
令和元年度

事 業 報 告 書

（評議員会）

自　平成３１年　４月　１日

至　令和　２年　３月３１日

社会福祉法人

紀宝町社会福祉協議会

令和　２年６月２４日（水）１９時　開会



【鵜殿事業所】

P.1～P.5 … ◆総務事業

　　P.1 　①職員体制（令和2.3.31現在）、組織図

　　P.2 　②理事会・評議員会

　　P.3～P.4 　③研修会等

　　P.5 　④広報（社協だより）の発行

　　P.5 　⑤賛助会員（社協会費）

　　P.5 　⑥寄付金・物品寄付

　　P.5 　⑦貸付事業（紀宝町助け合い金庫、三重県生活福祉資金）

P.6～P.38 … ◆地域福祉事業

　　P.6～P.10 　①第２次紀宝町地域福祉（活動）計画の推進

　　P.11　 　②生活支援・介護予防サービス体制整備事業

　　P.12　 　③認知症施策推進事業

　　P.13　 　④地域支えあいボランティアサービス事業

　　P.14　 　⑤スーパーカー事業

　　P.15　 　⑥ふれあいいきいきサロン

　　P.16　 　⑦生活困窮者自立支援法における取り組み

　　P.17　

　　P.18　 　⑨法人後見受任への取り組み

　　P.19　 　⑩悪質商法の被害防止、予防の為の啓発活動の実施

　　P.20　 　⑪心配ごと相談

　　P.21　 　⑫養成講座・スキルアップ講座関係

　　P.22　 　⑬配食サービス

　　P.23　 　⑭子育て支援

　　P.24　 　⑮福祉協力校

　　P.25　

　　P.26　 　⑰社協つれもてまつり（第１４回）

　　P.27　 　⑱こどもゆめまつり（第７回）

　　P.28　 　⑲放課後児童クラブ「きほっこ」

　　P.29　 　⑳寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業

　　P.30～P.35

　　P.36～P.38

　⑯学童・生徒のボランティア活動事業（ボランティアスクール）

【　　目　次　　】　

　⑧日常生活自立支援事業

　㉑ボランティア・市民活動センター事業

　㉒研修会等



【アプローチ事業所】

P.39～P.4４ … ◆就労継続支援（Ｂ型）事業

　　P.39

　　P.40

　　P.41

　　P.42

　　P.43

　　P.44

【神内事業所】

P.45～P.52 … ◆介護保険事業

　　P.45 　①訪問介護事業

　　P.46 　②介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービス）

　　P.47 　③通所介護事業

　　P.48

　　P.49 　⑤訪問入浴介護事業

　　P.50 　⑥介護予防訪問入浴介護事業

　　P.51 　⑦居宅介護支援事業

　　P.52 　⑧居宅介護予防支援事業・日常生活支援総合事業

P.53 … ◆障害福祉サービス事業（居宅介護・重度訪問介護）

P.54 …

P.55 …

P.56 …

P.57 …

P.58～P.59 …

【福祉団体事務局】
P.60～P.68 … ◆事務局
　　P.60

　　P.61

　　P.62

　　P.63 　④紀宝町民生委員・児童委員協議会
　　P.64 　⑤紀宝町老人クラブ連合会
　　P.65 　⑥紀宝町身体障がい者福祉会
　　P.66 　⑦紀宝町手をつなぐ親の会
　　P.67 　⑧紀宝町母子寡婦福祉会
　　P.68 　⑨紀宝町遺族会

　④介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス・Ａサービス）

　①就労継続支援（Ｂ型）事業所｢アプローチ｣（利用者）

　②就労継続支援（Ｂ型）事業所｢アプローチ｣（事業内容）

　③就労継続支援（Ｂ型）事業所｢福祉の店アプローチ｣（利用者）

　④就労継続支援（Ｂ型）事業所｢福祉の店アプローチ｣（店舗）

　⑤就労継続支援（Ｂ型）事業所｢宅配・移動販売｣

　⑥研修会等

　①紀宝町福祉連絡会

　②紀宝町災害見守り体制連絡協議会

　③紀宝町共同募金委員会

◆日中一時支援事業（身障デイサービス）

◆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
◆研修会等



令和元年度

（鵜殿事業所）

社会福祉法人

紀宝町社会福祉協議会

総務・地域福祉事業



事業所 役職 氏名 事業所 役職

会 長 木 下 起 査 央 次 長 兼 神 内 事 業 所 長

副 会 長 濵 口 啓 通所介護・訪問入浴係      ◎

事 務 局 長 鈴 木 生 子 係 長 補 佐

次長兼鵜殿事業所長　　　　◎ 中 野 大    　 係　

総 務 ・ 地 域 福 祉 係 長 補 佐 西 那 久 美    　 係　

係 ○ 時 松 有 見 子 係　　 　　 　○

きほっこ主任 　　　 　○ 角 口 美 樹 係　　 　　 　○

係　 　　　 　○ 中 家 彩 子 係　　 　　 　○

係　 　　　 　○ 久 保 田 あ ゆ み 訪 問 介 護 係 ◎

次長兼アプローチ事業所長
◎

松 原 佳 子 主  任 　　　 　○

アプローチ主任　　　　　　　○ 杉 岡 敏 典 係　 　　　 　○

係 ○ 泉 み つ 子 係　　 　　 　○

福祉の店「アプローチ」係　◎ 林 優 子 係　　 　　 　○

係 ○ 服 部 敏 子 居 宅 介 護 支 援 係 ◎

　　　　　係　 　　　 　○ 平 野 貴 恵 係 長 補 佐

係 長 補 佐

   係

   係

   係

理事長（会長） 木　下　起　査　央

副会長 濵　　口　　　　　啓

　

常務理事兼事務局長 鈴　木　生　子

鵜殿事業所（25名） アプローチ事業所（２3名） 神内事業所（63名）

１．所長兼務（１名） １．所長兼務（１名） １．所長兼務（１名）

（正職１名） （正職１名） （正職１名）

２．総務・地域福祉係（14名） ２．アプローチ係（６名） ２．通所・訪問入浴介護係（２8名）

（正職2名、嘱託3名） （嘱託２名） （正職４名、嘱託３名）

（臨時9名） （臨時４名） （臨時21名）

３．放課後児童クラブ係（１0名） ３．福祉の店係（１6名） ３．訪問介護係（２6名）

（嘱託１名） （正職１名、嘱託２名） （正職１名、嘱託４名）

（臨時9名） （臨時１3名） （臨時２1名）

４．居宅介護支援係（８名）

（正職5名）

（臨時３名）

●正職員（１7名）、嘱託職員（１5名）、その他パート（80名）

1．職員体制（令和元年度） 令和２年３月３１日現在

氏名

堀　　切　　貴　　子

山　　城　　秀　　明

鵜殿事業所

前　　　地　　　ゆ  か  り

田　　　中　　　ゆ　か　り

田　　尾　　明　　美

尾　　崎　　美 智 子

神内事業所

アプローチ事業所
小　　山　　高　　司

中　　家　　美　　和

上　　野　　恵　　巳

石　　　本　　　祐　　　琢

久　　　保　　　光　　　子

松　　　下　　　真　　　紀

中　　村　　洋　　子

野　　　村　　　由　　　美

岩　　　本　　　ゆ  か  り

（合計１12名）

木　　村　　順　　次

大 和 田     有 香 子

須　　川　　美　　己

登　　立　　隆　　之

◎は係長　※太字は正規職員（１７名）、○は嘱託職員（１５名）、その他パート８０名

（合計112名）

社会福祉法人　紀宝町社会福祉協議会　組織図（令和２年３月３１日　現在）

役員（理事１２名・監事２名）

評議員会（評議員２１名）



紀宝町福祉センター

（評議員１７名、監事１名）

（評議員１７名、監事１名）

経理規程一部改正（案）について

令和２年度、事業計画（案）について

評議員会の招集について

嘱託職員等就業規程（案）について

令和２年度、社協会計予算（案）について

臨時職員就業規程一部改正(案）について

令和元年度、社協会計第３次補正予算（案）について３月２５日（水）評議員会　　１９時００分開会

嘱託職員等就業規程（案）について

紀宝町福祉センター

社協会計第２次補正予算（案）について

社協会計第２次補正予算（案）について
　紀宝町福祉センター

評議員会の招集について

会長・副会長・常務理事について

令和２年度、事業計画（案）について

監査報告について

平成３０年度、社協会計収支決算について

監査報告について

職員の給与・退職手当に関する規程一部改正について

評議員選任候補者の推薦について

紀宝町福祉センター

社協会計第１次補正予算（案）について

評議員選任・解任委員会の招集について

令和２年度、社協会計予算（案）について

臨時職員就業規程一部改正(案）について

４月１日（水）理事会　１０時

　　　　　　　　（理事１１名、監事１名）

３月１８日（水）理事会　　１４時５７分開会

（理事１２名、監事１名）

６月２８日（金）理事会　８時５５分

　　　　　　　　（理事１１名、監事２名）

１２月１７日（月）評議員会　　１３時２０分開会

１２月９日（月）理事会　　１５時　開会

（理事１２名、監事１名）

６月１２日（水）理事会　　１４時５５分開会 平成３０年度、事業報告について

（理事１０名、監事１名）

紀宝町福祉センター

紀宝町福祉センター

紀宝町福祉センター

令和元年度、社協会計第３次補正予算（案）について

経理規程一部改正（案）について

会長・副会長・常務理事について

理事・監事の選任について

定時評議員会の招集について

６月２７日（木）評議員会　　９時２５分開会 平成３０年度、事業報告について

（評議員１６名、監事１名） 平成３０年度、社協会計収支決算について

２．理事会・評議員会

場　所

紀宝町福祉センター
社協会計第１次補正予算（案）について

開催日時・参加者数等 主　な　内　容



（令和元年度）

月　日 内　容 場　所 参加者　等

4月18日 県共同募金会事務局長会議、県社協事務局長会議 津市 局長

5月9日 県社会福祉協議会新人研修 津市 職員

5月17日 県社協事務局長会議、県地域福祉活動推進協議会 津市 局長

5月28日 社会福祉法人役員研修会 津市 監事

5月31日 雇用主説明会 熊野市 局長

6月6日 安全衛生管理者研修会 熊野市 職員

7月4日 会計担当者養成講座 津市 職員

7月11日 社会保険事務セミナー 尾鷲市 職員

7月12日 雇用管理改善啓発セミナー 松阪市 局長、次長

7月23日 安全運転管理者等法定研修 御浜町 局長、職員

7月24日～25日 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程『チームリーダーコース』研修 津市 職員

8月1日 会計担当者養成講座 津市 職員

8月5日 県共同募金会担当者・事務局長会議 津市 局長

8月7日 町人権研修会 まなびの郷 職員（係長以上）

9月5日 公正採用選考研修会 熊野市 局長

9月10日～11日 福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程『中堅職員コース』研修 津市 職員

