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事業総括 

 

 平成 29 年度本会は、甲賀市が策定した甲賀市地域福祉計画と連動させながら、平成 32

年度までの 4年間を目標に、住民主体の第 2次甲賀市地域福祉活動計画を策定しました。 

 この計画は、根幹となる住民主体を徹底させながら、プロジェクト方式による実行性に

こだわった計画としました。 

 そして、その実行性を最大限に高めるため、「役職員一丸」を合言葉に、各部門ごとの業

務推進に努めました。 

 会長は、職員が安心して働ける環境づくりを目指し「イクボス宣言」を行いました。ま

た、法人運営部は、人材確保や育成をはじめ、組織の基盤づくりや強化に努めました。さ

らに、福祉作業所の運営を通し、障がい者の自立支援や福祉のまちづくりにも努めました。 

 地域活動支援部は、前述の計画に基づき、各 5 町すべてに「ご近所福祉推進協議会」を

立ち上げ、住民主体の見守りや支えあい活動に寄り添い、支援しました。 

 在宅生活支援部は、日々変化・多様化する、介護を取り巻く環境や住民ニーズに応える

ため、本会の持つ多様なサービス資源やこれまで培った専門性を生かし、職員同士のチー

ム力を高めるとともに、他機関・事業所との連携にも努めました。 

  

 

≪重点事業の取り組み≫ 

 

１．地域福祉活動計画のプロジェクト推進 

 先述の地域福祉活動計画の実現に向けて、①見守り・支えあい・発見・解決プロ

ジェクト②ふ・く・しネットワーク（地域と専門職をつなぐ）プロジェクト③地域

の居場所（たまり場）づくりプロジェクト④災害にも強い地域づくりプロジェクト

を推進するため、各 5 町にご近所福祉推進協議会を設立し、地域の実態やニーズに

応じた活動へとつなげました。 

 

２．生活支援体制整備事業 

 各 5 町のご近所福祉推進協議会を第 2 層の協議体と位置づけ、生活支援コーディ

ネーターと共に、地域資源や福祉の実態把握を進めるべく準備を進めました。 

 

３．ふくしマンパワーねっと事業 

 平成 28年度に実施した「人権研修と地域福祉課題に関する実態調査」報告書作成

と発送、「ふくしマンパワーねっと こうか」の発足とそれに伴う市内社会福祉法人
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訪問、中間マネジャー会議および人権研修を開催しました。また全事業所ネットを

通じての情報の受発信を随時実施し情報共有に努めました。 

 

４．在宅看取りケアの推進 

 訪問看護を含め幅広い介護サービス事業を展開する本会の強みを生かし、チーム

ケアの視点で在宅看取りに取り組みました。「最期までその人らしく」を目標に、さ

まざまな専門性を持った職員が協力して関わり、実績を積み重ねることにより、自

信とスキル向上につなげました。 

 

５．認知症への支援 

 喫緊の課題である、認知症ケア向上を目指し、「ひもときシート」や「ICF」を活

用することにより、これまでの知識と経験に基づくケアから、統一した目標や考え

によるケアへと転換し、成果を上げつつあります。 
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Ⅰ. 法人の運営  

１．組織強化と人材育成 

（１）定款変更  

【変更内容】 ①第 2条第 15号「訪問看護事業」の削除。（第 44条第 5号公益事業へ移動） 

②第 2条第 20号「学習支援事業」を追加。 

③第 5 条、法人の事務所の所在地を「滋賀県甲賀市」とする。（水口 5609 番

地削除） 

④第 43条に、「（保有する株式に係る議決権の行使）」に係る条文を追加。 

⑤施行日を平成 29年 4月 1日とする。 

【変更手続き】理事会承認（平成 29年 2月 23日・3月 17日） 

評議員会承認（平成 29年 3月 24日） 

定款変更認可申請書（平成 29年 4月 1日、甲賀市長へ提出） 

定款変更認可通知（平成 29年 4月 1日、甲賀市指令第 25号） 

 

（２）役員体制と運営のあり方  

≪理事会≫ 理事 13名 監事 2名 

法人業務の適切な運営を図るため、理事をもって組織する理事会によって業務内容の検

討や決定を行った。 

①【日 時】5月 30 日（火） 13：30～16：45 

【内 容】《報告事項》 

・平成 28年度甲賀市社会福祉協議会地域福祉基金の活用 

・平成 28年度社会福祉施設等指導監査の結果 

・社会福祉法人定款変更認可 

《審議事項》 

・平成 28年度事業報告（案）・一般会計収支決算（案） 

・第 3 次発展強化計画（案）・役員及び評議員の報酬等に関する規程の廃止

（案）・役員等の報酬等に関する規程の制定（案）・評議員の報酬等に関す

る規程（案）・事務局の組織及び運営に関する規程の一部改正（案）・ヘル

パーステーションみなくち並びにヘルパーステーションつちやま、ヘルパ

ーステーションこうか、ヘルパーステーションこうなん、ヘルパーステー

ションしがらき運営規程（訪問型サービス「現行相当」）の制定（案）・碧

水荘デイサービスセンター並びにデイサービスセンターすこやか荘運営規

程（通所型サービス「現行相当」の制定（案）・第三者委員の選任（案）・

退任に伴う第 8 期補欠評議員選任候補者の推薦（案）ならびに評議員選任

解任委員会の招集・第 8期役員選任（案）の提案・定時評議員会の招集（案） 
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※原案通り可決 

【場 所】水口社会福祉センター  

【出 席】理事 15 名、監事 1名 

 

②【日 時】6 月 14 日（水）13:30～14:45  

【内 容】《報告事項》 

・補欠評議員選任の経緯・定時評議員会の開催結果 

《審議事項》 

  ・第 8 期会長および副会長、常務理事の選任・顧問の同意・地区別担当理   

事（案）・定款施行細則の一部改正（案）・経理規程の一部改正（案） 

  ※原案通り可決 

【場 所】水口社会福祉センター 

【出 席】理事 13 名、監事 2名 

 

③【日 時】8月 1 日(木) 14:30～17:00 

【内 容】《報告事項》 

・甲賀福祉作業所利用者捜索の経緯・平成 28年度社会福祉充実残額 

《審議事項》 

・個人情報保護規則の一部改正（案） 

※原案通り可決 

【場 所】水口社会福祉センター 

【出 席】理事 11 名、監事 1名 

 

④【日 時】10月 3 日（水）16：00～16：30 

【内 容】《審議事項》 

・育児・介護休業等に関する規則の一部改正（案）・パートタイマー等就業規

則の一部改正（案）・定款施行細則の一部改正（案） 

 ※原案通り可決 

【場 所】フィランソ土山 

【出 席】理事 13 名、監事 1名 

 

⑤【日 時】11月 24 日（金）13：30～16：15 

【内 容】《報告事項》 

・平成 29 年度本会事業概要（法人運営部・地域活動支援部・在宅生活支援

部）・平成 29 年度一般会計中間決算状況 

《審議事項》 

・平成 29年度一般会計第 1次補正予算（案）・欠員に伴う監事選任（案）の

提案・評議員会の招集（案）・会長・常務理事の職の執行状況報告 

※原案通り可決 

【場 所】水口社会福祉センター 
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【出 席】理事 13 名、監事 1名 

 

⑥【日 時】1月 9日（火）15：00～16：00 

【内 容】《審議事項》 

・正規職員就業規則の一部改正（案）・嘱託職員就業規則の一部改正（案）・

パートタイマー等就業規則の一部改正（案）・視かく障害者登録ガイドヘ

ルパー就業規則の一部改正（案） 

※原案通り可決 

【場 所】水口社会福祉センター 

【出 席】理事 13 名、監事 2名 

 

⑦【日 時】2月 6日（火）14：00～15：40 

【内 容】《審議事項》 

・安全衛生管理規程（案）ならびに安全衛生委員会要綱（案）の制定・正規

職員就業規則の一部改正（案）・嘱託職員就業規則の一部改正（案）・パー

トタイマー等就業規則の一部改正（案）・評議委員会の招集（案） 

※原案通り可決 

【場 所】水口社会福祉センター 

【出 席】理事 13 名、監事 1名 

 

⑧【日 時】3月 9日（金）14：30～16：30 

【内 容】《審議事項》 

・パートタイマー等就業規則の一部改正（案）・経理規程の一部改正（案）・

平成 29 年度一般会計資金収支第 2 次補正予算（案）・平成 30 年度事業計

画（案）・平成 30 年度事業計画（案）・平成 30 年度一般会計資金収支予算

（案）・事務局の組織及び運営に関する規程の一部改正（案） 

※原案通り可決 

【場 所】水口社会福祉センター 

【出 席】理事 10 名、監事 1名 

 

≪役員会≫ 15名 

役員（理事・監事）の交流や意見交換、研修を目的に役員会を開催した。 

 

①【日 時】9月 5 日（火） 14：00～15：30 

【内 容】《視察研修》 

・甲賀福祉作業所 ・デイサービスセンターすこやか荘 

・ヘルパーステーションこうか ・甲賀地域福祉活動センター 

【場 所】かふか生涯学習館他 

【出 席】理事 11 名、監事 2名 
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②【日 時】10月 3 日（火） 13：30～16：00  ※役員会後理事会 

【内 容】《視察研修》 

・つちやま福祉作業所   ・ヘルパーステーションつちやま 

・ケアプランセンターあい ・土山地域福祉活動センター 

【場 所】フィランソ土山他 

【出 席】理事 13 名、監事 1名 

 

③【日 時】1月 9 日（火） 15：30～17：00  ※理事会後に開催 

【内 容】《視察研修》 

・湯ステーション ・ヘルパーステーションみなくち 

・地域活動支援課 ・相談支援課 ・水口地域福祉活動センター 

【場 所】水口社会福祉センター 

【出 席】理事 13 名、監事 2名 

 

≪評議員会≫ 37名 

   法人の諮問機関として位置づけ、年間 3 回の評議員会を開催し、住民の幅広い意見を

反映しながら法人運営にあたった。 

（任期期間：平成 29年 4月 1日～平成 33年定時評議員会まで） 

①【日  時】6月 14 日（水）9:30～11：30 

【内 容】《報告事項》 

・退任に伴う第 8 期補欠評議員の選任 

《審議事項》 

・平成 28年度事業報告（案）・平成 28年度一般会計収支決算（案）・第 3次

発展強化計画(案)・役員等の報酬等に関する規程（案）の制定・評議員の

報酬等に関する規程（案）の制定・第 8期役員選任（案） 

※原案通り可決 

【場 所】水口社会福祉センター 

【出 席】評議員 31名、理事 3名 

 

②【日 時】12月 5 日（水）14：00～15：30 

【内 容】《審議事項》 

・平成 29年度一般会計資金収支第 1次補正予算（案）・ 

※原案通り可決 

【場 所】水口社会福祉センター 

【出 席】評議員 29名、理事 3名 

 

③【日 時】3月 23 日（金）14：00～15：30 

【内 容】《審議事項》 
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・平成 29 年度一般会計資金収支第 2 次補正予算（案）・平成 30 年度事業計画

（案）・平成 30 年度一般会計収支予算（案）・ 

※原案通り可決 

【場 所】水口社会福祉センター  

【出 席】評議員 25名、理事 3名 

 

  ≪評議員選任・解任委員会≫ 3名 

  法人の評議員の選任・解任を行うための機関として設置し、第 8 期の評議員の選任を

行った。 

 

【日 時】6 月 8 日（木）10：00～11:00 

【内 容】第 8期評議員の選任について 

      5 名退任に伴い 5 名を選任（選任者任期:平成 29 年 6 月 4 日から平成 33 年 6

月定時評議員会終結のときまで） 

【場 所】水口社会福祉センター  

【出 席】評議員選任・解任委員（3名）、常務理事 

 

≪監査会、その他の監査≫ 

①社会福祉協議会定例監査 

法人の事業運営・会計業務が関係法令および経理規程の定めに従い、効率よくまた、

適切に行われているか確かめるため、監事による監査を行った。 

【日 時】5月 23 日（火）14：15～16：30 

【内 容】平成 28 年度 実施事業監査、会計決算監査 

【結 果】指摘事項なし 

【場 所】水口社会福祉センター  

 【出 席】監事 1 名（小澤税理士事務所 2名） 

会長、副会長、常務理事、次長、法人運営部長、主任、在宅生活支援部長 

 

②その他の監査 

○社会福祉法人指導監査(甲賀市) 

法人の運営・会計業務が関係法令および経理規程の定めに従い、効率よくまた、適切

に行われているか確かめるため指導監査を受け、口頭指導については速やかに改善を図

った。 

【日  時】1月 17 日（水）9：30～16：30 

【内 容】業務執行状況検査、財産管理状況検査、会計状況検査 

検査官 甲賀市役所健康福祉部 社会福祉課・子育て支援課・会計監査課 

【結 果】文書指摘事項 なし 

【場 所】水口社会福祉センター  
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【出 席】会長、常務理事、次長、法人運営部長、主任、税理士事務所（1名）、 

甲賀市役所（5名） 

 

○月例監査 

 法人の会計業務が経理規程の定めに従い、効率的かつ適切に行われているか確かめる

ため、顧問税理士による監査を毎月行った。 

大辻税理士法人による月次会計監査の実施 

・社協一般会計（年間 12回）  

 

≪三役会議≫ 

社会福祉法人として適切で充実した法人運営を図るため、会長・副会長・常務理事の出席

および部長級以上の職員参加の中、次の会務を実施した。 

 

①【日 時】平成 29年 5月 16日（火）13：30～ 

【内 容】監事会・理事会提案事項について協議  

【場 所】水口社会福祉センター 

 

②【日 時】平成 29年 7月 10日（月） 10：00～ 

【内 容】個人情報保護規則の一部改正について 

介護保険研修について    

今後の役員協議・研修について 

社協会費について      

会長・常務理事の専決報告について 

非正規職員の無期雇用転換について 

【場 所】水口社会福祉センター 

 

③【日 時】平成 29年 11月 14日（火） 14：00～ 

【内 容】理事会提案事項について 

     デイサービスセンターすこやか荘の事業展開について 

     補助金申請について 

【場 所】水口社会福祉センター 

 

④【日 時】平成 30年 1月 9日（火） 14:00～ 

【内 容】理事会提案事項について 

社協会長表彰・感謝状授与者・団体の決定について 

【場 所】水口社会福祉センター 

 

⑤【日 時】平成 30年 2月 28日（水） 14：00～ 

【内 容】理事会提案事項について 
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      ・甲賀市共同募金委員会運営委員会・社協理事会   

【場 所】水口社会福祉センター 

 

（３）人事評価制度の実施   

平成 28 年 4 月から基本給に管理職手当を含めて役割実績給に移行し、人事評価制度の評価

を反映して賞与・給与を確定させた。また、マニュアルについては現状に併せて、役割等級制

度マニュアルと評価制度マニュアルの見直しを行った。賃金制度マニュアルについては、賞与

への評価反映割合の見直しが必要となり、平成 30 年度において賃金制度マニュアルの改正と

併せて給与規程の改正を行う。 

【人事審査委員会】 局長・次長・法人運営部長・在宅生活支援部長・副部長 8回 

（4 月 13 日、4 月 14 日、4 月 28 日、7 月 5 日、8 月 3 日、10 月 13 日、10

月 25日、10月 27日） 

  【評価制度説明会】○新任職員研修 4月 3日（月）13:00～16:00  

                    

【考 課 者 訓 練】○新任考課者訓練 4月 7日（水）13:30～16:30   

          考課者訓練    9月 9日（土） 8:30～12:00  

 

 

２．財源の確保 

（１）社協会費  

社協活動を支える最も大切な自主財源である社協会費は、年々減少状況であったが 29年度

はわずかではあるが 0.29％の増加となった。全世帯、区加入世帯数が前年度よりも増えてい

ることもあり一般会費は増加している、また、団体会費を新たに始めたことも社協会費全体

の増加につながった。賛助会費は前年度比マイナス 6.11％となったが、今後も区・自治会を

単位とするご近所福祉活動の推進、支援を強化することが住民の福祉意識の高揚を図り、会

費収納増強につながると考える。 

 

社協会費合計 12,060,041 円（前年度 12,024,806 円 対前年度比プラス 0.29％） 

 

① 一般会費（一世帯 700円） 

10,896,341 円（前年度比プラス 0.32％） 

納付率 50.4%（全世帯）・区加入世帯納付率 69.6% 

(17,713世帯分／35,092世帯(全世帯) ・25,432世帯(区加入世帯) 

                        ［平成 30年 3月末現在］ 

平成 28年度 

（納付率 48.7％ 区加入納付率 66.6％） 
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② 賛助会費（一口 3,000円）  265件   1,017,700円（前年度比マイナス 6.11％） 

 

③ 特別会費（一口 5,000円）   13件     65,000円 (前年度比マイナス 18.8％) 

 

④ 団体会費（一口 2,000円）  23件    81,000円 (H29年度より開始) 

   

《地区別社協会費内訳》 

 

 

（２）地域福祉基金  

【本部基金残高】  12,614,368円（前年度 12,600,043円）  

 

（３）補助金委託金の確保  

 平成 29年度も市からの社協運営補助金に併せてこうかあんしんネット事業（権利擁護事業）

補助を受けることができた。 

 前年度に引き続き市からのさまざま事業を受託し、平成 29 年度からは、地域活動支援部が

中心に行う「生活支援体制整備事業」や相談支援課が行う「学習支援事業」の新規受託事業な

どで増額が見られた。また、滋賀県社協からの補助金として、地域福祉権利擁護事業運営費も

前年より増額が見られた。 

 

（４）善意銀行の運営  

①善意銀行の預託・払出状況 

(預 入)  【金銭】 58件 1,966,514円 【物品】130件 

(払 出)  【金銭】 26件 1,762,292 円 【物品】130件           

 
 
 

地 域 

一般会費 賛助会費 特別会費 団体会費  

合計金額

（円） 

 
世帯数 金額(円) 

件

数 
金額(円) 

件

数 
金額(円) 

件

数 
金額（円） 

水 口 8,314 5,007,300 132 503,700 3 15,000 5 10,000 5,536,000 

土 山 1,615 989,000 45 173,000 3 15,000 2 4,000 1,181,000 

甲 賀 2,245 1,571,741 33 121,000 1 5,000 3 14,000 1,711,741 

甲 南 2,961 1,606,900 26 87,000 3 15,000 1 2,000 1,710,900 

信 楽 2,578 1,721,400 29 133,000 3 15,000 5 18,000 1,887,400 

市全域       7 33,000 33,000 

合 計 17,713 10,896,341 265 1,017,700 13 65,000 23 81,000 12,060,041 
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《善意銀行の預託金銭内訳一覧》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《善意銀行の払出内訳一覧》      

種別 払い出し先 件数 金 額(円) 

一般 

ご近所福祉活動推進助成事業 1 734,005 

あったかホット事業（生活物資支援事業） 1 88,823 

小  計 2 822,828 

使途指定 

 

土山地域福祉活動センター 1 10,000 

信楽地域福祉活動センター 2 80,000 

甲賀市社協ボランティアセンター 1 3,000 

歳末支援事業（甲南） 1 10,000 

ご近所福祉活動助成事業 9 304,401 

つちやま福祉作業所 3 93,136 

ケアプランセンターぬくもり 1 300,000 

学習支援事業 1 50,000 

甲賀福祉作業所 1 5,000 

広報発行事業 1 25,000 

おいでおいでサロン 1 28,927 

信楽青年寮 1 20,000 

市内子ども食堂 1 10,000 

小  計 24 939,464 

合  計 26 1,762,292 

 

（５）契約・入札関係   

 見積聴取物品・工事名称 
見積提出

業者 
契約業者 

１ 
甲賀市社会福祉協議会 平成 29 年度新車購入① 

甲賀市社会福祉協議会 平成 29 年度新車購入② 

  8 社 

 1 社 

①中央自工 

②スズキ自販滋賀 

２ 
広報紙「社協こうか」 

平成 30 年 1 月～12 月発行にかかる編集・印刷 
2 社 近江印刷株式会社 

           ※平成 29 年度は見積徴取により、業者を決定した。 

 

地域 件数 金額(円) 

水  口 37 1,591,933 

土   山 6 134,063 

甲  賀 4 19,018 

甲  南 5 50,700 

信  楽 6 170,800 

合 計 58 1,966,514 
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（６）苦情解決   

社協が提供する福祉サービスヘの苦情を適切に解決するため、社協内に苦情解決責任者、苦情受

付担当者、第三者委員を設置し、福祉サービスに対する利用者の満足度を高め、利用者個人の権利

の擁護とサービス提供者としての信頼及び適正性の確保を図ることとしている。また、以下の苦情

に対して解決改善を重ね、これらを実効あるものとするため分析と報告を行う。 

① 第三者委員会議 

【日  時】10月 4日（水）13：30～15：30 

【内  容】・平成 28年度苦情内容説明 

・第三者委員意見徴収 

【場  所】水口社会福祉センター 中会議室 

【出  席】第三者委員 4名 副会長、局長、次長、法人運営部長、在宅生活支援部長 

 

② 苦情結果集計（※重複あり）  

【苦情件数】45件（内 1件は第三者委員を通じての相談案件） 

【相談分類】ケアに関すること（13件） 制度・施策・法律に関わる要望（2件） 

個人の嗜好・選択に関すること（2件） その他（31 件） 

【想定要因】説明・情報提供不足（20件） 職員の態度（17件） サービス内容（11 件） 

権利侵害（3件）その他（6件）※複数要因あり 

【要望内容】改めて欲しい（36件） 話を聞いて欲しい（5 件） 回答して欲しい（4 件） 

調査して欲しい（2件） 教えて欲しい（2件） その他（5 件） 

 ※複数要望あり 

※各苦情に対する要望については、丁寧に説明を行い適切な改善を行った。 

 

（７）役・職員内部研修会の開催・人権研修の参加   

①社協職員リーダー研修 安全衛生推進者研修 

【日 時】4月 24 日（月）1部 13:25 ～15:00   

            2部 15:05～15:50 

【内 容】1部：講義 

①「パワハラ、マタハラ、セクハラ等に関連する諸問題について」 

②「産業医の役割と安全衛生委員会について」 

2部「安全衛生方針の作成について」 

【講 師】西多社会保険労務士事務所 所長 西多正夫氏 

          やまもと内科・外科クリニック院長（産業医）山元俊行氏 

【場 所】水口社会福祉センター 中会議室 

【対 象】1部：所属長以上・安全衛生推進者 2部：安全衛生推進者・部長級以上 

【参加者】1部：25名   2部 :11名 

 

②平成 29年度新人職員研修  
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テーマ「社協とは？」   

第 1回 

【日 時】4月 3 日（月）9:40～15：50 

【講 師】甲賀市社会福祉協議会 管理職員 

【場 所】水口社会福祉センター 中会議室 

【対 象】平成 29年度新規採用正規・嘱託職員 

【参加者】8名 

 

第 2回  

【日 時】10月 20 日（金）8:45～12:00 

【講 師】甲賀市社会福祉協議会 管理職員 

【場 所】水口社会福祉センター 中会議室 

【対 象】パート新人職員他 

【参加者】10名 

 

テーマ「グーグルアップス研修」 

第 1回 

【日 時】4月 11 日（火）13:30～15:45 

【講 師】法人運営部主任、システム担当者 

【場 所】水口社会福祉センター 身障研修室 

【対 象】平成 29年度新規採用正規・パート職員 

【参加者】8名  

 

第 2回 

【日 時】12月 14日（木）9:45～12：00 

【講 師】法人運営部主任 

【場 所】水口社会福祉センター 身障研修室  

【対 象】平成 29年度新規採用パート職員  

【参加者】4名 

   

 ③メンタルヘルス研修 

   【日 時】6月 23 日（金）18:30～20:00 

【講 師】ふぉりせ心理ストレス相談室：臨床動作士・臨床心理士  宮脇宏司氏 

【場 所】水口社会福祉センター 福祉ホール 

【対 象】全職員（パート職員を含む）、自由参加 

【参加者】35名 

 

④救急救命、AEDについて 

【日 時】7月 5 日（水）9：00～11：35 

【講 師】水口消防署  
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【場 所】水口社会福祉センター 福祉ホール 

【対 象】全職員（パート職員含む）、サマースクール指導員 

【参加者】32名 

 

⑤平成 29年度甲賀市社会福祉協議会よくわかる公的年金セミナー 

 【日 時】10月 6 日（金）13:30～15:30 

【講 師】西多社会保険労務士事務所 所長 西多正夫氏 

【場 所】水口社会福祉センター 中会議室 

【対 象】（１）年度末に満年齢 58歳以上に到達する正規職員 

     （２）60 歳以上 65歳未満の嘱託職員 

【参加者】5名 

 

⑥人権研修 

テーマ「精神・発達障がいについて学ぶ」  

【日 時】10月 24日（火）①10:00～11:30  ②13:30～15:00  

【講 師】ハローワーク草津 牧 慧 氏 

【場 所】水口社会福祉センター  

【対 象】全職員、理事、監事、第三者委員会、甲賀市介護サービス事業者協議会 

     ふくしマンパワーねっと こうか登録団体 

【参加者】①110 名 ②91名 合計 201名 

 

テーマ「ふくしマンパワーねっと こうか」人権研修 

  【日 時】1月 24日（水）14:00～16:00 

【講 師】大阪教育大学教授 新崎国広氏 

【場 所】水口社会福祉センター 

【参加者】ふくしマンパワーねっとこうか登録団体、甲賀市、一般、社協  計 36名 

 

⑦テーマ「安全運転講習」 

【日 時】1月 26 日（金）①10：00～12:00 ②13:30～15:00 

【内 容】ＡＭ DVD上映「いのちはひとつ」ＰＭ「社協会用車事故分析など」 

【講 師】ＡＭ 甲賀警察署 吉成孝則氏  ＰＭ 和田研一氏 

【場 所】水口社会福祉センター  

【対 象】全職員（パート職員含む） 

【参加者】136名 

  

 

 

 

 

《人権研修（外部開催）への参加状況》 
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参加日 研修名・内容・講師 実施場所 
参 加

（人） 

 4.21（金） 甲賀市企業人権啓発推進協総会 特別研修 忍の里プララ   1 

6.6 (火) 
採用選考研修会並びに新規学校卒業者対象求人

手続き説明会 
サンヒルズ甲西 1 

9.22(金) 甲賀市企業人権啓発推進協議会フォーラム 忍の里プララ  1 

10.18(金) 
甲賀市企業人権啓発推進協議会フィールドワー

ク 
大阪箕面北芝地区 1 

 11.3（金） 
甲賀市企業内人権啓発窓口担当者ステップアッ

プ連続講座（第 4講座） 

あいこうか市民ホー

ル 
1 

 12.10(日） 県民のつどい記念講演 
県立文化産業交流会

館 
1 

2.10(土) 部落解放研究第 25回滋賀県集会 
県立文化産業交流会

館 
1 

 2.20(火） 
滋賀県介護サービス事業所協議会連合会 

人権研修 

栗東芸術文化会館さ

きら 
11 

 3.15(木) こうか市民共生ネットワーク人権研修 甲賀市人権教育室 1 

 

《人権関係外部会議への参加状況》 

参加日 研修名・内容・講師 実施場所 
参加 

（人） 

 5.16（火） 甲賀市人権教育推進協議会土山支部 土山中央公民館 1 

 7.27（水） 甲賀市人権教育推進協議会水口支部 鹿深ホール 1 

9.4 (月) 甲賀市人権教育推進協議会土山支部 清和会館 1 

      

