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社会福祉法人 若桜町社会福祉協議会 

平 成 ３ ０ 年 度 事 業 報 告 

  

 平成３０年度は、包括支援センターや関係する事業所等と連携し、住民の福祉及び

介護サービスの向上に努めた。特に今年度は住民ニーズに応じた介護サービスを目指

し、利用者アンケートと併せて職員が案を出し合いサービス内容の改革に努めた。ま

た、アウトリーチも積極的に実施し、地域や住民の課題の早期発見と必要な支援に努

めてきたところである。また、虐待防止体制についてもマニュアルを策定して整備し、

職員への周知と推進に努めた。 

 職員の資質向上のための新たな取り組みとして、人事評価制度を導入して職員 1 人

ひとりが目標を設定し業務に取り組み、モチベーションの向上を図った。 

また、安定した財政基盤の確保のため介護サービス利用目標数値を設定し、進捗管

理の徹底と必要な方へのサービス提供のための利用促進を図った。 

地域福祉センターの管理運営については、今年度は台風及び豪雨が多く発生し、役

場と連携して一般避難所及び福祉避難所の円滑な運営に努めた。 

  

１．社会福祉協議会の機能及び組織基盤の強化 

（１）理事会 

回数 

開催日 
出席理事 

出席 

監事 
議案番号・審議事項 

第 1回 

5/24 

7人中  6人 

欠席   １人 

2人 1.平成 29年度社会福祉協議会 事業報告について 

2.平成 29年度社会福祉協議会 決算について 

3．平成 29年度社会福祉協議会 次期繰越活動増減差額処理

について 

4.福祉協議会 補欠評議員の推薦について 

5.社会福祉協議会 評議員選任・解任委員会の開催について 

6．社会福祉協議会 平成 30年度第 1回評議員会の開催につ

いて 

第２回

9/27 

7人中   7人

欠席   なし 

２人 7.平成 30年度社会福祉協議会 第 1回補正予算について 

8.社会福祉協議会 定款細則について 

9.社会福祉協議会 経理規程の一部改正について 

10.社会福祉協議会 職員就業規則の一部改正について 

11.社会福祉協議会 嘱託職員就業規則の一部改正について 

12.平成 30年度社会福祉協議会 第２回評議員会の開催に 

ついて 

第３回 

12/4 

7人中 7人 

欠席  なし 

２人 13.平成 30年度社会福祉協議会 上半期事業報告について 

14.平成 30年度社会福祉協議会 上半期決算について 

15.社会福祉協議会 育児・介護休業等に関する規則の一部 

改正について 

16.平成 30年度社会福祉協議会 第３回評議員会について 
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回数 

開催日 
出席理事 

出席 

監事 
議案番号・審議事項 

第４回 

3/19 

7人中  7人 

欠席  なし 

２人 17.社会福祉協議会 第２回補正予算について 

18.平成 31年度社会福祉協議会 事業計画について 

19.平成 31年度社会福祉協議会 予算について 

20．社会福祉協議会 役員報酬の特例に関する規程の制定に

ついて 

21．社会福祉協議会 車両運搬具積立金の一部取り崩しにつ

いて 

22.社会福祉協議会 職員給与規程の一部改正について 

23．社会福祉協議会 職員給与の特例に関する規程の制定に

ついて 

24.社会福祉協議会 第４回評議員会の開催について 

 

（２）評議員会 

回数 

開催日 
出席評議員 

出席 

監事 
議案番号・審議事項 

第１回 

6/8 

10人中 10人

欠席  なし 

２人 1.平成 29年度社会福祉法人若桜町社会福祉協議会 事業報告

について 

2.平成 29年度社会福祉協議会 決算について 

3.平成 29年度社会福祉協議会 次期繰越活動増減差額処理に

ついて 

第２回 

10/12 

10人中 10人 

欠席   なし 

１人 4.平成 30年度社会福祉協議会 第 1回補正予算について 

第３回 

12/14 

10人中 10人 

欠席   なし 

２人 5.平成 30年度社会福祉協議会 上半期事業報告について 

6.平成 30年度社会福祉協議会 上半期決算について 

第４回 

3/29 

10人中 8人 

欠席   2人 

２人 7.平成 30年度社会福祉協議会 第２回補正予算について 

8.平成 31年度社会福祉協議会 事業計画について 

9.平成 31年度社会福祉協議会 予算について 

10.社会福祉協議会 役員報酬の特例に関する規程の制定に 

ついて 

11.社会福祉協議会 車両運搬具積立金の一部取り崩しにつ 

いて 

 

（３）監査会 

開催日 監査会 監査内容 出席者数 

5/11 平成 29 年度事業 

内部監査 

平成 29 年度事業実施状況及び財務

状況監査 

監事 2人 

会長、副会長他 2人 

11/28 平成 30 年度事業 

中間内部監査 

平成 30 年度上半期事業実施状況及

び財務状況監査 

監事 2人 

会長、副会長他 2人 
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（４）役員等会議、研修会 

開催日 研修名 開催場所 出席者 

4/14 平成 30 年度自治会長会 公民館 2人 

5/11 県内事務局長会議 倉吉市 1人 

5/25 県民総合福祉講座緑陰大学 湯梨浜町 8人 

5/29 評議員選任解任委員会 地域福祉センター 6人 

6/5 県社協理事会 鳥取市 1人 

6/11 県法人指導監査説明会 倉吉市 1人 

6/26 法人連絡会 鳥取市 1人 

6/27 平成 30 年度第 1回社会福祉大会実行委員会 地域福祉センター 14人 

6/28 生涯学習情報館運営委員会 生涯学習情報館 1人 

7/9 県表彰審査会 鳥取市 1人 

7/24 東部地区社協会長会 鳥取市 2人 

8/2 安全運転管理者講習会 八頭町 1人 

8/7 県法人指導監査指摘事項確認 地域福祉センター 3人 

8/10 若桜町表彰審査会 役場 1人 

8/28 県民総合福祉大会 米子市 15人 

9/17 若桜町敬老会 第 1町民体育館 2人 

10/19 地域福祉トップセミナー 倉吉市 1人 

11/13～14 市町村社協役員視察研修会 神戸・大阪 1人 

11/19 県社協理事会 鳥取市 1人 

1/21 東部地区社協会長会 若桜町 2人 

2/15 県内社協事務局長会議 鳥取市 1人 

2/25 市町村役員セミナー 倉吉市 4人 

3/8 社会福祉法人役員研修会 倉吉市 1人 

3/13 県社協理事会 鳥取市 1人 

 

