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平成２８年度事業報告書 
 

少子・高齢化の進行に加え、経済環境や労働環境が大きく変化する中、孤独死やひきこも

りなどの社会的孤独の問題、低所得など経済的困窮の問題、児童や高齢者等への虐待など

の課題が深刻化し、的確かつ迅速な対応が求められています。 
 これらのことから、本会では、地域の支えあいの構築のために、ボランティアや地区社

協など地域活動への助成等による支援などに取り組んできました。 
また、生活困窮者への訪問支援や自立支援を図るために資金貸付、日常生活支援制度に

よる福祉サービスの利用援助、地域ケアシステムの構築を円滑に行うための福祉・医療・

保健関係者との連携に取り組みを行ってきました。また、高齢者生きがい事業についても

取り組んできました。 
さらに、平成２８年度は社会福祉法が改正され、社会福祉法人として、地域福祉の担い

手として、本会がどのように取り組んでいくべきか改めて今後の推進する事業について課

題が残るものとなりました。 
 
 
 
１ 人を育み支えあいふれあいのあるまちづくり 
 
○ 地域ケアシステム推進事業を推進し、行政関係者や福祉施設関係者、当事者も含め連

携を取りながら支援の必要な住民に対してコーディネートを行いました。 
○ 地区社協への社協会費の助成、共同募金配分金の助成等を行い、小学校区の特性に合

わせた事業の推進に努めました。また、福祉車輛や福祉用具(介護ベッド、車いす)を
貸出し、住民に対する福祉サービスに努めました。 

○ 障がい児者交流会を開催し世帯同士の交流に努めました。 
○ 準要保護世帯に対して、中学入学及び中学卒業の援護金の支援を行いました。 
○ 高齢者生きがい対策として高齢者団体等へ助成を行い団体行事への支援を行いまし

た。 
○ ボランティア講座の実施や小中学生を対象とした福祉体験指導、下稲吉小学校を指定

し６年生の総合学習と連携した子どもヘルパー派遣事業を実施しました。 
 
 
２ 生活圏に密着したサービス・支援体制づくり 
 
○ 日常生活自立支援事業による要支援者に対する金銭管理や困窮者等に対して生活福

祉資金の貸し付け事務を茨城県社会福祉協議会の委託を受けて実施しました。 
○ 居宅介護支援事業所として介護認定を受けた要援護者に対して介護計画の作成及び

調整を行いました。福祉作業所においては、個別支援計画を作成し作業所利用者への

個別支援を行いました。 



- 3 - 

○ 相談事業として、相談員の協力のもと心配ごと相談や福祉のなんでも相談を実施。子

育て相談についても、子育て支援センター事業の一環として行いました。 
○ 生活困窮者自立支援事業の一つである家計相談支援事業を開始し困窮者に対して、ア

ウトリーチ型の相談支援を行い、計画的な家計の取り組みなどを行いました。 
 
 

３ 社会福祉協議会発展強化のための基盤づくり 
 
○ 社会福祉協議会の財源確保のため地域住民に対し社協会費の協力をお願いしました。 
〇 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動に対する住民の協力をお願いしました。 
〇 広報紙を年4回発行し全戸配布するとともに、HP上で情報の提供を行いました。 
〇 地区社協の組織の見直しを行い、新たな地区社協の組織化を目指し説明会を開催しました。 
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１ 会務の運営 
（１）理事会・評議員会及び監査 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 （会議事項） 会 場 出席者 

28.5.12 
 

監 査 
 

・平成２７年度 業務監査について 
・平成２７年度 会計監査について 

あじさい館 

応接室 
２名 

28.5.26 
 
 

第1回 理事会 ・平成27年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
 事業報告並びに決算の認定について 
・平成28年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
 資金収支補正予算（案）について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員の選任 
 について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会事務局体制 
 について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会特定個人情報 
 取扱規程の制定について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会人間ドック等 
 助成金交付内規の廃止について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会生活習慣病等 
 健診助成金交付内規の制定について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会指定居宅介護 
 支援事業所運営規程の一部改正について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会災害見舞金等 
 支給規程の一部改正について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会事務局規程の 
 一部改正について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会キャラクター名 
 の決定について 

あじさい館 

研修室1 
１４名 

 
1名 
（書面） 

 
監事 
２名 

28.5.26 
 

第1回 評議員会 ・平成27年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
 事業報告並びに決算の承認について 
・平成28年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
 資金収支補正予算（案）について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の選任 
 について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会監事の選任 
 について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会事務局体制 
 について 

あじさい館

会議室1・2 

３３名 
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・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会キャラクター名 
 の決定について 

28.12.26 第２回 理事会 ・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会定款の 
 全部改正（案）ついて 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員選任・解任

委員会運営細則の制定（案）について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会議員選出規程の 
 制定（案）について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会特定個人情報 
 取扱規程の一部改正について 

やまゆり館 

会議室 
１１名 

 
４名 
（書面） 

 
監事 
２名 

28.12.26 第２回 評議員会 ・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会定款の 
 全部改正（案）について 

やまゆり館 

会議室 
２４名 

29.2.28 第３回 理事会 ・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員選任・解任
委員の選任について（本会の監事） 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員選任・解任

委員の選任について（外部委員） 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員選任・解任

委員の選任について（本会の事務局員） 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員候補者の 
 選任について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員選任・解任

委員会の開催日について 

あじさい館 

研修室１ 
１０名 

 
５名 
（書面） 

 
監事 
１名 

29.3.28 第３回 評議員会 
 

・平成２８年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
 第２次補正予算（案）について 
・平成２９年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
 事業計画（案）並びに資金収支予算（案）について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会経理規程の 
 一部改正（平成２９年４月１日施行）について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会役員の報酬に 
 関する規程の制定について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員の報酬に 
 関する規程の制定について 
・霞ヶ浦地区における地区社会福祉協議会設置推進経過報告 
 について 

やまゆり館 

会議室 

３０名 
 

29.3.28 第４回 理事会 ・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会経理規程の 
 一部改正（平成２８年４月１日施行）（案）について 

やまゆり館 

会議室 
１１名 
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・平成２８年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
 第２次補正予算（案）について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会経理規程の 
 一部改正（平成２９年４月１日施行）（案）について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会役員の費用弁償 
 及び旅費に関する規程の一部改正（案）について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会役員の報酬に 
 関する規程の制定（案）について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員の報酬に 
 関する規程の制定（案）について 
・平成２９年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
 事業計画（案）並びに資金収支予算（案）について 
・霞ヶ浦地区における地区社会福祉協議会設置推進経過報告 
 について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員の報告 
 について 

４名 
（書面） 

 
監事 
１名 

 
（２） 委員会 
① 善意銀行運営委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

28.8.29 第１回善意銀行

運営委員会 
・平成27年度善意銀行預託金品及び事業配分実績報告 
 について 
・社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会災害見舞金等

支給規程について 

やまゆり館 
会議室2 

9名 

28.12.6 第２回善意銀行 
運営委員会 

・平成29年度事業計画（案）について あじさい館 
会議室3.4 

8名 

 
② 広報委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

28.4.25 第１回 
広報委員会 

・『かすみがうら社協だより』第47号ついて 
 

やまゆり館 
会議室2 

4名 

28.6.22 第２回 
広報委員会 

・『かすみがうら社協だより』第48号について 
 

やまゆり館 
会議室2 

5名 

28.9.29 第３回 
広報委員会 

・『かすみがうら社協だより』第49号について やまゆり館 
会議室2 

4名 
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29.1.5 第４回 
広報委員会 

・『かすみがうら社協だより』第50号について やまゆり館 
会議室2 

5名 

 
③ ボランティアセンター運営委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

28.6.22 第１回 ボランティア 
センター運営委員会 

・平成２８年度ボランティアサークル補助金について やまゆり館 
会議室2 

５名 

 
④ 心配ごと相談員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

28.4.5 
 
 

心配ごと相談員会議 ・平成２７年度心配ごと相談事業報告並びに相談者 
 事案報告について 
・平成２８年度心配ごと相談事業計画（案）並びに 
相談日程について 

あじさい館 
研修室2 

８名 

28.11.24 心配ごと相談員研修 ・裁判傍聴及び裁判所の見学 水戸地方裁判所 7名 

 
⑤ 地域ケアシステムケース検討会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

28.7.5 第１回 
地域ケアシステム 
ケース検討会議 

・平成２７年度地域ケアシステム推進事業実績について 
・平成２８年度事業計画（案）について 
・講義『法テラスについて』 
 講師：法テラス茨城 法テラス牛久法律事務所  
     弁護士 倉部奈々 先生 

やまゆり館 
会議室１.２ 

２６名 

28.12.12 
 

研修会 ・講義「児童・思春期外来」 
 講師：県立こころの医療センター  
   木村美由紀  氏 

やまゆり館 

会議室１.２ 
２６名 

29.2.20 
 

研修会 ・講義「アンガーマネジメント研修」 
  講師：アンガーマネジメント協会  小林悟 氏 

やまゆり館 

会議室１.２ 
２７名 

29.3.7 第2回 
地域ケアシステム 
ケース検討会議 

・困難ケース ２件 
 

やまゆり館 
会議室１.２ 

２２名 
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⑥ 歳末たすけあい援護金配分審査委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要（会議事項） 会 場 出席者 

28.12.6 歳末たすけあい 
援護金配分審査 
委員会 

・平成２８年度歳末たすけあい配分事業について 
・平成２８年度歳末たすけあい援護金の配分審査について 

あじさい館 
会議室3.4 

８名 

 
 
