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平成３０年度事業報告書 
 

我が国において、少子高齢化が急速に進展する中、社会保障改革が進められています。

本市においても高齢化率が市全体で 29.0％（2017 年度）であり地域によっては約 38％
に達している所も見られます。 
このような中で、市高齢者福祉計画では高齢者の社会参加・生きがいづくりに関する

支援や、保健・医療・福祉の連携による支援が必要とされています。 
これらのことを踏まえ、本会では高齢者団体を中心にニュースポーツや健康づくり事

業、地区社協を通じ友愛型の地域コミュニティーづくり事業を実施しました。また、8050
問題に対応するため、支援者による引きこもりサロンの運営や生活困窮世帯への訪問支

援、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、

複雑な問題を抱える世帯に対する支援のため、地域ケアシステムの推進を円滑に行うた

めの福祉・医療・保健関係者との連携強化に取り組みました。さらに、ファミリーサポ

ート事業の啓発や子育て相談にも取り組んできました。 
 
 
 
 
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。 

○ 地区社協へ活動費の助成を行い、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間同士の交流に努めました。 
○ 中学校入学及び中学校卒業を迎える準要保護世帯に対して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、霞ヶ浦北小学校を指定し 
４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。 
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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。 
○ 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自立相談と家計相談を実施し、困窮者に対して、アウトリ
ーチ型の相談支援を行いました。 

○ ファミリーサポートセンター事業を実施し、有償ボランティアによる子育て世代への
支援に取り組みました。 
 
 

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、ホームページ上で情報の提供を行いました。 
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１ 会務の運営 
（１）理事会・評議員会・監査及び評議員選任・解任委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 （会議事項） 会 場 出席者 

30.5.11 
 

監 査 
 

・平成29年度 業務監査について 
・平成29年度 会計監査について 

あじさい館 

応接室 
監事 
２名 

30.5.22 
 
 

第1回 理事会 議案 
第１号 平成29年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
    協議会事業報告及び決算の承認について 
第２号 平成30年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉  
    協議会第１次補正予算（案）について 
第３号 平成30年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
    協議会評議員会の開催について 
 
報告事項 
第１号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会社会福祉 
    充実残額について 

やまゆり館 

会議室 
理事 
１１名 

 
監事 
２名 

30.6.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第1回 評議員会 議案 
第１号 平成29年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
    協議会事業報告及び決算の承認について 
第２号 平成30年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
    協議会第1次補正予算（案）について 
 
報告事項 
第１号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会社会福祉

充実残額について 
 

やまゆり館

会議室 

評議員 
２４名 

 
監事 
１名 

 
理事 
１名 

30.10.24 第２回 理事会 報告事項 
第２号 平成30年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
    協議会会長の職務執行状況報告について 
協議事項 
（１）就労準備支援事業及び被保護者家計相談支援事業について 
 
 

あじさい館 

研修室１ 

理事 
９名 

 
監事 
１名 
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31.2.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第3回 理事会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議案 
第４号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会定款の 
    一部改正（案）について 
第５号 平成31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）及び資金収支予算（案）に 
    ついて 
第６号 平成30年度第2回社会福祉法人かすみがうら市 
    社会福祉協議会評議員会の開催日程について 
第7号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事 
    候補者の推薦について 
 
報告事項 
第３号 平成30年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
    協議会職務執行状況報告について 
 

やまゆり館 

会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事 
１２名 

 
監事 
２名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31.3.19 
 
 
 
 
 
 
 
 

第2回評議員会 
 
 
 
 
 
 
 
 

議案 
第３号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会定款の 
    一部改正（案）について 
第４号 平成31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）及び資金収支予算（案）に 
    ついて 
第５号 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 
 

やまゆり館 

会議室 

 

 

 

 

 

 

 

評議員 
２０名 
 
理事 
１名 

 
 
 

 

31.3.26 第４回 理事会 
 
 

議案 
第８号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会常務理事 
    の選任について 
 

あじさい館 

研修室１ 

 

 

 

理事 
９名 
 
監事 
２名 
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（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 

30.8.22 第１回善意銀行

運営委員会 
・平成29年度善意銀行預託金品及び事業配分実績報告 
 について 

あじさい館

研修室２ 
７名 

30.12.6 第２回善意銀行 
運営委員会 

・平成３１年度事業計画（案）について あじさい館 
研修室１ 

９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 

30.4.26 第１回広報委員会 ・『かすみがうら社協だより』第55号ついて あじさい館研修室1 ５名 

30.6.26 第２回広報委員会 ・『かすみがうら社協だより』第56号について あじさい館研修室2 ５名 

30.9.19 第３回広報委員会 ・『かすみがうら社協だより』第57号について あじさい館研修室2 ５名 

30.12.12 第４回広報委員会 ・『かすみがうら社協だより』第58号について あじさい館研修室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 

30.6.26 第１回 ボランティア 
センター運営委員会 

・平成３０年度ボランティアサークル補助金について あじさい館 
研修室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 

30.4.4 
 
 

心配ごと相談員会議 ・委嘱状交付 
・平成２９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３０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 
会議室2 

７名 

30.11.20 心配ごと相談員研修 「８０５０問題について」 
 講師：浅井和幸 氏（精神保健福祉士） 

あじさい館 
研修室２ 

7名 
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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 

30.7.2 第１回 
地域ケアシステム 
ケース検討会議 

・平成29年度地域ケアシステム推進事業実績について 
・平成30年度事業計画（案）について 
・困難ケース ２件 

やまゆり館 
会議室１.２ 

２４名 

30.12.10 
 

研修会 ・講義「筆跡から相手を知り・自分を知る」 
 講師： 小山田香代 氏 

やまゆり館 

会議室１.２ 
２０名 

31.3.5 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 

１９名 

 
 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 

30.12.6 歳末たすけあい援護金

配分審査委員会 
・平成３０年度歳末たすけあい配分事業について 
・平成３０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 
研修室１ 

9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 ４，７５８，８００円 

30.5.16～ 7.31 

内訳 

普通会員 ７，３１８戸 ３，５９２，８００円  

特別会員 ３５戸  ５９，０００円  

法人会員 １０５件  ９９６，０００円  

賛助会員 １７件  １１１，０００円  

  ・法人会費募集の実施   平成３０年７月１０日 社協役員５名、職員９名参加  ７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） 
30.4.25 民生委員児童委員協議会連合会総会       

30.5.23 千代田地区民生委員児童委員協議会定例会 

30.6.20～22 かすみがうら市民生委員児童委員協議会連合会視察研修 

30.7.24 霞ヶ浦地区民生委員児童委員協議会定例会    
30.10.19 かすみがうら市民生委員児童委員協議会連合会定例会 
31.1.28 かすみがうら市民生委員児童委員協議会連合会定例会 
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（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２３日（水） 
   ・社協会員加入促進及び日赤社資、共同募金運動について 
 
