
平成２７年度

　　土佐清水市社会福祉協議会

社会福祉法人

　　　　　事　　業　　報　　告　　書



  平成27年度は、「一人ひとりが大切にされ、地域の絆で支えあうまちづくり」を目標に取り組みまし

た。生活困窮者自立支援法の施行や介護保険制度の改正による総合事業のスタートとなる節目の年とし

てスタートし、新規事業にも積極的に取り組みました。

　ただ、平成27年度は当社会福祉協議会にとって非常に大きな人事問題が発生し、それに伴う新たな事

務業務とそれに関わる職員の精神的負担は多大なものがあり、通常業務にも支障を来す事態もありまし

た。また、地域包括支援センターでは、年度途中に職員とセンター長の退職があり、困難を極めた年に

なりましたが、必要に応じ理事会を開催し、対応方針を協議検討してきました。

　そして、役職員一体となり、地域住民、民生委員児童委員協議会、老人クラブ連合会や行政など地域

や関係者と幅広い共同・連携のもと様々な事業に取り組みました。

１.小地域福祉活動の基盤整備

　　①いきいきまちづくり推進委員会事業 　

■いきいきまちづくり推進委員会　　3回
■部会　　　　　　　　　　　　　　3回

■いきいきサロン

　　　　　実施地区　継続　44地区　　新規　2地区　　延べ参加人数　5,164人　延べ開催回数　328回
■いきいきサロン展開セミナー　　　4か所（31地区）　　参加人数　110人
■いきいきサロン交流会　　　　　　参加地区　15　　　 参加人数　99人

    　　 ■偶数月発行 発行部数　8,000部

（２）地域住民グループ支援事業

    　　 ■ボランティア登録者数

いきいきサロン
46地区　337人

     　　■ボランティア研修会 2回 参加数 　 86人

     　　■福祉協力員情報交換会 51 回 参加数 321人

　  ②地域住民支え合い事業

         ■実施地区（５地区４回） 船場、大浜、爪白、下川口浦、戎町

年2回（50か所）年1回（2か所） 開催回数　　102回 参加人者

連絡会 5回 参加人数

（６）認知症地域支援推進員設置事業（新規事業）

■ネットワーク会議　　年2回　　　　

■認知症相談会　30回　　相談者70人　　　

■認知症サポーター研修会　　開催回数　　5回　　　参加人数64人

　いきいきサロン　20地区　　　　41回

12人

団体

5（41人）

（１）介護予防普及啓発・地域介護予防活動支援事業

　  ②いきいきサロン事業　　　　　　　　　　　　　　　　

　  ①いきいきサポーター活動推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　

福祉協力員 いきいきサポーター

（４）家族介護教室事業

　  ③広報啓発事業　　　　　　　　　

（５）地域リハビリテーション推進事業（新規事業）

年間開催数（20回）　　地域対象15回・学校対象5回　　　参加人数　　延べ367人

延べ1,430人

　延べ665人

個人

（３）転倒骨折予防教室事業

54地区　285人 42地区　124人
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（７）生活支援・介護予防サービス基盤整備事業（新規事業）

