とその保護者など  

②こども福祉講座の開催 

 ・月 日  平成３１年２月９日（土） 

 ・場 所  錦清流小学校体育館 

 ・内 容  障害者スポーツ（アンプティーサッカー）を体験しよう 

 ・対 象  小中高生徒並びにその保護者 

愛の年賀状を贈る運動 

●実施支部 由宇・錦支部 

●事業内容 

在宅ひとり暮らし世帯へ愛の年賀状を贈り、激励をするとともに広く青少年に地域、高齢者を大切

にする心を養うために実施。 

●事業内容 

  ①錦地域７５歳以上在宅ひとり暮らし世帯に、小中学生が作成した年賀状を贈る。 

   協力校 錦中学校、錦清流小学校、宇佐川小学校 

   対象世帯 １９３世帯 

   実施期間  平成３０年１２月～平成３０年１月 

②由宇地域７５歳以上在宅ひとり暮らし世帯に、幼稚園児・保育園児が作成した年賀状を贈る。 

   協力園 にこにこちどり園、清華保育園、由宇保育園 

   対象世帯 ２９２世帯 

   実施期間 平成２９年１２月～平成３０年１月 

24時間テレビ街頭募金の実施 

●実施支部 岩国・玖珂・本郷・周東・美和支部 

●事業内容 

社協として２４時間チャリティー募金活動を行うことにより、テレビ局を通じて高齢者や障害者、

さらに発展途上国における支援を行い、ともに同じ地球上に生きる人間の相互の繋がりを深めるこ

とを目的として実施。 

●実施報告 

①２４時間チャリティー街頭募金活動の実施 

②募金支援ボランティアの取りまとめ 

③募金の入金業務など 

月日 場所 募金実績（円）

岩国支部 平成30年8月26日（日） ゆめタウン南岩国店 556,465

玖珂支部 平成30年8月25日（土） アルク玖珂店 103,694

本郷支部 平成30年7月28日（土） きらめき交流プラザ 10,975

周東支部 平成30年8月26日（日） マルシン 23,114

平成30年8月17日（金） 美和苑 17,563

平成30年8月25日（土） サンマート美和店 41,791

合計 753,602

美和支部

 

有償在宅福祉サービス事業の実施 

●実施支部 岩国支部 

●事業内容  
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少子高齢化の到来及び家庭機能の変革に伴い、在宅福祉対策整備の充実が現下の緊急課題である

ことを鑑み、その一環として、自助、互助の精神を基調に住民による住民のための地域福祉活動を

積極的に推進し「みんなでつくる住みよいまちづくり」の実現に努めることを目的として実施。 

●実施報告 

岩国市内に居住する高齢者（概ね６５才以上）、障害者、母子又は父子世帯等で何らかの原因によ

り家庭生活を正常に維持することが困難と認められるものに対し下記のサービスを行った。 

①家事援助サービス  食事準備、掃除、洗濯、買い物など 

②介護サービス    食事介助、通所介助、通院介助など 

③託児援助サービス  食事準備、掃除、洗濯、買い物など 

④その他のサービス  庭木の剪定、家屋等の簡単な小修繕 

平成３０年度 延利用者数、延協力者数、延援助時間 

延利用者数 延協力者数 延援助時間

岩国支部 737 292 5,837.5  

ファミリーサポートセンター事業（岩国市委託事業） 

●実施支部 地域福祉課 

●事業内容 

子育て支援活動支援事業として、平成 27 年度まで市が直営で行っていた事業を社協が引き継いで事業

を実施するもので、生後６ヶ月から小学校６年生までを対象として育児の援助を行うことを希望する者と、育児

の援助を受けることを希望する者により構成される会員相互の援助活動を支援しながら、活動のサポートを行

い子育て家庭の支援と子どもの安心・安全を確保できる環境を整備し、児童福祉の向上を図ることを目的に

実施した。 

●実施報告 

①保育施設・学校・放課後児童クラブ等の開始前・終了後の預り、送迎等 

  会員相互援助活動調整 

活動内容 乳幼児 小学生 活動件数

保育施設の保育開始時や保育終了後の子

どもの預かり 320 320

保育施設までの送迎 404 404

放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり 0 0 0

学校の放課後の子どもの預かり 0 0 0

冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の

子どもの預かり 0 0 0

買い物等外出の際の子どもの預かり 22 22 44

その他の援助 807 66 873

合計活動件数 1233 408 1641

（29年度1482件）
  

②地域・関係機関へ新規事業開始に伴う周知に関する広報活動 
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・事業説明及びチラシ配り、出張登録など 

1 歳半 3 歳半検診 48 回、その他 30 回 

・ポスター掲示及びチラシ設置 

市内幼稚園・保育園・認定こども園 43 ヶ所、市内小学校 30 ヶ所、市内病院・スーパー37 ヶ所 

   ・その他の広報 

    会報誌の発行 

 

③会員への交流会・講習会の実施 

・交流会の実施 

    日時：平成 30 年 8 月 21 日（火）10:00～11:30 会場：岩国市こども館２階 静養室・創作活動室 

    内容：苔玉作り体験講座、相互援助活動事例発表 

    講師：周東町女性林業研究会 

    参加者：岩国ファミリーサポートセンター会員 9 名 

 

 ・講習会の実施 

  日時：平成 30 年 7 月 10 日（火） 10：00～12：00  会場：岩国市療育センター 

   内容：岩国市療育センター見学、発達障害についての講習会 

   講師：斎藤千尋氏（作業療法士） 

参加者：岩国ファミリーサポートセンター会員 7 名 

 

   日時：平成 30 年 12 月 18 日（火）10：00～11：30  会場：岩国市こども館 2 階 創作活動室 

   内容：こどもと楽しむ工作（お正月飾り） 

   講師：沖村真理子氏（わくわく造形教室） 

参加者：岩国ファミリーサポートセンター会員 １２名 

 

日時：平成 3１年 1 月 2２日（火）10：00～1２：０0  会場：岩国市こども館 2 階 静養室 

   内容：乳幼児心肺蘇生法（AED 実施）、家庭内における事故の予防等 

参加者：岩国ファミリーサポートセンター会員 1６名 

 

④依頼会員・援助会員の開拓 

会員種別 29年度 30年度 増減

依頼会員 543 553 10

援助会員 236 245 9

両方会員 43 41 △ 2

合計 822 839 17
 

 

各種用具貸出業務の推進 

福祉用具の無償貸出事業の実施 

●実施支部 全支部 
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●事業内容 

社協が所有する福祉用具等を貸与することにより、市民の生活上の利便を図るほか、体験を伴う福

祉教育の推進を図ることを目的として実施。 

●実施報告 

①車椅子、ポータブルトイレ、松葉杖、歩行器等福祉用具の貸出 

②福祉教育推進のため、高齢者擬似体験セット等の貸出 

③貸出用具の管理業務 

平成３０年度 福祉用具貸出件数 

貸出件数
岩国支部 170
由宇支部 33
玖珂支部 121
本郷支部 3
周東支部 38
錦支部 14
美川支部 8
美和支部 15
合計 402  

サロンやイベント等におけるレクリエーション用具等の無償貸出事業の実施 

●実施支部 全支部  

●事業内容 

地域福祉活動やふれあいいきいきサロン、イベントに要するレクリエーション等用具を貸出するこ

とにより、生きがいや健康づくり及び参加者の交流促進を図ることを目的として実施。 

 ●実施報告 

①サロン等に使用するレクリエーション遊具（ペタング・カルタなど）の貸出 

②イベントに使用するテント、ポップコーンマシン等の貸出 

③貸出用具の新規購入並びに維持管理業務 

          平成３０年度 レクリエーション用具貸出件数 

              

