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平成２８年度 決算・事業報告
平成２８年度 事業報告
平成２８年度 事業報告
賛助会員・ボランティアスクール
カレンダー・ボラコ養成講座
子育て・相談所・趣味の作品展

P８ 情報伝言板

日にち：平成２９年８月２５日（金）
じかん：ごぜん 10 時～ごご 1 時 30 分
ばしょ：紀宝町ふくしセンター（うどの）
さんかひ：ひとり２００円 まつり当日あつめます。
もちもの：うわばき、お茶、作品を入れるふくろ

もうしこみしょは夏休
み前に学校でくばられ
ています。
小学 1～6 年生対象

～地域の大人の方に教えてもらおう～

社会福祉法人

紀宝町社会福祉協議会

お問い合わせ一覧

【神内事業所】

【本所・鵜殿事業所】

【アプローチ事業所】

介護保険事業・受託事業
〒519-5712 紀宝町神内２７７番地２
（神内福祉センター内）
ＴＥＬ：0735-32-2023
ＦＡＸ：0735-32-3007
E-Mail：kounouchi@kiho-shakyo.or.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・
TEL:32-2023 通所介護・布団乾燥
生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
日中一時支援事業
訪問介護・布団乾燥
TEL:33-0101 居宅介護（ｹｱﾏﾈ）

法人運営・地域福祉事業全般
〒519-5701 紀宝町鵜殿１０７４番地１
（紀宝町福祉センター内）
ＴＥＬ：0735-32-0957
ＦＡＸ：0735-32-0958
E-Mail：honsho@kiho-shakyo.or.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・
法人運営/地域福祉/学童保育
ボランティア・市民活動センター
・・・・・・・・・・・・・・・・
ホームページ
http:// kiho-shakyo.sub.jp/

就労継続支援（Ｂ型）事業

登録ヘルパー随時募集中！

（紀宝町福祉センター内）
ＴＥＬ：0735-32-0957
ＦＡＸ：0735-32-0958
E-Mail：honsho@kiho-shakyo.or.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・
福祉の店「アプローチ」
〒519-5701 紀宝町鵜殿３５９番地１
ＴＥＬ：0735-32-0143
ＦＡＸ：0735-32-2356
E-Mail：approach.shop@gmail.com

《平成２８年度を振り返る》
地域福祉事業関係につきましては、
「第２次紀宝町地域福祉活動計画」を平成２７年度に策定
し、平成２８年４月から活動を開始いたしました。
その基本理念は、
「みんなが ふだんの くらしを しあわせに 感じるまちへ」の第１次紀
宝町地域福祉活動計画の基本理念を引き続き踏襲して、スローガンとし、町民の皆さんが、お互
いに助け合いながら安心して幸せを感じ、生活できる地域社会の環境づくりに引き続き、努め
ました。
具体的には、第２次地域福祉活動計画推進委員会を設置し、事業の実施及び評価、社会情勢の
地域福祉事業関係につきましては、町と協働し、今後５ヵ年の新たな「第２次紀宝町地
変化等に伴う計画の修正を行い、平成２８年度は、３つの推進チーム（①地区懇談会チーム、②
域福祉活動計画」を策定いたしました。
ふくし委員チーム、③ひきこもり支援チーム）を設置し、実施いたしました。
この計画の目的は「紀宝町のみんなのふだんのくらしが
しあわせになること」です。
また、生活支援・介護予防サービス体制整備事業を町から受託し、生活支援コーディネーター
第１次紀宝町地域福祉活動計画の基本理念「みんなが
ふだんの くらしを しあわせ
を配置、地域包括支援センターと連携して、協働で事業を推進しました。

