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平成３1 年度（令和元年度）状況報告 
 

社会福祉法人かつらぎ町社会福祉協議会は、平成３１年３月にかつらぎ町に暮らすすべて

の住民が、サービスなどを利用する地域福祉の受け手となるだけでなく、地域福祉の担い手

としても活躍できるよう、平成３１年度から平成３５年度（令和５年度）を計画期間とする

「第２次かつらぎ町地域福祉活動計画」を策定しています。 

 

平成３１年度(令和元年度)は、第２次地域福祉活動計画の１年目で、再出発の年でした。

第１次計画の成果と課題を踏まえ、より具体的な「地域づくり」を進めていく必要があり、

それぞれの目標に向け「見守り」「気づき」「つながり」の視点を重視し取り組みました。 

 

１つ目の「生活困難者を地域で見守るネットワークづくり」では、困った時に気楽に相談

できる窓口(相談の入口)の強化として『ふくし何でも相談』を開設しました。あらゆる生活

課題を受け止め、困りごとの内容によって民生委員や行政、相談支援機関、介護事業所など

と連携し、具体的な支援活動を積み重ね、サポート体制の強化に努めました。 

 

２つ目の「世代を超えてつながる健康で安心な地域づくり」では、介護サービスでは対応

しきれないちょっとした困りごとを、ボランティアが支援するという仕組みをつくるため、

関係者に呼びかけをし、『ちょっと早い年末のお掃除大作戦』を実施しました。 

 

３つ目の「災害時に一人も見逃さない地域づくり」では、かつらぎ町自主防災組織連絡協

議会に働きかけ、『新城自主防災組織での防災学習』が実現し、配慮が必要な方を地域で見

守り、支え合いのできる地域づくりに取り組みました。 

 

その他、個々の取り組みは以下のとおり実施報告としてまとめています。また、項目ごと

に、事業計画の「内容」と「重点的な取り組み」を明記し、最後には「評価・課題」を掲載

し、まとめとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【経営理念】 

地域の様々な人々の知恵と力を提供いただいて、地域福祉の推進を図ります。 

 

①地域の生活問題について、地域の様々な人々の参画と協働による問題解決活動を企画・実

践します。 

②生活問題の包括的な支援を進めます。 

 ・その人にとって身近な地域に密着した支援を進めます。 

 ・様々なフォーマルなサービスを組み合わせた自立生活支援を進めます。 

 ・自立支援を基礎にした利用者の立場に立ったサービスを進めます。 

③公共性と非営利性を合わせ持つ民間団体として事業経営に努めます。 

 ・低所得者や制度の谷間にある地域住民の生活問題への対応、支援に重きをおきます。 

 ・個々の事業の見直しと組織経営基盤の点検を行い、より効果的な事業展開に努めます。 

 ・事業内容等は、可能な限り、わかりやすく、その情報を開示します。 
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【地域福祉の推進】 

 

地域の様々な人々の知恵と力を提供いただいて、地域福祉の推進を図ります 

 

 

 

 

 

【基本目標】           【実施計画】 

 

 

 

施 策 体 系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】目配り 気配り 心配り  寄り添い見守る地域づくり 

１． 

生活困難者を地域で見守る

ネットワークづくり 

 

▶個別の支援から 

地域活動へ 

 

 

２． 

世代を超えてつながる 

健康で安心な地域づくり 

 

▶地域活動から 

個別の支援へ 

 

 

３． 

災害時に一人も 

見逃さない地域づくり 

 

 ▶日頃の取り組みが 

災害時に生きる 

 

 

1-1．問題を早期発見できる相談体制の充実 

1-2．福祉サービスの情報提供体制の充実 

1-3．福祉サービスを安心して受けられる環境整備 

2-1．地域福祉への理解の促進 

2-2．地域福祉の担い手の育成と支援 

2-3．ふれあい・交流の促進 

3-1．災害時に備えた体制の強化 

3-2．災害ボランティアセンター設置運営訓練 

3-3．災害時の要配慮者支援 

個別の生活課題に着目し、「安心して暮らせるま

ち」を目指す 

身近な見守りの目を増やし、「一人ひとりがつな

がるまち」を目指す 

日頃の活動の積み重ねによって、災害時にも機能

する「支え合い、助け合うまち」を目指す 

法 人 の 運 営 地域包括支援センターの運営 
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実 施 報 告 
 

