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１ 理事会，評議員会等の開催状況 

 
会議名 月日 主 要 付 議（決 議）事 項 等 

役員等

出 席 

理事会 

4/22 

○会長・副会長の互選 

○常務理事の指名 

○会長職務代理者の指名 

○正副会長職務代理者の指名 

○評議員の補充 

○第３次地域福祉活動計画 

12人 

5/25 

○評議員の補充 

○日中一時支援事業所わかば園運営規程の一部改正 

○平成２６年度事業報告及び決算 

12人 

12/8 

○職員就業規則の一部改正 

○嘱託職員就業規則の一部改正 

○臨時職員就業規則の一部改正 

11人 

3/24 

○職員給与規程の一部改正 

○職員就業規則の一部改正 

○嘱託職員就業規則の一部改正 

○福祉サービス苦情解決第三者委員の選任 

○平成２７年度補正予算（第１号） 

○平成２８年度事業計画及び予算 

○評議員の補充 

○事務局規程の一部改正 

11人 

評議員会 

4/14 ○役員の選任について 23人 

5/28 ○平成２６年度事業報告及び決算 23人 

3/28 

○平成２７年度補正予算（第１号） 

○平成２８年度事業計画及び予算 

○役員の選任について 

23人 

監事会 5/20 ○平成２６年度監査 2人 

支部長会議 

4/24 

○新年度体制と支部担当者について 

○第３次地域福祉活動計画について 

○今年度の研修スケジュールについて 

○平成２７年度社協普通会費の納入依頼, 

○平成２７年度の社協支部ヒアリング日程 

30人 

1/22 

○災害ボランティア養成講座について 

○いのちのバトンについて 

○評議員の選出について 

30人 

 

   

２ 視察の受け入れ 

  視察を受け入れ，情報提供・市外の活動の情報収集を図った。 

○地域福祉係  

 美作市社会福祉協議会（美作市勝田地区社協役員） 

 香川短期大学 

○かさおか権利擁護センター 

 米原市社協（滋賀県），玉野市社協（岡山県），奈良県社協 
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３ 事業活動の状況 

 (１)社協基盤の確立 

  ○地区福祉活動を推進する会員数 

《普通会員》 

支 部 名 今年度 前年度 比較増減 

笠 岡 東 1,941人 2,092人  -151人 

笠   岡 1,861人 1,885人  -24人 

金   浦 1,482人 1,509人  -27人 

城   見 893人 896人  -3人 

陶   山 413人 421人  -8人 

大   井 1,520人 1,493人  27人 

吉   田 775人 760人  15人 

新   山 501人 506人  -5人 

北   川 600人 608人  -8人 

今   井 535人 541人  -6人 

大   島 1,194人 1,192人  2人 

横江・美の浜 918人 942人  -24人 

神   内 564人 564人  0人 

神 島 外 233人 240人  -7人 

高   島 41人 43人  -2人 

飛   島 66人 72人  -6人 

白 石 島 208人 223人  -15人 

北 木 島 214人 235人  -21人 

真 鍋 島 101人 108人  -7人 

六   島 37人 40人  -3 

合   計 14,097人 14,370人  -273 

 

《賛助会員》 

年   度 今年度 前年度 比較増減 

会  員  数 574人  570人  4人  

社協役員，社協評議員，社協支部役員，民生委員，保護司，教育関係者，医師，歯科医師， 

市職員，老人クラブ関係者，特定郵便局長，一般，社協職員 

 

《特別会員》 

年   度 今年度 前年度 比較増減 

口   数 114口  115口  -1口  

会社・事業所，建設業関係，福祉団体，福祉施設，個人 

 

○寄付金の採納 

年  度 今年度 前年度 比較増減 

件  数 121件  129件 -8件 

金  額 3,237,840円  3,331,913円  -94,073円  
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 (２)地域福祉活動の推進 

第３次地域福祉活動計画のもと，社協支部を中心に地域住民の方や，福祉団体等と協働で取り

組んだ。 

  ① ハートフル社会福祉大会の実施（市と共催事業） 

福祉活動の充実，活動情報の共有を図ることを目的に，優良福祉活動者・活動団体及び永年活

動者・活動団体の表彰を行った。第２部では，活動事例報告として笠岡市生活総合支援センター，

認定特定非営利活動法人 子ども劇場笠岡センター,笠岡市社会福祉協議会の発表を行い、首都大

学東京 都市教養学部 室田信一准教授による『つながりで育む地域福祉のすすめ』を題目とした

講演が行われた。 

 今年度 前年度 

表彰者 37人 24人 

感謝 4人 4人 

 

②支部活動，地域福祉活動への助成（市からの補助） 

地域住民が主体となった福祉活動の活性化を図り，自主的な社協支部事業を促進するために，事

業費の助成・補助を行った。 

 今年度 前年度 

支部交付金 5,090,400 5,071,800円 

ささえ愛活動補助金 3,060,800 3,149,300円 

合  計 8,151,200 8,221,100円 

 

③社協支部事業についてのヒアリングの実施 

実施月日 5/11～5/20 

実施内容 平成 27年度支部事業計画について 

 

④社協支部実務者会議の開催 

社協支部の活動情報・課題の共有を目的に，各支部より実務者を集め定例で開催した。 

 

