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平成 2４年度事業報告書  

         西ノ島町社会福祉協議会 

 

法人運営事業 

①理事会 4 回 (出席者数) 

5/22 (7名)  1.平成 23年度事業報告並びに決算報告について 2.育児休業等

規程(案)の改正について 3.就業規程(案)の改正について 

 

9/13 (8名)  1.平成 24年度第 1回補正予算(案)について 2.平成 24年度しま

ね流自治会区福祉活動推進事業について 3．新ふるさと福祉学

習推進事業について 4.日常生活自立支援事業について 5.研

修報告 

 

2/21 (8 名)   1.日常生活自立支援事業について 2.定款(案)の変更について 

3.経理規程(案)の変更について 4.西ノ島町社会福祉協議会短

時間労働職員就業規程の廃止について 5.非常勤嘱託職員取り

扱い要領の廃止について 6.非常勤職員就業規則(案)について 

7.常勤嘱託職員取り扱い要領(案)の変更について 8．平成 25

年度主な事業について 9.平成 25年度職員体制について 

       10.介護保険事業の運営状況について 11.研修報告について 

 

3/25 (9名)    1.平成 24 年度第 2 回補正予算(案)について 2．平成 25 年度事

業計画(案)並びに予算(案)について 3．西ノ島町社会福祉協議会

就業規程(案)の変更について ４．訪問介護事業所運営規程の変

更(案)について 5.介護予防訪問介護事業所運営規程の変更

(案)について 6．指定居宅介護事業所運営規程の変更(案)につ

いて  

 

・部会   なし 

 

・理事と町長との懇話会 １回（出席者数） 

2/28 (6 名)  1.ふれあいセンター職員の確保について 2.介護保険事業の需

要増加にともなう財政的支援について 

 

②評議員会 ４回 (出席者数） 

5/24 (15 名)   1.平成 23 年度事業報告並びに決算報告について 2.育児休業

等規程(案)の改正について 3.就業規程(案)の改正について  
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9/19 (18 名)   1.平成 24年度第 1回補正予算(案)について  2.平成 24 年度し

まね流自治会区福祉活動推進事業について 3．新ふるさと福祉

学習推進事業について 4.日常生活自立支援事業について   

 

2/27 (16 名) 1.日常生活自立支援事業について 2.定款(案)の変更について 

3.経理規程(案)の変更について 4.西ノ島町社会福祉協議会短

時間労働職員就業規程の廃止について 5.非常勤嘱託職員取り

扱い要領の廃止について 6.非常勤職員就業規則(案)について 

7.常勤嘱託職員取り扱い要領(案)変更について 8.介護保険事

業の運営状況について   

        

3/26 (12 名)  1.平成 24 年度第 2 回補正予算(案)について 2.平成 25 年度事

業計画(案)並びに予算(案)について 3.西ノ島町社会福祉協議会

就業規程(案)の変更について 4.訪問介護事業所運営規程の変

更(案)について 5.介護予防訪問介護事業所運営規程の変更

(案)について 6.指定居宅介護事業所運営規程の変更(案)につ

いて  

 

③監査会  ３回 

5/ 11 (1 名)  平成 23 年度会計処理、決算等の内部経理監査 

 

5/ 16 (2 名)  平成 23 年度事業計画に基づく事業実施状況並びに会計処理、

決算等の監査 

           

11/6(1 名)   平成 24 年度上半期会計処理等の内部経理監査 

 

④委員会   なし 

   

《役員研修等》 

・島根県市町村社協トップミーティング ・島根県市町村社会福祉協議会会

長会 、研修会 ・新ふるさと福祉学習推進事業検討委員会 ・新ふるさと福

祉学習推進事業研究会 ・社会福祉法人監事研修会 ・社会福祉法人役員セ

ミナー ・隠岐地域行政関係者研修会（人権・同和） ・隠岐地区社会福祉

協議会連絡会   
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一般事業 

１、生涯を自分らしくいきいきと暮らせるまちづくり 

○ボランティアの育成と充実 

（1）ふれあいセンター事業（西ノ島町受託事業） 

地域住民や関係機関と連携、協力し住民参加による事業の推進に努めるとと

もに、地域応援隊によるたすけあい活動の充実と啓発活動を重点に事業を実施

した。 

 ●運営委員会：（2回）5/14 1/21   

 