貸出件数
岩国支部 60
由宇支部 99
玖珂支部 82
本郷支部 0
周東支部 41
錦支部 3
美川支部 1
美和支部 0

合計 286  

 

福祉団体等への車両の無償貸出 

●実施支部 全支部 

●事業内容 

障害者団体、高齢者団体、社会福祉団体に社協が保有する１０人乗りワゴン車を無償で貸出を行う

ことにより、障害者、高齢者の社会参加の促進及び社会福祉団体の育成を図ることを目的として実施。 

(岩国、由宇、本郷、美川支部) 

障害者団体、高齢者団体、社会福祉団体に社協が保有する５人乗りワゴン車を無償で貸出を行うこ

とにより、障害者、高齢者の社会参加の促進及び社会福祉団体の育成を図ることを目的として実施。 
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(玖珂支部) 

地域住民へ通院や一時的なレクリエーション活動等のため、車椅子同乗車を無償で貸出し、障害者、

高齢者の社会参加の促進及び社会福祉団体の育成を図ることを目的として実施。(美和支部) 

●実施報告 

①福祉車両等の無償貸出 

②車両の管理業務 

平成３０年度 車両貸出件数 

貸出件数
岩国支部 19
由宇支部 6
玖珂支部 0
本郷支部 28
周東支部 1
錦支部 0

美川支部 18
美和支部 22

合計 94  

 

各種相談事業の推進 

心配ごと相談事業の実施 

●実施支部 全支部 

●事業内容 

心配ごと相談事業を実施することにより、幅広く住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な

助言と援助を行い、地域住民の福祉の増進を図ることを目的として実施。 

●実施報告 

①下記の日程により心配ごと相談所の開設 

②相談員のスキル向上のための研修会参加 

③市民に対する心配ごと相談事業の周知と広報啓発活動の実施 

平成３０年度 相談件数 

日程 場所 相談件数
岩国支部 毎週火曜日 岩国市福祉会館 51
由宇支部 月1回　第2火曜日 由宇支部 2
玖珂支部 月1回　第2水曜日 玖珂支部 10
本郷支部 年4回　第3水曜日 福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 1
周東支部 毎月第2月曜日 周東支部 2
錦支部 毎月15日（8月は1日に実施） 錦支部 1
美川支部 2ヶ月に1回（偶数月第2火曜日） 美川支部 2
美和支部 毎月第2木曜日（8月・2月を除く） 美和支部 1

70合計  

生涯現役社会づくり相談設置 

●実施支部 全支部  

●事業内容 

高齢者や中高年、団塊の世代の方々の健康づくりと生きがいづくりのサポートをはじめ、団塊の世

代のＩターン者の定住支援のため、相談や助言を通じて相談者に必要な社会参加活動や情報を提供

することを目的として実施。 
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●実施報告 

①グループおこしや生きがい、健康づくりへの相談・助言 

②団塊の世代等シニア（中高年、高齢者）との交流・協働の促進 

③シニア、団塊の世代等の健康と生きがいづくりをサポートするための情報提供 

④生涯現役社会を促進するための研修会への参加など 

補聴器相談の実施 

●実施支部 由宇・本郷・錦・美川支部 

●事業内容 

補聴器相談を実施することにより、高齢者や障害者の方々に対し、適切なアドバイスを行い、地域

住民の福祉の増進を図ることを目的として実施。 

●実施報告 

①地域ごとに依頼業者による補聴器相談所を開設 

平成３０年度 相談件数 

月  日 場所 相談件数
由宇支部 5月29日（火）、9月4日(火)、12月4日（火）、3月5日（火） 由宇支部 54
本郷支部 5・8・11・2月　第4水曜日 山村センター 8
錦支部 毎月　第1月曜日 錦公民館 147
美川支部 6・9・12・3月　第1月曜日 コミセン 18

227合計  

法律・人権・行政書士相談の開催 

●実施支部 由宇・玖珂・美和支部 

●事業内容 

法律相談を実施することにより、法律関係における解決のアドバイスを実施し、地域住民の福祉の

増進を図ることを目的として実施。 

●実施報告 

①地域ごとに法律専門家による法律相談を実施 

平成３０年度 相談件数 

日程 場所 相談件数
由宇支部 法律相談奇数月第2火曜日、人権相談3ヶ月毎月第1火曜日 由宇支部 16
玖珂支部 法律相談3か月毎第3水曜、行政書士相談毎月第1水曜 玖珂福祉センター 33
美和支部 法律相談平成31年2月14日（木） 美和老人福祉センター 7

56合計  

 

調査・研究・広報活動の強化充実 

社協だよりの発行・ケーブルテレビ広報啓発  

●実施支部 全支部  

●事業内容 

岩国市社会福祉協議会の事業・活動および福祉全般に関する情報を、地域住民に提供・啓発するこ

とにより、社協の認知度を向上し、社会福祉、地域福祉の増進を図ることを目的として実施。 

●実施報告 

①岩国市全世帯を対象とした岩国市社協だよりを発行  

②各支部において社協だより地域版発行        

③社協だより掲載内容の調査・取材          
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④社協だよりの校正、事務など            

⑤ケーブルテレビアイ・キャンの番組放送（デイリ－ｉ）での職員出演による社協活動等の広報・ 

啓発 （番組名：社協のとびら・放送日：毎月第２火・水・土・日放送 全１８回） 

  社協だより発行回数 

配布地域 発行回数 発行月

本部 岩国市全世帯 2 7月、1月

岩国支部 岩国地域 3 4月、10月、2月

由宇支部 由宇地域 4 4月、7月、10月、1月

玖珂支部 玖珂地域 3 4月、10月、1月

本郷支部 本郷地域 6 4月、6月、8月、10月、12月、2月

周東支部 周東地域 3 4月、10月、2月

錦支部 錦地域 6 6月、8月、10月、12月、2月、3月(4月号として）

美川支部 美川地域 4 4月、7月、10月、1月

美和支部 美和地域 6 5月、7月、8月、10月、1月、3月  

社協ホームページの更新                  

●実施支部 全支部                    

●事業内容  

岩国市社会福祉協議会の事業・活動および福祉全般に関する情報を、地域住民に提供・啓発するこ

とにより、社協の認知度を向上し、社会福祉及び地域福祉の増進を図ることを目的として実施。 

●実施報告  

①本部における岩国市社会福祉協議会ホームページの更新 

社協組織・事業概要・予算決算状況・職員採用・助成事業・お知らせ情報の更新及び掲載  

②支部におけるフェイスブック記事の更新  

各地域行事・サロン・ボランティア活動等、研修会や交流会記事  

 

生活支援事業の推進 

地域福祉権利擁護事業の推進 

●実施支部 全支部       

●事業内容           

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な方が自立した地域生活が送れるよ

う福祉サービスの利用援助を行うことにより、その者の権利擁護に資することを目的として実施。 

●実施報告 

①認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等への福祉サービス利用援助  

②日常的金銭管理及び重要書類預かりの実施           

③契約締結に関する業務･事務、訪問調査業務等  

④個別ケースの相談対応等 

 地域福祉権利擁護事業実績 

件数 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
相談件数 2,989 2,789 2,263 3,663 4,769
契約件数 18 15 20 29 24
解約件数 11 24 23 20 28

実利用件数 127 118 115 124 120  

岩国市社協成年後見サポートセンターの運営  

●実施支部 全支部 

●事業内容 
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高齢者、障害者等が自らの意思に基づいた日常生活が過ごせるよう、権利の擁護と財産の管理等に