（５）社会福祉協議会員と会費 

 
件 数 金 額（円） 

３０年度 ２９年度 ３０年度 ２９年度 

一般会費 1,056 1,035 1,252,700 1,250,900 

賛助会費 98 91 377,400 354,400 

合計 1,154 1,126 1,630,100 1,605,300 

全世帯数 1,345 1,350 ※賛助会員数含む 

※あすなろ入所者 36世帯は除く 納入率 85.7％ 83.4％ 
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（６）職員の資質の向上と的確な活動推進 

 職員の資質の向上を図るため、内部研修の充実と外部研修への参加に積極的に取り組んだ。 

 

◯６月１２日（火） 

第１回職場内研修 ２６人 

「人権研修会」 ビデオ研修、グループ討議 

○８月１９日（日） 

第２回職場内研修 ２６人 

    「赤十字救急法短期講習」 赤十字救急法指導員 森川隆宏 氏 

    「チームワーク研修」 鳥取県障害者就労事業振興センター 事務局長 赤井寿美 氏    

   ○１０月１９日（金）  

    第３回職場内研修 ２７人 

    「虐待防止について（高齢者虐待）」 ビデオ研修、グループ討議 

○１２月５日（水） 

第４回職場内研修 ２４人 

    「職場内におけるハラスメントについて」 

     とっとり震災支援連絡協議会 事務局長 佐藤淳子 氏 

   ○２月１３日（水）  

第５回職場内研修 ２７人 

「安全運転について」 ビデオ研修 

   ○資格取得 

    社会福祉士養成研修受講中  １人 

    社会福祉主事任用資格取得  １人 

    社会福祉主事任用資格受講中 １人 

   ○係別研修等 

    各会議の定期的な開催により情報の共有を図った。 

     ・課長会議 随時 

・係長会議・・・月１回開催 

・各係ミーティング・・・月１回開催 

       総務福祉課  訪問介護係  居宅介護支援係 

       通所介護係  ふれあい作業所 

     ・一般職員会議・・・年 6回開催 

 

  ○その他職員外部研修、会議等 

＜総務、地域福祉関係＞ 

開 催 日 研修名 ・ 会 議 名 開催場所 出席者数 

4/6 東部日常生活自立支援事業専門員連絡会 鳥取市 1人 

4/16 ボランティア担当者研修会 倉吉市 1人 

4/24 生活福祉資金市町村社協担当職員事業説明会 倉吉市 2人 

4/27 日常生活自立支援事業実務者会議 倉吉市 1人 

5/2・8 支え愛マップインストラクター研修会 鳥取市 1人 
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開 催 日 研修名 ・ 会 議 名 開催場所 出席者数 

5/21 要配慮者利用施設管理者説明会 鳥取市 1人 

6/29 生活困窮者自立支援推進会議 鳥取市 1人 

6/27 支え愛ネットワーク構築事業打ち合わせ 保健センター 2人 

6/31 日常生活自立支援事業専門員連絡会 鳥取市 1人 

6/31 要支援者対策関係者連絡会 鳥取市 1人 

7/2 第１回えんくるり事業連絡会 倉吉市 1人 

7/6 ＣＳＷ研修 鳥取市 1人 

7/9 
第１回成年後見制度に関する家庭裁判所との意

見交換会 

鳥取市 1人 

7/18 ＣＳＷ研修 鳥取市 1人 

7/26 日常生活自立支援事業専門員連絡会 鳥取市 1人 

8/2 若桜町地域ケア会議 保健センター 1人 

8/2.3 ＣＳＷ研修 鳥取市 1人 

8/7 広報研修会 倉吉市 2人 

8/9 食中毒発生予防研修会 地域福祉センター  

8/16 地域福祉計画策定打ち合わせ 役場 2人 

8/30 福祉避難所協議会 保健センター 1人 

9/11 コープ生協鳥取本部フードサイクル事業協定 鳥取市 2人 

9/12 日常生活自立支援事業生活支援員地区別研修会 鳥取市 5人 

9/19 第２回えんくるり事業相談員連絡会 倉吉市 1人 

9/27 地域定着支援に係る関係機関連絡協議会 鳥取市 1人 

10/31 
第２回東部地区関係諸機関との意見交換会（成年

後見制度促進について） 

鳥取市 1人 

12/1 災害ボランティアセンター運営模擬訓練 日南町 1人 

12/3 えんくるり事業意見交換会 倉吉市 1人 

12/10.11 
平成 30 年度中国ブロック日常生活自立支援事業

専門員研修会 

鳥取市 1人 

1/21 
平成 30 年度第１回市町村社会福祉協議会ボラン

ティアセンター連携強化会議 

倉吉市 １人 

1/22 
平成 30 年度生活福祉資金市町村社協担当職員研

修会 

倉吉市 1人 

1/25 

平成 30年度福祉学習指導者スキルアップ研修「福

祉レクリエーションで楽しい！を伝えるコツを

学ぶ」 

倉吉体育文化会館 １人 

1/31 日常生活自立支援事業 第５回専門員連絡会 鳥取市 1人 

2/1 
平成 30 年度コミュニティソーシャルワーク実践

力強化研修 

鳥取市 2人 

2/2 平成 30年度地域防災リーダースキルアップ研修 鳥取市 1人 

2/6 第３回えんくるり事業相談員連絡会 倉吉市 1人 
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開 催 日 研修名 ・ 会議名 開催場所 出席者数 

2/12 

平成 30 年度小地域福祉活動推進研修会「地域が

今よりもっと元気になるために」「社協広報誌コ

ンテスト」 

倉吉市 2人 

2/19 
平成 30 年度ふれあい・いきいきサロン世話人交

流研修会 

鳥取市 1人 

2/23 

平成 30年度市町村社協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｽｷﾙｱｯﾌﾟ

研修・平成 30 年度第２回市町村社協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

連携強化会議 

倉吉市 1人 

2/26 
平成 30 年度第２回支え愛マップ関係者連絡会 

意見交換会 

鳥取市 1人 

2/26 日常生活自立支援事業実務者会議 倉吉市 1人 

2/26 
平成 30 年度みんなで一緒に考える「しあわせな

まち」 

福祉人材センター 1人 

2/27 
第３回東部地区関係諸機関と鳥取家庭裁判所と

の意見交換会 

鳥取市 1人 

3/4 
平成 31 年度地域づくり関係助成事業説明会及び

相談会 

鳥取市 1人 

3/14 
平成 31 年度東部地区社協職員連絡協議会事務部

会研修会 

鳥取市 2人 

 