２ 自己財源の確保と社協活動の強化 
（１）普通会員、特別会員、法人会員の加入促進 

実施期間 会費総額 ４，９２９，３００円 

28.6.2～ 7.29 

内訳 

普通会員 ７，８０２戸 ３，７２０，８００円  

特別会員 １２２戸  ９７，５００円  

法人会員 １０７件  ９５９，０００円  

賛助会員 ２２件  １５２，０００円  

  ・法人会費募集の実施   平成２８年７月１４日 社協理事８名、職員８名参加  ８班編成で実施 
 
（２）民生委員児童委員協議会連合会との連携 

実施時期 事 業 概 要（会議事項） 
28.4.26 民生委員児童委員協議会連合会総会       

28.9.23 霞ヶ浦地区民生委員児童委員協議会定例会    

28.9.27 千代田地区民生委員児童委員協議会定例会    

28.11.21～22 千代田地区民生委員児童委員協議会視察研修   

28.12.1 民生委員児童委員協議会連合会委嘱状伝達式   
29.1.30 民生委員児童委員協議会連合会 1月合同定例会 
29.3.23 霞ヶ浦地区民生委員児童委員協議会定例会  

 
（３）かすみがうら市区長会との連携 
   かすみがうら市区長会総会 ５月２７日（金） 
   ・社協会員加入促進及び日赤社資、共同募金運動について 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 

３ 社会福祉啓発活動及び広報活動 
（１）社会福祉大会への参加及び開催 

実施時期 事  項 会 場 参加者 

28.10.28 第６６回 
茨城県社会福祉大会 

 

・記念講演「快適で幸せな暮らしのために」 
講師：エッセイスト・コメンテーター 安藤 和津 氏 

・式典 顕彰 
（本市受賞者：県知事顕彰者６名、県社協会長表彰１２名） 

水戸市 
茨城県立 
県民文化ｾﾝﾀ  ー

１１名 
 

 
（２）広報紙の発行 

回 数 事  項 内  容 

5回 
 

〇かすみがうら社協だより 
（第47.48.49.50号） 
〇かすみがうら社協だより臨時号 

13,500部作成 × 4回   計 54,000部 
かすみがうら市内全戸、県内社協他へ配布 
臨時号 13,000部×1回 ※（共同募金報告） 

 
（３）各種行事への参加 

実施時期 事  項 会  場 参加者 

28.10.15 かすみがうら市敬老式典 千代田地区 千代田公民館講堂 １名 

28.10.22 かすみがうら市敬老式典 霞ヶ浦地区 体育センター ３名 

 
 
４ 研究及び研修 
（１）各種研修会等への参加 

実施時期 事  項 場  所 参加者 

28.4.13 精神保健福祉基礎講座①  精神保健福祉センター 2名 

28.4.18 茨城型地域包括ケアシステム推進マニュアルに係る説明会 茨城県県南県民センター 2名 

28.4.18 専門研修Ⅰ介護支援研修員① 茨城県総合福祉会館 1名 

28.4.19 精神保健福祉基礎講座② 精神保健福祉センター 2名 

28.4.20 専門研修Ⅰ介護支援研修員② 茨城県総合福祉会館 1名 

28.4.25 精神保健福祉基礎講座③ 精神保健福祉センター 2名 

28.4.26 専門研修Ⅰ介護支援研修員③ 茨城県総合福祉会館 1名 

28.4.27 専門研修Ⅰ介護支援研修員④ 茨城県総合福祉会館 1名 
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28.4.28 専門研修Ⅰ介護支援研修員⑤ 茨城県総合福祉会館 1名 

28.4.28 常務理事・事務局長会議 茨城県総合福祉会館 1名 

28.4.28 制度の狭間の課題についての勉強会① 茨城県総合福祉会館 1名 

28.5.9 精神保健福祉基礎講座④ 精神保健福祉センター 2名 

28.5.17 にいはり広域ケアマネジャー連絡会総会及び研修会① 千代田庁舎防災センター 3名 

28.5.23 カウンセリング研修Ａコース① 茨城県総合福祉会館 1名 

28.5.24 カウンセリング研修Ａコース② 茨城県総合福祉会館 1名 

28.5.26 介護支援専門員専門Ⅰ⑥ 茨城県総合福祉会館 1名 

28.5.27 介護支援専門員専門Ⅰ⑦ 茨城県総合福祉会館 1名 

28.6.3 よりそいホットライン電話相談室見学会 県労働福祉会館 3名 

28.6.14 算定基礎届事務講習会 土浦市民会館 2名 

28.6.15 カウンセリング研修Ｂコース① 茨城県総合福祉会館 2名 

28.6.16 カウンセリング研修Ｂコース② 茨城県総合福祉会館 2名 

28.6.17 無理なく始める在宅医療の会第２回事例から学ぶ在宅医療 霞ヶ浦医療センター 3名 

28.6.19 介護支援専門員専門Ⅰ⑧  茨城県総合福祉会館 1名 

28.6.20 介護支援専門員専門Ⅰ⑨  茨城県総合福祉会館 1名 

28.6.20 介護サービス施設・事務所管理者等研修会 茨城県立県民文化センター 2名 

28.6.22 制度の狭間の問題についての勉強会② 茨城県総合福祉会館 1名 

28.6.28 介護支援専門員専門Ⅰ⑩  茨城県総合福祉会館 1名 

28.6.30 市町村社協事務局長会総会及び研修会 茨城県総合福祉会館 1名 

28.7.6 土浦地域生活保護受給者等自立促進事業協議会 土浦わかものハローワーク 2名 

28.7.14～15 第53回関東ブロック郡市区町村社協合同研究協議会 ＮＡＳＰＡニューオータニ 1名 

28.7.16 災害時のｹｱﾏﾈｼﾞｬｰの対応と役割県南ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ懇話会 霞ヶ浦医療センター 2名 

28.7.20 トップセミナー 茨城県総合福祉会館 1名 

28.7.22 制度の狭間の問題についての勉強会③ 茨城県総合福祉会館 1名 

28.7.26～29 家計相談支援事業従事者養成研修 全社協灘尾ホール 1名 
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28.7.29 共同募金支会事務局長会議 茨城県総合福祉会館 1名 

28.7.29 主任介護支援専門員更新研修説明会 茨城県総合福祉会館 1名 

28.8.9 メンタルヘルスケア研修① 茨城県総合福祉会館 1名 

28.8.10 メンタルヘルスケア研修② 茨城県総合福祉会館 1名 

28.8.19 ファミリーサポートセンター立ち上げのための視察 那珂市社会福祉協議会瓜連支所 3名 

28.8.23 生活困窮者自立支援制度に係わる連絡会議 茨城県総合福祉会館 2名 

28.9.12 法人社協モデル定款説明会 茨城県総合福祉会館 1名 

28.9.28 制度の狭間に関する勉強会④ 茨城県総合福祉会館 1名 

28.9.29 引きこもり支援団体研修会 精神促進福祉センター 1名 

28.10.3 市町村介護予防生活支援サービス等担当者会議 県立健康プラザ 2名 

28.10.12 安全管理者講習会 土浦市民会館 1名 

28.10.27 社会福祉法人制度改革に関する説明会 茨城県庁 1名 

28.10.28 第66回茨城県社会福祉大会 茨城県立県民文化センター 1名 

28.10.28 日本司法支援センター茨城地方協議会 ホテルレイクビュー水戸 2名 

28.11.2 茨城連絡協議会第1回県南支部研修会 土浦市総合福祉会館 2名 

28.11.15 福祉教育推進セミナー 茨城県総合福祉会館 1名 

28.11.18 年末調整説明会 土浦市民会館 1名 

28.11.22 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営訓練・防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ養成研修 行方市麻生運動場 3名 

28.11.26 
認知症講演会認知症かなと思ったら 
  ～病院へのかかり方と運転免許制度について～ 

あじさい館視聴覚室 3名 

28.11.30 土浦地区被害者支援連絡協議会幹事会 土浦市役所 1名 

28.12.1 主任介護支援専門員更新研修① 茨城県総合福祉会館 1名 

28.12.20 にいはりケアマネジャー連絡会研修会② 千代田保健センター 1名 

28.12.21 県市町村社協事務局長会議① 茨城県総合福祉会館 2名 

29.1.11 主任介護支援専門員更新研修② 茨城県総合福祉会館 1名 

29.1.11 茨城県介護支援専門員実務研修・実習オリエンテーション つくば国際会議場 1名 
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29.1.17 主任介護支援専門員更新研修③ 茨城県総合福祉会館 1名 