ついて支援することにより高齢者、障害者等の福祉に寄与することを目的として実施。 

●実施報告 

①法定後見人等又は任意後見人としての業務  

②成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人、若しくは任意後見監督人としての業務  

③成年後見制度に関する広報及び啓発業務  

④岩国市社会福祉協議会法人後見運営委員会の開催 

 ・受託件数５件 
・会議開催回数１回  平成３１年３月２０日（水） 

・後見委員人数６人  

生前預託あんしん事業の実施 

●実施支部 周東支部 

●事業内容 

社協と利用者の事前契約に基づき、社協が事前に葬儀又は納骨費用を預託金として預かり、利用者の死

後において生前の意思のもと葬儀及び納骨等を行い、その費用を支払うことにより、当事者が安心して生活

できる環境づくりを実施した。 

①定期見守りサービスの実施 

 ・定期的に電話又は訪問活動を実施 

 ・必要に応じて福祉サービスの紹介 

②預託金預かりサービスの実施 

 ・死亡時における葬儀並びに納骨の実施 

 ・葬儀並びに納骨費用の事前預かり（預託金） 

●実施報告 

 ・相談業務の実施、他類似団体研修会（セミナー）への参加 

生前預託あんしん事業実施状況 

平成30年度実績
相談件数（件） 2
契約件数(件) 0  

 

外郭団体の事務局受入に関すること 

●実施支部 全支部  

●事業内容 

本会として、地域福祉や高齢者・障害者福祉等に関係する事務局を運営することにより、地域にお

ける福祉ニーズを発掘し、対応することで地域福祉の更なる向上に努めた。 

●実施報告 

①各地域における地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉又は当事者団体の運営を実施した。 
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外郭団体実施状況  

団体名

本部地域福祉係
岩国市民生委員児童委員協議会　山口県共同募金会岩国市共同募金委員会
岩国市社会福祉法人地域公益活動推進協議会

岩国支部

岩国地区社協連絡協議会　岩国地区介護者の会「さくら草の会」　山口県共同募金会岩国市共同募金
委員会岩国地区共同募金委員会  岩国地域ボランティア連絡会
岩国市社会福祉法人地域公益活動推進協議会岩国地区運営委員会

由宇支部

由宇地区民生委員児童委員協議会　岩国市連合遺族会由宇支部　山口県共同募金会由宇地区共同募金
委員会　由宇町ボランティア連絡協議会　由宇支部福祉員連絡協議会　由宇町敬老会実行委員会　由
東地区敬老会実行委員会　岩国市社会福祉法人地域公益活動推進協議会由宇・通津地区運営委員会

玖珂支部

岩国市連合遺族会玖珂支部　　岩国市老人クラブ連合会玖珂支部　岩国市玖珂町心身障害者協力会
玖珂町手をつなぐ育成会　玖珂町ボランティア連絡協議会  山口県共同募金会岩国市共同募金委員会
玖珂地区共同募金委員会

本郷支部
岩国市連合遺族会本郷支部  岩国市老人クラブ連合会本郷支部　本郷町ボランティア連絡協議会
山口県共同募金会岩国市共同募金委員会本郷地区共同募金委員会　　本郷地区社会福祉協議会

周東支部

周東地区民生委員児童委員協議会　岩国市連合遺族会周東支部　　岩国市老人クラブ連合会周東支部
周東町身体障害者協力会　　山口県共同募金会岩国市共同募金委員会周東地区共同募金委員会
周東町地区社協連絡協議会　岩国市社会福祉法人地域公益活動推進協議会玖西地区運営委員会

錦支部

岩国市連合遺族会錦支部　　岩国市老人クラブ連合会錦支部　岩国市手をつなぐ育成会錦支部
山口県共同募金会岩国市共同募金委員会錦地区共同募金委員会  錦地域地区社協連絡協議会　給食ボ
ランティアすみれ会

美川支部

美川町人材センター　岩国市連合遺族会美川支部　　岩国市老人クラブ連合会美川支部
美川町心身障害児者父母の会　山口県共同募金会岩国市共同募金委員会美川地区共同募金委員会
給食ボランティアでかまる会
美川地 社会福祉協議会

美和支部

岩国市老人クラブ連合会美和支部　美和町ボランティア連絡協議会　美和地区共同募金委員会
美和地区民生委員児童委員協議会　美和町給食サービス　美和町敬老会実行委員会
岩国市社会福祉法人地域公益活動推進協議会玖北地区運営委員会

 

施設管理業務 

岩国市老人福祉センターの管理運営 

●実施支部 岩国支部  

●事業内容  

岩国市より補助を受け岩国市老人福祉センター管理運営をすることにより、岩国市内に居住する 60

歳以上の方や団体を対象として、高齢者福祉、地域福祉向上に寄与することを目的として受託。 

①老人福祉センター利用者への対応 

②利用者の健康の管理増進、機能回復訓練、教養向上及びレクリエーション 

民謡教室、カラオケ教室、舞踊教室、詩吟教室、ダンス教室、囲碁将棋、ゲートボール、グラ 

ウンドゴルフ、山陽詩吟の会、岩国民踊協会、太極拳クラブ等 

③老人福祉センターの施設、設備等の維持管理に関する業務（器具備品の確認等） 

●事業報告 

平成３０年度 岩国市老人福祉センター利用状況 

利用者数 26,229 男 18,522 女 7,707
入浴者数 12,381 男  7,813 女 4,568  

本郷福祉サービスセンターの管理運営（岩国市委託事業）  

●実施支部 本郷支部  

●事業内容  

本郷福祉サービスセンターの指定管理を受託することにより市民の福祉の増進と市民生活の向上

を図ることを目的として受託。 



 47 

●実施報告 

①地域住民、各種団体等の研修会、サロン活動など住民の活動の場として提供し運営管理を行った。 

平成３０年度 本郷福祉サービスセンター利用状況 

利用者数 577  

美和老人福祉センターの施設管理運営（岩国市委託事業） 

●実施支部 美和支部 

●事業内容  

美和老人福祉センターの指定管理を受託することにより市民の福祉の増進と市民生活の向上を図

ることを目的として受託。 

●実施報告 

①老人への便宜の供与、施設利用の充実（利用促進・啓発）  

②利用者の最善の利益を考慮し施設の効果的な運用及び社会福祉の積極的な推進  

③地域社会との連携を図り利用者が健康的かつ安心・安全に利用できる環境の用意  

④老人クラブ、各種福祉団体・ボランティアによる地域福祉活動の拠点づくり及び環境づくり 

⑤効果的な施設の管理と利用者の平等な利用の確保  

平成３０年度 美和老人福祉センター利用状況  

利用者数 5,200  

岩国市福祉会館の管理運営（岩国市指定管理事業） 

●実施支部 岩国支部 

●事業内容 

  岩国市より岩国市福祉会館の管理運営を受託することにより、岩国市民の福祉の増進と市民生活の

向上に寄与することを目的として受託。 

●実施報告 

①岩国市福祉会館の利用許可に関する業務（会館利用申請受付、利用料の徴収等） 

②会館の施設、設備等の維持管理に関する業務（器具備品の確認、購入、処分等） 

平成３０年度 岩国市福祉会館利用状況 

                利用者数 63,300  
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平成 30 年度 障害福祉課事業報告 