⑤ふれあい・いきいきサロン 

・社協支部で開催されているサロン活動において参加者，ボランティアに対し活動の援助を行う

とともに，福祉制度の情報提供や参加高齢者の実態把握のための訪問を行った｡専門職の支援が必

要と思われる参加者へは，専門機関と協働し，見守り支援体制の整備を図った。 

 今年度 前年度 

高齢者サロン数 114箇所 115箇所 

・子育てサロンとして 10サロン実施した。 

・地域でのふれあいサロンの充実強化と介護予防普及啓発の一環として地域包括支援センターと

ともに，各地区のふれあいサロンを中心に重りを使った介護予防体操『いきいき百歳体操』を

普及させた。 

・『いきいき百歳体操』実施支部（健康長寿愛らんど事業は除く）13支部で実施 

（笠岡東・笠岡・金浦・城見・陶山・大井・吉田・新山・北川・大島・横江美の浜・神内・神外） 
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⑥健康長寿愛らんど事業の実施 

島嶼部における介護予防事業と交流活動事業として開催した。 

地 区 開催回数 参加人数  地 区 開催回数 参加人数 

高 島 22回 382人  飛 島 22回 310人 

白石島 23回 876人  真鍋島 23回 435人 

北

木

島 

大浦・楠 22回 532人  六 島 20回 172人 

豊 浦 22回 291人  
合 計 176回 3,306人 

金風呂 22回 308人  

 

⑦いのちのバトン 

高齢者や障がい者が緊急に搬送された場合等に関係者と情報共有を行うため，各家庭の冷蔵庫

へ個人情報を記入したボトルを配置し，家族等への迅速な連絡が行えるよう努めた。 

 （対象者）原則７５歳以上の高齢者のみの世帯及び体の不自由な人の世帯 

 今年度 前年度 

設置戸数 1,934戸 1,734戸 

 

⑧福祉機器の貸出 

・在宅介護・福祉教育・旅行での介助等への車椅子の貸出をおこなった。 

・ふれあいいきいきサロン等地域での福祉活動へのレクリエーション機材の貸出をおこなった。 

 

⑨福祉用具リサイクル事業 

市民の善意により提供された，家庭で不用になった福祉用具を，登録制により，必要な方への

橋渡しを行った。 

 今年度 前年度 

提供登録数 122件 73件 

希望登録数 64件 66件 

成立件数 116件 76件 

 ・リサイクル品一覧 

 品目 

児童関係 チャイルドシート・ジュニアシート・ベビーカー・ベビーチェア 等 

高齢者関係 
車いす・ポータブルトイレ・シャワーチェア・電動ベッド・紙パンツ・紙

おしめ 等 

 

⑩第３次笠岡市地域福祉活動計画の推進 

市内の各種団体や住民と協働して第３次活動計画の推進を行った。 

   

 (３)相談事業の推進 

  ①ふれあいほのぼの相談所の運営 

地域住民の抱える各種の問題について広く相談に応じ，専門機関と連携して相談と援助活動を

行い，問題解決に努めた。 

 今年度 前年度 

法律相談 ４５件 ４３件 

一般相談 ５１件 ５２件 

※一般相談には，ほのぼの相談を含む。 
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・法律相談  毎月 第３金曜日 

相談員  小寺弁護士，谷川弁護士 

・一般相談  月曜日～金曜日 

相談員  民生委員地区会長 社協職員 他 

 

②ふくしの砦 

相談事業の総合コーディネートを行うため，24時間体制での相談受付窓口を設置した。また，

コーディネートを行うための関係機関とのネットワークづくりを行い，総合相談へ対応した。 

（相談内容）安否確認，関係機関への連絡調整，緊急対応等 

 

③結婚相談（市からの受託事業） 

相談日 第 2・4日曜日 

 
今年度 前年度 

男 女 合計 男 女 合計 

登録者数 19 11 30 19 17 36 

相談者数（延） 329 363 692 279 330 609 

※３月末現在  お見合い件数…31件，交際中件数…4組 

 

 (４)福祉教育の推進 

  ①福祉学習への支援 

福祉意識の向上のため，学校の協力を得て，福祉学習の導入，体験学習などの機会を持ち，福

祉に関する意識啓発を行った。 

特に，障がいを持つ当事者を招いての取り組みを希望する場合には，導入から体験，振り返り

までの計画を当事者と一緒に計画し，取組んだ。 

 学校名等 今年度 前年度 

小学校 
笠岡（4）・中央（1）・金浦（1）・北川（2）・神内（1）・

北木（1） 
10校 12校 

中学校 
金浦（1）・笠岡西（3）・新吉（1）・小北（1）・笠岡東（1）・

北木（1）神外（1） 
9校 5校 

高校 笠岡（１） １校 0校 

  

 (５)総合ボランティアセンターの機能充実 

  ①ボランティアグループの育成･支援 

・ボランティア入門講座の開催 

・ボランティアグループの各種行事への参加 

・ボランティアグループへの相談援助 

・ボランティア連絡協議会の開催   毎月１回 

・登録グル－プへの活動費の助成 

・ボランティア保険など各種保険の加入促進 

 

②夏のボランティア体験の実施 

夏休み期間中に市内の福祉施設やボランティアグループなどでの活動を通して，社会福祉への

理解や意識の向上を目的として体験活動を実施 

 今年度 前年度 

参加人数 263人 272人 

受入先（施設・グループ） 50箇所 47箇所 
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③ボランティア活動の啓発 

ＪＦＥ西日本フェスタなどでボランティアグループの活動紹介や冊子の配布を行った。また社

協だよりにボランティア記事を掲載した。 

 

④災害ボランティア養成講座の実施 

 今年度 

参加人数 29人 

新規登録者 6人 

   

⑤清掃ボランティア・安心安全パトロール 

月 日 内 容 参加者 人 数 

12/8 安心・安全パトロール 

笠岡駅前・緑道公園散歩道の清掃 

笠岡高校 2 年生・すみれ会・

笠岡市福祉ボランティア連絡

協議会・社協笠岡支部 

 