 
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 
30.10.17 第６８回 

茨城県社会福祉大会 
・記念講演 
「風の旋律  
～音がひびきますか～」 
講師：宮本まどか 氏 

・式典 顕彰 
（本市受賞者：県知事顕彰者３団体、 

 県社協会長顕彰者１団体、１５名） 

常陸太田市 
市民交流センター 
「パルティホール」 

１６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55.56.57.58号） 
〇かすみがうら社協だより臨時号 

13,000部作成 × 4回   計 52,000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 
30.10.20 かすみがうら市敬老式典 千代田地区 千代田公民館 講堂 ２名 
30.10.27 かすみがうら市敬老式典 霞ヶ浦地区 体育センター ２名 
30.11.17 かすみがうら市戦没者追悼式 千代田公民館 講堂 １名 
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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 

30.4.7 茨城県ケアマネジャー研修会 常陸太田市生涯学習センター 2名 

30.4.11 にいはりケアマネジャー連絡会役員会 千代田保健センター 1名 

30.4.13 共同募金委員会等事務局長連絡会 茨城県総合福祉会館 1名 

30.4.13 共同募金委員会担当職員連絡会議 茨城県総合福祉会館 1名 

30.4.17 ワークショップ研修会 神立コミュニティセンター 2名 

30.5.8 市町村社協常務理事・事務局長会議 茨城県総合福祉会館 1名 

30.5.24 市町村社協業務担当者会議 茨城県総合福祉会館 2名 

30.5.31 ひきこもり問題の理解促進と支援力向上のための研修会 港区勤労福祉会館 2名 

30.6.5～7 家計相談支援事業従事者養成研修 全国社会福祉協議会 1名 

30.6.15 日本赤十字社茨城県支部評議員会 日本赤十字社茨城県支部 1名 

30.6.25 住宅確保要配慮者居宅支援法人説明会 つくば市市民研修センター 1名 

30.6.25 土浦地域生活保護受給者等就労自立促進事業協議会 土浦わかものハローワーク 1名 

30.6.25 茨城県ケアマネジャー協会 土浦・かすみがうら地区会役員会 ケアプランセンター華林 1名 

30.6.29 つながるネットいばらき 茨城県総合福祉会館 1名 

30.7.4 主任介護支援専門員研修① 茨城県総合福祉会館 1名 

30.7.7 茨城県ケアマネジャー協会 土浦・かすみがうら地区会研修会 新治地区公民館 3名 

30.7.10 主任介護支援専門員研修② 茨城県トラック総合会館 1名 

30.7.12 精神保健ボランティア講座 小美玉市四季健康館 1名 

30.7.13 主任介護支援専門員研修③ 茨城県トラック総合会館 1名 

30.7.19 主任介護支援専門員研修④ つくば国際会議場 1名 

30.7.21 県南ケアマネジャー懇談会 第８１回研修会 霞ヶ浦医療センター講堂 1名 

30.7.24 主任介護支援専門員研修⑤ 茨城県総合福祉会館 1名 

30.7.25 主任介護支援専門員研修⑥ つくば国際会議場 1名 

30.7.26 主任介護支援専門員研修⑦ つくば国際会議場 1名 
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30.7.26 生活支援体制整備関係者県南情報交換会 土浦市役所 1名 

30.7.31 共同募金委員会事務局長連絡会議 茨城県総合福祉会館 1名 

30.8.2 主任介護支援専門員研修⑧ 茨城県トラック総合会館 1名 

30.8.3 主任介護支援専門員研修⑨ 茨城県トラック総合会館 1名 

30.8.4 第36回同和教育研修会 常総市地域交流センター 2名 

30.8.6 生活困窮者自立支援法改正に係る市町村担当者連絡会議 茨城県中央児童相談所 2名 

30.8.10 主任介護支援専門員研修⑩ 茨城県トラック総合会館 1名 

30.8.17 主任介護支援専門員研⑪ 茨城県トラック総合会館 1名 

30.8.18 主任介護支援専門員研修⑫ 茨城県トラック総合会館 1名 

30.8.29 市町村共同募金委員会等担当職員研究協議会 茨城県総合福祉会館 1名 

30.9.3 生活困窮者自立支援事業従事者研修会 茨城県総合福祉会館 2名 

30.9.10 ツナガルねっといばらき 茨城県総合福祉会館 1名 

30.9.11 安全運転管理者講習会 土浦市民会館 1名 

30.9.11 ひきこもり支援研修会 茨城県立健康プラザ 1名 

30.9.27 就労準備・家計改善支援事業に係る勉強会 茨城県総合福祉会館 1名 

30.9.27-28 第21回全市町村行政・教育委員会及び社協担当者対象の同和問題研修会 大洗ホテル 1名 

30.9.29 霞ヶ浦南岸地区研修会 稲敷市江戸崎公民館 1名 

30.10.1 日常生活自立支援事業専門員会議・研修 茨城県総合福祉会館 1名 

30.10.10 にいはりケアマネジャー連絡会研修会 東京ビッグサイト 1名 

30.10.14 北関東ブロック研修大会 inいばらき 茨城県総合福祉会館 1名 

30.10.17 第68回茨城県社会福祉大会 常陸太田市 パルティホール 1名 

30.10.22 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 2名 

30.10.26 県南ケアマネ懇話会研修会 霞ヶ浦医療センター講堂 1名 

30.11.12 就労準備支援事業視察 宇都宮市役所 3名 

30.11.18 在宅医療介護連携の推進と包括的継続的ケアマネジメント支援業務について 小美玉市四季文化館みのーれ 1名 

30.11.20 生活支援体制整備事業 ブラッシュアップ研修 JA常総ひかり 八千代支店ホール 2名 
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30.11.21 家計相談支援研修会 茨城県市町村会館 2名 