9月11日 トップセミナー 津市 職員

9月25日 税務研修会 熊野市 職員

10月16日 三重県福祉大会 津市 会長、職員、他

10月18日 社会福祉法人向けセミナー 四日市市 職員

10月21日 子育て、家庭教育サポートリーダー養成講座 津市 職員

10月25日 労務管理講習会 津市 局長

10月30日 年金研修会 熊野市 職員

11月6日 令和元年度市町村社会福祉協議会監事・事務局長研修会 津市 局長

11月14日 社協職員研修会（虐待について） 紀宝町福祉センター 職員全員

11月20日 源泉徴収説明会 御浜町 職員

11月25日 人権研修会 まなびの郷 職員全員

11月28日～29日 東海北陸ブロック社協職員研究集会 愛知県 職員

1月16日 労務管理講習会 熊野市 局長、次長

2月5日 三重県地域福祉活動推進協議会 津市 局長

2月19日 職員研修会（交通安全等） 紀宝町福祉センター 職員全員

2月25日 職員研修会（交通安全等） 紀宝町福祉センター 職員全員

4月2日 臨時管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、局長、各次長兼事業所長

4月19日 第１回、管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長

5月23日 第２回、管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長

6月20日 第３回、管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長

7月25日 第４回、管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長

〃 第１回、係長・管理職合同会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長、各係長

9月10日 第５回、管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長

10月24日 第６回、管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長

11月20日 第７回、管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長

12月18日 第８回、管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長

1月8日 臨時管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、局長、各次長兼事業所長

1月15日 第９回、管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長

1月21日 各事業担当者との意見交換会（アプローチ事業所） 紀宝町福祉センター 会長、局長、アプローチ事業所長、係長

〃 各事業担当者との意見交換会（鵜殿事業所） 紀宝町福祉センター 会長、局長、鵜殿事業所長、係長補佐

1月24日 各事業担当者との意見交換会（神内事業所:通所介護） 紀宝町福祉センター 会長、局長、神内事業所長、係長、係長補佐

1月27日 各事業担当者との意見交換会（神内事業所:訪問介護） 紀宝町福祉センター 会長、局長、神内事業所長、係長、主任等

〃 各事業担当者との意見交換会（神内事業所:居宅介護支援） 紀宝町福祉センター 会長、局長、神内事業所長、係長、係長補佐

2月20日 第１０回、管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長

3月16日 第１１回、管理職会議 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、各次長兼事業所長

4月5日 臨時職員面接（通所介護）、トライアル事業臨時職員面接 紀宝町福祉センター 会長、局長、次長

9月12日 臨時職員面接（放課後児童クラブ） 紀宝町福祉センター 会長、局長、主任

12月19日 臨時職員面接（福祉有償、アプローチ福祉の店） 紀宝町福祉センター 会長、局長

1月21日 臨時職員面接（通所介護） 紀宝町福祉センター 会長、局長、次長

2月16日 正規職員採用試験 紀宝町福祉センター 会長、副会長、局長、次長

3月31日 臨時職員面接（通所介護） 神内福祉センター 会長、局長、次長

３．事業・会議・研修会・説明会等　（総務）
●役職員研修会等

●管理職会議、係長会議等

●職員採用関係等



1月23日 第１回災害対策会議（BCP見直し等） 紀宝町福祉センター 委員６名

7月26日 避難訓練 紀宝町福祉センター 鵜殿事業所・アプローチ

1月7日 防犯訓練 紀宝町福祉センター 鵜殿事業所・アプローチ

12月24日 避難訓練 紀宝町福祉センター 鵜殿事業所・アプローチ

1月7日 防犯訓練 紀宝町福祉センター 鵜殿事業所・アプローチ

4月26日 第１回（各事業所点検、子どもに関する相談員、交通事故発生等、前年度評価等） 紀宝町福祉センター 委員７名

5月23日 第２回（各事業所点検、子ども参観、パワハラ） 紀宝町福祉センター 委員７名

6月20日 第３回（各事業所点検、交通事故発生、子ども参観） 紀宝町福祉センター 委員７名

7月25日 第４回（各事業所点検、交通事故発生、子ども参観等） 紀宝町福祉センター 委員８名

8月26日 第５回（各事業所点検、交通事故発生、子ども参観、ストレスチェック） 紀宝町福祉センター 委員５名

9月17日 第６回（各事業所点検、交通事故発生、子ども参観振り返り等） 紀宝町福祉センター 委員９名

10月24日 第７回（各事業所点検、次世代育成支援対策計画、交通事故発生） 紀宝町福祉センター 委員７名

11月20日 第８回（各事業所点検、インフルエンザ、子育てアンケート等） 紀宝町福祉センター 委員６名

12月18日 第９回（各事業所点検、次世代育成支援計画） 紀宝町福祉センター 委員８名

1月15日 第１０回（各事業所点検、利用者事故、健康診断結果等） 紀宝町福祉センター 委員９名

2月18日 第１１回（各事業所点検、交通事故、新型コロナウイルス等） 紀宝町福祉センター 委員９名

3月24日 第１２回（各事業所点検、次年度計画等） 紀宝町福祉センター 委員９名

6月14日 評議員選任・解任委員会 紀宝町福祉センター 委員、局長

6月20日 職員研修委員会 紀宝町福祉センター 委員

6月28日 賛助会費等使途検討委員会① 紀宝町福祉センター 委員、局長、次長、担当者

9月17日 賛助会費等使途検討委員会② 紀宝町福祉センター 委員、局長、次長、担当者

10月23日 賛助会費等使途検討委員会③ 紀宝町福祉センター 委員、局長、次長、担当者

●その他
4月1日 職員辞令交付 紀宝町福祉センター 会長、職員

4月2日 桐寿会総会（桐原老人クラブ） 桐原生活改善センター 会長、担当職員

4月3日 大寿倶楽部総会（大里老人クラブ） 大里多目的集会施設 会長

4月4日 高砂会総会（成川老人クラブ） 成川中村多目的集会施設） 会長

4月9日 近隣市町社協へのあいさつ 熊野市、御浜町 会長、局長

4月16日 讃寿会総会（鵜殿老人クラブ） まなびの郷 会長、局長

4月18日 福寿クラブ総会（神内老人クラブ） 神内会館 会長

4月21日 母子寡婦福祉会総会 紀宝町福祉センター 会長、局長、担当職員

4月22日 老人クラブ連合会総会 紀宝町福祉センター 会長、局長、担当職員

4月22日 手をつなぐ親の会総会 紀宝町福祉センター 会長、担当職員

4月23日 民生委員児童委員協議会総会 紀宝町福祉センター 会長、局長、担当職員

4月24日 遺族会総会 紀宝町福祉センター 会長、局長、担当職員

4月25日 身体障がい者福祉会総会 那智勝浦町 副会長、局長、担当職員

5月8日 福祉連絡会総会 紀宝町福祉センター 会長、局長、担当職員

5月14日 ボランティア・市民活動センター『きぼらんせ』総会 紀宝町福祉センター 会長、局長、担当職員

5月27日 税理士申告(消費税） 紀宝町福祉センター 局長、担当

6月5日 町社協監事監査 紀宝町福祉センター 監事２名、担当２名

7月31日 ３市町社会福祉協議会合同会議 御浜町 会長、局長

8月28日・29日 こども参観日 紀宝町福祉センター 局長、担当

9月16日 神内敬老会、鵜殿敬老会 神内会館、まなびの郷 会長

10月1日 身体障がい者福祉会グラウンドゴルフ大会 鵜殿グラウンド 会長、局長、担当

10月18日 町戦没者慰霊祭 紀宝町福祉センター 会長、担当

10月31日 職員インフルエンザ予防接種 神内福祉センター⇒紀宝町福祉センター 職員

11月1日 紀南地方市町村社協事務局長連絡会 浅里飛雪の滝 会長、局長、次長

11月12日 社協賛助会員グラウンドゴルフ大会 鵜殿グラウンド 会長、局長、次長、担当者

11月15日 紀宝町老人福祉大会 まなびの郷 会長、局長、担当者

11月19日 令和元年度熊野尾鷲産業安全衛生大会（尾鷲優良勤労者表彰授与） まなびの郷 会長

11月21日 三重県保険協会からの車贈呈式 津市 会長

12月9日 職員健康診断 神内福祉センター 職員

1月6日 仕事始め（会長訓示） 各事業所 会長、局長

1月17日 社協職員離職式 紀宝町福祉センター 退職者（正職１名）

●避難訓練等

●安全衛生委員会

●各委員会等

●災害対策会議



月 号 ページ数

4 158 6

5 159 8

6 160 6

7 161 8

8 162 8

9 163 6

10 164 6

11 165 6

12 166 6

1 167 8

2 168 8

3 169 6

５．賛助会員　(社協会費） 令和元年度合計額 265 件 832,000 円

年度 個人(件) 企業・団体（件）

元年度 226 39

寄付金件数 寄付件数

9 2

ボランティアバザー等

貸付件数 貸付金額 償還済額 残額

1 100,000 31,000 69,000

1 100,000 31,000 69,000

貸付件数 貸付金額 償還済額 残額

更 生 資 金 3 4,127,760 2,569,915 1,557,845

身 障 者 資 金 0 0 0 0

生 活 資 金 0 0 0 0

福 祉 資 金 1 1,873,000 1,248,240 624,760

住 宅 資 金 0 0

修 学 資 金 4 5,995,000 2,397,830 3,597,170

その他日常生活経費 2 319,214 46,950 272,264

緊急小口資金 2 200,000 0 200,000

療 養 資 金 0 0 0 0

災 害 資 金 0 0 0 0

教 育 資 金 1 511,562 312,400 199,162

13 13,026,536 6,575,335 6,451,201

「きぼらんせ」交流会、新年あいさつ(社協会長)、集まりの場ミニ講演会、桐原地区懇談会報告

４．広報（社協だより）の発行

主　　　な　　　内　　　容

社協つれもてまつり報告、ひきこもり支援・相談所、社協つれもてまつり報告

高齢者地域見守り隊　啓発活動、新会長挨拶、31年度事業計画、活動内容31年度予算、寝具丸洗い、移動販売、共同募金、職員人事異動

かわりない会紹介、かわりない会、介護者のつどい、いっぷく亭、ボラ市民総会報告

賛助会員募集中(子育てサロンあらいぶ)、賛助会員募集中、趣味の作品展、個人ボランティア募集

こどもゆめまつり、平成30年度決算・事業報告、賛助会員募集、大規模改修のおしらせ、理事等の改選

三重ボランティア基金、職場見学ツアー、教育支援資金、寝具丸洗い

共同募金(子サロふれんZOO)、共同募金・生活援助従事者研修、こどもゆめまつり報告

初級手話教室、初級手話教室・集まりどころ、福祉の店・福祉連絡会研修会

歳末たすけあい運動、きほっこ募集、アプローチ、歳末たすけあい、羽毛プロジェクト

51,305 切手　5,054円分

養成講座受講生募集、ふくし委員・次世代型HH講座、災害ボラコ養成講座、つれもてまつり

café de アプローチ、つれもてまつり、ボラスク・無料電話相談

金額(円） 金額（円）

415,000 417,000

６．寄付金・物品寄付

寄付金額（円） 物品名

401,933 スズキ　アルト(5931)　生命保険協会より

７．貸付事業 （単位：円）

種　　　　　別

紀 宝 町 助 け 合 い 金 庫

合          計

（※令和元年度、償還無し）

（単位：円）

種　　　　　別

生 活 福 祉 資 金
（ 三 重 県 社 会 福 祉 協 議 会 ）

合          計

（※注：貸付金額は、当初の元金と利子額の合計額とし、延滞利子額は入っていない。）



事業名

　　地区懇談会チーム　未実施地区(井内、鮒田)の計画について

事　業　実　績

　　進捗状況報告　地区懇談会報告　各チームの動きについて

　進捗状況を確認（年２回程度）していきます。

・推進委員会の開催（年３回の実施）

　　ひきこもり支援チーム　ひきこもり支援講演会について

　年度より新たに、ボランティアチームを追加し、計４つの推進チーム

　　

　　平成３０年度　進捗状況・報告　今年度の計画・進捗状況報告

　　各チームからの報告　グループワーク実施（●ふくし委員：範囲、

①第２次地域福祉（活動）計画推進委員会の設置(委員委嘱）。

　　ボランティアチーム　「ボランティア入門講座(仮)」について

　③２月２７日　委員１５名、オブザーバー・事務局８名出席

　①９月１８日委員１６名、オブザーバー・事務局８名出席

を設け、事業の実施及び評価、修正等を行ないます。

　　ふくし委員チーム　ふくし委員　啓発パンフレットについて

　（当事者から）情報が届くのか

　②１２月１３日　委員１７名、オブザーバー・事務局８名出席

　　進捗状況報告　チーム会議内容について報告

　依頼の方法　●ボランティア：講座のテーマ　●あなたの身近な集

②平成３０年度からは、３つの推進チーム（地区懇談会チーム、ふくし

　まれる場を教えてください　●ひきこもり：どうすれば当事者に

実施内容

　事業の実施及び評価、社会情勢の変化等に伴う計画の修正等を行いました。

　　第２次紀宝町地域福祉(活動)計画の振り返りと総括について

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・次年度は、第３次地域福祉（活動）計画策定年度となる為、策定

　委員や作業部会委員の委嘱等、計画的にスケジュール調整を行い、

　第２次地域福祉（活動）計画の振り返りと同時に地域の意見集約や

　チーム会議等を行います。また推進委員会については別途開催とし、

　委員チーム、ひきこもり支援チーム）を設置していましたが、令和元

　を設置しました。

総務・地域福祉係 第２次紀宝町地域福祉（活動）計画の推進

事業の概要

目　　的

　第２次地域福祉（活動）計画の基本理念に基づき『みんながふだん

のくらしをしあわせに感じるまちへ』を推進していきます。

　この計画を、住民や関係する多様な機関の参加を得ながら適切かつ効

果的に推進するために、「第２次地域福祉（活動）計画推進委員会」



事業名

実施内容

総務・地域福祉係
第２次紀宝町地域福祉（活動）計画の推進
①地区懇談会チーム

事業の概要

目　　的

　第２次地域福祉（活動）計画の基本理念に基づき『みんながふだん

のくらしをしあわせに感じるまちへ』を推進していきます。

　この計画を、住民や関係する多様な機関の参加を得ながら適切かつ

効果的に推進するために、「第２次地域福祉（活動）計画推進委員会」

を設け、事業の実施及び評価、修正等を行ないます。

　　参加者：住民１７名、チーム委員２名、包括１名、事務局５名

　③井内地区懇談会（井内ミニふくしまつり）　３月２０日予定

　　→新型コロナウイルス感染予防のため、開催延期

・地区懇談会の開催の事前に、地区主要な方等に対して、地区懇談会

　第2次地域福祉活動計画を推進するにあたり、チーム会議で検討し、

地域に出向いていきます。

＊多くの住民に地域福祉（活動）計画の周知をはかります。

＊地域の関心ごとや困りごとをみんなで共有し、関心を高められる場

・地域のニーズをキャッチするべく、小規模な集まりの場や、サロン

　等でもその規模にあった懇談会を実施していきます。

・地域の関心ごと、困りごとをみんなで共有し、関心を高められる場

になるように工夫して取り組んでいきます。

　の事前打合せを行う。

・①②ともに３グループに分かれて、地域の関心ごとや困りごと等を

　フリートークで行う。終了後には、交流としてお楽しみくじ引き抽

　選会を行う。

　になるように工夫して取り組んでいきます。

事　業　実　績

・地区懇談会の開催

　①桐原地区懇談会　１２月３日（火）

　　参加者：住民２１名、チーム委員２名、包括１名、事務局５名

　②鮒田地区懇談会　２月１９日（火）

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・地域に出向き、地域福祉（活動）計画の啓発等を実施します。



事業名

　※ステップ２の講座…ふくし委員の養成講座（守秘義務や個人情報

　っていただけるよう、ステップ２の講座参加について、声掛けや文

　書で呼びかけました。

　　　　　　　　　　　の取り扱いなど）

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・ふくし委員創設に向け、守秘義務や個人情報の取り扱いについてな

　どの養成講座を開催します。

・次年度、次世代型ホームヘルパー講座修了者へ、ふくし委員の養成

　講座を受けていただき、担っていただけるよう呼び掛けます。

事　業　実　績

・推進チームの開催

　①１０月２３日　委員５名、事務局３名　

　②１２月　３日　委員４名、事務局２名

・基礎講座として、次世代型ホームヘルパー講座を開催し、１９名

　受講。

　①　２月２１日

　②　２月２８日　　　　　受講者１９名（内：１４名修了）

　③　３月　４日

・今年度及び前年度までの上記修了者に、地域の「ふくし委員」にな

　第２次地域福祉(活動)計画を推進するにあたり、チーム会議で検

討し、地区の代表や民生委員・児童委員、老人クラブ代表、いきいき

サロン代表等、地域の実情を理解した人が集まり、ふだんのくらしを

しあわせに委員（ふくし委員）制を創設し、福祉の協力者を増やして

いきます。

総務・地域福祉係
第２次紀宝町地域福祉（活動）計画の推進
②ふくし委員チーム

事業の概要

目　　的

　第２次地域福祉活動計画の基本理念に基づき『みんながふだんのく

らしをしあわせに感じるまちへ』を推進していきます。

　この計画を、住民や関係する多様な機関の参加を得ながら適切かつ

効果的に推進するために、「第２次地域福祉(活動)計画推進委員会」

を設け、事業の実施及び評価、修正等を行ないます。

実施内容



事業名

　　『要介護５の母と働かないボク』

　① 5月16日　委員2名　事務局2名

　② 7月18日　委員3名　事務局2名

　④11月 8日　委員4名　事務局2名

　⑤ 1月22日　委員5名　事務局2名

・「ひきこもり支援センター」～ひきこもりって何だろう？～

　(１２月６日　参加１名)

  について、チーム会議で検討します。

　に提供、関係機関への配布、住民への貸し出しをおこなうことで、ひき

　こもりへの理解や当事者への情報提供につなぎます（未実施　用意済み）

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・「集まりの場」を継続して開設していきます。内容の検討も行い、気軽

  に参加できる工夫をしていきます。

・「相談窓口の強化」にも視点を当て、相談に応じて的確な連携が行える

  よう、ネットワークを強化します。

・保健師や福祉課と連携を図り、必要なケースに応じて同行訪問や、ひき

  こもり支援の周知を行います。

・８０５０実態調査で挙がったケースから課題を整理し、今後の取り組み

事　業　実　施

・集まりの場　　月1回開設（アプローチ邸）：毎回２～４名の参加者あり　

・ミニ講演会＆カフェ　　１月９日(木)　参加者６３名

　講師：ひきこもり経験者　大屋敷光良氏

・ひきこもり支援チーム会議（2カ月に1回：計5回）

　③ 9月 6日　委員5名　事務局1名

・「令和元年度　ひきこもり支援担当者会議(東牟婁圏域)」

　(１月１０日　参加１名)

・啓発ＤＶＤの活用

　出演協力者（ひきこもり経験者、医療関係者、各事業所、家族の会等）

第２次地域福祉（活動）計画を推進するにあたり、チーム会議や町担当課

と協議の上、支援事業に取り組んでいきます。

＊本人・家族への支援を行います。

＊集まりの場の運営継続と啓発活動の充実を図ります。

＊関係機関との連携を図ります。

総務・地域福祉係
第２次紀宝町地域福祉（活動）計画の推進
③ひきこもり支援チーム

事業の概要

目　　的

　第２次地域福祉（活動）計画の基本理念に基づき『みんながふだんの

くらしをしあわせに感じるまちへ』を推進していきます。

　この計画を、住民や関係する多様な機関の参加を得ながら適切かつ効果

的に推進するために、「第２次地域福祉（活動）計画推進委員会」を設け、

事業の実施及び評価、修正等を行ないます。

実施内容



事業名

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・平成２９年に住民を対象に行った「ボランティア意識調査」のアン

　ケート集計を参考にし、比較的参加が少ない若い世代・シニア世代・

　男性がボランティアに参加しやすい環境を整えていきます。

・子育て世代、仕事をされている世代、老人クラブ、シルバー人材センタ

　ー、ボランティア代表がメンバーに加わってくれています。会議で出た

　意見をもとに、様々な世代の方がボランティアを身近に感じ、今後のボ

　ランティア活動に繋がる様支援していきます。

　シニア世代、男性世代がボランティアに参加しやすい環境を整えます。

＊様々なメンバーの意見をもとに、世代に合った活動方法を検討し、

　ボランティア活動に繋がる様支援します。

　　　　　　　「アンケート結果からの課題」

　③  １月２３日　委員７名　事務局３名

　　検討事項　「ボランティア入門冊子」

　　　　　　　「登録団体以外の活動団体についての情報交換」

事　業　実　績

チーム会議の開催

　①１１月２５日　委員８名、事務局３名

　　検討事項　「若い世代、男性、シニア世代がボランティアに参

　　　　　　　　加しやすい環境づくり」

　②１２月１９日　委員７名　事務局３名

　　検討事項　「ボランティア入門講座内容検討について」

第２次地域福祉（活動）計画を推進するにあたり、定期的に会議を開催し、

住民がボランティア活動を身近に感じ、活動に繋がる様検討し、取り組

組んでいきます。

＊ボランティア意識調査をもとに、比較的参加が少ない若い世代、

総務・地域福祉係
第２次紀宝町地域福祉（活動）計画の推進
④ボランティアチーム

事業の概要

目　　的

　第２次地域福祉（活動）計画の基本理念に基づき『みんながふだんの

くらしをしあわせに感じるまちへ』を推進していきます。

　この計画を、住民や関係する多様な機関の参加を得ながら適切かつ効果

的に推進するために、「第２次地域福祉（活動）計画推進委員会」を設け、

事業の実施及び評価、修正等を行ないます。

実施内容



事業名

・関係機関とのネットワークの構築に関すること

総務・地域福祉係 生活支援・介護予防サービス体制整備事業

　高齢者の生活支援サービス及び介護予防サービスの多様な主体による

提供体制を構築し、高齢者を支えるための地域における支え合いの体制

づくりを推進する。

　平成２８年より、町より委託で始まった事業で、生活支援コーディネ

ーターを配置し、紀宝町地域包括支援センターと連携し協働で事業を推

進していきます。この事業には、介護保険の財源が活用されますが、介

護予防にとどまらず幅広く地域の実情に合わせた柔軟な地域づくりをす

すめていきます。

・地域のニーズへの把握及び課題提起に関すること

　①みなとフェスティバルにおいて「集える場」についてのアンケート

　　１０月２０日　　１００名対象に実施

  ②地区懇談会の実施（桐原地区・鮒田地区）

・多様な主体への協力依頼など働きかけに関すること

　①町老連合同会議にて、Ｂ型通所（現在『かわりない会』一ヵ所）に関しての説明を実施　

　　３月３０日　　　　参加者２１名　

　　０層・１層協議体会議への参加

　　広域管内(熊野・御浜・紀宝）事務担当者レベルの会議への参加等

　　１’層＝紀宝町生活支援サービス等整備事業にかかる協議体会議の開催３回

・生活支援等サービスの担い手育成に関すること

　次世代型ホームヘルパー養成講座の実施　（修了者１４名）

・生活支援サービスの開発に関すること

・この事業の周知活動を行うとともに、地区懇談会等で、地域住民のニ

　ーズを把握したうえで、新たなサービス等を検討していきます。

・地域包括支援センターと協働して、事業をすすめていきます。

　①かわりない会の側面支援

　　４月８日～毎週月曜日開催。　鵜殿讃寿荘

　　年間４５回　延べ利用者数６０３名　※３月２回目以降中止

　②寄ってっ亭(つどいの場）の運営支援

　　第１，３月曜日（年間１８回）成川上地多目的集会施設

　　延べ利用人数５１１名（利用者４２０名、スタッフ９１名）※３月中止

・次年度も新たなＢ型通所の立ち上げ支援を行っていきます。

事業の概要

目　　的

実施内容

事　業　実　績

今後（次年度）の
課題・改善方法等

　③おしゃべりサロンの運営支援　第１水曜日午後　長谷集会所

　（年間９回）延べ利用人数　８６名　　　※３月中止

・地域包括支援センターと、随時協議する場を設けました。



事業名 認知症施策推進事業

　認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らすために、必要な医療

や介護、さらに日常生活における支援が有機的に結びついた体制を

整えます。

　医療機関・介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐコーディ

ネータ―としての役割を担う認知症地域支援推進員を配置し、紀宝町

ことになりました。

【認知症予防事業】

　・てまりの会ウォーキング：毎週木曜日

　　　延べ参加人数：１８５名　　サポーター延べ人数：２７９名

　　　実施内容：体操、ウオーキングで認知症予防

　　　開催場所：鵜殿地域交流センター

　・れんこんの会：毎月第４月曜日

　　　延べ参加人数：７４名　　サポーター延べ人数：２５名

　　　開催場所：飯盛多目的集会施設

　・認知症カフェの開催（いっぷく亭）：８月を除く毎月第３水曜日

　・認知症サポーター養成講座開催：３月４日実施　１４名

　　　次世代型ホームヘルパー養成講座において開催

【認知症の人や家族等への相談支援】

　・認知症介護者のつどいの開催：毎月第３木曜日

　　　開催場所：紀宝町福祉センター

　・紀宝町ＳＯＳネットワーク事業：１１月１９日実施

　　　実施内容：認知症徘徊模擬訓練

　　　実施地区：井田地区（地域包括支援センターと共同実施）

・認知症予防事業：てまりの会会員の高齢化や減少がみられ、会の活動

　拡大に支障がみられます。

・認知症対応力向上の為の支援：認知症カフェ『いっぷく亭』の開催

　場所によって参加者が大きく変動がある為、来年度は鵜殿地域交流

　センターのみ開催を検討していきます。

・認知症の人や家族等への相談支援：認知症の方や介護する家族の方が

　気軽に参加可能な内容となるよう改善に努めます。

します。※令和元年度から、紀宝町より委託を受けて事業を実施する

事　業　実　績

総務・地域福祉係

事業の概要

目　　的

実施内容 地域包括支援センターや紀南介護保険広域連合との共同で事業を推進

【認知症対応力向上の為の支援】

　　　開催場所：偶数月は鵜殿地域交流センター、奇数月は大里多目的集会施設

　　　延べ参加人数：５９名　　サポーター延べ人数：７９名

今後（次年度）の
課題・改善方法等

　　  実施内容：認知症予防の為のレシピ考案・調理



事業名

　きます。

　延べ利用数 １，５２８食（前年度２，１２３食）

　協力者をみつけていくことが課題です。

・井田地区の「おかずのおすそわけサービス」も約３０名から２０名程に

　減少してますが、この原因としては死亡や施設入所等があげられます。

　ツアー回数　２４回（町内１２回、町外１２回）延べ利用者３３名(前年度４２名）

・便利屋さんサービス

　利用者１０名（掃除・病院付き添い・買い物等） 延べ利用数１６１件（前年度１６５件)