29.1.17 地域保健医療福祉関係研修 石岡市ふれあいの里 2名 

29.1.20 市町村社協総務担当研修 日赤茨城県支部 2名 

29.1.24 主任介護支援専門員更新研修④ 茨城県総合福祉会館 1名 

29.1.24 認定調査員現任研修 牛久市中央生涯学習センター 2名 

29.1.26 生活支援コーディネーター養成研修① 茨城県総合福祉会館 2名 

29.1.27 主任介護支援専門員更新研修⑤ 茨城県総合福祉会館 1名 

29.1.27 第27回かすみがうらマラソンボランティア活動説明会 土浦市総合福祉会館 1名 

29.2.1 生活困窮者自立支援制度県南地域連絡会 土浦合同庁舎 1名 

29.2.3 生活支援コーディネーター養成研修② 水戸市ケーズデンキスタジアム 2名 

28.2.3 共同募金の在り方にかかる支会ヒアリング 茨城県総合福祉会館 2名 

29.2.20 県市町村社協事務局長会議② 茨城空港 1名 

29.2.20 主任介護支援専門員更新研修⑥ 茨城県総合福祉会館 1名 

29.2.21 県南ｹｱﾏﾈ懇話会研修会・難病に関する制度支援について 霞ヶ浦医療センター 1名 

29.2.22 主任介護支援専門員更新研修⑦ 茨城県総合福祉会館 1名 

29.2.24 ひきこもり地域連携会議 土浦保健所 1名 

29.3.2 主任介護支援専門員更新研修⑧ 茨城県総合福祉会館 1名 

29.3.3 福祉サービス苦情解決研修会 ひたちなか市文化会館 2名 

29.3.7 県南事務局長会議 阿見町総合福祉会館 1名 

29.3.9 市町村介護予防事業担当者研修会 土浦保健所 2名 

29.3.9 にいはりケアマネジャー連絡会研修会③ やまゆり館 1名 

29.3.24 就労準備支援に係る自立相談支援機関等の連携会議 精神促進福祉センター 1名 
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５ 地域福祉活動 
（１）地区社協体制の充実強化 
①千代田地区 
地 区 名 事 業 概 要 

志筑地区 
・総会、役員会 
・配食サービスの実施（年 10回 延べ 310名） 
・志筑地区社協交流会（95名参加） 

新治地区 

・総会、役員会 
・上佐谷地区社協・七会地区社協・新治地区社協役員合同研修 
 「栃木県防災館、大谷資料館」（8名） 
・配食サービスの実施（年 10回 延べ 91名） 
・新治地区社協日帰り交流会（59名参加） 

七会地区 

・総会、役員会 
・上佐谷地区社協・七会地区社協・新治地区社協役員合同研修 
 「栃木県防災館、大谷資料館」（7名） 
・七会地区社協日帰り交流会「国民宿舎つくばね」（52名参加） 

上佐谷地区 

・総会、役員会 
・上佐谷地区・七会地区・新治地区社協役員合同研修 
 「栃木県防災館 大谷資料館」(１1名) 
・配食サービスの実施（年７回 延べ３０７名） 
・上佐谷地区社協日帰り交流会（２５名） 

下稲吉地区 
・総会、役員会  
・下稲吉地区社協日帰り交流会「かんぽの宿 いわき」（９７名） 

下稲吉東地区 
・総会、役員会 
・下稲吉東地区社協日帰り交流会「大子町 思い出浪漫館」（８６名） 

 
②霞ヶ浦地区 
実施時期 事  項 場  所 参加者 

28.9.27 地区社協設置推進説明会 あじさい館研修室２ 霞ヶ浦地区区長会役員７名 
 
地 区 名 内  容 

下大津 
・設置推進説明会（各区長）６名出席 
・設立準備に関する会議（各区長並びに民生委員）９名出席 
・第１回設立準備委員会（各区長並びに民生委員）１０名出席 

美 並  

牛 渡 
・設置推進説明会（各区長）９名出席 
・設置に関する意見交換会（各区長）１２名出席 

佐 賀 ・設置推進説明会（各区長）８名出席 
安 飾 ・設置推進説明会（各区長）９名出席 
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志士庫 
・設置推進説明会（各区長）１０名出席 
・設置検討会議（各区長）１５名出席 

※説明会欠席者には、事務局が訪問し資料配布及び説明を実施した。 
 

実施時期 事   項 場  所 参加者 

29.3.3 日帰り交流会（７０歳以上の方） 茨城県北茨城市「五浦観光ホテル別館大観荘」 １３７名 

＊配食サービスについては、霞ヶ浦地区は「食」の自立支援事業として実施。 
 
（２）地域ケアシステム事業の充実（市受託事業） 

在宅で援助を必要とする高齢者・障害者等の要援護者に対して、地域で支え合い安心して暮らせる 
よう見守り活動を行うとともに、医療・保健・福祉それぞれの機関が連携し必要なサービスについて 
検討・調整・支援を行った。 
 ①ケアセンターの支援件数 

 ケース区分 霞ヶ浦ケアセンター（件数） 千代田ケアセンター（件数） 

１ 介護保険給付対象者 ６ ４ 

２ 一人暮らし高齢者 ８ ５ 

３ その他要援護高齢者 ９ ６ 

４ 身体障害者 ８ ２ 

５ 知的障害者 ４ ３ 

６ 精神障害者 ９ ３３ 

７ ひきこもり ６ ０ 

８ 子育て（虐待含む） ３ ５ 

９ その他 ５ ５ 

合  計 ５８ ６３ 
  
  ②地域ケアシステム啓発事業及び研修会 
   ・７月５日    「法テラスについて」 研修会 
   ・１１月３日   かすみがうら祭での啓発 
   ・１２月１２日 「児童・思春期外来」研修会  
   ・２月２０日  「アンガーマネジメント」研修会  
   
  ③地域ケアケース検討会 
   ・困難事例検討会（３月７日） 
     千代田地区 １件  霞ヶ浦地区 １件 
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  ④保健・医療・福祉担当者連絡会の開催 
  4/20 5/18 6/15 7/20 8/17 9/21 10/19 11/16 12/21 1/18 2/15 3/15 

出席者 １８ １６ １２ １５ １８ １８ １６ １６ １７ １６ １８ １１ 

ケース数 ８ ８ ７ ６ ６ ７ ７ ８ ７ ８ １１ ７ 

毎月第３水曜日に開催（合計：出席者１９１名、９０ケース） 
 
（３）生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業） 
  生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的か 

つ継続的な相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築するこ

とにより、生活困窮者の自立を促進することを目的とした「生活困窮者自立相談支援事業」を行

うため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき業務を行った。 
  相談員等の配置については、主任相談支援員（常勤１名）、相談支援員兼就労支援員（常勤１名兼

務）を配置し、社会福祉協議会内に生活自立相談支援窓口を開設した。 
 
①支援実績 
新規相談件数 ６９件 
支援決定件数（再プラン含む） ３３件 

法に基づくサービス等利用 

住居確保給付金 １１件 
家計相談支援事業 １４件 

自立相談支援による就労支援 ２６件 

その他支援（他制度との連携） 
生活保護受給者等就労 
自立促進事業 

 ７件 

自立件数（終結、経過観察等） １５件 
電話相談・連絡 ２６０件（延べ） 
訪問・同行支援 ３４１件（延べ） 
面談    １１５件（延べ） 
他機関との電話照会・協議    １５１件（延べ） 

 
②支援調整会議 
生活困窮者への支援プランの確認及び決定を行うために実施。 毎月１回 延べ１２回実施 

 
③ツナガルねっといばらき（旧：制度の狭間の課題についての勉強会） 
茨城県社会福祉協議会が中心になり、茨城県内の福祉施設、NPO法人、社会福祉協議会が参加し、
生活困窮者支援及び他制度での制度の狭間にある対象者への支援方法を検討した。 
福祉施設（ナザレ園 博慈会 鹿島厚生園救護寮） 

NPO法人（NPOセンターコモンズ フードバンク茨城 グッジョブセンター） 
社協（茨城県、水戸市、笠間市、かすみがうら市、城里町、東海村） 
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④事業の周知 
    制度の説明等のため、リーフレットを作成し、市公共施設、ハローワーク土浦、市内コンビニ

エンスストア、金融機関に設置した。 
    市ホームページ、社協ホームページにて事業周知を行なった。 
    新たに、「住居確保給付金」のチラシを作成し、給付金の該当者への事業周知を行った。 
 
（４）生活困窮者家計相談支援事業（市受託事業） 
   生活困窮者の家計に関するアセスメントを行い、家計の状況を「見える化」し、家計再生プラン

やキャッシュフロー表、家計計画表等を作成し、相談者本人の意欲を引き出すとともに家計管理

に関する支援や滞納の解消、各種給付制度の利用に向けた支援、債務整理に関する支援等を行っ

た。 
新規相談受付件数 ８件 

相談内容（合計３０３件） 

家計管理相談 １５６件 

出納管理相談 １２件 

債務相談 ６４件 
その他（家計に関係

ないもの） 
７１件 

家計再生プラン作成件数（再プラン含む） 
※自立相談支援プラン期間中に修正見直しをしたため  

自立相談支援の実績と１ケース差がある。 

１５件 

自立件数（終結、経過観察等）   ２件 
債務整理件数 １６５件 
債務整理金額 3,228,848円 

 
（５）日常生活自立支援事業の受付（県社協受託事業） 
    認知症の症状のある方、知的・精神障害者など判断能力が不十分で親族の援助が得られない方 

に対し福祉サービスの利用手続き、日常生活の金銭管理、書類などの預かり等の援助を行い在宅

の生活を支援。 （対象者５名  延べ３１回訪問） 
 
（６）ひきこもり支援事業 
【ひきこもりサロン事業】 

   フリースペースを開催し、当事者の方々への居場所作りと、ひきこもりを抱える親に対して、 
アドバイスや情報交換を行った。 

   ひきこもりサロン内にパソコンを整備し、就職活動の基礎となる基本的なWordや Excelの 
使い方を学ぶパソコン教室を開催した。 

   ・毎月第４土曜日 あじさい館講座室で実施 
   ・延べ、当事者５５名・家族４４名・支援者３０名の参加 
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  【ひきこもり事例検討会】 
   ・年３回実施（7/30 12/3  2/25） かすみがうら市やまゆり館会議室で実施。ひきこもり事例 
    検討及び各団体の活動状況や意見交換を行った。 
     参加団体：茨城県土浦保健所・茨城県発達障害者支援センター、 
          いばらき若者サポートステーション、他６団体（ひきこもり支援の NPO等） 
 