約 260名 

 

  

(６)老人福祉事業及び在宅福祉サービスの充実 

  ①老人クラブへの助成 

高齢者が自主的に仲間づくりを進め，活動の活性化を図ることにより活力ある長寿社会の実現

を目的に補助と活動支援を行った。 

助成先 今年度 前年度 

笠岡市老人クラブ連合会 840,000円 840,000円 

  

②敬老会への補助 

笠岡市では，高齢者福祉週間を中心に，老人福祉の精神に基づき，敬老会行事を実施している。

社協は，その活動に対し，市実行委員会へ敬老会事業補助金として一人当たり 500 円の補助を行

った。 

 今年度 前年度 

対象者人数 8,246人 8,060人 

助成金額 4,123,000円 4,080,000円 

 

③在宅介護者リフレッシュ事業（市からの受託事業） 

在宅で介護されている介護者のために，介護されている方がお互いに交流できる場を設け，介

護者の身体的・精神的な負担を軽減し，心身のリフレッシュを図ることを目的に実施した。 

・介護者リフレッシュ旅行 

月 日 内     容 今年度 前年度 

4/8 総会・食事会 井原市・嫁いらず観音 他 21人 19人 

10/14 矢掛町・美星町 やかげ郷土美術館 他 16人 16人 

・介護者交流会 

月 日 今年度 前年度 

毎月第２水曜日 13：30～15：00 

会場 笠岡市老人福祉センター 
138人 127人 

  

④高齢者の生きがいと健康づくり推進事業（市からの受託事業） 

市内在住の高齢者の生きがい，健康づくりの増進，社会参加の促進を目的に，笠岡ことぶき大

学の各種講座や，高齢者スポーツ大会を開催した。さらに今年度サークル活動を開設し，参加者
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の拡大を図った。 

月 日 会  場 今年度 前年度 

開講式（4/27） ギャラクシーホール 250人 300人 

修了式（3/25） ギャラクシーホール 270人 280人 

 

講座名 
生徒数（人） 開催回数（回） 

開 催 日 講師 
今年度 前年度 今年度 前年度 

教養講座 140 151 10 10 毎月 1回  

書道講座 39 40 11 11 毎月第 1水曜 楠戸 宇亭 

俳句講座 14 13 12 12 毎月第 2水曜 植田 桂之 

短歌講座 15 15 12 12 毎月第 3金曜 谷本 史子 

民謡講座 26 23 22 23 毎月第 2・4金曜 国政 貴泉 

陶芸講座 13 13 10 8 毎月第 4水曜 水川 創壌 

木彫講座 19 20 21 23 毎月第 1・3水曜 妹尾 さくら子 

ゲートボール 31 29 12 17 各地区練習場 山本 圭一 

社交ダンス 21 17 24 24 毎月第 1・3水曜 藤原 美智子 

フラダンス 27 23 24 23 毎月第 1･3金曜 田中 三枝子 

手踊り 19 22 21 22 毎月第 2･4土曜 平井 鈴子 

太極拳 19 19 22 21 毎月第 1･3金曜 小笠原 智子 

銭太鼓 11 14 18 17 毎月第 2･4水曜 内田 寿江美 

リフォーム 15 14 22 21 毎月第 2･4木曜 小山 美津子 

川柳 25 21 12 11 毎月第 3火曜  高木 勇三 

１５講座合計 434 434 253 255   

延べ人数 3,655 4,466     

・高齢者スポーツ大会の開催 

月 日 内    容 今年度 前年度 

7/7 
第 60回笠岡市福祉ゲートボール大会 

優 勝 大島 Cチーム 

8チーム 

40人 

9チーム  

45人  

10/6 
第 61回笠岡市福祉ゲートボール大会 

優 勝 大島Ｂチーム 

8チーム 

40人 

9チーム  

45人  

 

⑤高齢者生きがい活動推進通所事業（市からの受託事業） 

家に閉じこもりがちな高齢者や心身の機能低下のおそれのある高齢者を対象に，レクリエーシ

ョン等の生きがい活動や，運動器の機能向上のための運動を提供し，介護予防や機能維持・健康

増進を図るため，自立支援デイサービスを実施した。 

・自立支援デイサービス   （平成 27年 3月 31日現在） 

 今年度 前年度 

登録者人数 65人 67人 

開催回数 121回 136回 

利用人数（延） 1,255人 1,496人 
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開 催 日 週 3回（火・木・金） １日 4時間（10：00～14：00） 

会 場 笠岡市老人福祉センター 大広間 

提供サービス 

入浴サービス，給食サービス，レクリエーション活動（脳活性化レク），運動

器の機能向上のための運動・評価， 

送迎サービス 

協 力 団 体 
介助  笠岡市ヘルスボランティアの会 

送迎  笠岡送迎ボランティアの会 

 

⑥笠岡市集団運動機能向上事業（市からの受託事業） 

生活機能評価により，生活機能の低下があると判断された方を対象に，生活機能の維持と向上

を目的に，運動器の機能向上プログラムを実施した。（週 1回 2時間） 

 

会場 人数 期間（回数） 

老人福祉センター 10人 10/5～12/21（12回） 

  

 (７)広報啓発活動の推進 

  ①社協だよりの発行 

  社協だよりを年４回（6月・9月・12月・3月）全世帯に配布し広報活動に努めた。 

 