・その他　　利用実績なし

・おかずのおすそわけサービス　

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・運営するための財源(利用会員・協力会員の増加や助成金等）を確保してい

・前年度からの利用会員減少の原因としては、約３３名が利用していた成川

　地区の「おかずのおすそわけサービス」の協力者確保困難による継続中止

　があげられます。　今後は、サービス提供に関して地域の差が無いよう、

　②井田地区（毎月第１・３火曜日） １回平均１６食

　③鵜殿地区（毎週木曜日　第5木曜休み）１回平均１８食

　④北桧杖地区（毎月第２・４金曜日）１回平均９食　　　

　⑤大里地区（毎月第２・４水曜日）１回平均６食　

会をつくっていきます。

・買い物支援ツアーサービス　月２回(木曜日午前中）実施

・助けられたり、助けたりと双方向の「お互いさん活動」

・「会員制」と「有償制」２つの仕組みの「住民参加活動」

・制度にとらわれない、地域でのあたりまえの暮らしを支える活動

利用料等
1回250円（利用券を使用）利用券は250円×4枚つづり（1,000円）
★利用会員、協力会員とも年会費500円（福祉サービス保険代等）

事　業　実　績

お互いさん登録者　今年度　利用会員　９１名　協力会員５２名

　　　　　　     (前年度  利用会員１３２名　協力会員５８名)

特徴

　①桐原地区（毎月１日・１５日）１回平均１１食

総務・地域福祉係
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）

事業の概要

目　　的

　高齢者や障がいのある方、ひとり親世帯、子育て中の方々などが日常生活

の中で自分や家族の力だけでは解決できない困りごとがある時、利用できる

仕組みです。ボランティア意識を持つ住民同士が「困った時はお互いさん！」

の気持ちを活かし、気兼ねなく支えあい、みんなが安心して暮らせる地域社



事業名

　買い物時間：１時間程度

利用料等

月 運行日数延べ利用人数 月 運行日数延べ利用人数

4月 8 96 10月 8 104

5月 8 88 11月 9 119

6月 8 101 12月 8 123

7月 9 122 1月 8 97

8月 8 102 2月 7 91

9月 8 111 3月 8 111

・新規の登録希望者に対しては、自立支援の観点も含めた必要な方に

　利用していただける事業として進めて行きます。

　ズな送迎が行えるよう努めます。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・状況によっては、地域支えあいボランティアサービス事業「困った

　時は、お互いさん！」の利用も提案するなど、ご本人に合ったサー

　ビスができるよう勧めます。

・乗り降りの際の転倒等の事故防止のため、安全に配慮します。

・長期に利用がない登録者に対しては、現状の聞き取りを行い、名簿 　

　の整理を行います。

・利用人数が多く２便になる場合には、送迎の順番を調整し、スムー

　

人で買い物できる方としています。

　運行日　　：火曜日、金曜日（午前の便・午後の便）

　　　　　　　＊地区により運行日が異なります。

　行き先　　：主婦の店・コーナン

無料

事　業　実　績

　登録者　８９名（３月３１日現在）

　延べ運行日数　　　９７日（前年度　　１０１日 前年度比　－４）

　延べ利用人数１，２６５名（前年度１，３４６名 前年度比－８１）

総務・地域福祉係 スーパーカー事業

事業の概要

目　　的

　高齢化・過疎化が進む中、買い物に行くことができない高齢者等の

外出を支援し、閉じこもりを防止していくと共に、食の支援を行い、

住み慣れた地域で安心して暮らせる為の支援を行う。

実施内容

　対象は、６５歳以上の方でワゴン車への乗り降りが可能で店内を１



事業名

利用料等

　　①代表者会議：６月２０日　２９名参加（１３サロン）

　　③交流会：３月２５日　

総務・地域福祉係 ふれあいいきいきサロン

　高齢者等が、地域で孤立しないための住民同士の自発的な支え合い活

動で、老若男女が、介護予防・健康増進・住民の「つながり」が持てる

よう支援します。

　地域により異なるが、ほとんどの地区では、月１回ペースで開催され

ており地域主体の事業です。

　各地域毎に、内容を吟味しながら幅広い年齢層の方に参加していただ

けるように配慮しています。

地域により異なります。（社協より一人につき２００円補助）

・町内２７箇所で開催（内、５箇所については休止中）

　　述べ開催回数・・１７３回(前年度１８９回）　

・必要な所には、もっと住まいの近くで気軽に集える場を増やせるよう

　地区懇談会などで地域のニーズを把握します。

　　述べ参加人数・・３，４９８名（前年度３，８２４名）

・ボランティアリーダーのスキルアップへの取組み

　　  サロン開設１５年に感謝状を贈り、地道な活動を讃える（１箇所）

　　 全地区サロンの１年間の活動資料をもとに意見交換を図る

・サロン運営費の補助に、社協会費や共同募金等が活用されていること

　を理解し、自らも社協会員登録や募金の協力参加に関心を高めてもら

・参加者が楽しみながら参加できるように、代表ボランティアに対して、

　　②研修会：１１月２６日　３３名参加　　　

　　　ウォータージェット船で瀞峡観光、瀞流荘にて昼食

　　　手洗いについて(新型コロナウイルス、インフルエンザなど)講話

　　　講師：紀南病院　感染対策室　感染管理認定看護師　根本保正氏

　　　※中止

・第２次地域福祉（活動）計画をサロンでわかりやすく説明し、地域の

　ことをみんなで考える機会になるよう勧めます。

　えるよう啓発を続けます。　

　メニュー提案など、今後も継続的に行います。

・休止中のサロンが５箇所あります。地域包括支援センターを初め、各

　機関と連携して進められるよう、新しい情報の収集・提供に努めます。

事業の概要

目　　的

実施内容

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績



事業名

　＊同一世帯で計３回まで利用可能。

総務・地域福祉係 生活困窮者自立支援法における取り組み

　生活保護受給に至らないまでも、経済的に困窮している人を対象に、適

切な支援を行い、自立に向けて取り組みます。

　社会から孤立している方が生活困窮になり、制度の狭間で見落とされが

ちな現状もあることから、「地域づくり」の視点で取り組みます。

・緊急時物品等支援事業

　社会情勢や、近隣市町の取り組み等を参考にしながら、県・町・県社協

（生活相談支援センター）等と連携し、生活福祉資金貸付事業や日常生活

自立支援事業、ボランティア活動、心配ごと相談及び総合相談活動等の実

績をいかし、総合相談支援体制の強化を図ります。

　今後も、制度の狭間や社会的な孤立が原因で支援につながりにくい住民

　　※県からの備蓄要請があり、備蓄用を１回利用

　利用者数　１名

・家計相談支援事業（県社協から委託）

　利用者数　１名

・相談対応（生活福祉資金利用について、緊急食糧提供事業について）

　実人数　　４件

に対し、生活課題を把握することで早期の問題解決につながる支援のネッ

トワークづくりに取り組みます。

・生活困窮者支援緊急食糧提供事業

　延べ利用世帯数　３世帯

　（１回目利用１世帯、２回目利用１世帯、３回目利用１世帯）

・各関係機関とのネットワークを強化し、相談者の状況に合った関わりが

　できるよう、取り組みます。　

・制度の周知を図り、適切な利用につなげます。

　

事業の概要

目　　的

実施内容

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績



事業名

月 延利用数 備考 月 延利用数 備考

４月 16 利用者９名 １０月 17 利用者５名

５月 17 利用者８名 １１月 16 利用者７名

６月 15 利用者６名 １２月 13 利用者５名

７月 17 利用者７名 １月 10 利用者７名

８月 11 利用者６名 ２月 13 利用者６名

９月 18 利用者６名 ３月 11 利用者６名

合計 174

総務・地域福祉係 日常生活自立支援事業

　日常生活に不安のある方々（高齢者・知的障がい者・精神障がい者

など）の、権利を擁護し、在宅における自立生活を支援していきます。

①福祉サービス利用援助（利用手続き等が難しい）

事業の概要

目　的

実施内容

利用料

②日常的金銭管理サービス（金銭管理がうまくできない方）

③書類等預かりサービス（大切な書類をなくしてしまいそうな方）

※今年度から、基幹型社協方式から全市町社協実施方式に移行され、

　直接県より委託を受けて事業を実施することとなりました。

年間書類預かり利用料：３，０００円

１回あたり：１，２００円（生活保護・預貯金２００万円未満の住民税非課税者は免除）

・利用する側のニーズは増えていますが、支援する側の生活支援員の

　確保が課題です。

・生活支援員の資質向上と情報交換・交流のため、研修会等へ参加し

　ていきます。

・生活支援員３名　推進員１名　専門員１名

・利用者数：９名　(内２名　解約済み、新規契約なし)

　　　　　　

・延べ利用回数：１７４回

（担当９名分の内訳）

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

・利用者の判断能力等の低下に伴い、状況に変化があった場合は、関

　係機関と協議し成年後見制度の利用に向けた働きかけを行います。

・契約等の手続きや日々の支援に置いて、分かりやすい対応を心がけ　

　ていきます。

・県社協からの利用助成額が次年度より減少します。その分の財源の

　確保が課題となっています。

・利用者が安心して住み慣れた自宅で生活できるよう、ケアマネジャ

　ーや福祉サービス事業所と連携を図りながら支援します。



事業名

　携を図っていきます。

総務・地域福祉係 法人後見受任への取り組み

　認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者など意思決定が困難な

人の判断能力を補うため、本会が成年後見人、保佐人または補助人にな

ることにより、成年被後見人、被保佐人、被補助人の財産管理、身上監

・法人後見運営委員会の開催

護を行い、その権利を擁護する。

　後見業務の対象者は、紀宝町に居住し、紛争性がなく、身上監護と日

常的な金銭管理が中心で、法人後見実施要綱に定められた要件に該当す

る方とし、裁判所から、受任要請あれば、法人として後見業務を担います。

　①６月１４日　委員　７名、事務局　２名、外部　１名

・現在、１名の受任あり。 ※令和２年３月～

　　紀宝町の日常生活自立支援事業利用者の現状報告等

　②９月２６日　委員　７名、事務局　２名、外部　１名

　　事例報告『法人後見業務が終了した案件について』

熊野市社会福祉協議会　古田氏

　③１２月２０日　委員　７名、事務局　２名、外部　１名

　　事例検討『紀宝町地域包括支援センターからの市町村申し立て案件について』

　　　　　　　　　紀宝町地域包括支援センター　社会福祉士　山本氏

　④３月２３日　委員　６名、事務局　２名、外部　２名　　

　　事例検討『法人後見受託事例の協議事項について』

　に開催すると共に、家庭裁判所熊野支部との連携を図っていきます。

・紀南地域権利擁護支援体制連絡会に参加し、３市町の地域包括支援

　　協議事項『宝寿園からの協力依頼』　『死後の事務手続き』等

・成年後見制度利用促進に関する意見交換会　

　２月１４日（熊野）　事務局１名参加

・紀南地域権利擁護支援体制連絡会への参加

 （３市町地域包括支援センター・社会福祉協議会・ひまわり基金弁護

　士・あしすと等の職員で構成された連絡会で、主に、法人後見や権

　センター・社会福祉協議会・あしすと・ひまわり基金弁護士等と連

事業の概要

目　　的

実施内容

事業実績

今後（次年度）の
課題・改善方法等

　利擁護の事例検討等を実施しています）

・法人後見業務を適正に遂行するため、法人後見運営委員会を定期的



事業名総務・地域福祉係 悪質商法等の被害防止、予防の為の啓発活動の実施

事業の概要

目　的

　高齢者をはじめとする消費者被害の未然防止・拡大防止を図るための

地域に密着した啓発ボランティア活動を行うことにより、悪質商法被害

を受けない町づくりに貢献していきます。

実施内容

・第２回定例会（９月２５日）まなびの郷　隊員２０名、包括支援センター１名、事務局２名

①毎月１５日前後にＡＴＭ設置場所等で、街頭啓発活動を実施。

　※偶数月⇒各地区で活動、奇数月⇒主婦の店・ｺｰﾅﾝで警察と合同活動

②悪質商法等の寸劇啓発活動（いきいきサロンなど地域の要望に応じて

　寸劇等による啓発活動）。

③三重県警察防犯の絆ネットワークの受信により、地域住民の消費者

　被害の未然防止、拡大防止のための活動。

※令和元年度から紀宝町より委託を受けて、事業を実施することになりま

※「高齢者地域見守り隊」が主となり実施し、社協は側面支援を行います。

　３月は活動中止　

　した。

事　業　実　績

・総会、第１回定例会（４月２３日）町役場　隊員１５名、包括支援センター２名、事務局２名

・桐原サロン街頭啓発活動（５月２３日）隊員３名

・神内子安サロン寸劇啓発活動（６月３日）隊員４名

・大里サロン街頭啓発活動（６月４日）隊員１名

・平尾井サロン街頭啓発活動（６月５日）隊員２名

・鵜殿さつきサロン寸劇啓発活動（７月６日）隊員５名、事務局１名

・井田上野サロン寸劇啓発活動（７月１０日）隊員４名、事務局１名

今後（次年度）の
課題・改善方法等

①自主運営の推進を図ります。

②新規隊員を増やすため、町役場産業振興課・地域包括支援センターと連

　携し、研修会を開催します。受講された方の中から加入促進を図ります。

　

・みなとフェスティバル（１０月２０日）隊員７名

・消費者問題講演会（１０月２８日）町役場　隊員１９名、産業振興課１名、事務局２名

・大里サロン寸劇啓発活動（２月１１日）隊員５名

・第３回定例会（２月１２日）まなびの郷　隊員１９名、事務局２名

・井田みさごサロン寸劇啓発活動（２月１７日）隊員５名、事務局１名

・街頭啓発活動：実施日数　１０日、延べ参加人数　８６名

　①偶数月…各地区（ｸﾞﾘ-ﾝﾌﾟﾗｻﾞ・大橋・相野谷郵便局、鵜殿郵便局・主婦の店・ｺｰﾅﾝ）

　②奇数月…主婦の店・コーナン　※警察と合同活動

・寸劇定期練習：実施日数　１１日、延べ参加人数　５３名

　①第１・３月曜日（臨時練習日有）



事業名

利用料等

総務・地域福祉係 心配ごと相談

　広く地域住民のみなさんの、日常生活上のあらゆる相談に応じ適切

な助言・援助を行って、地域福祉の増進を図ることを目的として開設

します。

・相談員　１１名

事業の概要

目　　的

実施内容

　　　　　人権擁護委員　　　　　５名

　　　　　行政相談委員　　　　　２名

　　　　　民生委員・児童委員　　３名

　　　　　学識経験者　　　　　　１名

・毎月　第４水曜日に開設　１０時～１５時

・場所・開催回数　紀宝町福祉センター　１１回

　　　　　　　　　大里多目的集会施設　　２回

　　　　　　　　　井田公民館　　　　　　２回　　巡回相談

　　　　　　　　　鵜殿ふれあい会館　　　２回

無料

・相談件数　　５件

　　①町防災無線にて、広報（相談実施日　前日夕方）

　　②毎月社協だよりに相談日等の掲載

※３月は開設中止

・相談内容の内訳   　　

　　　苦情 ０件、　家族　３件、　財産　０件　　

　　　母子福祉・父子福祉　０件、その他 ２件

・相談内容への対応（紹介・連絡先）

　　みらい健康課　事　業　実　績

今後（次年度）の
課題・改善方法等

　

・開設日前日に町防災無線にて、相談所開設の周知を図ります。

・相談内容に応じ、関係専門機関との連携が迅速で的確に行えるよう

　支援していきます。

・周知を図るために、町広報誌への掲載を検討していきます。

　　こころの健康センター

・事業の啓発・周知等の実施状況



事業名

・各講座修了者には、習得した技術や知識を活用できるようなボランティア

　活動を紹介します。また、活動者の悩みや困りごとに対応できるような相

　談窓口を整えていきます。

　座を開催し、地域の皆さんが社会貢献できるよう支援していきます。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・初級手話教室を受講した方の中で、より深く継続的に学びたい方には、手

　話サークル「すいせん」を紹介していきます。

・現在９月の寺子屋広場「わらじづくり」は定着しました。参加者からは独

　自の作業場を確保したいという声があります。町の施設を活用するなど、

　作業できる場を提案していきます。

・地域で得意分野を活かし活動している方の情報を収集して、多種多様な講

（９月１０日　事前準備として、縄を綯
ナ

う）

＊材料のわらは、神内地区の方と神内小学校の生徒が

　育てた米の稲を刈り、活用させて頂きました。

日 時  １１月７日・１４日・２１日・２８日

　　　　　　 　 １２月５日・１２日

　　　　　　　＊木曜日　１９時～２０時３０分

教室修了者：１６名（内訳　小学生　７名、大人　９名）

≪養成講座≫

・初級手話教室

・わらじづくり（寺子屋広場）

事　業　実　績

・初級手話教室　講師　手話サークルすいせん

・わらじづくり　講師　古家　千代子さん

日　時　９月１１日（水）　９時～１５時３０分

参加者　７名

総務・地域福祉係 養成講座・スキルアップ講座関係

事業の概要

目　　的

　地域のニーズに合わせて各種養成講座を開催します。講座終了後は、地域

・施設等での活動の場を提供することにより、受講修了者の力を発揮できる

ようコーディネートします。

　また、地域のみなさんが社会貢献できるきっかけづくりになるよう支援し

ます。

実施内容



事業名

利用料等

(２,００１食）

　　(６７７名）

         ＊１月、２月については、紀宝町福祉センター大規模　　

　

　　　(４７名）

　　(８４０食）

　 （３６３名）

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・食の安全確保のため食中毒予防の研修会に参加していただき、安全な食

　の提供を引き続きお願いしていきます。

・社協だより等でサービスの情報を発信していきます。

・担い手の確保に努め、引き続き支援の輪が広まるよう進めます。

・共同募金配分金の助成を一部受けているので、赤い羽根強調月間にはチ

　ラシ等で共同募金のＰＲを行います。

＊活動が休みの８月は、ボランティアが友愛訪問を行い交流を深めていま

　す。鵜殿地区については、９月も活動は休みです。

＊歳末義援金を活用して、１２/２０, １２/２６(紀宝)・１２/２８(鵜殿)に

　仕出し弁当を購入して配布しています。

＊３月活動中止

　改修工事に伴い弁当を購入し、配達ボランティアで対応。

・鵜殿地区配食サービスボランティア（第２・４土曜日）

利用者数　　　　　　　　　　　　　　４２名

延べ食数　　　　　　　　　　　　　５９４食

延べ調理配達ボランティア数　　　　２６２名

＊７/２７,１０/１２台風の為中止　　　　*(     )は前年度数　　　　

歳以上の一人暮しや高齢者世帯で、地区内に子どもが住んでいない方を対

象にしていますが、特例として地区内に子どもが住んでいても支援が受け

られない方や７５歳未満でも障がい等で調理が困難な方も、担当民生委員

に意見を伺い協議していきます。

２００円（その他費用 社協より一食につき２００円補助）

事業の実績

・サークルほほえみ（第１・３金曜日Aコース、第１・４金曜日Bコース）

利用者数　 　Aコース５３名(５６名）・Bコース４６名(４３名)