（８）法人関係会議、行事への参加等   

〇甲賀市関係等 

会議、行事名等 参加者 回数 

地域福祉計画審議会 会長 1 

甲賀市地域公共交通活性化協議会 会長 3 

甲賀市あんぜんあんしんなまちづくり市民会議総会 会長 1 

甲賀市成人式 会長 1 

甲賀市犯罪のないあんぜんあんしんまちづくり市民大会 会長 1 

社会を明るくする運動推進会議 会長 1 

同和人権事業促進協議会 会長 1 

同和人権事業促進協議会指導委員会 会長 1 

同和人権事業促進協議会定期総会 会長 1 

子ども子育て応援団会議 会長 3 

甲賀市セーフコミュニティ推進協議会 会長・担当職員 1 

甲賀市セーフコミュニティ報告会 会長・担当職員 1 

甲賀市防災会議・国民保護協議会 会長 1 
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甲賀市イクボス宣言 会長・担当職員 1 

介護保険運営協議会（介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定） 理事・事務局長 7 

甲賀市地域密着型サービス運営委員会 事務局長・部長 2 

甲賀市地域包括支援センター運営協議会 事務局長・部長 2 

 

〇滋賀県関係 

会議、行事名等 参加者 回数 

滋賀の縁創造実践センター総会 会長 1 

滋賀県社協 評議員会 会長 3 

市町社協会長会 トップセミナー 会長・副会長・常務理事 1 

市町社協会長会 総会・研修会 会長・副会長・常務理事 1 

市町社協会長会 会長・事務局長合同会議 会長・事務局長 1 

社会福祉法人監事研修会 会長・副会長・常務理事 1 

常務理事・事務局長会議 事務局長 1 

市町共同募金委員会事務局長会議 事務局長 1 

甲賀圏域医療福祉推進会議 事務局長（事務局次長） 3 

滋賀県道路整備アクションプログラム 地域ワーキング 事務局長 4 

 

〇関係機関関係 

会議、行事名等 参加者 回数 

滋賀県知的障碍者教育福祉振興大会 副会長 1 

成年後見センターぱんじー総会・研修 会長 2 

甲賀市民生委員児童委員協議会連合会総会 会長 1 

信楽町民生委員児童委員協議会総会 理事 1 

甲賀市遺族会総会 会長 1 

ゆうゆう甲賀クラブ総会 副会長 1 

ゆうゆう甲賀クラブ甲賀支部交流スポーツ大会 理事 1 

ゆうゆう甲賀クラブ信楽支部大会 理事 1 

ゆうゆう甲賀クラブ甲賀支部新年幹部研修会 理事 1 

甲南町延寿大会 会長 1 

甲賀市赤十字奉仕団総会 会長 1 

水口町赤十字奉仕団総会 会長 1 

信楽町赤十字奉仕団総会 理事 １ 

日本赤十字社滋賀県支部評議員会 会長（副会長） 1 

視覚障害者福祉協会総会 会長・事務局長 1 

甲賀市身体障害者更生会総会 会長・事務局長 1 

甲賀地区更生保護女性会研修 会長 1 

水口町更生保護女性会総会 会長 1 

甲賀町更生保護女性会総会 理事 1 

甲賀町三世代グラウンドゴルフ大会 理事 1 

第46回合同運動会 事務局次長 1 

るりこう園秋の大運動会 理事 1 

甲賀市ボランティア連絡協議会総会 会長 1 

甲賀市介護者の会総会 会長 1 

樹の郷敬老祝賀会 副会長 1 

信楽くるみ作業所35周年記念式典 理事 1 

信楽学園演劇発表会 理事 1 

淡海学園学園祭 理事 1 
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サニーサイド文化祭 常務理事 1 

地域生活支援センターしろやま運営協議会 事務局長 1 

 

（９）その他   

≪安全衛生委員会の開催≫   

      会場：水口社会福祉センター中会議室 

  

 

 

≪「イクボス宣言」関係≫ 

    「イクボス」とは、職場で共に働く部下などのワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキ

ャリアと人生を応援しながら、組織業績の結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことが

出来る上司（経営者・管理職）のこと。社協では本趣旨に賛同し、職場と生活の調和の応援と、

働き方を見直すために甲賀市内の企業・事業所と共に「イクボス共同宣言」を行い、平成 30 年

度から本実施に取り組む。 

 

①テーマ「ワーク・ライフ・バランスとは何か」 

  【日 時】10月 3日（火）13:30～15:30 

【講 師】WLBC関西代表 瀧井智美氏 

【場 所】甲賀市役所水口庁舎 3階会議室 

【参加者】1名 

 

実施日 議題  出席 

4.24（月） 
研修「産業医の役割と安全衛生委員会について」 

平成 29年度安全衛生方針 
 13 

5.10 (水) 「五月病について」、文書整理と廃棄 13 

6.22(木) 「食中毒について」、会用車の管理 12 

7.10(月) 
「メンタル不調者を発見したら」、「熱中症について」 

平成 28年度労災発生状況 
12 

8 月 「痛風について」 ※8月はメールでの意見交換を行った 13 

9.11(月） 「結核について」、相談窓口について 13 

10.10(火) 「インフルエンザについて」 11 

11.15(水） 「ストレスチェック制度について」、ノー残業デイについて 11 

12.11(月) 「脂質異常症について」、冬場の安全管理について 11 

1.10（水） 「突然死について」、ストレスチェックの流れについて 11 

2.13（火） 辞令交付、ストレスチェック審議項目・チェックシートの審議 15 

3.12（火） 「新入社員の健康管理について」ストレスチェック制度実施マニュアル 14 
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②「イクボス共同宣言式」 

  【日 時】11月 3日（金）10:00～12:00 

【場 所】あいこうか市民ホール 

【出席者】会長他 3名 

  

  ③テーマ「イクボスセミナー＆イクボス勉強会」 

  【日 時】3月 2日（金）14:00～16:45 

【講 師】NPO法人ファザーリング・ジャパン中国 顧問 福井正樹氏 

【場 所】甲賀市役所水口庁舎 3階会議室 

【参加者】3名 

 

≪交通安全運動の実施≫  

   ①甲賀社協交通安全無事故無違反運動 

【期  間】10月 1日（日）～12月 15日（金） 

【対  象】甲賀市社会福祉協議会全事業所（24事業所） 

全職員（正規・嘱託・パート） 

【対象車輌】会用車、私用車（業務中のみ）、自転車等 

【会長賞】19事業所等（平成 30年 1月 4日（木）授与） 

  

   ②“4時からライト”点灯運動の実施       

事故防止のため、夕方 4時からのヘッドライト点灯を啓発 

【期  間】9月 23日（土）秋分の日～ 

平成 30年 3月 21日（水・祝）春分の日 

【対  象】社協全事業所（24事業所） 

全職員（正規・嘱託・パート） 

【対象車輌】会用車、私用車（業務中のみ）、自転車等 

 

③全国交通安全運動期間における通行車両への安全運転啓発 

     交通安全のぼり旗による通行車両への啓発（課長級以上） 

    【期  間】春の全国交通安全運動 4月  6日（木）～15日（土） 

          秋の全国交通安全運動 9月 21日(木)  ～30日（土） 
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Ⅱ．健康福祉のまちづくりへの取り組み 

１．甲賀市ご近所福祉推進委員会及び各地域（町）ご近所福祉推進協議会等 

（１）甲賀市ご近所福祉推進委員会 

【日  時】11 月 1 日（水）13:30～15:30  

【内  容】委員長、副委員長の選任 

      協議事項 

       各地域（町）地域のご近所福祉推進協議会の進捗状況について 

        

（２）甲賀市災害福祉ネットワーク委員会 

①災害福祉ネットワーク委員会の設置・活動支援 

【設置】平成 29年 6 月 

【構成】委員 6名（災害福祉ボランティア登録者、区・自治会、自治振興会、地域福祉協議会 

自主防災会、防災士連絡会、民生委員児童委員協議会、赤十字奉仕団、ボランティア連 

絡協議会、国際交流協会、社協（事務局））※所属は重複 

【会議】・毎月 1回 定例委員会議（10回） 

    ・毎月 1回 委員長・事務局打ち合わせ（7回） 

【活動】・住民の暮らしと災害時の福祉課題（平常時・警戒時・災害発生時・復旧期・復興期） 

の整理 

    ・平常時から進める災害福祉の取り組みとネットワークづくり 

    ・委員会活動のための助成金の申請について協議（財源確保） 

    ・甲賀市内（台風 21号）、県内（台風 5号）、全国各地の災害情報の共有 

    ・災害福祉ボランティア講座の開催 

    ・災害福祉ボランティアセンター常設化構想について協議検討・意見交換 

    ・甲賀市への申し入れ（平成 30年度の連携協働について） 

【今後】定例委員会議において、「災害」と「福祉」をテーマにしたネットワークづくりと災    

害福祉ボランティアセンター機能の常設化をめざして、以下の取り組みを進める。 

・市民と関係機関、行政等との円卓会議の開催 

・視察研修 

・福祉的視点による課題の整理 

・事例まとめ 

・災害福祉ボランティア講座の開催 

・災害福祉ボランティア登録者等との研修・訓練の開催 

・広報発行 

・災害福祉ボランティアセンター機能の検討と常設化 

 

②災害福祉ボランティア講座の開催 

地域住民の平常時からの災害福祉ボランティア活動への意識向上と、災害時の被災者支援活

動を円滑に行う仕組みづくりを推進することを目的に、災害福祉ボランティア講座を開催した。 
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【開催日時】1日目 平成 30 年 2 月 11 日（日）13:30～16:00 

2日目 平成 30 年 2 月 18 日（日）13:30～15:30 

3日目 平成 30 年 2 月 25 日（日）13:30～15:30 

【開催場所】忍の里プララ 

【参加者数】①185 名、②59 名、③47 名  のべ 291 名 

【登録者数】講座後の災害福祉ボランティア登録者 20 名 

【主  催】甲賀市災害福祉ネットワーク委員会・社協 

【後  援】甲賀市 

【内  容】1 日目 講演 日野ボランティア・ネットワーク 講師 山下弘彦 氏 

実践報告・あずま自主防災会・大原自治振興会・甲賀市国際交流協会 

           ・甲賀市赤十字奉仕団連合会 

        2 日目 報告「甲賀市で想定される災害と施策」 

活動報告 三本柳区防災福祉会・西健康福祉会 

ディスカッション 甲賀市・三本柳区防災福祉会・西健康福祉会  

         3 日目 ワークショップ 「災害時のボランティア活動で大切にしたいこと」 

 

③災害福祉ボランティアセンター（常設設置に向けた協議検討） 

平常時からの住民、ボランティア、区・自治会、健康福祉会、関係団体・機関等とのネット

ワークづくりを進める場（プラットホーム機能）と、災害時の被災者支援活動を円滑に行う仕

組みとして、災害福祉ネットワーク委員会との協働による災害福祉ボランティアセンターの常

設化について協議検討を開始した。 

 

④甲賀市への申し入れ（総合政策部） 

【日時】平成 30 年 3 月 28 日（水）9：00～10：00 

【内容】・平成 30年度からの甲賀市災害福祉ネットワーク委員会・社協との連携協働について 

    ・危機管理課、地域コミュニティ推進課、社会福祉課への伝達を依頼 

【場所】甲賀市役所 ３階（総合政策部） 

【参加】3名（甲賀市総合政策部部長、災害福祉ネットワーク委員会委員長、社協） 

 

⑤甲賀市災害時多言語情報センター設置運営訓練への参画 

【日時】平成 30年３月 18日（日）9：00～12：00 

【内容】災害時の外国籍住民への多言語情報センターの設置運営の訓練 

   【場所】自主活動センターきずな 

   【参加】社協 1名 

 

（３）ご近所福祉推進協議会 

第 2 次甲賀市地域福祉活動計画に基づく 4 つのプロジェクトを推進するための、各地域のニー

ズや実態に応じた設置や運営を支援した。協議会のメンバーは、自治振興課会や区自治会他各分
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野で活動をされている福祉関係団体の方に参加を促した。 

 

①水口地域ご近所福祉推進協議会 

【時 期】7月結成 

【体 制】７名（会長及び副会長 2 名 協議員５名）（地域福祉協議会、障がい者施設、国際交

流団体、NPO 団体、子ども食堂グループ、介護予防サークル、行政） 

【会 議】定例会 毎月 1 回 年間 9 回  その他 役員会（三役会）年間 6 回 

【活動内容および成果】 

上期は、委員同士の活動を知ることから始め、現在されている活動の中での課題や方向

性について共有し、第 2 次甲賀市地域福祉活動計画で把握した地域の課題とリンクさせて

水口に必要で求められている活動は何か、高齢者、障がい者、外国籍等テーマ別の課題に

ついて検討を重ねた。 

下期は、テーマ別課題の分析から見えてきた地域特性を知るために社会資源調査に取り

組んだ。調査対象を地域の社会資源を中心とし、6 つの自治振興会を委員と事務局で訪問し、

聞き取り調査を実施した。 

また、居場所を考える中で、滋賀の縁事業をきっかけに始まった子ども食堂についても、

水口地域ご近所福祉推進協議会を起点に子ども食堂代表者会議に開催のきっかけになり、

課題であったアレルギーに関する講座の開催につながった。 

今後水口地域としては、社会資源や人材は豊富であるがそれぞれが独立しており、自治

振興会の活動やテーマ型の活動がつながっていないことに関する課題やニーズが浮き彫り

になり、まずは学区単位に課題を整理し、モデル学区を選定し災害への取り組みをベース

に４つのプロジェクトの推進を計画する。  

 

②土山地域ご近所福祉推進協議会 

【時 期】7 月結成 

【体 制】8 名（会長及び副会長 2 名 協議員 6 名）（自治振興会、区長会、民生委員児童委員、

防災組織、福祉団体、ボランティアグループ当事者団体、高齢者福祉施設、障がい者

福祉施設、行政） 

【会 議】コア会議含め 年間 16 回 

【活動内容および成果】 

初年度は、団体の取り組みなどについて情報交換し、社会資源シートの作成をおこなっ

た。社会資源調査の結果からＫＪ法を用いて課題の整理を行い、土山の暮らしの課題をま

とめることができた。 

 また、協議会として、具体的に平成 30 年度より以下の内容に取り組むこととなった。 

・ご近所福祉フォーラムの開催  

地域福祉活動計画とそれに基づく取り組みを住民のみなさまに知っていただく、

また先進事例の発表の場とし「情報」提供の場所とする。 

・広報誌の発行   

地域内の各種ボランティア団体の活動状況やそこで活動する方の生きがいや活動

から得られるものなどを内容とする広報誌を発行する。 
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・土山ボランティアセンターの充実    

様々なボランティア活動者が気軽に集まり、談話や会議ができ、またボランティ

アを始めたい方が情報を得られる場所としてボランティアセンターの充実を図り、

連携を育む場所となるよう検討する。 

・支援策の調査検討    

地域で活動する団体を対象にアンケート、ヒアリング、懇談会等を行い、現在の

活動における課題を調査し、連携の方法や解決策を探る。 

 

③甲賀地域ご近所福祉推進協議会 

【時期】7 月結成 

【体制】1３名（会長及び副会長２名 協議員１１名）（自治振興会、福祉関係団体、高齢者福

祉施設、子育て支援事業所、ボランティアグループ、市民活動グループ、行政） 

【会議】コア会議含め 年間 11 回 

【活動内容および成果】 

初年度は、甲賀地域の今後の活動をどのようにしていくのかについて検討を重ね、自分

たちの地域の実情を把握する！地域でできることは何か！を探った。検討を重ねた結果、

住民向けの全体説明会を行うことで意見がまとまり、信楽で取り組まれているフォーラム

を甲賀版で開催していこうということとなり、「甲賀地域ご近所福祉フォーラム」の開催と

なった。 

 また、「フォーラムでのアンケート」や、すでに行われていた「ゆうゆうクラブのアンケー

ト」や「日常圏域ニーズ調査でのアンケート」をもとに見えてくる課題を委員で分析するこ

とで、次年度取り組む内容が明るみになってきた。 

具体的に、平成 30 年度より以下の内容に取り組むこととなった。    

・障がい者を含む日中の居場所つくり   

現在活動されている「さんりんしゃ」と連携した 

・生活支援ボランティア養成講座    

大原自治振興会の協力 

・既存施設の空きスペース再利用 

特養「甲賀荘」の食堂および厨房を利用しての「居場所」つくり 

・甲賀バージョンのオリジナルサービスの開拓 

・視察研修の実施    

町域の取り組みか、自治区単位の取り組みか。 

【その他】研修への参加や信楽ネットワークフォーラム、見守りサロン、地域福祉大会等へ協議

員が参加 

 

④甲南地域ご近所福祉推進協議会 

【時期】5 月結成 

【体制】13 名 （会長及び副会長 3 名 協議員９）（民生委員児童委員、区役員、地域福祉協

議会、ボランティアグループ、おたっしゃ広場関係者、当事者団体、行政 ） 

【会議】年間 12 回 
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【活動内容および成果】 

初年度を情報収集と方向づけの期間と位置づけ、甲南地域の社会福祉資源の一覧表の  

作成、生活支援ボランティア活動の内容調査、県内の送迎ボランティア活動の情報収集（7

か所）、障がい者や子育て家庭の居場所づくりなどの検討、社会資源調査アンケート項目の作

成、地域の住民への甲南地域ご近所福祉推進協議会の周知などに取り組んだ。 

また、具体的に平成 30 年度より以下の内容に取り組むこととなった。 

・社会福祉資源調査      

住民主体の福祉活動団体（96 団体）に活動内容、成果、課題等についてアンケート調 

査を民児協とボランティア連絡協議会との共催で実施※５月に調査を実施、7 月に分 

析 

・送迎ボランティア活動    

活動の開始のための検討と具体的な活動モデルの開発  

・障がい者の居場所づくり   

平成 30 年４月より毎月第２日曜に開催されるスマイル「絆」の会の運営支援 

・子育てサロンの運営支援   

学区単位での子育てサロン開設を目指し、甲南地域子育てネットワーク会議との協働  

・交流喫茶、サロンの拡大   

交流会や開設講座を開催  

【その他】研修への参加や信楽ネットワークフォーラム、見守りサロン、地域福祉大会等へ協   

議員が参加 

 

⑤信楽地域ご近所福祉推進協議会（信楽地域見守りネットワーク活動推進員会） 

【時期】平成 26 年４月に信楽地域見守りネットワーク活動推進員会として発足 

【体制】20 名（委員長及び副委員長 2 名 委員１８名） 

（区長、自治振興会、区健康福祉会、民生委員児童委員、福祉団体、当事者団体、障がい

者団体、行政） 

【会議】年間 12 回 

【活動内容および成果】 

信楽地域内の子ども・子育て家庭・障がい者・高齢者等で日常的な見守りの必要な世帯の

孤立化を予防するとともに、生活上の困りごとや緊急事態を早期に発見する見守りの仕組み

づくりを各区・健康福祉会等の小地域単位で推進することを目的に、信楽地域全町域の推進

会議を各区・健康福祉会・自治振興会・各種団体等の代表者の参画を得て設置し協議を進め

た。 

・見守りネットワーク活動についての意見交換、協議検討 

・各地区・団体等の見守りに関する活動について情報交換 

・見守りネットワーク活動情報交換・交流会の開催 

・見守りネットワーク活動フォーラム 2018 in しがらきの開催 

・愛荘町見守りネットワークプロジェクトとの情報交換会の実施 

・見守り声かけネットワーク活動助成事業の実施 他 

・啓発「見守りネットワーク活動フォーラム 2018 in しがらき」チラシ作成 
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・広報「社協こうか信楽だより」による情報発信 

見守りネットワーク活動に関する情報発信 見守り・支えあい活動取組み紹介 

見守りネットワーク活動フォーラム 2018 in しがらき情報発信 

 

 

２．ご近所福祉活動の推進 

（１）全体での取り組み 

   各地域福祉活動センターにソーシャルワーカーを配置して、ご近所福祉活動の推進支援、個

別や地域の課題解決支援に取り組んだ。ソーシャルワーカーはコミュニティとの関わりを通し

た住民課題を具体的に解決する職員として、関係機関との連携やネットワークづくりなどの推

進を行った。 

また、地域での見守り支えあい活動を推進するため、モデル地区を指定し、地域福祉活動セ

ンターによる重点的な支援活動を実施した。 

 

①見守り支えあい活動モデル地区支援事業の展開 

       【対 象】市内 6 か所（大法寺区・大久保区・滝区・耕心区、ニューポリス区、希望ヶ丘 

本町）の健康福祉会等（区・自治会単位）を指定 

     【内 容】地域での孤立や生活困窮、悪徳商法被害などの課題に対応するため、健康福祉 

会などが行う住民による身近な見守り支えあい活動の推進・支援を目的に実施 

     【支 援】社協職員が見守り支えあい活動推進のための支援を実施 

          ・住民福祉懇談会、ご近所福祉会議に参加、助言等 

          ・個別、地域課題をともに考え、解決支援を実施 

          ・見守り支えあいネットワークの構築のための仕組みづくりや助言等 

          ・研修会、情報交換会の実施支援 

          ・先進事例などの情報提供支援 など 

 

② 子ども食堂開設支援・運営支援 

   「さみしさ」や「しんどさ」を抱える子どもたちを地域で見守り育てる「子ども食堂」

の開催支援を行った。財源は、滋賀の縁創造実践センターより支援を受ける。 

   滋賀の縁創造実践センターからの助成は 30年度で終了となるために、31年以降も活動

を継続できるように、そしてそれぞれで抱える課題や情報共有の場として、代表者会議

を開催した。 

事業運営で最も大きな課題「財源」に対し、地域や地元企業からの支援が得られるよ

うに、企業訪問をするなど連絡調整を行った。また、参加児童に関するアレルギー問題

に対しては、専門医による研修会を開催した。 

 また、子ども食堂の開催において、運営面の課題も多い中、食育の面以外に学習の面

への支援に対するニーズが高く、食前や食後にボランティアが子どもたちと一緒に宿題

をするなど、課題に柔軟に対応した効果的な運営となった。この居場所が子どもたちの
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癒しの場であり、子どもたちの課題が把握でき、相談できる場、解決につなげられる場

としての機能を保たれるように支援をする。 

 

      名  称 場  所 

夢の学習 水口料理教室 水口中央公民館、綾野小学校 

夢の学習 甲南料理教室 甲南町内公民館・小中学校 

夢の学習 信楽料理教室 信楽町内公民館・小中学校 

たんぽぽ食堂 伴谷公民館 

アモーレ子ども食堂 虫生野会館 

子ども食堂てるてるぼうず フリースペースＫＡＮＡⅯＥ（土山） 

かしわぎ「わいわい食堂」 柏木公民館 

あやの子ども食堂 あやのみんなの居場所 

smile door 虫生野会館 

宇川みんなのはなまる食堂 宇川会館 

 

 ○代表者会議の開催 

 子ども食堂の基本的な目的や方向性、運営について見えてきた課題等の情報交換を

行うことで、単独では解決できない課題の解決につながるきっかけづくりや、活動者

の発掘と育成支援などを目指して開催した。 

   【回 数】計 3 回 

   【内 容】情報交換 課題の共有 

     【参 加】子ども食堂スタッフ代表 

 

○淡海子ども食堂実践者研修会 （滋賀の縁創造実践センター共催） 

      【日 時】3月 5日（月）15：30～17：30   

     【内 容】テーマ 正しく知ろう！食物アレルギー 

アレルギーについての基礎知識と子ども食堂でもできる工夫 

      【場 所】鹿深ホール 

     【参 加】37名（県内子ども食堂の関係者、関係機関、社協） 

    

    ○立ち上げ支援 

・貴生川「smile door」 開設準備打合せ 

     【回 数】計 2回 

   【内 容】開設に向けた具体的検討、助成金申請支援など 

   【参 加】代表者、社協 

   

   ・貴生川 「宇川みんなのはなまる食堂」 開設準備打合せ 

    【回 数】計 3回 

    【内 容】開設に向けた具体的検討、助成金申請支援など 

     【参 加】代表者、社協 
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（２）水口地域福祉活動センター 

①ご近所福祉研修 

○ご近所福祉研修会（見守り支えあい研修） 

【日 時】7月 9日(日) 13:30～15:30 

【内  容】研修 テーマ「地域の見守り、身近なところから始めてみませんか？」 

     ・実践報告／龍法師区地域福祉推進協議会 

山内自治振興会 地域福祉部 高齢者見守り事業班 

・グループワーク 

【場 所】水口社会福祉センター 全館 

【対 象】各区区長、民生委員児童委員、健康推進員、サロン担当者等 

【参 加】130名 社協 12名 

 

○ご近所福祉研修会（サロン研修会） 

【日 時】12 月 20日(水) 13:30～15:30 

【内  容】いきいきサロンスタッフ向け研修・交流会 

認知症予防脳トレ体験とグループワーク 

【場 所】水口社会福祉センター 

【対 象】各区区長、民生委員児童委員、健康推進員、サロン担当者等 

【参 加】90 名 社協 3名 

 

②ご近所福祉ネットワーク支援 

○地区地域福祉協議会への支援 

地区地域福祉協議会と自治振興会の福祉部会が一体となったご近所福祉活動の推

進を目指し、日頃から自治振興会の活動にも参加し学区単位で見守り支えあい活動が

取り組まれるように支援協力を行った。役員が 1年交代であるため、見守りに特化し

た活動は少ないが、高齢者支援としての「ひとり暮らし高齢者のつどい」については、

地区地域福祉協議会の事業としてではなく、振興会の主体事業に移行しつつある。 

その他には、関係者が集まり地域の福祉課題のための懇談会を開催している地域も

多い。 

・ひとり暮らしのつどい支援 

［水 口地区]   参加 33名 11月 11日（土）   社協 1名 

[岩  上地区]   参加 16名 10月 25日（水）   社協 1名 

［綾 野地区］  参加 25名 11月 16日 (木）   社協 1名 

［伴 谷地区］ 参加 31名 10月 28日（土）    社協 1名 

［柏 木地区］ 参加 24名 11月 11日（土）   社協 1名  

［貴生川地区］ 参加 22名 10月 24日（火）   社協 1名 

        ・関係機関のネットワーク会議 

      綾野地区「第 2 回地域ケア会議～綾野地域「地域で見守る」まちづくり会議」 

【日 時】2 月 23日（金）19:00～21:00 
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【内 容】事例検討、グループワーク（意見交換） 

【参加者】行政、甲賀警察署、自治振興会役員、区長、社協他 37名  

 

③自治振興会活動支援 

地域福祉の推進を目指し、自治振興会との連携を図るとともに、地区地域福祉協議会の 

活動は、概ね自治振興会の福祉部門の活動として引き継がれているため、自治振興会役員

会や部会、総会などに参加し、支援を行った。 

 

④ご近所福祉活動推進・支援 

○地域活動支援 

【内容】区・自治区で開催される敬老会・夏まつり等の屋台用具、 

レクリエーション用具の貸し出し、イベントへ出演者コーディネート 

○ふれあいいきいきサロン活動支援 

【対象】65ヵ所 

【内容】サロンスタッフのための講座や情報交換会の開催、 

当日使用するレクリエーション用品の貸し出し     

 

⑤モデル地区支援 

○山手区見守り会議 

【開 催】5回  事前打ち合わせ（3役会）10回 

【内  容】見守り会議の区民へ周知と情報交換,地域で気になる方の情報交換等 

【参 加】区長、区三役、組長、民生委員児童委員、健康推進員、社協 1名 

  