 (８)介護保険サービス事業所の運営 

 民間事業所が参入困難な島しょ部への支援を中心に介護保険サービス等の提供を行った。 

  ①笠岡市社協指定居宅介護支援事業所の運営（市からの補助あり） 

笠岡諸島の対象者・地域包括支援センターから紹介の対応困難事例を中心に，居宅介護支援（ケ

アプランの作成等）を行った。          平成２８年３月３１日現在 

 支援件数（前年度） 延べ支援件数（前年度） 

介護支援 63（69） 713（746） 

  内島しょ部 61（65） 662（705） 

介護予防支援 46（34） 480（318） 

  内島しょ部 45（34） 463（554） 

 

②かさおか社協ヘルパーステーションの運営（市からの補助あり） 

笠岡市訪問介護事業所の廃止に伴い，ヘルパーステーションを平成２３年４月に新設し，民間

事業所が参入困難な島しょ部への支援及び対応困難事例を中心に，訪問介護（ホームヘルプサー

ビス）を行った。  

                平成２８年３月３１日現在 

 

契約件数（前年度） 
延べ支援件数（前年度） 

介護支援 介護予防支援 

訪問介護 21(21) 35（31） 587（554） 

内島しょ部 21(21) 35（31） 587（554） 
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平成２８年３月３１日現在 

 契約件数（前年度） 延べ支援件数（前年度） 

自立支援 

内島しょ部 

1（2） 

1（2） 

12（13） 

12（13） 

障がい者 

内島しょ部 

10（18） 

3（5） 

96（128） 

96（60） 
 

  

(９)児童青少年の福祉と健全育成 

  ①児童福祉施設の補助状況 

児童の豊な情操を育成し社会性を培う場として，地区の造成する児童遊園地に対する経費の一

部を，基準に基づき補助を行うが本年度はなかった。 

 

②青少年の健全育成活動 

青少年の自主的活動を促進するために関係機関，団体と協調して次の団体へ補助を行った。 

団 体 名 今年度 前年度 

笠岡市子ども会育成連絡協議会 50,000円 50,000円 

笠岡市青少年健全育成連絡協議会 50,000円 50,000円 

笠岡地区更生保護女性会 20,000円 20,000円 

合     計 120,000円 120,000円 

 

③社会を明るくする運動 

すべての国民が，犯罪や非行防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深めるため，笠岡

市において啓発活動を行う笠岡市実施委員会へ助成を行った。 

 今年度 前年度 

助成金額 50,000円 50,000円  

  

 (10)心身障がい児・者の福祉対策 

  ①わかば園の運営（市からの補助あり） 

障がい児を持つ家庭の保護者を対象にサロン（集いの場）を設け，利用者同士の情報交換や支

援員による育児相談などを行い，他に日中一時支援事業所として預かりを行った。 

・利用状況 

 今年度 前年度 

登録者 31人 26人 

日中一時延べ利用者 1,673人 1,248人 

・ボランティア養成事業 

市内学校の長期休暇期間中に，学生ボランティアの募集を行った。 

障がい児に対しての理解と関わりを深め,支援の必要性を学んだ。 

開催日 内 容 ボランティア人数 

7/11.18.21

～8/31 
夏のボランティア inわかば園 8人 

12/19.25～

1/6 

冬のボランティア inわかば園（クリス

マス会） 
8人 

3/5,12,19,2

6～31 

4/1～4 

春休みボランティア inわかば園 13人 
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②福祉有償運送事業 

島地部を除く市内在住の要支援要介護認定を受けている，又は身体障がい・知的障がい・精神

障がい等をもち移動に制約のある人及びその介助者・付添い人に対する通院・通所の移動手段の

提供を行った。 

 
登録者 利用者 延利用者 

今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 

福祉有償運送 20人 20人 4人 2人 30人 44人 

移動支援事業 17人 17人 3人 3人 58人 114人 

 

③岡山県障害者スポーツ大会笠岡市選手団参加費補助 

 今年度 前年度 

助成金額 10,000円  10,000円 

 

④心身障害者扶養共済制度加入保険料助成事業 

 今年度 前年度 

件 数 12件 14件 

補助金額 413,826円 453,801円 

  

 (11)民生委員児童委員協議会活動への協力・支援 

 今年度 前年度 

助成金額 499,000円  499,000円 

  

 (12)「赤い羽根」共同募金運動の推進 

共同募金運動は，「国民たすけあい」の精神を基調とした地域社会の自主的活動について，民間社

会福祉事業を推進するための全国的運動であり，地域の民間社会福祉施設及び福祉団体，社会福祉

協議会の活動資金に配分した。 

 今年度 前年度 

目標額 9,100,000円 9,200,000円 

募金実績額 8,886,186円 8,962,342円 

  

  ①県共同募金会から市内への配分額 （前年度実績分を今年度に配分） 

 今年度 前年度 比較増減 

笠岡市社会福祉協議会 4,540,000円 4,580,000円 －40,000円 

歳末助け合い繰越配分金 1,711,385円 1,770,216円 －58,831円 

合  計 6,251,385円 6,350,216円 －98,831円 

 

②災害義援金 

全国の共同募金会で行った災害時の義援金募集に対して，募金箱の設置等により協力した。 

災   害   名 募 金 額 

屋久島町口永良部島新岳噴火災害義援金 7,471円 

茨城県台風 18号等災害義援金 18,228円 

宮城県台風 18号等災害義援金 11,402円 

栃木県台風 18号等災害義援金 11,200円 
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 (13)歳末たすけあい運動の推進 

「みんなでささえあう，あったかい地域づくり」をスローガンに，支援を必要とする人たちが地

域で安心して暮らすことができるよう，市民によびかけ「歳末たすけあい運動」を展開した。 

 今年度 前年度 比較増減 

目標額 6,500,000円 6,500,000円 0円 

実績額 6,003,204円 6,207,832円 －204,628円 

 