＜介護サービス関係＞ 

開 催 日 研修名 ・ 会議名 開催場所 出席者数 

4/16 ボランティア受け入れ担当研修会 倉吉市 1人 

5/15 老施協（老人福祉施設協議会）総会 倉吉市 1人 

5/21 老施協研修委員会 倉吉市 1人 

6/7 老施協職員研修会 倉吉市 1人 

7/11 介護専門職員研修会 鳥取市 1人 

9/19 介護専門職員研修会 鳥取市 1人 

10/2 介護専門職員研修会 鳥取市 １人 

10/31 介護専門職員研修会 鳥取市 １人 

1/10 老施協研修会 倉吉市 １人 

3/6 認定審査会新任研修 鳥取市 １人 

3/8 CSW 研修 鳥取市 １人 

年間 認知症介護実践者講習会 倉吉市 3人 

年間 主任介護支援専門員研修 鳥取市 1人 

年間 介護支援専門員実務者研修 鳥取市 1人 

年間 介護支援専門員更新研修 鳥取市 1人 
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＜障がい者自立支援サービス関係＞ 

開 催 日 研修名 ・ 会議名 開催場所 出席者数 

4/11 平成 30年度鳥取県委託事業についての説明会 鳥取市 1人 

4/19 若桜町障がい福祉計画策定委員会 保健センター 2人 

5/15 
アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」

商談会 

鳥取市 2人 

6/11 鳥取市自立支援協議会 鳥取市 1人 

6/21 地域生活支援協議会 八頭町 1人 

7/4～5 福祉職員キャリアパス対応生涯研修 鳥取市 1人 

7/12 特別支援学校就労支援促進セミナー 鳥取市 1人 

7/13 クレーム対応力強化研修 琴浦町 1人 

7/18 障がい者虐待防止研修会 倉吉市 1人 

7/20 知的障害者相談員研修 倉吉市 1人 

7/25 評価シート研修会 米子市 1人 

7/27 商品開発会議 地域福祉センター 3人 

8/2.3 福祉職場キャリアパス生涯研修 鳥取市 1人 

8/24・25 食品製造事業所研修会 倉吉市 1人 

8/30 家族支援ワークショップ 鳥取市 1人 

8/31 鳥取市自立支援協議会 鳥取市 1人 

9/7 商品開発会議 地域福祉センター 1人 

9/12 障がいのある方の職業準備性を高める研修 倉吉市 1人 

9/20・21 福祉職員キャリアパス対応生涯研修 鳥取市 1人 

9/27 安心サポート体制検討委員会 倉吉市 1人 

10/6 とっとり就労支援フォーラム 鳥取市 2人 

10/11 
「地域資源（ひと・モノ）を活かした障がい者の

仕事づくり」ワークショップ 

地域福祉センター 3人 

10/18 平成 30年度発達障がい児者事業所職員研修 鳥取市 1人 

10/28 発達障がいの人の感情のコントロール 鳥取市 1人 

11/8・9 
地域資源を活用した事例事業所視察 奈良県 

滋賀県 

2人 

12/6 家族支援ワークショップ 倉吉市 1人 

12/7 実地指導 地域福祉センター 2人 

12/7 赤十字奉仕団バザー収益金寄付 贈呈 地域福祉センター  

12/13 鳥取信用金庫 寄付金贈呈 地域福祉センター  

12/18 日立製作所 OB会 寄付金贈呈 地域福祉センター  

12/25 フラワーアレンジメント 地域福祉センター 2人 

1/17 報酬改定について聞き取り 県職員 2人来所 地域福祉センター 2人 

1/21 安心サポート体制検討委員会 倉吉市 1人 

2/6 
地域ネットワークと持続可能な事業展開を考え

るセミナー 

鳥取市 1人 
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開 催 日 研修名 ・ 会議名 開催場所 出席者数 

2/12 
アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」 

運営体制に係る説明会 

倉吉市 1人 

2/15 虐待防止研修 倉吉市 1人 

2/15 あいサポートファイル説明会 倉吉市 1人 

3/6 若桜町高齢者・障害者虐待ネットワーク協議会 若桜町役場 1人 

3/9 鳥取県サービス管理責任者等連絡会総会 琴浦町 1人 

3/18 安心サポート体制検討委員会 倉吉市 1人 

3/19 集団指導 鳥取市 2人 

 

（７）虐待防止体制の整備 

 平成２９年度に委員会を立ち上げ、今年度はより具体的な取り組みを充実させることを念頭に

運営した。 

 年度初めから虐待防止マニュアルの策定に取りかかり、上半期で策定が終了した。他に管理職

を対象とした「体制整備チェックリスト」正職員すべてを対象とした「職員セルフチェックリス

ト」の実施と分析を通じて虐待防止に関する現状把握と課題整理に努めた。  

高齢者や障がい者に対する虐待防止についての今後の取り組みについて委員会で検討を行っ

た。（虐待防止チェックリスト実施、広報、職員研修、内外の相談窓口の設置及び広報）  

開催日 会議名 出席数 

5/18 平成 30年度第１回虐待防止委員会 ５人 

3/25 平成 30年度第２回虐待防止委員会 ５人 

 

２．住民にやさしいまちづくり 

地域住民や福祉関係者に対して地域福祉の動向などについての研修会を行い、地域福祉に

対する理解を図った。また、サロン訪問などにより福祉の動向やサービスに係る情報提供に

より広報啓発と課題の情報収集を積極的に行った。今年度は新たな取り組みとして、内部広

報委員会を組織し効果的な広報活動に取り組んだ。 

 

（１）関係者や住民に対して学習会や研修会を実施 

社協を身近に感じてもらうことを目的に社協職員によるサロン訪問を行った。またサロンに

対しての相談、レクリエーション、学習会等の支援を行った。 

開催日 会 議 名 開催場所 参加人数 

4/11 【吉川】サロン訪問（笑いケア体操） 寄来屋 20人 

6/13 【吉川】サロン訪問（社協デイ、事業紹介） 寄来屋 18人 

9/12 
平成 30年度小地域福祉活動研修会（県社協支え愛

マップ啓発研修会） 
若桜町公民館 18人 

9/18 
【農人町】サロン訪問（社協事業紹介、サロン活動

状況把握） 
農人町公民館 6人 

10/1 【下町①】サロン訪問（社協個別支援紹介） 下町公民館 12人 

10/1 【下町②】サロン訪問（社協個別支援紹介等） 下町公民館 12人 
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開催日 会 議 名 開催場所 参加人数 