●地域応援隊：個人会員 80 名、団体会員 41 団体、（719名）合計 799 名 

（平成 23 年度   〃  76名、 〃   35 団体（667 名）   743 名）  

・有償サービス：相談件数 21件（活動の斡旋 7 件、協力会員なし 1件、 

                業者紹介 9件、キャンセル 4件） 

協力会員延べ 8 名、活動時間 15 時間  

・その他：相談件数 26 件 

 

●各種団体の活動状況調査：11/12～26 37団体から回答（54団体に送付） 

 

 ●講習会の開催：パソコンクラブ（20回）協力会員 3名、利用会員 13名 

         （参加延べ人数・・・   〃 37 名、  〃 82名） 

 

●情報誌の発行：社協だよりに 4 回掲載し、登録団体の紹介や地域応援隊の

ＰＲを行う 

 

●ホームページ・ブログによる情報提供 

ふれあいセンターの概要や活動状況、助成金の紹介等を随時掲載し、情報

提供を行った。（記事数 21 件、閲覧数 10～15回/日）  

     

 ●職員研修の充実 

ボランティアコーディネーター研修会：2/5 

  新ふるさと福祉学習推進事業検討会・研究会：7/23 8/30 

  新ふるさと福祉学習推進者養成講座：8/31 

  コミュニティソーシャルワーク実践者養成研修会：11/27・28、2/26・27   

                                                                                                                                                 

 ●ボランティア活動の把握・相談・調整・情報提供 

  ・配食サービスボランティアの登録・調整 

  ・東日本大震災ボランティア保険加入手続き 1 件（4名） 
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●健康サロン、地域交流事業等の支援 

 健康サロンでの小学生、作業療法士、消防、警察、男女共同参画サポーター

等との交流支援 

 

（2）ボランティア啓発及びボランティア育成研修事業（共同募金配分金事業） 

 ボランティア講演会： 「災害にも強い町づくり」  

～災害時の対応と日ごろの自治会区福祉活動について～  

講師：日野ボランティアネットワーク事務局 山下 弘彦氏 

美田尻（11/13 18名） 大津（11/14 20名） 波止（11/14 12 名） 

 

（3）ボランティア活動支援事業（共同募金配分金事業） 

 住民自らが参画し、地域の多様な課題を解決するために実施する地域のボ

ランティア活動を支援する。 

（4団体：隠岐島前病院ボランティアの会、はっぴい、さつき会、わがとこ茶

屋倶楽部） 

 

○仲間づくり 

（1）健康サロン事業（いきいき健康サロン事業：西ノ島町受託事業） 

高齢者ができる限り要介護状態になることなく、地域でいきいきとした生活

を送ることができるよう、健康体操やレクリエーション、趣味活動、交流活動

等を身近な集会所で行う。（6 地区） 

 ●各地区月 1回 2時間（13:30～15:30）72回実施 参加延べ人数 603 名    

            （平成 23年度 69 回 7地区  〃    490 名） 

 

・倉ノ谷地区    12回 参加延べ人数 107 人 

・物井地区     12 回   〃    124 人 

・別府地区     12回   〃    73 人 

・大津地区     12 回   〃    99 人 

・波止地区     12回   〃    108 人 

・三度地区     12 回   〃    92 人 

 

（2）子育て支援事業 

老人福祉センターにおいて、主任児童委員を中心に民生児童委員・健康福

祉課他協力者により月 2回実施 参加延べ人数 392 名 

（平成 23 年度 月 2回 332 名 ） 

 

○介護予防活動の充実 

（1）健康教育事業 （健康教育及び介護教室事業：西ノ島町受託事業） 

いつまでも健康でいきいきとした生活が続けられるよう、特に膝痛、腰痛、
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下肢筋力の悪化防止に努め、要支援状態になることを予防するため健康教室を