30.11.22 茨城社協職員連絡協議会県南支部研修会 土浦市総合福祉会館 3名 

30.11.30 茨城県ケアマネジャー協会 土浦・かすみがうら地区会研修会 霞ヶ浦医療センター講堂 2名 

30.12.1 第14回管理職対象同和問題研修会 常総市地域交流センター 1名 

30.12.5 美浦村ファミリーサポートセンター視察 美浦村地域交流館みほふれ愛プラザ 2名 

30.12.7 日常生活自立支援事業契約締結審査会 茨城県総合福祉会館 2名 

30.12.11 市町村社協専門講座（経理担当編） 日本赤十字社茨城県支部 2名 

30.12.13 日常生活自立支援事業現任生活支援員研修 茨城県総合福祉会館 2名 

30.12.13 消費者教育啓発講座 ワークヒル土浦 2名 

30.12.17 災害時の支援活動研修会 市町村会館 2名 

30.12.20 ツナガルねっといばらき 那珂市「ナザレ園」 1名 

30.12.20 かすみがうらマラソンに係る企業ボランティア会議 土浦市総合福祉会館 1名 

30.12.21 日常生活自立支援事業退院（移管）カンファレンス 坂東市 ホスピタル坂東 1名 

31.1.24 共同募金運動報告会 茨城県総合福祉会館 1名 

30.1.26 県南ケアマネジャー懇談会 研修会 霞ヶ浦医療センター講堂 2名 

31.1.29 認定調査員現任研修 石岡市民会館ホール 2名 

31.1.29 職連協のこれからを考える委員会 茨城県総合福祉会館 1名 

31.1.31 ひきこもり居場所つくり普及推進事業① 茨城県立健康プラザ 1名 

31.1.31 生活支援体制整備（移動支援）研修会 茨城県庁講堂 1名 

31.1.31 ギャンブル依存症家族セミナー 茨城県精神保健福祉センター 2名 

31.2.1 ひきこもり支援講演会 茨城県市町村会館 1名 

31.2.1-2 第21回全市町村行政・教育委員会及び社協担当者対象の同和問題研修会（後期） 大洗ホテル 1名 

31.2.7 ひきこもり居場所つくり普及推進事業② 茨城県立健康プラザ 1名 

30.2.20 茨城県ケアマネジャー協会 土浦・かすみがうら地区会研修会 霞ヶ浦医療センター講堂 3名 

30.2.25 茨城県ケアマネジャー協会 土浦・かすみがうら地区会研修会 神立コミュニティセンター 1名 

31.2.26 市町村社協事務局長会連絡会議 茨城県立図書館 1名 
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31.2.26 第1回多職種連携研修会 かすみがうら市役所防災センター 1名 

31.2.26 生活福祉資金及び自立相談支援事業担当職員連携会議 霞浦の湯 3名 

31.2.27 茨城県土浦保健所難病対策地域協議会 土浦保健所 1名 

31.2.28 共同募金委員会事務局長連絡会議 茨城県総合福祉会館 1名 

31.2.28 就労準備支援事業自治体担当者向けセミナー 港区 オランダヒルズ森タワー 1名 

31.3.1 生活支援体制整備支援事業 生活支援コーディネーター養成研修 茨城県総合福祉会館 1名 

31.3.6 日本赤十字社茨城県支部市町村地区・分区 部・課長会議 日本赤十字社茨城県支部 1名 

31.3.12 職連協のこれからを考える委員会 正副長会議 茨城県総合福祉会館 1名 

31.3.15 原子力災害時等における要配慮者の避難体制の構築に向けた説明会 土浦合同庁舎 2名 

31.3.15 職連協のこれからを考える委員会 茨城県総合福祉会館 1名 

31.3.19 にいはりケアマネジャー連絡会研修会 かすみがうら市防災センター 1名 

31.3.25 茨城県ケアマネジャー協会 土浦・かすみがうら地区会研修会 神立コミュニティセンター 1名 

31.3.26 在宅医療介護連携推進事業第1回多職種連携研修会 かすみがうら市防災センター 1名 

 
 
５ 地域福祉活動 
（１）地区社協体制の充実強化 
ア 千代田地区 
地 区 名 事 業 概 要 
志筑地区 ・総会、役員会の開催。 

・配食サービスの実施（対象者：独居・準独居２９名。年１０回） 
・地区社協交流会「ふれあいの里」 ８０歳以上 ４０名参加 【11月 29日（木）】 

新治地区 ・総会、役員会の開催。 
・新治、七会、上佐谷地区社協役員合同研修。 
  行先「国立歴史民俗博物館・水郷佐原山車会館」役員４名出席。 
・配食サービスの実施（対象者：独居・準独居７名。年１０回） 
・日帰り交流会「つくば湯～ワールド」 ７５歳以上 ４０名参加 【11月 27日（火）】 
・小学校卒業祝い品（対象者１６名） 

七会地区 ・総会、役員会の開催。 
・新治、七会、上佐谷地区社協役員合同研修。 
行先「国立歴史民俗博物館・水郷佐原山車会館」役員５名出席。 

・日帰り交流会「国民宿舎つくばね」 ７５歳以上 ３９名参加 【12月 11日（火）】 
・傘寿祝い品（対象者１４名） 
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上佐谷地区 ・総会、役員会の開催。 
・新治、七会、上佐谷地区社協役員合同研修 
  行先「国立歴史民俗博物館・水郷佐原山車会館」役員７名出席。 
・配食サービスの実施（年間１０回。対象者：８０歳以上の希望者３９名） 
・日帰り交流会「袋田の滝」 ７０歳以上 ２４名参加  【11月 30日（金）】 

下稲吉地区 ・総会、役員会の開催 
・日帰り交流会「馬頭温泉」 ６５歳以上 ６４名参加 【12月 5日（水）】 
・役員研修「成田税関支署」 １０名 【3月 20日（水）】 

下稲吉東地区 ・総会、役員会の開催 
・役員研修（東京都方面。交流会の行先検討。役員１１名出席）【7月 27日（金）】 
・日帰り交流会「国民宿舎鵜の岬」 ６５歳以上 ９５名参加 【11月 28日（水）】 

 
 
イ 霞ヶ浦地区 
地 区 名 内  容 
下大津地区 ・総会、役員会の開催。 

・役員研修 
 行先「栃木県防災館、大谷資料館」役員８名出席 【9月 13日（木）】 
・地区交流会「旧下大津地区公民館」  
バーベキュー 地区住民４６名参加 【10月 14日（日）】 

・高齢者訪問活動 ７０歳以上（２１３名） 
牛渡地区 ・総会、役員会の開催。 

・地区交流会「旧牛渡地区公民館」  
会食及び余興（かすみがうらハーモニカクラブによるハーモニカ演奏） 
概ね７０歳以上 ４０名参加 【11月 25日（日）】 

 
 

実施時期 事   項 場  所 参加者 

31.1.17 日帰り交流会（７０歳以上の方） 千葉県「成田山新勝寺」及び「龍宮城ホテル三日月」 ９９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。 
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（２）地域ケアシステム推進事業の充実（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 ５ 

２ 一人暮らし高齢者 １４ ６ 

３ その他要援護高齢者 ８ ３ 

４ 身体障害者 ６ １ 

５ 知的障害者 ６ １ 

６ 精神障害者 １０ ３４ 

７ ひきこもり ８ ０ 

８ 子育て（虐待含む） １ ５ 

９ ＤＶ被害者 １ ０ 

１０ その他 ５ ５ 

合  計 ６５ ６０ 
  
  ②地域ケアシステム啓発事業及び研修会 
   ・１２月１０日  

講義「筆跡から相手を知り・自分を知る」研修会 
 
  ③地域ケアケース検討会 
   ・困難事例検討会（平成３０年７月２日・平成３１年３月５日） 
     各  千代田地区 １件  霞ヶ浦地区 １件 
 
  ④保健・医療・福祉担当者連絡会の開催 
  4/18 5/16 6/20 7/18 8/16 9/19 10/17 11/21 12/20 1/16 2/20 3/20 

出席者 16 18 17 17 17 14 14 10 14 11 16 14 

ケース数 8 8 8 9 6 8 7 9 7 7 7 8 

毎月第３水曜日に開催（合計：出席者 178名、92ケース） 
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（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。 
 