10/9 平成 30年度 ご近所ふれあいサロン世話人交流会 地域福祉センター 15人 

10/12 

【新町】新町老人クラブ研修会、サロン訪問（地域

コミュニティの低下についてと支え愛マップづく

り）をテーマに講師をする 

氷太くん 9人 

10/22 【山田町】サロン訪問（社協個別支援紹介等） 山田町公民館 18人 

10/23 【農人町】サロン訪問（社協個別支援紹介等） 世話人宅 3人 

11/6 【屋堂羅】サロン訪問（社協個別支援紹介等） 相撲館 4人 

11/16 【新町】サロン訪問（社協個別支援紹介等） 新町公民館 5人 

2/18 【中原】サロン訪問（社協個別支援紹介等） 中原公民館 6人 

3/10 【小船】サロン訪問（社協個別支援紹介等） 小船公民館 9人 

 

（２）福祉の情報提供 

  今年度は社協広報誌作成にあたり、広報委員会を年６回開催し町民に見てもらえる広報誌に

ついて検討を行うことができた。そして社協の広報について社協全体で考える事ができた。 

○社協だよりの発行 ４回（６/２９、９/２８、１２/２１、３/２９） 

○デイサービス PR紙の発行（5/25） 

○各種福祉情報、研修会の情報提供 随時 

 

（３）若桜町社会福祉大会の開催…１１/２５  若桜町公民館 

  ○実行委員会の開催 

   第１回：６/２７（実行委員１４人参加） 第２回：１０/２（実行委員１２人参加） 

 

  ○地域福祉功労者の表彰を行い、講演会を開催することで福祉知識の普及啓発を図った。 

   表彰者 団体 １   個人 ５人     参加者 約１３０人 

    講演 「あなたもわたしもイキイキ人生 音楽と笑顔に勝るクスリなし」 

講師 アマデウス音楽院付属笑学校 校長 アマデウス大西 氏 

 

（４）えんくるり事業（県内の社会福祉法人による共同事業）  

・相談支援 ２件 

生活困窮者に対する緊急的な支援対策として相談窓口の開設、運営を行った。事業説明会、

研修会を通じて県内の社会福祉法人との情報共有、こども食堂をはじめとした 居場所づくり

等、地域で支えるための新しい社会資源の開発に向けた情報共有を行った。 

 

３．総合相談支援事業 

 金銭管理や生活相談、困窮に対する相談など日常生活全般の相談支援を行った。特に包括

支援センターやケアマネージャーと連携し、包括的に介護相談から金銭管理や困窮の相談支

援を行った。また、弁護士による法律相談も定期的に相談があり専門的な住民の相談支援に

繋げた。 
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（１） 苦情相談体制…苦情処理委員５人 

  今年度は特に委員会で審議するような大きな苦情はなかった。各係に徹底し適切な地域住民

からの苦情処理に努めた。また、昨年度の苦情についての内容について委員の方に報告を行っ

た。 

開催日 研修名・会議名 開催場所 参加数 備 考 

5/30 苦情処理報告会 ドリーミー ５人 前年度苦情等報告 

6/28 
平成 30年度福祉サービス苦情解決事業研

修会 

湯梨浜町 

ｱﾛﾊﾎｰﾙ 

６人 苦情処理委員２人 

理事１人、職員３人 

7/13 
クレーム対応力強化研修 まなびタウ

ンとうはく 

1人  

9/13 
平成 30年度苦情受付担当者研修会 福祉人材セ

ンター 

1人  

 

（２）各種相談日の開設 

事業名 相談員 相談日 利用数 備 考 

法律相談 弁護士 月１回   ２２件 第２火曜 午後 

◯行政相談、人権相談、消費者生活相談、障がい者相談（若桜町 月 1回開設） 

※福祉相談、介護相談については随時職員が対応した。 

 