に感じるまちへ」を引き続き踏襲して、
「何を」
「だれが中心となって」
「どのように」
「い
つごろまでに」進めていくのかを書いています。もちろん、計画書に書かれていることだ
就労継続支援（Ｂ型）事業所｢アプローチ｣につきましては、コーヒーカフェの時間延長や移動
けを取り組むものではありません。書かれていないことも、どんどん取り入れていく予定
販売の充実として、介護保険事業所等における買物機会の提供や新規希望地区の開拓等で増収
です。
につなげました。
「福祉の店」の店頭売上げについては、年々厳しいものがありますが、経費節
減に徹し、両方で何とか維持できるよう、今後も、工夫を重ねて参ります。
介護保険事業につきましても、当初は、減収も覚悟しましたが、営業時間の延長や経費節減を
行い、何とか経営を維持することができました。平成２８年度途中から、新しい総合事業もスタ
ートし、通所介護は１月から、訪問介護は２月から開始いたしました。
今後とも、本会の介護保険事業所のご利用を、よろしくお願い致します。

《法人運営係》

①理事１３名・監事２名・評議員２７名
②理事会（３回）・評議員会（３回）の開催
③職員管理１０６名 （正職２０名･嘱託１３名・臨時７３名）
④役職員研修会（法人関係：年２２回）、管理職会議（毎月）、
安全衛生委員会（毎月）、災害対策会議（年５回）、避難訓練等
⑤寄付金 （２５件・５４０，２３８円）
⑥社協賛助会費 （２８４件・７１７，０００円）
⑦広報紙発行 （社協だより：毎月１回）
※電話代の経費節減
（発信は、携帯電話で行い、前年度比 年間約５１万円節約！）
■平成２８年度社協決算 ＊収入合計３８３，２２８，３０４円＊支出合計３７５，７４２，６６６円＊差引額 7,485,638 円
収入の部
予算額 (円)

科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事
業
助成金収入
受取利息配当金収
その他の収入
固定資産売却収入
その他の活動による収入

800,000
720,000
50,376,000
22,485,000
10,000
2,536,000
11,379,000
173,065,000
72,100,000
42,590,000
1,812,000
140,000
2,492,000
0

決算額（円）

5,214,000

717,000
540,238
50,383,376
21,887,127
0
2,354,703
11,379,000
170,030,257
74,580,661
40,386,943
1,812,000
18,201
3,902,336
23,560
5,212,902

収入合計

385,719,000

383,228,304

科目
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
その他の活動による支出
固定資産取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
予備費支出

支出合計

支出の部
予算額（円）

決算額（円）

212,964,000
24,590,000
24,344,000
100,877,000
1,700,000
95,000
10,340,000
294,000
0
0
10,235,000
280,000

211,860,790
22,728,581
22,263,831
96,710,850
1,487,962
174,000
9,481,006
294,100
508,434
8,464
10,224,648
0

385,719,000

375,742,666

【主に社会福祉法に基づく事業】

鵜殿事業所で実施している主な事業
★地域福祉事業

◆第 2 次紀宝町地域福祉（活動）計画の推進

★生活支援・介護予防サービス体制整備事業

・推進委員会 3 回、３つの推進チーム会議

★ボランティア・市民活動センター事業

①地区懇談会チーム②ふくし委員チーム③ひきこもり支援チーム

★放課後児童クラブ事業、
「きほっこ」

・推進委員１９名は、計画策定委員・作業部会委員より。

◆地域支えあいボランティアサービス事業（住民参加型有償サービス）
①「困った時はお互いさん！」事業の推進（登録利用者 １６２名、協力会員 ６５名）
②おかずのおすそわけサービス 8 地区で実施 延べ利用食数 ３，６１７食
③買い物支援ツアーサービス（月４回：３４回実施） 延べ利用人数 ６４名
④便利屋さんサービス

◆スーパーカー事業

利用者１９名

延べ利用回数 １４４件

延べ回数 １００回、延べ利用者数 １，１１７名

◆ふれあいいきいきサロン（町内 2７箇所で実施、４箇所休止中）
・延べ利用回数・・１９０回、延べ参加人数・・４，０８６名
・ボランティアリーダー代表者会議４１名、研修会３６名、交流会の実施３３名