■地域資源調査（アンケート）

　　　　　　対象者：区長、民生委員、老人クラブ、いきいきサロン関係者

回収状況：送付188通、回収76通、回収率40％

■地域課題聞き取り

一般住民対象：10地区　延べ73人

専門職対象：訪問介護事業所（6事業所）　延べ33人

サービス調整会議開催　4回　　　実施件数　11人　　　　延べ44件

利用者なし

実施地区（旭町、斧積）　　　　実施回数　2回　　　　　参加人数　19人

（11）広報活動の推進

■広報発行（毎月）

■ホームページの活用　　　　

（12）社会福祉活動推進校育成事業

連絡会（10校） 2回

（13）第48回社会福祉大会

日時：平成27年11月30日（月）

場所：土佐清水市立市民文化会館（くろしおホール）

参加者数：303人

内容　：こども絵画・標語コンクール表彰、表彰式典、元気高齢者紹介

　社会福祉活動推進校発表（中浜小学校・幡陽小学校）

　講演会（知って守ろう自分の権利～マイナンバー制度について～）

　アトラクション（あしずり元気体操）

（14）共同募金運動

実績額（円）

2,373,594

2,843,139

2,200,689

（15）日本赤十字事業

実績額（円）

1,941,213

1,852,665

1,761,280

■協議体開催　3回　　

テーマ：「地域の絆で支えあうまちづくり」

（８）短期集中リハビリテーション事業（新規事業）

（９）いきいきサポーター地域支えあい事業（新規事業）

（10）地域住民グループ支援活動推進事業（新規事業）

【共同募金実績表】

25年度

目標額（円）

2,693,000

2,481,000 71.0%

年度

25年度

27年度

26年度

78.2%

74.7%

年度

2,244,000

2,244,000

26年度

27年度

2,481,000

2,481,000

達成率

88.1%

126.7%

98.1%

目標額（円） 達成率

【日赤社資実績表】
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（16）災害ボランティアセンターの取り組み

高知県実践的防災教育推進事業（清水高校） 委員会3回

災害ボランティアセンター中核スタッフ研修 1人参加

災害ボランティアセンター情報交換会 1人参加

（17）地域福祉計画の推進

２.地域包括支援センターの充実

（１）　高齢者包括的支援事業

　　　①総合相談支援事業 1,038件

　　  ②実態把握・相談支援 993件

　　  ③高齢者権利擁護事業

ア. 個別相談 138件

　　　　　イ. 権利擁護研修会 3回 66人
ウ. 虐待ケース検討会 11回 55人

　    ④地域包括ケア推進事業
ア. 地域ケア会議 12回 289人

イ. 研修会 3回 83人

　　  ⑤認知症初期集中支援事業(新規事業）

ア. 個別相談 141回 80人

イ. 初期集中支援チーム会議 5回
ウ. 初期集中支援チーム検討委員会 3回

　　  ⑥地域ケアマネジメント支援事業
ア. 介護支援専門員意見交換会 6回             146人

イ. 個別相談 5件 5人

　　  ⑦ケアマネジメントリーダー活動支援事業
ア. 地域ケア体制の構築（主任介護支援専門員） 4回 22人
イ. スキルアップ研修会 2回 31人

（２）高齢者任意事業

　　  ①住宅改修支援 32件

　　  ②配食サービスアセスメント 　　82件

（３）介護予防ケアマネジメント事業（新規事業）

　ケアマネジメントＡ 729件

　ケアマネジメントＢ 59件

（４）介護予防サービス計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月平均 　 101件

３．相談支援・権利擁護の推進について

　　　　 相談件数　　41件 新規貸付件数　　0件　

（１）生活福祉資金制度の活用促進

共同募金地域福祉計画実践活動助成地区

（布郷、大浜、宗呂下、貝ノ川郷・浦、鍵掛、戎町）
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利用者数 13人 支援員　　　6人