延べ食数　　　　　　　　　 　　１,８１８食

延べ調理配達ボランティア数　　　　５７９名

総務・地域福祉係 配食サービス

事業の概要

目　　的

　町内の高齢者への食事支援と、見守り活動を目的に、月２回ボランティ

アグループによる手作りの温かいお弁当をお届けします。

実施内容

　原則として、調理が困難な方や買い物に行けない方の配食希望者で７５



事業名

・子育てサロン あらいぶ 　　井田公民館

ふれんＺoo   神内会館、鵜殿地域交流センター

・やってみようひろば（簡単製作やおやつ作り等）紀宝町福祉センター

・リズムリトミック 紀宝町福祉センター

・音楽療法教室

・タッチ・ケア　 紀宝町福祉センター

利用料等

延べ参加人数（人）

名簿未記入

②子育てサロン「ふれんＺoo」 月２回 13 169

月１回 8 126

隔月 3 32

⑤音楽療法教室 年３回 1 6

⑥リズムリトミック 隔月 3 20

月１回 5 22

　にこ広場の開放日程が変更（月・金）となります。　今後は利用者名簿を活　

・次年度より、みらい健康課の事業が紀宝町福祉センターで行われる為、にこ

・ＳＮＳ等を利用し、情報発信の仕方を工夫していきます。

・④については、講師のスケジュールにあわせて実施し、毎月、日程を社協だよ

　りに掲載していきます。

・子育て中の方々のつどいの場として、現状の対象の枠を広げ（保育所入所前～ 

  小学校入学前）、保護者達が身近に感じる悩みを共有できる交流の場を提供

　できるよう検討していきます。

⑦タッチ・ケア

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・サロン事業の運営スタッフ不足という課題について、鵜殿地域交流センターに

　場所を固定化して実施し,スタッフの負担を軽減して交流等を図っていきます。

　（ふれんＺoo)

・子育て支援センター等と連携し、事業展開を考えていきます。さらに、参加す

　る側、支援する側共に、ルールを守り互いに楽しい時間を共有できるように、

　時間厳守、完全予約制を取り入れて支援していきます。

  　　　 *完全予約制は②、④の事業のみ

　用し、利用状況を把握し、内容（日数減少等）の検討をしていきます。

　　　　　　　　　　紀宝町福祉センター　２階　交流室２

紀宝町福祉センター

各事業で利用料負担金は異なる。

事　業　実　績

事　　業　　名 延べ開催回数

①にこにこ広場 毎週（月・水・金)

③子育てサロン「あらいぶ」

④やってみようひろば

総務・地域福祉係 子育て支援

事業の概要

目　　的

　子どもの健やかな発達の支援と育児不安の軽減・解消を目的に、身近な公共施

設等を利用して、保育所入所前の幼児とその保護者を対象に、さまざまな事業を

実施します。

実施内容

・施設の開放

　「にこにこ広場」月・水・金　１０時～１２時　



事業名

・福祉協力校連絡会議

助成額

　相野谷中学校全校生徒（車いす体験）:６月２７日

　神内小学校４年生（アイマスク、車いす体験）:１１月８日

・福祉講座の充実を図る為、カリキュラムの整備・開発を行います。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・各学校とも、地域との交流を盛り込んだ計画・実施をしてもらっていま

　す。今後も、社協ができる「福祉教育」の部分を啓発しながら、学童・

　生徒のみなさんが、福祉分野に興味をもっていただけるように、いろい

　ろな取り組みをしていきます。

・学校と地域が連携・協働しあえるように、サポートしていきます。　

・福祉教育の依頼にも対応できるよう、職員の福祉教育のスキルアップに

　努めます。

・例年、矢渕中学校の地域コーディネーターの役割を担い、今後も連携に

　務めます。

　➉福祉協力校連絡会議の開催：６月２５日

　　　　（実績報告会、当年度の計画、意見交換会）

　⑪その他、福祉協力事業にふさわしい事業（地域との交流等）

・職場体験

　矢渕中学校２年生２名（神内福祉センター）：６月３日～５日

・福祉教育　

　④奉仕活動

　⑤福祉講演会

　⑥学校だより

　⑦調査研究活動

　⑧社会福祉関係行事の参加

　⑨協力校相互間の交流

　小学校（井田・神内・成川・相野谷・鵜殿）

　中学校（相野谷・矢渕）

・職場体験の協力

・福祉教育

１校　５０，０００円

事　業　実　績

・福祉協力校

　①体験学習

　②訪問事業

　③学校行事招待

総務・地域福祉係 福祉協力校

事業の概要

目　　的

　小学校、中学校の児童・生徒を対象に、社会福祉に関する実践学習の機

会を提供し、社会福祉への理解と関心を高め、ボランティア・社会連帯の

精神を養うとともに地域社会との連帯を深めることを目的とします。

実施内容

・福祉協力校の指定　町内７校



事業名

参加費

　　※①、②共に中止

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・ボランティアや地域の方に協力していただき、多世代が交流できる取

　り組みを検討していきます。

・受講終了後,様々なボランティア活動に繋がるよう支援していきます。

・各機関（まなびの郷、図書館、教育委員会、学校等)の行事を確認し、

　参加しやすい時期に開催日を設定していきます。

　

　　　　ちょっと困ったことお助け隊

　　　　　　　　　～ボランティア活動に出かけよう～

　　　　避難経路を探索しよう

　　　　ふり返り

　　　　閉講式

　　　　　　開催時期を今年度は春休みに変更しました。　

　　　  郷土料理を教わろう！

　　　　プレゼントづくり

　　　　ふり返り

②日時：３月２７日（金）　９時３０分～１５時

　内容：オリエンテーション

　対象　町内小学校４年生～中学校３年生

無料

事　業　実　績

（未実施）

テーマ『わくわく！ドキドキぼら体験に出かけよう～！』

～２０１９　ボランティアスクール～

①日時：３月２６日（木）　９時３０分～１５時

　内容：開講式

　　　　ふくしって？

　　　　ボランティアって？

　　　　認知症について正しく理解しよう

総務・地域福祉係 学童・生徒のボランティア活動事業（ボランティアスクール）

事業の概要

目　　的

　身近な福祉への正しい理解と関心を高め、主体的に取り組み、自己の

成長と地域の福祉力向上を目指します。

実施内容

　様々な専門家や地域講師等と関わりながら、他学校生と交流し、ふく

しについての学習や体験を一緒に取り組んでいくため実施



事業名

　お手伝いをお願いしていく。

　紀宝町福祉センター大規模改修のお披露目を含め、令和２年４月１２日

・１月１６日(木)　委員１１名

       ②依頼済み講師への対応について

       ③受付済みの協賛金や大抽選会用の商品について

総務・地域福祉係 社協つれもてまつり(第１４回）

　様々な視点から社会福祉の向上に活躍している町内の団体が一堂に会し

て、子どもから高齢者まで、そして障がいを持つ方等、みんなが集える

「社協つれもてまつり」を開催することにより、社会福祉の重要性を地域の

住民のみなさんに啓発するとともに、地域福祉活動の推進を図ること。

事業の概要

目　　的

実施内容

テーマ：支え合い絆深まるつれもてまつり

　子どもから大人まで、楽しめるまんぷくエリア・あそびまなびエリア

（環境・防災・福祉等の啓発）・ふれあいエリアに分けて行う。

　各団体やボランティアの方には、事前に実施計画を説明し、数日前から

　に実施。

・２月４日(火)　委員８名

 　　　①実行委員長・副委員長の互選について

　　　 ②開催日時について

　　　 ③内容について(テーマ・講演会)

　　   ④今後実行委員会日程

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

（未実施）

・社協の取り組みを理解していただく絶好の機会なので、事業の啓発等を

　率先して実施していきます。

・多くの方に来場していただけるようPRを行い、社協まつりを地域イベン

　トとして定着させていきます（２月最終日曜日）。

　　　 ①テーマ

実行委員会

　　　 　※４月１２日(日)は中止

・３月５日(木)　委員９名

　　　 ⑦前日のもちづくり　４月１１日(土)８時３０分～

　　　 ②講演会

　　　 ③オープニング

・今まで以上に『食の安全な提供』の意識を高め、実施していきます。

　　　 ④参加賞

　　　 ⑤参加を呼び掛ける団体、食のブースについて(食数の確保)

　　　 ⑥ふるまい(一昨年好評：あま酒、お茶席)

       ①開催の有無について

臨時実行委員会



事業名

利用料等

総務・地域福祉係 こどもゆめまつり （第７回）

　子どもたちが、このイベントを通じて、地域のボランティアや大人と

交流を図るとともに、子どもたちの健やかな成長のお手伝いをする。

　また、専門講師を招き、創造力を養いたくましく成長するよう側面よ

り支援します。

・町内小学校全校生徒に参加呼びかけを実施

・ふだん関わることのない専門講師を招き、講座を実施

・ボランティア・市民活動センターと共催

・ものづくりブース

・あそびのコーナー　　　地域の方やボランティアと交流を図る

・食のコーナー

参加費　２００円　

　日時：８月２２日(木)　１０時～１３時３０分

　参加者：２１８名　（町内小学生）

　講師：３名、ボランティア・スタッフ：７４名

・オープニングでは、「ももちゃん・ななちゃん・お父さん」の親子パ

　フォーマンスなどを披露していただきました。

・ものづくりブース・あそびのコーナー・食のコーナーに分か

　れ、地域の方や、ボランティアと交流を図りました。

［ものづくりブース］牛乳パック紙飛行機、ぷらばんキーホルダー、

　ペットボトルキャップスタンプ、ポップアップカード（矢渕中生徒）

［あそびのコーナー］ニュースポーツに挑戦しました。

　ガラッキー・輪投げ・バッコー・ストラックアウト

［食のコーナー］たこ焼き、フライドポテト、綿菓子、かき氷、

　食のボランティアさんが作ったものを頂きました。

［その他］お化け屋敷、浴衣の着付け、大抽選会等

・ボランティア・市民活動センターと共催で実施していきます。

・参加者、ボランティアがともに楽しめるまつりにしていく為、次年度

　も実行委員会を設け、進めていきます。

・矢渕中学校生活文化部等の生徒参加継続を働き掛けていきます。

・ものづくりの申込み方法や名札に関して改善を行いました。今後も参

　加者、ボランティアが楽しめる工夫を行います。

事業の概要

目　　的

実施内容

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績



事業名

≪対象者≫　町内小学校に通う児童

≪定員≫２０名

≪開設日・利用時間≫平日　　　授業終了～１８：００

　　　　　　　　　　土曜日　　８：３０～１２：３０

　　　　　　　　　　長期休暇　８：３０～１８：００

≪指導員人数≫登録９名（シフト制で６名体制）

≪会議・研修会等の開催≫

利用料等

・学年別参加者数（３月現在）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計
18 10 15 9 4 0 56

・学校別参加者数

井田 神内 成川 相野谷 鵜殿 合計
5(5) 8(3) 2(0) 1（4） 19(9) 35(21)

　　　　　※（　）は、長期休暇のみ利用の登録者です

・行事

　①毎月誕生会　　②おやつ作り（毎週水曜日）　③ドライブ

　④地域ボランティアとの交流　⑤避難訓練

　⑥季節の行事（ひなまつり、七夕、プール遊び、ｸﾘｽﾏｽ会、花見遠足等）

　⑦保護者交流会の開催（親子レクゲーム大会等）

　⑧遠足(津市:おやつタウン　太地町：もぐもぐ食堂)

・会議・研修会等の開催

　①スタッフ会議（月１回）

総務・地域福祉係 放課後児童クラブ（学童保育『きほっこ』）

　保護者が、労働などにより昼間、家庭が留守になる子ども達を対象に、

子どもに安全な居場所と保護者が安心して預けられる環境の提供を行い、

地域との連携も図りながら、子どもが健やかで豊かに育つことができるよ

うに援助します。

　同士が情報を共有し、日々の保育を行っていきます。

③「子どもは町の宝です」。子どもたちが健やかで豊かに育つように、地

・保育目標を「子どもたちの豊かな人間性を育みながら、楽しくいきいき

  とした生活が送れるように支援する」と定める。

　①スタッフ会議　②運営委員会　③スキルアップ研修会

月額１５，０００円（長期休暇　日額　１，２００円）減免有

・開設日数：267日(277)・述べ参加人数：6,740名(6,990）

※(　)内は前年度

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、町と相談の上、３月３日～１
６日閉所。１７日～感染リスク分散のため、２か所（ふれあい会館・井田
公民館）で開設。

　域やボランティアの方と交流できる場を充実させていきます。

事業の概要

目　　的

実施内容

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

①次年度は、平日・長期利用４６名、長期のみ利用の児童１５名、合計６１

　名の希望者を受け入れます。

②子どもたちの様子も多様化していきているので、保護者等と連携を密に

　しながら、子どもたちの健やかな成長を見守っていけるように、指導員



目　　的

実施内容

利用料等

令和元年度乾燥及び消毒月別利用実績

　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

利用回数 56 59 54 54 56 48 49 51 51 45 47 47

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H30 56 59 54 54 56 48 49 51 51 45 47 47

H29 54 55 55 50 45 49 55 55 54 54 51 53

98%

乾燥消毒作業車の老朽化が問題となり、事業の継続・中止を含め

た検討が必要となります。

実施継続の場合は「車両による作業」から「設置型の設備による

作業」への事業形態の大幅変更も含めた改善が考えられます。

また事業の収支改善の為、次年度においては、布団丸洗い洗濯の

利用者負担を現状の1,000円から2,000円に変更致します。

総務・地域福祉係 事業名 寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業

事業の概要

　町内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみ
の世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障がい者
であって、老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により、衛生管
理等が困難な方に対し、寝具類の衛生管理のための水洗い及び乾
燥消毒による寝具類の乾燥消毒等のサービスを行います。

①寝具類の洗濯（年２回）　※業者委託
②寝具類の乾燥及び消毒（月１回）

洗濯：1回につき1,000円。
乾燥及び消毒：1回につき100円。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

617 630

＊洗濯実績

98%

58件　（6月33件、10月25件）

＊洗濯乾燥消毒サービス実績前年比
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事業名

月　日 参加者

① 4月16日 13名

② 5月14日 111名

③ 6月14日 13名

④ 7月13日 ７名

⑤ 7月29日 11名

⑥ 8月 1日 第３回運営委員会 11名

⑦ 8月 7日 12名

⑧ 8月22日 74名

⑨10月16日 9名

➉11月10日 57名

⑪12月 4日 14名

⑫ 2月12日 12名

⑬ 2月17日 67名

　今後、分野別（福祉・文化・環境・教育）に情報を共有できる場を設け、

　を支援していきます。

事業の概要

目　　的

実施内容

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

●登録団体８８団体（３，８２０名）

・研修会で得た情報を参考に、比較的参加の少ない若い世代・シニア世代

第１回運営委員会

　が活動に一歩を踏み出せていない方を対象に、ボランティア活動への参加

交流会「浅里地区清掃活動とバーベキュー」

第５回運営委員会

第６回運営委員会

研修会

『支えあいからつながる心　生きる意欲のための関係づくり』

三重ボランティア基金街頭募金(主婦の店・コーナン前)

研修会「三重ボランティア入門講座」視察(伊勢市社協)

総会

　・男性がボランティアに参加しやすい環境となる様、工夫し支援していきます。

・ボランティア入門講座を毎月１６日に開催し、ボランティアに興味はある

　な現状が課題としてあげられます。

　センターを運営するにあたり、社会的に共有すべき課題や取組を検討する

為、運営委員会を隔月で開催します。運営委員会では、事業の企画検討を行

います。

内　　容

第２回運営委員会

三重ボランティア基金街頭募金(紀の宝みなと市)

こどもゆめまつりの実施

第４回運営委員会

　そこで出てきた課題に向けて団体同士が共に取り組めるよう支援してい

・各団体の活動は活発に行われていますが、団体同士の横の繋がりが希薄

　きます。

総務・地域福祉係 ボランティア・市民活動センター〔運営体制〕

　ボランティア・市民活動センターは「住民参加・協働」による地域福祉を

進める要であるため、ボランティア・市民活動への参加の裾野を広げ、様な

地域福祉の担い手と協働するために、多様な分野の関係者が参加し、意見が

反映されるよう開かれたセンターの運営体制を目指します。



事業名

月　日 場　所 参加者

① 5月21日 神内福祉センター 11名

② 7月25日 紀宝町福祉センター 　3名

③ 8月 2日 〃 4名

④ 8月22日 第7回　こどもゆめまつり 〃 20名

⑤10月27日 紀南ひかり園 10名

⑥11月 3日 伊賀市 5名

⑦11月 9日 ふるさと資料館前 6名

⑧12月21日 ふるさと資料館前 1名

⑨12月21日 紀宝町福祉センター 4名

⑩12月22日 ふるさと資料館前 6名

⑪ 1月11日 光の祭典　後片付け ふるさと資料館前 3名

・現在、個人ボランティアに登録している方の現状を整理し、その後情報

　発信を図る様努めます。

事業の概要

目　　的

実施内容

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

　活動依頼にすぐ対応できる体制を整えます。

・団体に属さず社会貢献を希望する個人の方や、現在グループで活動して

　いる方が、個人的に関心のあることでボランティア活動に参加しやすく

　　なるよう支援します。

・町、自治会等に「個人ボランティア」の取組みを知っていただき、依頼

　していただけるような体制を整えていきます。

放課後児童クラブ(カレーづくり)

・「個人ボランティア」登録制の周知と登録の呼びかけを継続すると共に

光の祭典　イルミネーション飾付

光の祭典　キラフェスイベント当日

光の祭典　キラフェスイベント後片付け

放課後児童クラブ(布ぞうりづくり)

秋祭り

往古梨まつり

内　容

ほたるイラスト展　灯ろう準備

放課後児童クラブ(おにぎりづくり)

・現在７６名の方が登録しています。

・要請があれば、紀宝町ボランティア・市民活動センター「きぼらんせ」社協

　だより又は登録者に個別通知のかたちで、お知らせし活動へとつなげます。

・活動する際には、目につきやすいことや一体感を持つことを目的にオリ

　ジナルＴシャツを着用します。

総務・地域福祉係 ボランティア・市民活動センター [個人ボランティア]