１．生活困難者を地域で見守るネットワークづくり 

1-1．問題を早期発見できる相談体制の充実 

（１）ふくし何でも相談（福祉総合相談窓口） 

内 容 重点的な取り組み 

住民の日常生活上のあらゆる相談

に応じる福祉総合相談窓口として

の機能を果たします。 

いつでも気軽に相談ができるよう、

職員が通常業務の中で対応します。 

・相談支援係内で月１回ミーティングを実施し、

個別ケースについて共有した。支援策について

の検討も行い共通認識を図った。 

・関係機関や団体との連携の中で、「本人にとって

の困りごとは何か」を意識して取り組んだ。 

「どこに相談をすれば良いのか分

からない」との声に応えるため、知

名度の向上に努めます。 

・福祉かつらぎに相談事例を含め掲載し、住民に

わかりやすく伝わるよう工夫した。 

▶５月号…仕事に就けず不安である 

▶６月号…近所の方の言動が気になる 

▶８月号…通知が届いたが返信して良いものか？ 

▶９月号…商品が届いたが注文したものか？ 

 

①開催状況 

  常設相談で職員が対応 

  

②利用状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

利用者・実人数    ６５名 ８３名 

 内、新規利用者    ４２名 ５７名 

 

③支援状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

相談を終結    ４２名 ５７名 

社協の他制度を利用      ５名  １０名 

定期的に相談を継続    １８名 １６名 

計    ６５名 ８３名 

 

評価・課題 

・相談内容が多様化・複雑化していることから、個々の相談に対する頻度

が多くなるとともに、相談者数が増加傾向にあることから、適切な支援

について十分検討し、継続か終結かを適切な時期に見極めていくことが

重要である。 

・福祉総合相談窓口としての機能を果たすためには、他団体とのつながり

の中でニーズが発見できるよう努めることが大切である。 
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（２）無料法律相談 

内 容 重点的な取り組み 

住民の日常生活上に

おける法的トラブル

に対して、気軽に相談

できる窓口としての

役割を果たします。 

・受付・待合・相談場所を別々に設けていたが、受付と待合を

同室にしたことで案内がスムーズになり、相談までの時間も

安心して待っていただけるようになった。 

・アンケートの回収率のアップを目指し、声かけの強化に取り

組んだ。 

 

  ①開催状況 

【開催回数】年間２４回 (第２・第４月曜日) ※祝日の場合はその翌日 

【開催場所】かつらぎ町地域福祉センター  

 

②利用状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

利用者・延べ人数 ８６名 ７１名 ９４名 １０２名 ９３名 

利用者・１回平均 ３．６名 ３．０名 ４．０名 ４．３名 ３．８名 

利用者・実人数 ７３名 ６０名 ６９名  ７２名  ８０名 

 内、新規利用者     ７３名 

 

③アンケート結果 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

アンケート回収率    ６４％ ８０％ 

 解決の糸口がつかめた    ６８％ ７６％ 

満足度     ７０％  ８４％ 

 

 