○大法寺区 見守り会議 

【開催日】計 5回  事前打ち合わせ（役員会）3回 

【内  容】地域で気になる方の情報交換等  

     サロン視察研修同行 

【参 加】新旧区長、副区長、防災隊長 民生委員児童委員、健康推進員、むつみ会  

水口地域包括支援センター 社協 1名 

 

（３）土山地域福祉活動センター 

①ご近所福祉研修 

○ご近所福祉講座 

【日 時】10 月 28日（土）9:30～11:50 

【内 容】認知症サポーター養成講座、サロンについての意見交換 

【場 所】フィランソ土山 

【参 加】27 名、キャラバンメイト 5名、土山地域包括支援センター1名  

社協 3名 

【連 携】土山キャラバンメイト、土山地域包括支援センター 
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○福祉推進員研修・情報交換会 

【日 時】5月 20日（土）9:30～11:30 

【内 容】福祉推進員の役割・見守り活動について、サロンで使えるレクリエーション

など 

【場 所】老人福祉センターフィランソ土山 

【参 加】43 名 土山地域包括支援センター2名 社協 3名 

【連 携】土山町福祉推進員、土山地域包括支援センター 

  

②自治振興会支援 

地域福祉推進を目的に、各自治振興会の地域福祉部の会議や行事等に出席することで

つながりをつくり、地域の見守り支援や生活支援の立ち上げなどにも関わり連携をした。 

 ( )は参加回数 

[大野学区自治振興会] 総会（1） 会議(1) 行事(1) 

[土山学区自治振興会] 地域福祉部会議(4) 研修(1)  

行事（2）その他会議（1）  

[はばたけ鮎河自治振興会] 敬老会（1） 

[山 内 自 治 振 興 会] 見守り班会議(2) 研修(1)  

 

③ご近所福祉活動推進・支援 

○ふれあいいきいきサロン活動支援事業  

【内 容】ご近所福祉活動の拠点として、地域の見守り支えあい活動がいつまでも地域

の仲間とともに生きがいを持って、安心して過ごしてもらうことを目的に、

サロン活動を支援する。 

サロンの見学、参加（センターだよりの取材含む）、情報提供など 

【回 数】見学 6 箇所 出演ボランティアコーディネート 27件 

 

○地区福祉懇談会および地域活動支援 

【対 象】住民（民生委員児童委員・福祉推進員・ゆうゆうクラブなど） 

【参 加】社協延べ 10名（7地区、15回参加） 

【開 催】15 回(西野区、上ノ平区、中の組区、山中区、北西区、南西区、三軒家区） 

   

④居場所づくり 

○障がい者の居場所開催 「つちやまおいでおいで」 

【趣 旨】障がいのある方の余暇活動・仲間づくり・居場所づくりを通して、地域の方

の障がいに対する理解やつながりをつくる。 

【開催日】毎月第 3土曜日  11:30～15:00    

【内 容】おしゃべり、ゲームなど 

【場 所】土山町内の空き家 

【参 加】延べ人数 337名  社協延べ 30名 
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【協力者】手をつなぐ育成会、民生委員児童委員、施設職員、ボランティアなど 

 

○障がい児の居場所開催 「おいでおいでサマー、ウインター、スプリング」 

 【趣 旨】障がい児の長期休暇中の仲間づくり・居場所づくりを通して、地域の方 

の障がいに対する理解やつながりをつくる。 

【開催日】8/3（木）    ※8/6（火）台風のため中止   

     12/26(火) 、3/26(月) 

【内 容】おしゃべり、ゲームなど 

【場 所】土山町内の空き家（おいでおいでサロン） 

【参 加】延べ人数 40名  社協延べ 3名 

【協力者】手をつなぐ育成会、民生委員児童委員、施設職員、ボランティアなど 

 

 

○男の居場所開催  

 【趣 旨】定年退職後の活動のきっかけづくり、生きがいや仲間づくりを目的に 

      男の居場所（料理教室）を開催 

【開催日】年 4回（6月 20（火）、9/20(水)、12/8(金)、3/14(水) 15:00～20：00 

【内 容】季節の野菜や釣ってきた魚を使った料理づくり 

【場 所】土山町内の空き家（おいでおいでサロン）および地域の集会所 

【参 加】延べ人数 46名  社協延べ 9名 

 

⑤その他支援活動など 

○人権推進協議会土山支部への参加 

【内 容】総会、部会議、学習会、研修会 

【参 加】6回  

 

○施設支援（会議等への参加） 

清和会館（納涼祭、運営員会等）(5回） 

  

○団体活動支援 

【団 体】身体障害者更生会、日赤奉仕団、遺族会、更生保護女性会、ゆうゆうクラブ

土山支部、介護者の会、国際交流協会 

【参 加】12 回（会議参加等）、他事務的支援 

   

○ふうせんバレーボール大会  

実行委員会（2回）と準備や当日に協力 

 

（４）甲賀地域福祉活動センター 

①ご近所福祉研修推進 

○櫟野区健康福祉・自主防災会研修支援 
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【日 時】4月 21日（金）20：00～21：30 

【内 容】「社会福祉協議会の取組み」について（地域と在宅サービス紹介） 

【場 所】櫟野公民館 

【参加者】区役員・地域住民・社協 1名 

 

○小佐治区健康福祉会懇談会打合せ 

【日 時】5月 12日（金）18：30～19：40 

【内 容】「小佐治区見守り支援活動」について 

【場 所】甲賀もちふる里館 

【参加者】区役員・社協 1名 

 

○甲賀町健康福祉会(ご近所福祉)研修会 

【日 時】5月 23日（火）13:30～15:15 

【内 容】研修 『認知症サポーター養成講座』 

～認知症について・劇・グループワーク・アンケート他～ 

講師：甲賀町認知症キャラバンメイトのみなさん 

平成 29年度地域福祉関係助成について 

【場 所】かふか生涯学習館 

【参加者】77 人（健康福祉会代表・区長・民生委員児童委員）社協 4名 理事 1名 

                 区長 21名・健康福祉会 2名・民生委員児童委員 35名・キャラバ 

ンメイト 14名 

 

○小佐治区健康福祉会懇談会 

【日 時】7月 26日（水）20：00～21：40 

【内 容】「小佐治区見守り支援活動」について 

【場 所】甲賀もちふる里館 

【参加者】区役員 21名・社協 4名  

 

○傾聴ボランティア養成講座 

【日 時】11 月 29日（水）、12月 6日（水）7～12日、13日（水）10:00～12:00 

【内 容】自己覚知・コミュニケーション・傾聴スキルについて、ロールプレイング、

施設実習、高齢者の特徴・認知症について、まとめ、交流会 

【講 師】福井県立大学 吉弘淳一教授、甲賀地域包括支援センター  

【場 所】かふか生涯学習館、甲賀町内福祉施設 

【参 加】69 人（延べ 116人） 

 

②ご近所福祉ネットワーク支援 

○大原自治振興会見守りプロジェクト視察研修参画 2回 

○大原自治振興会見守りプロジェクト・まちづくりプロジェクト参画  

○大原自治振興会円卓会議の参画 2回 
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○大原自治振興会健康福祉部会研修・視察の企画支援 

○佐山学区自治振興会視察研修の企画支援 

 

○民生委員児童委員と甲南地域の全ケアマネジャーとの連携会議の開催 

【日 時】1月 23日（火）13：40～15：30 

【内 容】「甲賀町の現状と介護保険サービスについて グループワーク」 

【場 所】かふか生涯学習館 

【参加者】民生委員児童委員、甲賀近隣地域のケアマネジャー、甲賀地域包括支援セン

ター 社協 計 49名 

 

③ご近所福祉活動支援 

○ふれあいいきいきサロン推進支援活動 

サロンへの訪問、地域サロンの運営支援、情報交換など        

・ボランティアグループささえ愛 第 2･4月曜日 10:00～15:30 

・にこにこサロン               第 3月曜日 10:00～14:30 

・佐山学区ふれあいサロン協力 

 

○スマイル甲賀「見守り隊」スタッフ会議（立ち上げ支援） 

【日 時】9月 22日（金）20：00～21：30 

【内 容】「設立目的と活動内容」について 

【場 所】大原中区 7・8組集会所 

【参加者】関係者 10名・社協 4名 

 

○あったかたうんづくり事業 

老人福祉センター佐山荘を“あったかほーむ”として位置づけ、高齢者、子ども、障

がい者等複数の対象に向けた介護や子育てなどのサービス、生活支援など、多様な地域

サポート事業を実施する。また“あったかほーむ佐山荘”を、佐山学区をエリアとする

“あったかたうん”の活動拠点としても位置づけ、地域内のネットワーク・協働の促進

やボランティア活動の推進および啓発活動を行う。主な活動（グループ）として、 

・タイムケア（障がい児）事業拠点 甲賀げんきっこスクール  

・おもちゃライブラリー事業拠点 おもちゃ図書館さんりんしゃ 

・ボランティアグループささえ愛 にこにこサロン にじいろすまいるなど 

・住民参加の小地域福祉活動の普及・促進 

・ささえ愛給食（ボランティアグループささえ愛による配食） 

毎週木曜日夕食に手作り弁当を配食  

 

○あったかたうんづくり『地域の縁側づくり』研修会 

【日 時】3月 23日（金） 

【研修先】あいとうふくしモール視察研修 他 

【参 加】あったかたうんづくり事業関係者 12名 
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   ④甲賀地区社協（基金運営委員会）活動 

○甲賀地区社協（基金運営委員会）の開催  基金 

【開催日】6月 5日（木）、3月 28日（水） 

【内 容】基金の運営方針と運用について 

地区社協の役割と今後の方針について 

 

○地域福祉組織化助成事業  基金  

【趣 旨】甲賀地域の福祉向上のため、区・自治会の「健康福祉会」活動へ助成を行う。 

【対 象】健康福祉活動を主体的に行う区・自治会 

【助成額】30,000 円 

【実 績】23 件（櫟野、神、大原上田、大久保、大原中、拝坂、鳥居野、相模、大原

市場、高野、油日、上野、鹿深台、田堵野、滝、毛枚、和田、高嶺、

五反田、小佐治、神保、隠岐、岩室）  

 

○福祉関係団体助成事業   基金 

【趣 旨】甲賀地域の福祉向上のため、甲賀町内を拠点に活動する福祉関係団体が行う

主体的な活動に対して助成 

【対 象】甲賀町内を拠点に活動する福祉団体 

【助成額】地区社協(基金運営)にて決定する 

【実 績】8団体（老人クラブ・身体障害者更生会・更生保護女性会・赤十字奉仕団・

ゆうゆう甲賀クラブ社協共催事業・ボランティアグループささえ愛・ほのぼ

のグループ・民生委員児童委員協議会） 

 

（５）甲南地域福祉活動センター 

①ご近所福祉の推進 

○民生委員児童委員と甲南地域の全ケアマネジャーとの連携会議の開催 

【日 時】6月 23日（金）9：00～11：30 

【内 容】「地域と専門職との連携・日常的な見守り」 

【場 所】かえで会館 

【参加者】民生委員児童委員、甲南地域のケアマネジャー、甲南地域包括支援センター

社協 計 61名 

 

②ご近所福祉ネットワーク支援 

○ご近所福祉ネットワーク会議 

【日 時】11 月 24日（金）8：30～10：30 

【内 容】住民から通報があった場合の連絡連携や処遇の困難な認知症高齢者の対応事 

例検討と情報共有の仕組みについて協議と申し合わせ 

【場 所】甲南庁舎 
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【参加者】甲南地域包括支援センター、地域振興課長、甲南地域の地域市民センター社 

協 

 

③ご近所福祉活動推進・支援 

○ふれあいいきいきサロン運営支援 

【対 象】おたっしゃ広場 48か所 

【内 容】おたっしゃ広場及び子育てサロンの活動・運営相談支援 

     おたっしゃ広場イベント化による主催者の相談及び支援 

 

○子育てサロンの開設と運営支援 

【対 象】子育てサロン ７か所 

【内 容】子育てサロンの新規開設活動・運営支援・おもちゃ等の貸し出し 

     助成金申請支援等 

 

○地域の居場所づくり支援 

【対 象】耕心区、ニューポリス区、希望ヶ丘本町区、希望ヶ丘区 

【内 容】地域福祉活動計画のプロジェクトに沿い、住民同士が交流し、お互いの顔が

見える居場所づくりとして交流喫茶サロン活動の立ち上げと運営支援 

 

○地区福祉懇談会 

【対 象】区役員・民生委員児童委員など（地域福祉推進協議会） 

【打ち合わせ、その他】17回 

【参 加】社協延べ 8名（7地区、7回参加） 

【開 催】10 回(深川市場地域福祉推進協議会、竜法師区地域福祉推進協議会、池田区   

地域福祉推進協議会、葛木区、市原区地域福祉推進協議会、下野川区地域福

祉推進協議会、上野川区地域福祉推進協議会) 

【内 容】認知症サポーター養成講座、福祉懇談会、福祉サポート会議、命のバトン説

明他 

 

○救急医療情報キット（命のバトン）配布事業  基金 

甲南地域の住民が安心して暮らせるまちづくりの一環として、救急時に必要なかかり

つけ医や薬、親族等の連絡先などを専用のケースに入れ、自宅の冷蔵庫に保管する救急

医療情報キット（命のバトン）と、専用のマグネットホルダーを併せて甲南町民生委員

児童委員協議会との共催により配布を実施した。 

 

【対 象 者】希望する全ての世帯独居高齢者、高齢者世帯、障がい者、その他区・健康

福祉会が必要と認めた世帯 

【配布方法】各区の区組織、自治振興会、健康福祉会が民生委員児童委員と連絡調整

の上配布 

【配 布 数】累計配布数 3,601セット（甲南地域世帯数 6,629） 
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④その他支援活動など 

○生活支援ボランティアグループすぷーんの活動・運営支援 

     ・定例会 毎月 1回（12回開催） 

     ・平成 29年度の対応事例件数 30件（お話し相手、草引き、受診付添い他） 

・視察受け入れ交流（高島市、甲良町） 

・市内外で実施された生活支援ボランティア養成講座での活動発表（湖南市、守山市） 

 

○ 甲南地域の福祉や通院、買い物などに関わる公共交通の状況についての研修会 

【日 時】1月 18日（木）10：30～11：30 

【場 所】甲賀市市民福祉活動センター 

【対 象】民生委員児童委員、甲南地域のケアマネジャー、甲南地域包括支援センタ

ー  社協 計 79名 

 

○滋賀の縁創造実践センター「フリースペースせせらぎ」への運営支援・ボランティアコ

ーディネート 

【趣 旨】さまざまな事情から家庭のなかに安らぎがない、また子どもらしく

大人に甘えることができなかったりといった状況にある子どもを

地域の社会福祉施設を拠点に、信頼できる大人と過ごせる夜の居

場所づくりとして取り組む。 

【内 容】県内のフリースペースとの意見交換、研修会参加、対象児童の学校のコアケ

ース会議参加、毎週のボランティアコーディネート、施設ＳＷとの連絡調整 

【回 数】年間 48回 

 

（６）信楽地域福祉活動センター 

①ご近所福祉研修推進 

○信楽地域ご近所福祉研修会の開催（台風のため半日開催） 

【日 時】10 月 29日（日）10:30～12:30 

【内 容】しがらきボランティアまつり・信楽地域ご近所福祉研修会 

「創年期を楽しく！」 

余暇生活開発士 生涯学習インストラクター 楠亀 清司 氏 

【場 所】信楽開発センター 

【参 加】130名 社協 3名（午前中のみの開催で講座は未実施） 

 

②ご近所福祉ネットワーク支援 

○各区、健康福祉会、自治振興会等 見守り・支えあい活動支援 

【内 容】見守り会議、生活支援活動（買い物・移送等）検討・視察研修、福祉懇談他 

 

支援先 内容 支援回数 
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多羅尾見守り安心の輪 見守り会議等  4 

勅旨区健康福祉 会 全体会議、小会議、世代間交流 13 

牧区健康福祉会 全体会議、見守り訪問会議等  7 

西健康福祉会 見守り会議等 12 

宮町区健康福祉会 健康福祉会、見守り活動会議等  1 

神山区見守りネットワーク会議 見守り会議等   1 

長野区  見守り会議等  1 

丸岡区 住民福祉懇談会  1 

杉山見守りネットワーク 見守り会議等  5 

江田区見守りネットワーク 見守り活動の検討他  2 

ほそはら見守りの会 見守り会議等 11 

しがらきニュータウン区 見守り活動の検討他  1 

 

○見守り・声かけネットワーク活動助成事業 基金 

【趣 旨】信楽地域において見守りネットワーク活動を推進するため、信楽地域見守り 

ネットワーク活動推進委員会が信楽地域福祉基金により助成を行う。 

【対 象】健康福祉活動を主体的に行う区・自治会。 

【助成額】区あたり 20,000 円+戸数×100 円×3 年 

【実 績】15 地区（しがらきニュータウン、下朝宮、丸岡、中野、上朝宮、牧、勅旨、黄瀬、 

多羅尾、宮町、杉山、神山、江田、宮尻、柞原）総額 566,000 円 

 

○見守りネットワーク活動情報交換・交流会の開催 

【日 時】10 月 31 日（火）13:30～15:30 

【内 容】見守りネットワーク活動に取り組まれているサポーターや、これから取り組も

うとされている地域の方との意見・情報交換と交流 

話題提供者：ヤスオカ新聞舗 代表 安岡由和氏 

【会 場】信楽開発センター 大集会室 

【参加者】56 名  社協 6 名 

 

○見守りネットワーク活動フォーラム 2018 in しがらきの開催 

【日 時】2 月 17 日（土）13:30～16:00 

【内 容】〇基調講演「やっぱり いいね見守り いるね声かけ」 

講師：大谷大学文学部社会学科 教授 志藤 修史 氏 

〇実践報告 

コーディネーター：志藤 修史 氏 

実践報告者：子育てサロンボランティア            大谷 雅代 氏 

おもちゃライブラリー「きらきらぼし」 蓮見  弘美  氏 

多羅尾見守り安心の輪              寺脇 達夫 氏 

江田区見守りネットワーク            藤田 幸男 氏 
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                                  瀬古 孝司 氏 

江田ダイヤモンド倶楽部               杉本 澄子 氏 

まとめのディスカッション 

【会 場】滋賀県立陶芸の森 信楽ホール 

【参加者】253 名  社協 15 名 

 

  ○右京区社会福祉大会への参画支援 

   【開催日時】9月 13日(水) 

   【会 場】ANAクラウンプラザホテル京都 

【発表者】牧区健康福祉会 ぬくもり喫茶「牧の里」 杉本 弘氏・里見 まさを氏  

   【内 容】「地域の居場所づくりの新たな展開について」 

 

○他地区・団体からの見守りネットワーク活動に関する視察研修受入 

【内 容】見守りネットワーク活動について 

・見守りネットワーク活動推進の取り組み（愛荘町社協） 

【回 数】1回 

【社 協】延べ 2名 

 

○しがらき知っとくなっとく会議（相談支援職員ネットワーク会議） 

【内 容】信楽地域包括支援センター・信楽青年寮・しがらき地域生活支援センター・

ワークセンター紫香楽・信楽地域福祉活動センターによる情報交換、事例検

討、地域の福祉課題検討の場として開催 

【団 体】信楽青年寮・障がい者地域生活支援センター・ワークセンター紫香楽・信楽

地域包括支援センター・信楽地域福祉活動センター 

【回 数】3回 

【社 協】延べ 8名 

 

③ご近所福祉活動推進・支援 

○ふれあいいきいきサロン活動支援事業 

子育てサロン、障がい者サロン、高齢者サロンの活動内容等について、各地区福祉推

進員やボランティア、当事者の相談に対応した。 

 

○救急医療情報キット（命のバトン・マグネットホルダー）配布事業 基金 

信楽地域の住民が安心して暮らせるまちづくりの一環として、信楽町民生委員児童委

員協議会との共催、信楽町区長会の協賛により、救急時に必要なかかりつけ医や薬、親

族等の連絡先などを専用のケースに入れ、自宅の冷蔵庫に保管する救急医療情報キット

（命のバトン）と、専用のマグネットホルダーの配布を実施した。 

・命のバトン配布事業に関する先進地視察受け入れ・研修会への派遣 

・香川県高松市牟礼地区民児協 ・三重県志摩市議会 

・愛知県半田市半田地区、岩滑地区民児協 ・岡山県赤磐市赤坂地区民児協  

 

《信楽地域福祉基金運営事業》 

○基金助成金事業 基金 
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【趣 旨】信楽地域の福祉向上のため、区・自治会の「健康福祉会」活動へ助成 

【対 象】健康福祉活動を主体的に行う区・自治会 

【助成額】区あたり 40,000円+戸数×250円 

【実 績】１地区（しがらきニュータウン） 総額 81,000円 

 

④その他支援活動など 

《社会的ひきこもり当事者支援活動》 

○信楽だんだん畑（本人活動） 

【趣 旨】社会的ひきこもりの状態にある若者の仲間づくり・居場所づくり・すること 

づくりを通して、自分の目標に向かう一歩を踏み出す機会とする。 

【開催日】毎月第 2・4火曜日 10:00～12:00 

【内 容】第 2火曜日 主に広報発送準備などの事務作業など 

第 4火曜日 主に今後に向けての話し合いや、パソコンの使い方練習など 

随時 野菜植え、すること探し 

      ・彦根市子ども若者課より視察受け入れ 

      ・ボランティアまつりでの啓発ブース 

【場 所】信楽地域市民センター、信楽開発センター 

【対象者】3名 

【協力者】民生委員児童委員、主任児童委員など 

 

○滋賀の縁創造実践センター「ひきこもり等の支援」甲賀・湖南ひきこもり支援『奏―か

なで―』運営会議 

【趣 旨】人とのつながりをもちづらい方や、ひきこもりがちな暮らしをしている方、

その家族に、「現行の福祉サービスでは届けられない支援を届ける」ことを

目指し、地域の支援関係者とともに取り組みをすすめる。 

【内 容】アウトリーチ奏サロン部会・家族支援部会・地域啓発交流部会からの報告お

よび情報共有、公開講座企画・実施、先進地視察研修等 

【回 数】８回 

【社 協】延べ８名 

 

（７）生活支援体制整備事業 

   各地域福祉活動センターに第２層生活支援コーディネーター（５名）と、地域活動支援課に第１

層生活支援コーディネーター（１名）を配置し、各地域に第２層協議体（５か所）を設置して、活

動支援を実施するとともに、住民主体のご近所福祉活動の推進支援を行うことにより、支援を要す

る高齢者に対する見守り・支えあいによる暮らしの困りごとの解決支援や、高齢者自身による活動

の場を提案し「すること」「いる場所」「仲間」づくりによる生きがいづくりを進めた。 

 【活動件数】1,116 回   

 【総稼働時間】2,006 時間 55 分 
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（８）各町エリア会議等 

各町単位での本会事業所や地域福祉活動センターが毎月定例的に「エリア会議」を持つことに

よりヨコの連携を持ち、各町地域の課題、事業所、センターの課題について各事業所が互いに補

完しあい、連携と協力のもと、課題解決の活動を展開することを目的として実施した。 

 

① 水口エリア 

【年度目標】 

・住民の個別課題の解決に向けた情報の共有とその具体的解決に向けて関係機関と連

携して協議し、様々なネットワークなどの仕組みづくりに取り組む。  

【取り組み】 

・個別課題の整理と分析を行い事例を絞ってその解決につながる取り組みを実践する。 

・事業所ごとに抱える個別課題を出し合いその中からモデル的に深く課題を掘り下げ 

その背景にある地域の活動や仕組みを調査し、地域で解決できる仕組みづくりを共

に考える機会を設ける。 

・個別課題の周辺調査を行い、そこから地域へ課題を提案し共に考えられるように認

知症サポーター養成講座と合わせて住民の聞き取り調査を実施した。調査で得た情

報と民生委員児童委員の持つ資料と合わせて整理し、学区で懇談会を開催し、その

場へ話題提供し、地域の方と福祉のまちづくりについて話し合うことができた。 

・綾野 認知症学習会と住民聞き取り調査          9月 22日（金） 

 認知症サポーター養成講座とアンケート調査 

・綾野学区懇談会「綾野地域まちづくり会議」         3月 23日（金） 

    地域の高齢者の実態（話題提供）とアンケート調査結果 

 

②土山エリア 

【年度目標】 

・土山地域の単身高齢者の実態や生活課題を的確に把握し、地域・関係機関等と課題解

決に向けて協働する。 

【取り組み】 

・高齢者実態について、各部門（地域・在宅・作業所等）が協働で地域へ出かけて得ら

れた情報について分析を行い、課題やニーズの整理を行った。また、調査結果に地域

診断や社会資源等を含め、関係機関（土山地域包括支援センター等）と情報を共有し、

課題の解決に向け多様な職種との連携を図った 

 

③甲賀エリア 

【年度目標】 

・甲賀町域の在宅生活を支えるための課題を抽出し、各関係機関や団体に働きかけなが

ら、地域で解決できない問題をチームで解決していく。特に今年度は地域を限定し、

（大原学区）徘徊者の現状を知るためにサロンに出かけ、民生委員児童委員やキャラ

バンメイト等関係者を交えての情報交換会を開催する。 
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【取り組み】 

・地域のふれあいいきいきサロンに出かけて、利用者やスタッフの交流会を行い、認知

症問題や、地域の困りごとや課題を出していただき、メンバーで共有し今後の地域支

援に活かしていく方向性を見出すことができた。 

・各地域のサロンスタッフ交流会  8か所 

 

④甲南エリア 

【年度目標】 

・地域の課題としての認知症に対し、甲南地域包括支援センター、関係機関、民生委員

児童委員、キャラバンメイトと共に取り組み、学校や団体、各区自治会単位での啓発

や認知症サポーター養成講座を開催する。また、キャラバンメイトの活動の自主化を

支援する。 

【取り組み】 

甲南地域の各区の特性や福祉の取り組み、地域資源、健康推進に関するデータの分

析をした上で、地域データや福祉テーマ、「認知症」について、甲南地域包括支援セン

ターと協働して以下の通り取り組んだ。 

・認知症サポーター養成講座の開催（年間 10回延 430名の住民が受講） 

・キャラバンメイトの体制強化のための調整会議と交流会の開催（6回） 

・民生委員児童委員とケアマネジャーとの意見交換会「認知症」をテーマとしたご近

所福祉研修会の開催 6月 23日（金） 

・甲南中学校 3年生全員（297名）へのサポーター養成講座の実施 ３回 

・認知症などで徘徊されている方に関する通報があった場合の関係機関の連絡ルーチ

ン表の運用方法の確認 

        

⑤信楽エリア 

【年度目標】 

・地域住民主体のネットワークと専門職のネットワークが互いに連携し信楽地域のニ

ーズや課題の把握と解決に向けた取り組みを進める。 

【取り組み】 

・見守りネットワーク活動推進委員会に社協介護事業所が専門職として参加、地域の

見守りネットワーク活動に関連した意見交換会 5月 22日（月） 

・信楽各地域の見守り会とケアマネジャーとの懇談会 4回 

・地域の課題でもあった最期を在宅でと希望された独り暮らしの高齢者に対して関係

機関、地域ネットワークが連携して住環境整備を行った。 

・地域の見守りネットワークと連携して認知症サポーター養成講座を開催 9回 

・信楽町内の医療機関、介護施設と連携し住民対象の在宅看取り研修会を開催、在宅

での支援体制と本人の不安への対応を再現劇にて行う。 

11月 18日（土）開催 参加者 93名（関係者 29名（社協 ７名） 
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３．地域活動推進助成事業 

