社会福祉法人養老町社会福祉協議会
平成２７年度事業報告
法人運営事業
１．理事会、評議員会の開催
（１）理事会（開催回数 ６回）
第２回理事会 平成２７年５月１１日
議第 ５号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会評議員の選任同意について
第３回理事会 平成２７年６月１日
議第 ６号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会定款の一部を改正する定款
について
議第 ７号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会役員の改選について
議第 ８号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会平成２６年度事業報告につ
いて
議第 ９号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会平成２６年度一般会計収入
支出決算について
第４回理事会 平成２７年９月１８日
議第 10 号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会定款の一部を改正する定款
について
議第 11 号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会役員報酬規程の制定につい
て
議第 12 号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会理事の選任同意について
第５回理事会 平成２７年１１月３０日
議第 13 号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会常務理事の人事について
第１回理事会 平成２８年１月２２日
議第 １号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会地域福祉活動計画（案）に
ついて
第２回理事会 平成２８年３月２４日
議第 ２号 養老町地域福祉活動計画（案）について
議第 ３号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会評議員の補欠の選任同意に
ついて

議第 ４号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会事務局規程の一部を改正す
る規程について
議第 ５号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会経理規程の一部を改正する
規程について
議第 ６号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会平成２８年度事業計画
（案）について
議第 ７号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会平成２８年度収支予算
（案）について
（２）評議員会（開催回数 ５回）
第２回評議員会 平成２７年５月２１日
議第 ６号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会理事の選任同意について
議第 ７号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会監事の選任同意について
第３回評議員会 平成２７年６月２日
議第 ８号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会定款の一部を改正する定款
について
議第 ９号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会平成２６年度事業報告につ
いて
議第 10 号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会平成２６年度一般会計収入
支出決算について
第４回評議員会 平成２７年１０月２日
議第 11 号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会定款の一部を改正する定款
について
第１回評議員会 平成２８年３月２４日
議第 １号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会理事の補欠の選任同意につ
いて
議第 ２号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会監事の補欠の選任同意につ
いて
第２回評議員会 平成２８年３月２９日
議第 ３号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会事務局規程の一部を改正す
る規程について
議第 ４号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会平成２８年度事業計画
（案）について

議第 ５号 社会福祉法人養老町社会福祉協議会平成２８年度収支予算（案）
について
２．支部長会の開催（開催回数 ４回）
第１回支部長会 平成２７年４月２８日
（１）支部長会長および副会長の選任について
（２）平成２６年度支部社協事業実績報告書および収支決算書の提出について
（３）平成２７年度支部社協事業計画書および収支予算書の提出について
（４）平成２７年度社協一般会費および特別会費の納入について
（５）平成２７年度支部活動費について
（６）先進地視察について
（７）その他
第２回支部長会 平成２７年６月２６日
（１）敬老会開催について
（２）第１７回養老町社会福祉大会に伴う支部功労者・福祉活動団体の推薦およ
び支部福祉活動の自薦について
（３）その他
第３回支部長会 平成２７年１２月３日
（１） 歳末友愛訪について
（２） 支部活動費（下期分）の支払いについて
（３）その他
第４回支部長会 平成２８年１月８日
（１）養老町地域福祉活動計画（案）について
３．実施事業
（１）戦没者追悼式 平成２７年９月１０日
先の大戦において、亡くなられた方々を追悼し、世界の恒久平和を祈念す
るため戦没者追悼式を実施しました。
○会場 養老町民会館
○参加者数 約２１０名
（２）支部社協支援・調整
町民の参加や地域を基盤とした活動や事業が活発に展開されるよう支部社協
活動費を支給しました。

○配分金合計 ３，３６２，３５０円
高 田 ３８２，４００円
養 老 ３５０，９００円
広 幡 ２７５，８５０円
上多度 ３０８，５５０円
池 辺 ３２５，８５０円
笠 郷 ４８０，０００円
小 畑 ３４０，２００円
多 芸 ２７９，２００円
日 吉 ３０８，５５０円
室 原 ３１０，８５０円
（３）苦情解決体制
本会の全ての事業を対象とした町民、利用者からの苦情を受け止め、利用者
の権利を守るとともに、法人としてのサービスの向上に努めるなど運用しまし
た。
○受付苦情件数 ０件
○苦情解決委員 ・高木忠良（区長連絡協議会副会長・社協理事）
・椿井里子（民生児童委員理事・社協評議員）