評価・課題 

・利用者数は横ばい状態。１回の利用者が平均４名程度で、混乱なく対応

できているが、開催日によっては、利用者が１名の時や、多くて６名の

時もあるため、予約制について検討する必要がある。 

・アンケートの回収率が前年度より 16 ポイント高くなり、結果において

も、「解決の糸口がつかめた」「満足度」ともに高くなった。弁護士自身

もアンケート結果を意識して対応いただいており、相談窓口の質の向上

につながっている。 

・今後もアンケートを継続し、利用者の声を、事業に反映していくことが

重要である。 
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（３）生活困窮世帯の早期発見・早期対応 

内 容 重点的な取り組み 

民生委員・児童委員をはじめ、関係機関・団体が、

それぞれの活動現場で、生活困窮状態にある人

を発見した時は、連絡・連携を密にし、早期発見・

早期対応に努めます。 

また、定期的な調査を行い、継続的な見守り活動

につなげます。 

普段からつながりのある関係機関

や団体に、社会福祉協議会の具体的

な取り組み（生活困窮世帯への支援

方策と見守り活動）を知っていただ

くことで、つながりを強化した。 

 

  ①生活困窮世帯 (生活保護世帯を含まない) 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

把握世帯数 ５３世帯 ５１世帯 ５０世帯 ４４世帯 ４３世帯 

（内）新規  ４世帯 １０世帯 １０世帯 ８世帯 ８世帯 

 

  ②連携を行った団体数 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

連携を行った団体数 １団体 １団体 １団体  １団体  ６団体 

 

  ③団体名と連携内容（平成 31年度） 

団体名 連携内容 

民生児童委員協議会 生活困窮世帯の調査（９月）をはじめ、配食サービスや年末

の友愛訪問活動、生活福祉資金貸付制度など、見守り活動を

通じて生活困窮世帯の把握・早期発見に努めた。 

かつらぎ町 生活保護世帯や生活保護に至らない世帯、保険料や税金など

の未納世帯からの相談に対し、行政施策では対応しきれない

部分を連携し対応した。 

生活困窮者自立支援法

に基づく自立相談支援

機関（県・福祉事務所） 

生活困窮状態であり、就労支援が必要な世帯に対して、生活

福祉資金の貸付申請と合わせて自立相談支援機関にも連絡

し、支援方策を初期の段階から共有し取り組んだ。 

要保護児童対策地域協

議会（教育委員会） 

代表者会議や定例の実務者会議に出席し、社会福祉協議会の

役割や支援内容など、具体的な取り組みを共有したことで、

関係者の理解が深まり、新たな相談にも繋がった。 

居宅介護支援事業所 「経済的に余裕がなく、必要なサービスが受けられない」と

いうケアマネジャーの声を受け止め、連携し支援した。 

福祉サービス事業所 「お金がなく困っている」という利用者の声を事業所が受け

止め、連携し支援した。 

 

評価・課題 

・関係機関や団体とのつながりを強化したことで、新たな相談・発見に

結び付いた。 

・把握世帯数の減少は、生活困窮状態からの脱却によるものである。 

・生活困窮状態にある人の早期発見については、ボランティア団体等と

のつながりを生かすことも視野に入れ検討する必要がある。 
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（４）問題発見能力の向上 

内 容 重点的な取り組み 

福祉サービス事業所や民生委員・児童委員、ボランティア

団体、老人クラブ、障がい(児)者の団体など、関係団体と

の連携を強化し、情報共有を図りながら問題発見能力の

向上に努めます。 

日常生活上の困りごとに

「気づく」ことを意識して

啓発を行った。 

 

  ①連携を強化した団体数 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

連携を強化した団体数      ５団体 

 