（３）支え愛ネットワーク構築事業 

地域住民や関係機関と連携し、地域の要援護者の把握と地域の見守り・支え合い体制づくり

に取り組んだ。１５世帯の個別支援と１６集落（中町、三倉、長砂、上町、吉川、糸白見、新

町、加地、あかまつ団地、寺所、高野、浅井、下町、大野、岩屋堂、若葉団地）に支え愛活動

について支援を行った。また、包括支援センター、町防災課と連携して集落座談会を開催し、

集落で地域関係者に集まってもらい、実態把握のための話合いを実施し把握に努めた。座談会

の実施に至らなかった自治会については自治会長を訪問し実態の把握に努めた。その他、福祉

関係機関との連携、情報共有として事業者ネットわかさ、地域ケア会議に参加した。愛の輪訪

問員の活動状況把握の為、文書による活動継続依頼と変更等ないか調査を行った。 

   地域支援 延３３件   個別支援 延１０８件 

開催日 研修・会議名 開催場所 備 考 

4/13 中町小地域サロン支援事業相談 地域福祉センター  

4/16 第 1回事業者ネットわかさ 保健センター  

5/8 民生児童委員協議会５月定例会参加 保健センター 情報収集 

5/23 三倉自治会訪問 地域福祉センター 地域状況把握 

6/12 長砂自治会訪問 自治会長宅 地域状況把握 

6/12 上町支えあいマップづくり支援 地域福祉センター 
事業説明、協議、地

域状況把握 

6/12 民生児童委員協議会６月定例会参加 保健センター 情報収集 

6/13 吉川自治会訪問 寄来屋 
事業説明、協議、地

域状況把握 
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開催日 研修・会議名 開催場所 備 考 

6/16 糸白見自治会訪問 自治会長宅 地域状況把握 

6/18 新町支えあいマップづくり支援 自治会長宅 
事業説明、協議、地

域状況把握 

6/18 第２回事業者ネットわかさ ゆいまぁる  

6/23 新町支えあいマップづくり支援 自治会長宅 協議 

6/25 加地自治会訪問 地域福祉センター 地域状況把握 

6/25 新町支えあいマップづくり支援 自治会長宅 協議 

6/26 あかまつ団地自治会長訪問 地域福祉センター 
地域状況把握、事業

説明、協議 

6/27 支えあいネットワーク構築事業連絡会 町保健センター 
包括支援センター、

役場防災課、社協 

6/30 上町支えあいマップづくり研修会 上町公民館  

7/1 新町支えあいマップづくり研修会 新町公民館  

7/3 寺所自治会長訪問 集落住民宅 
地域状況把握、事業

説明、協議 

7/6、9 上町支えあいマップづくり支援 地域福祉センター  

7/12 高野支えあいマップづくり支援 地域福祉センター 事業説明、協議 

8/2 平成３０年度第１回若桜町地域ケア会議 若桜町役場  

8/7 民生児童委員協議会８月定例会参加 保健センター 情報収集 

8/20 第３回事業者ネットわかさ 地域福祉センター  

8/27 高野支えあいマップ更新研修会 高野憩の家  

9/8 浅井支えあいマップ更新研修 浅井公民館  

9/11 民生児童委員協議会９月位定例会参加 保健センター 情報収集 

10/5 平成３０年度 第２回若桜町地域ケア会議 若桜町役場   

10/9 民生児童委員協議会１０月定例会参加 保健センター   

10/15 第４回 事業者ネットわかさ 保健センター   

11/6 口屋堂羅・屋堂羅支え愛マップ更新 相撲館  

11/9 中町小地域サロン支援 中町公民館 サロン活動の支援 

11/13 民生児童委員協議会１１月定例会参加 保健センター  情報収集 

11/14 下町支え愛マップづくり 下町公民館  

11/29 中町小地域サロン支援 中町公民館 レク紹介 

12/1 大野支え愛マップ更新、自主防災組織づくり 大野公民館 聞き取り等 

12/3 平成３０年度 第３回若桜町地域ケア会議 若桜町役場   

12/6 支え愛ネットワーク構築事業連絡会 保健センター 包括、総務課、社協 

12/11 民生児童委員協議会１２月定例会参加 保健センター  情報収集 

12/17 第５回 事業者ネットわかさ わかさ生協診療所   

2/8 岩屋堂支え愛マップ更新 岩屋堂公民館 情報収集 

2//16 中町支え愛マップ更新 若桜町公民館 講師 

2/18 第６回 事業者ネットわかさ わかさあすなろ   
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開催日 研修・会議名 開催場所 備 考 

2/26 平成３０年度支え愛のまちづくり推進協議会 地域福祉センター 
局長、担当者、県社

協職員参加 

3/3 若葉団地支え愛マップづくり 若葉団地集会所 講師 

3/12 民生児童委員協議会３月定例会参加 若桜町公民館 情報収集  

 

（４）日常生活自立支援事業・・・利用者 ６人、支援員 ４人 

  日常生活（金銭管理、公文書処理）に支障や不安のある人への支援や相談業務、生活困窮者

自立支援制度と連携し事業を進めてきた。福祉事務所や介護支援専門員等においても連携を蜜

にして事業を推進した。また、後見の対象の相談も出てきている。 

  相談支援 延 ３０１件 

開催日 会 議 名 開催場所 出席者数 

5/2 第 1 回内部審査会 地域福祉センター ５人 

7/4 第 2 回内部審査会 地域福祉センター 県社協来所４人 

8/7 県社協巡回訪問 地域福祉センター ５人 

8/9 第 3 回内部審査会 地域福祉センター ５人 

9/6 第 4 回内部審査会 地域福祉センター ３人 

10/3 第 5 回内部審査会 地域福祉センター 4人 

2/7 第 6 回内部審査会 地域福祉センター 4人 

3/7 第 7 回内部審査会 地域福祉センター 4人 

 

（５）生活困窮者自立相談支援事業・・・新規相談 ７人  

生活困窮者の支援に対して主任相談支援員 1人、相談支援員 1人(兼務)、就労支援員 1人

（兼務）を配置して、福祉事務所や関係機関と連携して相談支援を行った。また、国が実施す

る都道府県研修担当者向け研修に参加し支援員の資質向上に努めた。 

相談支援 延 ７４件 

開催日 研修名 開催場所 参加者数 

4/24 生活福祉資金 貸付担当者会議 倉吉市 ２人 

5/29 生活困窮者自立支援制度人材養成研修（平成３０年度都

道府県研修に係る担当者研修前期） 

東京都 １人 

9/27 就労定着支援に係る関係機関連絡協議会 鳥取市 １人 

12/6 生活困窮者自立支援事業事例検討会 倉吉市 １人 

1/29 生活困窮者自立支援制度人材養成研修（平成３０年度都

道府県研修に係る担当者研修後期） 

東京都 １人 

2/22 平成３０年度家計相談支援研修会 倉吉市 １人 

2/25 生活困窮者自立相談支援事業弁護士サポート事業に係る

意見交換会 

鳥取市 １人 
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（６）各種資金貸付事業 

   相談件数 なし 

  ○生活福祉資金の貸付・・・・・償還継続分２件（修学資金貸付、生活資金貸付） 

  ○社会福祉協議会資金貸付・・・・・・・・償還継続分２件 

 

４．住民主体の福祉のまちづくり 

 ボランティア活動の推進と相談、斡旋、老人クラブ連合会や身体障害者福祉協会等の福祉

団体の育成など住民を主体とする組織の育成支援に取り組んだ。また、小地域サロンの推進

と拡大を図った。 

 

（１） ボランティアセンター事業 

○ボランティアだよりの発行 ４回 

○ボランティア活動の推進 

開催日 事 業 名 開催場所 参加数 

8/9 食中毒発生防止研修会 地域福祉センター 10人 

8/21 救急法短期講習会 地域福祉センター 12人 

9/21 食事サービス連絡会 地域福祉センター 12人 

3/22 食事サービス連絡会 地域福祉センター 10人 

 

○ボランティア登録者数 

   すずらんの会  １３人   赤十字奉仕団  ６５人   福寿会  １９人 

 傾聴ボランティア ５人   個人登録    ７３人    計  １７５人 

 

（２）福祉団体の育成と連携 

○老人クラブ連合会 

○身体障害者福祉協会 

 

（３）サロン事業の普及 

  ○独居高齢者のつどい（サロンふれあいの里） 

ボランティアすずらんの会との協働で実施し、高齢者の引きこもり予防に努めた。サロン

欠席者にサロン広報を配布し参加を呼びかけた。 

開催日 開 催 場 所 参加者 備 考 

5/17 若桜町公民館 参加者３６人 ボランティア１１人 会食、ゲーム、

ボランティアに

よるアトラクシ

ョン 

5/25 吉川寄来屋 参加者１２人 ボランティア１１人 

10/26 若桜町公民館（若桜・池田合同） 参加者４６人 ボランティア１３人 

  

 ○小地域サロン活動の推進（Ｈ３０年度 ３０カ所） 

   小地域サロンの推進を図り、地域のコミュニティーの再構築と引きこもり予防を行った。 

   また、各サロンの相談支援を行い継続的有効なサロン推進に努めるとともに地域の情報収 

集を積極的に行った。 
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開始年度 集 落 サロン名称 集 落 サロン名称 