４．研修および会議
社協支部長先進地視察 平成２７年６月１８日、１９日
○視察先

可児市桜ヶ丘ハイツ地区社会福祉協議会 みんなの家

○参加者数 １８名
企画広報事業
１．実施事業
（１）養老町社会福祉大会の開催 平成２７年９月２４日
永年にわたり福祉活動に携わってこられた方々の功績をたたえるとともに、
表敬・感謝をするため、式典の中で表彰状や感謝状を贈呈しました。続いて、
可児市会議員田原理香氏より、地区社協会長の実践による「顔と顔のみえる関
係の中で」と題し、地域ならではの力を生かす講演をいただきました。また、
午後より映画を上映し、たくさんのお子さんが来場されました。
○会場 中央公民館・中ホール・町民会館
○式典 表彰：多額寄付者
社会福祉功労者
支部社協功労者

社会福祉協力者
在宅ねたきり老人介護者
ポスター・書道優秀作品
○参加者数 約１，０００名
（２）社協「ようろう」の発行
福祉・社協情報紙「社協ようろう」を発行し、福祉意識の啓発と福祉情報の
紹介などに努めました。
○発行部数 ９，８００部
○発行月 年４回（６月・９月・１２月・３月）
（３）ホームページの開設
本会の事業を幅広く住民に広報・ＰＲできるよう、ホームページを開設して
おります。これにより電話だけでなく、E-mail でのお問い合わせに対応できる
ようになりました。
URL：http://www.yoro-shakyo.jp
E-mail：info@ yoro-shakyo.jp
心配ごと相談事業
１．実施事業
（１）心配ごと相談
心配ごと相談員、人権相談員、行政相談員による相談所を第１～３水曜日の
午後１時～午後４時まで開設し、町民のいろいろな悩み事を解決に導き、また
各関係機関との連絡調整をしました。
相談件数 ３２件
（２）法律相談
弁護士による法律相談を毎月第３木曜日（一部、第４木曜日）に実施しまし
た。毎月６～７名の方の相談に応じ、町民が抱える法律的な悩みごとの解決に
寄与しました。
相談件数 ７０件
ボランティア活動事業
１．実施事業
（１）ボランティア総会 平成２７年４月２８日
ボランティア活動の原点「自発性」「無償性」「継続性」を改めて省みるた
め、本会に登録しているボランティアに対し総会を開催しました。総会後、赤
十字健康生活支援講習指導員の浅野恵美先生と横山直子先生を講師としてお招

きし、災害時高齢者生活支援講習と題して、少しでも避難生活の不安を取り除
き安心してもらうためのスキンシップ方法など、不自由な生活から高齢者を守
るための生活支援技術を学びました。
○会場 中央公民館
○参加者数 ３６名
（２）ボランティアスクール 平成２７年７月３０日、３１日
自他の生命を尊重し、共助の精神を身に着けるために、心肺蘇生と AED の基
本を知ることを目的に小中学生向けの講座を開きました。
○参加者 小学生（養老小１０名 養北小１０名）
中学生（高田中１０名 東部中１０名）
○会場 中央公民館
（３）ボランティアコーディネート 通年
ボランティアの相談調整の他、ニーズの把握に努めました。
○ボランティアの派遣先
（通年）特別養護老人ホーム白鶴荘
（イベント時）特別養護老人ホーム白鶴荘夏まつり
福祉作業所ふれあいまつり
養老町社会福祉大会
れんげの会クリスマス会
老人福祉センターひな祭り
（４）福祉協力校
小中学校を養老町福祉協力事業指定校と認定し、社会福祉への理解と関心を
高め、社会奉仕や社会連帯の精神を養う教育・研究を実践するため、助成金の
交付・各種情報提供を実施しました。
○助成金額 中学校：１００，０００円 小学校：６０，０００円
（ただし養老小のみ１００，０００円）
２．研修および会議
（１）ボランティア視察研修 平成２７年１１月２６日
登録ボランティアの視野を広げ、相互の親睦を図るため研修を行いました。
○参加者 ２７名
○行き先 御食国若狭おばま食文化会館
御食国若狭おばま食文化会館では、箸作り体験をしたり、地元の
食材を使った地産地消の料理を学びました。