  ②団体名と連携内容（平成 31年度） 

団体名 連携を強化した具体的な内容 

NPO 法人よつ葉福祉会 令和元年 10 月に開所したグループホームの利用者に対し、

生活支援や金銭管理についての支援方法を共有したことで、

当該法人の広報誌（令和２年４月 15 日発行）に本会の取り

組みを掲載いただけることになり、掲載内容を協議した。 

発行されれば、利用者や家族など関係者への周知につながる

と考えられる。 

民生児童委員協議会 12 月に民生委員の改選があり、総会や定例の役員会に出席

することで情報を共有。民生委員活動に参画することで連携

を深め、気軽に相談いただける関係づくりに努めた。 

かつらぎ町 

【再掲】 

生活保護世帯や生活保護に至らない世帯、保険料や税金など

の未納世帯からの相談に対し、行政施策では対応しきれない

部分を連携し対応したことで、社会福祉協議会の役割を理解

いただき、担当課から相談が寄せられるようになった。 

生活困窮者自立支援法

に基づく自立相談支援

機関（県・福祉事務所） 

【再掲】 

生活困窮状態であり、就労支援が必要な世帯に対して、生活

福祉資金の貸付申請と合わせて自立相談支援機関にも連絡

し、支援方策を初期の段階から共有し取り組んだことで、当

該支援機関から相談が寄せられるようになった。 

要保護児童対策地域協

議会（教育委員会） 

【再掲】 

代表者会議や定例の実務者会議に出席し、社会福祉協議会の

役割や支援内容など、具体的な取り組みを共有したことで、

関係者の理解が深まり、新たな相談にも繋がった。 

 

 

評価・課題 

・NPO法人や社会福祉法人との連携をより強化し、個別支援から見えて

くる地域課題の発見に努め、課題に向けてともに取り組んでいけるよ

うな体制を整備する必要がある。 

・老人クラブやボランティア団体などを担当する各々の職員が、「問題

の早期発見」や「見守り活動」についての知識を深め、共通の認識を

持って支援する必要がある。 
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1-2．福祉サービスの情報提供体制の充実 

（１）福祉かつらぎの発行 

内 容 重点的な取り組み 

毎月の発行によって、社協の活動や

福祉に関わる情報を発信します。 

・見やすい紙面に心がけ、ひとりでも多くの方

に読んでもらえるよう紙面を工夫した。 

 

  ○メインページの掲載内容（年間 12回発行） 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

支え合い助け合い活動   １０回 ８回 ５回 

社協全般   ２回 １回 ２回 

相談支援係の取り組み   ―  １回  １回 

地域包括支援の取り組み   ―  ２回  ４回 

 

評価・課題 

・地域で活躍している人に焦点をあて、活動内容と共に、活動への思い

を掲載するよう心がけた。 

・紙面がマンネリ化しないよう、新しい発想を取り入れる必要がある。 

 

（２）目が不自由な方への情報提供 

内 容 重点的な取り組み 

「朗読山びこ」や「点字サークルあすなろ」の協力を得て、

音声での広報や点字での広報を作成し、目が不自由な方

にもしっかりと伝わる広報活動に取り組みます。 

現利用者以外に、必要と

する方の把握ができなか

った。 

 

①発行状況 

声の広報 福祉かつらぎ・広報かつらぎ・議会だより・あじさいだよりなど 

点字広報 福祉かつらぎ 

 

  ②利用状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

声の広報 ８名→７名 ７名→５名 ５名→４名    ４名   ４名 

点字広報    ２名    ２名    ２名 ２名 ２名 

 

評価・課題 ・必要とする方の調査や新規利用の啓発に取り組む必要がある。 

 

（３）ホームページの作成 

内 容 重点的な取り組み 

社協活動や福祉にかかわる情報のリアルタイム

な発信をめざし、社協ホームページの作成を行

います。 

早期開設を目指したが、思うよう

に進めなかった。 

 

評価・課題 引き続き、早期開設を目指す必要がある。 
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（４）関係団体との連携 （福祉サービスの情報提供） 

内 容 重点的な取り組み 

情報が届きにくい方には、関係団体の

会合や研修会の場を生かし、関係団体

を経由して地域住民へ情報を発信す

る仕組みをつくります。 

・口コミでの情報伝達について、新たな方法を

見出すことができなかった。 

・関係団体から地域に情報発信できるよう取り

組めたのは、昨年に引き続き、民生児童委員

協議会のみであった。 

 

  ①連携を行った団体数 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

連携を行った団体数 １団体 １団体 １団体 １団体 １団体 

 

  ②団体名と連携内容（平成 31年度） 

団体名 連携内容 

民生児童委員協議会 
定例の役員会や研修会に参加し、福祉かつらぎの掲載内

容や福祉サービスに関する情報をその都度提供した。 

 