◆生活困窮者自立支援法における取組

①生活困窮者支援緊急食糧提供事業６名

②緊急時物品等支援事業０名、③家計相談支援事業０名、④相談対応１８名
◆日常生活自立支援事業

利用者数３名 延べ利用回数４５回

◆心配ごと相談事業 相談員１１名

相談件数１０件

◆養成講座・スキルアップ講座関係

初級手話教室、Cooking ボラ養成講座、お互いさん担い手養成講座

◆配食サービス事業
（旧紀宝：利用１１３名、２，２６４食、ボラ６９３名、鵜殿：利用４０名、７４０食、ボラ３４８名）
◆災害ボランティアコーディネーター連絡会

（会議年４回開催）

◆子育て支援事業
①にこにこ広場 ②子育てサロン「ふれん Zoo」

③子育てサロン「あらいぶ」 ④クッキングひろば

⑤やってみようひろば ⑥音楽療法教室 ⑦リズムリトミック ⑧タッチケア

◆福祉協力校への助成 町内小・中学校７校へ助成（１校５０，０００円）
◆ボランティアスクール（全５回）参加者１５名、ボランティア協力１６名
◆放課後児童クラブ事業「きほっこ」（町からの受託事業）
・利用登録者 ７１名(町内各小学校 平日利用３５名 長期のみ利用３６名)
・開設日数 ２９１日 延べ参加人数 ６，４８８名

◆第１１回社協つれもてまつり（２月２６日開催）参加人数約 1,２０0 名（内、ボラ３７０名）
・テーマ「みんなあつまれ つれもてまつり」 ※座談会、紀宝町ダーツの旅 DVD 上映、模擬店等
◆第４回こどもゆめまつり（８月２４日開催）
参加人数 ２１０名（町内小学生）

他ボランティア９５名、講師１名

◆個人ボランティア（９４名）
、広報啓発、リサイクルバザー、助成金の交付、各種講座等
◆ボランティア・市民活動センター事業（運営体制）
・登録団体 ８８団体 登録延べ人数 ４，０８３名
・運営委員会 ７回 総会、街頭募金、こどもゆめまつり、交流会の実施
・研修会（全国校区・小地域福祉活動サミット in おかざき・西三河）

【障害者総合支援法に基づく事業】

★主たる事業所《就労継続支援 B 型事業所 アプローチ》

（紀宝町鵜殿１０７４－１ 紀宝町福祉センター内）
◎基本工賃 日額 1,030 円、奨励金年２回、特別奨励金年１回
◎利用者：１１名（男３名、女８名）
①水耕栽培・販売（野菜５種）６，５１３杷
②コーヒー販売１，３８３杯
③オープンカフェ（毎週水・土曜日 Aｍ１０：００～１１：３０、
１３：００～１５：３０（３，１９５人、９７日営業）
④コーヒーカフェ （毎週月・火・金 Am１０：００～１１：３０、
１３：００～１５：３０（１，５９６人、１４８日営業）

⑤福祉センター館内清掃（神内・鵜殿：３５５回）
⑥みかんの袋のばし
３９，７７３枚
⑦空き缶卸
１，５００キロ
⑧災害対応自販機売上
１１３，２５０円

★従たる事業所《就労継続支援 B 型事業所 福祉の店アプローチ》
（紀宝町鵜殿３５９－１）
◎工賃 日額１,１３0 円、奨励金年２回、特別奨励金年１回
◎利用者：１１名（男４名、女７名）
①ミニスーパーで商品販売業務
②たまり場でのコーヒー等のサービスの提供
③店内外や駐車場の清掃・整理整頓
④移動販売、宅配販売業務
【
⑤新規商品の開発
⑥事業を通じて社会的自立、一般就労に向けての知識・技能等の
習得（衛生講習会実施）
⑦一般就労に移行した利用者への就労継続支援
⑧特定相談支援事業者との連携体制
【主に介護保険法に基づく事業】