《配分内訳》 

対  象  者 今年度 前年度 今年度 前年度 

要 援 護 世 帯 570,000円 645,000円 114世帯 129世帯 

要 援 護 者 ( 障 が い 者 等 ) 602,000円 596,000円 301人 298人 

遺 児 538,000円 580,000円 269人 290人 

寝 た き り 老 人 40,000円 48,000円 20人 24人 

福 祉 施 設 入 所 者 234,000円 278,000円 117人 139人 

地 域 福 祉 団 体 助 成 事 業  546,420円 400,000円 9件 4件 

地域福祉団体運営補助事業  200,000円  3件 

地域福祉活動設備整備補助事業 393,301円 690,660円 11件 23件 

民生委員児童委員協議会  200,000円 200,000円   

行 政 協 力 委 員 協 議 会  322,500円 324,600円   

歳末たすけあい 映画上映会   248,400円 円  

地域福祉サービス事業費  2,003,357円 1,711,385円  

事 務 費 305,226円 534,187円  

合     計 6,003,204円 6,207,832円  

   

 (14)低所得者世帯更生事業 

  ①緊急援護資金貸付金（※１件 ５万円以内） 

 今年度 前年度 

貸 付 
件 数 15件 22件 

金 額 440,000円 538,000円 

償還 683,500円 833,000円 

 

②生活福祉資金貸付業務（県社協業務） 

低所得世帯の生活再建のため，貸付相談を受ける。 

 

③緊急災害見舞金 

 今年度 前年度 

件  数 8件 6件 

金  額 70,000円 80,000円 

  

 (15)地域包括支援センター事業（市からの受託事業） 

笠岡市が設置する笠岡市地域包括支援センターの事業運営を受託し，高齢者の総合相談窓口とし

て，次の事業を行った。 

  ①総合相談 

ア 各地区（社協支部単位）に主任介護支援専門員，保健師，社会福祉士等の三職種を配置し，

三職種が連携を図り包括的に支援を行った。 
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 今年度 前年度 

相談件数 2,896件 2,832件 

実態把握件数 565件 685件 

 

イ 緊急時（夜間・休日）の連絡体制の整備を行った。 

今年度 前年度 内   容 

18件 26件 サービス利用調整，地域からの連絡，困難事例対応等 

ウ 地域との連携強化 

各地区民生委員・児童委員協議会への出席し，民生委員活動と包括・社協活動との情報の集

約，共有等の連携強化を図った。 

支部長会議，社協支部実務者会議への出席し，支部活動と包括との情報の集約，共有等の連

携強化を図った。 

小地域で，困難事例のケース会議を開催した。 

 

②二次予防介護予防事業 

生活機能低下がある方を対象に運動器機能向上プログラム・栄養改善プログラム・口腔機能向

上プログラムの３つの介護予防プログラムを行った。 

 今年度 前年度 

運動器機能向上プログラム（個別） 0件 1件 

運動器機能向上プログラム（集団） 9件 23件 

栄養改善プログラム 0件 0件 

口腔機能向上プログラム 0件 0件 

 

③介護予防普及啓発事業 

高齢者の介護予防を目的として，出前講座，研修会，介護予防教室を実施した。 

市内各地でいきいき百歳体操の出前講座及び体操指導を行い，自主的かつ継続的な取組みの支

援を行った。 

また，今後の普及啓発役として住民のボランティア「介護予防インストラクター」を養成しま

した。 

 今年度 前年度 

自主化地区数 46地区 23地区 

            

④介護予防事業 

ア 介護予防ケアマネジメント 

二次予防事業対象者及び要支援１及び２の方に，介護が必要な状態にならないよう，身体状

況の維持や生活自立度の改善を目的とした介護予防マネジメントを行った。 

 今年度 前年度 

 運動 認知 その他（栄養等） 総計 

件数 人数(延) 件数 人数(延) 件数 人数(延) 件数 人数(延) 

出前講座 36 件 676 人 6 件 141 人 3 件 106 人 45 件 923 人 

介護予防教室 187 件 2,938 人 0 件 0 人 0 件 0 人 187 件 2,938 人 

その他 5 件 152 人 14 件 309 人 0 件 0 人 19 件 461 人 

総計 228 件 3,766 人 20 件 450 人 3 件 106 人 251 件 4,322 人 
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プラン作成件数 10件 15件 

訪問面接回数 21件 55件 

サービス担当者会議 2件 3件 

 

イ 介護予防支援 

 今年度 前年度 

プラン作成件数 

（内委託件数） 

11,071件 

（2,347件） 

10,171件 

（2,111件） 

訪問面接回数 5,084件 5,335件 

サービス担当者会議 1,346件 1,316件 

 

⑤権利擁護事業 

高齢者の尊厳を保持し，住み慣れた地域で安心した生活が確保できるよう高齢者への虐待防止

のための方策及び支援を行うため，笠岡市高齢者虐待防止支援チーム会議を開催し，虐待者及び

被虐待者の支援を協議し，虐待防止に努めた。 

また，判断能力が低下した方に対して，成年後見制度の活用等相談に応じ，高齢者の権利の擁 

護を行った。 

 今年度 前年度 

高齢者虐待対応件数 29件 92件 

成年後見制度への対応・相談 20件 35件 

日常生活自立支援事業への対応・相談 6件 9件 

老人福祉施設等措置への支援 2件 16件 

介護保険による契約入所等の支援 0件 12件 

消費者被害防止 2件 14件 

その他権利擁護に関する支援 8件 11件 

合  計 67件 189件 

・高齢者虐待防止支援チームの開催 

開催日 会場 件数 

5/20 笠岡市保健センター 継続 6 件 

8/19 サンライフ笠岡 継続 3 件 

11/12 笠岡市保健センター 継続 1 件 

2/17 笠岡市保健センター 継続 1 件 

 