■ 概要                                

平成３０年度も障害者サービスセンター・ささみ園・基幹相談支援センターの３拠点で、障害福 

 祉関連事業の運営を実施しました。 

平成３０年度の障害福祉課の当期活動増減差額は４６２千円となり、平成２９年度決算と比較し 

て、△４，８０５千円の減額となり、次年度以降の黒字経営の維持に厳しさが増しています。 

  主たる要因としては、１つ目に通所系事業のうち放課後等デイサービスとささみ園の生活介護の 

 利用者数が減少していること。２つ目に相談系事業においては、指定計画相談及び委託事業の相談 

者数の増加への対応と基幹相談支援センターの職員体制を手厚くするために職員を追加配置したこ 

とにより人件費を他事業から補填する必要が生じたこと。３つ目に慢性的な職員不足の改善目的で 

通所事業に常勤職員を採用したことで、前年度までの仮想的な黒字が本来の収支に近づいたことが 

あげられます。 

  経営面においては純然たる増収は２事業のみで、そこから減収事業や委託事業等への補填を行う 

ことが続いているため、採算性向上と安定運営のために事業形態の見直しを検討する予定です。 

 手話通訳関連事業においては、前年度途中からの常勤通訳者の減員状態が継続しているため、全 

体的に支援量が減少しています。手話通訳者の高齢化や新たな成り手不足により、今後の手話通訳 

体制の維持が懸念されており、聴覚障害者団体や行政と連携して情報保障基盤の確保に取組みたい 

と考えています。 

 施設管理事業に関しては、７月の豪雨災害により障害者サービスセンター駐車場地下に設置して 

いた浄化槽が破損し、一時的に入浴サービスの利用制限や改修工事に伴う駐車場の使用禁止等を行 

い、来館者に多大な迷惑をかけましたが、年度内に無事修繕が完了し現在は適切な運用を再開して 

います。施設も老朽化が進んでいるため、岩国市と協議しながらご利用者への利便性向上に向けた 

改修や環境整備に努めます。  

 就労環境については、常勤・非常勤職員の確保に努めたことで、漸く安定した支援体制を整える 

ことができました。合わせて、タイムカードの導入や休憩室の確保等、職員の福利厚生に努めたこ 

とで離職率の軽減につながり始めています。さらに、当該年度より障害者雇用を開始し、障害者職 

業センター等の協力を得ながら就労定着に努めました。今後も全ての職員が働き易い職場環境を築 

きながら、ご利用者にも安心して利用していただけるよう、丁寧かつご利用者の生活に合わせたサ 

ービスを提供できるように努めてまいります。  

■ 重点事項                              

①第三者評価等を積極的に活用（情報公開を含む）し、サービス提供のあり方を再評価する。 

②利用者の主体性の尊重と個別配慮をベースとした事業展開を実施する。 

③介護人材確保・育成・処遇改善プロジェクトを推進する。 
④障害者雇用に向けた取り組みを推進する。 

■ 事業報告                              

障害者福祉の推進 

岩国市障害者サービスセンターの管理運営（岩国市指定管理事業） 
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●事業内容 

   岩国市より岩国市障害者サービスセンターの管理運営を受託することにより、岩国市の地域福祉

及び障害者福祉の向上に努めた。 

  ●実施報告 

①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」 

という。）のうち、介護給付費の支給対象になる者に生活介護事業の実施 

②児童福祉法のうち、学齢児を対象とした放課後等デイサービス事業の実施 

③障害者相談支援事業の実施 

④障害者関係福祉団体等に対する便宜供与 

⑤センターの施設、設備等の維持管理に関する業務 

 

岩国市障害者サービスセンター利用状況（施設貸出） 

項目 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
貸出件数（件） 150 192 157 154 156
利用人数（人） 2,448 2,897 2,719 2,588 2,734  

        

 

●事業内容 

   障害者（児）らの日中における活動の場を確保し、障害者（児）らの社会に適応するための日常

的な訓練を行うことにより、障害者（児）らの家族の就労支援及び障害者（児）らを日常的に介護

している家族の支援に努めた。 

  ●実施報告 

   ○日中活動の場を提供し、一時的な見守り支援を実施 

   ○必要に応じて送迎サービスの提供実施 

 

日中一時支援事業利用状況【岩国市障害者サービスセンター実績分】 

年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

延利用者数

（人） 
実績なし ２ 実績なし 実績なし 実績なし 

 

日中一時支援事業利用状況【ささみ園実績分】 

年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

延利用者数

（人） 
５４７ ４７３ ４５２ ２２４ ３ 

 

 

障害者（児）相談支援事業の実施（岩国市及び和木町委託事業） 

●事業内容 

  障害者（児）及びその家族等に対し、保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスに関し総

合的かつ効率的に提供されるように配慮し、関係機関等との連絡調整等の便宜を供与することによ

日中一時支援事業の実施 （岩国市及び和木町委託事業）     
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り、対象者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように努めた。 

  ●実施報告 

   ①障害者等からの日常生活全般に関する相談業務 

   ②サービス利用計画の作成に関する業務 

   ③ピア・カウンセリング及び当事者活動支援 

   ④権利を擁護するために必要な援助 

   ⑤その他必要とされる相談援助 

 ⑥岩国市地域自立支援協議会の出席・専門部会の参加  

 

相談支援事業実施状況（件） 

内容 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
福祉サービスの利用等に関する支援 651 914 802 765 917
障害や病状の理解に関する支援 10 7 16 11 13
健康・医療に関する支援 96 118 124 95 133
不安の解消・情緒安定に関する支援 52 51 46 68 105
保育・教育に関する支援 1 9 5 9 23
家族関係・人間関係に関する支援 20 49 31 41 40
家計・経済に関する支援 66 51 39 93 67
生活技術に関する支援 10 11 13 20 14
就労に関する支援 9 49 22 34 20
社会参加・余暇活動に関する支援 18 13 10 11 18
権利擁護に関する支援 16 6 7 7 5
その他 37 42 18 44 86

合計 986 1,320 1,133 1,198 1,441

 

障害程度区分認定調査業務の実施（岩国市及び和木町・その他市区町委託事業） 

●事業内容 

介護給付費等の支給を受けようとする障害者及びそのご家族に対し、障害者総合支援法第 20 条

第 2項の規定により、障害程度区分の認定に関する訪問調査を岩国市及び和木町より委託を受けて

行った。 

●実施報告 

①新規及び更新時の障害程度区分認定調査を岩国市及び和木町からの依頼に基づき実施。 

②公正中立な立場で適正に調査が実施できるよう必要に応じ調査員研修や相談援助技術等の研

修を受講しスキルアップに努めた。  

岩国市障害程度区分認定調査業務実施状況（件） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
調査件数 55 44 58 62 34  

和木町障害程度区分認定調査業務実施状況（件） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
調査件数 3 5 0 2 7  

防府市障害程度区分認定調査業務実施状況（件） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
調査件数 0 0 0 0 1  



 51 

 

手話通訳者等設置事業の実施（岩国市委託事業） 

◆手話通訳者等設置事業の実施 

●事業内容 

聴覚障害者等の社会参加と自立生活を促進するために、情報の伝達やコミュニケーション支援を

行い、総合的な生活支援に努めた。 

●実施報告 

①コミュニケーション支援及び情報提供に関する業務 

②生活支援に関する業務 

 高齢化に伴い、関係機関や家族との連携をとり、生活支援体制を整えた。 

③手話通訳者の養成、研修、派遣に関する業務 

 手話通訳者の資質向上、意識付けを中心にチームワークづくりに努めた。 

 

手話通訳者等設置事業利用実績（件） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
手話通訳者等設置件数 582 847 731 828 708  

 

◆意志伝達等相談支援の実施 

●内容 

聴覚障害者等の意思疎通に支援が必要な方に対して、手話通訳者や要約筆記奉仕員の派遣調整を

総合的に行うとともに関係機関等との連絡調整等を行った。 

●実施報告 

①手話通訳者、要約筆記筆記者、情報通信技術指導員の派遣に関する連絡調整を適宜実施 

②コミュニケーション支援に関する障害者相談支援事業所、サービス実施機関等との調整及び指

導の助言等 

③障害者へのコミュニケーション支援事業（手話・要約筆記等）の周知及び利用促進に努めた 

 