地域福祉活動推進事業
１．実施事業
（１）ひとり親家庭児童社会見学 平成２７年７月２９日
ひとり親家庭の児童を対象とした社会見学を夏休みを利用し、母子寡婦福祉
連合会、ライオンズクラブ協力のもと実施しました。
○行 き 先 福井恐竜博物館
○参加児童 ６７名
（２）給食サービス
７５歳以上のひとり暮らし老人を対象とした給食サービスを行い、民生委
員さんに協力をいただきながら、対象者世帯に届けました。
実 施 日

配 食 数

５月２０日

２７４

１０月３０日

２７４

３月４日

２８７

（３）友愛訪問
ひとり暮らし老人及び寝たきり老人（７５歳以上）、若年障害寝たきり者
（４０～６４歳）、ひとり親家庭児童（登録者のみ）を対象に訪問し、お見
舞金等をお渡ししました。
ひとり暮らし老人数：３４４人
交付額：１人あたり５，０００円

（単位：人）

高田

養老

広幡

上多度

池辺

９１

４２

１６

３１

３０

笠郷

小畑

多芸

日吉

室原

４３

２２

４５

１５

９

寝たきり老人数：８６人
交付額：１人あたり４，０００円

（単位：人）

高田

養老

広幡

上多度

池辺

１５

７

４

１０

１２

笠郷

小畑

多芸

日吉

室原

９

１７

９

１

２

若年障害寝たきり者：１０人
交付額：１人あたり２，０００円

（単位：人）

高田

養老

広幡

上多度

池辺

１

０

０

１

２

笠郷

小畑

多芸

日吉

室原

１

１

２

２

０

ひとり親家庭児童： ２４７人
交付額：１人あたり１，５００円（図書カード）

（単位：人）

高田

養老

広幡

上多度

池辺

４０

３１

１８

３９

１９

笠郷

小畑

多芸

日吉

室原

２３

３２

３３

７

５

（４）三世代交流事業
三世代（子ども・親・祖父母）の交流する場となるスポーツ活動・文化活
動を実施する幼稚園・保育園に助成金を交付しました。
○助成金額 ２０，０００円（１園あたり）
（５）ふれあい・いきいきサロン
閉じこもりがちな高齢者の孤独を解消し、地域の中でいきいき暮らせる
よう、地域内の住民の自主的な参加により定期的に地域で集まり、レクリ
エーションや茶話会や食事会などを通じて交流を深める場を展開しました。
○開設数 ３４ヶ所
（６）ふれあい・いきいきサロン レクリエーション講座
海津市レクリエーション協会会長 中尾忠夫氏を講師に招き、ふれあい・
いきいきサロンで活動されている代表者・協力者の養成講座を行いました。
○開催日

平成２７年１１月１７日

○場所

中央公民館

○参加人数 ３９名
在宅福祉活動推進事業
１．実施事業
（１）日常生活自立支援事業
判断能力や身体能力が不十分な高齢者や障害者が安心して日常生活を送るこ
とができるよう、より身近な地域でのサービスの提供を目指し、権利擁護に関
する相談や契約に基づく福祉サービス利用援助、定期訪問・金銭管理サービス、
財産関係書類保管サービスの日常生活自立支援事業を展開しました。

○相談件数 ２件
○新規契約者数 ０名
○利用者数 ４名（内訳：高齢者 ４名）
○契約解除者 ２名
（２）成年後見制度の利用支援
手続きが困難な当制度の利用を促進するべく、本会が手続きを代行いたし
ました。
○相談件数 ３件
○手続き代行者数 ３名
共同募金配分金事業
地域福祉活動の重要な財源である共同募金をＰＲするため、平成２７年１０月１日に街
頭募金運動を実施しました。ふれあい・いきいきサロンやひとり暮らし高齢者の食事サー
ビス等の財源、また、障害児者、母子・父子等福祉活動費として有効に活用させていただ
きました。
生活福祉資金貸付事業
低所得者・高齢者・障害者などに対し世帯の安定と自立を目的に、また生活支援相
談センターと連携して生計中心者であった離職者に対して世帯の維持と安定を図るた
め、資金の貸付を実施しました。
１．必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」
２．障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」
３．６５歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」
○相談件数