《介護保険事業》

【福祉の店「移動販売」
】

（紀宝町神内２７７－２ 神内福祉センター内）
３月末（利用実人数、延べ人数等の実績）

◆訪問介護（ホームヘルパー）
① 訪問介護事業
（ ５７名
② 予防訪問介護事業・新しい総合事業（ ２９名

月１，１９３名）
月 １８０名）

◆通所介護（デイサービス）
③ 通所介護事業
（ ５６名
④ 予防通所介護事業・新しい総合事業（ １８名
⑤ 新しい総合事業（サービス A） ( ２名
⑥ 訪問入浴介護事業
（ １名
⑦ 予防訪問入浴介護事業
（ ０名

月
月
月
月
月

６０１名）
５２名）
８名)
３名）
０名）

◆居宅介護支援（ケアマネジャー）
⑧ 居宅介護支援事業
（２１５名
⑨ 居宅介護予防支援事業
（ ２６名
・新しい総合事業

月
月

２１５名）
２６名）

３月末（利用実人数、延べ人数等の実績）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

障害福祉サービス事業
日中一時支援事業 （障がい者デイ）
特定相談支援事業 （障がい者・児）
福祉有償運送事業
軽度生活支援事業
高齢者生きがい活動支援通所事業
寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業

（ ４名
（ ３名
（ ２２名
（２１１名
（
２名
( １７名
（ ４３名

月 １７名）
月 ９名）
月 ７名）
月２２０名）
月 ５名）
月 ５０名）
月 ４３名）

介護保険について、知りたいこと、解らないこと、どんなことでも結構です
ので、お尋ね下さい。
電話：３３－０１０１ 担当：ケアマネジャー

社会福祉協議会の「賛助会員」とは、社会福祉
に関心を有し、本会の趣旨に賛同して入会をして
いただいた方をもって構成しています（1 口：千
円、何口でも可能です）
。
また、強調月間中に入会していただいた方に
は、福祉の店「アプローチ」の「利用補助券」を