毎月開催する。 

 

● スッキリ体操教室  

28回実施 参加延べ人数 258 名 講師 木村崇男インストラクター 

（平成 23 年度 24 回  156 名） 

会 場 名  実 施 日 人数 

宇賀交流施設 

（10回） 

5/11・6/15・7/27・8/24・9/14・11/9・12/14・1/10・

2/14・3/14 

69 名 

介護予防センター 

大山会館（9回） 

4/13・6/15・7/27・9/14・10/12・12/14・1/10・2/14・ 

3/15  

64 名 

浦郷シルバー会館 

（9回） 

4/13・5/11・8/24・10/12・11/9・12/13・1/11・2/15 

3/15 

125名 

 

● 水中ウォーキング（町民プール） 

8 回実施 参加延べ人数 61名 講師 木村崇男インストラクター  

（平成 23 年度 9回  89名） 

5/10（5 名） 6/14(8 名)  7/26(7 名) 8/23(8 名) 9/13（10 名）  

10/11(5名)  11/8(10名)  3/8（8 名）  

           

 ●アクアビクス（町民プール） 

4 回実施 参加延べ人数 25名 講師 木村崇男インストラクター                 

   5/10（6名） 7/26(10名)  9/13(6名) 11/8(3名)  

  

●エアロビクス教室（町民体育館） 

12回実施 参加延べ人数 98名 講師 木村崇男インストラクター  

（平成 23 年度 11 回  96名）                

   4/12（6 名）  5/10（9 名） 6/14(8 名)  7/26(5 名)  8/23(7 名)  

9/13（11 名） 10/11(6 名) 11/8(8 名)  12/13（12 名） 1/10（10名） 

2/14（9 名） 3/14（7 名） 

 

（2）介護者の集い：１回  

当事者の家族が集い、介護する上での悩みや思いを話し合う機会を設ける

とともに、リフレッシュしていただくことを目的に、海士町の施設見学に出

かけ、意見交換や情報交換を行う。  

 

10/25 海士町保健福祉センターひまわり・福来の里を見学し情報交換会

（昼食会）を行う。  

 地域包括支援センター職員 2名、介護支援専門員 3 名、介護者 4名 
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 ２、みんなで支え合うまちづくり 

○住民参加を促す活動の推進 

（1）地域ふれあい交流会事業(共同募金配分金事業) 

 宇賀、浦郷、珍崎地区において、ＡＥＤを使った救急法の講習会や、会食

交流会を行う。 

 

（2）広報・啓発事業 

 ・総合誌「にしのしま」に社協コーナーで記事を毎月掲載 

 ・社協だよりの発行：4回 

 ・ホームページ、ブログによる記事の掲載 

 

（3）みんなで支え合うまちづくり推進事業(共同募金配分金事業) 

 地域住民が主体となって課題解決に向けて取り組む活動を支援する。 

（4団体：大山渡利会、浦郷老人クラブ、珍崎桂寿会、美田尻区福祉活動連

絡会） 

 

（4）歳末おそば配食事業(共同募金配分金事業) 

 80 歳以上の一人暮らしと 80 歳以上の夫婦世帯に民生児童委員の協力によ

り調理、配食、安否確認を行う。12/20：205 食（平成 23 年度 202食） 

 

（5）しまね流自治会区地域福祉活動推進事業（島根県社協補助事業） 

 ●勉強会（ボランティア啓発及びボランティア育成研修事業に併せて実施） 

   「災害にも強い町づくり」  

～災害時の対応と日ごろの自治会区福祉活動について～  

講師：日野ボランティアネットワーク事務局 山下 弘彦氏 

美田尻（11/13 18名） 大津（11/14 20名） 波止（11/14 12 名） 

 