【いばらき合同相談会】 

   １１月１９日（土） 茨城県内のひきこもり支援団体が集まり、かすみがうら市やまゆり館会議

室で実施した。 
８名の相談者があり７団体が相談を実施した。 

  相談の空き時間には、支援者同士の情報交換や連携が確認出来た。 
 
 
６ 児童・青少年福祉 
（１）青少年健全育成への協力 

実施時期 事   項 学年及び人数 場  所 派遣人数 

28.6.3 インスタントシニア体験の指導 5年生 ７５名 下稲吉東小学校 ２名 

28.6.13 インスタントシニア体験の指導 5年生 １１名 七会小学校 ２名 

29.3.22 インスタントシニア体験・車いすの指導 5年生 １７名 新治小学校 ２名 

・市内中学校へ図書の配分  ３校 
 
（２）日帰り福祉体験事業の開催 

実 施 時 期 事    項 場  所 参 加 者 

28.7.28・8.3 

①視覚障がい者の理解 
 ・盲導犬のデモンストレーション・アイマスク体験 
②防災についての理解 
 ・防災館の見学 

東日本盲導犬協会 
及び栃木県防災館 

小学生  ４４名 
 
 

 
（３）児童・生徒のボランティア活動普及事業 
・市内小学校  ８校（１校あたり 50,000円の活動助成金） 
・市内中学校  ３校（１校あたり 100,000円の活動助成金） 

 
（４）かすみがうら市子どもヘルパー派遣事業（市受託事業） 
 小学生を「かすみがうら市子どもヘルパー」に任命し、地域のお年寄や地域の方々と交流し、お便

り活動など通して、子ども達のいたわりの心を育むことにより、地域全体で高齢者を支えあう意識を

高め、地域の絆づくりを目指すことを目的に実施。 
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 任  命：下稲吉小学校６学年児童 １１１名 
   事業内容：総合的学習の時間に実施 全８回 
        ①開講式 
         子どもヘルパーの任命を行った後、かすみがうら市の福祉についてとヘルパーの仕 

事や高齢者との接し方について学習会を行った。講師 木村和弘氏 
「シルバーリハビリ指導士の会」の協力のもと、転倒防止体操を学んだ。 

        ②インスタントシニア 
         年を重ねると体の動きや感覚はどうなるかを体験した。 
        ③手話体験 
         手話サークル「山ゆり」の協力のもと、手話を学んだ。 
        ④交流会 
         地域の皆さんをお招きし、クラス内のグループ単位で交流。  
        ⑤救命入門コース 
         消防署の協力のもと、AEDの取り扱い方法を習得する。 
        ⑥グラウンドゴルフ交流会 
         高齢者に人気のニュースポーツを通して交流を図った。 
        ⑦絵手紙活動 
         交流会にお越しいただいた、地域の方々へ絵手紙を書きお渡しした。 

⑧報告会・修了式 
         これまでの活動をふりかえり、まとめを行った後、修了証を授与した。 
 
 
７ 高齢者福祉 
（１）『食』の自立支援事業の実施（市受託事業）  
  ①配食サービスの実施  月３回「第１、２、４の土曜日（１月を除く）」実施。  

霞ヶ浦地区配食ボランティア、民生委員の協力により運営。 

月 実施回数 
配 食 数 
（延べ） 

ボランティア活動人数（延べ） 
調 理 

４ ３回 25食 18名 

５ ３回 25食 25名 

６ ３回 24食 20名 

７ ３回 22食 43名 

８ ３回 25食 16名 

９ ３回 25食 18名 

１０ ３回 25食 18名 

１１ ３回 24食 19名 

１２ ３回 25食 30名 

１ １回 9食 23名 
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２ ３回 24食 17名 

３ ３回 22食 17名 

合 計 ３４回 275食 264名 

 
（２）高齢者関係団体等への協力 
かすみがうら市老人クラブ連合会 

実施時期 事 業 概 要 場  所 参加者 

28.4.6 第１回女性委員会 あじさい館 １０名 

28.4.13 連合会監査 あじさい館 ２名 

〃 第１回役員会 あじさい館 ２４名 

28.4.19 千代田地区単位老人クラブ補助金審査会（介護長寿課への協力） 千代田庁舎 ２名 

28.4.20 霞ヶ浦地区単位老人クラブ補助金審査会（介護長寿課への協力） あじさい館 ２名 

28.5.13 平成２８年度総会 あじさい館 ７７名 

28.6.24 単位老人クラブ新任会長研修会（県老連） あじさい館 ２名 

28.7.8 第２回役員会 あじさい館 ２３名 

28.7.22 市町村老連会長並びに市町村老連事務担当者研修会 茨城県総合福祉会館 ３名 

28.7.26～27 役員研修 栃木県日光市方面 １７名 

28.9.15 第５５回茨城県老人クラブ大会（県老連） 茨城県立県民文化ｾﾝﾀ  ー  １５名 

28.9.21 第２回女性委員会 あじさい館  １１名 

28.10.19 芸能発表会 千代田公民館講堂 ２７５名 

28.10.21 ご長寿早押しグランプリ予選会（テレビ企画） あじさい館 ７名 

28.10.25～26 市町村老連女性代表者研修会（県老連） 群馬県方面  １名 

28.11.3 第１２回かすみがうら祭参加（駄菓子販売） 第１常陸野公園 ９名 

28.11.10～11 １泊交流会 群馬県渋川市伊香保町 １２３名 

28.12.2 茨城県老人クラブリーダー地方研修会（県老連） 五霞町中央公民館 ４名 

28.12.15 第３回役員会 あじさい館  １８名 

29.2.6 県南ブロック会長会議（県老連） 美浦村役場 １名 

29.3.14～15 女性委員１泊研修 千葉県南房総方面 １１名 
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29.3.31 連合会長並びに副会長会議 あじさい館 ４名 
 
（３）いばらきねんりんスポーツ大会の実施（市受託事業） 
実施時期 事 業 概 要 場 所  参加者 
28.6.15 いばらきねんりんスポーツ大会 かすみがうら市予選会 

（輪投げ、グラウンドゴルフ、ペタンクの予選） 

多目的運動広場 １０６名 

28.10.11 第２１回茨城県健康福祉祭 
いばらきねんりんスポーツ大会 

笠松運動公園  ２９名 

 
（４）市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業（補助事業） 
実施時期 事 業 概 要 場  所 参加者 
28.7.13 第１回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 １４名 
28.7.20 第１回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 １２名 
28.9.14 第２回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 １０名 
28.9.28 第２回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 ９名 
28.11.22 第３回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 １１名 
28.11.30 第３回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 １４名 
29.1.18 第４回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 １２名 
29.1.25 第４回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 １１名 

29.2.10 
ニュースポーツ体験教室フォロー 
 種目：ニチレク・ディスコン・オーバルボール 

千代田公民館 
講堂 

６９名 

 
（５）ブレインジム講座の開催  全６回 あじさい館講座室 延べ３６名 
   脳の働きを良くし、身体能力の改善やメンタルケア、認知症予防を目的に開催。 
 
 
８ 障害者福祉 
（１）障害者関係団体等への援助協力  
・市障害者福祉会、手をつなぐ育成会への活動助成 

 手をつなぐ育成会 

事 業 概 要 場  所 参加者 

役員会（4/21. 6/17. 9/7. 1/20） あじさい館会議室3.4、講座室 延べ39名 

総会（5/17） あじさい館会議室1,2 26名 

おしゃべりサロン(7/12. 9/9. 10/12. 11/10. 2/10. 3/10) あじさい館会議室3,4   延べ34名 

茨城県ゆうあいスポーツ大会（5/22） 笠松運動公園 16名 

茨城県手をつなぐ育成会評議員会（6/1） 茨城県総合福祉会館 2名 

【県】第１回研修会（6/28） 牛久市ひたち野リフレ 1名 
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一泊研修（8/25~26） 
 ・施設見学及び体験学習 

施設見学先：茨城県小美玉市「タカノフーズ納豆工場見学」 
宿泊先：茨城県笠間市「あたご天狗の森スカイロッジ」 

28名 

【県】本人部会交流会（8/28） 土浦社会福祉協議会講座講義室 3名 

第 54回手をつなぐ育成会茨城大会(10/20) 茨城県立県民文化センター 19名 

かすみがうら祭参加（11/3） 第１常陸野公園  内容：バザー 12名 

奉仕作業（11/23） あじさい館周辺清掃作業 36名 

親子レクリエーション（11/23） 
あじさい館調理室、講座室  
３色そぼろ丼、鶏むね肉くるくるロール 

31名 

ひよこ部 クリスマス会（11/27） 大塚児童館 49名 

日帰り研修（12/7） 茨城県土浦市「尚恵学園 成人寮」 19名 

会員親睦会（1/20） あじさい館 講座室 17名 

内部研修（2/9） 天候不良のため、中止  

障害者福祉団体リーダー研修会（2/10） 茨城県総合福祉会館 1名 

【県】第４回研修会（3/1） 茨城県総合福祉会館 4名 

親子レクリエーション(3/12) 
※土浦地域労働者福祉協議会協力 

・いちご狩り（常総市・農業法人大地 観光いちご園） 
・つくばエキスポセンター見学（つくば市） 

50名 

 
（２）地域活動支援センター「作業所」の運営（市受託事業） 
① 開所日数及び利用人数 

月 開所日数 利用者数 延べ人数 

4 ２０日 ８名 １２６名 

5 １９日 ８名 １２２名 

6 ２２日 ８名 １３４名 

7 ２０日 ８名 １２３名 

8 １５日 ８名  ８５名 

9 ２０日 ７名 １１０名 

10 ２０日 ７名 １０３名 

11 ２０日 ７名 １１１名 

12 １８日 ７名  ９８名 

1 １８日 ７名  ９７名 

2 ２０日 ７名 １０９名 

3 ２２日 ７名 １２２名 

計 ２３４日 ８９名 １，３４０名 
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②作業訓練 （１）フルーツキャップ折り作業 