意思伝達等相談支援実施状況（件） 

内容 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

手話通訳者等の派遣に関する連絡調整等 608 564 668 771 391

要約筆記者の派遣に関する連絡調整等 14 13 7 21 5

情報通信技術指導員派遣に関する連絡調整等 0 1 0 0 0

合計 622 578 675 792 396  

 

手話通訳者等派遣事業の実施（岩国市委託事業） 

●事業内容 

聴覚障害者等の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行い、意思の疎通を容易にするた

め公的機関及び医療機関においての用務や地域生活及び家庭生活に関わる場面において、手話通訳

を必要とする場合、依頼に応じて手話通訳者の派遣を行った。 

●実施報告 

①年間 343時間の派遣実施 
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②手話通訳者の研修会等の実施 

手話通訳者等派遣事業利用実績（件） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
手話通訳者等派遣件数 238 173 134 143 172  

 

手話奉仕員養成事業の実施（岩国市委託事業） 

●事業内容 

聴覚障害者等の生活及び関連する福祉制度などを理解し、手話で日常会話を行うに必要な手話語

彙、及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成し、聴覚障害者に対する福祉の増進に努めた。 

●実施報告 

手話奉仕員養成カリキュラムに基づき、入門課程３２時間、基礎過程３８時間を４月～翌年３月

の間、４５回の講座を行った。 

 

手話奉仕員養成事業利用実績 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
開講回数（回） 23 45 45 45 45
受講者数（人） 7 8 15 11 11  

 

災害時要援護者避難支援に係る訪問調査業務の実施（岩国市委託事業） 

●事業内容 

岩国市からの依頼に基づいて、災害時に介護関係施設等への避難を希望される在宅の寝たきり高

齢者及び重度障害者に対し、避難支援の資格要件の確認や避難支援に必要な情報収集のため訪問調

査を行った。 

訪問調査業務実施状況（件） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
調査件数 0 0 1 1 0  

 

災害時要援護者避難支援移送業務の実施（岩国市委託事業） 

●事業内容 

岩国市からの依頼に基づいて、災害時に介護関係施設等に避難する必要があると認められた在宅

の寝たきり高齢者及び重度障害者に対して避難先まで移送し、避難事由の終了後は対象者を自宅ま

で移送する。 

●実施報告 

   今年度相談依頼無し。 

 

指定障害福祉サービス事業等の推進 

指定特定相談支援事業（計画作成）及び障害児相談支援事業の実施 

●事業内容 

障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、障

がい者（児）等からの相談に応じ、障害福祉サービスを利用する際の手続き及び調整業務を主に行った。 
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●実施報告 

①障害福祉サービスの新規利用及び援助内容変更時に、随時計画相談に移行。 

②サービス等利用計画案・サービス等利用計画・モニタリング等の作成。 

③サービス担当者会議の開催。 

④サービス利用の調整等。 

  

特定相談 契約状況（人） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
契約件数 137 133 164 160 153  

 

障害児相談 契約状況（人） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
契約件数 20 23 19 21 38  

 

指定一般相談支援事業【岩国市障害者サービスセンター】 

●事業内容 

施設や病院に長期入所等していた障害者が地域での生活に移行するために、住居の確保や新生活の準

備等について支援する他、居宅で一人暮らししている障害者について、緊急時における連絡、相談等の支

援を行う。 

●実施報告 

  今年度相談依頼無し。 

 

指定生活介護事業の実施【岩国市障害者サービスセンター】 

●事業内容 

常時介護を要する利用者に対し、入浴、排泄及び食事等の介護、創作的活動又は機能訓練の機会

の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行い、障害者の方々の自立した

日常生活及び社会生活を営むことができるように努めた。 

●実施報告 

①入浴、排泄又は食事の介護 

②創作的活動及び生産活動の機会の提供 

③その他身体機能及び生活能力向上のために必要な援助 

④余暇活動を豊かにするためのレクリエーション活動の提供 

⑤食事の提供 

⑥自宅への送迎 

⑦生活介護計画の作成 

⑧日常生活及びサービス利用に係る相談助言など 

 

 

指定生活介護事業実施状況（人） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
延利用者数 5,591 5,019 5,371 5,307 5,747  
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 放課後等デイサービス事業 

●事業内容 

  学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための

訓練等を継続的に提供することにより、障害児の自立を促進するとともに、放課後等に安心

して活動できる場を確保する。 

●実施報告 

   ①日常生活における基本動作やその他必要な訓練 

   ②集団生活適応訓練 

   ③創作的活動や作業活動の指導 

   ④地域交流の機会の提供 

   ⑤余暇の提供 

   ⑥健康状態の確認 

   ⑦障害児の自宅又は学校と事業所の間の送迎 

   ⑧相談、助言に関すること 

    

放課後等デイサービス事業実施状況（人）      

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
延利用者数 2,419 2,749 2,567 2,365 2,115  

      

多機能型事業（指定就労継続支援Ｂ型及び指定生活介護）の実施【ささみ園】 

  ◆指定就労継続支援Ｂ型事業の実施 

●事業内容 

    通所により生産活動会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や

支援を行い、障害者の方々が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように努めた。 

  ●実施報告 

   ①生産効率の向上や新たな生産活動に取り組み工賃アップを目指した。 

   ②施設内のみならず施設外でも就労の機会や場所を確保し社会生活の拡大を図った。 

   ③就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の提供 

   ④支援計画の作成 

   ⑤山口県社会就労事業振興センターに入会し、授産製品販売会に参加した（８件、計 20日） 

 

指定就労継続支援Ｂ型事業実施状況（人） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
延利用者数 1,146 1,567 1,947 2,275 2,221  

 

 

◆指定生活介護事業の実施 

●事業内容 

常時介護を要する利用者に対し、入浴、排泄及び食事等の介護、創作的活動又は機能訓練の機会

の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行い、障害者の方々の自立した
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日常生活及び社会生活を営むことができるように努めた。 

●実施報告 

①入浴又は排泄等の介護 

②創作的活動及び生産活動の機会の提供 

③その他身体機能及び生活能力向上のために必要な援助 

④余暇活動を豊かにするためのレクリエーション活動の提供 

⑤自宅への送迎 

⑥支援計画の作成 

⑦日常生活及びサービス利用に係る相談など 

指定生活介護事業実施状況（人） 

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
延利用者数 1,871 1,754 1,420 1,244 1,270  

  

  ◆イベント参加、バザー等出店＜成果物販売＞ 

  ●事業内容  

   ご利用者が作られた作品や仕入れ商品をバザーやイベントを通じて販売することで、地域の 

  方々にささみ園を知っていただく機会創出と同時に、直に接客や販売体験をすることで、意欲 

の向上や工賃収入を得る喜びを感じていただけるよう努めた。 

●実施報告 

  平成３０年度 イベント参加（錦帯橋まつり、I フェスタ、ひかりコンサート、 

架け橋プロジェクト等）出店１０回うち利用者参加２回   

作品展示販売（玖珂逸品館、COCOROSS笑顔マーケット等）出店１２回 

 

基幹相談支援センターの運営 

●事業内容 

  地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務及び相談体制の向上を目的とした研修企画や地域連 

携に向けた各種取組みを行います。 

●実施報告 

 ①障害の種別等に対応できる総合的かつ専門的な相談支援の実施に関する業務 

 ②市内相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導及び助言並びに連携強化に関する業務 

 ③市内相談支援事業所の人材育成の支援に関する業務 

 ④地域移行及び地域定着として地域体制整備に係るコーディネート及び普及啓発に関する業務 

 ⑤障害者虐待防止のための普及啓発業務 

 ⑥権利の擁護及び障害者等に対する成年後見制度利用に係る相談、啓発及び支援業務 

 ⑦岩国市障害者自立支援協議会に関する業務 
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基幹相談支援事業実施状況（件） 