評価・課題 

・福祉サービスの情報提供について、老人クラブやボランティア団体な

どと協議する場が必要である。 

・全ての住民に全ての情報を伝えることは困難であるため、関係者が少し

でも多くの情報を得られるよう連携を深める必要がある。 

 

 

（５）チラシの作成 

内 容 重点的な取り組み 

個々の事業内容や取り組みが分かるチラシ

を作成します。 

事業内容が一目で分かるようなチラシ

を作成し啓発活動に役立てた。 

 

  ○チラシの作成と活用状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

①社協のしおり 活用 活用 活用 活用 活用 

②配食サービス 活用 活用 活用 活用 活用 

③「平和な社会について考

える作文」募集 

    
作成・活用 

④夏のボランティア体験

参加者募集 

    
作成・活用 

⑤ちょっと早い年末のお

掃除大作戦 

    
作成・活用 

 

評価・課題 

・チラシがあることで活動主旨がわかりやすく伝えることができた。 

・全ての事業のチラシを目標とするが、職員がチラシづくりのノウハウを

得て取り組む必要がある。 
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1-3．福祉サービスを安心して受けられる環境整備 

（１）コーディネート機能の向上 

内 容 重点的な取り組み 

必要なサービスを必要な人に届けられるよう、福祉の受け手と担

い手をつなぐコーディネーターの存在が必要であり、ニーズをし

っかりと施策に反映させます。そのために、職員全員が相談窓口

であるという意識を持ち、見守り活動の充実を目指します。 

ニーズをニーズと

してきっちり受け

止められる職員の

育成を目指した。 

 

  ①中堅職員研修会 (1回×１名) 

・「社会福祉協議会の役割と機能」「中堅職員に求められる役割」「中堅職員のキャリアデザ

イン」などの講義や演習 

 

  ②地域福祉活動コーディネート“力”強化研修会（３回×３名） 

   ・第１回は「コミュニティーワークの基礎的理解」についての講義 

・第２回は「生活困窮者自立支援事業」についての事例検討   

・第３回は「社会福祉法人の地域における公益的な取組」についての事例検討 

 

③研修会への参加状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

参加者数 ２名 ３名 ３名 ４名 ４名 

参加回数 ３回 ３回 ４回 ７回 ４回 

 

評価・課題 
学びを業務に生かすことが重要であると共に、学びを持続できる方法

を検討する必要がある。 

 

 

（２）福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業） 

内 容 重点的な取り組み 

判断能力が不十分な高齢者や知的障がい

者、精神障がい者の方に対し、福祉サービ

スの利用援助や日常的な金銭管理などの

援助を行います。 

個々の利用者が、住みたい場所で生きが

いを感じながら生活を続けられるよう、

支援計画の充実を図った。 

   

①支援状況（契約締結者） 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

契約者数・新規契約 １名 ４名 ４名 ４名 ３名 

契約者数・契約解除 ２名 ３名 ２名 ４名 ４名 

契約者数・年度末 １７名 １８名 ２０名 ２０名 １９名 

相談支援 (訪問・電話・来所)    1,699回 1,356回 

定期訪問(専門員)延べ 
４２７回 ４５９回 ４７７回 

１１０回 １１２回 

定期訪問(支援員)延べ ３３１回 ２１９回 

定期訪問・月平均  ３６回  ３８回  ４０回 ３７回 ２８回 
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  ②相談状況（未契約者） 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

相談受付      ８件   ８件 

相談支援対応    １６７回  ４１回 

 

③専門員と生活支援員の配置状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 31年度末 

専門員 ２名 ３名 ３名 ３名 ３名 

生活支援員 ５名 ５名 ５名 ５名 ７名 

 

  ④職員の資質向上 

    ・専門員   県社会福祉協議会が実施した「専門員研修会」に参加した。（1回） 

    ・生活支援員 町社会福祉協議会独自に「生活支援員懇談会」を実施した。（1回） 

※普段の活動を振り返り、支援の在り方を共有した。 

 