 （２）クレヨン巻紙剥がし作業 

③生活訓練 （１）学習・・・毎週火曜日午前に基本的な読み書きや計算など実施。 

 （２）レクリエーション・・・毎週火曜日午前（学習後）。パズル，絵画，DVD鑑賞などの娯楽。 

 （３）調理実習・・・毎月1回。自分で作れるように、簡単なメニューをの補助で作る。 

 （４）おやつ作り・・・調理実習と同様。 

 
（５）茶道・・・毎月１回実施。茶道経験のある方の指導。礼儀作法の習得。 

（６）シルバーリハビリ体操・・・毎月１回実施。健康増進の為、体操指導士の会より指導を受け実施。 

 （７）買物訓練・・・決められた予算内（１，０００円）で昼食、買物ができるよう実施。 

 ５月２０日（金），９月１６日（金），１２月２０日（火）に実施。 

④創作活動 （１）陶芸・・・毎月１回実施。 

 
  作陶したやきものをあじさい館受付で販売。（1つ１００円～５００円） 

売り上げ （５７個） 

 （２）EMぼかし・・・木曜日実施。 

   あじさい館受付とやまゆり館で販売。（１ｋｇ２００円） 売り上げ（１２６袋） 

 （３）エコ石鹸・・・木曜日実施。 

 あじさい館受付とやまゆり館で販売。（１つ１００円） 売り上げ（１１２個） 

 （４）エコクラフト（かご）・・・木曜日実施。 

 

   あじさい館受付とやまゆり館で販売。（１つ３００円～４００円） 売り上げ（７９個） 

（５）ゴーヤ、おくら・・・木曜日実施。ゴーヤの収穫は随時 

   あじさい館受付で販売。（苗１００円、１袋１００円） 売り上げ（１８８個） 

  
 ⑤ その他  

実施時期 事 業 概 要 場  所 参加者 

28.4.8 花見・レクリエーション 歩崎公園、市水族館 ７名 

28.6.2 花のみち事業に伴うマリーゴールド植栽 市内「花のみち花壇」 ７名 

28.6.21 
保護者会 
平成２７年度事業・決算報告並びに 
 平成２８年度事業計画について 

あじさい館多目的室 ５名（保護者） 

28.7.15 七夕移動レクリエーション 筑波山 ７名 

28.8.25～26 
かすみがうら市手をつなぐ育成会 
一泊研修へ参加 

笠間市 スカイロッジ ４名 

28.11.4 移動研修 
障害者福祉サービス事業所 
「しろがね苑」 

１２名（利用者６名・

保護者６名） 

28.11.7～11 介護等体験者受入 あじさい館作業所 １名 
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28.11.28 移動お楽しみ会（ボウリング・会食） 
石岡市 AGボウル 
    すたみな太郎 

６名 

29.1.11 
初釜 
移動新年会 

あじさい館講座室１・２ 
石岡市 坂東太郎 

１３名（利用者７名・ 

保護者６名） 

29.2.3 節分（お面作り、恵方巻き） あじさい館作業所 ６名 

29.3.2 ひな祭り（移動レクリエーション） 土浦のひなまつり ６名 

 
（３）在宅障害児家庭交流事業 

実施時期 事 業 概 要 会   場 参加者 

28.12.17 

在宅障がい児者の集い  対象：市内在住障がい児(者)家庭 
・オニツカサリーミニコンサート 
・ふるさと応援隊ガウラーCショー  
・会食 

土浦市「ホテルマロウド筑波」 55名 

 
 
９ 母子･寡婦及び父子家庭福祉 
（１）母子寡婦福祉会への援助協力・活動助成 
母子寡婦福祉会 
実施時期 事 業 概 要 会   場 参加者 
28.5.17 母子寡婦福祉会総会 五霞町キューピー １７名 
28.9.21 母子寡婦福祉会役員会 あじさい館 １１名 
28.11.3 かすみがうら祭への参加 第一常陸野公園 １２名 
29.1.20 母子寡婦福祉会日帰り研修 千葉県香取市 １８名 
29.1.20 母子寡婦福祉会（ものづくり） あじさい館 １２名 
29.3.22 母子寡婦福祉会役員会 あじさい館 １０名 

 
（２）新入学児童お祝い品 ９世帯 
   内容：茨城県母子寡婦福祉連合会 学用品  
      市社会福祉協議会 水筒・コップ等 
      市母子寡婦福祉会 定規 
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１０ 援護対策 
（１）生活福祉資金貸付の受付（県社協受託事業） 
    相談件数 ４０件   貸付件数 ４（県社協）  
 
（２）小口貸付資金貸付  

相談件数 ３２件   貸付件数 １７件 ６６２，０００円 
 
（３）歳末助け合い援護金の配分（1世帯当り 15,000円の配分 合計 1,395,000円） 
【区分別配分件数】 申請 111件 、配分 93件 、非該当 18件  

区  分 霞ヶ浦地区 千代田地区 合 計 
満 65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯 27 件 24 件 51 件 

満 65歳以上の寝たきり、認知症（痴呆性）高齢者がいる世帯 0 件 1 件 1 件 

準要保護の認定を受けている世帯 2 件 3 件 5 件 

障がいのある方がいる世帯 11 件 8 件 19 件 

難病患者の方がいる世帯 2 件 1 件 3 件 

中学校 3年生までのお子さんを養育している母子父子世帯・両親のいない世帯 3 件 11 件 14 件 

合  計 45 件 48 件 93 件 

＊障がいのある方：身体障害者手帳 1級・2級、療育手帳○A・A、精神保健福祉手帳 1級 をお持ちの方 
 
（４）歳末特別援護金配分事業 

生活困窮者 ２世帯  １世帯あたり 10,000円の配分   合計 20,000円 
 
（５）準要保護児童・生徒への卒業支度金の支給 
   小学校卒業支度金  ９名× ５，０００円 =   ４５，０００円 
   中学校卒業支度金 １４名×２０，０００円 =  ２８０，０００円 
 
（６）被災者世帯への見舞金（災害義援金）の支給 

区  分 件  数 金  額 
建物火災全焼 １件 ３０，０００円 
建物火災半焼 １件 ２０，０００円 
建物火災一部消失 １件 １０，０００円 
床下浸水 ２件 ６，０００円 

合計 ５件 ６６，０００円 
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１１ ボランティア育成強化対策 
（１）ボランティア連絡協議会への援助協力 

実施時期 事 業 概 要 場  所 参加者 

28.4.22 ボランティア連絡協議会総会及び講演会 あじさい館 視聴覚室 ９５名 

28.7.27 ボランティア連絡協議会第1回役員会 やまゆり館 １７名 

28.7.27 第1回ボランティア広報委員会 やまゆり館 ６名 

28.9.30 ボランティア連絡協議会研修会 つくばエキスポセンター・筑波山 ８１名 

28.11.3 かすみがうら祭への参加 第１常陸野公園 － 

29.1.11 第2回ボランティア広報委員会 あじさい館 ５名 

29.3.24 ボランティア連絡協議会第2回役員会 レストラン ボンジュール １３名 

＊広報紙『四季の里』の発行 １３，５００部×１回 ２月発行    
 
（２）ボランティア団体へ活動費の助成（２３サークル） 
 
（３）ボランティア講座の開催 
   ①高齢者向けレクリエーション講座２回 延べ１２名参加    

②朗読講座１０回 延べ９６名参加 
 

（４）ボランティアセンター利用状況 
相 談 区 分 件数 

ボランティア活動相談 1件 
ボランティア依頼相談 6件 
福祉学習相談 3件 
合  計 10件 

 
（５）災害ボランティアセンターの啓発 
   かすみがうら市防災訓練へ参加（３名） 
   期 日 平成２８年１１月２０日（日） 
   内 容 ・災害ボランティアセンターに関するプリント及び啓発品 

(トイレットペーパー、ホイッスル)の配布 
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１２ 相談会の開催 
（１）心配ごと相談所 

    相 談 員：８名  相談日 年間２４回（第２・４水曜日） 
    相談件数：年間１６件 
    相談内容：（家族問題、相続、借金、近隣トラブル、土地の境界、離婚等） 
 
 （２）なんでもかんでも相談 
    ボランティア相談員：１１名 相談日 年間１２回（第３土曜日） 
    相談件数：年間５６件 
    相談内容：（ひきこもり、心の病、発達障害、年金、法律、子育て、家族問題等） 
 