（１）ご近所福祉活動助成 

（共配）（社協会費）（善意銀行） 

 

【趣  旨】「健康福祉のまち甲賀」をめざし、区・自治会単位の支えあい活動や基盤となる

福祉組織化を推進するため、社協会費を財源に、自治会や地域福祉組織が行う主

体的な活動について助成を行う。 

【助成対象】健康福祉会、区・自治会、地域福祉推進協議会など 

【助 成 額】前年度の社協会費・赤い羽根共同募金取りまとめ額に 2割を乗じた額に均等割り

5,000円を加算した額を限度とする。 

【助成実績】165件 4,174,000円 

ご近所福祉活動助成一覧（地域別） 

地 域 
29年度 

助成件数 

助成額（円） 

29年度 

28年度 

助成件数 

助成額（円） 

28年度 

水 口 71 1,753,000 75 1,865,000 

土 山 29 436,000 31 501,000 

甲 賀 23 677,000 23 684,000 

甲 南 25 764,000 25 791,000 

信 楽 17 544,000 16 523,000 

計 165 4,174,000 170 4,364,000 

 

（２）ふれあいいきいきサロン支援・助成事業 

○ふれあいいきいきサロン活動助成         （市補助）（共配）（善意銀行） 

 

【趣  旨】「健康福祉のまち甲賀」をめざし、地域住民が主体的に開催するふれあいいきい

きサロン事業に対して助成を行う。 

【助成対象】家で閉じこもりがちな支援を必要とする人を対象に住民同士の見守りと支えあい

を目的として継続的に実施される地域の中の居場所づくり活動に対して助成 

【助 成 額】年 12回以上の開催サロンに年額 24,000円 

年 6回以上の開催サロンに年額 12,000円 

【助成実績】 182カ所       2,840回  3,948,000円 

（H28＝183カ所   2,870回  3,996,000円） 

（H27＝172カ所   2,563回  3,744,000円）  
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ふれあいいきいきサロン助成内訳（地域別） 

 

地 域 

 

地域サロ

ン数 

参加対象（重複あり）  

サロン開催

回数 

 

助成額（円） 

高齢者 誰でも 子ども 

水 口 65 43  21 1 1,152 1,404,000 

土 山 27 25  2 1    330 528,000 

甲 賀 24 22 2 1    339 540,000 

甲 南 44 40   4    538 996,000 

信 楽 22 22      481 480,000 

計 182 152 25 ７ 2,840 3,948,000 

 

○広域ふれあいいきいきサロン活動助成 

（共配） 

助成対象団体 助成サロン数 総金額(円) 

みんなくる会、のびのび会、子育て広場わのわのわ、長野

子育てサロン、かしわぎサロン「ナイン」、信楽つどいの

会、金曜会、こころ♡はなまる、ボランティアグループささ

え愛、ほのぼのサロン、おいでおいで、カフェふらっと 

12 300,000 

合  計 12 300,000 

 

 

４．当事者支援 

（１）子育て支援 

○子ども・子育て応援団ネットワーク（水口地域会議） 

【構  成】水口子育て支援センター、包括支援センター、水口西保育園、水口民生委

員児童委員、主任児童委員、チアーズステーション、アプリコット、社協 

【内  容】子育てに関わる関係団体、関係者による情報交換、 

【回  数】5回 

【社  協】延べ 5名 

 

○土山地域子育て支援ネットワーク会議 

【構  成】土山子育て支援センター、土山にこにこ園、大野保育園、主任児童委員、

民生委員児童委員、子育てグループ、保健センター、鹿深ホール、社協 

【内  容】子育てに関わる関係団体、関係者による情報交換、および、地域一丸とな

って支援できるシステム構築の検討 

【回  数】4回 

【社  協】延べ 4名 

○子育てサロンの運営支援（甲南地区） 

寺庄、ニューポリス、池田、池田団地、宮学区、耕心、上馬杉の 7カ所  
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○子ども・子育て応援団ネットワーク会議（甲賀地域） 

【構  成】子育て支援センター、子ども応援課、甲賀西保育園、大原にこにこ園、甲

賀北保育園・油日にこにこ園・主任児童委員、民生委員児童委員、青少年

育成係長・放課後児童クラブ３か所、てるてるパーク代表、保健師（甲賀

地域包括支援センター）、社協 

【内  容】子育てに関わる関係団体、関係者による情報交換、および、地域一丸とな

って支援できるシステム構築の検討、子育てに関するボランティアのコー

ディネート、子育てサロン開設支援 

【回  数】4回 

【社  協】延べ 4名 

 

○甲南地域子育て支援ネットワーク会議（甲南地区） 

【構  成】子育て支援センター、子ども応援課、甲南幼稚園、各保育園６園、主任児 

童委員、民生委員児童委員、放課後児童クラブ、社協 

【内  容】子育てに関わる関係団体、関係者による情報交換、および、地域一丸とな

って支援できるシステム構築の検討、子育てに関するボランティアのコー

ディネート、子育てサロン開設支援 

【回  数】3回 

【社  協】延べ３名 

 

○地域子育てサロンへの支援（信楽地区） 

【対   象】信楽地域の未就園児とその保護者 

長野子育てサロン、神山・江田子育てひろば、雲井子育てサロン、小原子

育てサロン、朝宮子育てサロン 

【内   容】自由遊び、情報交換、交流、研修会など 

【スタッフ】おもちゃライブラリー・主任児童委員・民生委員児童委員・福祉推進員 

【支   援】信楽地域福祉活動センター 

 

○話そうサロンママの輪（信楽地区） 

【対  象】子育てサロン代表者、子育て支援センター、主任児童委員、社協 

【内  容】情報交換 

【回  数】4回 

【社  協】延べ 4名 

 

○信楽地域子育て支援ネットワーク会議（信楽地区） 

【構  成】信楽子育て支援センター、信楽地域包括支援センター、子育て世代包括 

援センター、信楽中央公民館、信楽にこにこ園、明照保育園、雲井保育園、

朝宮保育園、主任児童委員、民生委員児童委員、たけのこ児童館、社協 

【内  容】子育てに関わる関係団体、関係者による情報交換および地域一丸となって

支援できるシステム構築の検討 
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【回  数】3回 

【社  協】延べ 3名 

 

（２）ひとり暮らし高齢者支援 

(共配) 

①ひとり暮らし高齢者実態調査・命のバトン配付・見守り 

【目 的】市内に在住の 65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯が安心して暮らせる健康福 

祉のまちづくりをめざし、安否確認、実態把握調査をするとともに救急など非

常時に備える。 

【内 容】市内のひとり暮らし高齢者世帯へ、民生委員児童委員が訪問し、調査を行い、

希望者に救急情報用紙の入った「命のバトン」を配付する。 

【対象者】甲賀市内に住む 65歳以上のひとり暮らし高齢者 

【協 力】甲賀市民生委員児童委員協議会連合会 

 

○甲賀市内 65歳以上ひとり暮らし世帯実態数（平成 29年 9月１日現在） 

地 域  
実 態 世 帯 数 

29年度 28年度 27年度 26年度 25年度 24年度 23年度 

水 口 882 839 821  771 704 644 565 

土 山 207 207 235 191 172 170 168 

甲 賀  256 230 259 261 214 198 177 

甲 南 449 407 390 355 342 352 331 

信 楽 460 472 439 374 276 281 320 

合計 2,254 2,155 2,144 1,952 1,708 1,645 1,561 

 

②ひとり暮らし高齢者のつどい 

町
名 

事業名 対象 運営・協力 内容 
回
数 

参加
人数 

スタッ
フ数 

水
口 

ひとり暮ら
し高齢者の
つどい 

70歳
以上 

主催:自治振
興会（地域福
祉協議会） 
協力：社協 

学校区（6か所）単位で開催 
講話・切り絵・お楽しみ芸
能・バス外出・みんなで歌お
う他 

6 151 89 

土
山 

しゃくなげ
の会 

65歳
以上 

社協・民生委
員児童委員協
議会 

お出かけ交流会 
(トヨタ産業技術記念館他) 
交流会（寸劇、介護予防レク
リエーション） 

2 37 21 

甲
賀 

ひとり暮ら
し高齢者の
つどい 

65歳
以上 

社協・民生委
員児童委員協
議会 

保育園児との交流会、尺八演
奏など 

1 30 25 

信
楽 

すみれ会 
65歳
以上 

社協・ボラン
ティア 

みんなで歌おう・懐かしいゲ
ーム・演劇・体操・おしゃべ
りタイム 

1 17 25 

合計 10 235 160 
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（３）障がい者支援等 

①水口地域福祉活動センター 

○ふれ愛フェスタ 2017（水口）  （歳末たすけあい募金配分金事業） 

【日 時】12月 9日（土）10:00～15:30 

【内 容】テーマ「であい ふれあい あったかい」 

ふれ愛発表会・車イスレクダンス・ふれあい交流会・模擬店など  

【場 所】水口社会福祉センター 全館 

【対  象】心身に障がいのある者および障がい者支援団体および一般住民 

【参加者】約 421名（来賓 3名 出演者 76名 実行委員 21名 身体障害者更生会 40   

     名 スタッフ 152名 一般ボランティア 26名 社協 3名 一般住民 100名） 

 

○ふれ愛フェスタ実行委員会 

【実行委員】身体障害者更生会、民生委員児童委員協議会、赤十字奉仕団、障害者作業所

（さわらび、サニー、けいかん）、地域生活支援センター（しろやま）、ここ   

ねっと、手をつなぐ育成会、甲賀市ボランティア連絡協議会水口支部、更

生保護女性会、健康推進員連絡協議会、あいあいクラブ、甲賀市、社協等）

22名 

【開 催】4回 

【場 所】水口社会福祉センター 

【参 加】延べ 51名 社協 8名 

 

②土山地域福祉活動センター 

○あすなろのつどい（土山）    （歳末たすけあい募金配分金事業） 

【日 時】12月 2日（土）9:30～15:00 

【内 容】午前 体験コーナー（吹き矢、カローリング、展示コーナー、お茶席、 

模擬店他） 

午後 寸劇、ハンドベル演奏、歌、ビンゴゲーム  

【場 所】土山開発センター 

【参加者】参加者 132名  社協 4名 

（一般、身体障害者更生会、るりこう園、民生委員児童委員、赤十字奉仕

団、健康推進員、ボランティア、福祉用具三和、滋賀県障害者福祉セン

ター、さわらび作業所、つちやま福祉作業所、甲賀福祉作業所） 

 

○あすなろのつどい実行委員会 

【実行委員】10名（身体障害者更生会、つちやま福祉作業所、民生委員児童委員、健康推

進員、日赤奉仕団、るりこう園） 

【開催回数】3回 

【参加者】延べ 20名 社協 3名 

【開催場所】老人福祉センターフィランソ土山 
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③甲賀地域福祉活動センター    

○障がい者と家族のつどい（甲賀）      （歳末たすけあい募金配分金事業） 

【日 時】12月 10日(土) 10:00～15:00 

【内 容】演芸鑑賞、もちつき大会、体験コーナー 他 

【場 所】かふか生涯学習館 

【参加者】 ･ 参加者 53人  

・スタッフ（甲賀福祉作業所、民生委員児童委員、出演者）22人 

社協 2人 

 

④甲南地域福祉活動センター   

○ふれあい交流会（甲南）        （歳末たすけあい募金配分金事業） 

【日 時】12月 2日(土) 10:00～14：30 

【内 容】一言メッセージ・オープニングイベント・レクリエーション・会食・ボラン 

ティアグループによる演劇・歌など 

【場 所】杉谷公民館  

【対 象】甲南町在住で心身に障がいのある者と家族 

【参加者】60名（参加者・スタッフ含む） 社協 2名 

・参加者（身体障害者更生会・手をつなぐ育成会・タイムケア対象者（卒 

業生）・一般） 

・スタッフ（身体障害者更生会・手をつなぐ育成会・民生委員児童委員・

甲賀市ボランティア連絡協議会甲南支部・社協） 

 

⑤信楽地域福祉活動センター              

○第 16回ふれ愛クリスマス（信楽）     （歳末たすけあい募金配分金事業）  

【日 時】12月 3日（日） 10:30～15:00   社協 3名 

【内 容】ふれ愛ステージ、模擬店、餅つき、ステージ発表、ハンドベル演奏など 

【場 所】信楽開発センター 

【参加者】約 200 名 

 

・第 16回ふれ愛クリスマス実行委員会（信楽町） 

【実行委員】甲賀市手をつなぐ育成会、甲賀市身体障害者更生会、信楽つどいの会、親友

会、信楽青年寮、信楽学園、ワークセンター紫香楽、信楽くるみ作業所、

アイコラボレーションしがらき、しがらき地域生活支援センター、ふれ愛

パーク、甲賀市ボランティア連絡協議会,民生委員児童委員協議会、ふれ

愛キャンプ実行委員会 

【開催回数】3回 

【参加者】延べ 28名 社協 8名 

 

○第 46回合同運動会（支援事業） 
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【日  時】10月 22日（日） 10:00～13:00（台風のため半日開催） 

【場  所】信楽体育館 

【参加者】約 200 名 社協 1名 

 

・合同運動会実行委員会 

【主  催】実行委員会（ワークセンター紫香楽、信楽学園、信楽くるみ作業所、信楽青

年寮、しがらき地域生活支援センター、信楽つどいの会、親友会、甲賀市手

をつなぐ育成会信楽支部、地域福祉活動センター） 

【協力団体】民生委員児童委員協議会、赤十字奉仕団 

【開催回数】3回 

【参加者】社協 3名 

 

○どりぃ夢（障がいのある子どもをもつ親の会）開催支援（信楽） 

【開  催】4月 24日（月）10:30～12:00、2月 1日（木）10:00～11:00 

     3月 21日（水）13:40～14:30 

【内  容】保護者の交流、情報交換・情報提供、タイムケア事業についての検討など 

【場  所】信楽地域市民センター  

【参加者】延べ 15名  社協 6名 

 

⑥外出支援事業 

（市受託） 

○対象者数（町別・区分） 

         

町名 

対象者数 

（H30.3 月末） 

延利用者数 

（H30.3月末） 

対象者実数 

（H29.3月末） 

延利用者数 

（H29.3 月末） 

土山町 10 224 10 202 

甲賀町 6 368 9 418 

甲南町 10 311 13 338 

信楽町 8 111 10 123 

合計 34 1,014 42 1,081 

 

 

５．団体支援 

（１）甲賀市民生委員児童委員協議会連合会 

○市民生委員児童委員協議会連合会 

  内   容 回数 
社協延 

人数 

1 理事会（定例） 12 24 

2 全員研修会（介護予防・予防体操） １ 1 
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3 専門部会長会議 1 1 

4 専門部会研修・会議 7 7 

5 理事県外研修 1 1 

6 会計監査会 1 1 

7 総会 1 7 

8 事業計画・予算検討会議 1 1 

9 100周年実行委員会・記念誌編集員会 15 15 

 計 40 58 

 

○各町民生委員児童委員協議会    

水口町民生委員児童委員協議会 

 内      容 回数 
社協延 

人数 

1 総務部会 12 12 

2 全員協議会 6 12 

3 総務部会･専門部会合同会議 4 4 

4 地区民生委員児童委員協議会（水口・岩上) 6 6 

5 地区民生委員児童委員協議会（綾野) 6 6 

6 地区民生委員児童委員協議会（柏木) 6 6 

7 地区民生委員児童委員協議会（伴谷) 6 6 

8 地区民生委員児童委員協議会（貴生川) 6 6 

9 各部会別研修 8 8 

10 監査会 １ １ 

計 61 67 

    

土山町民生委員児童委員協議会 

 内      容 回数 
社協延 

人数 

1 定例民生委員児童委員協議会 12 12 

2 三役会 12 12 

3 各種研修会   1   1  

4 高齢者福祉部活動  2  2 

5 障害者福祉部会 作業所支援  12  0 

6 児童福祉部会活動  2  １ 

7 人権研修  2  2 

8 県外視察研修  1  1 

9 ひとり暮らし高齢者等実態調査、他  1  1 

10 広報紙編集発行 2,500部 8 8 

計 53 40  

    

甲賀町民生委員児童委員協議会 

 内       容 回数 
社協延 

人数 

1 定例民生委員児童委員協議会 12 12 

2 専門部会 2 2 

3 広報編集会議 6 6 

4 施設奉仕作業（甲賀荘・かふかの里･鹿深の家） 3 3 

5 高齢者部会活動 3 2 

6 児童部会活動（主任児童委員活動含む） 20 2 
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7 生活福祉部会活動 2 2 

8 障がい者福祉部会活動 10 2 

9 人権福祉部会活動 4 1 

10 救急医療情報キット（命のバトン）配布事業 通年 通年 

11 会計監査支援 1 1 

12 三役会 12 12 

13 広報紙編集発行 3200部 1 1 

計 76 46 

    

甲南町民生委員児童委員協議会 

 内        容 回数 
社協延 

人数 

1 定例民生委員児童委員協議会 会議 12 12 

2 役員会 1 1 

3 日帰り研修 1 1 

4 宿泊研修 1 1 

5 高齢者福祉部会研修 認知症と見守り 1 1 

6 生活部会視察研修 生活困窮者対策 1 1 

7 民生委員児童委員とケアマネジャーとの意見交換

会 
1 2 

8 障がい者施設研修（やまなみ作業所） 1 1 

9 広報委員会 1 1 

10 広報発行 8 回 通年 通年 

11 地域見守りマップ作成支援 通年 通年 

12 三役会 12 12 

13 監査会および決算会計事務処理支援 2 2 

計 34  35  

    

信楽町民生委員児童委員協議会 

 内        容 回数 
社協延 

人数 

1 全員協議会（総会・各部会研修会）  5 12 

2 役員会（三役会・役員会・役員研修会） 14 14 

3 正副部会長会  1  1 

4 会計監査  1  1 

5 地区民児協（4地区民児協）  8  8 

6 部会（人権福祉部会）  2  2 

7 県内研修会（日帰り研修）  1  1 

8 県外・市外民児協交流会  4  6 

9 救急医療情報キット「命のバトン」配布事業 通年 通年 

10 広報紙編集発行 3,900部  8  8 

計 44  53  

  

 (特別支援事業) 

  民生委員制度創設 100周年記念事業 

    100周年記念誌の発行  「地域とともに」～甲賀市民児協のあゆみ～ 

    100周年記念大会  記念講演 子育てを中心に ～大人が育てば子が育つ～ 

    100周年記念植樹  甲賀市役所前に北山杉とハナミズキ  
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    活動啓発事業    254名全員に啓発用ビブスの配布 

(その他の支援内容) 

広報紙発行支援、各委員よりの相談援助、赤ちゃん訪問事業等の支援、事務補助、 

会計処理補助、各部会の研修企画、定例会を含む会議開催の支援、事務支援など 

  

（２）介護者の会 

○介護者の会（当事者団体）支援 （全体） 

【内  容】総会、役員会、研修会、交流会、つどい、施設見学など 

【開  催】13回 

【参  加】延べ 225名 

【広報発行】年１回（編集・配布支援） 

  

○介護者サロン開催支援 

町名 
開催日 

13:30～15:30 
内  容 場 所 回数 

参加

者数 

社協

（人） 

水口 毎月第 2火曜日 
交流会（意見交換、相

談）、施設見学、研修会 

水口社会福祉セン

ター 
   11  97   4 

土山 毎月第 3水曜日 
懇談・相談・リフレッシ

ュ・交流会 

フィランソ土山な

ど 
12 60 3 

甲賀 毎月第 3水曜日 
懇談・相談・リフレッシ

ュ 

老人福祉センター

佐山荘など 
10 40 3 

甲南 毎月第 2木曜日 
懇談・相談・リフレッシ

ュ・茶話会など 

甲賀市市民福祉活

動センター 
12 103 1 

信楽 
奇数月：第 3水曜日 

偶数月：第 3日曜日 

情報交換、意見交換、研

修会、交流会等 

信楽開発センター

など 
10 64 3 

認知症 

介護者 
毎月第 1水曜日 懇談・相談 佐山荘など 11 63 16 

男性 

介護者 
毎月第 1木曜日 懇談・相談 

水口社会福祉セン

ターなど 
10 64 4 

合    計 76 491 34 

 

（３）その他団体支援 

○赤十字奉仕団    ○遺族会  ○身体障害者更生会  ○手をつなぐ育成会 

○ゆうゆう甲賀クラブ ○更生保護女性会 
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６．福祉センター等指定管理事業  

（１）社会福祉センター管理・運営事業 

①水口社会福祉センター（貸し館状況）    年間 1,965団体 

・Ｖセンター 延べ利用 345団体  ・中会議室   延べ利用 356団体 

・身障研修室 延べ利用 438団体  

・相談室Ａ  述べ利用 341団体  ・相談室Ｂ   述べ利用 485団体 

②甲賀市福祉ホール（指定管理）（貸し館状況） 年間 272団体     

１）利用料免除 

・開館日数 359 日 ・利用日数 189日  延べ利用団体 227 団体  

 

２）有料 

・開館日数 359 日 ・利用日数 45 日    ・延べ利用団体  45 団体  

 

（２）老人福祉センター碧水荘（水口） 

〈利用者状況〉 

【開館日数】年間 244日   

【延べ利用者数】年間 3,645人※文化祭、文化祭実行委員会は他施設で開催しているため

除く。 

  

〈短期教室〉   2教室  開催回数 12回  延べ参加人数  139名 

 教室名 開催日 内容 
開催

回数 

延べ参

加人数 

１ 
ハワイアンダン

ス教室 

8月 21日 28日 

9月 11日 25日 

10月 2日 16日 

日本とハワイの歌をアレンジし

ながらハワイアンダンスを楽し

む教室 

6 70 

２ 俳句教室 

8月 30日 

9月 13日 27日 

10月 11日 25日 

11月 8日 

俳句の講義を聴き俳句を自作 6 69 

計 12 139 

 
 

<自主サークル>  16サークル  開催回数 323  延べ参加人数  3,431名 

 教室名 開催日 内容 
開催

回数 

延べ参加

人数 

1 水口陶芸 第 2・4木曜日 各種陶芸の講義と実習 24 362 

2 陶芸 A 第 1水曜日 高度の陶芸実習 12 103 

3 陶芸 B 第 3水・木曜日 高度の陶芸実習 24 153 

4 盆栽 第 3金曜日 各種園芸の講義と実習 6 23 

5 書道 第 1金曜日 楷書・行書の練習 12 104 

6 茶道 第 2・4火曜日 ふくさばきとお盆点 23 222 
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7 音楽 第 1・3月曜日 コーラス・ハンドベル 22 319 

8 レクダンス 第 1・2・4水曜日 レクダンス 33 545 

9 表装 第 2・4金曜日 各種表装の実習 22 176 

10 将棋 第 2・3・4火曜日 将棋の実践と戦い方 35 296 

11 デジカメ 第 1・3木曜日 デジカメ写真撮影基本 22 238 

12 絵手紙 第 2・4金曜日 絵手紙の描き方 20 281 

13 絵画 A 第 2・4水曜日 絵画のデッサン 24 215 

14 絵画 B 第 1・3水曜日 絵画のデッサン 23 201 

15 いけばな 第 1木曜日 生け花の活け方 11 107 

16 ハワイアンダンス 第 1・3月曜日 ハワイアンダンス 10 86 

計 323 3,431 

 

<その他事業>  4事業  開催回数 33回  延べ参加人数 279名 社協 14名 

 開催日 内容 
開催

回数 

延べ参加

人数 

社協人

数 

体験教室 

 

7月～9月 

※開催日各サー

クルで決定 

絵手紙,いけばな,将

棋,絵画 B,音楽,陶芸 A,

茶道,レクダンス,書道 

26 27 0 

文化祭 10月 2日 3日 
サークル活動発表 

作品展示 
2 190    4 

代表者会議 

4月 10日 

6月 26日 

10月 30日 

2月 13日 

活動内容の検討等 4 48 9 

文化祭実行委員会 8月 29日 文化祭の内容検討等 1 14  1 

計 33 279  14 

 

（３）老人福祉センターフィランソ土山 

<利用者状況>  

【開館日数】年間 244日  【延べ利用者数】年間 4,985人   

 

<利用状況>  

○タイムケア事業  土山町サマースクール    （年間 7回） 

○ひとり暮らし高齢者活動  ひとり暮らし高齢者のつどい 

○地域の活動の拠点 

  土山町民生委員児童委員協議会の定例会、研修会、ゆうゆうクラブ土山支部、土山学区 

ゆうゆうクラブ、土山町赤十字奉仕団、土山町更生保護女性会、土山町遺族会、各サー

クル、ボランティアグループの活動拠点として、各種研修会の会場として 

○ボランティアセンター機能 

甲賀社協ボランティアセンターの窓口として位置づけ 

○おもちゃ、本などの貸し出し 
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（４）老人福祉センター佐山荘（甲賀） 

<利用者状況> (社協事業は除く) 

【開館日数】年間 212日 【延べ利用者数】年間 4,263人    

 

<利用状況>  

○高齢者サロン（ボランティア運営） 

ささえ愛          第 2･4月曜日          10:00～15:30 

にこにこサロン       第 1火曜日･第３月曜日 10:00～14:30 

○タイムケア事業         甲賀げんきっこスクール 

○余暇支援活動          余暇活動さんりんしゃ               第３土曜日 

○子育て支援事業         ここもーり 佐山学区子育てサロン   月 1回 

                 にじいろすまいる           第 3火曜日 

○介護者サロン           認知症サロン 第 3水曜日 サロンいどばた 第 1水曜日 

○ひとり暮らし高齢者活動 ひとり暮らし高齢者のつどい 

○小地域福祉活動        ささえ愛給食  毎週木曜日夕食 手作り弁当配食 

○地域の活動の拠点 

  佐山学区自治振興会、手をつなぐ育成会、三雲養護学校高等部（保護者会）、スポーツ

少年団、佐山小学校、甲賀北保育園、佐山地区老人クラブ、佐山区長会、字サロン、各

サークルの練習拠点として、各種研修会の会場として 

○ボランティアセンター機能 

甲賀社協ボランティアセンターのサテライトとして位置づけ 

チラシや啓発紙・ポスター掲示など 

（５）甲賀市市民福祉活動センター運営（甲南） 

○市社会福祉課、市地域コミュニティ推進室との協議に基づき、施設の管理運営、貸館、機

材の貸出、交流スペースの利用促進、印刷機、輪転機、長尺プリンターの利用サービス等

を実施 

※あいこうか市民活動ボランティアセンターの事業活動については別記載 

【開館日数】250 日 月～金 8:30～17：30 

【貸室利用】162 回 

【来館者数】4,782 人（多目的室 3,180人、交流スペースなど 1,602人） 

○印刷機、輪転機、長尺プリンターの利用 

 【印刷機、輪転機】251件    

 【長尺プリンター】119件 

 

○消防訓練の実施 

 【日時】3月 5日（月）10：15～11:30  

 【内容】通報避難誘導訓練と消火訓練 職員 11名 来館者 18名が参加 
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７．甲賀市社協ボランティアセンター事業（福祉ボランティア活動推進事業） 

（共同募金、社協会費） 

（１）福祉ボランティア活動の活性化 

 