①支援実績 
新規相談件数 ８０件 
支援決定件数（再プラン含む） ４９件 

法に基づくサービス等利用 

住居確保給付金 ９件 
家計改善支援事業 ３０件 

自立相談支援による就労支援 ３８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 

１２件 

就労件数（一般就労、障害者枠など） １４件 
電話相談・連絡 ４２９件（延べ） 
訪問・同行支援 ２９５件（延べ） 
面談    ２０２件（延べ） 
他機関との電話照会・協議    １６８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） 6/29  12/20 
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） 
 

（４）生活困窮者家計改善支援事業（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。 
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  ①支援実績 
新規相談受付件数 ２６件 

相談内容（合計７８３件） 

家計管理相談 ６２４件（延べ） 

出納管理相談  ０件（延べ） 

債務相談 ５８件（延べ） 
その他（家計に関係

ないもの） 
１０１件（延べ） 

家計再生プラン作成件数（再プラン含む） ３０件 
自立件数（終結、経過観察等）  １０件 
債務整理件数 １９７件（延べ） 
債務整理金額 4,686,137円 

 
  ②市町村担当者連絡会議における事例発表 
   ８月６日 茨城県主催による生活困窮者自立支援制度改正に係る市町村担当者連絡会議（会場：

県中央児童相談所）があり、本会が受託している家計改善支援事業の取り組みを紹介した。 
 
  ③家計改善支援事業視察の受入れ 

   ９月２８日 笠間市役所（１名）・笠間市社会福祉協議会（２名） 
 
  ④厚生労働省のホームページに掲載 
   家計改善支援事業の先進事例として、厚生労働省の事例集に掲載。 
 
（５）日常生活自立支援事業の相談受付、支援実施（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。   
利用者（契約者） 10名 （継続 7名、新規 3名、終了 1名） 
訪問支援 
利用相談・事業問合せ・調整等 

延べ 334件 専門員・生活支援員 

 
（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４９名・家族４５名・支援者４１名の参加 
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  【ひきこもり事例検討会】 
   ・年３回実施（7/7 11/10 2/2） 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：延べ３７団体 保健所・茨城県発達障害者支援センター、土浦市、近隣社協、 
          若者サポートステーション、NHK水戸放送局、ひきこもり支援の NPO等 
 
【いばらき合同相談会】 

   ・１１月１７日 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。  ６団体参加  相談件数１４件 
 
  【精神保健ボランティア講座講師派遣】 
   ・７月１２日 小美玉市社会福祉協議会主催による精神保健ボランティア養成研修（会場：小美

玉市四季健康館）があり、本会で実施している「フリースペース フラット」を紹介し、ひき

こもり当事者とボランティアの関わりについて講義を行った。 
 
 
 
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 場  所 派遣人数 

30.6.22 インスタントシニア体験の指導 ４年生 霞ヶ浦北小学校 ２名 

30.7.3 インスタントシニア体験の指導 ４年生 霞ヶ浦北小学校 ２名 

30.9.4 インスタントシニア体験の指導 ５年生 七会小学校 ２名 

30.10.4 
インスタントシニア・アイマスク・ 
車イス体験の指導 

５年生 霞ヶ浦南小学校 ５名 

 
（２）日帰り福祉体験事業の開催 

実施時期 事    項 場  所 参 加 者 

30. 8. 1 
 

30. 8.10 

①視覚障がい者の理解 
 ・盲導犬のデモンストレーションとアイマスク体験 
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５，６年生   
第１回 ２０名 
第２回 ２０名 
合計 ４０名 
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（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。 
＊任  命：霞ヶ浦北小学校 ４学年児童 ４５名 

  ＊事業内容：総合的学習の時間に実施 全８回 
    ①開講式（６月１４日） 
     ・子どもヘルパーの任命書を交付 
     ・講話「高齢者との接し方について」  

講師：社会福祉法人 聖朋会 デイサービスセンターあゆみ 中澤 朋子 氏 
     ・シルバーリハビリ体操 

指導：かすみがうら市シルバーリハビリ体操指導士の会 
    ②第１クール体験（３種類の体験をローテーションで実施）（実施日：6/22,7/3,7/12） 

     ・インスタントシニア（高齢者疑似体験） 
         専用の器具を装着して、年を重ねると体の動きや感覚はどうなるかを体験した。 
     ・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。 
     ・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。グループごとに何を 
        行うか事前に計画を立てて実施。 
    ③第２クール（３種類の体験をローテーションで実施）（実施日：10/10,10/26,11/7） 

     ・施設訪問（市内施設を訪問し、利用者と交流） 

          協力施設：霞ヶ浦の里・デイサービスセンターあゆみ 

     ・グラウンドゴルフ交流会（お年寄りに人気のスポーツを通じて体験及び交流会） 

          協力団体：かすみがうらグラウンドゴルフクラブ 

     ・絵手紙（お世話になった方に絵手紙を出した） 

          協力者：椎名和子 氏 

    ④閉講式（１２月１２日） 
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（５）ファミリーサポートセンター事業（市受託事業） 
  児童等の子育て中の労働者や主婦等を会員として、地域において育児の援助を受けたい方と援助を 
 行いたい方との相互援助活動に関する連絡及び調整を行うことにより、仕事と子育てを両立できる環 
 境を整備し、地域における育児の相互援助を推進した。 
 
 １．登録者数 （１）援助会員 １０名 
        （２）依頼会員 ４８名 
 
 ２．活動内容 （１）新規援助会員講習会（計３回） 受講者３名 
         ア 第１回 ８月２１日（火）開校式及び講習 
           ①開講式：ファミリーサポートセンターについて 
           ②子どもの遊び・世話 
            講師：加藤由美子 氏（やまゆり保育所主任保育士） 
         イ 第２回 ８月２９日（水）講習及び実技 
           ①普通救命講習Ⅲ（実技含む） 
            講師：かすみがうら市東消防署員 
           ②発達年齢に応じた子どもへのかかわり方 
            講師：國府田友美 氏（筑波保育医療専門学校） 
         ウ 第３回 １０月４日（水）講習、実技及び閉校式 
           ①幼児安全法Ａコース 
            講師：川上昭 氏（日本赤十字社茨城県支部 指導員） 
           ②小児看護の基礎知識 
            講師：渡邉有美 氏（健康増進課係長） 
           ③閉講式 
 
        （２）事前打合せ（計８回） 
           新規利用前に援助会員、依頼会員、預かり対象の児童等、アドバイザーで 
           打合せを行う。 
 
        （３）援助活動（計２２回） 
 
        （４）会員交流会 
         ア 期 日  １２月７日（金） 
         イ 場 所  あじさい館講座室 
         ウ 参加者  援助会員４名、依頼会員３名及び子ども４名 
         エ 内 容  ①マラカス制作 
                ②脳育ダンス 
                 講師：竹内美喜子 氏（やまゆり館保育士） 
                ③プレゼント配付 
                ④写真撮影 
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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 13食 15名 