 
１３ 介護保険事業 
（１）居宅介護支援事業所（件数） 
  

月 
居宅介護 
計画作成 

予防介護 
計画作成 

要介護認定調

査委託（市内） 
要介護認定調査

委託（市外） 
備考 

（市外要介護認定調査） 
４ ９９ １１ １ １ 北区 
５ ９４ １１ ６ ５ 太田区、江戸川区（2）、江東区、足立区 
６ ９４ １１ ４ ２ 中野区、練馬区 
７ ９５ １５ ４ ２ 荒川区、千葉県千葉市 
８ ９７ １５ １０ ６ 練馬区（2）、江東区（2）、荒川区、茨城県日立市 

９ １０２ １４ １ ５ 墨田区、世田谷区（3）、江戸川区 
10 １０１ １３ ５ ２ 足立区、千葉県柏市 
11 １０１ １３ ４ ３ 足立区、世田谷区、江東区 
12 １０２ １４ ６ ３ 北区、江戸川区、足立区 
１ １００ １４ ９ ３ 茨城県筑西市、墨田区、北区 
２ １０４ １５ ９ ３ 練馬区（2）、北区 
３ ９５ １５ ５ １ 練馬区 
合計 １１８４ １６１ ６４ ３６  
  ・居宅介護計画 １７，３８９，３６０円    ・予防介護計画 ６５０，０７０円 
  ・要介護認定調査【市内】  ２０７，３６０円 ・要介護認定調査【市外】 １５７，０７６円 
 
 
１４ その他の福祉事業 
（１）福祉車輌の貸出 
   自力歩行の困難な高齢者、障害者に対し車椅子対応車輌の貸出を行った。 
   ・貸出件数 延べ１６２件（霞ヶ浦地区１２０件・千代田地区４２件） 
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（２）日常生活用具 
   要援護者へ一時的に貸出を行った。 ＊車椅子 延べ３８台 ＊ベッド 延べ７台 
 
（３）善意銀行の運営 
   ・預託金  ２０件 ８４２，０５２円 （１件指定寄付・団体へ）  
   ・預託品  ２８件 古切手、車椅子、シニア体験セット等 
 
（４）日本赤十字社茨城県支部かすみがうら市地区 

①社費増強運動の実施 
    災害救援・国際救護活動・社会福祉活動等赤十字活動に寄与 
    ・一般社資募集 募集強化期間  平成２８年６月２日(木) ～ ７月２９日(金) 
           募集方法    区長常会長等へ依頼 
    ・特別社資募集 募集強化期間  平成２８年９月１６日（金） 
           募集方法    訪問 社協１名・市社会福祉課１名 

茨城県支部２名 
 ・社資総額  4,214,900円   内訳 一般社資【戸別】 7,818件 3,719,900円 

                         【大口】   10件  100,000円 
              特別社資       37件   395,000円 

    
   ②災害救援に関する業務 
    ・災害救援物資の管理  
    ・救援車の管理       救援車３台 
 
   ③赤十字講習会の開催 
    ・幼児安全法講習会 １回 （子育て支援センター） 
    ・赤十字救急法基礎講習会場の調整（あじさい館で開催・茨城県支部主催） 
    ・赤十字健康生活支援講習 ①あじさい館で開催・公民館主催 
                 ②あじさい館で開催・社会福祉課主催 
 

④義援金・救援金の募集、受付 
    義援金募集 ５件、救援金募集 ４件 
    義援金受付 東日本大震災義援金            1件   5,556円 
          平成 28年熊本地震災害義援金       30件 428,055円 
          平成 28年台風 10号大雨等災害義援金    3件  9,107円 
          平成 28年鳥取県中部地震災害義援金     2件  4,107円 
          平成 28年新潟県糸魚川市大規模火災義援金  2件  4,373円 
     
   ⑤NHK海外たすけあい 
    実施期間  平成２８年１２月１日から２５日まで 
    実施内容  あじさい館受付へ募金箱設置（受付金額０円） 
   
   ⑥防災ボランティア地区リーダーの登録  １名 
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（５）茨城県共同募金会かすみがうら市支会 
 ① 共同募金会かすみがうら市支会委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

28.5.12 監 査   ・平成２７年度事業報告について 
  ・平成２７年度一般会計の監査について 

あじさい館 
応接室 

２名 
 

28.8.29 
 

第１回 
共同募金委員会 

・平成２７年度事業報告並びに資金収支決算について 
・平成２８年度事業計画並びに資金収支予算について 
・平成２８年度共同募金会の運営並びに歳末たすけあい運動      

について 

やまゆり館 
会議室 

１１名 
 

 
 ② 共同募金、歳末たすけあい募金の増強 
【 一般募金総額 】   

５，１１２，４５０ 円 
【 実施期間 】 
  平成 28年 10月 1日（土）～12月 31日（土） 

内 訳 

分 類 件 数 金 額 

戸別募金 ７，４３６件   ３，９２８，７００円     

大口募金 ９１社   ８１５，０００円     

学校募金 ２１校   ２３８，２６０円     

街頭募金 １回   ９，２５９円     

イベント募金 ２件   １４，１４４円     

職域募金 ７件   ４９，３４９円     

その他（募金箱） ２２件   ５７，７３８円     

 
・街頭募金の実施   平成２８年１０月 ３日（月） 市内スーパー３箇所 
          協力：下稲吉中学校 生徒１０名、教諭 
           霞ヶ浦中学校 生徒 ６名、教諭 

            
・イベント募金の実施 
           ①平成２８年１０月９日（日）  

              ふれあい生涯学習フェア 共募ブースへの募金箱設置           
            ②平成２８年１１月３日（木） 
              第１２回かすみがうら祭 ガールスカウトによる募金活動 
 
・共同募金大口寄付訪問の実施 平成２８年１１月２５日(金) 委員６名、職員６名参加 ６班編成 
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【 歳末たすけあい募金総額 】   
３，８４２，０３０円 

【 実施期間 】 
  平成 28年 10月 1日（土）～12月 31日（土） 

内 訳 

分 類 件 数 金 額 

戸別募金 ７，２５８件   ３，８３４，２００円   

個人募金 １件   ６００円 

その他 ２件   ７，２３０円   

 
（６）おもちゃ図書館「ひよっこ」の実施 
 地域で暮らす障がい児･健常児が障害の有無の枠を越え、おもちゃを通じて楽しく遊ぶ場を提供した。 
また、保護者の情報交換も実施した。 
毎週木曜日実施（やまゆり館） （合計 ２，３８１名） 
区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

利用者数 166 138 298 232 162 221 220 125 180 154 148 337 

※平成 26年度からやまゆり館へ固定化、平成 27年度に倉庫を設置しておもちゃを保管する。 
（木曜日が祝祭日、年末年始やほかの行事と重複時等は休み） 

 
（７）子育て支援事業 
  季節の行事を体験させ、世代をこえた交流を行い、育児のさらなる気付きや、子育てサロンの利用

促進及びやまゆり館のＰＲを図る。 
  ・やまゆり館七夕まつり 平成２８年７月７日（木）  ２２６名参加。 
    夏祭り風の縁日の開催及び演芸者によるアトラクション。 
  ・やまゆり館クリスマス会 平成２８年１２月１６日（金） １９４名参加 
    歌のお姉さんによるクリスマスコンサート、サンタクロースボランティアによるクリスマス 

 プレゼントの配布。 
 

（８）社会福祉協議会事業の公表 
  ・社協だより  ・ホームページの更新  ・義援金などの情報や実施事業を随時更新 
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１５ 状況（平成２９年３月３１日現在） 

区  分 常 勤  
嘱 託  

(再任用含む) 
非 常 勤  合  計 

常務理事(局長兼務)  １名  １名 

事務局長  １名  １名 

事務局次長 １名   １名 

やまゆり館長  １名  １名 

地域関係 ２名   ２名 

ボランティア CＮ １名   １名 

地域ケア CＮ ２名   ２名 

生活困窮 SW ２名 １名  ３名 

福祉作業所指導員 ２名  ２名 ４名 

介護支援専門員 ３名   ３名 

保育士  ２名 ３名 ５名 

総務関係 ２名（1名育休中）  １名 ３名 

指定管理業務 １名 １名  ２名 

合  計 １６名 ７名 ６名 ２９名 

 ※CＮ（コーディネーター）：支援等の調整業務 
※SW（ソーシャルワーカー）：相談業務 
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平成 28年度 

 
指定管理事業報告書 

 
自：平成 28年 4月  1日 

 
至：平成 29年 3月 31日 

 
 
 
 
 
 
 

かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館 
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１ 管理業務の実施状況について 

（１）施設の保守点検、補修及び清掃等について 

   専門性を必要とする業務については、適性かつ効率的な管理運営が行えるように、専門業者に 

   委託して維持・管理を行いました。  

   また、センターの安全性と快適性を高めるために、経年により故障や劣化した設備等の修繕を 

   実施しました。 

 

① 外部委託した専門業務（保守点検等） 

 業務内容 実施月 業者名 

１ ホームページ更新・管理 毎月 ＮＡＫトータルサポート 

２ 自家用工作物電気設備保守点検業務 年間６回 偶数月 （財）関東電気保安協会 

３ 消防設備保守点検業務 ６月、１２月 (有)東興防災茨城支店 

４ 床ワックス・窓ガラスクリーニング ８月、１２月、３月 日東メンテナンス(株) 

５ 自動ドア保守点検業務 ７月、１１月、３月 茨城寺岡オートドア(株) 