 ●しまね流自治会区福祉活動支援事業 

  ・3/8 しまね流自治会区福祉活動計画策定セミナーに参加：職員 1 名 

  ・3/25 先進地視察に同行（隠岐の島町津戸地区）：大津、美田尻地区 

  ・助成対象 4 地区への指導・助言、活動の支援を行う。 

 

（6）要援護者支援体制の整備 

 要援護者台帳の見直しを行い、災害時要援護者の登録票の作成に向け取り

組む。(2地区) 
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３、安心して快適に暮らせるまちづくり 

○在宅福祉サービスの充実 

（1）居宅介護支援事業（介護保険事業） 

介護支援専門員 4 名(兼務)で、利用者の介護相談や居宅介護サービス計画作

成等を支援。 利用実人数 :63 名（平成 23年度 64名） 

・宇賀 1 ・倉ノ谷 3 ・物井 3 ・別府 6 ・市部 2・ 波止 2 ・大津 8      

・小向 2 ・船越 8 ・浦郷 20 ・赤ノ江 4 ・三度 1 ・珍崎 3 

 

（2）訪問介護事業（介護保険事業） 

 訪問介護員 常勤 11名（兼務含む）・登録 1 名で、介護保険利用者の居宅を

訪問し、身体介護、生活援助等 365 日対応で実施。 

利用実人数:43 名（平成 23 年度 38 名） 

・倉ノ谷 3 ・物井 2 ・別府 4 ・美田尻 3 ・大津 5 ・小向 2  ・船越 3  

・浦郷 13 ・珍崎 4・赤ノ江 3 ・三度 1 

《サ－ビス提供延べ時間》3,542.75 時間（平成 23年度 3,852 時間） 

 身体介護 身体・生活 生活援助 計 

時間 454.5 190.5 2,897.75 3,542.75 

（3）介護予防訪問介護事業（介護保険事業） 

サービス提供体制は訪問介護事業と同様 

利用実人数：31 名（平成 23年度 38 名）   

・宇賀 1 ・物井 1 ・別府 4 ・美田尻 2 ・大山 2 ・波止 1 ・大津 4 ・

市部 2 ・船越 1  ・浦郷 9 ・赤ノ江 1 ・三度 2 ・珍崎 1 

《サ－ビス提供延べ時間》1,435 時間 （平成 23 年度 1,941 時間） 

 

（4）居宅介護事業（障害者自立支援法） 

  障害者自立支援法に基づく介護給付費の支給決定を受けた利用者に対し、

訪問介護サービスを提供（兼務で実施） 

 ・利用者 5名：サービス提供延べ時間 571.25 時間（平成 23 年度 676 時間・6

名） 

・家事援助 522.25 時間 ・ 身体介護 44 時間・ 通院介助 5 時間 

 

（5）介護予防支援事業（西ノ島町受託事業） 

介護保険予防給付対象者（要支援１・２）に介護支援専門員（兼務 4 名）が、

本人の意欲を高め自立に向けた目標志向型の計画作成や関係機関等との連絡調

整を行う。 利用実人数：33名 （平成 23年度 34名） 

・宇賀 1 ・物井 2 ・別府 4 ・美田尻 1 ・大山 1 ・大津 5 ・市部 3  

・波止 1 ・船越 5 ・浦郷 7名 ・赤ノ江 1 ・三度 1 ・珍崎 1 
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（6）配食サ－ビス事業（西ノ島町受託事業） 

栄養士の指導により、週 3回夕食用の副食を宅配し、食生活の支援及び配

食時の声かけによる安否確認等行う。 実施回数 152 回   

延食数 8,075 食〔１回平均約 53 食〕  利用実人数 93 名   

（平成 23 年度 6,748 食 平均 46.5 食   〃  88 名 145回） 

利用料１食 400 円 : 調理員 6名他 調理、運転、地区配食の協力者 43 名 

 

・ 6/26 『食中毒予防（衛生管理）に関する講習会』 31 名(島前集合庁舎) 

講師： 隠岐保健所 調整監 大森一郎氏  

 