５ ３回 13食 44名 

６ ３回 13食 33名 

７ ２回 9食 14名 

８ ３回 13食 22名 

９ ２回 8食 11名 

１０ ３回 13食 18名 

１１ ３回 12食 17名 

１２ ３回 13食 13名 

１ １回 4食 22名 

２ １回 5食 6名 

３ ３回 16食 13名 

合 計 ３０回 132食 228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 

30.4.13 第１回女性委員会 あじさい館 ８名 

30.4.24 連合会監査 あじさい館 ２名 

〃 第１回役員会 あじさい館 １８名 

30.4.25 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 

30.4.26 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 

30.5.16 平成３０年度総会 あじさい館 ７１名 

30.7.6 第２回役員会 あじさい館 １９名 

30.7.19～20 役員研修 群馬県沼田市 １１名 

30.7.26 第１回県南ブロック会長会議 利根町役場 １名 
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30.7.31 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 

30.9.7 第２回女性委員会 あじさい館 １５名 

30.9.28 第５７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 

30.10.16 芸能発表会【出演者：４６組】 千代田公民館講堂 ２８１名 

30.11.3 第１４回かすみがうら祭参加（バザー） 第１常陸野公園   ８名 

30.11.14～15 １泊交流会 山梨県石和温泉 １０４名 

30.11.30 茨城県老人クラブリーダー地方研修会（県南・県西ブロック） 筑西市総合福祉センター  ４名 

30.12.14 第３回役員会 あじさい館 １７名 

31.1.31 第２回県南ブロック会長会議（県老連） つくば市大穂庁舎   １名 

31.3.13～14 女性委員会１泊研修 千葉県南房総市方面 １０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 
30.6.21 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 ８８名 

30.10.11 第２３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  ２０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 
30.7.11 第１回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 １４名 
30.7.18 第１回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 １１名 
30.9.19 第２回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 １１名 
30.11.28 第３回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 ７名 
30.12.5 第２回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 ８名 
31.1.26 第３回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 ９名 
31.1.30 第４回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 ７名 
31.3.5 第４回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 ９名 

31.3.8 
ニュースポーツ体験教室フォロー 
 種目：ニチレク・オーバルボール・ディスコン 

千代田公民館 
講堂 

７２名 
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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 

実施時期 事 業 概 要 場  所 参加者 

30.4.19 
会計監査 

あじさい館 
２名 

第1回役員会 ９名 

30.5.10 
総会 

あじさい館 
１３名 

第2回役員会 １０名 

30.5.20 ひよこ部 遊びの会 大塚児童館 １７名 

30.5.27 【県】ゆうあいスポーツ大会 笠松運動公園 １２名 

30.6.10 【県】本人部会第1回交流会 茨城県総合福祉会館 １名 

30.6.13 第1回おしゃべりサロン あじさい館 ６名 

30.7.8 ひよこ部 ピザ・おにぎり作り体験 朝日里山学校 ２９名 

30.7.18 第2回おしゃべりサロン あじさい館 ５名 

30.8.27-28 一泊研修 施設見学：こころみ学園、 
     ココファーム・ワイナリー 

栃木県足利市 
３９名 

30.9.11 第3回おしゃべりサロン あじさい館 ８名 

30.9.26 【県】育成会研修会 常陽芸文センター ３名 

30.9.28 第3回役員会 あじさい館 ７名 

30.10.16 第4回おしゃべりサロン あじさい館 ７名 

30.10.24 【県】第56回手をつなぐ育成会大会 茨城県総合福祉会館 １２名 

30.11.3 かすみがうら祭参加（バザー） 第一ひたち野公園 １５名 

30.11.12 奉仕作業・親子レクリエ―ション① あじさい館 ３８名 

30.11.15 【県】育成会第2回講習会 茨城県総合福祉会館 １名 

30.11.25 【県】本人部会第2回交流会 茨城県総合福祉会館 １名 

30.12.4 日帰り研修 
守谷障がい者支援センター 
ダン・デ・らいおん 

１７名 



- 23 - 

30.12.16 【社協】在宅障がい児者おたのしみ会 ホテルマロウド筑波 ４８名 

30.12.22 ひよこ部 クリスマス会 大塚児童館 ３６名 

31.1.23 
第4回役員会 あじさい館 ９名 

会員懇親会 あじさい館 １４名 

31.2.13 内部研修及び第５回おしゃべりサロン 
内容：ハーバリウム制作 

あじさい館 
１３名 

31.3.10 
親子レクリエ―ション② 
・いちご狩り及びワープステーション江戸

見学 

下妻市  
農業法人大地 観光いちご園 
つくばみらい市  
ワープステーション江戸 

５３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 ７名 １１１名 

5 ２１日 ７名 １１２名 

6 ２１日 ７名 １０１名 

7 ２１日 ７名 １０８名 

8 １６日 ７名  ８６名 

9 １８日 ７名  ９７名 

10 ２２日 ７名 １２１名 

11 ２１日 ７名 １１３名 

12 １８日 ７名  １００名 

1 １８日 ７名  ９８名 

2 １９日 ７名 １０３名 

3 ２０日 ７名 １０７名 

計 ２３５日 ８４名 １，２５７名 

 
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、クレヨンケースゴムかけ作業等 

 

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、簡単なメニューを補助で作る。 
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      （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２８日（月），９月２８日（金），３月１日（金）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 （３６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（１４２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（１１３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（２９個） 

      （５）ゴーヤ、おくら、青パパイヤ・・・木曜日実施。あじさい館受付で販売。 

                         ゴーヤ、おくら苗  （１００円１５８袋） 

                         ゴーヤ、おくら収穫物（１００円１１３袋） 

                         青パパイヤ（３００円１７袋） 
 
 ⑤ その他  

実施時期 事 業 概 要 場  所 参加者 

30.4.5 花見・レクリエーション 森林公園 ６名 

30.4.25 ハーバリウム講習会 あじさい館福祉作業所 ７名 

30.6.1 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」 ５名 

30.6.11～15 介護体験受入 あじさい館作業所 １名 

30.6.26 
保護者会 
平成２９年度事業・決算報告並びに 
 平成３０年度事業計画について 

あじさい館多目的室 ５名（保護者） 

30.7.4 七夕飾り付け あじさい館福祉 ７名 

30.8.27～28 
かすみがうら市手をつなぐ育成会 
一泊研修へ参加 

こころみ学園・ココファーム

ワイナリー 
３名 
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30.10.30 移動研修 
指定障害者支援施設 
「虹の里」 

１３名（利用者７名・

保護者６名） 

30.12.21 移動お楽しみ会（ボウリング・会食） 土浦大学ボウル等 ５名 

31.1.16 
初釜 
移動新年会 

あじさい館講座室１・２ 
土浦市 天龍 

１２名（利用者７名・ 
保護者５名） 

31.2.1 節分（お面作り、恵方巻き） あじさい館作業所 ３名 

31.3.6 課外レクリエーション カゴメ（株）茨城工場 ７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 