６ ピアノ調律 ９月 天盛堂楽器店 

７ 足湯・ろ過設備・循環ポンプ 

保守点検業務 

９月、３月 サイエンス(株) 

８ 除草剤・剪定業務 ３月 公益社団法人かすみがうら市

シルバー人材センター 

９ トレーニング機器保守点検 １１月 (株)ビート 

10 受水層清掃保守点検業務 ３月 高橋興業(株) 

 

② 外部委託した専門業務（修繕） 

 修繕内容 実施月 業者名 

1 足湯薬注入器サイホン防止弁交換 ５月 サイエンス(株) 

２ やまゆり館エアコン制御基盤交換 ７月 安達電気工事(株) 

３ 足湯循環装置ＳＲアラムチューブ・逆止弁

パーフロ（オゾン用）交換 

９月 サイエンス(株) 

４ 健康づくりコーナーショルダーリンク・バ

ウワーリンク液晶画面交換 

１１月 セノー（株） 

 

③ 外部委託した専門業務（清掃業務） 

 業務内容 実施月 業者名 

１ 定期清掃業務 毎週 月・木

曜日 

公益社団法人かすみがうら市

シルバー人材センター 

２ ごみ収集委託業務 ゴミ収集日 (有)千代田衛生 
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④ 外部委託した専門業務（警備業務） 

 業務内容 実施期間 業者名 

１ 機械警備業務（防犯、火災監視） 平成28年4月1日～ 

平成29年3月31日 

セコム(株) 

 

⑤ 外部委託した専門業務（検査） 

 業務内容 実施月日 業者名 

１ 腸内大腸菌検査（検便） ６月 茨城県総合健診協会 

２ 水質検査（足湯） ４月、９月、３月 サイエンス㈱ 

 

⑥ 職員で実施した内容 

 業務内容 実施月日 備 考 

１ 足湯の入替え、清掃 毎週月曜日  

２ 砂場の手入れ、消毒 毎週水曜日  

３ 放射線量の測定 月の第１水曜日  

４ 空調設備清掃 ８月 １１月 エアコンフィルター清掃 

５ 施設内清掃 開館全日 午前午後、各１回 

６ 除草 随時  

７ 壁掛け扇風機の設置（節電対策） ６月  

８ 備品の修理（簡易なもの） 随時  

 

（２）設備・器具の操作について 

  ・施設の音響照明関係の調整操作、足湯の温度調整操作、空調関係操作はそれぞれの管理者が実施。 

  ・駐車場外灯、防犯カメラ等の操作。 

 

（３）施設内の自動車、自転車等の整理について 

  ・駐車場内の放置自動車の移動の要請を実施。 

  ・駐車場の目的外利用者への注意指導。 

  ・夜間の無断駐車両に対する、張り紙による注意。 

  ・隣接住民要望による、アイドリング禁止及び前進駐車要請掲示と表示を継続。 

  ・駐車場施錠と実施に関しての利用者への周知徹底と夜間治安改善。 

 

（４）施設等に係る経費（電気料金、ガス料金、水道料金、下水道の使用料、電話料金）の支払い及び 

   節電対策について 

    上記業務について、滞りなく支払い、夏季営業時の節電対策（７月～９月）の実施をするも気 

   温が高い日が続きなかなか難しい月もあった。 

  （電気量前年比：７月【11.1％】 ８月【▲3.25％】 ９月【16.0％】） 

    ・照明器具（蛍光灯）を間引く。 

    ・エアコンの設定温度２８度。 
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    ・扇風機との併用。 

    ・グリーンカーテン・すだれの設置。 

 

（５）かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館の施設の利用許可に関することについて 

   ア、 許可申請書の受付 

   イ、 許可書の発行 

   ウ、 施設の利用料金の徴収、減額、免除及び還付 

   エ、 利用者の応接 

  上記業務について、滞りなく実施し、施設の利用許可を行う際、注意事項を伝え、施設利用におけ 

  る混乱を未然に防ぐ施策を実施しました。 

 

（６）指定管理施設の利用促進に関することについて 

   ・ホームページやフェイスブックを随時更新し、施設の紹介、開催イベントの情報等を掲載。 

   ・ＦＲＥＥＳＰＯＴ（市公衆無線ＬＡＮ）の設置によるインターネット接続環境の無償提供。 

   ・季節に合わせた施設の飾りつけの実施。 

   ・福祉ボランティア団体に対しての利用促進と手助け。 

     ※社協事業等の一部実施 

   ・一般企業や一般利用者、リピーターへの利用促進働きかけ。 

   ・障がい者支援のためロビーにて障がい者福祉作業所の商品紹介と販売実施。 

     販売品：EMぼかし、エコ石鹸、エコクラフト。 

   ・放射線の不安解消のため、放射線量の測定及び公開。（ホームページ） 

 

（７）自主開催のイベント、事業等について 

   ・福祉作業所の売店を設置。[ＥＭぼかし(※)、エコ石鹸、エコクラフトの販売] 

   ・大きな七夕飾りをロビーに飾り付け、親子で短冊を書いてもらう企画を行い、社会福祉協議会 

    の児童福祉事業と共催で、七夕祭りを実施しました。 

   ・ハロウィンには、カボチャの飾り等をサロンやロビーに飾り、来館者へのサービスに努めた。 

   ・クリスマスシーズンにロビーにツリー等の飾りをして、クリスマスデコレーションで演出を行 

    いました。 

   ・クリスマスには、歳末たすけあい配分事業として、「クリスマスコンサート」を実施しました。 

   ・社会福祉協議会事業（なんでもかんでも相談、福祉車両貸出）を行いました。 

   ・子育てイベントや誕生会などの写真を販売。 

 

  ※ＥＭぼかし/EM菌（微生物）を米ヌカなどにいれて、EM菌を大量にふやした粉をEMぼかしと 

   いいます。このEMぼかしを生ゴミにふりかけて、1～2週間おくとにおいのしない土のようなもの 

   になります。 
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２ 情報公開に関する措置について 

 ホームページにて施設の概要、休館日、会議室の利用案内・注意事項、案内図、イベントや企画の表 

 示や終了報告掲載。さらに市報の他、２８年度から子育て支援ホームページ「かすみっ湖」に各種 

 イベント掲載。 

 

 

３ 防犯対策、防災対策等の利用者の安全の確保に関する措置について 

（１） 防犯対策 

   夜間、日曜、祝日の施設施錠及び駐車場の施錠。 

   定期的に施設及び駐車場の巡回。施設利用者、近隣通行者へ「あいさつ」等の声かけの実施。 

   防犯カメラによる監視。 

 

（２） 防災対策 

    防災訓練をかすみがうら市西消防署と連携し、１１/１４実施。 

   水消火器を使った消火訓練、煙体験を行い、消防車、救急車の展示及び消防職員による防災の相 

   談も行い、子育て支援の利用者５９名の参加がありました。消防・警察、警備会社との連携確認 

   をしました。 

 

 

４ 事業報告書の作成及び提出について 

月の報告 毎月１０日までに前月の事業報告書の提出 

四半期報告（３ヶ月ごと） 報告月の１０日までに四半期報告書の提出 

年間報告 年度終了後３０日までに提出 

 

 

５ 個人情報の取り扱いについて 

  「かすみがうら市個人情報保護条例」、「かすみがうら市社会福祉協議会個人情報保護規程」に 

  基づき、個人情報を適正かつ安全に取扱いました。 

  また、個人情報が記載されている書類等の取扱いは、決められた場所に保管するなど適正に管理し、 

  不要になった使用者証等は、シュレッダーを使い適切に処分しました。 

 

 

６ 安全管理への取り組みについて 

 (1)事故防止への取り組み 

   危険や異常を察知するため、職員による館内巡回を行い、事故等の予測がされる所については、 

  注意喚起を促す張り紙や口頭による周知を行い、事故の防止に努めました。 

 

 (2)緊急連絡体制 

   夜間機械警備を含めた連絡体制を整え、連絡網を作成して関係者及び関係各所（市役所日直、警 

  備員など）に配布し、周知を図りました。 
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７ その他管理業務に関する庶務、経理等の事務について 

  人件費・手数料・租税公課等を除く通常の支払いに関する支出伺い書作成及び予算管理事務等は、 

 やまゆり館にて実施し、上記の支払いに関する支出伺い作成及び執行、支払業務については、社会福 

 祉協議会本所にて行いました。 

 

 

８ 施設・設備の利用提供事業（貸し館事業）について  

  地域福祉センター条例及び施行規則等に基づき、適正な施設・設備の利用提供事業の実施に努めた。  

 利用状況は、ホールを除く施設全体（ 会議室１、会議室２、相談室）で、年間３９９件の利用が 

 ありました。 

 

                                     [単位:件] 

区 分 貸出件数 前年比（増減） 利用料免除件数 

会議室（１） ４７ ０ １１ 

会議室（２） ２６ ▲９ ８ 

会議室（１）（２） １８５ ▲１１ １５６ 

相談室 １４１ ▲１７ ９２ 

 

 

９ 施設の利用状況及び利用料の収入実績について 

                                   [単位:人 円] 