⑥包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者に携わる関係者を対象に，充実したケア体制を高齢者に提供出来るよう関係機関との調

整を行い，心身の状態の変化に合わせて，途切れることのない支援のネットワークづくりを行っ

た。 

 今年度 前年度 

ケアマネジャーへの個別相談支援 871件 799件 

 

ア 地域ケア研修会 

疾病（認知症を含む）を持ち虚弱になっても，自分の望むところで望む生活を送り続けたい

と思っている高齢者等を支えるためのケアマネジメント技術向上を目的に開催した。 
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開催日 会場 内容 参加 

7/31 笠岡市民会館 

講師 笠岡第一病院 古川医師 

・泌尿器科入門Ⅰ（講義） 

・グループ討議 

69人 

11/16 笠岡市保健センター 

講師 笠岡第一病院 古川医師 

・泌尿器科入門Ⅱ（講義） 

・事例検討 

74人 

1/26 笠岡市保健センター 

講師 笠岡第一病院 古川医師 

・泌尿器科入門Ⅲ（講義） 

・事例検討 

68人 

 

イ 地域支縁研修会 

 高齢者一人一人が安心して地域で生活していけるために，生活を支える介護保険等の公的

サービスと地域とが顔の見える関係になり，家族とともに協力しながら支えていけることを目

的に開催した。 

開催日 会場 内容 参加 

8/21 笠岡市民会館 

講師 美作大学堀川准教授 

県社会福祉士会佐藤事務局長 

・本人の生活の課題を解決するための見守り

のポイント 

97人 

3/16 笠岡市保健センター 

講師 県社会福祉士会佐藤事務局長 

・本人の生活の課題を解決するための見守り

のポイント 

88人 

 

ウ その他 

笠岡市健康医療課に協力して医療と介護連携拠点事業に事務局として参加し，笠岡市におけ

る医療と介護の連携についての検討を行なった。 

 

⑦地域のネットワーク作り 

ア 笠岡市地域ケア会議 

これまで実施してきた「地域ケア会議」は諮問型のためメンバーが固定し，テーマ（課題） 

  とのマッチングが悪く，施策課題の解決に結びつきにくいため，平成 26年度から暫定的に，

テーマに必要な代表者が集まる「施策レベルでの地域ケア会議」を試行的に開始した。 

 

イ 小地域ケア会議 

    困難事例等の解決・地域のネットワークづくりを目的に，出向いて開催した。 

 今年度 

開催回数 11回（9事例） 

 

ウ 個別ケア会議 

    二次予防対象者や要支援認定者の自立支援を推進するために，多職種で自立支援に向けた

ケアプランの検討を行った。 

     

開催日 会場 検討数 

5/26 笠岡市保健センター 要支援認定者 1 ケース 
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7/28 サンライフ笠岡 要支援認定者 1 ケース 

9/ 29 サンライフ笠岡 要支援認定者 1 ケース 

11/24 サンライフ笠岡 要支援認定者 2 ケース 

2/2 サンライフ笠岡 要支援認定者 1 ケース 

二次予防対象者 1 ケース 

要支援認定未利用者 1 ケース 

3/2 サンライフ笠岡 要支援認定者 1 ケース 

 

⑧笠岡市認知症施策総合推進事業 

認知症になっても，住み慣れた地域で生活を継続できることを目的に，普及啓発や関係機関の

ネットワーク構築等の事業を，総合的に行った。 

ア 笠岡市認知症施策連携推進会議 

事業の円滑化，事業協力団体等の情報共有等を目的に，各種事業の報告・計画について等の

協議を行った。 

 今年度 前年度 

開催回数 3回 3回 

 

イ 認知症多職種研修会 

認知機能の重度化予防を図るために支援者のスキル向上を目的に行った。 

開催日 会場 内容 参加 

2/15 笠岡市保健センター 多職種での事例検討 75人 

 

ウ 地域密着拠点推進会議 

認知症を理解し認知症のケアや対処方法等を地域に広めるとともに，認知症の相談が受けら

れるように資質の向上を図るとともに，事業所間の交流を図り職員同士が顔の見える関係づく

りを目的に行った。 

開催日 会場 内容 参加 

6/3 笠岡市保健センター 

講師 きのこ老人保健施設 

作業療法士 安倍氏 

・事例検討 

27人 

10/15 笠岡市保健センター 

講師 きのこエスポアール病院                         

藤川顕吾先生 

・事例検討 

25人 

 

エ 出前講座 

 地域へ出向き，認知症の疾患の知識やそのサインに気付いて早期発見・治療が行えるよう

出前講座を行って普及啓発を行った。 

 

オ 認知症セミナー 

   認知症の正しい知識を持った人を増やし、自分・家族のこととして捉え，認知症の方を地

域で見守る体制ができることを目的に普及・啓発を行った。 
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開催日 実施地区 内容 参加 

9/6  大井地区  「認知症」のホントのところ   54人 

1/30  大島地区           認知症ってなんじゃろ   49人 

3/3  北川地区           認知症になっても大丈夫 63人 

 

カ 認知症ひとり歩き SOSネットワーク 

行方が分からなくなった時に早期発見・早期保護につなげるシステムである「笠岡市認知症

ひとり歩き SOSネットワーク事業」を行った。 

 登録件数 協力機関・団体 

今年度 22件 23団体 

前年度 13件 23団体 

 