　災害時だけではなく、行政、区長・町内会長、自主防災会、ボランティア・

市民活動センター登録団体等から、イベントやその他の行事等、ボランティア

依頼等があれば、すぐに対応できる体制づくりを目指します。



事業名

　住民・関係団体機関・行政等が情報の共有を通して様々な活動の充実や

月 配布部数

４月号

５月号

６月号

７月号

８月号

９月号

１０月号

１１月号

１２月号

１月号

２月号

３月号

  ４月号

  ５月号

  ６月号

  ７月号

  ８月号

  ９月号

１０月号

１１月号

１２月号

１月号

２月号

３月号

今後（次年度）の
課題・改善方法等

研修会開催の報告、第14回つれもてまつりの開催

研修会開催の報告、登録団体紹介

書籍の貸出、寺子屋広場講師募集！

新規登録団体紹介「かわりない会」、助成金事業申請のお知らせ

・かわらばんの情報を充実させる為、運営委員に輪番制で編集作業に引き続

　き携わっていただき、ボランティア・市民活動に有力な情報や助成金情報

　がわかりやすく伝わるように工夫していきます。

・年に１回「拡大かわらばん」を発行していきます。（全戸配布）

助成金交付団体、こどもゆめまつりボラ募集、ボランティア10か条

津本自主防災会の取組み、大規模改修のお知らせ、交流会日程の決定

こどもゆめまつりお礼、寺子屋分校休校、ボランティア全国フォーラム

マジック教室開催、研修会の報告、個人ボランティア活動紹介、事業報告

社協だより
情報伝言板

コーナー
５,２５３部

紀宝町ボランティ
ア・市民活動セン
ター「きぼらんせ」

かわらばん
各250部

拡大かわらばん
4月、1月全戸配布

 寺子屋広場・寺子屋分校・募金活動のお願い　　　　　　　

 寺子屋広場・寺子屋分校・車両競技公益資金記念財団　　　　

登録団体紹介、イルミネーション飾りつけ募集、交流会開催のお知らせ

福祉連絡会からのお知らせ、共同募金委員会からのお知らせ、登録団体紹介

交流会開催の報告、収集ボランティア、登録団体紹介

今年度の取組み、運営委員長挨拶、感謝状受賞団体、事業報告

 寺子屋広場・寺子屋分校・チャリティゴルフコンペ　　　　　　　　

 寺子屋広場・共同募金からのお知らせ・文化展に出展　　　　　

 寺子屋広場・個人ボラ登録募集・手話サークル「すいせん」会員募集　　　　　　

 寺子屋広場・ボランティア入門講座・出前講座の開催　　　　　　　

 寺子屋広場・保険加入・ボランティア入門講座　　　

２．紀宝町ボランティア・市民活動センター「きぼらんせ」かわらばん

 寺子屋広場・ユニカールに親しもう・こどもゆめまつりボラ募集　　　　　　　　　

 寺子屋広場・休校のお知らせ・個人ボランティア登録募集　　　　　　

 寺子屋広場・休校のお知らせ・文化展作品募集　　　　　　　

 寺子屋広場・三重ボランティア基金助成金・講師募集　　　　　　

　　関係団体に情報提供を呼びかけ、登録団体、個人ボランティア及び、　町内

　　郵便局・まなびの郷・図書館・役場・神内福祉センター・福祉の店「アプローチ」

総務・地域福祉係 ボランティア・市民活動センター〔広報啓発〕

発掘を目指します。

１．社協だより(情報伝言板)

　　広報きほうに折込み、全戸配布される社協だよりを活用して登録団体

　　の活動紹介や、講座の呼びかけを毎月実施しています。事業の概要

目　　的

実施内容

　　・café doアプローチ等へ配布しています。また、紀宝町福祉センターでは

内　　容

 寺子屋広場・寺子屋分校・「きぼらんせ」総会　　　　　　　　

　　冊子コーナーに毎月発行したかわらばんを揃え情報発信を行っています。

事　業　実　績



事業名

ボランティア・市民活動全体が活性化していくことを目的に開催します。

ます。

利用料等

寺子屋広場 参加者

4月23日 井田 6名

5月14日 鵜殿　神内 11名

6月17日 鵜殿 5名

7月10日 熊野市 10名

8月 6日 鵜殿 8名

9月11日 鮒田 7名

10月23日 鵜殿 10名

11月13日 鵜殿 9名

12月27日 町内 20名

1月23日 鵜殿 6名

2月14日 新宮市 4名

3月 9日 井田 4名

寺子屋分校 参加者

月２回開校 井内 34名

月１回開校 町内 36名

月２回開校 鵜殿 25名

　広がるよう進めていきます。

・常に地域へアンテナをはり、新しい講師発見に努め、ボランティア・市民活

　広がるよう努めます。

　動センターの活性化に努めます。

・毎月の定期開催が可能な寺子屋分校の講師を発掘し、誰でも気軽に学ぶこと

　のできる場を充実させるよう努めます。

事業の概要

目　的

実施内容

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

男流ダンボ料理分校(8月より休校) 男流ダンボの皆さん

楽しい手芸教室(5,6月のみ開催) 植野　洋子さん

・住民の方の興味のある分野の内容を取り入れ、住民同士の学びと交流の場が

・今後も講師のやりがい生きがいづくりと、参加した住民同士がつどえる場が

「シューズ入れ、巾着(コップ入れ)」づくり 大屋昌美さん

内　　容 講　　師

安子さんの着付け分校(8月より休校) 有城　安子さん

「ミニ門松」づくり
紀宝町青少年育成
町民会議の皆さん

「蓮の実の飾り」づくり 窪田美由喜さん

「彫紙(ちょうし)アート」 渡邊和代さん

「わらぞうり」づくり 古家千代子さん

「キッチンペーパーラックDIYしよう」 向井　綾さん

「苔玉」づくり 室谷鉄士さん

須川陽子さん　田畑恵子さん

「お花のブローチ」づくり 高見清子さん

「甘夏のジャムを使ったシフォンケーキ」づくり
NPO法人まんまんらい

（代表）西山ひろ子さん

「牛乳パックを使った小銭入れ」づくり 瀬古三千代さん

「ちりめん山椒(佃煮)」づくり

　地域の方等を講師に迎え、住民のニーズを積極的に開拓するように努めてい

必要材料費

内　　容 講　　師

石垣　清美さん「じゃばらのカード」づくり

総務・地域福祉係 ボランティア・市民活動センター〔各種講座〕

　地域での人材発掘・人づくりを積極的に行い、学び合う場を提供し、地域の



事業名

       　     研修費　　    　３件（２件）

　　　　　　　啓発物品購入　　２件（５件）

　　　　　　　消耗品費　　　　５件（４件）

（　　）内は前年度事績

　記し、各団体が活発な活動の継続・展開を支援していきます。

事業の概要

目　　的

実施内容

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

　交付団体数　　　１６団体　（１７団体）

　承認交付金額　　２９０，９４２円　（３００，５０６円）

　実施交付金額　　２９０，４３６円　（２９６，７４３円）

　　　内訳　　備品購入費　　  ５件（４件）

・近年は申請書を提出する団体が固定化しているので、今まで申請したことの

　ない団体にも活用していただけるよう、助成の対象になる内容など詳しく明

　　　　　　　教材費　　　　　１件（２件）

（１団体上限２万円　総額４０万円）

　事業終了後は速やかに活動内容・収支決算書・領収書・写真等の報告書を提

出していただきます。

　申請団体数　　　１６団体　（１７団体）

　登録団体に助成金の申請の呼びかけを行い、申請のあったものは「助成金検

討会」で審議し助成金交付が適当であると認められた団体に交付します。

総務・地域福祉係 紀宝町ボランティア団体育成〔助成金の交付〕

　地域に根ざした活動をすすめている団体が、より活発に活動ができるよう支援

します。



事業名

　限りある地域資源に関心を高め、循環社会を目指して身近な品物販売で

月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月 　前年度

合計

目　的

実施内容

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

・団体活動助成金の一部を担う為、寄付金総額２００，０００円を目指し

　し、３段目は事務局が管理します。４段目は預かった寄付の商品を収納

・今後は、誰もが気軽に出品・購入できるようレイアウトを意識し活気の

　ます。

0

・イベント等に出店し、バザー・手作りコーナーの存在を周知すると共に、

　提供者には出品の協力を「社協だより」等で周知していきます。

　あるコーナーにしていきます。

51,305 （772点　135,640円）

　サイクルバザーの啓発を行い、循環社会を側面より支援していきます。

　棚の上段には手づくりの品物、２段目はリサイクルの物品、３段目は寄

　付されたリサイクルの物品を販売します。上段と２段目は出品者が管理

　します。

・今後も定期的に、商品管理を運営委員の皆さんに協力していただきます。

0 0

・みらい健康課の事業が次年度より当センターで行われることで、若い方

　の来館が見込まれます。棚も新調し、リニューアルオープンします。

0 0

0 0

457

総務・地域福祉係 ボランティア・市民活動センター〔リサイクルバザー〕

リサイクルを行い、同時に社会貢献を行います。

　「リサイクルコーナー」への物品の提供者には売上の３割を、「手作り

コーナー」への品物の提供者には売り上げの１割を、寄付の品物について

0 0

165 11,050

0

13,076

44 7,385

61 14,965

・引き続き提供者の協力を得ながら、事業を継続していきます。また、リ

0 0

0

0

８月後半～３月

は売上の全額を寄付していただき、ボランティア活動の支援のために、「

臨時休業

55 4,829

町ボランティア団体育成助成金」として活用します。

売り上げ数 寄付金（円）

館内改装工事の為132



月　日
4月3日
4月17日
4月25日

5月22日

7月1日

7月22日

7月29日
8月1日～2日
9月11日～13日

10月4日
10月17日
10月22日
10月23日
10月29日

10月31日～11月1日

11月13日
11月16日～17日

11月17日
11月21日
11月29日
12月5日
12月6日
12月6日
12月7日

12月16日
1月15日
1月29日

月　日
4月26日
5月24日
6月26日
7月24日
8月21日
9月26日
10月30日
11月27日
12月25日
1月29日
2月26日

月　日
4月24日

6月25日

7月31日

8月9日

8月29日

10月1日

10月11日

12月10日

2月25日

介護支援専門員実務未経験更新研修 津市 １名

津市 １名
介護支援専門員実務未経験更新研修 津市 １名
介護支援専門員実務未経験更新研修

日本福祉大学　社会福祉士実習指導者講習会

現地協働プラットフォーム研修 尾鷲市 １名

介護支援専門員実務未経験更新研修 津市

名古屋市 １名

介護支援専門員実務未経験更新研修 津市 １名

●職員研修会
内　容 場所 職員＋外部参加者等

市町社協福祉教育担当者会議 津市 １名
１名

生活困窮者自立支援担当者会議 津市 １名
日常生活自立支援事業新任専門員研修会 津市

第１回　精神障がい者の地域生活を考える部会 熊野市 １名

生活福祉資金担当者会議 津市 １名

ボランティア・市民活動センター視察研修会 伊勢市 ２名
認知症地域支援推進員研修会 愛知県 １名＋１名
介護支援専門員実務未経験更新研修 津市 １名

鳥羽市地域共生社会研修会 鳥羽市 １名
介護支援専門員実務未経験更新研修 津市 １名

ボランティアコーディネーション研修 津市 １名

地域福祉実践向上研修 津市 １名

地域福祉実践向上研修 津市 １名
１名

生活困窮者自立相談支援事業　10月支援調整会議 熊野市 １名

鈴鹿市 ２名認知症キャラバンメイト養成研修

ひきこもり支援セミナー 御浜町 ２名
地域福祉実践研究フォーラム2019inみえ(SDGS) 伊勢市 ３名

●係内会議等 原則月1回開催

内　容 場　所 職員＋外部参加者等

地域福祉実践力研修 津市 １名
ひらめきトレーニング講座 御浜町 １名

4月事業振り返り、5月計画、公用車使用について等 福祉センター ９名
5月事業振り返り、6月計画、その他事業等   〃 ９名
6月事業振り返り、7月計画、ヒヤリハット、その他事業等 　〃 ７名
7月事業振り返り、8月計画、こどもゆめまつり等 　〃 ８名

９名

8月事業振り返り、9月計画、こどもゆめまつり等 　〃 ７名
9月事業振り返り、10月計画、活動計画報告、その他事業等 　〃 ６名

　〃 ５名
1月事業振り返り、2月計画、つれもてまつり等 　〃 ８名

10月事業振り返り、11月計画、未実施事業確認 　〃 ７名
11月事業振り返り、12月計画、大規模改修 　〃

１名熊野市家計相談支援調整会議

2月事業振り返り、3月計画、活動計画、推進会議、つれもてまつり等 　〃 ８名

12月事業振り返り、1月計画、推進会議について、その他事業等

●権利擁護支援体制検討委員会

内　容 場　所 職員＋外部参加者等

年間計画、各市町進捗状況、事例検討等 熊野市保健福祉センター １名

事例検討等 熊野市保健福祉センター １名

研修会 熊野市保健福祉センター １名

事例検討等 熊野市保健福祉センター １名

研修会 熊野市保健福祉センター １名

事例検討等 熊野市保健福祉センター １名

研修会 熊野市保健福祉センター １名

事例検討等 熊野市保健福祉センター ２名

事例検討等 熊野市保健福祉センター １名



月　日
11月19日

3月4日

定期的開催

月　日
5月7日 １名
6月19日
7月9日
9月2日

10月18日
11月18日
2月5日
2月12日
9月9日

2月～3月
定期的開催

月　日
5月16日

7月18日
9月6日
9月18日
10月23日 ３名＋５名
11月8日 ２名＋４名
11月25日

12月3日 桐原地区懇談会
12月3日 ３名＋４名
12月6日 ２名
12月13日
12月19日
1月9日
1月10日
1月22日
1月23日 ３名＋７名

2月17日

2月19日

2月27日

定期開催

鵜殿地域交流センター
大里多目的集会施設

鵜殿　讃寿荘
＊紀宝町地域包括支援センターとの打ち合わせ(月２回程度）

　　　　　　　　（第３水曜日　午後）

内　容 場　所

●認知症施策推進事業
内　容 場　所 職員＋外部参加者等

紀宝町ＳＯＳネットワーク事業 町内 １名

認知症サポーター養成講座 福祉センター １名

飯盛多目的集会施設

□てまりウォーキング（毎週木曜日　午後） 鵜殿地域交流センター

●生活支援・介護予防サービス体制整備事業

□認知症介護者のつどい（第２木曜日　午後） 福祉センター
□認知症カフェ　いっぷく亭

職員＋外部参加者等

生活支援体制整備事業検討会議 御浜町健康福祉センター

生活支援体制整備事業検討会議 御浜町健康福祉センター １名
０層協議体会議 御浜町役場 １名＋１２名

０層協議体会議 御浜町健康福祉センター １名＋１３名

生活支援体制整備事業検討会議 御浜町健康福祉センター １名
生活支援体制整備事業検討会議 御浜町健康福祉センター １名

生活支援体制整備事業検討会議 御浜町健康福祉センター １名
生活支援コーディネーター実務者研修 津市 １名
１層協議体会議（地域包括ケア会議） 町役場 １名
次世代型ホームヘルパー講座の開催(３回) 福祉センター 1名＋14名(修了者)

□寄ってっ亭（第１，３月曜日） 成川上地多目的集会施設

□おしゃべりサロン（第１水曜日　午後） 鵜殿長谷集会施設

●地域福祉（活動）計画の推進
内　容 場　所 職員＋外部参加者等

ひきこもり支援チーム会議① 福祉センター ２名＋２名

ひきこもり支援チーム会議② 福祉センター ２名＋３名
ひきこもり支援チーム会議③ 福祉センター ２名＋５名
推進委員会の開催① 福祉センター ４名＋１６名
ふくし委員チーム会議① 福祉センター
ひきこもり支援チーム会議④ 福祉センター
ボランティアチーム会議① 福祉センター ３名＋８名

ふくし委員チーム会議② 福祉センター
ひきこもり支援セミナー 御浜町役場

桐原生活改善センター ５名＋２４名

推進委員会の開催② 福祉センター ８名＋17名
ボランティアチーム会議② 福祉センター ３名＋７名

保健センター

福祉センター ６７名
ひきこもり支援担当者会議 東牟婁郡振興局 １名

推進委員会の開催③ 福祉センター ８名＋１４名

６７名

ミニ講演会＆カフェ

□集まりの場（第１木曜日　午後） 福祉センター（アプローチ邸）

ひきこもり支援チーム会議⑤ 福祉センター

鮒田地区懇談会 鮒田構造改善センター ５名＋２０名

□れんこんの会　（第４月曜日　午前）

□かわりない会（毎週月曜日）

２名＋５名
ボランティアチーム会議③ 福祉センター

ボランティア市民活動センター講演会



月　日
6月14日

6月20日
7月1日
9月26日

10月16日
12月20日
2月14日
3月23日

月　日
5月10日 福祉センター
7月9日 福祉センター
8月27日
1月6日
2月13日 福祉センター

３月３日～１６日

3月10日
３月１７日～ 井田公民館 ふれあい会館

定期開催

●その他

内　容 場　所 職員＋外部参加者等

法人後見運営委員会① 福祉センター ２名+８名

法人後見運営委員会② 福祉センター ２名+８名

県社会福祉大会 津市 １名

てまりの会ステップアップ研修 福祉センター １名
精神障がい者の地域生活を考える部会 熊野市 １名

法人後見運営委員会③ 福祉センター ２名+８名
成年後見制度利用促進に関する意見交換会 熊野市 １名
法人後見運営委員会④ 福祉センター ２名+８名

●放課後児童クラブ関係
内　容 場　所 参加者等

保護者交流会 １８家族計５７名

運営委員会 委員８名+職員３名

遠足 津市 児童４４名＋職員６名

運営委員会 委員８名+職員３名

遠足 太地町 児童３８名＋職員６名

新型コロナウィルス感染防止のため閉所

新型コロナウィルス感染防止のため２か所に分け開設

＊福祉センター=紀宝町福祉センター

スタッフ会議（毎月１０日前後午前中）

保護18名+職員３名福祉センター保護者説明会



令和元年度

（アプローチ事業所）

就労継続支援（Ｂ型）事業

社会福祉法人

紀宝町社会福祉協議会



事業名

工賃

年間 男 3(3)

月平均 女 8(8)