７９件

○貸付件数

７名

○総貸付件数 ６２件
・総合支援資金：５件 ・福祉費：３６件 ・教育支援資金：２１件
○貸付額（単位：円）
元

金

18,848,381

貸付利子
422,440

合

計

19,270,821

生活管理指導員派遣事業
介護保険制度で「自立」と判断された、ひとり暮らし老人に対し、ホームヘルパーを
派遣しました。
○利用者数 ３名
○ホームヘルパー数 ２名

子育て支援事業
主任児童委員さんに協力をいただきながら、毎月第１・３水曜日（一部変更）に地域の
公民館や保育園、幼稚園で、「ひよこハウス子育てサロン」を実施しました。また７月・
１２月・２月には季節的なイベントを取り入れた「ひよこハウス」を中央公民館で実施し
ました。
○ひよこハウス子育てサロン（定期型）
開催回数

１７

参加組数

３６５（平均２１組以上の親子）

○ひよこハウス（イベント型）
開催回数

３

参加組数

７８（平均２６組以上の親子）

老人福祉センター運営事業
高齢者の健康増進および相互の親睦を図り、また高齢者福祉の向上に資するための開
かれた交流拠点として、老人福祉センターを運営しました。
○利用者数

（単位：人）

４月

５月

６月

７月

８月

９月

1,135

959

1,242

1,174

1,159

1,076

（18）

（15）

（18）

（16）

（17）

（15）

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

1,128

1,034

1,168

998

1,206

1,278

（17）

（15）

（15）

（14）

（13）

（17）

年間利用者数

月平均利用者数

１日平均利用者数

13,557 人(190 人)

1,130 人(15 人)

56 人（1 人）

養老福祉作業所運営事業
生活介護事業所として、心身に障がいのある方に対して、最も適した指導方法により
日常生活への適応等の支援を行い、社会参加の促進を図るべく、養老福祉作業所を運営
しました。
イエローレシートの贈答品として、ザ・ビッグ養老店様、イオン・モール大垣店様よ
りイオンギフトカードを、また、岐阜県製麺組合西濃支部様からうどん、身体障害者福
祉協会養老支部様より手作りぞうきんをいただきました。
○利用者数 ３４名（男１９ 女１５）
新規利用者 ０名

退所者 ０名

○クラブ活動 音楽クラブ グラウンドゴルフクラブ

創作クラブ（茶道、絵画、音楽療法、ダンスなど）
○外出活動

ボーリング、先進地施設見学、遠足など

○余暇活動

アビリンピック（障害者技能大会）に参加したり、わくわくホリディ
を企画したりして余暇の活用を図っています。

○自主製品

クッキー、縫製製品など

○委託加工作業（下記は一例です）
受託先

作業内容

ハローバッグ

紙袋製作

愛彰

箸袋入れ

松永製作所

車いすのヘッドレスト部品組立て

ティア

ダイレクトメール封筒入れ

ミズノ

ビニタイ付け、段ボール折り

○リサイクル作業 ・アルミ缶回収と缶潰し作業
ザ・ビック養老店及び輪之内店様、オークワ岐阜養老店様、それに
地域の皆様から回収したアルミ缶を潰す作業を行って、地域の業者
（スイトメタル、エコサービス）に引き取っていただいています。
○地域貢献

・地域の清掃
福祉作業所では散歩を日課としており、その散歩コースのゴミ拾い
を行っております。
・ハンドベル演奏
特別養護老人ホーム白鶴荘デイサービスセンター等でハンドベルの演
奏を行いました。その後、ご利用者様との交流会も行いました。

○施設外就労

町内の事業所に協力をいただき、就労能力の高い利用者に施設外就
労の場を提供しています。
＜協力いただいた事業所＞
ゆせんの里ホテルなでしこ
特別養護老人ホーム白鶴荘

○業務協力

ＮＥＸＣＯ中日本と高速道路の美化に関する覚書を取り交わし、養老
サービスエリア内の花植え作業を行いました。

グループホーム運営事業

今年度より障害者施設として共同生活援助１０名１０室、短期入所特に重度障害者
を中心に２名２室の開設をし運営しました。
○主な活動

・６月３日（水）
図書館ボランティアによる絵本の読み聞かせ及びレクリエーション。
・７月４日（土）
入居者とその保護者とれんげの家非常勤職員との BBQ 交流会
・８月４日（火）
第１回避難訓練
・１１月２８日（土）
谷汲山に参拝と紅葉狩りと外食を楽しむ
・１１月２９日（日）
第２回避難訓練及び初期消火訓練
・１２月１０日（木）
木曽三川公園 イルミネーションを見に行く
・１２月２４日（木）
クリスマス会
・その他
ケーキで誕生日をお祝いする。