内容 平成28年度 平成29年度 平成30年度
福祉サービスの利用等に関する支援 283 415 234
障害や病状の理解に関する支援 18 31 21
健康・医療に関する支援 12 16 18
不安の解消・情緒安定に関する支援 49 7 29
保育・教育に関する支援 0 9 2
家族関係・人間関係に関する支援 34 35 26
家計・経済に関する支援 132 140 61
生活技術に関する支援 17 4 4
就労に関する支援 24 23 48
社会参加・余暇活動に関する支援 7 1 0
権利擁護に関する支援 38 42 58
その他 1 3 2

合計 615 726 503  
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平成 30 年度 介護保険課事業報告 

■ 概要                                

  平成３０年度におきましては、前年度同様に社協介護相談センター（岩国・周東）・社協ヘルパーセ

ンター（岩国・由宇・本郷・周東）・デイサービスセンター（にしみ苑・本郷）の８事業所で介護保険

事業を基盤として運営を実施いたしました。 

  平成３０年度における介護保険等事業（障害福祉サービス・委託事業・自主事業を含む）としての

当期活動増減差額（一般企業の当期純利益）は△15,172,869円となり、昨年度同様赤字決算となって

おります。中でもサービス活動増減差額（一般企業の営業利益）は△9,434,923 円と依然として厳し

い状況が続いております。 

  原因といたしましては、「社協介護相談センター岩国・周東」事業所の恒常化する大幅な赤字と「本

郷デイサービスセンター」、「社協ヘルパーセンター本郷」における利用者減少に伴う介護報酬の収入

減が主な理由となります。介護報酬等の収入は各種加算を取得したことにより全体的に増加しており

ますが、各事業所の共通事項として利用者人数が減少傾向にあり、高齢者の入院、入所による在宅離

れが顕著に現れております。 

  また、今後における居宅介護支援事業所並びに訪問介護事業所における管理職員、介護職員の確保

が困難な状況下において、将来的な双方の事業所の統合を見据え、平成３１年３月において「社協ヘ

ルパーセンター岩国」事業所を南岩国町へ移転いたしました。 

結果的に平成３０年度においても大変厳しい一年となりましたが、令和元年度においては、経営難

である事業所の人員配置変更・経費削減を確実に推進するとともに、中期的な経営を勘案した同種事

業所の統合を図りながら、安定経営ができる事業所の構築を進めてまいります。 

そして、今年度に引き続き「介護職員処遇改善加算」を最大限活用し、「介護福祉士」の資格取得支

援を積極的に実施しながら、質の高い人材の育成、介護職員の処遇改善を更に強化し、不足する介護

職員の安定確保、離職者防止支援を行うとともに、「特定事業所加算」の取得できる質の高い事業所を

構築し、地域に信頼される事業所の運営に努めてまいります。 

 

■ 重点事項                              

（１）介護職員を対象とした介護福祉士国家資格所得の推進 

 介護実務経験が３年以上の「若手・中堅介護職員」を対象に、介護福祉士国家資格の受験資格条件である

「介護福祉士実務者研修」を本会経費により受講させ、質の高い介護職員の育成に努めた。 

（２）「社協ヘルパーセンター岩国」の事業所移転の実施 

  今後における社協介護相談センター、社協ヘルパーセンター両事業所の統合を見据え、社協ヘルパーセン

ター岩国事業所の南岩国町事務所への移転を実施した。 

（３）平成 30 年度「介護職員処遇改善加算」の増額に伴う体制変更の実施 

①介護に従事するパート職員・登録ヘルパーにおける、「職位」・「職責」・「職務内容」・「任用要件」に応じた３

段階の昇格による賃金昇給制度の新設 

②介護に従事するパート職員・登録ヘルパーにおける「資格取得奨励金制度」の新設 

③介護に従事するパート職員・登録ヘルパーにおける「資格手当」の新設 

④登録ヘルパーにおける自家用車両使用に係る「燃料費補助手当」の新設 
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■ 事業報告                              

介護保険課における統括管理業務の実施 

●事業内容 

介護保険課において、社協介護相談センター（岩国・周東２事業所）、社協ヘルパーセンター（岩国・

由宇・周東・本郷：４事業所）及びデイサービスセンター（にしみ苑・本郷：２事業所）に関する統

括管理業務を実施。 

●実施報告 

①介護保険事業、障害福祉サービス、介護予防・日常生活支援総合事業指定更新・変更に関する業務 

 ・介護保険事業等に係る指定更新（６年毎更新）並びに員数変更・役員変更に伴う変更（随時）を実施 

事業名 事業所 指定更新日 所轄庁 指定満了日
訪問型サービス1 社協ヘルパーセンター岩国･由宇･本郷･周東 平成30年4月1日 岩国市 平成36年3月31日
通所型サービス1 にしみ苑･本郷デイサービスセンター　 平成30年4月1日 岩国市 平成36年3月31日
居宅介護・重度訪問介護 社協ヘルパーセンター岩国･由宇･周東 平成30年10月1日 山口県 平成36年2月29日  

 

②介護保険事業所委託事業に関する業務 

 ・介護保険事業所が受託する事業に係る契約業務等を実施 

事業名 事業所 委託者
要介護認定調査 社協介護相談センター岩国･周東 岩国市
他都道府県･市町村要介護認定調査 社協介護相談センター岩国･周東 他都道府県･市町村
介護予防支援業務 社協介護相談センター岩国･周東 岩国市地域包括支援センター

移動支援事業 社協ヘルパーセンター岩国･由宇･周東 岩国市
子育て支援ヘルパー派遣事業 社協ヘルパーセンター岩国･由宇･本郷･周東 岩国市
養育支援訪問事業 社協ヘルパーセンター岩国･由宇･本郷･周東 岩国市
岩国デイサービスセンターにしみ苑施設管理業務 岩国デイサービスセンターにしみ苑 岩国市
本郷デイサービスセンター施設管理業務 本郷デイサービスセンター 岩国市

 

 

③介護保険事業所に関する運営規程・要綱・基準の整備 

・介護保険事業所に係る員数変更、制度改正等による運営規程の変更業務を実施 

規程等名称 事業所

居宅介護支援事業所運営規程 社協介護相談センター岩国･周東

訪問介護事業所運営規程 社協ヘルパーセンター岩国･由宇･本郷･周東

通所介護事業所運営規程 岩国デイサービスセンターにしみ苑

地域密着型通所介護事業所運営規程 本郷デイサービスセンター

訪問型タイプ1事業所運営規程 社協ヘルパーセンター岩国･由宇･本郷･周東

訪問型タイプ2事業所運営規程 社協ヘルパーセンター岩国･由宇･本郷･周東

岩国デイサービスセンターにしみ苑

本郷デイサービスセンター

居宅介護(重度訪問介護）事業運営規程 社協ヘルパーセンター岩国･由宇･周東

同行援護事業運営規程 社協ヘルパーセンター岩国･由宇･周東

自費ほっとサービス事業実施要綱 社協ヘルパーセンター岩国･由宇･本郷･周東

岩国デイサービスセンターにしみ苑

本郷デイサービスセンター

通所型タイプ1事業所運営規程

自費デイサービス実施要綱(H31.3で廃止）
 

 

④山口県・岩国市による実地指導の対応  

 ・介護保険事業に係る指導監査指摘事項等の対応業務を実施 
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実地指導対象事業 実施日 所轄庁 事業所