①紀宝町福祉センター：毎日、神内福祉センター：火・金

⑤栽培マット洗い、種植え等を実施：月～金

　他事業所利用者等との交流機会を増やしていきます。

⑧町内外介護保険事業所、町外JR関係施設（毎週水曜日）における回収作業

・作業内容の多様化に対し、各利用者個々に適切な作業提供を行い、

・町内イベントだけでなく、他の障がい者事業所との合同イベント等に参加し、

　に繋がる様努めます。

⑥随時実施（2月～10月）

　　　　　　　曜日、回数等　　　　　　　　　＊（　）は前年度数

⑦災害救援自販機（鵜殿体育館）の空き缶回収　※10日に一度程度

　⇒　トイレ、センター内掃除機、ゴミ集め、玄関掃除、窓拭き

②計量、下ごしらえ、袋詰め等：月・火・木・金

③オープンカフェ：月～水、金・土にケーキ（水・土のみ）、焼き菓子、コーヒー等を提供

④注文時随時対応

今後（次年度）の
課題・改善方法等

基本工賃：1,100円/日、賞与：年２回（各１万円）、特別奨励金2万円

⑬公用車両清掃

事　業　実　績

実施日数 　延利用者数（名） 登録人員

　班分け、役割分担を実施することによる意識・技術向上に努めます。

・カフェや配達業務を通じて、地域住民と会話を交わす等『社会性の向上』

⑬紀宝町福祉センター管理車両を定期的に清掃実施

306(308)

アプローチ係 就労継続支援（Ｂ型）事業所　アプローチ　（利用者）

事業の概要

目　的

　利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、就労と

①紀宝町福祉センター、神内福祉センターの館内清掃 

②ケーキ・焼き菓子作り

③オープンカフェにおける接客

生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力向上に必要な訓練等の

便宜を適切かつ効果的に行い、一般就労や自立生活に向けた支援を行います。

実施内容

⑦災害救援自販機の清掃

⑧空き缶リサイクル作業

⑨原木しいたけ・植物栽培

④コーヒー提供　　　　　　　　

⑤水耕野菜栽培、販売

⑥みかん袋の加工・修繕

⑩各種イベントへの参加交流

⑪研修

⑫お菓子の箱折り作業

⑨ウミガメ公園への出品、福祉の店、イベントでの販売

⑪県内B型事業所への視察研修や、串本町のケーキ屋への衛生指導研修

⑫紀南地域の一般企業からの『お菓子の箱折り作業』を定期的に受注

2,891(2,851)

25(26) 240(237)

⑩みんなのマルシェ等各種イベントにおける他事業所との交流活動等の実施



事業名

①センター館内清掃　　　　　　　　

③オープンカフェ(コーヒーカフェ含む)　　　　　　　　

④コーヒー提供　　　　　　　

⑤水耕栽培販売（品目：レタス等5種類）　　　　　　　　　

⑥みかん袋の加工・修繕

⑦災害救援自販機の設置

事業実績

54台（38）

351回（357）

・イベント等に参加し、売上増を目指します。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・福祉センターの館内清掃を重点的に取り組みます。

・ケーキ、焼き菓子の新商品を定期的に提供いたします。

・水耕栽培野菜の出荷数増加に努めます。

　　　　人数、回数、販売数等　　　　　　　＊（　）は前年度数

3,559人(3,760)、248回(254)

④コーヒー提供　　　　　　　　

⑦災害救援自販機の設置(鵜殿体育館、紀宝町福祉センター2カ所に設置）

52,087枚(21,642)

・原木しいたけや植物の栽培、販売箇所の増加に取り組みます。

②ケーキ・焼き菓子作り 9,285個(9,329)・5,910個(5,083)

⑧空き缶リサイクル作業

⑨原木しいたけ・植物栽培

920杯(1,560)

アプローチ係 就労継続支援（Ｂ型）事業所　アプローチ　（事業内容）

事業の概要

目　的 カフェを中心として地域住民が気軽に集まれる『多世代交流の場』として

　清掃・製造を実施する利用者の就労技術の向上の場としてだけでなく、

活用して頂くことを目的とします。

⑪公用車両清掃

実施内容

①紀宝町福祉センター、神内福祉センターの館内清掃 

③オープンカフェ

②ケーキ・焼き菓子作り

⑨原木しいたけ・植物栽培

⑩お菓子の箱折り作業

⑤水耕野菜栽培、販売

⑥みかん袋の加工・修繕

⑧空き缶リサイクル作業

⑩お菓子の箱折り作業

⑪公用車両清掃

1,491㎏(1,558)

90,977円(28,600)

70,210円(34,951)

7,115杷(3771)

117,403円(90,093)



事業名

①ミニスーパーにおける商品の販売に関する業務

⑤宅配販売業務

⑦各種イベントへの参加交流

年間 男 6(5)

月平均 女 4(7)

②パン製造販売業務におけるオーブン出し入れ作業やしたごしらえ等

③来客者要望、随時対応

④移動販売の事前準備、現場対応等　※実績は別紙参照

⑤宅配販売の事前準備、現場対応等　※実績は別紙参照

⑥注文品の事前準備

⑦実施時の事前準備、現場対応等

⑧県内Ｂ型事業所への視察研修や、保健所による衛生指導講習

工賃

事業の概要

調理師代行業務手当：10,000円/月、パンオーブン手当：2,000円/月

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・作業内容の多様化に対し、各利用者個々に適切な作業提供を目的として役割

・全国的に実施困難とされている企業への一般就労と継続雇用を引き続き目指し

　ます。

基本工賃：1,200円/日、生産活動リーダー手当：9,300円（月額）

生鮮食品加工手当：120円/日、賞与：年２回（各10,000円）、年度末奨励金20,000円

④移動販売業務

事　業　実　績

実施日数 延利用者人数（名） 登録人員（名）

22   (25)

2,379  (2,237)

198    (186)

269（305）

実施内容

②パン製造販売業務

③たまり場での接客業務

⑥『紀宝町飛雪の滝キャンプ場』への物品搬入

⑧研修

福祉の店
『アプローチ』係

就労継続支援（B型）事業所　福祉の店『アプローチ』
（利用者）

目　的

　利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、就労と生産

活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上に必要な訓練、その他の

便宜を適切かつ効果的に行い、一般就労や自立生活に向けた支援を行います。

　また、一般就労移行後の継続雇用への支援も行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊(　)は前年度数

　を通じて、地域住民と会話を交わすことによる『社会性の向上』に努めます。

　分担を実施し、多種多様な技術向上に努めます。

・家族、事業所関係者以外との交流が少ない利用者に対し、宅配・移動販売業務

①商品整理等(外部業者検品対応、在庫整理等)商品店出し準備(野菜の袋詰め等)



事業名

①ミニスーパーにおける食料品等の販売

⑤保育所・幼稚園・給食センターへの食材調達

年間

月平均

・手作りパン注文販売箇所の維持・拡大に努めます。

来客数（人）

福祉の店
『アプローチ』係

就労継続支援（B型）事業所　福祉の店『アプ
ローチ』　　　　　（店舗）

事業の概要

目　的

　地域に根付いた店舗として運営することにより、買い物をする場所

だけでなく地域住民の『憩いの場』として活用して頂くことで、誰も

が住み慣れた地域で安心して生活が営めることを目的とします。

実施内容

②たまり場の提供

今後（次年度）の
課題・改善方法等

⑤各保育所・幼稚園・給食センターへ食材を運搬調達:町内計7カ所

・独立採算を目指した事業の運営に努めます。

・苦情等に対して、迅速な対応を心掛けます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊（　）は前年度数

④手作りパン受注販売：町内外33ヶ所

・多世代顧客拡大を目的とした町内外イベントへの参加に努めます。

③町内イベントに参加し、商品販売

事　業　実　績

④手作りパンの受注販売

3,700  (3,884)

①実施日数

44,401 (46,609)

25  (25) 月平均

・顧客ニーズ（商品開発や品揃え）に早急な対応を心掛けます。

③紀の宝みなと市、紀宝みなとフェスティバル等への出店

②来客者に対して『憩いの場』として利用して頂く為のお茶等を提供

304 (305) 年間



事業名

年間

月平均

火曜日：　高岡、大里、平尾井、阪松原、桐原

水曜日：　成川、鵜殿

金曜日：　鮒田、北桧枝、瀬原、浅里

年間

月平均

【実施曜日および地区】

　火曜日：成川（中村、上地）、鮒田

　水曜日：阪松原、平尾井、大里

　木曜日：井田（茶屋地、地下、上野）

　金曜日：鵜殿（鵜殿上野）、井田（井田上野）、介護保険事業所

　土曜日：鵜殿、飯盛

　※いきいきサロン：2か所、『寄ってっ亭』にも随時販売対応有り

　※独居高齢者宅への『おかず配達』火・金2名対応　181回

③各事業所の要望に応じて対応

④毎月10日までに新規利用者含む登録名簿を地域包括支援センターに

　提出し、利用者情報の共有を含めた見守り活動

・宅配利用者の継続と更なる登録増加を目指します。

・顧客ニーズ（品揃え等）への迅速な対応を心掛けます。

・高齢者・障がい者に関する状態変化情報の報告・共有に努めます。

福祉の店
『アプローチ』係

就労継続支援（B型）事業所　福祉の店『アプローチ』
（宅配・移動販売）

事業の概要

目　的

　地域住民の高齢化に伴い『買い物困窮者』となり得る高齢者や障がい者等

に対する支援として、移動販売車による自宅付近での販売実施や電話注文に

よる宅配サービスを実施することにより、誰もが住み慣れた地域で安心できる

実施内容

日常生活が営めることを目的とします。

③介護保険事業所等における買い物機会の提供

②移動販売車を活用した、買い物困難地域での販売活動

①電話注文による宅配サービス販売実施（※対象：高齢者、障がい者世帯）

　※町内5ヶ所（宝寿園、みふねの杜、楽らく、紀宝の丘１、紀宝の丘２）

月平均

客数（人）

　木曜日：　井田、神内

実施日数

④紀宝町地域包括支援センターとの連携

46  (36)16  (15)

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・販売の継続・利用増加に努め、随時新規地区への対応に努めます。

事　業　実　績

①宅配販売実績

実施日数

【実施曜日および地区】 ＊(　)は前年度数

　＊(　)は前年度数

客数（人）

200 (180) 年間

②移動販売実績

3,518 (3,387)

557 (436)

251 (241) 年間

20  (20) 月平均 293   (282)



月　日
5月9日

5月30日

6月17日～21日

6月22日

7月11日 職員2名

7月12日 職員2名

7月22日 職員2名

7月26日 職員2名

8月5日～9日 生徒1名

9月26日

10月20日

11月2日

11月9日

11月17～18日

12月3日

12月14日

1月16日

1月30日

2月22日

3月9日

月　日
4月16日

5月17日

6月14日

6月14日

7月11日

7月19日

7月30日

10月18日

11月8日

12月18日

2月21日

3月27日

月1回

月1回

月　日
5月12日

6月17日

7月24日～25日

9月20日 職員1名

10月16日～17日

11月11日 職員1名

11月26日 職員1名

12月20日 三重県サービス管理責任者基礎研修

福祉職員キャリアパス対応生涯研修

御浜町

内　容

御浜町

紀宝町福祉センターアプローチ定例会議

紀宝町防災拠点施設

場　所

熊野市

津市

参加者　等

避難訓練（福祉の店『アプローチ』）

参加者　等

くろしお学園　職場実習受入れ アプローチ 生徒1名

職員2名

紀宝町福祉センター

イベント参加（みんなのマルシェ）

第4回生活交流会運営委員会

津市

●職員研修会等
参加者　等場　所

津市

三重県サービス管理責任者基礎研修

アプローチ運営委員会 紀宝町福祉センター

御浜町

尾鷲市

職員1名

和歌山県相談支援従事者初任者研修 田辺市

松阪市障害福祉サービス事業者等集団指導

みんなのマルシェ　事前打ち合わせ

職員1名

福祉の店『アプローチ』定例会議

障害福祉サービス事業所職員基礎研修 津市 職員1名

職員5名

職員3名

福祉の店『アプローチ』

●各事業
内　容 場　所

●会議等
内　容

職員4名

生活交流会（アプローチ）

保護者会 紀宝町福祉センター 職員3名

職員2名

衛生講習会 鵜殿地域交流センター

職員4名

イベント参加（くろしお学園夕涼み会） 熊野市

紀宝町福祉センター

避難訓練（アプローチ）

光の村養護学校　職場実習受入れ

イベント参加（港フェスティバル）

第1回生活交流会（アプローチ） 熊野市 職員2名

日帰り視察研修（アプローチ） 串本 職員3名

職員4名

熊野市 職員2名

視察研修（アプローチ、福祉の店『アプローチ』） 津市、鳥羽市、松阪市 職員6名

防犯訓練（福祉の店『アプローチ』） 福祉の店『アプローチ』 職員4名

イベント参加（みんなのマルシェ）

避難訓練（福祉の店『アプローチ』） 紀宝町防災拠点施設

職員1名

イベント参加（熊野病院祭） 熊野市 職員1名

イベント参加（くろしお学園文化祭） 熊野市

生活交流会（アプローチ）

鵜殿港

熊野市

ケーキ製造指導 福祉センター

職員1名

職員1名

第3回生活交流会運営委員会 職員1名

職員1名

職員1名

職員2名

御浜町 職員1名

職員5名

保護者会 紀宝町福祉センター

第2回生活交流会運営委員会

紀南地域自立支援協議会　就労支援部会

みんなのマルシェ　事前打ち合わせ 尾鷲市

御浜町 職員2名

御浜町

日帰り視察研修（福祉の店『アプローチ』）

職員1名

職員1名

熊野市 職員1名

第1回生活交流会運営委員会 御浜町

御浜町 職員2名

新年お楽しみ会（アプローチ） 紀宝町福祉センター 職員3名

和歌山県相談支援従事者初任者研修 田辺市 職員1名

第5回生活交流会運営委員会

生活交流会（アプローチ）



令和元年度

（神内事業所）

介護保険事業　等

社会福祉法人

紀宝町社会福祉協議会



令和元年度月別利用実績
　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

介護１ 339 343 347 359 225 215 292 270 262 269 243 259

介護２ 288 319 319 352 324 324 314 305 318 300 301 340

介護３ 281 284 284 254 239 239 261 290 259 267 275 267

介護４ 114 88 80 38 71 99 56 84 80 67 57 78

介護５ 121 126 117 126 123 132 163 127 127 135 129 129

合計 1,143 1,160 1,147 1,129 982 1,009 1,086 1,076 1,046 1,038 1,005 1,073

　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R01 1,143 1,160 1,147 1,129 982 1,009 1,086 1,076 1,046 1,038 1,005 1,073

H30 1,098 1,172 1,157 1,142 1,125 1,066 1,141 1,114 1,002 1,040 986 1,115

訪問介護係 訪問介護事業事業名

きるよう努めるとともに、研修会等への参加により介護技

対応する職員の配置が難しく、次年度も引続きヘルパーの

今後（次年度）の
課題・改善方法等

術及び資質の向上を図ります。

　毎月１回の検討会を継続し、統一したサービスを提供で

実施内容 援助を、利用者一人ひとりの残存能力を活かしつつ、身体の

します。

事　業　実　績

＊実績前年比　98％

確保が課題です。

状況に応じて自立した在宅生活が送れるようサービスを提供

＊訪問回数  1,200回/月を目指し、1,075回でした。

　介護保険で決められたサービスにかかる費用の１割～３割

を負担していただきます。

　同じ時間帯の訪問、１日複数回の訪問、夜間の訪問等に

利用料等

事業の概要

目　　的

　介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応

助・排泄介助等の身体介護や、調理や洗濯、掃除などの生活

＊実人数　　57名（3月末）

じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう

に支援することを目的とします。

　介護の必要な高齢者等のお宅に訪問し、食事介助・入浴介
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令和元年度月別利用実績
　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

支援１ 73 70 82 80 69 79 74 66 62 62 63 74

支援２ 65 70 59 69 77 86 101 81 83 82 76 76

合計 138 140 141 149 146 165 175 147 145 144 139 150

　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R01 138 140 141 149 146 165 175 147 145 144 139 150

H30 141 143 128 135 128 118 138 137 116 116 117 125

じ、可能な限り自立した生活を営むことができるように支援

することを目的とします。

＊実績前年比　115%

　次年度も引続き、利用者の意欲を引き出し、体力や歩行能

訪問介護係 事業名 介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービス）

目　　的

事業の概要

利用料等

　介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応

事　業　実　績

きる限り、自ら家事等を行うことができるように支援しま

力を向上させ、閉じこもりを防ぐことを課題に、ヘルパーと

＊訪問回数　148回／月でした。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

び資質の向上を図ります。

るよう努めるとともに、研修会等への参加により介護技術及

実施内容

＊事業対象者及び要支援1、2の方が対象

す。

　介護保険で決められたサービスにかかる費用の１割から3割

　介護予防を目的とし、自立支援の観点から、利用者がで

＊実人数　　　23名 （3月末）

一緒に家事等を行い、自立できるよう勧めていきます。

（月定額）を負担していただきます。

　毎月１回の検討会を継続し、統一したサービスを提供でき

0

50

100

150

200

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R01

H30



 

　

令和元年度月別利用回数実績

　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

介護１ 183 188 180 184 131 142 145 146 165 152 143 174

介護２ 195 207 201 210 174 176 175 177 181 171 166 161

介護３ 164 172 154 150 142 170 187 195 166 172 185 241

介護４ 38 34 24 30 37 35 22 30 21 16 13 20

介護５ 61 64 62 60 52 38 52 48 46 51 52 54

合計 641 665 621 634 536 561 581 596 579 562 559 650

 

次年度も引き続き、利用者本位の介護サービスを心掛けており、利
用時間や場所、サービスを利用者の生活に合わせて設定をするな
ど、利用者に選んでいただけるサービスを展開していきます。ま
た、軽度の方が増加している為、楽しい雰囲気づくりと季節を感じ
るメニューを行いながら、自立支援に向けてイベントの企画などを
行い、重度の方へも介護サービスを満足して頂けるように努めて行
きます。なお、平常時から感染症への対策もより一層行っていきま
す。大規模改修により、さらに使いやすくなった為、有効的に活用
していきます。

　介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応じ、可

能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援すること

を目的とします。

　基本サービス内容として、送迎・健康チェック・食事・レクリエ

ーションと、選択サービスの入浴（機械浴・一般浴）や機能訓練士

　介護保険で決められたサービスにかかる費用の１割から３割、及

び食材費590円を負担していただきます。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

通所介護係 事業名 通所介護事業

＊入浴は74.2％・機能訓練は84.1％の方に提供しました。

　　　　　　599名でした。

ューや、ボランティアによる傾聴・歌や踊りの慰問・町内の小学生

事業の概要

利用料等

目　　的

事　業　実　績

実施内容

＊実人数　　　74名（3月末）

＊実績前年比　94％

による器具を使用した機能訓練を行い、利用者の身体機能の維持を

図り、家族の介護負担の軽減を図ります。

　また有意義な時間を過ごして頂けるよう、季節の行事をはじめ創

作活動・カラオケ・ゲーム・茶話会での飲み物サービスなどのメニ

との交流会等を定期的に実施しています｡

＊利用者数　620名／月を目標としていましたが、実績では
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令和元年度月別利用回数実績