30.12.16 

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 
・チアリーディングパフォーマンス披露 
 （茨城大学チアリーディングcherry’s）  
・会食 

土浦市「ホテルマロウド筑波」 50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 
30.5.15 母子寡婦福祉会総会 栃木県 １８名 
30.9.30 関東地区母子寡婦福祉研修大会 ホテルレイクビュー水戸  ３名 
30.10.11 母子寡婦福祉会役員会 あじさい館  ７名 
30.11.3 かすみがうら祭への参加 第一常陸野公園  ７名 
31.1.23 母子寡婦福祉会研修 千葉県房総方面 １６名 
31.3.19 母子寡婦福祉会役員会 あじさい館  ９名 
31.3.19 母子寡婦福祉会ものづくり研修 あじさい館 １３名 

 
（２）新入学児童お祝い品 １８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 文房具セット 
      市母子寡婦福祉会 ハンカチ 
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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 0件（県社協）  
 
（２）小口貸付資金貸付  

相談件数 26件   貸付件数 5件 220,000円 
 
（３）歳末たすけあい援護金の配分（１世帯あたり 15,000円の配分  合計 1,365,000円） 
【区分別配分件数】 申請１０５件 非該当１４件 

区  分 霞ヶ浦地区 千代田地区 合 計 
満 65歳以上のひとり暮し高齢者及び高齢者世帯 ３５件 ２８件 ６３件 
満 65歳以上の寝たきり、認知症高齢者のいる世帯 １件 １件 ２件 
準要保護の認定を受けている世帯 ２件 ６件 ８件 
障がいのある方がいる世帯 ９件 ３件 １２件 
難病患者の方がいる世帯 ０ ２件 ２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及び両親のいない世帯 １件 ３件 ４件 

合  計 ４８件 ４３件 ９１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）歳末特別援護金の配分 
   生活困窮者 １２世帯  １世帯あたり 10,000円の配分  合計 120,000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  ２３名× ５，０００円 =  １１５，０００円 
   中学校卒業支度金  ２９名×２０，０００円 =  ５８０，０００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 
負傷 1件 5,000円 
死亡（世帯主） 1件 20,000円 
建物一部焼失 2件 20,000円 
建物半焼 2件 40,000円 
建物全焼 4件 120,000円 

合計 10件 205,000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 
30.4.27 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 ９２名 
30.6.11 第1回ボランティア広報委員会 やまゆり館 ５名 
30.7.13 ボランティア連絡協議会第１回役員会 やまゆり館 １３名 
30.9.26 ボランティア連絡協議会研修会 イトウ製菓工場 ８６名 

30.10.9 ボランティア連絡協議会第２回役員会 やまゆり館 １４名 

30.11.3 かすみがうら祭 第１常陸野公園 ― 
30.12.3 第２回ボランティア広報委員会 やまゆり館 ６名 
31.1.24 ボランティア連絡協議会第３回役員会 あじさい館 １５名 
31.3.20 ボランティア連絡協議会第４回役員会 やまゆり館 １６名 

＊広報紙『四季の里』の発行 １３，２００部×１回 ２月発行    
 
（２）ボランティア団体へ活動費の助成（２０サークル） 
 
（３）ボランティア講座の開催 
   ①朗読講座１０回 延べ７１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 ３件 
ボランティア依頼相談 ５件 

合  計 ８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（４名） 
   期 日 平成３０年１１月１８日（日） 
   場 所 第１常陸野公園 
   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 

(災害トイレットペーパー、非常食)の配布 
 
 
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１４件 
    相談内容：（家族問題、業者トラブル、離婚相談等） 
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 （２）なんでもかんでも相談 
    相 談 員：１２名 相談日 年間１２回（第３土曜日） 
    相談件数：年間１０６件 
    相談内容：（ひきこもり、相続、借金、心の病、生活困窮、障害年金等） 
 
 
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） 

４ １０１ １１ ７ １ 練馬区 

５ ９８ １４ ５ ８ 
江東区、文京区、荒川区(２)、江戸川区(２)、
川崎市、取手市 

６ ９７ １６ ３ ５ 足立区、新宿区、中野区、いわき市(２) 
７ ９９ １５ ０ ２ 世田谷区、北区 

８ ９９ １５ ４ １０ 
荒川区、江東区(２)、江戸川区、新宿区(３)、 
千葉県美浜区、三鷹市、古河市 

９ １０１ １５ ０ ６ 江東区(４)、新宿区、笠間市 

10 １０１ １５ ０ ７ 
江戸川区(2)、江東区、新宿区、木曽広域、
柏市、龍ヶ崎市 

11 １０１ １３ ０ ５ 大田区、荒川区(２)、東久留米市、甲州市 
12 １００ １２ ４ ３ 北区、江東区、川崎市 
１ ９８ １１ ５ ６ 江東区(２)、江戸川区、北区、足立区、筑西市 

２ １０１ １２ ９ ３ 文京区、日立市、流山市 
３ ９５ １３ ２ ２ 新宿区、江東区 

合計 １，１９１ １６２ ３９ ５８  
  ・居宅介護計画 １８，０４７，１８０円    ・予防介護計画 ６６６，４２０円 
  ・要介護認定調査【市内】  １２６，３６０円 ・要介護認定調査【市外】 ２５３，４３２円 
 
（２）居宅会議の実施 
   事業所内部の会議を実施。内部で情報共有し、困難事例について話し合い、今後の方向性を 
   見つけ出す。 
 
（３）事務所閉所時間以降の電話による２４時間対応の実施。 
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（４）生活支援体制整備事業（市受託事業） 

 地域組織やボランティア・老人クラブをはじめ地域の団体・企業など多様な主体が連携を図り、協働

し、住民主体による生活支援・介護予防サービスの充実を図るため、身近な地域での支え合いを推進し、

支え合い・支え上手・支えられ上手の地域づくりを勧め、生活支援コーディネーターが協議体のネット

ワークを活かしながら、地域の互助を高め、住民サービスが活性化されるよう、地域全体での高齢者の

生活を支える体制づくりを行った。 
みんなの力を集結する取組である住民の支え合い会議（協議体）を中学校単位で作り、３つの協議体

が月１回の話し合いを行った。 
 

協議体の開催 協議体メンバーの参加人数 

  下稲吉中地区協議体 千代田中地区協議体 霞ヶ浦中地区協議体 

４月 4/14 住民８名 4/21 住民４名 4/21 住民７名 

５月 5/26 住民８名 5/19 住民７名 5/19 住民６名 

６月 6/19 住民８名 6/26 住民７名 6/26 住民７名 

７月 ７月３日 合同勉強会  住民２２名 

８月 8/7 住民６名 8/20 住民７名 8/22 住民７名 

９月 9/18 住民１１名 9/18 住民５名 9/26 住民６名 

１０月 10/30 住民４名 10/29 住民４名 10/24 住民６名 

１１月 11/27 住民５名 11/26 住民３名 11/28 住民７名 

１２月 12/18 住民６名 12/25 住民５名 12/20 住民６名 

１月 1/22 住民３名 1/29 住民５名 1/23 住民６名 

２月 ２月２２日 合同勉強会  住民１８名 

３月 3/19 住民６名 3/25 住民６名 3/20 住民５名 

 