①甲賀市社協ボランティアセンター登録者・グループ数 

登録者一覧表 H29.3．31現在 

地域 
グループ 

個人登録 
個人・G 

総数 

登録人数 

合計 Ｇ数 人数 

水口 59 1,023 105 164 1,128 

土山 27 410 33 60 443 

甲賀 36 1,632 16 52 1,648 

甲南 30 1,395 132 162 1,527 

信楽 36 594 135 171 729 

市ＶＣ 48 1,227 184 232 1,411 

（内）災害Ｖ － －    （145） － （145） 

合計 236 6,281 605 841 6,886 

 

②ボランティアコーディネート 

《主なコーディネート内容》 

 福祉ボランティアコーディネート、ボランティア活動（志望）者相談、福祉施設ボラン

ティア、福祉学習コーディネートなど。 

（※実績数は、総合相談事業「福祉なんでも相談」に集計） 

 

１）水口地域福祉活動センター 

広野台お助け隊活動支援、うさぎのミミ活動支援、みんなくる会活動支援、サロンまな

び活動支援、生活支援ボランティア立ち上げ支援、地域行事、福祉施設へのボランティ

アコーディネート 

 

２）土山地域福祉活動センター 

音訳グループ活動支援、サロン・地域行事等へのボランティアコーディネート、ふみグ

ループ活動支援、ほほえみ会活動支援、生活支援ボランティアつなぎの輪事務的支援、

個人ボランティアコーディネート 

 

３）甲賀地域福祉活動センター 

地域行事、福祉施設、サロン等へのボランティアコ―ディネート、喫茶お和しすボラン

ティア活動支援、傾聴ボランティア立ち上げ支援 
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４）甲南地域福祉活動センター 

もんじゃの会活動支援、ボランティアグループ手づくりおもちゃポッポちゃん活動支援、

地域行事･おたっしゃ広場のボランティアコーディネート 

生活支援ボランティアグループ「すぷーん」の活動支援とコーディネート 

 

５）信楽地域福祉活動センター 

障がい児・者活動支援、子育てサロン支援、あくてぃふ紫香楽活動支援、金曜会活動支

援、信楽小学校特別支援学級取り組みへの支援、信楽青年寮盆踊り大会、地域行事への

ボランティアコーディネート 

 

③甲賀市・関係機関・部門間の連携 

１）甲賀市高齢者ボランティア・ポイント制度（長寿福祉課） 

 ○事前説明会 

  【開  催】4 回（5月 13日、7月 11日、9月 7日、12月 2日） 

  【内  容】ボランティア活動の基本について説明 

  【参  加】延べ 60名 社協１名 

 

 ○活動継続者研修会 

  【開  催】2 回（5月 18日、7月 5日、） 

  【内 容】ボランティア活動、コミュニケーションの大切さについて 

  【参 加】延べ 46名 社協 1名 

 

④ボランティア保険加入事務 

 

 

 

 

 

ボランティア 

活動保険 
行事保険 

福祉サービ

ス補償 
送迎補償 

水口 1,276名 134件（280日） 6件 3件 

土山   78名 578名（110日） 0件 0件 

甲賀   344名 22件（142日） 0件 11件 

甲南   506名 10件（ 11日） 0件 2件 

信楽   477名 36件（308日） 2件 3件 

合計 2,681名 780件（851日） 8件 19件 
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（２）甲賀市ボランティア連絡協議会支援 

支部名 支援内容 回数 
参加延

人数 

社協 

職員数 

市ボランティア 

連絡協議会 
理事会、総会、交流会、視察研修など 12 230 12 

水口支部 
役員会、代表者会、総会、交流会、研修

会 
10 137 10 

土山支部 代表者会、学習会、交流会など 7 95 8 

甲賀支部 
役員会、代表者会、研修会、交流会

など 
11 271 12 

甲南支部 役員会、定例会、研修会など 13 147 13 

信楽支部 
総会、定例会、研修会、ボランティアま

つり、広報紙発行支援 
7 189 12 

合 計 60 1,069 67 

 

（３）福祉学習等開催支援（学校が実施する福祉学習への協力・支援） 

（共配） 

出前講座の実施（車いす体験、アイマスク体験、点字体験、インスタントシニア体験等） 

《開催状況一覧》 

 

 

小学校 中学校 高校 専門学校 計 

箇所 回 箇所 回 箇所 回 箇所 回 箇所 回 

水口 4 7 1 8 2 9 1 18 8 42 

土山 2 4 1 8     3 12  

甲賀 3 7 1 1     4 8 

甲南 5 9 1 3 
    

6  12 

信楽 2 7       2 7 

市ＶＣ 
    

1 2 
  

1 2 

計 16 34 4 20 3 11 1 18 24 83 

 

《参加者数一覧》 

 
 

参加者合計(人) 

児童・生

徒・地域

住民等 

教諭 保護者 当事者 
ボラン

ティア 

社協ヘ

ルパー 

社協 

(地域) 
計 

水口 1,223 48 0 6 17 10 20 1324 

土山 260 30 0 3 32 5 8 338 

甲賀 380 19 0 1 10 3 7 420 
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甲南 616 46    0 5 16 10 10 703 

信楽 135 13 90 3 0 6 9 256 

市ＶＣ 48 4 0 0 0 0 4 56 

計 2,662 160 90 18 75 34 58 3,097 

  ※水口センター その他（手話通訳士 2名、ガイドヘルパー4名、県社協 1名） 

 

（４）新しい総合事業に向けた活動推進 

①生活支援・個別支援ボランティア活動への展開 

１）生活支援ボランティア活動支援 

 【グループ名】生活支援ボランティア「すぷーん」 

 【内   容】甲南町内在宅高齢者等への生活支援ボランティア打ち合わせ、活動調整 

        等 

【グループ名】生活支援ボランティア「つなぎの輪」 

 【内   容】土山町内在住の高齢者等への生活支援ボランティアの窓口業務、活動調 

整、関係機関との連携、事務的支援、初回訪問時の同行など 

 

２）傾聴ボランティアグループ活動支援 

 【グループ名】よりそい 

 【内     容】甲賀市内在宅高齢者への傾聴ボランティア打ち合わせ、学習会開催、 

        訪問調整 

 【調   整】訪問日程等連絡調整  221件 

        新規申し込み・中止手続き 9件 

 

 【グループ名】ほほえみ 

 【内   容】土山町内在宅高齢者への傾聴ボランティア打ち合わせ準備、訪問調整、 

        新規申し込み者対応 

 【グループ名】傾聴ボランティアグループ「あい・あい」 

 【内   容】水口町内在住高齢者等への傾聴ボランティア打ち合わせ、学習会開催、 

        訪問調整 

 【調   整】訪問日数  23回 

新規申し込み 6名 

 

（５）広報・周知 

①「社協こうか」（各地域福祉活動センターだより）の 4コマまんが掲載 

【回 数】7回 

【配布数】全戸配布 
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②「あいこうか」（市役所）の福祉ボランティア情報掲載 

【回 数】12回 

【配布数】全戸配布 

 

（６）ボランティア助成事業 
(共配)  

 

事業名 助成対象団体  件数   金額（円） 事業内容 

 

ボランティアグル

ープ助成金 

 

ボランティア連絡協議会

活動助成金  

 

  １ 

 

200,000 

 

ボランティア連

絡協議会活動 

       

 

 ８．市民福祉活動センター（あいこうか市民活動ボランティアセンター） 

（市指定管理事業） 

甲賀市は、市民が快適に暮らせるまちづくりをすすめるため、ボランティアなどの市民活動

と地域福祉を促進する機能として「あいこうか市民活動・ボランティアセンター」を平成 24

年 5月に開設し、社協がその管理運営の指定を受け、区・自治会や自治振興会、市民団体・Ｎ

ＰＯなど市民活動の充実や、人材活性化事業等による人材育成、各関係機関等との連携に努め

てきた。平成 29 年度は、当センターをはじめ市と社協、市内市民活動団体等の連携を深める

とともに、常に当センターの利用者目線に立ち、満足して利用していただけるようサービスに

努めた。 

 

（１）市民福祉活動センターの運営 

センターの運営のあり方について、広く市民活動団体等の意見を聞くために、運営懇話会

を開催した。 

期日 6月 28日（水） 

委員 11名 

内容 あいこうか市民活動ボランティアセンターの現状について意見を伺う。 

結果 施設の利用について、十分満足頂いていることを確認することができた。 

 

（２）甲賀市人材活性化事業 

（私にもできる まちづくりＪＵＫＵ） 

市地域コミュニティ推進課と共催で事務局体制をとり事業を実施。 

 

①スタッフ等打合せ 

【参 加】市地域コミュニティ推進課 
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【回 数】6回 4月 14日、5月 17日、5月 23日、7月 13日、2 月 2日、3月 8日 

【場 所】甲賀市市民福祉活動センター 

                    

②甲賀まちづくりサロン（甲賀市人材活性化事業） 

まちづくり最初の一歩講座。ゲストスピーカーからまちづくり談義を聞き意見交換会を

実施 

【回  数】5回 10月 14日（土）水口町 水口岡山城跡の国指定を後押し   18名 

10月 28日（土）信楽町 朝宮茶を使った商品プロモーション 15名 

11月 11日（土）甲賀町 地域ぐるみで取り組む獣害対策   16名 

11月 19日 (日）甲南町 特産品で地域を元気に             27名 

1月 20日（土）土山町 「いちご女子」によるいちご栽培   9名 

                    

③女性のためのビギナーズカフェ（甲賀市人材活性化事業） 

○女性ならではの目線で、自分たちのまちを見つめなおし、「地域のために何かを始め 

 てみたいがどうすればよいかわからない。」「一人では不安」などという思いを、楽し 

くしゃべりながら、いっしょに考える初歩の講座 

 受講者 7人 

【回数】5回 第 1講 10月 15日（日）マルシェ５０１（水口町新城） 

・オリエンテーション 

第 2講 11月 5日（日）信楽げなげな市、窯元散策 

            ・げなげな市実行委員代表の講和 

第 3講 12月 16日（土）マルシェ５０１ 

            ・「ネガティブな感情との上手な付き合い方」 

            講師 日本メンタルヘルス協会カウンセラー 

                          辻 優子 氏 

第 4講  1月 13日（土）やまなみ工房 

            ・工房見学と施設長の講和 

第 5講  2月 3日（土） マルシェ５０１ 

            ・「落ち込みグセからの抜け出し方」 

講師 日本メンタルヘルス協会カウンセラー 

                          辻 優子 氏 

 

④ステップアップビギ（甲賀市人材活性化事業） 

○「女性のためのビギナーズカフェ」をきっかけにした取り組みをさらに進め、発展さ

せるための講座 

  受講者 12名 

 【回数】5回第 1講  8月 22日（火）貴生川公民館 

                   ・食品衛生について 

       第 2講 12月 16日（土）マルシェ５０１ 

                   ・ビギナーズカフェと合同で開催 
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       第 3講   1月 13日（土）やまなみ工房 

 ・ビギナーズカフェと合同で開催 

        第 4講  2月 3日（土）マルシェ５０１ 

                    ・ビギナーズカフェと合同で開催 

        第 5講  2月 28日（水）貴生川公民館 

                    ・受講生の意見交換 

 

⑤わいわい甲賀楽交講座（甲賀市人材活性化事業） 

○視察を中心とした、地域の課題発見と課題解決への取組み方法を学ぶ講座  

 受講者 12 人 

【回  数】 5回  第 1講 7月 15日（日）テーマ 「交わる」地域交流 

〇オリエンテーション 

            〇五個荘地区まちづくり協議会 

        第 2講 8月 19日（日）テーマ 「創る」地域産業 

            〇丸柱地域まちづくり協議会 

        第 3講 9月 30日（日） テーマ「あやかる」地域資源 

            〇道の駅奥永源寺渓流の里 

        第 4講 10月 7日（日） テーマ 「試みる」地域活動 

            〇特定非営利活動法人 CASN（カズン） 

        第 5講 11月 18日（日） テーマ 「守る」地域防災 

            〇妓王まちづくり推進協議会 

 

（３）甲賀市市民協働事業提案制度支援 

市と市民が取り組む「協働事業」を第三者的立場から感想や意見を述べ、より望ましい事

業成果が得られるように導く役割を担当する。 

回 開催日 内容 場所 
社協 

人数 

1  5月 25日（金） 
平成 28年度市民協働事業提案制度成

果発表会 
市役所水口庁舎３F １ 

2 11月  1日（月） 29年度第 1次審査会 水口社会福祉センター 1 

3 11月 26日（日） 29年度 公開プレゼンテーション 市役所水口庁舎３F ０ 

4  1月 19日（金） 平成 29年度中間事業ふりかえり会議 市役所水口庁舎３F １ 

合      計 3 

 

（４）市民活動つながり事業  

映画「じんじん」上映会事業  第二ステップ以降の取り組み 

【内 容】市民活動者のつながりに導く「まちかど描写交流会」→ポスター活用 

・せんげん仏原画継続制作   貴生川絵画サークル 
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（５）センター登録と需給コーディネート 

①市民活動・ボランティアセンター登録数 

【グループ登録数】 239 グループ         5,932 名  

【個 人 登 録 数】                         546 名 

【合計登録者数】                       6,478 名 

 

②相談・コーディネート 

【コーディネート件数】                 85件 

主なコーディネート内容 

・子育て・子ども関係                6件 

・老人クラブ関係                9件 

・サロン関係                 4件 

・病院・介護施設             5件 

・コミュニティ関係           59件 

・その他 2件 

 

（６）市民活動支援 

      〇NPO法人活動・事業相談                     9団体 

     〇個人ボランティア相談                      6団体 

 

（７）コミュニティ活動「自治振興会」「区・自治会」支援 

〇山内自治振興会 事業企画支援 

     ・絵屏風 

〇岩上自治振興会 事業運営支援 

     ・講座受講者 1000 人突破記念のつどい助言 

〇綾野自治振興会 事業運営支援 

     ・あやのわいわいフェスタ 

〇各区・自治会 敬老会、人権研修、納涼祭等イベント支援 

     野尻      宝木       第三水口台    田堵野 

     柑子      稗谷          水口第 10     隠岐  

     塩野         磯尾       新町              上野 

     下馬杉          新治       菅谷       山内自治振興会 

     上馬杉     ニューポリス   北脇       長野自治振興会 

     竜法師     杉谷南出     北内貴      岩上自治振興会 

     池田      上野川      岩坂 

     寺庄      三本柳      小佐治          



63 

 

（８）市民活動・ボランティア情報の受配信 

○「社協こうか」冊子版への掲載 

【回   数】2回 

【配 布 数】全戸配布 

○「あいこうか市民活動・ボランティアセンターブログ」の更新 

○「広報 あいこうか」への掲載 

○あいコムこうかの利用    各種事業開催時の周知に活用 

    

（９）その他 

○甲賀市内図書館との情報共有（社会教育課） 

【内  容】市内自治振興会広報誌の配置と当センターとの情報共有依頼 

○印刷機、輪転機、長尺プリンターの利用件数  

 印刷機（コピー機）  251件 

 輪転機         119件 

 長尺プリント     110件 

○物品貸出し件数      238件 

○スタッフ等会議の開催（地域コミュニティ推進課、社協、センタースタッフ ） 

【回  数】14 回 

【内  容】市民活動・ボランティアセンター業務・まちづくり交流会、体制について

の打合せ 

【参加者】コミュニティ推進室・社会福祉法人・あいこうか市民活動ボランティアセ

ンター職員 

○県域中間支援センター連携事業 

・県内中間支援センターとのメールによる情報の提供と収集 ３回 

 

 

９．広報・啓発・人材育成  

（１）地域福祉大会の開催  

地域福祉大会は、甲賀市地域福祉活動計画に基づき、だれもが安心して暮らすことのできる

住みやすいまち「健康福祉のまち甲賀」の実現を目指して、甲賀市と社協の両主催で開催。 

甲賀市の地域福祉に気軽に触れ、関心をもっていただく機会として、広く参加できる大会を

目的に、「地域で共に生きる～ご近所福祉でまちづくり～」のテーマのもと分科会形式で開催

し、様々な視点からテーマについて考える場として開催した。 

 ①会議（地域福祉大会企画会議） 

   今年度は、地域福祉部門の職員のみで企画・実施するのではなく、幅広く地域福祉を進める

社協として、地域活動支援課、相談支援課、法人運営部、在宅生活支援部の 4部門の職員の連
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携・企画により、地域福祉大会を検討・実施した。 

また両主催の甲賀市の担当職員も企画会議に参画して検討・実施した。 

 

  ○甲賀市地域福祉大会企画会議 

   【日  時】 9月 1 日（金）、10月 10日（火）、11月 20日（月）、1 月 30日（火）、 

3月 27 日（火） 

   【内  容】 日程、内容の検討（プログラム、タイムスケジュール等） 

         分科会の協議・検討など 

   【企画メンバー】社協 19 名、甲賀市職員 1名 

   【場  所】水口社会福祉センター 

 

 ②平成 29年度甲賀市地域福祉大会 

【日  時】3月 10 日（土）13：00～16：30 

【テ ー マ】「地域で共に生きる～ご近所福祉でまちづくり～」 

【大会概要】○開会式典  表彰・感謝状贈呈 

      ○基調講演「地域で共に生きる～ご近所福祉でまちづくり～」 

 講師 大谷大学教授 志藤修史 氏 

○分科会 

分科会①（つながり） 

「○共働＝住民×地域×企業～つながりを生み出す三方よし～」 

分科会②（ボランティア） 

 「○にじ色に輝く毎日を！～ボランティア活動がつくる笑顔のある地域へ～」 

分科会③（防災） 

 「○生かそう地域の助けあい～高めよう地域の防災意識～」 

分科会④（居場所） 

 「○きてみてイイ場所！～地域の居場所づくり～」 

分科会⑤（見守り） 

 「○るールにとらわれない見守りの実践を！～身近な見守り活動の極意～」 

○まとめのディスカッション 

【場  所】忍の里プララ・甲南公民館 

【参  加】347名 

 

（２）広報紙発行  

（共配） 

広報紙は、法人運営部による冊子版発行と各地域福祉活動センター発行の地域版、碧水荘だ

より、すこやか荘だよりを発行し、また、社協内部の職員に向けて社協内広報を発行した。冊

子版では、社協全体としての動きや啓発などを行い、地域版では、各地域のきめ細かな情報を

伝えた。広報紙の配布方法は各地区区長の協力により、各町内や組を通じて配布していただい

た。冊子版の発行は年４回とし、その内年 2回（6月と 1月）を新聞折り込みとした。  
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①甲賀市全体版発行 ４回（冊子版） 区長配布（4/15 9/15） 新聞折込（6/15 1/1） 

  発行日 広報紙名 記事 

1 4月 15日 
社協こうか 

第 79号 

・シリーズ「こうかできらり」「こうかの福祉人」 

・平成 29年度社協事業計画、予算 

・赤い羽根共同募金協力事業所・団体一覧、他 

2 6月 15日 
社協こうか 

第 80号 

・シリーズ「こうかできらり」「読んで当てよう甲賀のえ

えもん」 

・平成 28年度社協事業報告・決算 

・社協会費納入のお願い、他 

3 9月 15 
社協こうか 

第 81号 

・シリーズ「こうかできらり」 

・第 2次甲賀市地域福祉活動計画・社協会費納入のお礼 

・サマースクールの報告、他 

4 1月 1 
社協こうか 

第 82号 

・新年のメッセージ 

・シリーズ「こうかできらり」 

・赤い羽根共同募金「甲賀のまちをよくするしくみ」他 

※社協会費・共同募金協力へのお礼時に広報を同封するため、発行部数に増減あり。 

また、6月 15日と 1月 1日発行は新聞折り込みとした。 

 

②地域福祉活動センターだより発行(A3両面)  区長配布、公共施設に配布 

活動センター名 発行回数 配布 

水口 8 全世帯 

土山 8 全世帯 

甲賀 8 全世帯 

甲南 8 全世帯 

信楽 8 全世帯 

計 40  

  ※地域世帯数により発行。 

 

③デイサービスセンターすこやか荘、碧水荘デイサービスセンターだより発行（A４両面）  

発行回数月 1回 利用者、家族、居宅介護支援事業所向け 

 

④デイサービスセンターすこやか荘だより発行（A４両面） 

発行回数月 1回 利用者、家族、居宅介護支援事業所向け 

 

⑤社協内広報の発行（A3両面・片面）  

発行 9 回（随時） 社協内部職員向け     

 

（３）実習生の受入れ  

○社会福祉士養成 社会福祉援助技術現場実習受け入れ 

【実習生】佛教大学 1名、大谷大学 1名  

【期 間】8月 21日～ 9月 23日 24日間   

【内 容】社協が実施する各種地域福祉事業・活動への参加を受け入れ援助技術を中心に
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指導・助言・評価を行なった。 

・サマースクール、学習支援事業、関係団体への視察研修、各種会議、 

      研修など 

 

○介護、看護に関わる各種実習生受入 

 

○同行 

訪問看護事業  ・退院支援機能強化事業同行訪問 水口病院        1名 

                        国立病院機構紫香楽病院 1名 

・痰吸引同行訪問  社協 1名（1号） 3名（3号）  

 

   ○福祉作業所に関わる実習受入 

 

事業所名 受け入れ施設 目的 人数 日付 

訪問看護事業 
滋賀県立総合保健専門

学校 
看護学生在宅看護論 12名 

  5月、6月、     

10月 11月  

（139日間） 

訪問看護事業 甲賀看護専門学校 老年看護学実習 39名 9 月 20日 

碧水荘デーサービ

スセンター 
甲南中学校 職場体験 2名 5～6月（5日間） 

碧水荘デーサービ

スセンター 
水口中学校 職場体験 2名 6月（5日間） 

すこやか荘 甲賀中学校 職場体験 3名 10月（5日間） 

居宅介護支援事業 

（ぬくもり、あい、 

しがらき） 

滋賀県ケアマネジャー

連絡協議会 

介護支援専門員 

実務者研修実習 
7名 2～3月（21日間） 

事業所名 受け入れ施設 目的 人数 日付 

 

 

甲賀福祉作業所 

 

石部共働作業所 体験実習 1 5/8～5/19 

三雲養護学校石部分教室 体験実習 1 7/10～7/14 

三雲養護学校高等部 2年生 体験実習 １ 8/29～8/31 

甲賀中学校 体験実習 2 10/2～10/6 

ポリテクカレッジ滋賀 体験実習 １ 10/30～11/10 

滋賀県立盲学校 体験実習 １ 11/20～11/22 

三雲養護学校高等部 2年生 体験実習 １ 12/5～12/7 

信楽くるみ作業所 体験実習 １ 12/11～12/25 

サニーサイド 体験実習 1 1/9～1/19 

三雲養護学校高等部石部

分教室 
体験実習 1 2/3～2/9 

つちやま福祉作業所 土山中学校 職場体験 2 6/26～6/30 

甲賀福祉作業所 
土山中学校 職場体験 1 8/21 

大野小学校 職場体験 23 11/9 
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（４）職員報告会の開催 

本会は、幅広い事業を三つの部門（法人運営部、地域活動支援部、在宅生活支援部）で展開して

いるが、他部門の職務や事業等についての共有する機会が少ない状態にあるため、職員による業務

の状況報告や研修報告等、職員自身で報告する場を設けることにより、職員の誰もが本会の事

業等について理解をする機会を持つとともに、職員のプレゼンテーション能力の向上を図るこ

とを目的に実施した。 

 
 【日 時】4月 25日（火）18:30～19:30  

 【内 容】雪かきから考える地域福祉   土山地域福祉活動センター 平子センター長 

                                  樹神ＳＷ 

 【場 所】水口社会福祉センター 

 【参 加】61名 

 

 【日 時】11月 2日（木）18:30～19:30  

 【内 容】「ご近所福祉でまちづくり」～生活支援コーディネーターの役割～ 

                      地域活動支援課     大倉係長 

 【場 所】水口社会福祉センター 

 【参 加】52名   

 

（５）社会福祉士合格勉強会 

国家資格である「社会福祉士」の登録者を社協内に数多く配置することで、社会福祉についての

専門性の向上を目指していく。また、既に社会福祉士資格を持つ職員がスタッフとなり、その受験

経験からくる勉強法や受験の心構えを伝えていくことで孤独感を解消し、受験に向かうモチベーシ

ョンを高めていくことを目的に開催した。 

 
 【回 数】5回（7月、9月、10月、11月、1月）  

 【参 加 者】8名（内 1名は 30年度受験）  

 【合 格 者】4名（内 1名は精神保健福祉士） 

 【スタッフ】3名 他、ゲストスピーチ 3名 

 

 

１０．共同募金運動の推進 

甲賀市共同募金委員会  

※事業全般については、共同募金委員会事業報告書に掲載。 

 

 

１１．その他受託事業等 

（１）障がい児タイムケア事業 

（市委託事業） 

タイムケア事業は、甲賀市からの受託事業として市内５地域で実行委員会を設置し、多くの
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ボランティアや関係機関、団体の協力を得て、事故なく、無事に終えることができた。 

特に本年度は、甲賀市の協定事業から委託事業になったことから、市に準じた事業安全管理

マニュアルを作成し、最大限に安全に配慮した事業展開を行った。また新マニュアルの適用に

伴い、事業の見直し点検により、昨年まで１４日間開催していたサマースクールを、専門職員

の配置やボランティアの確保など理由から７日間の開催となった。 

開催日数を減らした対応策と合わせて、第２次地域福祉活動推進計画に示された居場所とし

て、保護者との意見交換を重ねいつでも安心して集える障がい者の居場所づくりを町域ごとに

提案することができた。現時点では、定着はしていないものの、今後年間を通して定期的に開

催される障がい者の居場所が住民主体で町ごと開催出来るように支援する。 

本年度より、養護学校を利用する対象児童について学校からの情報が得られず事業の周知が

出来なくなり混乱したことから、今後の対象児童の把握について検討が必要である 

 

タイムケア事業全般 

《市全体》 

○市障がい福祉課との協議 

【日 時】5月 19日（金）、6月 13日（火）、6月 26日(月)、9月 14日（木）、 

11月 7日（金） 

【内 容】安全管理マニュアルについて（安全確保、事業内容など） 

事業のあり方・方向性について、他 

【場 所】水口社会福祉センター・甲賀市役所 

【参 加】障がい福祉課担当職員 2名・社協職員 3名 

 

   ○三雲養護学校高等部との協議 

     【日 時】4月 25日（火）、5月 29日（月）、6月 22日（木） 

     【内 容】対象児童に他するタイムケア事業について（案内・周知） 

          職員のボランティア協力について 

          看護師協力について 

     【場 所】三雲養護学校高等部 

     【参 加】三雲養護学校高等部 4名、甲賀市社協 2名、湖南市社協 2名（※2回目のみ） 

 

○タイムケア事業担当者会議 

【日 時】4月 13日(木)、5月 1日（月）、5月 8日（月）、6月 6日（火）、9月 8日（金） 

【内 容】事業のあり方と役割分担等について 

     安全管理マニュアルの検討、実施について 

【場 所】水口社会福祉センター、他 

【参 加】社協延べ 10名 

 

   ○保護者懇談会・説明会 

     【日 時】5月 31日（水）、6月 27日（火） 

     【内 容】タイムケア事業について、他 
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     【場 所】水口社会福祉センター、甲南公民館 

     【参 加】保護者 14名、市役所 2名、社協 8名 

 