　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

実人数 24 24 22 21 21 22 23 24 23 24 23 21

利用回数 115 109 93 115 91 103 125 124 107 109 104 116

　現行の介護予防通所介護を基本とし、入浴、排泄、食事等の介護

を行わないサービス（送迎は含む）。なお、日常生活上の課題に対

＊運動機能向上は、91.3％の方にご提供しました。

どのメニューや、ボランティアによる傾聴・歌や踊りの慰問・町内

し、自立した生活機能向上を目的とした活動を集団で行う場合は、

の小学生との交流会等を定期的に実施しています。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

　認知予防プログラム（音楽体操やゲーム・脳トレーニング）につ
いて利用者の方より好評を頂いており、継続して実施していきま
す。また、利用者の多くの方が団塊の世代であり、これからは選択
できるメニューへの改善と新たな取り組みを行い、引き続き、利用
時に楽しんで頂きながら季節を感じるイベントの企画などを行いま
す。なお、平常時から感染症への対策もより一層行っていきます。
大規模改修により、さらに使いやすくなった為、有効的に活用して
いきます。

事　業　実　績

加算サービスとして実施していきます。

　また有意義な時間を過ごして頂けるよう季節の行事をはじめ、創

＊実人数　　    　21名　3月末

＊実績前年比　    100％

＊利用回数　      109回／月の実績でした。

　介護保険で決められたサービスにかかる費用の１割から３割

通所介護係 事業名 介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス・Aサービス）

事業の概要

目　　的

実施内容

ビスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支

援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的

とします。＊事業対象者及び要支援1、2の方が対象

利用料等

　地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサー

作活動・脳トレ・カラオケ・ゲーム・茶話会での飲み物サービスな

（月額）、及び食材費590円を負担していただきます。
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目　　的

実施内容

利用料等

令和元年度休止中のため実績なし。

通所介護係

　利用者等が、その心身の状況や置かれている環境等に応じて、
利用者や家族の意向を基に、適正な指定訪問入浴介護を提供する
ことを目的とします。

　訪問入浴介護サービスは、ご家庭における入浴が困難な方のた
めに浴槽を持ち込み、身体状況（体温、脈拍、血圧）を確認しな
がら看護師１名、介護員２名の３人体制で安全にそして安楽に入
浴をしていただきます。入浴車の入らないお宅には、簡易浴槽で
サービスを提供させていただきます。

ます（管理者１名常勤、介護職員常勤１名、看護師、非

　職員の確保が困難なため、休止せざるを得ない状況にあり

常勤１名の配置が必要）。

ニーズがある場合は、代替えサービス（入浴のみの通所介護等）

　介護保険で決められたサービスにかかる費用の１割～３割を負
担していただきます。

事　業　実　績

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事業名 訪問入浴介護事業

事業の概要

等を提案しながら利用者に迷惑をかけないようにしていきます。



目　　的

実施内容

利用料等

令和元年度休止中のため実績なし。

きます。

事　業　実　績

今後（次年度）の
課題・改善方法等

　職員の確保が困難なため、次年度より休止せざるを得ない状

況にあります（管理者１名常勤、介護職員常勤１名、看護

師、非常勤１名の配置が必要）。

ニーズがある場合は、代替えサービス（入浴のみの通所介護

等）等を提案しながら利用者に迷惑をかけないようにしてい

通所介護係 事業名 介護予防訪問入浴介護事業

事業の概要

　利用者等が、その心身の状況や置かれている環境等に応じ
て、利用者や家族の意向を基に、適正な指定訪問入浴介護を提
供することを目的とします。

　訪問入浴介護サービスは、ご家庭における入浴が困難な方の
ために浴槽を持ち込み、身体状況（体温、脈拍、血圧）を確認
しながら看護師１名、介護員１名の２人体制で安全にそして安
楽に入浴をしていただきます。入浴車の入らないお宅には、簡
易浴槽でサービスを提供させていただきます。

　介護保険で決められたサービスにかかる費用の１割～３割を
負担していただきます。



令和元年度月別利用実績
　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

介護１ 44 45 46 41 38 38 42 42 43 40 40 37

介護２ 65 70 67 66 65 63 59 59 59 60 55 56

介護３ 53 50 57 49 46 48 49 52 56 59 55 56

介護４ 30 29 25 27 26 31 26 24 26 25 28 30

介護５ 22 22 22 24 25 25 24 23 23 24 23 22

合計 214 216 217 207 200 205 200 200 207 208 201 201

　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R01 214 216 217 207 200 205 200 200 207 208 201 201

H30 225 225 226 229 233 226 231 223 219 219 217 212

　宅サービス計画（ケアプラン）」を作成します。

事　業　実　績

　画を変更します。

＊実人数　　　　　211名（3月末）

＊実績前年比　　　92％

＊新規契約者　　　63名

③必要に応じて、事業所と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計

居宅介護支援係 事業名 居宅介護支援事業

事業の概要

目　　的
　利用者が居宅での介護サービスや、その他の保健医療サービス、福祉

②利用者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよ

サービスを総合的、効果的に利用することを目的とします。

実施内容

①利用者の心身の状況や、利用者及びその家族の希望をお伺いして「居

　う、利用者及びその家族等、指定居宅サービス事業者との連絡調整を

　継続的に行い、居宅サービス計画に反映します。

いきます。

　次年度も、法令遵守を念頭に置き、特定事業所として地域包括支援セン

＊解約者　　　　　80名

　　（内訳：予防に移行4名、居宅変更2名、施設入院入所25名、死亡・転出等49名）

今後（次年度）の
課題・改善方法等

　高齢化と近年増えつつある三大疾病や認知症など、ますます医療との連

携が必要になってきている為、さらに医療、介護の連携を密にしていきま

す。また、地域資源を活用し、利用者が住み慣れた地域で生き生きと生活

出来るよう、自立支援と重度化防止に重点を置き、ケアプランを作成して

ターと協力連携を密に情報を共有し、ケアマネジャー全員が統一した支援

をできるよう努めていきます。
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令和元年度月別利用実績
　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

支援１ 14 12 12 13 13 13 13 12 12 13 12 12

支援２ 22 24 24 24 25 27 28 25 23 22 25 26

合計 36 36 36 37 38 40 41 37 35 35 37 38

　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R01 36 36 36 37 38 40 41 37 35 35 37 38

H30 27 28 30 30 31 31 32 32 30 31 29 30

るためサービスの種類や回数を決定）。

プランの作成を目指します。

事　業　実　績

＊実人数　　　36名（予防16名・総合20名) 3月末

＊実績前年比　126％

＊作成数　50件／月の委託を目標としましたが、実績では38件でした

今後（次年度）の
課題・改善方法等

　利用者の意向や意欲を尊重しながら、自立したその人らしい生活が送れ

るようモニタリングに努め、より良いケアマネジメントを目指します。

　次年度は、利用者の状態に即したサービスの選定に重点を置いたケア

実施内容

①利用者、家族との話合いで心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課

　題を分析します。

②サービス担当者会議を実施します（目標を達成するため、支援メニュ

　ーを利用者、家族、サービス担当者で検討）。

③介護予防ケアマネジメント、サービス計画を作成します（目標を達成す

居宅介護支援係 事業名 居宅介護予防・日常生活支援総合事業

事業の概要

目　　的

　利用者が居宅での介護サービスや、その他の保健医療サービス、福祉サ

ービスを適切に利用することができるよう、また介護状態の進行を防ぎ

自立した生活を送れるように支援することを目的とします。

また、総合事業については地域の実情に応じて、多様な主体による多様な

サービスで地域の支え合いで高齢者を支える体制づくりを目指します。
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目　　的

実施内容

利用料等

令和元年度月別利用実績
　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

家事援助 79 77 79 83 83 63 55 66 59 62 54 58

身体日中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

身体夜間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 79 77 79 83 83 63 55 66 59 62 54 58

　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R01 79 77 79 83 83 63 55 66 59 62 54 58

H30 66 92 94 76 80 77 84 87 73 73 73 73

＊実人数　　　６名（3月末）

＊実績前年比　86％

て訪問することにより、ニーズを見極め、その人らしい暮らしを

支援して行きます。

事　業　実　績

　次年度も引続き、利用者・家族との信頼関係をつくり、継続し

　身体・知的・精神・障がい児介護事業では、社会との関わりや
個々のニーズを大切にしたサービスを提供し、在宅で自立した生活
を送れるように支援します。

＊重度訪問介護の利用実績はありませんでした。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

訪問介護係 事業名 障害福祉サービス事業（居宅介護・重度訪問介護）

事業の概要

　利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切か
つ円滑な指定居宅介護の提供を確保することを目的とします。

所得に応じて、負担上限月額が設定されています。
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目　　的

実施内容

利用料等

令和元年度月別利用実績

　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

実人数 4 3 4 3 1 3 3 4 4 4 4 4

利用回数 15 16 19 12 9 16 16 18 15 18 25 23

  創作活動を主にしたメニューを取り入れ、他者との交流も深め
ていくことで、社会参加できるように支援していきます。平常時
から感染症への対策もより一層行っていきます。大規模改修によ
り、さらに使いやすくなった為、有効的に活用していきます。

①創作的軽作業、②生産活動の機会の提供、③日中一時支援、④
経過的デイサービス、⑤社会との交流促進に係る事業、⑥その
他、町が必要と認めた支援事業。
利用回数は、週１回程度。

日中一時支援事業を実施することにより、障がい者の日中におけ
る活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護
している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とします。

火曜日・金曜日・土曜日

112％

＊実人数 4名（3月末）

112%

所得に応じて、負担上限月額が設定されています。食材費230円を
負担していただきます。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

180

事　業　実　績

202

事業名通所介護係

＊実績前年比

＊実施日

事業の概要

日中一時支援事業（障がい者デイサービス）
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令和元年度月別利用実績
　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

計画作成 2 1 7 6 2 1 4 0 2 1 1 0

モニタリング 0 1 1 5 0 7 2 4 11 7 2 8

合計 2 2 8 11 2 8 6 4 13 8 3 8

　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R01 2 2 8 11 2 8 6 4 13 8 3 8

H30 2 2 13 5 2 6 2 3 10 4 2 7

②継続サービス利用支援（モニタリング）

＊実人数　　　26名（3月末）

＊実績前年比　129％

実施内容

①サービス利用支援（計画作成）

　障がい福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用

　計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整

　等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。

居宅介護支援係 事業名 特定相談支援事業（障がい者・児）

事業の概要

目　　的

　支給決定されたサービス等の利用状況の評価（モニタリング）を

　行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

　地域で生活する障がいのある人のニーズを踏まえ、その有する能力

や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう

計画を作成し支援します。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

　モニタリングを重ねながら、利用者のできる部分を発見し、主体的

な活動と意欲の向上を支援していきます。

　また、様々な社会資源の情報等の収集できるようにネットワークを

広げていきます。

事　業　実　績

　積極的に研修会に参加し、資質向上に努めます。

0

2

4

6

8

10

12

14

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R01

H30



目　　的

実施内容

令和元年度月別利用実績

　　月
介護度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

身体障がい者 33 50 38 43 34 36 42 46 32 21 25 35

要介護認定者 84 103 95 92 102 97 98 102 98 105 100 88

要支援認定者 39 40 25 44 39 43 59 45 35 33 31 34

肢体不自由者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内部障害者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

精神障害者 3 5 4 2 1 2 2 8 5 6 6 6

知的障害者 0 14 6 5 4 10 5 2 7 6 2

その他 4 0 4 4 6 2 2 6 0 2 2 4

合計 163 198 180 191 187 184 213 212 172 174 170 169

　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R01 163 198 180 191 187 184 213 212 172 174 170 169

H30 190 187 165 179 171 140 199 184 172 144 152 192

訪問介護係 事業名

事業の概要

福祉有償運送事業

　高齢の方や障がいのある方など公共交通機関を使用して移動する
ことが困難な人を対象に、安全に医療機関への移送を行うことを目
的としています。

　迎えの時間が確定されないため職員の配置が難しく、次年度も引

　2㎞まで300円

＊利用数　200回／月を目安とし、実績は185回でした。

＊登録会員数　219名（3月末）

続きホームヘルパー資格及び二種免許取得している運転手の確保を

　会員登録をしている高齢の方や障がいのある方など公共交通機関
を使用して移動することが困難な人を対象に、通院を目的に福祉車
輌４台と運転手６名で有償のサービスを提供しています。

行います。

　決算状況から考えると事業運営が困難ですが、高齢者・障がい者

今後（次年度）の
課題・改善方法等

　以後1㎞ごとに100円が加算されます。

事　業　実　績

利用料等

の方には必要なサービスのため、事業継続に努めます。

＊実績前年比　107％
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目　　的

実施内容

利用料等

令和元年度月別利用実績
　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

用務有 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5
安否確認 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5

平成27年度月別利用実績
　　月
介護度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R01 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5

H30 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4

今後（次年度）の
課題・改善方法

　制度改正により新規の受け入れは無く、今後は総合事業（事

業対象者）へ移行していきます。

業を進めていきます。

　現行どおり、地域包括支援センターと連携を密にしながら事

事　業　実　績

訪問介護係 事業名 軽度生活支援事業

事業の概要

　介護保険における要介護・要支援の認定はされないが、在宅で
の自立した生活が困難な一人暮らし高齢者、または高齢夫婦世帯
などを対象に自立した生活を支援します。

＊実績前年比　104％
＊実人数　　　用務有1名　安否確認0名（3月末）

　有料にて週１回、１時間程度とします。
　生活援助（調理、掃除、買い物等）相談・助言等のサービスで
す。無料にて、月２回程度の相談・助言、また利用者の健康状態
の確認などを行うサービスです。

　介護予防報酬単価と同額としサービスにかかる費用の1割を負
担していただきます。（月定額）
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月　日 場　所 参加人数