22年度～ 大 炊 大炊サロンの会   

23年度～ 

山田町 わくわく健康サロン 渕 見 生きいきサロン 

栃 原 サロンとちわら 中 原 ふれあいサロン中原 

加 地 いっぽん杉の会   

24年度～ 

下 町 ひだまりサロン 西 町 あやめ会 

若葉団地 和かざくら会 屋堂羅 やだら「生涯現役で頑張るぞ」集団 

赤 松 赤松自治会 内 町 内町会 

25年度～ 

新 町 新町ふれあいサロン 西 町 たんぽぽの会 

西 町 まぁ聞いてぇなぁ 湯 原 湯原老人クラブ 

香 田 香田老人会 大 野 元気だで大野 

26年度～ 

糸白見 白糸の会 農人町 畑組合 

須 澄 須澄えびすの集い 下 町 フィットネスサロン 

浅 井 浅井自治会 西 町 西町笑和会 

農人町 ささゆり会   

27年度～ 
上 町 上町サロン 赤 松 赤松グランドゴルフ同好会 

上 町 上町婦人会   

28年度～ 西 町 サロンイレブン 長 砂 長砂ふれあいサロン 

糸白見 糸白見イキイキサロン   

29年度～ 小 船 小船サロン   

30年度～ 根 安 根安サロンの会 吉 川 吉川お楽しみサロン 

 

５．協働で取り組むまちづくり 

 地域の福祉関係者や自治会、民生委員と協働して要援護者や地域課題の情報共有に努めた。 

 また、町内１１カ所のモデル集落及びその他の集落において支え合い会議や支え合いマッ

プづくりを行い、研修会を通じて地域の福祉課題を共有し福祉関係の機関と連携することで

スムーズな支援に心掛けた。 

（１）小地域福祉活動 

  ○要援護者の見守り支援 

自治会、愛の輪訪問員、民生児童委員、単位老人クラブ会長が協働で取り組む見守り活

動の推進体制の支援を行った。 

 

  ○民協定例会への参加と情報共有…毎月開催される民協定例会に参加し情報共有に努めた。 

 

（２）子育て支援事業 

○出生祝い金事業   １２人 
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（３）利用しやすい福祉サービスの提供 

○食事サービス事業 

    ボランティアの協力で高齢世帯等の食事サービス活動による見守り活動を実施した。ま

た、調理ボランティアを対象に食中毒に対する研修を実施し事故防止に努めた。今年に入

り利用者が増加傾向にあり、過去最高の利用者数となっている。今後ボランティアの体制

等見直しが必要と思われる。 

区 分 人員等 内   容 

利用者数 １１９人 必要と思われる高齢者世帯及び障がい者世帯 

その他社協が必要と判断した世帯 

配食回数 ４９回（水曜） ボランティアによる調理 ３４回  

業者による弁当     １５回 

利用延べ食数 ３，５６６食 1 回平均 ７３食、利用者負担 １食 ２００円 

食事サービス 

ボランティア数 

１０６人 配達ボランティア ２９人 

調理ボランティア ７７人 

  

○葬祭用具の無料貸し出し事業 

   社会福祉協議会の葬祭用具の利用は近年減少しているが、今年度は貸し出しが４件に留

まった。棺のあっせんも昨年より少なかった。 

・貸出    ４件（内設置依頼  ３件） 

 ・棺の斡旋 １０件（内位牌の斡旋 ７件） 

    ・棺、位牌の運搬依頼 ３件 

 

  ○福祉用具の無料貸し出し事業 

   介護用品の貸し出しについても近年介護保険による福祉用具の貸し出しが普及したため

利用は減少し、昨年より貸出件数は減った。 

・ベッド貸出  ２件 

・車椅子貸出  ２件 

・搬入出依頼  ８件（搬入 ２件、搬出 ６件） 

 

（４）わがまち支え愛活動支援事業 

○地域支え愛マップの作成支援 

 今年度新たに２地区をモデル地区に指定し、支え愛活動及び支え愛マップづくりの支援に

取り組んだ。また、従来からのモデル集落にも働きかけ継続してマップづくり、見守り活

動、防災訓練等の推進を図った。 

 

開催日 事 業 名 開催場所 備 考 

6/12 上町支えあいマップづくり支援 地域福祉センター 事業説明・協議 

6/18 新町支えあいマップづくり支援 地域福祉センター 事業説明・協議 

6/23 新町支えあいマップづくり支援 地域福祉センター 協議 

6/25 新町支えあいマップづくり支援 地域福祉センター 協議 
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開催日 事 業 名 開催場所 備 考 

6/30 上町支えあいマップづくり支援 上町公民館 研修会 

7/1 新町支えあいマップづくり支援 新町公民館 研修会 

7/6 上町支えあいマップづくり支援 地域福祉センター  

7/9 上町支えあいマップづくり支援 地域福祉センター  

7/12 高野支えあいマップづくり支援 地域福祉センター 事業説明・協議 

8/27 高野支えあいマップづくり支援 高野憩の家 研修会 

9/8 浅井支えあいマップづくり支援 浅井公民館 研修会 

9/12 平成 30年度支え愛マップづくり啓発研修会 若桜町公民館 １８人 

モデル集落：H24～ 屋堂羅、大野、岩屋堂   H25～ 中町、高野、あかまつ団地 

      H26～ 大炊   H27～ 浅井  H29～ 中原 H30～上町、新町 

 

（５）その他の福祉サービス事業 

  ○敬老祝い事業 

   ・長寿お祝い事業 ９０歳お祝い事業   １９人 

            百歳長寿のお祝い事業  ３人 

  ○歳末たすけあい事業 

   ・独居高齢者世帯へのお節料理の配布（社協職員により配布）・・・  ６６人 

・高齢者世帯、障がい者世帯への灯油券配布（民生児童委員により配布） 

                               ・・・ １２６人 

６．安心して暮らせるまちづくり 

災害支援対策として、地域福祉センターの災害時の避難マニュアルの整備及び避難所とし

ての機能強化に努めた。また、社協としての災害時の対応について職員の意識向上を図っ

た。 

 

（１）災害支援対策の充実 

 ○福祉関係機関との防災連携体制の強化 

町の防災訓練への参加及び福祉避難所の体制整備に取り組んだ。また、日南町災害ボラン

ティアセンター運営模擬訓練に職員 1 人が参加し、災害時生活支援についての理解と研鑽を

深めた。 

 

○西日本豪雨災害に関する支援 

平成３０年年７月に発生した西日本豪雨災害では、県社協から災害ボランティアセンター

のスタッフの派遣要請があった。これに伴い、ボランティアセンターの運営スタッフとし

て、延べ２１日、延７人の職員を県内外の災害ボランティアセンターに派遣した。また、若

桜町内においてもボランティアによる災害支援のコーディネートや避難所運営を行った。 

 

日 時 派遣場所 人 数 

7/10 智頭町災害ボランティアセンター ２人 

7/13～16 呉市災害ボランティアセンター １人 

7/16～19 総社市災害ボランティアセンター １人 
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日 時 派遣場所 人 数 