 

 
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１０４件（霞ヶ浦地区７１件・千代田地区３３件） 
  
（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４２台 ＊ベッド 延べ４台 
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（３）善意銀行の運営 
   ＊寄付 
    ・預託金  ３１件 ８１０，３９８円 （２件指定寄付・団体へ）  
    ・預託品  １７件 古切手、車椅子、児童図書等 
   ＊配分 
    ・預託品の配分  市図書館へ児童図書を配分 
 
（４）日本赤十字社茨城県支部かすみがうら市地区 

①活動資金増強運動の実施 
    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 
    ・活動資金募集 募集強化期間  平成３０年６月１日(金) ～ ７月３１日(火) 
            募集方法    区長常会長等へ依頼 
    ・法人社資募集 募集強化期間  平成３０年９月１１日（火） 
            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 

 ・活動資金総額 4,089,849円  内訳 一般社資【戸別】 7,129件 3,581,900円 
                           【大口】   14件  132,949円 

                法人社資       35件   375,000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） 
    ・赤十字救急法講習 （あじさい館で開催・市女性団体代表者連絡協議会主催） 
 

④義援金・救援金の募集、受付 
    義援金募集 8件、救援金募集 5件 
    義援金受付 東日本大震災義援金            1件   10,000円 
          平成 28年熊本地震災害義援金       1件   12,064円 
          平成 29年 7月 5日からの大雨災害義援金  1件   4,279円 
          平成 30年大阪府北部地震災害義援金    2件   6,647円 
          平成 30年 7月豪雨災害義援金       4件  333,524円 
          平成 30年北海道胆振東部地震災害義援金  4件   42,002円 
    救援金受付 中東人道危機救援金            1件   3,860円 
 
   ⑤NHK海外たすけあい 
    実施期間  平成 30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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⑦かすみがうら市赤十字奉仕団（団員 183名） 

実施時期 事 業 概 要 （内 容） 会 場 出席者 

30.7.5 ＊日赤茨城県支部主催 赤十字奉仕団基礎研修会県南 Aブロック 
（受付や参加者へ非常食炊き出し体験の指導を行った） 

あじさい館 94名 
 

30.11.18 
 

＊市総合防災訓練 
（千代田中学校生徒(１年生)へ非常食炊き出し体験の指導を行った） 

第１常陸野公園 25名 
奉仕団員 

 
 

（５）社会福祉法人茨城県共同募金会 
① かすみがうら市共同募金委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

30.5.11 監 査 ・平成２９年度事業報告について 
・平成２９年度会計監査について 

あじさい館 
応接室 

２名 
 

30.8.22 
 

第１回 
共同募金委員会 

・平成２９年度事業報告及び資金収支決算について 
・平成３０年度事業計画（案）及び資金収支予算（案）に 
 ついて 

やまゆり館 
会議室 

８名 
 

 
② 共同募金、歳末たすけあい募金の増強 
【一般募金総額】 
       ４，９３２，１０１円 

【実施期間】 
平成３０年１０月１日（月）～１２月３１日(月) 

募 金 方 法 件  数 金  額 
 
 
 
内 訳 

戸別募金 ７，００６件 ３，７８７，３５０円 
法人募金 ８８社 ７８５，０００円 
職域募金 ６件 ４２，９６７円 
学校募金 ２１件 ２１９，０４５円 
街頭募金 ２件 ７，７０１円 
イベント募金 ２件 １４，５６９円 
その他（募金箱等） １６件 ７５，４６９円 

 
・街頭募金の実施     ①平成３０年１０月２日（火） セイミヤ店頭 
              霞ヶ浦中学校生徒１０名、教諭３名の協力による募金活動 
             ②平成３０年１０月５日（金） ヒーロー店頭 
              下稲吉中学校生徒１０名、教諭２名の協力による募金活動 
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・イベント募金の実施   ①平成３０年１０月７日（日） ふれあい生涯学習フェスティバル会場  
              職員３名による募金活動 
             ②平成３０年１１月３日（土） 第１４回かすみがうら祭会場  
              ガールスカウトの協力による募金活動 
 
・法人募金募集訪問の実施 平成３０年１１月１９日（月）委員６名、職員６名参加（６班編成） 
 
【歳末たすけあい募金総額】 
       ３，６５２，８５０円 

【実施期間】 
 平成３０年１０月１日（月）～１２月３１日(月) 

募 金 方 法 件  数 金  額 

内 訳 
戸別募金 ６，６４０件 ３，６３２，８５０円 
その他（団体等） ３件 ２０，０００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 １，７９３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 151 148 131 118 107 184 187 199 116 169 122 161 

※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３０年７月５日（木）  １７７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３０年１２月１４日（金） ２２２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情報公開 
  ・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 
  ・ＷＡＭ ＮＥＴ 
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１５ 状況（平成３１年３月３１日現在） 

区  分 常 勤  
嘱 託  

（兼務含む） 
非 常 勤  

（兼務含む） 
合  計 

常務理事（事務局長兼務）  （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 ３名  ３名 ６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  ３名 ５名 

介護支援専門員 ３名   ３名 

保育士  ２名 ３名（１名） ５名（１名） 

総務関係 １名   １名 

指定管理業務 １名 １名  ２名 

生活支援員   １名 １名 

合  計 １６名 ６名（1名） １０名（１名） ３２名（２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 30年度 

 
指定管理事業報告書 

 
自：平成 30年 4月  1日 

 
至：平成 31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 １０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 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 ランニングマシン①②ベルト交換 ５月 (株)ビート 

２ ホールパッケージ型消防設備修繕 １２月 ㈲東興防災茨城支店 

３ ショルダーリンクチェーン・スプロケ

ット・タイミングベルト交換 

２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30年4月1日～ 

平成31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） 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 ５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） ５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【4.83％】 ８月【1.65％】 ９月【▲4.37％】） 

    ・照明器具（蛍光灯）を間引く。 
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    ・エアコンの設定温度２８度。 

    ・扇風機との併用。 

    ・グリーンカーテンの設置。 

 

（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、１１/６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６２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り扱いました。 

また、個人情報が記載されている書類等の取り扱いは、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

施に努めました。  

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３０９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） ２７ １０ ２１ 

会議室（２） １０ ▲１２ ４ 

会議室（１）（２） １６８ ▲１２ １５１ 

相談室 １０４ ▲５ ９３ 

 

 