4月23日 熊野市 職員１名

5月9日 津市 職員１名

5月13日 津市 職員１名

5月16日 多気町 職員１名

5月22日 津市 職員１名

5月25日 津市 職員１名

6月14日 津市 職員１名

6月21日 新宮市 職員１名

6月28日 津市 職員１名

7月6日 津市 職員１名

7月10日 紀宝町 職員７名

7月12日 津市 職員１名

7月12日 松阪市 職員１名

7月14日 熊野市 職員１名

7月19日 津市 職員１名

7月23日 御浜町 職員１名

7月24日 津市 職員１名

7月24日～25日 津市 職員２名

7月30日 御浜町 職員２名

7月31日～8月2日 愛知県 職員１名

8月7日 津市 職員１名

8月8日 御浜町 職員１名

8月17日 津市 職員２名

8月21日 紀宝町 職員７名

8月23日 津市 職員１名

8月29日 熊野市 職員１名

8月30日 津市 職員１名

9月5日 津市 職員１名

9月9日 地域ケア会議 紀宝町 職員１名

9月10日～11日 津市 職員３名

9月11日 熊野市 職員１名

9月18日～20日 田辺市 職員１名

9月21日～22日 津市 職員１名

9月29日 大紀町 職員１名

10月25日 津市 職員１名

10月9日 多気町 職員１名

10月16日～17日 田辺市 職員１名

10月24日 御浜町 職員２名

11月1日 津市 職員１名

11月5日 熊野市 職員２名

11月10日 御浜町 職員１名

11月14日 多気町 職員１名

11月15日 紀北町 職員１名

11月21日 御浜町 職員２名

11月24日 御浜町 職員１名

11月28日 津市 職員１名

12月3日 熊野市 職員１名

12月5日 多気町 職員１名

12月12日 熊野市 職員１名

12月12日 御浜町 職員６名

12月13日 熊野市 職員１名

1月13日 津市 職員１名

1月16日 多気町 職員１名

介護予防従事者研修会

介護施設職員研修会

県デイ協研修会

中堅職員研修

入浴施設レジオネラ対策講習会

相談支援従事者初任者研修

県デイ協研修会

紀北町社協職員研修会（災害時についての講話）参加

相談支援従事者初任者研修

介護予防日常生活支援総合事業指定事業者説明会

中勢ブロック研修会

主任ケアマネ更新研修

特定処遇改善説明会

主任ケアマネ更新研修

主任ケアマネ更新研修

権利擁護研修会（成年後見）

主任ケアマネ更新研修

介護保険サービス事業者等集団指導

主任ケアマネ更新研修

主任ケアマネ更新研修

労務管理研修会

県デイ協紀州支部研修会

ケアマネ事業所支援b研修会（予防プランの留意点）

県デイ協研修会

チームリーダー研修

認知症地域支援推進員研修

第１回ケアマネネットワーク会議

新宮市ケアマネ研修会

介護施設職員研修会

働き方改革説明会

安全運転管理者講習

主任ケアマネ更新研修

現場で使える感染対策

災害時研修会（福祉避難所について）

ハローワーク説明会

ケアマネ実務者研修

ケアプランチェック

ケアマネ更新研修

ケアマネ更新研修

認知症学びセミナー

ケアプランチェック

新人職員基礎研修

県デイ協総会・研修会

第２回ケアマネネットワーク会議

高齢者虐待研修会

災害時の保健医療衛生対応研修会

接遇マナー研修

主任ケアマネ更新研修

ケアマネ更新研修

●研修会等（外部）

内　容

リーダー育成研修会

排泄ケア

口腔ケア感染対策研修会



2月17日 津市 職員３名

2月17日 御浜町 職員１名

2月17日 熊野市 職員２名

＊通所介護・訪問介護については、処遇改善加算Ⅱの事業所として登録しているため、キャリアパス要件に見合うように、

　計画的に研修に参加しています。

＊居宅介護支援については、特定事業者に指定されており、週１回の困難事例検討や、地域包括支援センター等と連携

　を密にしました。

●事業所会議

月　日
偶数月

毎週水曜日

月1回

月１回

随時

隔月

隔月

隔月

●行事等（主に通所介護）

月　日
第３週

月１回

6月21日

7月3日､5日

7月18日

8月2日～7日

9月14日

9月17日

10月7日～12日

10月28日

11月2日

12月9日～14日

1月21日～30日

3月26日

機能訓練を兼ねたドライブ（桜・梅花見）

オープンランチ・オープンカフェ

●実習等

月　日
4月26日～9月13日

6月3日～5日 職業体験 矢淵中学校２名

2月20日～3月9日

個人ボランティア抹茶のふるまい

神内事業所係長、補佐会議 各係の課題やサービス提供に関する検討等

内　容

利用者に関する事・情報交換等

備　考

新規利用者に関する事・困難事例の検討・情報交換等

会　議　名

ケアマネミーティング

※ケアマネ＝ケアマネジャー

防犯訓練（紀宝警察署） 職員１５名参加

利用者対象

＊３月以降の研修会等については、欠席及び中止となっております

きなん相談支援ネット

茶話会

似顔絵 個人ボランティア

文化展出展及び見学

産業医によるメンタルヘルス研修会

初詣（熊野速玉大社）

福祉支援リーダー養成研修講座

避難誘導訓練（地震想定）

カラオケ慰問

運動会

紀南高校２名（全８回）インターンシップ

備　考

七夕交流会 神内小学校児童との交流

職員１６名、利用者１５名参加

職員１５名、利用者１８名参加

個人ボランティア

介護支援専門員実地研修 R1年度介護支援専門員合格者１名（全３日）

夏祭り（ゲームコーナー、屋台コーナー）

クリスマス会（カラオケ大会、ビンゴゲーム等）

内　容

避難誘導訓練（火災想定）

傾聴ボランティア訪問 傾聴ボランティア　クローバーの会

利用者に関する事・困難事例の検討・情報交換等

デイサービス職員会議 イベントに関する事・利用者に関する事等

福祉避難所運営会議 マニュアルの見直しや想定訓練の企画等

デイサービス

行　　事

利用者に関する事・困難事例の検討・情報交換等

調理師打合せ

ヘルパー検討会

調理師検討会

献立に関する事



令和元年度

（福祉団体事務局）

社会福祉法人

紀宝町社会福祉協議会



事業名

【構成団体】

各団体関係事業 紀宝町福祉連絡会

　町内の福祉活動をしている福祉関係団体が、お互いの連携を強め、さらに

福祉の向上を目指します。

事業の概要

目　的

実施内容

①各団体相互の活動等の情報交換

②類似事業の共同開催・協力

③福祉向上のための研修会の開催

④会員の健康、生きがいづくり事業

⑤会員相互の親睦会の開催

⑥会員獲得等加入促進に向けての相互協力

⑦その他必要なこと

・総会（５月８日）代議員１４名　来賓２名　事務局１名

・研修会の開催（１１月２７日）　参加者１１１名

　演題　老後を自分らしく生きるために

　講師　谷口照男　氏

※健康づくり事業（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会）の開催(３月３日）

　　⇒※事業は中止

②各構成団体の会員を増やすために、団体間の相互協力を進めます。

①目的達成に向けた事業運営等を推進します。

⑧遺族会

④手をつなぐ親の会

⑤民生委員・児童委員協議会

⑥ボランティア・市民活動センター

⑦シルバー人材センター

⑨放課後児童クラブ

③今年度実施できなかった事業については、次年度で工夫し、内容の充実を

　図ります。

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

⑩社会福祉協議会

①老人クラブ連合会

②身体障がい者福祉会

③母子寡婦福祉会



事業名

③災害ボランティアコーディネーターの資質の向上

⑥災害ボランティアセンター倉庫内備品確認、必要物品の整備

各団体関係事業 紀宝町災害見守り体制連絡協議会

　紀宝町地域防災計画に基づき、紀宝町災害見守り体制連絡協議会を設置し、災

害時におけるひとり暮らし高齢者世帯、障がい者世帯等の災害要援護者の迅速な

安否確認及び避難誘導、生活支援等を行うことによって、より安心・安全な福祉

　※第５回以降は延期

①会議開催（未実施）

の町づくりを目指します。

①会議の開催

②要援護者登録名簿の更新（民児協と共同）

③災害ボランティアコーディネーターの資質向上

②要援護者登録名簿の更新

⑤家屋倒壊防止工事申請受付

⑥防災機器等の整備

④災害ボランティアコーディネーター養成講座(第６期生）

　・民児協との共同作業が必要だが未実施

　※避難行動要支援者名簿とのすり合わせを検討していく必要がある

　　　　　　　　　　　『紀宝町　風水害タイムラインの現状について』

　・７月１２日（金）学習会＆交流会（親水公園にて）

④第６期災害ボランティアコーディネーター養成講座の開催（ボラコ会参加有）

　・第１回　２月１３日『紀宝町災害ボランティアコーディネーター活動概要』

　　　　　　　　　　　『熊野市・南牟婁郡における災害医療の現状と課題』

⑤防災機器等の整備を図ります。

　・第２回　２月２０日『紀伊半島大水害から生まれた絆』

⑤家屋倒壊防止工事申請受付（実績なし）　

　・第３回　３月６日　『災害ボランティアコーディネーターとは？』

　・第４回　３月１２日『２０１９年　台風１９号被害時の栃木市災害ボラン

　　　　　　　　　　　　ティアセンター活動状況について』

①行政担当者等も交えた会議を開催していきます。

事業の概要

目　　的

実施内容

事　業　実　績

今後（次年度）の課
題・改善方法等

②行政、民児協と連携し、名簿の更新・活用等を検討していきます。

③第６期災害ボランティアコーディネーター養成講座の未実施分（第５回、

　第６回）を実施します。

④家屋倒壊防止工事の申請受付を継続していきます。



事業名

　　 配食サービス食材費・・・・ 円

　　 いきいきサロン事業費・・・ 円

　　 子育てサロン事業費・・・・ 円

　　 広報費（社協だより）・・・ 円

　　 募金活動推進費・・・・・・ 円

　　 地域福祉活動事業・・・・・ 円

合計 円

⑤UMOUプロジェクトを幅広く呼び掛け、募金の増加を図ります。

各団体関係事業 紀宝町共同募金委員会

　共同募金運動の目的達成のために、本会の定める諸計画に基づき、紀宝町の地

域福祉の推進のため、民意を十分に反映し、次の事業を行います。

①共同募金活動の実施

②共同募金ボランティアの受け入れ､登録､研修､活動企画実践

③広報・啓発活動の実施と世論の醸成

④民間地域福祉に関わる資金需要の把握・配分計画案の策定等

⑤社協・ボランティア団体等からの相談への対応

⑥歳末たすけあい運動の推進

⑦関係組織との連絡調整

⑧その他､共同募金運動の目標達成のために必要な事業

①紀宝町共同募金運営委員会の開催（年４回：５・８・１１・２月）

②赤い羽根共同募金運動の実施（１０～１２月）/井田地区のみ５月実施

③歳末たすけあい運動の推進（１２月中）

・赤い羽根共同募金運動

　※目標額・・・１，８０６，７００円

　※実績額・・・１，７８９，６２４円

　※達成率・・・９９．４８ ％

　※配分内訳（平成３０年度実績に対する配分）

416,000

296,491

106,837

195,480

165,750

245,422

①封筒募金実施地区(鵜殿)の推進協力員の確保に努めます。

・UMOUプロジェクトの取組み：47,360円（実績額は赤い羽根共同募金に含む）

（羽毛布団129枚、ダウンジャケット58枚）回収数は令和元年度三重県NO.1です。

　行って頂くように、働きかけを行っていきます。

1,425,980

・歳末たすけあい運動

　※実績額・・・・207,253円

　※配分内訳　①防災対策事業　　　　　　　　 137,253円

　　　　　　　：住宅用　火災警報器　８４台

　　　　　　　②歳末配食サービス(４３食)    　　70,000円

事業の概要

目　的

実施内容

事　業　実　績

今後（次年度）の
課題・改善方法等

②共同募金の使途の明確化、周知を図ります。(社協だより・回覧)

③町内店舗に協力を呼びかけ、募金の増加を図ります。

④鵜殿地区の推進員不足にともない、自治体（組単位）で取りまとめを

・発展強化モデル推進事業の助成を受け、啓発用資材を作成：名入れエコバック

　港フェスティバルや街頭募金時に啓発する際に使用



事業名

会費

各団体関係事業 紀宝町民生委員児童委員協議会

　民生委員・児童委員相互の連絡を密にするとともに、委員活動の推進を

図ることを目指します。

【重点目標】
①「支えあう　住みよい社会　地域から」運動の推進。

②誰もが住みよい地域づくりに協力していこう。

③第２次地域福祉（活動）計画推進の為の実施事業に協力していこう。

④一人で抱えこまない民生委員・児童委員同士の支え合いを図ろう。

⑤定例会の活性化に向け、みんなが自由に意見を出し合える雰囲気をつく

　っていこう。

３，０００円

・総会（４月２３日）委員２８名、来賓５名、事務局２名

・毎月定例会を開催（第３火曜日１３時３０分～）計１１回実施

　地域を知ろう：平尾井地区実施

・役員会開催（奇数月第３火曜日１０時～）　臨時役員会必要に応じ開催　計８回実施

・部会活動：応急手当講習会・社協行事へのボランティア参加等

　ふれあい部会：視察研修（わかば園作業所）

　児童部会：視察研修（通園くじら・通園ほたる、通園めだか）相野谷自然プール

　　見守り活動・各学校訪問・社協子育て支援への協力等

　相談部会：視察研修（宝寿園、あたわ共生施設つどい）・福祉児童相談等

・主任児童委員会紀州ブロック会議への参加（４回）

・三重県在宅福祉研修会（９月２０日）委員６名参加

・三重県児童福祉委員研修会（９月４日）委員２名参加

④一人で抱えこまない民生委員・児童委員同士の支え合いを図ります。

⑤定例会の活性化に向け、みんなが自由に意見を出し合える雰囲気をつく

・三重県社会福祉大会（１０月１６日）委員４名参加

・視察研修（静岡県１０月３０～３１日）委員１４名参加

・地域包括支援センターとの地区別意見交換会（５月～６月）

・地域福祉（活動）計画推進への参画

・その他必要に応じ、研修会、講演会等へ参加

　っていきます。

事業の概要

目　的

実施内容

事業実績

今後（次年度）の
課題・改善方法等

①「支えあう　住みよい社会　地域から」運動の推進。

②地域社会の孤立や生活困窮、虐待などの福祉課題に目を向け協力して

　いきます。

③第２次地域福祉（活動）計画推進の為の実施事業に協力していきます。



事業名

会費

各団体関係事業 紀宝町老人クラブ連合会

町内老人クラブ相互の親睦と健全な育成と発展を図ります。

老人福祉の増進につとめます。

メインテーマ：のばそう！健康寿命　担おう！地域づくりを

①高齢者暮らし支える「新地域支援事業」の推進

【重点事項】

②健康寿命を伸ばす「健康づくり活動」と「友愛活動」の充実

③新規会員の勧誘と老人クラブリーダーの育成

④高齢者の被害防止活動の推進

２００円（県老連へ１００円、町老連へ１００円）：町老連の負担

・総会（４月２２日）役員・代議員９７名、来賓５名、事務局１名

・役員及び女性委員合同会議

・赤木城散策（３月２５日）※注２

　（４月１０日、５月３０日、８月９日、９月２７日、２月１４日、３月３０日）

・女性委員会（４月１０日、６月６日、７月１６日）

・囲碁大会（７月１日）会員１６名

・ニュースポーツ体験会（７月２３日）会員９２名

・趣味の作品展（８月２９日、８月３０日）出展者４４名、出展数５１点、来場者１６６名 

・グラウンドゴルフ大会（１０月１６日）会員１１６名、来賓１名、事務局１名

　⇒※注１～３の事業については中止　

　　

①自主運営の推進を図ります。

②新規会員の加入促進を図ります。

③会員が参加しやすいよう、事業の検討や啓発・広報を行います。

・老人福祉大会（１１月１５日）参加者２６８名、来賓５名、事務局３名

・役員懇親会（１２月５日）紀北町　役員２１名

・奈良国立博物館見学（１２月１０日）奈良県　会員５２名、事務局１名

・新年会（１月３０日）ホテル浦島　会員１４４名、来賓３名、事務局１名

・将棋大会（３月２３日）※注１

④各事業の参加を推進し、会員の社会参加外出機会の拡大を図ります。

⑤今後の活動計画のため、先進地の取組の見学や、近隣市町の老人クラブ等

　と交流し、学ぶ機会をつくります。

事業の概要

目　的

実施内容

事　業　実　績

今後（次年度）の
課題・改善方法等

・第１４回社協つれもてまつりへの参加協力（４月１２日）※注３



事業名

会費

　◎拡大役員会（７月４日、２月６日）

　　うとともに、対象となる方（手帳を持っている方）が会に入るきっか

各団体関係事業 紀宝町身体障がい者福祉会

　身体障がい者の福祉の増進を図るとともに、会員相互の親睦を図ること

を目的とします。

　自らの生活に活力を求めることを目標とした諸事業を推進し、いきいき

福祉のまちづくりを目指して、福祉活動に積極的に参加していくものとし

ます。

①組織の強化

②懇親会の開催

③研修会の開催及び参加

④福祉関係団体の行事へ積極的に参加

⑤レクリエーション大会の開催及び参加

⑥美化活動

８００円（但し１・２級及び８０歳以上は無料、同一世帯の場合は２人目４００円）

・総会、親睦会（４月２５日）那智勝浦町　会員・家族２２名、来賓６名、事務局１名

・グラウンドゴルフ大会（６月１３日）鵜殿グラウンド　会員・家族１２名、来賓２名、事務局１名

・第６４回日身連福祉大会（５月２３～２４日）秋田県　会員２名

・で愛・ふれあい交流会（７月７～８日）伊勢市　会員４名

・役員研修会（ユニカール体験会）（７月２２日）福祉センター　会員９名

・グラウンドゴルフ大会（１０月１日）鵜殿ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ　会員１０名、新規１名、来賓４名、事務局２名

・紀宝みなとフェスティバル（１０月２０日）鵜殿港　会員８名

・正月用寄せ植え教室（１２月１１日）御浜町　会員１４名

・美化活動慰労会（２月２０日）那智勝浦町　会員７名、事務局１名

・第１４回社協つれもてまつりへの参加協力（４月１２日）※注２

・第65回三重県身体障害者福祉大会（１１月１７日）名張市　会員６名

・お楽しみ会（３月１９日）※注１

事業の概要

目　的

実施内容

事　業　実　績

今後（次年度）の
課題・改善方法等

　◎美化活動（毎月１回開催）　福祉センター外の清掃

　◎役員会　（毎月１回開催）

①自主運営の推進を図ります。

②新規会員の加入促進を図ります。

　⇒※注１、２の事業については中止

　　　紀宝町役場福祉課窓口へ会のチラシを用意し、身体障害者手帳交付

　　時に呼びかけていきます。また、次年度も秋のグラウンドゴルフを開

③積極的に行事へ参加して頂けるよう内容の充実を図ります。

　　催する際には、回覧板等で開催を周知し、地域住民に「会」のPRを行

　　けとなるよう会のチラシ等を作成するなど、工夫していきます。



事業名

会費

・自立支援事業　　（６月３０日）バーベキュー　20名

・療育キャンプ　　（９月８日）：赤塚植物園　台風接近のため中止

・新春親睦会　　　（１月１９日）国民休暇村　　２１名

・施設見学　　　　（１月２１日）くろしお学園・ひかり園　８名

・会計監査　　　　（３月２４日）会計・監事

　⇒※事業は中止

①総会・役員会の開催

②会員の加入促進と組織の強化

③自立促進事業の開催

⑦紀宝町ボランティア・市民活動センターへの参画

⑧三重県育成会事業への参加協力

１，０００円（会費免除あり）

・役員会（5月13日・6月17日・7月23日・8月28日・11月7日・1月27日・3月6日）計7回

④グループホーム設立にむけての、視察や研修会等を検討して

各団体関係事業 紀宝町手をつなぐ親の会

　本会は、知的障がい者児を持つ親たちの会であり、会員相互の

親睦と必要な連絡指導、調査等の事業を行い、会の健全な発展と

福祉の向上を図ります。

事業の概要

目　的

実施内容

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

④学習会・親睦会の開催

⑤紀南ひかり園の行事への参加及び連携

⑥社会福祉協議会の諸事業への参加協力

②新規会員の加入促進を図ります。

①自主運営の推進を図ります。

　いきます。

・総会　　　　　　（４月２２日）出席者９名　委任状５名　来賓２名、事務局１名

・グループホーム設立要望（１１月２０日）紀宝町役場　８名

③会員が参加しやすいよう事業の検討や啓発・広報を行います。

※研修会　　　　　（３月１６日）まなびの郷



事業名

【重点事項】

①会員の連携強化

　会議・交流会の開催

　小口貸付制度（しらゆり資金）の実施

②研修会等の開催及び参加協力

　県指導者研修会への参加

　町社会福祉協議会が主催する事業への参加協力

会費

・紀宝港フェスティバルへの参加（１０月２０日）鵜殿港　役員１３名

各団体関係事業 紀宝町母子寡婦福祉会

　本会は、母子寡婦家庭の生活の安定と向上の為に努力するとともに、

会員相互の親睦に重点をおき、母子寡婦家庭の福祉増進に努めます。

③施設清掃、公園草刈り

　500円

・総会（４月２１日）福祉センター  会員３５名、来賓６名、事務局１名

・親睦会（６月２日）万清楼（勝浦） 会員４２名

・指導者研修会（６月２９・３０日）鳥羽市　２名

・母子のつどい（８月４日）大里親水公園　大人３１名　小人４名

②母子部の会員が年々減少しています。会の取組み等わかるチラシ

　を作成し、新規会員の加入促進を図ります。

③クリスマス会開催前に、全地区回覧でお知らせし、新規会員の

　加入につなげていきます。

④役員会の開催時間を工夫し、役員が会議に出席しやすい様改善

・三重県母子寡婦福祉大会（１１月１０日）津市　 ７名

・親睦会（１月１９日）宇久井国民休暇村 会員２８名

　　　　＊役員会（年４回開催）

・中部地区母子寡婦福祉研修大会（９月８～９日）石川県　２名

・御浜・紀宝町合同ぶどう狩り（９月２９日）津市　大人２５名　小人３名

　していきます。

事業の概要

目　的

実施内容

今後（次年度）の
課題・改善方法等

事　業　実　績

①自主運営の推進を図ります。



事業名

会費

各団体関係事業 紀宝町遺族会

　本会は、県及び郡遺族会活動に参加・協力し、平和の尊さを継承して

していくために、会員相互の福祉の増進と、会の健全な発展を図ります。

①戦没者慰霊祭の開催

②総会、役員会の開催

③県・郡遺族会の行事への参加

遺族年金受給者2,000円、遺児会員1,000円、一般会員500円

・総会（4月24日）役員8名、代議員10名、来賓4名、事務局1名 

　　※随時、日本遺族会新聞・三重護国新聞を配布

②次年度も自主運営の戦没者慰霊祭の年です。

・役員会（9月3日）役員8名、事務局1名

・紀宝町戦没者慰霊祭（10月18日）紀宝町福祉センター

　　会員52名、来賓4名、事務局3名

・研修会 伊勢神宮参拝（10月28日）会員、家族21名参加

・役員会（3月26日）役員7名、事務局1名

　各地区委員に積極的に関わっていただけるよう努めます。

①会員相互の親睦を図りながらお互いに協力し合い、よりよい会活動

　及び、自主運営を目指します。

事業の概要

目　的

実施内容

事　業　実　績

今後（次年度）の
課題・改善方法等