サマースクール 

《市全体》 

○障がい児支援ボランティア養成講座 

【日 時】7月 8日（土）13:30～15:00 

【内 容】障がいの特性と関わり方のポイントについて 

講師：甲賀市発達支援課 升谷裕一朗 氏 

     甲賀市タイムケア事業について 

【場 所】甲南公民館 大会議室 

【参 加】58名、市役所 1名、社協 5名 

 

○AED 救急救命講講習 

【日 時】7月 10日（月）9:00～12:00 

【内 容】救急救命と AED使い方について 

【場 所】甲賀広域行政組合消防本部 

【参 加】指導員 18名、社協 8名 

 

○指導員・ボランティア向け資料配布 

サマースクールボランティアの事業やボランティアの心得についての「サマースクー

ルボランティアのてびき」を作成し、参加ボランティアへの事前資料として説明配布 

 

○サマースクールボランティア説明会 

①市役所新人職員への説明 

【日  時】6月 29日（木）15：00～16：00 

【内  容】サマースクールボランティアとしてのかかわり方、子どもたちとのかか 

わり方について、他 

【場  所】甲賀市役所 

【対 象】平成 28・29年度採用職員 

 

②甲南高校への説明会 

【日  時】7月 19日（水）9：20～10：40 

【内  容】サマースクールボランティアとしての役割、子どもたちとのかかわり方

について、他 

【講 師】保護者 2名、指導員 1名、社協職員 1名 

【場  所】甲南高校 

【参  加】甲南高校 総合学科（福祉と保育系列 2年生）20 名 

 

○サマースクールの開催状況                         
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地域別 水口 土山 甲賀 甲南 信楽 市全体 
市全体 

(28年度) 

日数 7 7 7 7 6 34 69 

参

加

者 

小学生 16 4 5 14 5 44 60 

中学生 6 2 4 3 3 18 20 

高校生 9 0 3 1 4 17 19 

合計 31 6 12 18 12 79 99 

一日平均 

参加児童数 
16.1 4.0 7.0 12 9.8 9.8 10 

参加児童延べ人数 113 28 49 84 59 333 687 

ボランティア参加 

1日平均 
28.7 14.3 15.4 26.0 25.0 21.8 14.7 

ボランティア 

延べ人数 
201 100 108 182 150 741 1,021 

指導員延べ人数 22 14 16 19 18 89 191 

保護者当番 

延べ人数 
0 0 0 16 10 26 45 

保護者（家族） 

延べ人数 
30 0 10 2 43 85 162 

社協職員延べ人数 10 14 8 8 13 53 96 

実行委員会回数 2 2 2 2 2 10 10 

 

○サマースクールの内容概要 

町別 概要 

水口 

開校式、新聞遊び、ミュージックベル鑑賞、水に浮かぶおもちゃづくり、

ダンボール遊び、楽器で遊ぼう、パフェづくり、カレーづくり、ダンスを

しよう、お話会、ミニ運動会、夏祭り準備、夏祭り、親子バス旅行（京都

鉄道博物館）、手紙を書こう、記念品づくり、閉校式 

土山 

開校式、劇を見よう、出席カードづくり、一日親子旅行（京都鉄道博物館）、

宿題、アイロンビーズづくり、プール、チアリーディング体験、図書館へ行

こう、ヨーヨーづくり、フットサル体験、お話をきこう、スライドショー、

閉校式 

甲賀 

開校式、宿題、室内ゲーム、工作（プラバン、ヨーヨーづくり）、親子バ

ス旅行、クッキング（カレー、焼そば、パフェ）、福祉作業所見学、プー

ル、チアリーディング、フットサル、礼状作り、記念品作り、大そうじ、

閉校式 

甲南 

開校式、出席カードづくり、紙すき体験、もんじゃ焼づくり、手紙を書こ

う、夏祭り、うどんづくり、思い出作り、親子バス旅行、餃子づくり、閉

校式 

信楽 

 

開校式、のれんづくり・おやつバッグづくり、劇をみよう、ミュージック

ケア、風鈴・うちわを作ろう、夏祭りの準備、とん平焼きをつくろう、夏

まつり、手紙を書こう・写真たてを作ろう、おやつを買いに行こう（台風

のため中止）、紙すき体験・クラフト体験、水あそびをしよう、プール、

ミュージックベルをきこう、お弁当づくり、スライドショー鑑賞、反省会、

閉校式 

  

①水口地域福祉活動センター 

〇指導員打ち合わせ 

【指導員数】8名  
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【開催回数】3回 

【参加延数】指導員 17名  社協 6名 

  

〇指導員会場等下見 

【開催回数】1回 

【参加延数】指導員 2名  社協 4名 

 

〇サマースクール実行委員会 

【実行委員数】21名 

【委員会所属】水口町民生委員児童委員協議会、甲賀市健康推進連絡協議会水

口支部、水口町赤十字奉仕団、水口町更生保護女性会、甲賀市

ボランティア連絡協議会水口支部、サマースクール保護者会、

手をつなぐ育成会、水口小学校、綾野小学校、伴谷小学校、伴

谷東小学校、柏木小学校、貴生川小学校、城山中学校、水口中

学校、甲賀市障がい福祉課、指導員 

【開 催 数】2回 

【開催場所】水口社会福祉センター  

【参加延数】27名 社協 5名 

 

②土山地域福祉活動センター 

〇サマースクールを考える会 

【メンバー】17名 

【委員会所属】指導員、土山町民生委員児童委員協議会、保護者、甲賀市健康

推進連絡協議会土山支部、土山中学校、土山小学校、大野小学

校、甲賀市障がい福祉課、甲賀市身体障害者更生会 

【開催回数】2回 

【開催場所】老人福祉センターフィランソ土山 

【参加延数】19人 社協 5人 

 

〇タイムケア事業関係会議など  

【内  容】指導員会議 事業内容・安全対策等について検討・下見 

【対  象】指導員、保護者など 

【開  催】5回 

【参加延数】指導員 36名、社協 7名 

 

③甲賀地域福祉活動センター 

〇関係者向け説明会・報告会 

【内  容】保護者向け説明会、関係者向け説明会、事業報告会 

【対  象】指導員、保護者、関係者など 

【開催回数】3回 
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【参加延数】36人、社協 8人 

 

〇サマースクール関係会議など 

【内  容】事業説明会、指導員会議、下見など 

【対  象】指導員など 

【開催回数】9回 

【参加延数】53名、社協 10名 

 

 

④甲南地域福祉活動センター 

〇サマースクール内容検討会 

【メンバー】15人 

【所  属】指導員、甲南町民生委員児童委員協議会、ひまわり会（保護者会）、

ボランティア連絡協議会甲南支部、甲賀市健康推進連絡協議会甲

南支部、甲賀市障がい福祉課 

【開催場所】甲賀市市民福祉活動センター 

【開催回数】2回 

【参加延数】21名 社協職員 4名 

 

〇サマースクール関係会議など 

【内  容】保護者、指導員会議、下見、保護者会、保護者説明会、調理打合せ等 

【対  象】指導員、保護者、調理ボランティア 

【開  催】8回 

【参  加】延べ 指導員 23名、保護者 9名、社協職員 11名 

 

 

⑤信楽地域福祉活動センター 

〇サマースクール実行委員会 

【実行委員数】31人（うち保護者が 13人） 

【委員会所属】保護者、指導員、信楽町手をつなぐ育成会、甲賀市ボランティア

連絡協議会信楽支部、健康推進員連絡協議会信楽支部福祉部、信

楽青年寮、しがらき地域生活支援センター、ワークセンター紫香

楽、信楽くるみ作業所、信楽小学校、信楽中学校、信楽高校、甲

賀市障がい福祉課 

【開催回数】2回 

【参加延数】28名、社協 5名 

【開催場所】信楽地域市民センター 

 

〇サマースクール関係会議等  

【内  容】指導員打ち合わせ 
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【対  象】指導員 

【開  催】4回 

【参  加】延べ 20名、社協 8名 

 

ウインタースクール 

○ウインタースクールの開催状況 

地域別 水口 土山 甲賀 甲南 信楽 市全体 
市全体 

(28年度) 

開催日 中止 ─ 12/10 ― ─  ─ 

参 

加 

者 

小学生   2 － ─ 2 22 

中学生   4 － ─ 4 3 

高校生   1 － ─ 1 6 

参加児童数（人）  ─ 7 ― ─ 7 31  

ボランティア人数

（人） 
 ─ 3 ― ─ 3 27 

指導員人数（人）  ─ 2 ― ─ 2 5 

保護者（家族）数（人）  ─ 9 ― ─ 9 26 

社協職員数（人）  ─ 1 ― ─ 1 5 

実施場所  ─ 

かふか

生涯学

習館 

― ─  ─ 

内  容  ─ 
クリス

マス会 
― ─  ─ 

 

スプリングスクール 

○スプリングスクールの開催状況 

地域別 水口 土山 
甲

賀 
甲南 信楽 

市全

体 

市全体 

(28 年度) 

開催日 3/25 ─ ─ ─ 3/21 2 ― 

参

加

者 

小学生 7 ― ― ― 5 12 4 

中学生 2 ― ― ― 2 4 5 

高校生 1 ― ― ― 2 3 4 

参加児童数 （人） 10 ― ― ― 9 19 13 

ボランティア人数

（人） 
16 ― ― ― 14 30 19 

指導員人数（人） 2 ― ― ― 2 4 3 

保護者（家族）人数

（人） 
10 ― ― ― 8 18 10 

社協職員数（人） 3 ― ― ― 2 5 3 

実施場所 
貴生川公民

館 
― ― ― 柞原会館   

内  容 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ時計

づくり、ﾃﾞ

ｺﾚｰｼｮﾝﾊﾟﾝｹ

ｰｷづくり 

― ― ─ 

調理体験、

ミュージ

ックケア、

読み聞か

せ 

 ─ 
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（２）障がい児等の居場所づくりの推進 

 障がい児等の居場所づくりとともに、保護者同士のつながりづくりを目的に、身近な地域に定期

的な居場所をつくることで、地域福祉活動計画の基本理念である「地域で共に生きる～ご近所福祉

でまちづくり～」を目指して、協議・懇談会・実態調査を行った。 

 また今年度は居場所として、夏に４会場にて開催した。 

  

   ①障がい福祉課との協議 

    【日 時】6月 9 日（金）、6月 13日（火）、6月 26日（月） 

    【場 所】甲賀市役所 

    【内 容】障がい児等の居場所づくりについて 

    【参 加】甲賀市職員 2名、社協 2名 

    

   ②内部会議 

    【日 時】6月 27 日（火）、7月 3日（月） 

    【場 所】水口社会福祉センター 

    【内 容】障がい児等の居場所づくりについて（プロジェクト推進） 

    【参 加】社協 5 名 

 

   ③保護者懇談会 

・全体 

    【日 時】5月 31 日（水）14:00～ 

    【場 所】忍の里プララ 

    【内 容】子どもたちの生活と居場所について 

    【参 加】保護者 11名、社協 8名 

 

    ・各町ごと 

    【日 時】6月 19 日（甲南）、6月 21日（甲賀・水口）、6月 23日（信楽） 

    【場 所】甲賀市市民福祉活動センター、かふか生涯学習館、他 

    【内 容】保護者会の振り返りと居場所づくりに向けて 

  

   ④居場所開催（夏） 

    【日 時】7月 29 日（甲南会場）、7月 30日（水口会場）、8月 20 日（信楽会場） 

         8月 27 日（甲賀会場） 

    【場 所】杉谷公民館、水口社会福祉センター、信楽開発センター、佐山荘 

    【内 容】自由遊び／お菓子作り／ＤＶＤ鑑賞 など 

    【参 加】甲南会場：子ども 2名、保護者 4名、ボランティア 2名 

         水口会場：子ども 8名、保護者 4名、ボランティア 4名 

         信楽会場：子ども 7名、兄弟姉妹 5名、保護者 7名、ボランティア 3名 

         甲賀会場：子ども 3名、ボランティア 1名 
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   ⑤実態調査アンケートの実施 

    【実施期間】11月 1日（水）～11月 30日（木）まで 

    【対 象 者】タイムケア事業対象者 475名（三雲養護学校高等部のみ登録者） 

 

   ⑥居場所づくり等に向けて 

    各町ごとに保護者の方と調整、懇談の場を設定し、検討している。 

    今後、アンケート結果をもとに協力いただける保護者とともに協議を行い、地域にあわせ

て居場所づくりを検討していく。 

 

 

 

（３）ファミリーサポートセンター事業 

（市受託） 

【趣 旨】住民が仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境を整備するとともに、 

地域における子育て支援を行い、労働者の福祉の増進および児童の福祉の向上を

図る。 

【マッチング回数】621件 

【活 動 別 実 績】 

 

活動内容 H29回数 H28回数 

保育所・幼稚園の帰宅後の預かり 0 4 

保育所・幼稚園の送り 241 220 

保育所・幼稚園の迎え 77 39 

学童保育の終了後の預かり 20 0 

保護者の外出の場合の預かり 2 16 

学童保育の迎え 122 197 

子供の習い事の場合の援助 50 0 

保護者等の短時間労働の場合の援助 21 8 

保護者の病気、その他急用時の預かり 2 0 

学習支援事業の送迎 56 444 

その他 30 13 

合計 621 941 

 

【登録会員数】 

会員名 おねがい会員 まかせて会員 どっちも会員 合計 

H29 201 87 18 306 

H28  199 89 13 301 

H２ 210 83 14 307 
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【事 業 内 容】 

 
名称 開催日 時間 場所 人数 内容 

講座

開催 

子育て応

援講座 

11月 30日

（木） 
13：30～

15：30 

水口社会福

祉センター 
22 

親子で楽しむマッサー

ジ 

市内の子育ての現状・

支援制度 

12月 7日

（木） 

子どもの安全 

乳幼児期の歯と口の健

康づくり 

3月 13日

(火） 

スキルア

ップ講座 

9：00～

12：00 
水口消防署 0 

乳幼児向けＡＥＤ心肺

蘇生法講習 

（人数不足のため中

止） 

交流

会 

ファミサ

ポ交流会 

12月 17日

(日) 

13：30～

15：30 

水口社会福

祉センター 
20 

クリスマス交流会 

調理体験・交流・情報

交換 

広報

関係 

ファミサ

ポ通信発

行 

1月       
全会員への郵送、関係

機関への配布 

登録業務（出張） 随時 

社協各地域

福祉活動セ

ンター 

  
センターまで来所困難

なお願い会員への対応 

相談業務 随時 
 

 
   

 

（４）認知症キャラバン啓発事業 

                                      （市受託） 

受託 3年目となり、各地域ではサポーター養成講座を通じて地域見守り活動に繋げるた

めに専門性を活かした関わりに努めている。住民の方が認知症サポーターとして徘徊され

ていた方をそのご家族に繋げられるなど、徐々に活動の成果が見えてきた。 

○甲賀市職員との合同定例会開催     3回 

○各町地域における定例会開催      月 1回程度 

○甲賀市キャラバンメイト現任研修開催  1回  

現任メイト参加人数  64名（内社協職員 27名） 

○サポーター養成講座 

 

 

 

 ※（ ）内（  ）前年数字 

 開催回数 参加人数 

水口地域 12（29）   342（507） 

土山地域 7（ 5）   144（107） 

甲賀地域  7（ 6）   314（221） 

甲南地域 10（11）   444（503） 

信楽地域 9（14)   137（319） 

合計 45（65）   1,381（1,657） 
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（５）ふくしマンパワーねっと事業   

                                      （市受託） 

甲賀市内の福祉現場で働く職員の人権意識を高め、質の高い福祉を継続することと、地域福祉

課題を具体的に解決していくため、福祉事業所と職員同士をつなぐネットワークを構築していく。

（平成 28年度～30 年度の 3 年間の市委託事業）平成 29 年度は、平成 28 年度に実施した「人権

研修と地域福祉課題に関する実態調査」報告書作成と発送、「ふくしマンパワーねっと こうか」

の発足とそれに伴う市内社会福祉法人訪問、中間マネジャー会議および人権研修を開催した。ま

た全事業所ネットを通じての情報の受発信を随時実施した。 

 

①「人権研修と地域福祉課題に関する実態調査」報告書作成 

  【発 送 日】7月 31日（月） 

※「ふくしマンパワーねっと こうか」規約・登録用紙も同封 

   

【発 送 先】〇甲賀市内で福祉事業所を運営している全法人（68法人） 

       （甲賀市外の法人、法人格を持たない運営委員会も含む） 

      〇甲賀市内の全福祉事業所（223事業所） 

       

②「ふくしマンパワーねっと こうか」発足と登録および情報の受発信 

  「ふくしマンパワーねっと こうか」を発足し、甲賀市内で福祉事業所を運営する法人・会社

および公立・民間の福祉事業所に会への登録を呼びかけた。また全事業所ネットを通じて、研

修開催、物品提供など情報の受発信を行った。 

【登録開始日】8月 23日（水） 

  【登録団体数】24法人 58事業所  

  【情報受発信】10回 

  【主な情報の内容】研修の案内、物品提供（毛布⇒1事業所に提供、防災食品⇒3事業所に 

           提供） 

 

 ③甲賀市内社会福祉法人訪問 

  「ふくしマンパワーねっと こうか」発足に伴い、登録と中間マネジャー推薦のお願いと現在 

  それぞれの法人が感じている課題の聞き取りのため、甲賀市内の全社会福祉法人を訪問した。 

【訪問社会福祉法人数】21法人（22事業所） 

  【訪問日】 

平成 29年 8月 23日（水）、24日（木）、25日（金）、28日（月）、29 日（火）、31日（木） 

平成 29年 9月 1日（金）、4日（月）、6日（水）、12日（火）、20日（水）、25日（月） 

 計 12日   

 

④「ふくしマンパワーねっと こうか」中間マネジャー会議 

 〇第 1回会議 

【日  時】9月 26日（火）13：30～15：30 



78 

 

【出  席】社会福祉法人中間マネジャー8名、社協 4名  計 12名 

【内  容】・経過報告 

       ・グループワーク「解決したい課題と協働できること」 

【場  所】水口社会福祉センター 

〇第 2回会議 

【日  時】12月 12日（火）14：00～16：00 

【出  席】社会福祉法人中間マネジャー12名、社協 2名 計 14名 

【内  容】・「ふくしマンパワーねっと こうか」登録状況など 

      ・グループワーク「地域に開かれた福祉施設を目指して」 

      ・信楽青年寮施設見学 

【場  所】信楽青年寮 地域交流ホーム 

 

 〇第 3回会議 

   【日  時】3月 14日（水）14：00～16：00 

【出  席】社会福祉法人中間マネジャー9名、社協 3名 計 12名 

【場  所】水口社会福祉センター 

【内  容】・「ふくしマンパワーねっと こうか」登録状況など 

      ・グループワーク 

「地域にある福祉課題に対して、施設・ネットワークでできること」 

 

⑤「ふくしマンパワーねっと こうか」人権研修 

   【日  時】1月 24日（水）14:00～16:00 

【場  所】水口社会福祉センター 

【参 加 者】36名 

（内「ふくしマンパワーねっと こうか」登録団体より 17名参加〈社協職員以外〉） 

 ※初めて人権研修に参加した人 6名（アンケートより） 

【内  容】 

「利用者の人権を守るために今、私たちに何ができるか 

     ～虐待防止、そして水平な関係を築くために～」 

   講師 新崎国広さん（大阪教育大学）     

 

⑥「ふくしマンパワーねっと こうか」社協内部会議 

   【実 施 日】4月 7日、5月 2日、9月 19日、9月 22日、10月 25日、11月 28日 

12月 6日、12月 7日、12月 21日、平成 30年 1月 30 日、2月 23日 

3月 6日 

   【場  所】水口社会福祉センター 

 

⑦「ふくしマンパワーねっと こうか」社会福祉課との会議 

   【日  時】5月 18日（木）10:00～12:00 

     【出  席】甲賀市社会福祉課長、局長、法人運営部長、法人運営部係長 4名        
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   【内  容】平成 29年度ふくしマンパワーねっと事業の方向性 

【場  所】水口社会福祉センター 

 

（６）機器貸出事業 

（共配） 

貸出状況 

町名 車いす 
アイマス

ク 
点字機器 

DVDプロジ
ェクター 

ビデオプ
ロジェク
ター 

液晶プロ
ジェクタ

ー 
スクリーン 

水口 146 76 131 17  
 

6 

土山 61 23 ― 5 ― ― 5 

甲賀 52 39 ─  
 

21 8 

甲南 42 2 ─   １ １ 

信楽 43 1 
 

  4 2 

合計 344 141 131 22  26 22 

町名 
ポータブ
ルマイク 

ビデオＤ
ＶＤ 

ビンゴ道
具 

ゲーム 
ポップコ
ーン 

かき氷機 わたがし機 

水口 12 
 

12 108 25 16 17 

土山 ― 10 3 109 7 ― 2 

甲賀 1 40 6 74 10 8  

甲南 １       

信楽     14 8 11 

合計 14 50 21 291 56 32 30 

町名 テント 
パイプ椅

子 
机 

たこ焼き
器 

おもちゃ 松葉杖 救急箱 

水口 27 150 52 5 3 0  

土山 1 ― 2 ― 112 1 2 

甲賀    1    

甲南        

信楽        

合計 28 150 54 6 115 1 2 

町名 
カラオ
ケ・楽器

類 

ニュース
ポーツ用

具 

サウンド
テーブル
テニス 

延長コー
ド 

歩行器 スロープ 
シャワーチ

ェア 

水口 31 34  1  9  

土山 4 43 ― 1    

甲賀 
  

     

甲南        

信楽   1  2   

合計 35 77 １ 2 2 9 0 

町名 自転車 もちつき 
ポット 
鍋 

水泳帽子 メガホン 
カセット
コンロ 

 

水口 4 3 4 0 1 1  

土山 0 0 9     

甲賀        

甲南        

信楽  1      

合計 4 4 13 0 1 1  
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Ⅲ．地域包括ケアシステムへの取り組み 

１．在宅生活支援部の事業 

訪問介護事業、訪問入浴事業、通所介護事業、訪問看護事業、居宅介護支援事業 

（１）在宅看取りケア・認知症ケア 

①在宅看取りケアの実践 

      チームケアの視点で取り組んでいる在宅看取り件数は、死亡契約終了者数の 42.1％で、H28

年度の 35.9％から 6.1ポイント増となった。 

〇社協各事業在宅看取り支援件数                 

         

 在宅看取り件数 死亡終了件数 在宅看取り率（％） 

訪問介護 23 53 43.4％ 

訪問入浴 18 31  58.1％ 

通所介護 1 8 12.5％ 

訪問看護 13 22 59.1％ 

居宅介護支援 27 81 30.9％ 

合計 80 195 42.1％ 

 

②認知症ケア 

      認知症ケア向上を目的として、訪問介護・訪問入浴は「ひもときシート」訪問看護は「ICF

シート」を活用し、これまでの知識と経験に基づいたケアから統一された思考の対応に着手

し継続中。 

 

③「サロンいどばた（認知症介護者部会）」への参加 

    毎月 2名在宅生活支援部 13事業所職員が輪番で「サロンいどばた」に参加し、会員さん

との会話を通しご家族の思いや苦労・喜びに寄り添い傾聴。同時に介護保険制度の疑問や使

い方、対応の仕方等について会員さんからの質問に対して専門職から情報提供を行いつつ、

会員の皆様の声を自事業運営に反映させていただいている。 

 

④認知症キャラバン啓発事業 

    「認知症になっても安全に暮らしつづけられる甲賀市」を目的に 5 町エリアごとに各地域在 

住の市民キャラバンメイトや市内介護保険事業所のキャラバンメイトの方々を中心に、地域 

包括支援センター・地域福祉活動センター・在宅生活支援部介護保険事業所職員が協働でサ

ポーター養成講座の開催を行った。 

水口社会福祉センターホールにおいて 10 月 30 日（月）甲賀市内で活動している、キャラ 

バンメイト 64 名が参加する「認知症キャラバンメイト現任研修」を開催した。 

 

⑤福祉教育 
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甲賀市内小中学校 11校の生徒に車いす体験学習授業を行った。また、認知症サポーター養

成講座を甲賀市内 10 校の小中高生に開催した。社協通所介護事業所においては、職員が小学

校 2年生の生活科学習・小学校 4年生の総合学習で、車いす対応リフトカーの操作、各種歩

行用具使用体験・入浴時のリフト操作等の体験学習の講師を行った。 

 

（２）各事業体制強化の取り組み 

①痰吸引認定訪問介護員増員 

3月 第一・二号研修全課程修了        1名 

9月 第三号研修修了             3名 

※本年度 痰吸引認定訪問介護員 全 13名 登録事業所 5全事業所 

 

  ②生活相談員資格取得者増員 

デイサービスセンターすこやか荘      2名増員 

碧水荘デイサービスセンター        1名増員 

 

  ③日本介護支援専門員協会 第 17回近畿ブロック研究大会参加 

   「家族が不安を抱える、医療依存度の高い利用者支援 

～小地域ケア会議を通して見えてきた連携の在り方～」 

                           3月 18日（日） 滋賀県立文化産業交流会館 

 

④滋賀県医療情報連携ネットワーク『びわ湖あさがおネット』参加 

   途切れのない医療サービスの提供を目指すため、滋賀県医師会運用「淡海あさがお   

ネット」と統合した医療・介護ネットワークに参画した。新システムは平成 30年 4月開始と

なる。 

 

⑤社協内事業所間相互応援体制 

  利用契約（サービス提供）実数の増減に合わせ、利用申し込みを断ることなく対応するため、 

稼働量が不足している事業所へ応援に行く体制をとり、今年度 8事業所間の相互応援で応援実 

績額は、総額 2,851,001円となった。 

 

⑥福祉避難所マニュアル検討研修会 

   在宅生活支援部職員         33名参加 

    甲賀福祉作業所に於いて、福祉避難所講義の後甲賀市福祉避難所マニュアルを基に作成した 

マニュアル（案）をグループで検証を行った。当日の意見を含みマニュアル再考中。30年度継 

続。   
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２．訪問介護事業 

◎認定特定行為業務従事者研修・実習を受講し職員 1名と追加行為 1名、併せて特定の利用者

への吸引、経管栄養の実施ができる業務従事者資格も 3名が取得した。 

28年度に引き続き体制強化を図り現在 13名の認定特定行為業務従業者が市内全域を訪問。 

◎H29年度、社協訪問介護 5か所全事業所が登録喀痰吸引等事業者となった。 

◎訪問介護事業の看取りケアでは入所者を除く契約終了者全体で 43.4％の利用者の方が最期

まで在宅で過ごしていただくことが出来た。 

 

平成 29年度指定障害福祉サービス事業者等実地指導 

            ・ヘルパーステーションつちやま       2 月 8日（木） 

 ※障害福祉サービス実地指導適正な運営、文章指摘事項無の通知を受領 2月 14日 

 

甲賀市総合事業みなし指定更新申請 

・訪問介護 5事業所申請書提出        2 月 5日（月） 

    ※指定期間：平成 30年 4月 1日から平成 36年（2024年）3月 31 日 

 

指定障害福祉サービス指定更新申請 

・訪問介護 5事業所 同行援護事業申請書提出 1 月 29日（月） 

※指定期間：平成 30年 2月 1日から平成 36年（2024年）1月 31 日 

 

①安否確認安心ダイヤル事業の実施      

事業所名 利用者数（人） 電話回数（回） 訪問回数（回） 

みなくち 24（23）  655 （ 679） 2 （ 3） 

つちやま 10（14） 304 （ 378） 1 （ 0） 

こうか 22（24） 652 （ 716） 2 （ 0） 

こうなん 0（ 8） 0 （ 234） 0 （ 0） 

しがらき 0（ 0） 0 （   0） 0 （ 0） 

計 56（69）     1,611（2,007） 5 （10） 

       ※（ ）内前年数字 

 