キ 認知症ひとり歩き SOSネットワーク体験  

「笠岡市認知症ひとり歩き SOS ネットワーク事業」を地域の方に正しく理解し利用してもら

うことを目的に，社協支部を対象に体験事業を行った。 

開催日 実施地区 会場 参加 

７/25 社協吉田支部 吉田公民館 60人 

 

 ク 認知症ひとり歩き見守り・声かけ模擬訓練 

   「家族がみまもる」から「地域でみまもる」まちづくりを目指して、地域住民やその他関係

機関との協働による「認知症ひとり歩き見守り・声かけ模擬訓練」を実行委員会を開き、模擬

訓練を開催した。 

開催日 実施地区 会場 参加 

11/22 社協大井支部 大井地区全域 134人 

 

ケ 認知症懇談会 

ＳＯＳネットワーク体験実施地区において，SOSネットワーク体験の継続事業として実施。住

民主体による地域での認知症啓発を目的に行った。 

実施地区 回数 

２地区（神外・新山） ７回 

 

コ 認知症カフェ 

   認知症の人やその家族、各専門家や地域住民が集う場として提供され、お互いに交流したり， 

情報交換をしたりすることを目的として開催した。 

開催地区 名称 協力団体 回数 

大井地区 ひだまりカフェ 社協大井支部・きのこ老健・包括 20 回 

 

サ 認知症サポーター養成講座 

認知症に対する正しい知識を伝え，認知症になった人や家族の気持ちを理解し，地域におい

て助け合えるように地域住民や地域で働く人を対象に養成を行った。 

 今年度 前年度 

開催回数 9回 7回 

延人数 513人 164人 
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 (16)かさおか権利擁護センター事業 

里庄町社会福祉協議会との共同で平成２３年４月１日にかさおか権利擁護センターを設置し，笠

岡市社会福祉協議会が運営主体となって，成年後見制度をはじめ，権利擁護に関連する各制度の相

談窓口として，次の事業を行った。 

また，今年度より日常生活自立支援事業についても同センターで実施しており（対象は笠岡市の

み），権利擁護に関連する各制度における総合的な実施機関として事業を展開している。 

  ①相談事業 

認知症や知的障がい，精神障がい等の理由によって判断能力が低下している方が，日常生活を

営む上で様々な権利が侵害されないように，利用者の状況を把握し，その状況に応じた権利擁護

に関する制度を紹介するとともに，助言などを行った。 

相談件数 
内  訳 

笠岡市 里庄町 

160件(99) 149件(71) 11件(28) 

（ ）＝前年度 

 

※重複有 

相談内容内訳 件数 

成年後見制度に関すること 114件(97) 

日常生活自立支援事業に関すること 63件(4) 

委任契約に関すること 2件(0) 

その他（相続に関することなど） 18件(1) 

（ ）＝前年度 

 

②法定後見制度申立て支援事業（一部市からの受託事業） 

権利擁護に関する各制度が円滑に利用できるように，成年後見制度（法定後見）における市長

申立て及び親族申立ての支援を行った。 

 

 今年度 

法定後見申立て支援 11件(12) 

 

うち笠岡市長申立て 6件(3) 

うち里庄町長申立て 2件(1) 

うち親族による申立て 3件(8) 

（ ）＝前年度 

 

③法人後見事業 

笠岡市社会福祉協議会が家庭裁判所から選任を受け，成年後見人，保佐人，補助人（以下，成

年後見人等）に就任し，利用者の財産管理及び身上監護を行った。 

                         平成 28年 3月 31日現在 

受任件数 

 
新規 

受任件数 

終結 

件数 
内訳 

後見類型 保佐類型 補助類型 

26件(21) 17件(15) 8件(5) 1件(1) 6件(13) 2件(1) 

（ ）＝前年度 
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④市民後見推進事業（市からの受託事業） 

認知症高齢者の増加に伴い，成年後見制度の必要性が一層高まる中，成年後見人等の受任余力

の拡大と，同じ地域で暮らす市民目線から利用者に対して，よりきめ細やかな支援が期待できる

市民後見人の養成及び活動支援体制を整備するために次の取り組みを行った。 

なお，平成２４年度からは里庄町町民後見人の養成についても当センターが実施している。 

 笠岡市 里庄町 

第４期生市民後見人養成課程受講者 

（養成期間：平成 27年度～平成 28年度） 
5名 1名 

第３期生市民後見人養成課程受講者 

（養成期間：平成 25年度～平成 26年度） 
5名 2名 

第２期生市民後見人養成課程受講者 

（養成期間：平成 24年度～平成 25年度） 
8名 2名 

第１期生市民後見人養成課程受講者 

（養成期間：平成 23年度～平成 24年度） 
7名 0名 

上記の受講者の内，養成課程を修了した者は，当センターが管理する市民後見人バンクへ登録

した。          平成 28年 3月 31日現在 

 笠岡市 里庄町 

市民後見人バンク登録者数 13名 3名 

 

ア 市民後見人の養成及び活動支援体制等に関する取り組み 

   ・市民後見人基礎研修会（全２回） 

   ・岡山県社会福祉協議会市民後見人養成研修会への派遣（全７回） 

   ・市民後見人候補者研修会（全５回） 

 

イ 市民後見推進事業の運営に関する取り組み 

   ・市民後見推進検討会開催（全４回） 

 