      『配食サービス調理ボランティア連絡会及び意見交換会』14 名 〃 

          調理ボランティアの仕事内容、手順について確認し意見交換を

行う。 

・3/19 『配食サービス衛生管理講習会及び意見交換会』13 名（社協） 

      講師：隠岐保健所 調整監 大森一郎氏 

     

（7）外出支援サービス事業：22 回（平成 23 年度 48回） 

一人での受診や外出が困難な高齢者に対し、ヘルパーが通院介助や外出支援

を行う。 

 

（8）家族介護支援事業（ヘルパー派遣事業）：4回 （平成 23年度 29回） 

要介護認定を受けていない高齢者が退院後や急病などで、一時的に生活援

助が必要な場合、ヘルパーを派遣し安心して在宅生活を送ることができるよ

う支援する。 

 

（9）福祉運送（移動支援）事業：4件 （平成 23年度 5 件） 

  車椅子等を利用しないと移動できない方に対して福祉車輌を利用し、病院

の送迎、隠岐汽船の乗降のための送迎を行う。  

 

（10）福祉用具の貸し出し：利用実人員-45名/有料（平成 23年度 49 名） 

・電動ベッド 28 回 ・車イス 10回 ・エア－マット 1 回  

・ポ－タブルトイレ 8 回  

 

(11)生活福祉資金貸付 : 利用件数 0     

 

(12)民生応急融通資金貸付 ： 利用件数 1件 

 

(13)日常生活自立支援事業の事務及び生活支援員の活動支援 : 利用者 2 名  

 支援回数 35 回 
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(14) 日常生活自立支援事業実施準備交付金事業：事務移管手続きが円滑に行

われるよう各種研修会や説明会に参加し、県社協、隠岐の島町社協と連携

しながら取り組んだ。 

 

４、福祉の心を育むまちづくり 

○意識を高める活動の推進 

（1）福祉教育推進事業（共同募金配分金事業） 

小中学生が、地域の人や高齢者とのふれあいを通して福祉に関心をもち、思い

やりの心を育てる福祉教育推進活動を支援する。 

・研修受け入れ：福祉体験学習（11/8 西ノ島小学校 5 年生 22名）  

子育てサロン（6/28・11/8   〃  、4年生 1 名・5回） 

・地域との交流：健康サロン(11 回)や地区会食交流会等(6 回)へ西ノ島小学校

の児童が参加 

         

（2）新ふるさと福祉学習推進事業（島根県社会福祉協議会補助事業） 

 美田尻区を 2 年間の指定地区とし、地域の生活、福祉課題に基づいた「ふる

さとの福祉づくり」を目指し事業を実施する。 

 ・美田尻区福祉活動連絡会において事業の説明と今後の取り組みについて検

討（5/16、8/27） 

 ・新ふるさと福祉学習推進事業検討会に参加：4 名（7/23） 

 ・新ふるさと福祉学習推進事業研究会に参加：5 名（8/30） 

 ・先進地視察（海士町崎地区：17名、10/24） 

・  〃  （隠岐の島町都戸地区：3 名、3/25） 

 

(3)各種助成金の紹介や活動の支援：しまねいきいきファンド事業他 

 

（4）ふれあい健康福祉フェア開催事業 

11/4 「老いも若きも願いは一つ いきいき長生き生涯現役」をテーマに、

健康福祉課、健康づくり推進協議会との共催で実施する。午前中は各種コーナ

ーを設置し、関係機関の協力により出店もあり、年齢を問わず大勢の参加があ

り賑わった。午後からは、石井苗子氏を講師に迎え、“大人の生涯学習～夢のあ

る自分づくり～”を演題に講演会を開催し、最後に抽選会を行う。 

 

(5)障がい児・者福祉事業（共同募金配分金事業） 

団体の活動支援 : 身体障害者福祉協会・家族会の 2団体へ助成   
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（6）各種関係機関等との連携強化 