②事業運営状況 

○事業所別年間訪問介護（介護給付）利用状況 

事業所名 利用者数（人） 利用回数（回） 
一人当たり 

平均利用回数 

みなくち 682（  637） 15,982（13,804） 23.4（21.7） 

つちやま 617（  610） 11,243（12,645） 18.2（20.7） 

こうか 518（  517） 12,538（11,938） 24.2（23.1） 

こうなん 458（  467） 10,463（10,440） 22.8（22.4） 



83 

 

しがらき 577（  698） 11,657（12,645） 20.2（18.1） 

   計    2,852（2,929） 61,883（61,472） 21.7（21.0） 

月平均 238（  244） 5,157 ( 5,123） 21.7（21.0） 

※（ ）内前年数字 

 

○事業所別年間訪問介護（予防給付）利用状況 

事業所名 利用者数（人） 利用回数（回） 
一人当たり 

平均利用回数 

みなくち 83（142） 436（ 791）  5.3（5.6） 

つちやま 50（173） 191 ( 784）   3.8（4.5） 

こうか 38（ 91）      203（ 583）  5.3（6.4） 

こうなん 89（148） 358（ 764）   4.0（5.2） 

しがらき 53（ 92） 226（ 452）    4.3（4.9） 

計 313（646） 1,414（3,374）  4.5（5.2） 

月平均 26  (54） 118（  281）  4.5（5.2） 

※（ ）内前年数字 

 

○事業所別年間訪問介護（総合事業）利用状況 

事業所名 利用者数（人） 利用回数（回） 
一人当たり 

平均利用回数 

みなくち 34（0） 158（ 0）  4.6（0） 

つちやま 67（0） 333（ 0）  5.0（0） 

こうか 76（0） 441（ 0）  5.8（0） 

こうなん 83（0） 408（ 0）  4.9（0） 

しがらき 61（0） 265（ 0）  4.3（0） 

計 321（0） 1,605（ 0）  5.0（0） 

月平均    27 (0） 134（ 0）  5.0（0） 

※（ ）内前年数字 

○障害別自立支援給付年間利用状況 

サービス区分 利用者数 サービス区分 利用回数 

身体     65（ 58） 身体 2,273（1,702） 

知的       149（ 139） 身体生活    173 (  320） 

児童     42（ 43） 生活     469（  499） 

精神      152（ 183） 同行      69（   97） 

難病 0（   0） - - 

視力 60（ 61） - - 

合計     468（ 484） 合計   2,984（2,618） 

月平均    39（ 40） 月平均   249（  218） 

     ※（ ）内前年数字 
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○甲賀市受託事業・保険外サービス年間利用状況 

 利用者数 利用回数 月平均（名・回） 

甲賀市介護特別給付

事業 
45（46） 1,328（1,369） 4（4）・ 111（114） 

甲賀市産褥期ヘルパ

ー派遣事業 
1（0） 1（0） 0.1（0） ・ 0.1（0） 

甲賀市ひとり親家庭

家事援助派遣事業 
0（0） 0（0） 0（0） ・  0（0） 

甲賀市移送乗降介助

事業 
22（47） 62（132） 2（4） ・ 5（11） 

介護保険外サービス

事業 
167（153） 443 (563) 14（13）・ 37（47） 

※（ ）内前年数字  

 

３．訪問入浴介護事業 

◎訪問入浴事業所職員在宅看取り・認知症事例検討会 介護技術研修会 

７月 26日（水）   職員参加数  12名  （水口社会福祉センター） 

2月 14日（水）  職員参加数 17名  （水口社会福祉センター） 

※看取り事例を通して利用者・家族の思い、職員のサービス提供の振り返りを行い今後

のサービス提供の取り組みを共有した。 

◎社協合併前から、永きに渡り訪問入浴をご利用いただいた在宅療養難病患者の方、要介護状

態のご高齢の方が、29年度に相次いでご逝去された。 

ご本人・ご家族に寄り添い訪問入浴介護の提供を行うことができ、契約終了者の 58.1%の  

利用者の最期を在宅で支えることが出来た。  

 

介護予防訪問入浴指定更新申請 

・甲賀市社協湯ステーション申請書提出 H29年 3月 8日 

※指定期間：平成 30年 4月 1日から平成 36年（2024年）3月 31日 

 

①事業運営状況 

○訪問入浴（介護給付）年間利用状況 

事業所名 利用者数（人） 回数（回） 
一人当たり 

平均利用回数 

湯ステーション 459（469） 2,317（2,549） 5.1（5.4） 

月平均 38（ 39） 193（ 212） 5.1（5.4） 

   ※（ ）内前年数字 

 

○甲賀市身体障害者入浴サービス事業年間利用状況 

 利用者数 利用回数 月平均 名・ 回 

湯ステーション 28（22）  91（61） 2（2）・8（5） 

   ※（ ）内前年数字 
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４．通所介護事業 

◎利用者の社会参加 

 すこやか荘 

     ・利用者ハンドベル隊結成 練習を積み重ね、平成 29 年度はルネス学園生徒・にこ

にこ園園児に発表会を開催し 5曲の演奏を披露した。今後は出かけて演奏する機会

を持ち活動の場を増やしていく。 

     ・広島平和記念式典へ利用者が作成した千羽鶴と、鶴で作成したボードを奉納した。 

 碧水荘 

     ・利用者地域貢献による、スポーツの森周辺ごみ拾い。 

     ・甲賀市内地域企業協力の下、利用者手芸作品をロビーで展示した。 

     ・碧水荘で職場体験を行った中学生に、利用者手作りの手芸品を送り交流を深めた。 

◎自立支援 

 すこやか荘 

     ・利用者の在宅生活継続のため、すこやか荘職員と総合病院所属の理学療法士が連携

し利用者の自宅での動きをアセスメントし、自宅での動きに直結する訓練をデイサ

ービスで行った。 

 碧水荘 

     ・認知症夫婦利用者が可能な限り自宅生活を継続するため、夫婦居住地域の居場所に

参加ができるように多職種と連携を行い、地域住民の理解を得て見守りの中で生活

が出来ている。 

◎看取り支援 

     ・状態が悪化する中、僅かな意思疎通を図り、利用者が望むデイでの時間を提供した。 

      入浴介助で全身状態を確認して家族と共有し、最期まで在宅生活が継続できるよう

支援を行っている。 

◎防災関係（碧水荘・すこやか荘） 

     ・地震発生後の 2次災害の火災発生時の避難訓練         9月 28・29日 

                                 利用者含む 48名参加 

     ・防災士指導の下、震災時の避難誘導訓練（事業所外避難）      10月 10日 

                                      18名参加 

     ・地震による火災発生時の避難訓練               3月 19・23日 

                                 利用者含む 48名参加 

     ・福祉避難所のあり方講演会及びマニュアル検討会          3月 17日 

                                      12名参加 

◎地域との関わり,福祉学習受け入れ実施（碧水荘・すこやか荘累計） 

・中学生職場体験受け入れ                    10日間   7名 

   ・小学生施設見学学習会受け入れ                 3日間 85名 

   ・保育園児との交流会                       4回 81名 

   ・ルネス学園ボランティア受け入れ                 68回  14名 

   ・ボランティア交流 歌謡・舞踏・手芸・紙芝居・植木刈り込み      277回 
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   ・甲賀市高齢者介護予防ボランティアポイント制度活            4名 

 ※世代を超えた交流により互いを知り、慈しむ気持ちが芽生えたと同時に、地域住民に 

デイサービスでの取り組みを理解していただく機会となっている。 

 

甲賀市総合事業みなし指定更新申請 

・通所介護 2事業所申請書提出        2 月 5日（月） 

    ※指定期間：平成 30年 4月 1日から平成 36年（2024年）3月 31 日 

 

①事業運営状況 

○事業所別通所介護（介護給付）年間利用状況 

 利用者数 利用回数 一人当たり利用 

碧水荘 473（494） 4,234（4,266） 月平均 9（9）日 

すこやか荘 553（547） 4,992（5,145） 月平均 9（9）日 

   ※（ ）内前年数字 

  

○事業所別通所介護（予防給付・総合事業）年間利用状況 

 利用者数 利用回数 一人当たり 

碧水荘  48（63） 204（305） 月平均 4（5）日 

すこやか荘  57（97） 349（531） 月平均 6（5）日 

   ※（ ）内前年数字 

 

○1日平均通所者数  （介護給付・予防給付・総合事業の合計数） 

 利用者数 利用定員 通所率 

碧 水 荘 14（15） 20 72（74）％ 

すこやか荘   17（18） 30 57（60）％ 

※（ ）内前年数字 

 

○地域支援事業（筋力ステップアップ教室） 

 利用者数 利用日数 月平均 名・ 回 

碧水荘 0  （8） 0（26） 0（1）・0（2） 

すこやか荘 0 （15） 0（56） 0（1）・0（5） 

    ※（ ）内前年数字 

 

 

５．訪問看護事業 

◎滋賀県立総合保険専門学校看護学科臨地実習 

平成 29年 5月 8日（月）～平成 30年 3月 31日（土）   

学生 3名 4クール延べ日数 139日 
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◎退院支援機能強化事業 訪問看護ステーション同行・見学受け入れ 

   水口病院 訪問看護科 看護師 2名 2月 20日（火） 

   紫香楽病院      看護師１名 2月 20日（火） 

◎喀痰吸引等実地研修指導修了 

   社協訪問介護員 2 名 

◎甲賀看護専門学校生講義 

「平成 29年度老年看護学実習Ⅰ」 

   「訪問看護について」 

   目的：訪問看護の実際を学び、地域における高齢者看護を理解する 

   9月 20日（水） 看護学生 2年生 39名  

◎H29年度在宅医療セミナー出席 

   11月 23日（木・祝） 

   草津総合病院 あおばなホール 

   テーマ「人生の最終段階までを多職種がチームで支援する、我が町の日常療養の延長線上の

看取り環境（体制）に必要なこと！！とは」 

    ※地域医療を推進する開業医と多職種連携 

◎24時間緊急電話対応の総回数 1,139回 平成 28年度は回数 752回 前年比 151％ 

 

介護予防訪問看護指定更新申請 

・甲賀市社協訪問看護ステーション申請書提出 H29年 3月 8日 

※指定期間：平成 30年 4月 1日から平成 36年（2024年）3月 31日 

 

①事業運営状況 

○訪問看護年間利用状況 

 
利用者 回数 

一人当たり 

平均利用回数 

介護給付 1,187（1,249）    6,041 （6,714） 5.1（5.4） 

予防給付  210（  275） 659 （  970） 3.1（3.5） 

計 1,397（1,524）    6,700 （7,684） 4.8（5.0） 

月平均 116（ 127）       558 （  640） 4.8（5.0） 

    ※（ ）内前年数字 

 

 

６．居宅介護支援事業 

◎介護支援専門員実務研修事業所実習生受け入れ 

ケアプランセンターぬくもり・しがらき・あい             7名受け入れ 

2 月から 3月延べ 21日間 

※本年度介護支援専門員実務研修受講試験合格者に対して専門的知識技術を習得させる

ことを目的として現場実習を行った。 
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◎社協全ケアマネジャー認知症支援報告会開催 

 3月７日（水）  水口社会福祉センター  19事例報告  19 名参加 

※認知症ケアプラン作成のスキルアップを図り、事例集としてまとめ業務手引きとした。 

 ◎日本介護支援専門員協会 第 17回近畿ブロック研究大会に参加 

    「家族が不安を抱える、医療依存度の高い利用者支援 

～小地域ケア会議を通して見えてきた連携の在り方～」 

    3月 18日（日） 滋賀県立文化産業交流会館 

    小地域ケア会議にて、多職種がカンファレンスを行った結果、医療依存度の高い利用者の

家族の不安や負担を軽減し在宅生活を継続でき、甲賀市でレスパイト入院を調整する部署

の立ち上げにつながった事例を発表した。 

 ◎甲賀市が開催する自立支援型小地域ケア会議へ、専門職（歯科衛生士）のアドバイザーとして 

参画 

 ◎地域包括支援センター主任ケアマネジャー業務受託  

    委託名称 甲賀市包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

履行期限 着手 平成 29年 7月 1日  完了 平成 30年 3月 31 日 

業務地  甲南地域包括支援センター 

◎利用者、住民への在宅看取りの啓発を継続し、H29 年度は、社協利用者ケアプラン死亡終了者

のうち、30.9％の方を最期まで在宅で看取支援を行った。 

 

①事業運営状況 

○居宅介護支援事業実績状況 

  

 利用者 認定調査 
介護予防サービス 

・支援計画 

ぬくもり   2,731 (2,789) 204（152） 364  （456） 

あい 1,741 (1,639） 178（152） 375  （427） 

そら      652   (747） 33（ 36）  85   （83） 

しがらき    2,289 (2,270） 245（215） 320  （250） 

合計    7,413（7,445） 660（555） 1,144（1,216） 

月平均 618   (620）  55（46）  95  （101） 

※（ ）内前年数字 
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Ⅳ.「相談・支援」の取り組み 

１.生活困窮者自立支援の取り組み 

平成 27 年度から施行された生活困窮者自立支援法に基づき、社会的孤立にある人・経済的

困窮にある人、制度のはざまにある人などに対して、自立相談支援事業・家計相談支援事業の

適切な支援を行い、家計の管理ができるようになり、生活のリズムを取り戻し、社会ともつな

がることができるよう自立への支援を実施した。 

本取り組みは、市からの委託を受けた自立相談支援事業・家計相談支援事業を実施するとと

もに、本会がこれまでから取り組んできた総合相談事業や資金貸付事業や生活物資の提供をは

じめとして、各地域福祉活動センターを拠点とした各種の地域福祉活動・支援活動等と総合

的・一体的に支援活動を実施した。 

 

（１）自立相談支援事業・家計相談支援事業の推進（市受託事業） 

①生活相談・困窮相談への対応 

【相談件数】 272 件（内訳 新規相談 97 件・継続相談 175 件） 

【延べ件数】1,463 件 

          相談（延べ件数）の内訳     （単位：件） 

①病気・障がいについて 162 ⑨地域との関係について 3 

②住まいについて 78 ⑩家族との関係について 49 

③収入・生活費について 265 ⑪子育てについて 52 

④家賃・ローンの支払について 156 ⑫介護について 16 

⑤税金・公共料金の支払について 190 ⑬ひきこもり・不登校について 10 

⑥債務・借金について 175 ⑭ＤＶ・虐待について 5 

⑦仕事・就職について 172 ⑮食べる物がない 60 

⑧仕事のトラブルについて 40 ⑯その他 30 

 

②家計相談支援の状況 

【支援件数】22 件（内訳 新規 11 件・継続 11 件） 

【支援内容】家計収支のバランスが取れていないなど、家計に問題を抱え、現に経済 

的に困窮している世帯への相談支援を実施。相談者の自立促進を目標に、 

定期的な面談を行い、課題の把握・助言等を行い、必要に応じて手続きや 

債務整理、貸付のあっせんなどの支援を実施。 

債務整理手続き、滞納税等の分納手続き、給付金等受給手続き、公共料金 

の支払手続き、法的相談、年金申請などに同行支援、その他必要な支援を 

行った。 

 

○自立相談支援・家計相談支援等にかかわる会議・研修会等 

○甲賀市役所生活支援課との定例連絡会の実施 

【回 数】47 回（毎週水曜日の実施） 
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【内 容】市・社協で受けた全困窮相談の情報共有・支援の方向性確認等を実施 

【場 所】甲賀市役所 

【参加者】市生活支援課、就労準備支援機関、社協職員延 86人 

  

○個別ケース支援調整会議等への参画 

【回 数】11 回 

【内 容】多様な支援機関の支援が必要なケースの対応・支援策の検討を実施 

【場 所】甲賀市役所、水口社会福祉センター、他 

【参加者】市生活支援課、関係機関、社協職員延 13人 

   

○自立相談支援事業従事者養成研修 

【日 時】① 9月 5日（火）～ 9月 7日（木） 

     ②11月 20日（月）～11月 22日（水） 

【場 所】①全国社会福祉協議会（新霞が関ビル） 

     ②大阪ＯＭＭビル 

【参加者】全国の自治体・社協職員等（社協職員 1名） 

 

○生活困窮者自立支援事業 担当者研修会 

【月 日】①7月 21日（金）     ②8月 29日（火） 

【場 所】①ポリテクセンター滋賀  ②長寿社会福祉センター 

【参加者】県内の生活困窮者自立支援担当者（社協職員延 2名） 

 

    ○青少年自立支援ホーム 一歩 運営委員会 

【日 時】5月 23日（火）、10月 17日（火）19:30～20:30 

【場 所】青少年自立支援ホーム 一歩 

【参加者】一歩運営委員会委員、社協職員 1名 

 

    ○社協内 エリア連携会議 

【回 数】10回 

【内 容】社協の各地域福祉活動センターと情報共有および支援調整 

【場 所】水口社会福祉センター、他 

【参加者】社協職員延 55人 

 

 

③ひきこもり支援事業（サロン開設や訪問支援・同行支援等） 

生活困窮世帯でかつ閉じこもりがちな方に対して、居場所づくりや社会参加の促進を 

    目的にサロンの開設や訪問支援等を実施した。 

     ○支援内容 自宅訪問による面談（傾聴支援）、本人来所による面談（傾聴支援）、 

就職フェア等への同行支援、債務整理支援、家財整理支援、転居支援等 
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④こうか心配ごと相談 

【趣  旨】住民の自立支援を目的に、暮らしに関わる困りごとの解決に向け、民生委

員児童委員活動と連携しながら、側面的に支援する。また必要に応じて他

機関を紹介する橋渡し的な相談所として開設。 

      平成 29 年度は相談場所を水口社会福祉センターに集約し、全市の相談に

対応した。 

【開設場所】水口社会福祉センター 

【開設日時】毎週月曜日（祝祭日・年末年始は除く） 13:30～16:00 

【相 談 員】民生委員児童委員（社協職員） 

【実  績】開設日数 46 日・相談者数 62 人・件数 80 件 

（参考：H28 相談者数 65 人・件数 86 件） 

地 域 甲賀市全域 参考(平成 28年度) 

開設曜日 月 ― 

開設場所 水口社会福祉センター ― 

開設日数 46 144 

相談者数 

62 
(居住内訳) 

水口  24 
土山   2 
甲賀   3 
甲南  11 
信楽  21 
匿名  1 

65 
(居住内訳) 

水口  33 
土山  6 
甲賀  11 
甲南  7 
信楽  4 
匿名  4 

１日あたりの相談者数 1.35 0.45 

相

談

内

容

内

訳 

生計・負債 6 9 

年金・保険 1 0 

職業・生業 2 4 

住宅・住居 10 8 

家族・家庭 10 10 

結婚 5 6 

離婚 2 4 

健康・衛生 1 0 

医療 2 0 

精神保健 2 2 

人権 1 2 

財産・相続 4 3 

事故 0 2 

児童福祉(母子保健) 2 0 

教育・青少年 0 1 

障がい児・者 2 4 

ひとり親家庭(母子・父子) 1 4 

高齢者福祉 1 6 

行政・苦情 6 6 

法律・専門 20 11 

その他 2 4 

計 80 86 
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《研修会等》 

○新任相談担当職員 法律問題研修会（県社協主催） 

【日  時】8 月 23 日（水）13:30～16:00 

【参  加】相談担当職員、相談員、社協 1 名 

【場  所】長寿社会福祉センター 

 

○心配ごと相談所等相談員研修会（県社協主催） 

【日  時】8 月 28 日（月） 

【内  容】研修「法律問題について」 

【参  加】心配ごと相談員（民生委員児童委員）6 名、社協 1 名 

【場  所】長寿社会福祉センター 

 

○民生委員児童委員 相談技術研修会（社協主催） 

【日  時】12 月 12 日（火）13:30～15:00 

【内  容】相談技法入門「相談の聴き方と相談内容の取扱について」 

【参  加】民生委員児童委員 176 名、社協 10 名 

【場  所】碧水ホール 

 

 

⑤法律相談 

【趣  旨】住民の自立支援を目的に、暮らしに関わる困りごとの解決に向け法律的側

面から支援する。法律的解決の橋渡し的な相談所を月 2回開設した。 

【開  設】毎月第１木曜日…水口社会福祉センター 

4 カ月ごと第 3木曜日…老人福祉センター フィランソ土山 

4 カ月ごと第 3木曜日…信楽地域市民センター 

4 ヶ月ごと第 3木曜日…かふか生涯学習館 

4 カ月ごと第 3木曜日…甲賀市市民福祉活動センター 

【時  間】13:00～16:00 

【相談者数】1回 6人（2週間前の予約制） 

【相談委員】滋賀弁護士会所属弁護士 

【実  績】開設日数 24日 相談数 138名 相談件数 148件 

（参考：H28 相談数 125名  相談件数 134件） 

相談内訳 

売買 7 親族 養子縁組 6 

賃貸借 8 相続 遺言 26 

工事請負 0 契約 消費者被害 7 

金銭問題・破産・倒産 29 労働 2 

損害賠償 3 交通事故 5 

不法行為 4 刑事 1 

相隣関係 11 その他 9 

婚姻・離婚 30 合   計 148 
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⑥職員総合相談「福祉なんでも相談」（受託外 共配） 

【趣  旨】住民の暮らしに関わる課題を総合的に解決支援するため、社協機能や役割

を十分に発揮し、社協内外の連携を密にしながら取り組む。社協全職員が

一体となって取り組むことにより社協機能を強化しニーズに応じたサー

ビスづくりへとつなげていく。 

【対応時間】社協の業務時間中（随時対応） 

【相 談 員】全社協職員 

【実  績】相談件数 834 件 （参考：H28実績 672件、H27 実績 810件） 

 

○相談件数の内訳（各種分類） 

相談形態 
来 所 相 手 先 電 話 等 

 
     計 

430  24 380 
 

     834 

相談者分類 
本 人 家 族 等 地 域 市 役 所 福祉関連 そ の 他    計 

288 27 228 64 107 120    834 

相談対象者 

分  類 

高齢 障がい 児童 生活困窮 一般 その他    計 

244 52 42 201 176 119    834 

内容分類 
経 済 家 庭 社 会 コ ー デ ィ ネ ー ト その他 

  
  計 

229 64 73 279 189 
  

  834 

部門間連携 
法 人 ご 近 所 福 祉 地域センター 在 宅 事 業 所 作業所 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 相談支援 地権事業 その他 計 

7 10 65 17 4 20 53 16 6 198 

外部連携 
地域包括 民 協 相談機関 福 祉 サ ー ビ ス 行 政 県 社 協 福祉団体 その他  計 

52 84 9 21 73 39 53 42  373 

 

（２）甲賀市学習支援事業「学んでいコウカ」の実施（市受託事業） 

  生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮世帯の子どもたちに対し、貧困が世代をこえて連鎖

することがないよう、学習・食事・生活習慣の確立などを支援し、子どもたちが自らの能力を伸

ばし、社会で自立して生きていく力を身につけることができることを目的に実施される甲賀市学

習支援事業「学んでいコウカ」水口・月曜教室を受託し事業実施した。 

 

○甲賀市学習支援事業 「学んでいコウカ」水口・月曜教室の目標 

①心いやされる居場所づくりとしての取り組み 

②生活習慣の確立と食の確保の取り組み 

③将来の夢や職業観を持てる取り組み 

④基礎的な学力定着と学力の向上のための取り組み 

 

  ○水口・月曜教室の概要、実績 

  ・開設日時 毎週月曜日（祝祭日は除く） 18:00～20:00 
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  ・開設場所 水口社会福祉センター  

  ・登録児童 小学生 13 名、中学生 2名、高校生 1名 

  ・スタッフ 学習指導員 2名、運営サポーター17名 

  ・年間実績 ・年 間 開 設 日 数     36日 

        ・年間利用児童数 延 429名( 小学生 347名・中学生 51名・高校生 31名） 

        ・１回あたりの利用児童者数 11.９人（平均） 

・年間サポーター数 延 280名 

・１回あたりのサポーター数  7.8人（平均） 

        ・特別企画内容 ゲストティーチャーを招き、さまざまな講話等を実施 

          水口囃子の体験、紙芝居の鑑賞、パン屋さんの体験談など 

 

  ○学習支援事業「学んでいコウカ」に関する会議・研修会等 

 ①学習支援事業 代表者会議 

【回 数】11回 

【内 容】各教室の状況等情報交換、指導員研修等 

【場 所】甲賀市役所 

【参加者】市生活支援課、各教室代表者、社協職員延 23人 

 

   ②子どものエンパワメント支援研修会 

【日 時】11 月 20日（月）19:00～21:00 

【場 所】水口社会福祉センター ホール 

【参加者】市内児童福祉関係者、社協 2名 

  

   ③土山町民生委員児童委員協議会 定例会議で事業説明 

【日 時】9月 21日（木）15:20～16:20 

【内 容】学習支援事業 水口月曜教室の状況説明、他 

【場 所】老人福祉センター フィランソ土山 

【参加者】土山町民生委員児童委員、社協 2名 

 

（３）生活物資支えあい事業（生活物資支援事業） 

さまざまな事情により、経済的・一時的に困窮し、生活物資が必要となった相談者に対

し、善意銀行の預託金品等を活用して食料等を提供することで生活再建を図ることを目的に

実施した。 

 

【提供件数】161 件 （参考：H28＝181 件、H27＝299 件） 

【支援物資】米、即席めん、味噌汁、レトルト食品、味付け海苔、小麦粉、カセットボ

ンベ、紙おむつ、布団、毛布、テレホンカード、他 

 

 



95 

 

○提供内容の内訳（平成 30年 3月末現在） 

地 域 提供件数 米 他食料品 消耗品等 

水 口 116  74 109 13 

土 山 8 7 8 0 

甲 賀 10 6 9 1 

甲 南 24 18 12 0 

信 楽 3 1 2 1 

合 計 161 106 140 15 

 

 

２．生活支援活動 

（１）資金貸付事業 

①小口資金の貸付                          （単位：円） 

平成 29年度 小口資金の貸付状況 

地域 

新規貸付 
年度中 

償還額 

貸付金残額（3月 31 日現在） 

件数 金額 件数 金額 
内滞納

件数 
内滞納額 

水口 25 545,740 671,740 114 3,405,000 106 3,203,000 

土山 2 60,000 55,000 14 404,000 8 270,000 

甲賀 3 30,000 71,000 14 365,000 13 361,000 

甲南 2 40,000 57,000 7 296,000 8 268,000 

信楽 0 0 30,000 11 324,000 8 314,000 

合計 32 675,740 884,740 160 4,794,000 143 4,416,000 

H28 27 720,000 1,129,500 169 5,003,000 152 4,508,000 

H27 47 1,048,000 986,500 184 5,412,500 147 4,808,000 

H26 46 1,115,000  992,000 174 5,351,000 145 4,770,000 

H25 51 1,281,000 1,481,140 162 5,228,000 129 4,446,000 

H24 74 2,195,140 1,674,000 152 5,428,140 114 4,187,000 

H23 85 3,081,000 2,570,000 136 4,907,000 77 2,956,000 

H22 94 3,715,170 3,244,170 124 4,396,000 76 2,958,000 

 