《平成２９年度使途計画》

1 人 1 枚（250 円相当分）を進呈させていただ

１ 社協まつり

きますので、強調月間中の入会をお勧めします。

200,000 円

２ こどもゆめまつり

受付は、
「紀宝町福祉センター」
「神内福祉セン
ター」
「福祉の店」で行っています。今後とも、本
会の活動に対しまして、ご理解、ご協力をお願い

50,000 円

３ 福祉協力校

350,000 円

４ いきいきサロン

300,000 円

５ 社協会費クーポン事業

いたします。

合計

50,000 円
800,000 円

「ふくし」は、とくべつなことではなく自分たちの身近に沢山あります。体験や人とのふれあい

などを通じ実感できる内容です。興味のある方・学びたい方は、是非、申し込んで下さい。(*’▽’)
◆対

象

◆申込方法

紀宝町内の小学４年生～中学校３年生
学校で配布されるチラシの申込書で申し込んで
下さい。（途中からの参加も大歓迎！！！）

《スケジュール》

➀

１、 ７月２６日（水）車いす体験等
２、 ８月

１日（火）高齢者と交流

３、 ８月２１日（月）災害時に役立つ食事づくり
４、 １０月 7 日（土）ウォークラリー
スペシャルイベント 「三反帆で巡る熊野川体験
昨年の様子

②

①高齢者と交流 ②郷土料理づくり

ツアー」参加
＊時間等、詳細はチラシでご確認ください。

2017年8月のカレンダー
▲社協事業

●ボランティア活動

★その他

■町行事等

会場の福祉センターとは、本所鵜殿事業所のことです。
日

曜

1

火 ▲大里サロン（大里多目的集会施設）

2

3

内

容

日

曜

16

水

▲ボランティアスクール②（福祉センター）

17

木 ■認知症介護者のつどい（まなびの郷）

▲きほっこ料理教室（福祉センター）

18

金 ▲きほっこ円満地プール（那智勝浦町）

19

土

★福祉児童相談（北桧杖多目的集会施設）

20

日

★まなびボランチ夏休み映画会（まなびの郷）

21

月 ▲ボランティアスクール③（福祉センター）

木 ▲ボランティア・市民活動センター運営委員会（福祉センター）

22

火 ★民生委員児童委員協議会定例会（福祉センター）

水 ▲東紀州社協地域福祉担当者会議（福祉センター）

★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター）
■地域包括ケア会議（紀宝町役場）
4

6

容

●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）
23

水 ▲子育て支援タッチケア（福祉センター）

金 ■生活支援コーディネーター研修会（津）

★福祉児童相談（大里多目的集会施設）

●サークルほほえみ友愛訪問（町内）

24

木

▲きほっこ流しソーメン体験（福祉センター）

25

金 ▲第5回こどもゆめまつり（福祉センター）

★共同募金委員会（福祉センター）
5

内

土 ▲鵜殿牡丹サロン（ふるさと歴史館）

★まなびボランチ夏休み映画会（まなびの郷）
26

土 ●鵜殿配食友愛訪問（福祉センター）

●はっぴーすまいる（福祉センター）

▲鵜殿ひまわりサロン（福祉センター）

★ＭＡＮＡＢＩ ｄｅ シーザー（まなびの郷）

■おはなし会（鵜殿図書館）

日 ★ＭＡＮＡＢＩ ｄｅ シーザー（まなびの郷）
▲成川下地サロン（成川生活改善センター）

27

日

28

月 ▲井田地下サロン（地下集会所）

7

月 ●南京玉すだれ福ふく（福祉センター）

8

火 ●ボラコ会役員会（福祉センター）

29

火

9

水 ▲阪松原サロン（阪松原生活改善センター）

30

水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

10

木 ★まなびボランチ夏休み映画会（まなびの郷）

●傾聴ボランティア「クロ‐バーの会」打ち合わせ（福祉センター）

▲きほっこものづくり教室（福祉センター）

■天体観望会（鵜殿図書館）

●高齢者地域見守り隊定例会（紀宝町役場）

11

金 山の日

12

土

★町老連趣味の作品展（まなびの郷）

13

日

■紀南地域権利擁護支援体制連絡会（熊野市）

14

月

15

火

『災害ボランティアコーディネーター』とは
災害時に、災害ボランティアセンターが開設
された際に、そのセンターで、地域内外から来
ていただいたボランティアを被災された地域へ
派遣する等、効果的にコーディネートするのが
大きな役割となっております。また、平常時に
は、地域の防災力を高める啓発活動等も行い
ます。
【募集要件】
①町内に在住する１８歳以上の方（学生を除く）
②普通自動車以上の運転資格を有し、常に安
全運転を励行している方
③ボランティア活動に関心があり、今後の活動
に積極的に参加していただける方

31

木 ▲きほっこラスト夏祭り（福祉センター）

◆社協では、ボランティア活動や、町の行事などの
情報を共有し、明るいまちづくりをすすめています。

④目的を十分理解し活動していただける方
⑤下記カリキュラム日程の８０％以上履修で
きる方
【日程】
① ９月２１日（木）１８時３０分～２０時３０分
開講式
②１０月 ３日（火）１３時３０分～１５時３０分
③１０月２５日（水）１３時３０分～１５時３０分
④１１月８日（水）１８時３０分～２０時３０分
⑤１１月２０日（月）１３時３０分～１５時３０分
⑥１２月３日（日）９時３０分～１２時
災害ボランティアセンター設置訓練
＋閉講式
【募集締め切り】 平成２９年８月末まで
【問い合わせ先】
☎（３２）０９５７ 地域福祉係 鈴木・登立

８月の子育て支援事業
下記の事業は、夏休みとなっております。
◇子育てサロン（神内・鵜殿・井田）
◇リズムリトミック
◇音楽療法
◇やってみよう広場
◇クッキング広場