区  分 利用者数  前年比 利用料収入額 利用料免除金額 

子育てルーム 18,887 ▲666 432,920円  

会議室（１） 282 ▲38 49,880円 13,180円 

会議室（２） 218 ▲20 18,360円 10,020円 

会議室（１）（２） 3,628 ▲682 77,420円 389,940円 

相談室 668 ▲656 35,170円 75,720円 

健康づくりコーナー 9,911 562 986,860円 71,400円 

足湯 4,986 ▲82 40,400円  

その他（ホール等） 9,715 631   

合 計 48,295 ▲951 1,641,010円 560,260円 

 

 

10 子育て支援事業（キッズコーナー・談話コーナー・子育てコーナー・授乳室）について 

   ３歳児以下の乳幼児と保護者を対象とし、保護者8,639名、子ども10,248名（市内8,476名、 

  市外1,772名）の利用がありました。 
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（１）季節のイベントなど 

  □誕 生 会・・・毎月月末の水曜日 午前及び午後実施 延べ129名参加。 

 

  □七 夕 祭 り・・・7/7 226名の参加。 

   ・夏祭り縁日（わたあめ、ヨーヨー、かき氷、ミニうちわ、おかしプレゼント、シャボン玉遊び） 

   ・オニツカサリーによる七夕コンサート。 

   ・市農林水産課の協力を受け、ブルーベリー試食会を実施。 

   ・お遊戯（きらきら星・七夕さま）、笹飾り。 

 

  □水 遊 び・・・7/12～8/19の期間中13日実施 延べ249名の参加。 

 

  □運 動 会・・・10/14 50組 106名の参加。 

   主なプログラム（かけっこ、玉入れ、ケーキをつくろう、つなひき、お遊戯、うらしま太郎お魚 

   つれるかな、すずわり）    

 

  □い も ほ り・・・10/25 20組 44名の参加。館敷地内のイモ畑にて実施。 

 

  □クリスマス会・・・12/16 194名の参加。歌のお姉さんによる「クリスマスコンサート」の実施。 

    サンタクロース（ボランティア）による、プレゼントの配布。うたあそびや巻込みペープサー 

    トをサロン内で行った。 

 

  □作って遊ぼう（子育てサロン利用者の内、希望者のみ参加） 

 

期 日 内   容 

4/26 こどもの日の製作 

5/31 スクラップブッキング 

6/14～6/17             七夕飾り 

7/5 うちわ製作 

8/30 スクラップブッキング 

9/21 万国旗 

10/21 ハロウィン製作 

11/29 スクラップブッキング 

12/9 クリスマス製作 

1/20 手づくりおもちゃ 

2/3 おにの豆入れバック 

2/24 スクラップブッキング 

3/1 おひなさまポシェット 

3/22 ぱたぱたイヤーアルバム 
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（２）子育て相談（子育てに関する不安等の解消のため実施） 

区 分 件数 主 な 内 容 

電話相談 ２件 ・育児ノイローゼ気味の母親とのかかわりについて 

・食事を食べない子どもの対応について 

面接相談 ２１件 ・集団行動が出来ない子どもについて（2件） 

・子どもの左利きは直した方がよいか 

・爪かみについて ・幼稚園へ行ってからの心配について 

・子どもの発達・かかわり方について（2件） 

・赤ちゃん返りについて 

・子ども同士のおもちゃの取り合いの対応について 

・昼寝もしないのに夜も寝るのが遅い子の対応について 

・イヤイヤ期のわがまま・対応について（2件） 

・午前中の過ごし方について 

・離乳食とアレルギーについて 

・子どもの対応と他の親子とのかかわりについて 

・まだ一人歩きが出来ないことについて 

・友達とのかかわり方について 

・トイレで排便が出来ないことについて（5歳児） 

・2年保育と3年保育どちらがよいか 

・集団生活への心配について 

・幼稚園児（兄）の対応について 

予約相談 ８件 ・生活リズムについて ・しつけについて 

・食事面について ・夜泣き、卒乳について 

・食事、イヤイヤ期について 

・自分の思い通りにならなかった時の対応の仕方 

・イヤイヤ期、第2子妊娠に伴う子どもの対応について 

・母親の薬の服用により母乳からミルクへの移行の仕方について 

子育てサロン内

での相談 

２７８件 ・離乳食、断乳、夜泣き、トイレットトレーニング 

・歯磨き、お昼寝、預り保育、食事、アレルギー 

・言葉の発達、叱り方、子どもの対応 

・保育所・幼稚園選び、落ち着きのなさ 

・赤ちゃん返り、癖・指しゃぶり、人見知り 

・発達段階、チック症、自閉症、どもり、イヤイヤ期 

・けが、病気等の対応 

合 計 ３０９件  
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（３）０歳児事業 

会 場 期 日 参 加 人 数 内 容 

 

やまゆり館 

 

4/20、6/15、8/24、10/19、

12/7、2/15 

 

 

5/18,9/27,11/16 

 

 

 

 

7/20、1/18 

 

 

3/8 

15組・30名、6組・12名、15組・33名  

4組・ 8名、5組・10名、14組・28名 

 

 

13組・26名、9組・19名、6組・13名 

 

 

 

 

12組・24名、10組・20名 

 

 

6組・15名 

ベビーマッサージ＆

リズムうたあそび 

 

 

ベビーマッサージ＆

スキンケア（一部回

でオイル使用） 

 

 

ファーストサイン 

 

 

親子撮影会 

合計 12回 115組   238名  

 

（４）みんなで遊ぼう会 

会 場 期 日 参 加 人 数 内 容 

やまゆり館 

9/16 

 

10/18 

 

12/6 

11組・22名         

  

9組・19名  

 

10組・21名 

敬老の日プレゼント製作 

 

日赤幼児安全法講習 

 

クリスマスリース作り 

合計 3回 30組  62名  

 

（５）その他 

   ・毎週木曜日に開催する「おもちゃ図書館」への協力。 

     計４３回  ２，３８１名参加（親子での数） 

   ※平成26年度からやまゆり館へ固定化にともない、平成27年度倉庫を設置しそこへおもちゃを 

    保管することとした。 

  （木曜日が祝祭日、年末年始や他の行事と重複時等は休み） 
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11 ニーズ把握方法と運営方針への反映について  

  アンケートを実施し、利用者の意見・要望の把握に努めました。 

 

（１）子育てサロン利用者へアンケートを実施（配布枚数９０枚） 

   子育てサロンアンケート結果 

    ①住まい 

     ・市内（82.9％）   ・市外（17.1％） 

     

    ②サロンの利用目的 

     ・子どもの成長のため（57.1％） 

     ・ママ(パパ)友づくりのため（11.4％） 

     ・情報収集のため（8.6％） 

     ・イベント参加のため（8.6％） 

     ・仲間との交流 （14.3％） 

         

    ③施設全体の満足度 

     （満足82.9％ やや満足14.3％ 普通2.9％） 

     

    ④スタッフの接客対応 

     （満足82.9％ やや満足14.3％ 普通2.9％） 

     

    ⑤受付方法の便利さ 

     （満足71.4％ やや満足14.3％ 普通14.3％） 

     

    ⑥つくってあそぼうについて 

     （満足度57.1％ やや満足11.4％ 普通14.3％ やや不満足2.9％ 参加したことがない14.3％）  

    

    ⑦お誕生会について 

     （満足度62.9％ やや満足8.6％ 普通11.4％ 参加したことがない17.1％） 

     

    ⑧七夕まつりについて 

     （満足度54.3％ やや満足8.6％ 普通2.9％ 参加したことがない31.4％ 無回答2.9％） 

     

    ⑨運動会について 

     （満足度40％ やや満足8.6％ 参加したことがない48.6％ 無回答2.9％） 

     

    ⑩クリスマス会について 

     （満足度68.6％ やや満足8.6％ 普通2.9％ 参加したことがない20％） 
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 （２）健康づくりコーナー利用者へアンケートの実施（配布枚数７０枚） 

    健康づくりコーナーアンケート結果 

   ①性別 

    ・男性（51.2％）   ・女性（48.8％） 

 

   ②年齢 

    ・２０歳代（9.8％） 

    ・３０歳代（2.4％） 

    ・４０歳代（7.3％） 

    ・５０歳代（22.0％） 

    ・６０歳代（36.6％） 

    ・７０歳以上（22.0％） 

   

   ③住まい 

    ・市 内（82.9％）   ・市 外（17.1％） 

   

   ④利用の目的 

    ・健康、美容のため （29.3％） 

    ・運動不足解消のため（61.％） 

    ・足湯利用のため  （2.4％） 

    ・仲間との交流   （7.3％） 

 

   ⑤施設全体の満足度 

    （満足39％ やや満足29.3％ 普通29.3％ 不満足2.4％） 

    

   ⑥スタッフの対応 

    （満足56.1％ やや満足17.1％ 普通22％ やや不満足4.9％） 

    

   ⑦受付の便利さ 

    （満足63.4％ やや満足9.8％ 普通24.4％ 無回答2.4％） 

 

   ⑧トレーニング機器の種類 

    （満足度9.8％ やや満足34.1％ 普通26.8％ やや不満足26.8％ 不満足2.4％） 

 

   ⑨トレーニング機器の台数 

    （満足度4.9％ やや満足24.4％ 普通36.6％ やや不満足29.3％ 不満足4.9％） 

 

   ⑩足湯について    

    （満足度43.9％ やや満足7.3％ 普通34.1％ やや不満足2.4％ 無回答12.2％） 

 
 

 12 福祉避難所の指定について 

   H25.12.10 福祉避難所に指定され、非常用電源施設設備（太陽光パネル・蓄電池設置）並びに 

  防災倉庫が設置されています。 