7/31～8/3 広島市似島地区災害ボランティアセンター １人 

8/17～20 広島市坂町災害たすけあいセンター １人 

8/26～29 広島県坂町災害たすけあいセンター １人 

 

○町内への災害ボランティアに関する対応 

７／１８小船集落の住民より土砂撤去の相談依頼。７／１９にＩＰ告知端末等でボランテ

ィア調整し、翌日７/２０に土砂撤去を職員２人ボランティア１１人で対応した。 

 

○除雪ボランティア活動 

今冬は暖冬の影響でボランティアによる除雪依頼は無かったが、継続して除雪ボランティ

アの事前登録と、住民に向けて除雪支援の周知を行った。また、軽微な除雪相談に関しては

生活お助け事業につなげることで迅速な対応を図った。 

鳥取県、日野町、読売新聞、ＮＨＫ鳥取放送局から除雪ボランティアについての取り組み

状況についての取材があり、情報提供を行った。 

【ボランティア登録】 

登録人数 ８７人（個人登録 １２人 ３団体７５人） 

【住民への周知】 

除雪支援についてのチラシ各戸配付２回、ＩＰ告知端末の放送 3 回、ホームページ掲載 

【除雪依頼状況】 

事前相談６件 

 

（２）制度の狭間に対応したサービスの提供 

  公的サービスでは対応しきれないニーズに対応するため、平成２９年度から「生活お助け事

業」と「フードサイクル事業」を開始し、切れ目のない支援に努めるとともに利用促進のため

の広報普及活動に努めた。また、９月には鳥取県生活協同組合とフードサイクル事業の食品提

供についての同意書を交わした。 

 

  ○生活お助け事業  新規契約件数４件 利用件数１１件 延べ利用時間６．５時間 

平成２９年度から実施している本事業について、介護事業課等と連携しながら住民の公

的サービスで担えない部分の支援に努めた。徐々に事業の周知が進んできており、他事業

所からの相談ケースも増えてきている。 

 

  ○フードサイクル事業 相談 なし 

  外部（一般社団法人中央ライフサポートセンター）からの食料提供を受け、食料備蓄及

び食品ロスの対応として、デイサービスでの活用を行った。また、鳥取県生活協同組合と

生活困窮者に対する緊急食糧提供の同意書を交わし、より安定した緊急支援体制の確保を

図った。 
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７．福祉学習の推進 

  若桜学園と連携を図り、児童生徒に対して介護やボランティアの体験を通じて助け合い

や支え合いの育成に努めた。 

 

（１）教育機関との連携 

 ○若桜学園４年生の体験学習の実施。 

○夏休み体験ボランティア事業（７月２４日～８月２２日） 

 若桜学園と連携して夏休み期間にボランティア体験を、希望のメニューに応じて体験して

もらった。町内の福祉事業所やボランティアグループにも協力してもらい体験活動を行っ

た。今年度は、若桜学園側から１人１回のみの活動でお願いしたいと要望があり延べ参加者

数は例年よりかなり少なくなった。 

      若桜学園（５年３人、６年２人、７年１０人、８年８人、９年３人）合計 ２６人 

体験場所 内 容 体験日数 延べ参加者数 

若桜町地域福祉センター 

配食サービス ４日 １４人 

福寿会清掃活動 １日 ４人 

作業所こんにゃく畑整備活動 １日 １人 

わかさあすなろ 
施設体験 ２日 ４人 

納涼祭準備、片づけ ３日 ５人 

ゆいまぁる 
わくわく教室 １日 １人 

ふれあいサロン １日 １人 

合  計 延べ１３日 ２６人 

 

（２）福祉推進校支援事業 

 ○福祉推進校（若桜学園）との交流事業 

開催日 事業名 参加者数 内  容 

7/10 若桜学園スマイルプロジェクト奉仕活動 ６人 教員１人、社協職員３人が対応 

10/1  

若桜学園５年生「総合学習」地域福祉セ

ンター訪問 

１３人 教員１人、社協職員３人が対応 

館内見学、デイサービス見学、社

協の仕事説明、児童からの質問、

デイサービスにてレクリエーショ

ン 

10/11 １２人 

11/12 １３人 

 

８．福祉サービス提供事業（実績は本資料最後に掲載） 

  介護事業では、町内外の介護事業者、地域や他制度と連携し住民に対する介護サービス

の向上及び生活全般に渡る支援に努めた。介護予防事業では、町の委託を受け介護予防、

認知症予防の充実を図った。また、今年度は積極的なアウトリーチに努め、各係やコミュ

ニティーソーシャルワーカーが一体となって利用ニーズの把握と包括的な支援に努めた。 

  自立支援事業については、障がい者に対する介護サービス及び就労継続支援 B 型事業

（若ざくらふれあい作業所）の充実と作業所の工賃アップに努めた。 
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（１）居宅介護活動の充実と推進 

  ○要援護者、介護者のニーズに応じた介護サービスの提供に努めた。 

  ○関係機関や他制度と連携した包括的な支援に取り組んだ。 

事業名 開催回数 内  容 

事業者ネット若桜 ６回 要援護者支援連絡会、福祉事業研修会 

地域ケア会議 ３回 福祉関係者による事例検討会 

認知症初期集中支援

チーム事例検討会 

１回  

 

（２）サービスの質の向上・・・係別定例会（月 1 回） 

                障がい者施設関係連絡会（町、郡） 

（３）介護保険事業 

   介護保険事業は２８年度下半期から実績が減少していたが、今年度７月頃より実績がかな

り向上した。今年度は各係で検討し、先駆的な事業所の研究や、生活全般を支える企画など

内容や取り組みを大きく見直し、利用者視点の“住民が利用したいサービス“を目指し取り

組んできた。また、今までの”待つ“ことから”出向く“ことへ意識を変え利用者ニーズの

把握と支援に努めた。今後の課題として、高齢化が加速する今般、老々介護・認知症を抱え

る独居の高齢者等在宅福祉サービスだけでは補いきれない現状をどう支えていくかが揚げら

れる。 

 

  ○訪問介護事業、介護予防訪問介護事業（月曜日～日曜日） 

   総合事業利用者と高齢者世帯の家事援助が多く、身体介護は３年連続して減少している。 

   在宅で安心して生活を送ってもらうため、他事業の提案や相談を積極的に行い、生活全般

に目を配った支援に努めた。また、地域福祉事業で行うサロン事業等にも出向き相談支援や

新規ニーズの把握を行った。 

 