居宅介護支援事業 平成30年11月22日 岩国市 社協介護相談センター岩国

居宅介護支援事業 平成31年1月18日 岩国市 社協介護相談センター岩国

地域密着型通所介護・通所型タイプ1 平成30年10月26日 岩国市 本郷デイサービスセンター

移動支援事業 平成30年11月30日 岩国市 社協ヘルパーセンター由宇

移動支援事業 平成30年12月5日 岩国市 社協ヘルパーセンター周東

移動支援事業 平成30年12月13日 岩国市 社協ヘルパーセンター岩国

 

 

⑤介護保険課事業計画・事業報告の策定 

⑥介護保険事業所全体の運営状況把握・経営分析結果による事業所体制構築 

・訪問介護、居宅介護支援、通所介護事業所の実績報告による運営状況確認 

・員数変更等による運営規程・重要事項説明書並びに重要事項説明書変更同意書の整備 

⑦介護職員処遇改善加算に関する申請、集計、報告等に関する業務 

 ・平成 31 年度介護職員処遇改善計画申請、平成 29 年度介護職員処遇改善報告 

 ・毎月の処遇改善加算に関する確認、事務作業の実施 

 ・計画、報告に関する書類の作成並びに所轄庁届出業務を実施 

⑧各事業所における介護報酬の請求に関する確認及び集計業務 

⑨介護保険事業に関する諸機関並びに各事業所との連絡調整 

⑩介護保険事業所長会議・事業所会議の開催 

 ・各事業所における事業所長会議並びに部門毎に事業所会議を開催し調整を図る 

会議名 日時 協議内容

事業所長会議 H30.10.24

H30年度上半期に係る人事配置の進捗状況
H30年度上半期収支状況報告
H31年度介護保険事業計画説明
各事業所報告
事業所担当者会議について

居宅介護支援
事業所会議

H30.12.10
社協介護相談センター周東実地指導報告
使用書類の調整

訪問介護
事業所会議

H31.1.16

移動支援実地指導について
登録ヘルパーの確保について
介護福祉士等の資格取得の支援体制について
研修計画、能力評価シート

通所介護
事業所会議

H31.1.18

老朽化する施設整備について
本郷デイサービスセンターの運営状況について
各事業所状況報告

 

⑪介護保険課職員に関する人材育成、職員採用・募集業務 

 ・正規職員、業務限定職員の募集業務を実施 

 ・正規職員、業務限定職員の登用に係る業務を実施 

 ・募集広告、ホームページ掲載資料作成等を実施 

 ・随時各事業所において研修参加、勉強会実施 

⑫介護保険報酬改定及び消費税対応に関すること 

⑬事業所の統廃合に関する検討調整 

⑭その他介護保険事業に関する管理業務に関すること 
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社協介護相談センターの運営（岩国・周東） 

指定居宅介護支援事業の実施 

●実施事業所 社協介護相談センター岩国・周東 

●事業内容 

介護保険法令の趣旨に従い、要介護状態にある高齢者に対して、その居宅においてその有する能力に応じ、

可能な限り自立した日常生活を営むことができるように各事業所で支援を実施。 

●実施報告 

①居宅介護サービス計画（ケアプラン）の作成      

               居宅介護支援事業実施状況 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H25 H26 H27 H28 H29 H30
岩 国 1,153 1,116 1,116 1,129 1,241 1,113 13,330 12,848 12,610 12,969 14,280 12,699

周 東 1,145 1,223 1,141 1,161 1,270 1,210 12,010 14,222 12,998 14,271 13,832 13,664

合 計 2,298 2,339 2,257 2,290 2,511 2,323 25,340 27,070 25,608 27,240 28,112 26,363

居宅介護支援介護料収入(単位：千円）ケアプラン作成件数（件）

 

②サービス提供事業所等関係機関との連携・調整                

③介護相談等各種相談・支援・苦情対応       

④国保連合会への請求事務             

 

介護予防支援業務の実施（岩国市委託事業） 

●実施事業所 社協介護相談センター岩国・周東 

●事業内容 

岩国市より介護予防支援業務を受託して介護保険法令の趣旨に従い、要支援状態にある高齢者に対

して、その居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができ

るように支援を実施。 

●実施報告 

①介護予防サービス支援計画の作成（ケアプラン作成）     

【介護予防支援業務実施状況】 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H25 H26 H27 H28 H29 H30
岩 国 264 293 342 337 262 294 983 1,088 1,325 1,430 1,003 1,105
周 東 274 254 255 179 116 89 1,009 935 981 698 446 346
合 計 538 547 597 516 378 383 1,992 2,023 2,306 2,128 1,449 1,451

介護予防支援介護料収入(単位：千円)ケアプラン作成件数（件）

 

②サービス提供事業所等関係機関との連絡・調整 

③介護予防相談等各種相談・支援・苦情対応 

④包括支援センター（実施主体）への請求・報告業務 

 

要介護認定調査業務の実施（岩国市及び他市町村委託事業） 

●実施事業所 社協介護相談センター岩国・周東 

●事業内容 

介護保険の認定を受ける方に対し、訪問調査を岩国市及び他市町村より委託を受けて実施。 

●実施報告 
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介護保険認定調査を岩国市及び他市町村からの訪問調査依頼に基づいて実施。 

 

【要介護認定調査実施状況】 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
岩 国 12 13 23 17 20 31
周 東 96 94 92 68 40 47
合 計 108 107 115 85 60 78

認定調査件数（件）

 

 

災害時要援護者避難支援に係る訪問調査業務の実施（岩国市委託事業） 

●実施事業所 社協介護相談センター岩国・周東 

●事業内容 

重度障害者等、災害時に介護関係施設等への避難を希望される方に対し、避難支援の資格要件の確認

及び支援内容の調整を目的として、岩国市より委託を受けて訪問調査を実施。 

●実施報告 

岩国市からの調査依頼に基づいて、対象者宅を訪問し避難支援に必要な情報の収集を実施。 

【災害時要援護者避難支援訪問調査実施状況】 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
岩 国 0 1 0 0 0 2
周 東 1 1 0 1 1 1
合 計 1 2 0 1 1 3

訪問調査件数（件）

 

 

 

社協ヘルパーセンターの運営（岩国・由宇・本郷・周東） 

指定訪問介護事業（訪問型サービスタイプ１・２を含む）の実施 

●実施事業所 社協ヘルパーセンター岩国・由宇・本郷・周東 

●事業内容 

要支援、要介護等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行い、関係市町、地域の保健・医

療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を実施。 

●実施報告 

①訪問介護等の利用の申込に係る調整、訪問介護計画・モニタリング・アセスメント等の作成 

②利用者の居宅に訪問し、身体介護、生活援助を実施 

③各関係機関、サービス事業所との連携、調整 

 ④介護相談、苦情対応 

⑤登録ヘルパーの育成・募集 

・随時募集対応（社協ホームページ・福祉会館内掲示・求人雑誌掲載・社協だより掲載） 

・各事業所において定例勉強会実施 
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【訪問介護・訪問型サービスタイプ１、タイプ２実施状況】 

訪問介護 訪問型１ 訪問型2 訪問介護 訪問型１ 訪問型2 訪問介護 訪問型１ 訪問型2
岩 国 338 187 0 4,348 1,195 0 15,119 3,747 0
由 宇 436 182 0 5,016 1,155 0 14,810 3,637 0
本 郷 207 140 0 2,508 850 0 8,027 3,219 0
周 東 810 293 37 12,376 1,928 158 40,948 6,272 454
合 計 1,791 802 37 24,248 5,128 158 78,904 16,875 454

実利用者数（人） 利用回数（回） 介護保険・総合事業収入（利用料収入含　単位:千円)

 

 