⑤日常生活自立支援事業（県社協からの受託事業）※対象は笠岡市のみ 

地域で安心して生活を送るため，判断能力に不安のある方を対象に様々な手続きや契約，それ

に伴う利用料の支払い，生活に必要な預貯金の出し入れ，年金や預金通帳など大切な書類の保管

などを行った。 

ア 契約締結件数                       平成 28年 3月 31日現在 

契約者数 

 
新規 

契約者数 

解約 

件数 
内訳 

認知症高齢者 知的障がい者 精神障がい者 その他 

26件(29) 10件(11) 9件(11) 4件(5) 3(2) 2件(14) 5件(8) 

（ ）＝前年度 

 イ専門員連絡会議 

月日 内        容 

6/5 

・県内市町村社協実施体制について 

・平成 27年度 内部監査について 

・平成 27年度 会議，研修会のスケジュールについて 

12/4 ・講義，演習「日常生活自立支援事業における相談援助活動」 
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⑥普及・啓発に関する取り組み 

かさおか権利擁護センターについて，市内外の方に広く知ってもらうために次の活動を行った。 

6/22 里庄町民生委員協議会研修会 講師 

11/1 島根県益田市市民後見講座 講師 

12/3 岡山県老人保健施設協会研修会 講師 

2/5 奈良県社会福祉協議会権利擁護フォーラム パネリスト 

2/19 高梁市市民後見人研修会 講師 

3/18 認知症カフェ（ひだまりカフェ）研修会 講師 
 

  

(17)入学支度資金貸付事業 

市内に居住する者で，大学進学（修業年限４年以上）に際し入学資金が不足 すると認められる

者に対し，入学支度資金の貸付を行い，将来社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的と

して広報を行った。 

貸付件数 貸付金額 償還金 貸付残額 

0件 0円 125,000円 625,000円 
 

  

(18)白梅賞顕彰事業 

青少年の健全育成と資質の向上を目的に，生活及び行動において善行著しい児童，生徒の表彰を

行うため，調査，啓発を行った。 

 今年度 前年度 

表彰者 7人 5 人 
 

  

(19)老人福祉センター管理運営事業（市からの受託事業） 

高齢者・障がい者などが，レクリエーション活動や地域福祉活動の拠点として気軽に利用できる

施設として管理運営することで，社会参加を促進し閉じこもり防止や，介護予防に努めた。 

 今年度 前年度 

老人福祉センター 15,814人（内風呂 5,963人） 16,470人（内風呂 6,441人） 

ゲンキかさおか広場 6,787人 6,665人 

合  計 22,601人 23,135人 

  

 (20)保健センター管理運営事業（市からの受託事業） 

施設の利用許可に関する業務及び利用料の収納業務を行った。 

また，施設及び備品の維持管理点検業務を行った。 

 今年度 前年度 

利用件数 利用人数 利用件数 利用人数 

大研修室（ｷﾞｬﾗｸｼｰﾎｰﾙ） 136件 15,097人 184件 20,105人 

研 修 室 211件 7,479人 248件 9,575人 

合  計 347件 22,576人 432件 29,680人 

７月１日～９月３０日 ギャラクシーホール空調設備工事 ギャラクシーホール貸館停止 

１１月１０日 ギャラクシーホールミキサー交換 

１２月   施設利用者満足度調査の実施 

１月２２日 消防訓練の実施 
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 (21)労働者福祉センター・勤労青少年ホーム管理運営事業（市からの受託事業） 

労働者の雇用の促進及び福祉の向上に寄与すると共に一般市民の利用に資することを目的として

貸館業務を行った。 

 今年度 前年度 

利用件数 1,402件 1,485件 

利用者人数 22,048人 21,655人 
 

  ①サンライフ講座の開催 

労働者の雇用の促進及び福祉の向上の為，各種講座を実施した。 

ア 主催講座 

講座名 実施日 生徒数 開催回数 

パッチワーク 第 1・3水曜 35 24 

絵画 第 1・3木曜 17 24 

手編 第 1・3土曜 36 24 

健康食料理 第 2土曜 37 24 

盆栽 第 3土曜 15 24 

木彫 第 2・4土曜 14 24 

太極拳 第 1・3土曜 30 24 

茶道 第１・2・３木曜 13 24 

華道 第 4土曜 10 24 

合   計 207  

 

イ 自主講座 

講座名 実施日 生徒数 開催回数 

硬筆・筆ペン 第 2・4水曜 13 24 

絵手紙 第 2木曜 12 24 

ハンドメイド 第 1火曜 12 24 

水墨画 第 2・4金曜 14 24 

囲碁 第 1･3･5土曜 44 24 

将棋 第 2・4土曜 36 24 

土ひねり 第 2日曜 16 24 

パンフラワー 第 2・4日曜日 10 24 

合   計 364  

 

ウ サンライフ特別講座 

講座名 実施日 生徒数 開催回数 

ビーズブローチ 6月 13 1 

ちぎり絵「夏のたより」 7月 11 1 

押絵「花とわらべ」 9月 24 1 

ちぎり絵「干支さる」 11月 13 1 

押絵「干支さる」 11月 30 1 

ちりめん「干支さる」 12月 19 1 

「UＶレジンネックレスｏｒブローチ」 2月 9 1 

合   計 119  
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②バグース講座の開催 

 勤労青少年のリフレッシュ、勤労意欲の向上の為，各種講座を実施した。 

 バグース特別講座 

講座名 実施日 生徒数 開催回数 

萬木先生のアレンジフラワー 6月 9 1 

浴衣を着てみませんか 6月 7 1 

クリスマスオブジェアレンジメント 12月 11 1 

簡単プリザープドコサージュ 1月 7 1 

合   計    

 

②各種講座参加者の発表の場として次のイベントを行った。 

開催日 開催内容 参加人数 

2/6～7 サンバアートフェスタ 481人 
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４ 平成２７年度笠岡市社会福祉協議会活動集計表 
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