  ○通所介護事業、介護予防通所介護事業（月曜日～土曜日） 

   生活全般を支えることを目的に関係する事業所等と連携を密にし安心できる在宅生活の支

援に努めた。今年度から新たな試みとして、希望者には有料で朝食サービス、夕食お弁当サ

ービス、洗濯サービスを開始し利用者が可能な限り在宅生活を継続できるよう支援してい

る。また、地域に開かれたデイサービスを目指し、ボランティアや外部団体、若桜学園やこ

ども園などの積極的な受け入れとプログラムの企画を実施している。また、地域福祉が実施

するサロンに参加しニーズ把握や相談支援を行った。その他デイサービスのパンフレットを

作成し定期的に配布し広報活動と利用促進を図った。認知症の利用者が増え、認知症介護実

践者研修に３人参加し認知症対応に更なる意識向上を図り事故防止の対策を随時検討してい

る。職員の内部研修の充実と外部研修への積極的に参加により職員１人ひとりの資質の向上

に努めてきた。 
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  ○居宅介護支援事業 

   要介護者、要支援者のニーズに応じ介護サービスの提供を提案しながら利用者の“したい

生活”を一緒に叶える支援に努めた。在宅生活継続を重点に包括的な支援となるよう適宜医

療機関はもとより関係機関との連携を深めていった。介護相談の窓口となる係でもあること

から、体制を強化し迅速な対応に心がけ相談支援に取り組んだ。また、介護保険外サービス

や他制度との連携により利用者の生活全般を支える支援に努めた。 

    ・主任介護支援専門員研修  １人受講終了 

    ・介護支援専門員の更新研修 １人受講終了 

    ・介護支援専門員実務者研修 1人受講終了 

    介護保険認定訪問調査（町受託事業）      ７７件 

    要介護者          実利者数     ７１人 

    要支援者（町受託事業）   実利者数     ３４人 

 

（４）介護予防支援事業（町受託事業） 

  ○一次高齢者介護予防事業「わくわく教室」毎週水曜日     実利用者 ３２人 

  ○早期認知症予防事業「ひだまりでほっこり教室」毎週火曜日  実利用者 １５人 

 

（５）総合支援等事業 

  ○障がい者福祉サービス事業（障がい者自立支援事業） 実利用者  ３人 

   ホームヘルパーによる生活支援事業 

  ○若ざくらふれあい作業所（就労継続支援Ｂ型事業）  実利用者  １２人 

   町内外のイベント、バザーを年間１１回出品した。スポーツ大会に参加したり、ミニ運動

会の開催、研修旅行などの社会参加の場づくり等仕事をする意欲を高めた。また、生産活動

による障がい者の就労支援、生活支援事業、こんにゃくの生産を中心に利用者の工賃アップ

と利用者の健康管理、事業所としての経営理念、障がいに対する理解や対応、虐待防止など

の研修会や職員のスキルアップの研修など積極的に参加した。 

開 催 日 事 業 名 開催場所 出席者数 

4/15 因州若桜さくら祭り バザー出店 若桜駅前 3人 

4/23 ピンク SLフェスタ説明会 若桜町役場 1人 

4/30 ピンク SLフェスタ バザー出店 若桜駅前 4人 

5/26 若ざくらふれあい作業所家族会 総会 地域福祉センター 4人 

6/2 第 37回ふれあい広場 バザー出店 鳥取市 2人 

6/16 わったいな 7 周年創業祭 バザー出店 鳥取市 2人 

7/21 道の駅桜ん坊 10周年記念納涼祭 バザー出店 道の駅桜ん坊 3人 

7/23 山田農園施設外就労 説明・体験 高野 3人 

7/31 
県民の日フェア説明  

イオンリテール 社員 2人来所 

地域福祉センター 2人 

8/6 こんにゃく畑草取り 学園 1人 民生 8人 内町 1人 

9/8・9 イオン北店鳥取県民の日フェア 物産販売 鳥取市 1人 

9/11 中・四国すまいる大会鳥取大会現地実行委員会 鳥取市 1人 

9/28 研修旅行 八頭町 4人 
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開 催 日 事 業 名 開催場所 出席者数 

9/28 八頭町福祉まつり説明会 八頭町 1人 

10/12 鬼っこまつり説明会 保健センター 1人 

10/14 八頭町福祉まつり 八頭町 3人 

10/16 中・四国すまいる大会鳥取大会実行委員会 鳥取市 1人 

10/19 作業所ミニ運動会 第一町民体育館 4人 

10/27 鬼っこまつり 準備 若桜駅前 1人 

10/28 鬼っこまつり バザー出店 若桜駅前 2人 

11/10・11 手をつなぐ育成会 すまいる大会 鳥取市 2人 

11/11 若桜町部落解放ふれあい祭り バザー出店 高野 2人 

11/25 若桜町福祉大会 バザー出店 若桜町公民館 4人 

12/1・2 読売旅行イベント バザー出店 道の駅桜ん坊 2人 

12/8 フライングディスク大会 八頭町 1人 

12/9 作業所忘年会  氷太くん 3人 

12/25 フラワーアレンジメント 地域福祉センター 2人 

2/1 料理講習 若桜町公民館 4人 

2/3 西日本雪合戦大会 バザー出店 ゆうゆう広場 2人 

 

９．その他事業 

 

地域福祉センターの管理運営事業…指定管理者（利用状況は本資料最後に掲載） 

  ○福祉避難所、一般避難所の開設及び運営 

   今年度上半期は、台風や豪雨など悪天候が多く、福祉避難所及び一般避難所の開設依頼が 

多く発生した。役場と連携をとり避難所の適切な運営に努めた。 

開所日  避難者数 対応職員数 

7/3～4 台風 7号 0人 1人 

7/5  

西日本豪雨 

0人 １人 

7/6～7 56人 6人 

7/7～8 2人 2人 

7/28～29 台風 12号 3人 1人 

8/23～24 台風 20号 0人 2人 

9/4 台風 21号 0人 3人 

9/9 待機(開所はなかった。) ― 2人 

9/30～10/1 台風 24号 1人 4人 

  ○指定管理者として適切な地域福祉センターの運営。 

  ・施設の老朽化に伴う修繕を行った。 

   （厨房止水栓バルブ取替工事、浴槽タイル修繕工事） 
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  ○その他 

 外壁、内装も剥がれや汚れがかなり目立ってきており、大規模修繕が必要となるため今

後町と検討していく必要がある。特に空調設備、ボイラーも老朽化が進み今後故障が想定

される。空調設備についてはかなり古い機種で部品調達が困難なため、夏場、冬場に故障

した場合事業に支障をきたす。また、ボイラー設備についても同様に故障した場合入浴を

希望される方の対応ができない。ここ何年か町に見積もりを提出している。 

   

１０．共同募金委員会への協力 

  若桜町共同募金委員会の適切な運営のための支援を行った。 

 