日

◇ダンボのおもちゃ病院

オイルを使ったベビーマッサージをします。

相談所開設
■心配ごと相談
日 時：平成２９年８月３０日（水）
１０時～１５時
場 所：紀宝町福祉センター
相談員：畦越 進・田中啓一・和田美知代
（敬称略）

★相談は無料！秘密は厳守します！

時：平成２９年８月 23 日（水）
１０時～１１時
所：紀宝町福祉センター

場

参加料：町内１組

８００円

町外１組 １，０００円
内容：親子のスキンシップを目的にオリーブ

■福祉児童相談
◎日 時：平成２９年８月２日（水）
１０時～１２時
場 所：北桧杖多目的集会施設
相談員：西増初代・有城正剛
◎日

時：平成２９年８月２３日（水）
１０時～１２時
場 所：大里多目的集会施設
相談員：田中孝史・聖谷眞美
（敬称略）

老人クラブ連合会趣味の作品展
会員の日頃の趣味活動の成果を発揮して、文化活動の活性化と会員相互のふれあい
と生きがいづくり等を推進することを目的として、年に１度開催しています。皆さん
の『絵画・彫刻・書・手工芸・写真・俳句』等の作品を展示します。
多くの方のご来場をお待ちしています。
日
場

時：平成２９年８月３１日（木）９時～１７時
９月 １日（金）９時～１４時
所：紀宝町生涯学習センターまなびの郷（鵜殿）ふれあいゾーン

お問い合わせ・申込みは紀宝町
ボランティア・市民活動センターへ
３２－０９５７まで
広場・各分校とも８月１日（火）9 時から受付を開始します。
（申し訳ありませんが、一度に大勢の申込みはご遠慮ください）
広場は地域の方を講師に迎え、日頃から
関心のあることに挑戦できる場です。

10 号のかぎ針を使って、茹でたスパゲティくらい太い糸
を、ザクザク編んで仕上げます。初心者の方でも簡単にでき
ます。気楽にご参加くださいね。
●８月２８日（月）13 時３０分～１５時３０分
○場 所：紀宝町福祉センター
○協力者：廣里さん（井田）
○定 員：10 名
○参加費：６００円
○持ち物：裁縫道具、はさみ

町内の子どもたちを対象にした「こどもゆめまつ
り」を今年も開催します。昨年も地域の方のおかげ
で大成功でした。
「ものづくりコーナー」
「あそびコ
ーナー」「受付コーナー」等に協力してくれるボラ
ンティアの方を募集しています。協力いただける方
は、８月１０日（木）までに連絡ください。
○日
○場

時 8 月２５日(金)集合 9 時～終了 14 時
所 紀宝町福祉センター

紀宝町絵手紙サークルこんにち和

神内事業所のデイサービスでは、利用者の方がお
待ちかねの「夏まつり」を開催します。そこで、
“ゲ
ーム・模擬店” を担当するボランティアを求めて
います。 ８月１０日（木）までにご連絡下さい。
○日 時 8 月 17 日～23 日＊19 日、20 日除く
13 時～15 時終了予定
○場 所 神内福祉センター
○連絡先 神内事業所
電話：３２－２０２３ 山城
＊学生の方、ぜひご協力を。

連絡先 地域福祉 時松

移動手段等がなく、生活用品の買い
物に困っている希望者に対して、大型
車両とシルバー人材センターを利用
し 1 対 1 の付きそいを行い集団で買
い物に行きます。

＊利用券 2 枚（500 円）。
＊個人の車は使用しません。
＊買い物の滞在は 1 時間

ユニカールは年齢や性別・体力を
問わない軽スポーツです。友達や家
族・職場の仲間や１人での参加も
連絡先 地域福祉
時松
大丈夫です。是非参加を！
◇９月 1０日（日）
９時３０分～１５時
●会 場：鵜殿体育館
●参加費：大人１人５００円
小中学生１人２００円
●申込締切：９月４日（月）
●問合せ先：紀南レク協会
0597-85-3552（山城）
090‐2185‐1038（和田）
「

登録ヘルパー随時募集中！