 ・療育ネットワーク会議（5/24） 

・西ノ島町健康づくり推進協議会（5/25） 

 ・社会教育委員会・公民館運営審議会（10/25） 

 ・西ノ島町地域ケア会議（月 1 回） 

・西ノ島町サービス調整会議（月 2 回） 

・西ノ島町福祉会 デイサービス、短期入所事業所との連絡会（月 1回） 

・和光苑入所判定会（月 1回） 

・介護認定審査会（随時） 

・障害区分程度認定審査会（随時） 

                                                       

  その他 

                        

（1）西ノ島町議会総務福祉常任委員会の視察受け入れ ：5/23-6名  

 

（2）苦情処理受付：2 件  

 

           （3）西ノ島町共同募金委員会の事務 

             運営委員会（4回）、審査会（2回）、監査(1回)、        

        募金ボランティア啓発：募金ボランティア連絡会 9/19―29 名出席 

 

      （4）西ノ島町民生児童委員協議会の事務及び事業 

        定例会（5 回）、学校訪問、研修会、おそば配食事業、子育てサロン（月２

回）、一斉声かけ訪問、視察研修 

 

       (5)西ノ島町老人クラブ連合会の事務及び事業支援 

 

研修他 

（1）法人運営・地域福祉事業 

 ・島根県社協地域福祉推進委員会 ・社会福祉法人指導監査説明会、実務研

修会 ・生活福祉資金運営研究協議会 ・雇用管理改善セミナー ・市町村

社協新会計基準移行支援研修会 ・市町村社協事務局長セミナー ・市町村

社協事務局長会議 ・新ふるさと福祉学習推進者養成講座 ・新ふるさと福

祉学習推進事業検討会、研究会 ・ボランティアコーディネーター研修会 ・

市町村社協ボランティアセンター所長等会議 ・隠岐地区社協連絡会・しま

ね流自治会区小地域福祉活動計画策定セミナー ・コミュニティソーシャル

ワーク実践者養成研修会 ・海士町崎地区視察研修 ・隠岐の島町津戸地区
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視察研修 ・隠岐島前地域行政関係者人権・同和問題研修 ・西ノ島町人権・

同和教育講演会 ・島根県同和教育推進協議会連合会隠岐ブロック研究集会 

 

（2）日常生活自立支援事業 

 ・権利擁護推進セミナー ・市町村社協相談事業従事者研修 ・日常生活自

立支援事業生活支援員研修会 ・日常生活自立支援事業に関する市町村社協

事務局長会議  ・日常生活自立支援事業の事務移管手続き説明会 ・日常生

活自立支援事業専門員実践力強化研修Ⅰ・日常生活自立支援事業専門員研修

会 

 

（3）介護保険事業・居宅介護事業（障害者自立支援法） 

 ・介護保険制度改正の概要と介護支援専門員の役割・福祉職員生涯研修（新

任・中堅職員・指導的職員研修課程） ・隠岐地域介護支援専門員協会総会 ・

ホームヘルパー部会研修会 ・高齢者虐待対応研修会 ・島根県ヶマネジャ

ー研究大会 ・訪問介護事業者並びにサービス提供責任者研修セミナー ・

島根県老人福祉施設協議会口腔ケア・認知症ケア研修会 ・福祉サービス苦

情解決研修会 ・島根県老人福祉施設協議会ホームヘルパー部会研修 ・隠

岐地区老人福祉施設協議会研修会・障がい福祉関係事業者等説明会及び集団

指導 ・福祉サービス事業所人事・労務管理研修 ・高齢者虐待防止研修

会 ・難病患者等ホームヘルパー養成研修 ・介護支援専門員更新研修 ・

障害者（児）ホームヘルパーフォローアップ研修、サービス提供責任者研修 

・隠岐広域連合介護保険住民説明会 ・食中毒予防講習会 ・隠岐圏域ゲート

キーパー養成研修会 

 

（4）共同募金委員会、民生児童委員協議会 

・共同募金委員会事務局長、担当者会議 ・市町村民児協事務局長会議 ・

市町村民生児童委員協議会会長、事務局長会議 ・民生児童委員協議会視察

研修 

 

 