○小口資金貸付滞納者の実態調査 

10 月 1 日現在で小口資金貸付滞納者 144 件の調査を実施。そのうち 16 名が転居等

により居住地が不明であり、甲賀市役所へ住民票および除票請求を行い、14 名の住

所が判明し判明住所に返済案内通知を実施。 

借受人本人および連帯保証人の死亡や住民票消除等で所在が判明しなかった 17 件

593,000 円を欠損処理（徴収不能）対象とする。 

借受人の現在の生活状況を把握しながら、自立生活支援にむすびつけていく。 
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②生活福祉資金の貸付 

1)平成 29年度・新規貸付の決定状況（資金種別ごと）      （単位：円） 

地域 

総合支援資金 緊急小口資金 福祉資金 教育支援資金 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 
件

数 
金額 

水口 3 1,450,000 5 500,000 4 3,420,000 11 22,899,000 

土山 0 0 0 0 1 750,000 1 1,685,000 

甲賀 0 0 1 100,000 1 364,000  0 0 

甲南 1 600,000 1 100,000 1 1,200,000 3 5,142,000 

信楽 0 0 0 0 0 0 0 0 

市計 4 2,050,000 7 700,000 7 5,734,000 15 29,726,000 

地域 

生活復興支援資金 
臨時特例 

つなぎ資金 
合 計 

前年度(28年度) 

計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 
件

数 
金額 

水口 0 0 0 0 23 28,269,000 24 27,469,927 

土山 0 0 0 0 2 2,435,000 1 2,613,000 

甲賀 0 0 0 0 2 464,000 0 0 

甲南 0 0 0 0 6 7,042,000 6 4,393,000 

信楽 0 0 0 0 0 0 4 4,824,000 

市計 0 0 0 0 33 38,210,000 35 39,299,927 

 

2)貸付状況（平成 30 年 3 月末現在 新旧資金種別ごとの貸付件数・元金・残額など  

（単位：円） 

資金種類 件数等 更生資金 生活資金 福祉資金 住宅資金 
生活復興 

支援資金 

貸付元金 

件数 3  0  54  1  1 

貸付金 3,410,000 0 47,878,680 1,800,000 600,000 

残額 1,853,485 0 30,398,138 1,343,680 375,000 

資金種類 件数等 
教育 

支援資金 

療養･ 

介護資金 

災害 

援護資金 

離職者 

支援資金 

緊急小口 

資金 

貸付元金 

件数 217  7  0  5 51 

貸付金 197,551,770 8,870,000 0 9,600,000 4,895,000 

残額 137,535,742 6,933,550 0 6,532,547 4,124,160 

資金種類 件数等 

総合支援資金 

(生活支援＋

住宅入居) 

臨時特例 

つなぎ資金 

不動産 

担保資金 
 合 計 

貸付元金 

件数 182  9 0  530 

貸付金 157,315,736 810,000 0  432,731,186 

残額 135,486,406 705,670 0  325,288,378 

    

3)生活福祉資金にかかる会議・研修会等 

○生活福祉資金 実務研修会（県社協主催） 

【月 日】6 月 27 日（火） 

【内 容】生活福祉資金の制度と留意点について、他 

【場 所】長寿社会福祉センター 



97 

 

【参 加】県内社協（甲賀市社協 2 名） 

 

○生活福祉資金 貸付事業研究協議会（県社協主催） 

【月 日】1 月 30 日（火） 

【内 容】生活困窮者の生活課題解決に向けての関係機関との連携について 

【場 所】長寿社会福祉センター 

【参 加】県内社協（甲賀市社協 1 名） 

 

（２）地域福祉権利擁護事業（こうかあんしんネットセンター） 

認知症・知的・精神に障がいがあり、判断能力が十分でない人を対象に、その人の自立・

自己選択・意思決定を支えるため、福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理・書類等の預

かり支援を実施した。 

 

①事業利用契約者数（平成 30年 3月末現在） 

地 域 
認知症 
高齢者 

知  的 
障がい者 

精  神 
障がい者 

その他 合計 
H28 
(参考) 

水 口 7 37 19 5 68 66 

土 山 1 6 1 0 8 7 

甲 賀 2 7 3 0 12 11 

甲 南 6 5 4 1 16 17 

信 楽 4 12 2 0 18 18 

合 計 20 67 29 6 122 119 

 

②事業の問い合わせ・相談・援助件数（年間累計） 

 利用者種別 
認知症 
高齢者 

知  的 
障がい者 

精  神 
障がい者 

その他 合計 
H28 
(参考) 

問い合わせ件数 18 15 5 4 42 36 
初回相談件数 12 15 9 4 40 27 
相談援助件数 1,903 5,773 2,664 718 11,058 8,508 

合 計 1,933 5,803 2,678 726 11,140 8,571 

 

   【平成 29年度の新規契約件数および契約終了件数】 

・新規契約数 15名(高齢者 4名、知的障がい者 7名、精神障がい者 1名 その他 3名) 

・契約終了数 12名(高齢者 2名、知的障がい者 5名、精神障がい者 3名 その他 2名) 

 

① 地域福祉権利擁護事業にかかる会議・研修・セミナー等の開催 

1)市民向け「権利擁護セミナー」（成年後見センターぱんじーと共催） 

【日  時】1月 27日（土） 

【場  所】水口社会福祉センター 

【内  容】地域での高齢者・障がい者の権利擁護について等 
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【参  加】一般 18名、スタッフ 5名、講師 2名  

【生活支援員の配置】10 名（平成 30年 3月現在） 

 

2)内部会議・ケース検討会等 

○こうかあんしんネットセンター内部会議 

【回  数】24回 

【会  場】水口社会福祉センター 

【参  加】社協延 98名 

 

○関係者連絡（関係ワーカー）会議（利用者の状況確認や情報共有のために開催） 

【回  数】12回 

【会  場】水口社会福祉センター 

【参  加】生活支援ワーカー延 37名、社協延 48名 

 

○権利擁護事業利用者ケース検討（弁護士参加） 

【回  数】12回 

【会  場】水口社会福祉センター 

【参  加】弁護士延 12名、社協延 51名 

 

○個別ケース会議（個別支援調整会議）への参加 

【回  数】82回 

【参  加】社協延 94名参加 

 

○法人内部での事業監査の実施 

【月  日】8月 8日(火)、8月 10日(木) 

【内  容】事業の適正実施の監査、利用者預かり物の確認等 

【場  所】水口社会福祉センター 

【監査職員】事務局長、事務局次長、法人運営部長、主任 

 

3)行政会議・ネットワーク会議・研修会等 

○甲賀地域 障害児･者サービス調整会議（甲賀地域自立支援協議会） 

【開  催】7回（定例会議・全体会議に参加） 

【場  所】甲賀県事務所 

【参  加】甲賀圏域の関係機関、関係支援ワーカー、担当者等 社協延べ 10名 

 

○甲賀市障害者施策推進協議会 

【日  時】8月 29日(火)、3月 16日(金) 

【内  容】市障がい福祉施策の現状と課題、障がい福祉計画について、他 

【参  加】推進協議会委員、行政職員、社協延べ 2名 

【場  所】甲賀市役所 
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○甲賀市障害者虐待防止ネットワーク協議会 

【日  時】8月 29日(火)、3月 16日(金) 

【場  所】甲賀市役所 

【参  加】ネットワーク協議会構成員、社協延べ 2名 

 

○甲賀市障害者差別解消地域支援協議会 

【日  時】8月 29日(火)、3月 16日(金) 

【場  所】甲賀市役所 

【参  加】地域協議会構成員、社協延 2名 

 

○県運営適正化委員会による運営監視・現地調査 

【日  時】12月 19日(火)13:00～16:45 

【内  容】事業の適正実施の確認、利用者預かり物の確認、 

            ケース記録・管理記録簿等の確認による助言等 

【場  所】水口社会福祉センター 

【参  加】県運営適正化委員 3名、県社協事務局 1名、本会職員 8名 

 

○甲賀圏域 高次脳機能障がい勉強会 

【日  時】10月 18日(水)14:00～16:00 

【内  容】講義「高次脳機能障がいの生活アセスメント」 

     講師 甲南病院 玉木義則氏 

     グループ討議によるアセスメントの訓練 

【場  所】湖南市まちづくりセンター 

【参  加】社協 1名 

 

○権利擁護支援従事者研修会 

【日  時】12月 10日(日)10:00～16:00 

【内  容】講義「権利擁護の基本と意思決定支援」 

     講師 国学院大学教授 佐藤彰一氏 

【場  所】四日市市総合会館 

【参  加】社協 2名 

  

○担当者会議（県社協主催） 

【日  時】10月 11日(水)13:30～16:00 

【場  所】長寿社会福祉センター 

【参  加】自立生活支援専門員 2名 

 

○甲賀地域障害者福祉を考える集いの企画会議 

【日  時】3月 20日(火)13:30～14:30 
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【場  所】基幹相談支援センター 

【参  加】湖南市、甲賀市、関係機関職員、社協 1名  

            

○滋賀県障がい者虐待防止・権利擁護研修会 

【日  時】1月 31日(水)9:50～16:00 

【場  所】長寿社会福祉センター 

【参  加】県内事業所関係者等、社協 3名 

 

○課題別研修会（相談援助の本質と基本的な面接技術） 

【日  時】1月 16日(火)10:00～16:00 

【場  所】長寿社会福祉センター 

【参  加】県内福祉施設等の職員、社協 1名 

 

（３）甲賀・湖南成年後見センターぱんじーへの支援・協働 

○ぱんじー総会に参画 

【日  時】6月 10日（土）13:30～15:00 

【場  所】甲南町忍の里プララ 

【参  加】ぱんじー理事、会員、行政職員、社協 

 

○高齢者・障がい者なんでも相談会 in甲賀・湖南へ参画 

【開  催】2回（①7月 15日 ②1月 20日） 

【内  容】あらゆる相談への対応 

【場  所】①湖南市保健センター ②水口社会福祉センター 

【参  加】専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)、行政職員、 

社協延 7名 

 

    ○事例検討会に参画 

【日  時】1月 20日（土） 

【場  所】水口社会福祉センター 

【参  加】司法書士、社会福祉士、ケアマネジャー、行政職員、 

社協 1名（検討事例を提供した） 

 

 

３．障がい者への相談支援・計画相談支援の実施 

「障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律（障害者総合支援法）」の規定により 

指定特定相談支援事業者の指定を受け、平成 28年 4月 1日から相談支援事業を実施。 

相談支援専門員（兼務）を 3名配置し、計画相談支援（サービス等利用計画の作成）・基本 

相談支援の事業を展開し、障がい福祉サービス等の利用を希望する障がい者の総合的な援助方 
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針や解決すべき課題を踏まえ、もっとも適切なサービスの組み合わせについて検討し計画を作 

成支援した。 

   【相 談 件 数】19件 

    【 契 約 者 数 】34人（水口 11、土山 6、甲賀 7、甲南 5、信楽５） 

    【計 画 作 成 件 数】34件 

   【モニタリング件数】67件 

 

（会議・研修会等） 

   ○甲賀地域障害児・者サービス調整会議 相談支援事業ネットワーク部会への参画 

地域内の相談機関による活動の情報交換・共有を行い、相談支援事業の課題に向けた取り組

みを検討・実施する目的で開催された会議 

【開   催】12 回（毎月第 1 火曜日） 

【場   所】甲賀県事務所 

【参   加】社協延 25 名 

 

○甲賀市・湖南市障がい者基幹相談支援センター主催研修への参画 

     甲賀圏域の相談員のスキルアップや、円滑な事業実施ができるように開催され参加 

【開   催】7 回（4 月および奇数月の第 3 金曜日） 

【場   所】甲賀市・湖南市障がい者基幹相談支援センター（湖南市） 

【参   加】社協延 7 名 

 

○相談支援従事者初任者研修 

【開   催】7 月 5 日・7 月 6 日・7 月 26 日・8 月 23 日・8 月 24 日（全 5 回） 

【場   所】滋賀県庁、他 

【修 了 者】社協 1 名 

 

○滋賀県高次脳機能障害支援専門研修 

【開   催】7 月 30 日・8 月 6 日・9 月 3 日・12 月 9 日（全 4 回） 

【場   所】むれやま荘、他 

【修 了 者】社協 2 名 

 

 

４．滋賀の縁創造実践センター事業への参画・協働 

○滋賀の縁塾に参加（多職種連携のチームづくりを学ぶ研修会） 

【日  時】10月 12日（木）13:30～16:00 

【場  所】湖南市社会福祉センター 

【参  加】社協 1名 

 

○「フリースペースせせらぎ」への活動支援 
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【会  議】関係者会議(5/25) 

【内  容】親の障がい疾病などにより養育環境が不十分な家庭のこどもを対象に、居

場所づくりや交流を目的にモデル事業としてフリースペースせせらぎが実

施されている。毎週火曜日の 18～21時まで特別養護老人ホームせせらぎ苑

の施設を利用して実施されている事業の運営支援やボランティアの確保な

どのコーディネートを実施（甲南地域福祉活動センター） 

【場  所】特別養護老人ホームせせらぎ苑他 

【参  加】社協 3名 

 

○「甲賀湖南ひきこもり支援 ～奏 かなで～」への参画・活動支援 

【会 議 等】運営会議 4回 

    啓発部会 3回 

    実践報告会 1回(12/6) 

【内  容】ひきこもりがちな人やその家族へ支援を届けるためのモデル事業として実

施。さわらび福祉会と連携して、制度にとらわれない訪問型アウトリーチ

支援・交流できる居場所づくりなどを湖南市若竹町の施設を拠点に実施さ

れている活動へ参画・支援を行った。 

【場  所】甲賀健康福祉事務所 

【参  加】社協延 8名 
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Ⅴ．作業所運営事業 

多様な障害がある利用者を受け入れていくため、また利用者の自立を目指し支援していくため

に、平成 30 年度も職員の質の向上をめざし、両作業所がお互いの事業を共有して運営ができる

よう、パート職員も含めた合同研修会を行なうなど、両作業所が互いに交流を深め、発展してい

けるよう基盤強化に努めた。 

 

１．つちやま福祉作業所   

（１）利用者の状況 

【利 用 者 数】就労継続支援Ｂ型 12名（定員 20名）（男子：8名 女子：4名） 

※平成 29年度利用者２名増加 

【利用者住所地】土山町 10名 甲賀町 1名 水口町１名 

【障 が い 区 分】精神：3名 知的：8名 知的・身体：1名 

【障害支援区分】なし  5名  区分１5名  区分 25名  

【年間平均通所率】73.3％（Ｈ28年度 63.3％） 

【年間平均工賃】月額 13,104円／1人（Ｈ28年度 14,804円／1人） 

＊但し期末手当含まず（変更有） 

 

（２）作業内容 

【企業支援による内職】 

・滋賀ボルト(株)       ボルト・ナットの組み立て 

・(有)中島電器製作所     電気部品の組み立て 

・(有)松川紙工        百円均一商品の組み立て（ハンガー、タッパーなど） 

・倉英工業(株)        ゴム製品の穴あけ加工 

・(株)JEJ           プラスチック製品の加工 

【リサイクル事業】 

・（株）昭和アルミニウム缶   アルミ缶の回収と買い取り 

・（株）信基金属        アルミ缶の回収と買い取り 

・（株）農環          ダンボール・古紙の買い取り 

 

【その他事業】 

  ・物資斡旋販売        そうめん、うどんの斡旋販売 

  ・甲賀市委託事業       草刈り 

 

（３）所内行事 

（ 5月）ミホミュージアム芸術鑑賞 チャリティー歌謡祭 

（ ９月）歯科検診 

（10月）社会見学旅行（伊勢志摩スペイン村） 

（11月）公共交通機関利用訓練 
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（12月）あすなろのつどい、ケーキ贈呈式、保護者会忘年会 

（ 1月）書初め、初詣、食事会 

（ 3月）ふうせんバレーボール大会 地域福祉大会 

 

（４）ボランティアの受入状況 

・土山町民生委員児童委員協議会障害者部会（リサイクル回収） 

・土山町ゆうゆうクラブ連合会（リサイクル回収） 

・大野地区日赤奉仕団（作業所の清掃作業） 

・作業所支援個人ボランティア（内職作業） 

・保護者会（各行事運営） 

 

（５）実習の状況 

・土山中学校職場体験学習         6月 26日（月）～30日（金） 

・大野小学校 4年生交流会         11月  9日（木） 

 

（６）定例会議等 

・職員会議（月 1 回） 

・サービス調整会議（毎月 1回） 

・各ケース検討会議（随時）    

・作業所検討部会（毎月 1回）  

 ・土山エリア会議（毎月 1回）   

・進路調整部会（年 3回） 

  

（７）職員の研修等 

 ・職員所内研修：個別支援について（大西保健師）    12月 8日（金） 

・職員所内合同研修：利用者への評価について～褒めるとは～ 

（両作業所サービス管理責任者主催）      2月 1日（木） 

     ・職員人権研修 10月 26日（火） 

・バンバン視察研修：甲賀・つちやま作業所合同研修①  7月 27 日（木） 

・バンバン視察研修：甲賀・つちやま作業所合同研修②  9月 8日（金） 

 

平成 29年度は新たに 2名の利用者が増え、昨年までとは違った雰囲気で日々を過ごしてい 

る。また送迎や声かけを行うことにより、通所率が上昇したのも大きな成果の一つと言える。 

事業面においては下請け作業受注やそうめん販売に力を入れた成果で、昨年度比約 120%の売

り上げとなった。リサイクル事業については、市民の方から指摘を受けたのをきっかけに、ア

ルミ缶回収が始まった経緯などを歴代所長に話をなかで、この作業所がいかに地域の中で支え

られてきた作業所であるかを感じることができた。地域の協力が得られているのは当作業所に

とって何よりの財産である。 

平成 30年度以降はリサイクル事業の拡充や、施設外就労への参加など内職中心の内容から

の脱却を図り、また利用者のやりがいなどのため余暇活動にも力を入れて行きたい。 
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２．甲賀福祉作業所   

（１）利用者の状況 

【利 用 者 数】就労継続支援Ｂ型 29名（定員 34名）（男子：19名 女子：10名） 

自立生活訓練事業   0名（定員 6名） 

（新規利用者） 

※H29.4新規 1名増 

※H29.6新規 1名増 

※H30.1新規 2名増 

※H30.3新規 1名増 

（退所者） 

※H29.10 老人介護へ 1名移行 

※H30.1  家族事情により東京へ転居（1名） 

※H30.3  他作業所へ 1名移行  

【利用者住所地】甲賀町 16名 水口町 3名 土山町 3名 甲南町 3名 信楽町 2名  

湖南市 2名 

【障 が い 区 分】精神：3名 知的：26名（発達障がい含む） 

【障害支援区分】なし：14名、区分 1：1名、区分 2：8名, 区分 4：5名、 区分 6：1名 

【年間平均通所率】88％（Ｈ28年度 82.6％） 

【年間平均工賃】月額 11,500円／1人 （Ｈ28年度 13,191円） 

 

（２）作業内容 

【企業支援による内職】 

内職事業 総売上 2,401,394円（前年度 1,122,000円） 

      ・(株)ヤマシナ        自動車部品規格外品の選別 

      ・田中縫工所       布団の紐切り・結び 

・スナッツフーズ    ポップコーンのカップシール貼り 

・アサヒテック     リフト車のケーブル加工・ゴム付け 

・五洋電気       季節物の箱折り作業 

・ニッタモールド    水道パッキンの組み立て、箱折り作業、油拭き 

・トラスト       プラスチック選別作業、シール取り 

・村田精器       ダミー入れ、線の巻取り作業 

・加藤製作所      説明書折り、箱折り 

 

内職作業を通じて、報告・困ったときの訴え方、仕事と余暇の切り替え、自信や達成感、充

実感を持ってもらい、それぞれの課題に沿った支援を行っている。 

  

【自主事業】 

製菓事業 総売上 8,227,953円（前年度 7,622,000円） 

（製品）：バウムクーヘン（プレーン・ゴマ）メレンゲ・カットバウム（プレーン・ゴマ）
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バウムクッキー（プレーン・ゴマ・シナモン）等 

（卸先）：新名神土山 SA、道の駅あいの土山、ダイヤモンド滋賀 GC、べアズパウ GC、甲賀

もち工房、サラダ館、センチュリー滋賀 GC、水口一味屋、水口センチュリーホテ

ル、新名神甲南 PA上下線、JA花野果市、雄山閣（大津） 等 

     （仕入菓子の販売） 

・名刺印刷の受注 

・命のバトン関連商品の組み立て販売 

・物資斡旋事業（お正月用もち、バレンタイン、ご当地ラーメン） 

 

利用者 8 名、職員 2 名体制で作業を行っている。利用者からバウムクーヘンを焼いて

みたいといった声が出ている。また、余暇活動で絵を描き、作業所玄関に張り出し、作

業所にくるお客さんから「いい作品」と声をかけてもらえている。 

 

    【喫茶事業】 

      喫茶事業 総売上 689,580円（前年度 350,810円） 

 

         地元住民のボランティアの支援を受けて、活気のある「喫茶お和しす」となり、

甲賀町住民の憩いの場となるようにしている。利用者もボランティアの方と一緒に

働く事で刺激を受け、活動をしている。 

 

     【施設外就労】 

・（新規）㈱トラスト（パチンコ台等産業廃棄物解体処理） 

 

実際、工場で働く事により、就職に向け実績を積んでもらえるように支援を行ってい

る。現場の作業量は安定している。 

 

【その他事業】 

・農産物（栗）収穫・販売（甲賀町手をつなぐ育成会協力） 

・リサイクル事業（町内企業、図書館、市内社協事業所への古紙、アルミ缶回収お

よびリサイクル庫開放による市内個人からの古紙、アルミ缶の搬入） 

＜今年度実績＞ 

アルミ缶    年間売却益 164,321円 

古紙回収    年間売却益 443,191円 

 

より多くの市民の方に、甲賀町内のリサイクルステーションとして認識していただけ

るようになった。継続した広報活動にも力を入れていきたい。 

 

【社協管理施設の清掃業務受託】 

・甲賀市民活動センター（甲南）の清掃業務   毎週火曜  1回 3～4人従事 

・水口社会福祉センターの清掃業務           毎週火曜  1 回 3～4人従事 
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・鮎河保育園の草引き作業の優先発注受託     5月～8月  1 回 3～6人従事 計 4回 

・ここもーり、除草作業                     年間 3回 

・佐山荘の清掃業務                        毎週水・金曜 1 回 3～4 人従事 

・すこやか荘の清掃業務                    毎週火・水・金曜 1回 1人従事 

 

平成 29 年度は、単独での清掃作業を立ち上げた。主に社会福祉協議会内の清掃、甲賀市

優先調達推進法での委託事業を行っている。 

 

（３）所内行事 

（ 4月）うぐい川お花見会 

（ 5月）ブルーメの丘 

（ 6月）カラオケ大会  

（ 7月）バーベキュー大会 

（ 8月）水口子どもの森 

（ 9月）保護者会主催バーベキュー 

歯科検診 

紙粘土で作ろう（デコクラフト） 

（10月）滋賀県知的ハンディをもつ人の福祉協会スポーツフェスティバル 

ルネス交流事業 ふうせんバレー 

一日旅行 パルケエスパーニャ 

（11月）こうかサスケくらぶスポーツ出前講座 

ルネス交流事業 ドッジボール 

（12月）アビリンピック喫茶部門参加 

しめ縄作り 

大掃除 

（1月）書初め、初詣 

（２月）田村まつり 

（３月）こうかサスケくらぶスポーツ出前講座 

 

   ※お誕生日会（毎月）・・・・利用者の誕生日月に実施。好きなデザート 1品。 

 

（４）ボランティアの状況 

・毎週月曜日 更生保護女性会甲賀支部 2～3名 内職等 

・毎週木曜日 日本赤十字奉仕団 2～3名 内職等 

・10月～11月 毎週月・木 甲賀健康医療専門学校 3～4人 内職、レクレーション等 

・毎月第２火曜 民生児童委員 2名 内職等 

   ・喫茶お和しすボランティア 火～金（毎回 3～4人） 

 

（５）視察の受け入れなど 
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・貴生川老人会 

・社会福祉士実習生 佛教大学生受入 

・コープ甲南 見学 

・その他施設見学希望者 随時 

 

（６）実習の状況 

   体験実習・・・石部共働作業所体験実習（1名）      5月 8日～5月 19日 

見学・・・三雲養護学校高等部 1年生（12名）      6月 20日 

体験実習・・・三雲養護学校石部分教室（1名）     7月 10日～7月 14日 

三雲養護学校職員研修                             8月 1日  

   サマースクール見学（51名）                        8月 21日 

体験実習・・・三雲養護学校高等部 2年生（1名）       8月 29日～8月 31日 

佛教大学職場実習（2名）                          8月 30日 

理事視察（12名）                                  9月 5日 

甲賀中学校 職場体験（2名）                      10月 2日～10月 6日 

ポリテクカレッジ滋賀 体験実習（1名）             10月 30日～11月 10日 

滋賀県立盲学校 体験実習（1名）           11月 20日～11月 22日 

三雲養護学校高等部 2年生 体験実習（1名）      12月 5日～12月 7日 

信楽くるみ作業所 体験実習（1名）          12月 11日～12月 25日 

サニーサイド 体験実習（1名）             1月 9日～1月 19日 

三雲養護学校石部分教室 3年生 体験実習（1名）     2月 3日～2月 9日 

 

（７）会議等 

■定例会議等 

・サービス調整会議（毎月 1回） ・職員会議（毎月 1回） 

      ・ケース会議（不定期 随時）  ・工賃検討会議（年１回）    

・作業所検討部会（毎月 1回）  ・個別支援計画作成会議（年２回） 

・モニタリング会議（年２回）  ・甲賀エリア会議（毎月 1回）   

・進路調整部会（年３回）    ・薪定例会（毎月第 1水曜日） 

 

  

（８）職員の研修等 

   ・障害者施設職員研修会（戸山サンライズ）          6月 14日～6月 16日 

   ・強度行動障害支援者基礎研修（滋賀県庁新館 7階） 6月 27日、28日 

   ・強度行動障害支援者実践研修（滋賀県庁新館 7階） 6月 29日、30日 

・チームリーダー研修（滋賀県立長寿社会福祉センター） 

 8月 28日、8月 29日、9月 6日、9月 21日 

・障害者虐待防止研修（水口社会福祉センター 福祉ホール） 

      職員全員 10月 26 日 

   ・全国社会就労センター長研修会（名古屋観光ホテル） 2月 22日、23日 
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   ・個別支援計画および運用に関する研修会             2月 24日、25日 

   ・滋賀県知的ハンディをもつ人の福祉協会施設長研修（ヴィラ紫香楽）    3月 9日、10日 

・職員所内研修 障害制度について 

  ・職員所内研修 「褒める」について（甲賀つちやま両サービス管理責任者主催） 

 ・人権街頭啓発 ＪＯＹにて 

 ・バンバン視察研修 甲賀・つちやま作業所合同研修  7月 27日、9月 4日 

・福祉避難所マニュアル検討研修会（甲賀・つちやま両作業所参加） 3 月 17 日 

 

甲賀福祉作業所では、平成 29 年度は、地元住民の方との関わり合いを行い、特に喫茶お和

しすでは、約 30 名のボランティアの協力を得て運営する事ができた。事業では、各利用者の

ニーズに合わせた支援を行い、通所率も大幅に上がった。 

 入所者は、5 名の入所者があり、積極的に体験実習を受け入れ、甲賀福祉作業所が甲賀圏域

の作業所として必要であることを存分にアピールする事ができた。 

  

 