受任件数 2件 2人死亡

 (４）成年後見制度普及啓発相談支援事業（新規事業）

　　　①市民後見養成研修会 民生委員対象　　5回　　地域住民対象　　3回

　　　②成年後見制度相談会　　　　　　　　15件

（５）社協独自貸付金の活用 貸付 4件

（６）自立相談支援事業（生活困窮者自立支援事業）

相談件数 122件 プラン作成　　　4件　　　　就労者　　3人

4.障害者福祉の推進

（１）相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定障害児支援事業所

①相談件数 一般相談 7件 専門相談 204件
②ケア・ケース会議 4件
③計画相談 新規 23件

（２）集まる場づくり

■ハッピー会 開催回数 10回

■折り紙教室　　　　 開催回数 8回

（３）手話奉仕員派遣事業

派遣回数　　6回（14人）

年月日 回数 議案番号 出席者数
5月19日 1

11月12日 2 2

年月日 回数 議案番号 出席者数
4月15日 1 議案1 土佐清水市社会福祉協議会会長の選任について

議案2 土佐清水市社会福祉協議会副会長の選任について
議案3 土佐清水市社会福祉協議会職務代理について
議案4 土佐清水市社会福祉協議会職員の懲戒処分について

（２）福祉サービス利用援助事業

認知症高齢者 知的障害者 精神障害者 その他
8 3

1

付議（決議）事項
平成26年度事業報告について

5.法人運営と経営機能の強化

（１）理事会・評議員会・監査会の開催

【監査会】監事2人

2平成26年度一般会計及び公益事業特別会計決算報告について

1 1

（３）法人後見事業

認知症高齢者

8

　　　　モニタリング　50件

平成27年度中間報告について

知的障害者 精神障害者 その他

【理事会】理事9人
付議（決議）事項

1

平成26年度一般会計及び公益事業特別会計関係帳簿について

参加人数延べ　40人

参加人数延べ　81人
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年月日 回数 議案番号 出席者数
5月26日 2 議案1 土佐清水市社会福祉協議会評議員の委嘱解職について

議案2
議案3 平成26年度土佐清水市社会福祉協議会一般会計決算について
議案4 平成26年度土佐清水市社会福祉協議会公益事業特別会計決算について 9
議案5 +

議案6 監事１
議案7
議案8
議案9
議案10

6月8日 3 議案1
議案2
議案3

6月24日 4 議案1 土佐清水市社会福祉協議会職員の今後の対応について 9+監事１
7月24日 5 議案1 土佐清水市社会福祉協議会職員の今後の対応について 8
9月4日 6 議案1 土佐清水市社会福祉協議会の解雇した職員の今後の対応について 9+監事１

10月23日 7 議案1 土佐清水市社会福祉協議会の解雇した職員の今後の対応について 9+監事１
1月25日 8 議案1 8
3月28日 議案1 土佐清水市社会福祉協議会評議員の委嘱解職について