指定居宅介護（重度訪問介護）・同行援護事業の実施 

●実施事業所 社協ヘルパーセンター岩国・由宇・周東 

●事業内容 

（居宅介護・重度訪問介護） 

日常生活を営むのに支障がある障害者等に対し、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環

境に応じて入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯、及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談

助言その他の生活全般にわたる居宅介護に関する援助を実施。 

（同行援護） 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者（児）の外出に同行して、移動に伴う必要な援護

と情報を実施することによって、自立生活および社会参加を促すことを目的に実施。 

●実施報告 

①居宅介護等の利用の申込に係る調整、居宅介護計画の作成を実施 

②各関係機関、サービス事業所との連携、調整を実施 

③利用者の居宅に訪問し、身体介護、家事援助、重度訪問介護、通院等介助の提供 

④本人が希望する外出や余暇活動などへ参加するため移動の支援を実施 

⑤社協ヘルパーセンター本郷事業所における指定事業所の廃止 

 

【居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業実施状況】 

居宅介護 同行援護 居宅介護 同行援護 居宅介護 同行援護
岩 国 318 53 4,482 451 21,283 2,115
由 宇 113 33 944 140 2,449 1,007
本 郷 0 0 0 0 0 0
周 東 97 0 933 0 3,228 0
合 計 528 86 6,359 591 26,960 3,122

実利用者数（人） 利用回数（回） 自立支援給付費等収入（利用料収入含　単位:千円)

 

 

社協自費ほっとサービス事業の実施 

●実施事業所 社協ヘルパーセンター岩国・由宇・本郷・周東 

●事業内容 

介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律適用外のサービスに

おいて、利用者又はその家族の多様なニーズに対応することにより、利用者が居宅において日常生

活を円滑に営むことができるよう包括的に支援することを目的に実施。 

●実施報告 

①介護保険サービス・障害福祉サービスに準ずるサービスを自費において実施 
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（利用料金） 

身体介護 15分 500 円 30分 1,000円 60分 2,000円（15分増すごとに 500円） 

 生活援助 15 分 400円 30分 800 円 60分 1,600円（15分増すごとに 400円） 

※外出同行に伴う交通費は利用者負担 

②下記のとおりサービスを実施 

身体介護・・・院内介助、緊急時における医療機関等への対応、室内見守り介助、外出介助、

外出同行 

生活援助・・・入院時の衣類持参、整理整頓、新規援助開始前や退院前の室内掃除、入院中の

外泊時援助、掃除援助 

 ③平成３０年度より利用料金改定を実施 

 

移動支援事業の実施（岩国市委託事業） 

●実施事業所 社協ヘルパーセンター岩国・由宇・本郷・周東 

●事業内容 

屋外での移動が困難な身体障害者（児）等の外出支援を行う移動支援事業を実施することによって、

地域における自立生活および社会参加を促すことを目的に実施。 

●実施報告 

社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動などへ参加するため移動支援を実施（ガイドヘルパーの派遣）   

 

子育て支援ヘルパー派遣事業の実施（岩国市委託事業） 

●実施事業所 社協ヘルパーセンター岩国・由宇・本郷・周東 

●事業内容 

出産後 6 ヶ月までを対象として、退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安

心して子育てができる支援体制の確保を実施。家族等から十分な家事、育児などの援助が受けられない褥

婦及や子で、産後に心身の不調や育児不安がある者や特に支援が必要とされる者に対して支援を実施。 

●実施計画 

①出産後間もないため、心身がすぐれない母の養育のサポートを中心に支援を実施 

②下記のとおりサービスを実施 

・初期面談・・・岩国市子育て世代包括支援センターが作成した支援計画に基づいた支援打合せ 

・家事支援・・・食事の準備及び片付け、衣類の洗濯、居室の掃除、買い物支援 

・育児援助・・・授乳支援、オムツ交換、沐浴介助 

   ・家事育児に関する相談対応 

 

養育支援訪問事業育児・家事援助事業の実施（岩国市委託事業） 

●実施事業所 社協ヘルパーセンター岩国・由宇・本郷・周東 

●事業内容 

要支援児童もしくは保護者に監護させることが不適当であると判断されたものに対して、安定した妊娠・出産・

育児をするために、相談支援・育児・家事援助を実施。また、不適切な養育状態にある家庭に対し、養育環

境の維持・改善のために育児・家事援助を行い、保護者との信頼関係を築きながら保護者の孤立を防ぎ、自

立した家庭が築けるように地域の子育て支援を実施。 

●実施計画 
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①不適切な養育状態にある家庭に対し、養育環境の維持・改善のために育児・家事援助を行い、保護者との

信頼関係を築くよう実施 

②下記のとおりサービスを実施 

・育児援助・・・授乳、オムツ交換、沐浴介助、適切な育児環境の整備、その他育児援助 

・家事援助・・・食事の準備及び片付け、衣類の洗濯・補修、居室等の清掃、整理整頓、生活何時需品の買

い物、その他の家事援助 

 

【自費ほっと・移動支援・子育派遣・養育支援事業実施状況】 

自費 移動 子育て 養育 自費 移動 子育て 養育 自費 移動 子育て 養育
岩 国 96 87 37 30 250 197 172 79 590 1,229 407 156
由 宇 70 22 4 1 208 100 20 5 257 234 47 20
本 郷 98 0 0 0 526 0 0 0 445 0 0 0
周 東 186 0 10 15 848 0 37 33 1,444 0 143 162
合 計 450 109 51 46 1,832 297 229 117 2,736 1,463 597 338

実利用者数（人） 利用回数（回） 事業収入・受託事業収入（利用料収入含　単位:千円)

 

 

 

デイサービスセンターの運営（岩国・本郷） 

指定通所介護・地域密着型通所介護事業（通所型サービスタイプ１を含む）の実施 

●実施事業所 岩国デイサービスセンターにしみ苑、本郷デイサービスセンター 

●事業内容 

利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

通所介護事業所内において、日常生活上必要な世話及び機能訓練を行い、利用者の社会的孤独感の解

消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とし

て実施。 

●実施報告 

①日常生活上の援助（排泄、移動、静養等の介助） 

②機能訓練（日常生活動作に関する訓練、レクリエーション、行事的活動、体操、趣味活動） 

③健康状態確認 

④自宅への送迎サービス 

⑤入浴サービス：一般浴・座席浴（衣類着脱、身体の清拭・洗髪・洗身等） 

⑥食事サービス（準備・後始末の介助、食事摂取の介助等） 

⑦相談助言に関すること（日常生活動作、福祉用具等に関する相談・助言・情報提供など） 

 ⑧通所介護計画の作成・評価  

 

自費デイサービス事業の実施（平成 30年度で廃止） 

●実施事業所 岩国デイサービスセンターにしみ苑、本郷デイサービスセンター 

●事業内容 

利用者又はその家族の多様なニーズに対応することにより、利用者が居宅において日常生活を円滑に

営むことができるよう包括的に支援することを目的として実施。 

●実施報告 

 通所型サービスタイプ１事業に準ずるサービスの実施 
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 ・岩国デイサービスセンターにしみ苑 

利用料 1,770円 食事提供料 790 円（送迎 1,000円＋入浴 500円＋機能向上 270円）  

・本郷デイサービスセンター 

利用料 1,500円 食事提供料 550 円（送迎 1,000円＋入浴 500円） 

 

【通所介護事業・自費デイサービス事業実施状況】 

事業対象者 要支援者 要介護者 通所介護 通所型1 自費デイ
岩 国 501 857 6,164 46,962 6,202 138
本 郷 47 474 547 4,409 2,757 2
合 計 548 1,331 6,711 51,371 8,959 140

延利用者数（人） 介護・自立支援給付費・事業収入（利用料収入含　単位:千円)

 

 

 