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 16,092 ▲706 385,300円  

会議室（１） 226   33 7,920円 10,680円 

会議室（２） 95 ▲167 5,390円 2,860円 

会議室（１）（２） 2,711 ▲412 43,470円 256,450円 

相談室 524 ▲13 4,490円 25,530円 

健康づくりコーナー 9,434 ▲205 925,300円 52,000円 

足湯 4,156 ▲503 32,600円  

その他（ホール等） 8,393 ▲2,819   

合 計 41,631 ▲4,792 1,404,470円 347,520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7,359名、子ども8,733名（市内6,472

名、市外2,261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96名参加。 

□七 夕 祭 り・・・・7/5 177名の参加。 

・夏祭り縁日（ポップコーン、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） 

・オニツカサリーさん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・・・・7/10～8/10の期間中15日実施 延べ271名の参加。 

□運 動 会・・・・10/19 47組 97名の参加。 

・主なプログラム（かけっこ、玉入れ、アリさんの大冒険、 

  つなひき、お遊戯、メイちゃんのちょっとそこまで、すずわり）    

□い も ほ り・・・・10/23 23組 55名の参加。 

・館敷地内のイモ畑にて実施。 

□クリスマス会・・・・12/14 222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。 

           ・うたあそびやパネルシアターをサロン内で行った。 

□おやつを作ろう・・・2/8 7組 16名の参加。 

           ・市更生保護女性の会、食生活改善推進委員の協力を得て、 

            簡単なおやつの調理・試食及びレシピ紹介。 

 

□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 

4/24 こどもの日の製作 

5/29 スクラップブッキング 

6/18～6/21  七夕飾り 

7/3 うちわ製作 

8/31 スクラップブッキング 

9/19 万国旗製作 

10/31 ハロウィン製作 

11/27 スクラップブッキング 

12/7 クリスマス製作 

1/29 てづくりおもちゃ 

2/1 おにの豆入れ 

2/22 スクラップブッキング 

3/1 扇形タンポびな 

3/20 アルバムブック 
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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 ４件 ・赤ちゃんの便秘について 

・保育所関係、人見知りについて 

・かんしゃく、トイレットトレーニングについて 

・手足口病について 

面接相談 ２０件 ・突然の卒乳について ・言葉の発達について（2件） 

・午睡について ・子どもの身体的発達について 

・幼稚園生活に慣れないことについて ・卒乳について 

・落ち着きがなく集団活動に参加できないことについて 

・指しゃぶりについて ・発達障害について 

・生活リズムについて（2件） ・夜の授乳について 

・下の子が生まれてからの上の子の対応について 

・左利きと指しゃぶりについて  

・夜2～3時間おきに起きてしまうことについて 

・生活リズムとお友だちとのかかわり方について 

・トイレットトレーニングについて 

・ブランケット症候群について 

・療育手帳の取得について 

予約相談 ６件 ・離乳食の進め方について 

・子どもの発達について（身長・体重） 

・下の子が生まれてからの上の子の対応について 

・生活リズムの整え方について 

・トイレットトレーニングの進め方について 

・発達段階について（言葉・自傷行為等） 

子育てサロン

内での相談 

２６１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、預かり保育、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、イヤイヤ期 

・肌トラブル 

合 計 ２９１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 

 

5/16、7/25、 

9/12、11/21 

 

4/18,6/13、 

8/22 

 

 

10/17 

 

 

12/5 

 

 

1/23、3/6 

 

 

2/5 

 

13組・26名、2組・4名、 

8組・16名、14組・31名 

 

15組・31名、5組・10名 

5組・11名 

 

 

13組・27名 

 

 

11組・23名 

 

  

6組・12名、8組・16名 

 

 

9組・23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） 

 

ベビーマッサージ＆ 

マザーリトミック 

 

ファーストサイン 

 

 

おうたとママのための 

ストレッチ 

 

親子撮影会 

（おひるねｱｰﾄ） 

 12回 109組   229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 

 

 

9/11 

 

10/16 

 

12/4 

 

9組・19名         

  

10組・23名  

 

10組・23名 

 

敬老の日プレゼント製作 

 

日赤幼児安全法講習 

 

クリスマスオーナメント

作り 

 3回 29組  65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４５回  １，７９３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６０枚） 

子育てサロンアンケート結果 

① 住まい 
・市内（78.7％） ・市外（21.3％） 

 

② サロンの利用目的 
        ・子どもの成長のため（61.7％） 

        ・ママ(パパ)友づくりのため（14.9％） 

        ・情報収集のため（4.3％） 

        ・イベント参加のため（8.5％） 

・仲間との交流 （2.1％） 

         

③ 施設全体の満足度（満足80.9％ やや満足12.8％ 普通4.3％ やや不満足2.1％） 
 

④ スタッフの接客対応 
（満足78.7％ やや満足10.6％ 普通8.5％ 不満足2.1％） 

 

⑤ 受付方法の便利さ 
（満足76.6％ やや満足6.4％ 普通12.8％ 不満足4.3％） 

 

⑥ つくってあそぼうについて 
（満足66.0％ やや満足10.6％ 普通6.4％ 参加したことがない17.0％） 

 

⑦ お誕生会について 
（満足53.2％ やや満足14.9％ 普通10.6％ 参加したことがない21.3％） 

 

⑧ 七夕まつりについて 
（満足57.4％ やや満足6.4％ 普通4.3％ 参加したことがない31.9％） 

 

⑨ 運動会について 
（満足57.4％ 普通4.3％ 参加したことがない38.3％） 

 

⑩ クリスマス会について 
（満足66.0％ やや満足4.3％ 普通4.3％ 参加したことがない25.5％） 
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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６０枚） 

健康づくりコーナーアンケート結果 

① 性別  ・男性（38.2％） ・女性（61.8％） 
 

② 年齢  ・２０歳代 （2.9％）・３０歳代   （5.9％） 
・４０歳代 （8.8％）・５０歳代  （20.6％） 

・６０歳代（38.2％）・７０歳以上（23.5％） 

 

③ 住まい  ・市 内（91.2％） ・市 外（8.8％） 
 

④ 利用の目的 
・健康、美容のため （17.6％） 

・運動不足解消のため（76.5％） 

・仲間との交流    （5.9％） 

 

⑤ 施設全体の満足度 
（満足38.2％ やや満足29.4％ 普通32.4％） 

 

⑥ スタッフの対応 
（満足64.7％ やや満足11.8％ 普通23.5％） 

 

⑦ 受付の便利さ 
（ 満 足 67.6％  や や 満 足 11.8％  普 通 20.6％ ） 

 

⑧ トレーニング機器の種類 
（満足20.6％ やや満足14.7％ 普通26.5％ やや不満足29.4％ 不満足8.8％） 

 

⑨ トレーニング機器の台数 
（満足17.6％ やや満足14.7％ 普通29.4％ やや不満足23.5％ 不満足14.7％） 

 

⑩ 足湯について 
（満足32.4％ やや満足20.6％ 普通35.3％ やや不満足2.9％ 無回答8.8％）  

 

 

 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。 

 