議案2

議案3 平成28年度土佐清水市社会福祉協議会事業計画（案）について
議案4

年月日 回数 議案番号 出席者数
5月28日 1 議案1 平成26年度土佐清水市社会福祉協議会事業報告について

議案2 平成26年度土佐清水市社会福祉協議会一般会計決算について
議案3 平成26年度土佐清水市社会福祉協議会公益事業特別会計決算について
議案4

9月16日 2 報告事項１ 17
1月26日 3 報告事項１土佐清水市社会福祉協議会評議員の委嘱解職について

報告事項2

報告事項3

報告事項4 土佐清水市社会福祉協議会の解雇した職員の今後の対応について
3月29日 4 議案1

議案2 平成28年度土佐清水市社会福祉協議会事業計画（案）について
議案3

平成27年度土佐清水市社会福祉協議会社会福祉事業・公益事業補正予算
（第4号）について（会長専決）

付議（決議）事項

13

土佐清水市社会福祉協議会の職員体制について

土佐清水市社会福祉協議期間職員就業規程の一部改正について

土佐清水市社会福祉協議会の給与規程の一部改正について

労務管理に関する委託について

土佐清水市社会福祉協議会財産保全サービス事業実施規程の制定について

土佐清水市社会福祉協議会評議員の委嘱解職について

平成27年度土佐清水市社会福祉協議会社会福祉事業・公益事業補正予算
（第5号）について

【評議員会】評議員20人

平成27年度土佐清水市社会福祉協議会社会福祉事業・公益事業補正予算
（第3号）について（会長専決）

9

15

9

平成27年度土佐清水市社会福祉協議会社会福祉事業・公益事業補正予算
（第5号）について

平成28年度土佐清水市社会福祉協議会社会福祉事業・公益事業予算
（案）について

16

土佐清水市社会福祉協議の職員体制について

土佐清水市社会福祉協議会職員の懲戒処分について

8

平成27年度土佐清水市社会福祉協議会社会福祉事業・公益事業補正予算
（第2号）について

平成27年度土佐清水市社会福祉協議会社会福祉事業・公益事業補正予算
（第2号）について

土佐清水市社会福祉協議会事務局規程の一部改正について

土佐清水市社会福祉協議職員就業規則の一部改正について

平成26年度土佐清水市社会福祉協議会事業報告について

平成28年度土佐清水市社会福祉協議会社会福祉事業・公益事業予算
（案）について

付議（決議）事項
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参加人数

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

4

1

6

6

2

1

1

2

6

2

1

6

2

2

1

7

1

1

（２）社協会員の加入促進

　　　　■一般会員：329口　　■賛助会員：82口　　■団体会員：43口

（３）社会福祉センターの管理・運営

人数 減免額 回数 人数

3,606 1,029,510 235 3,536

11月15日

11月15日

自立支援とケアマネジメント

11月7日～8日 第2回生活困窮者自立相談支援全国交流研修大会

7月22日～23日 平成27年度日常生活自立支援事業専門員実践力強化研修会

地域交流センター

自立支援とケアマネジメント 地域交流センター

12月17日 介護予防メニューアセスメントについて理解を深める 地域交流センター

高知県立ふくし交流プラザ

福岡大学

11月15日

2月18日 自立支援に向けたチームアプローチについて 地域交流センター

1月13日 平成27年度生活支援コーディネーター養成研修 高知県立ふくし交流プラザ

1月23日 高知県立大学70周年記念事業地域と大学で考えるシンポジウム 高知県立大学

地域ケア会議に関する視察研修

12月5日～6日 平成27年度認知症初期集中チーム員研修 ベルサール渋谷プラザ（東京）

12月9日～11日 平成27年度自立相談支援事業従事者養成研修 全社協中央福祉学院（東京）

土佐市健康福祉センター

相談支援事例研究会 幡多福祉保健所

11月13日

10月5日 平成27年度幡多ブロック精神障害に関する研修会 幡多福祉保健所

10月31日 生活困窮者シンポジウム 高知県立大学永国寺キャンパス

9月7日 平成27年度「若者はばたけプログラム」活用研修 四万十市立中央公民館

9月29日 平成27年度高知県認知症地域支援員研修（前期） 高知県立ふくし交流プラザ

全社協（東京）

8月5日 平成27年度高知県相談支援従事者初任者研修（実習） 高知県立ふくし交流プラザ

幡多福祉保健所

7月7日 介護予防ブロック別研修会 大月町農村環境改善センター

7月14日～15日 平成27年度高知県相談支援従事者初任者研修Ⅰ① 高知県立ふくし交流プラザ

6月3日 生活困窮者自立相談支援事業等説明会 高知県立ふくし交流プラザ

6月8日 平成27年度地域包括支援センター職員初級研修 高知県立ふくし交流プラザ

社協職員基礎研修 四万十市社会福祉センター

5月19日 平成27年度ボランティアコーディネーター研修 高知県立ふくし交流プラザ

5月22日 平成27年度地域包括支援センター職員初級研修Ⅰ 高知県立ふくし交流プラザ

【職員研修】

4月17日 介護保険改正にかかるトップセミナー 高知県立ふくし交流プラザ

月　日 研修内容 開催場所

4月14日 災害ボランティア事業情報交換会 四万十市社会福祉センター

1,152,120

無料の部

回数

223

有料の部

金額

1月27日 地域ケア会議に関する視察研修

平成27年度高知県認知症地域支援員研修（後期） 高知県立ふくし交流プラザ

2月3日

幡多福祉保健所

12月8日 平成27年度地域包括支援センター職員初級研修Ⅰ②

2月23日 災害ボランティアセンター中核スタッフ研修 高知県立ふくし交流プラザ

2月3日 平成27年度生活支援コーディネーター養成研修 高知県立ふくし交流プラザ

2月12日

バリテーションセミナー ＹＭＣＡ会館（大阪）

4月30日

3月2日 平成27年度地域包括支援センター職員研修会 高知県立ふくし交流プラザ

第2回介護保険者・地域包括支援センター情報交換会 幡多福祉保健所

12月16日 平成27年度地域包括支援センター等支援事業事例検討会

土佐市健康福祉センター

4月16日 認知症施策推進に向けた意見交換会 幡多福祉保健所

7月30日 圏域別権利擁護担当者意見交換会

4月25日
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