  ⑤啓発（福祉かつらぎ８月号で特集） 

    ・取り組み内容と生活支援員それぞれの「思い」を掲載し、住民や関係者へ周知した。 

 

  ⑥県運営監視合議体の現地調査 

    ・日時  令和元年１１月１４日（木） 

    ・結果  助言事項 ２件  ※書類等預り書の記載方法について 

                  ※預かり物品の返却について 

 

  ⑦課題解決に向けた取り組み 「寄り添いサロン」 

    ・他の人との交流が苦手な方や福祉サービスを利用していない（できない）方、食事や

掃除・洗濯などの支援を必要とする方に寄り添う生活支援型のサロンを実施。 

    ・サポーター役として、生活支援員の２名がボランティアで協力。 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

実施回数     ６回  ５回 

参加者・延べ人数    １５名 １１名 

参加者・１回平均    ２．５名 ２．２名 

参加者・実人数     ３名  ３名 

 

評価・課題 

・在宅ケースと施設入所ケースが半々。それぞれの生活環境に目を向けな

がら、利用者が心地良い生活を送れるよう仕組みづくりを大事にした。 

・県運営監視合議体の現地調査に伴い、遅延していた事務処理(契約更新)

の解消に取り組んだ。今後は遅れが出ないよう努める必要がある。 

・寄り添いサロンは２年目を迎え、新たなメンバーの参加も実現した。 

参加者同士の交流も深まり、助け合う姿勢も見られるなど、１年目から

の進展も大きく大変効果的である。楽しみながら生活能力をつけること

を意識して継続実施を目指す。 
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（３）日常生活金銭管理等事業 

内 容 重点的な取り組み 

高齢者や障がい者の方で、判断能力はある

が安定した生活のために継続的な相談支援

が必要な方に対して、福祉サービス利用援

助事業に準じたサービスを行います。 

個々の利用者が、住みたい場所で生きが

いを感じながら生活を続けられるよう、

支援計画の充実を図った。 

 

○支援状況（契約締結者） 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

契約者数・新規契約 ２名 ０名 ２名 １名 １名 

契約者数・契約解除 ０名 ０名 ２名 ０名 ０名 

契約者数・年度末  ３名  ３名  ３名  ４名  ５名 

相談支援 (訪問・電話・来所)    １８７回 １８４回 

定期訪問・延べ 
専門員 

９１回 ７９回 ８０回 
１回 ０回 

支援員 ２９回 ３０回 

定期訪問・月平均 ８回 ７回 ７回 ２．５回 ２．５回 

 

評価・課題 
利用者の状況（判断能力）の変化を見極めながら、福祉サービス利用援

助事業との連携を視野に入れ取り組む必要がある。 

 

 

（４）成年後見制度への対応 

内 容 重点的な取り組み 

判断能力の低下により福祉サービス利用援助

事業での支援が困難であるケースについて、

成年後見制度への対応を図ります。 

成年後見制度の周知と、利用の支援を

個別に行った。 

   

①成年後見制度の申立支援状況  

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

親族申立の支援 １件 １件 ―   １件   １件 

市町村長申立の支援 １件 ― ― １件 ― 

 

   ②職員の資質向上 

    ・和歌山県及び和歌山県社会福祉協議会が実施した「成年後見制度利用促進にかかる圏

域別意見交換会」「体制整備研修会」「成年後見制度市町村申立研修会」などに参加し、

情報収集を行い、必要な時に検討する体制を整えた。 

 

評価・課題 

成年後見制度利用促進法が制定され、中核機関の設置に向けた動きが

出てきている中で、社会福祉協議会の立ち位置を明確にし、関係機関

と協議を行う必要がある。 
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（５）資金貸付制度 

内 容 重点的な取り組み 

低所得者・高齢者・身体障がい者世帯に対して、

民生委員を通じて資金の貸し付けと、必要な援

助指導を行います。 

生活困窮者支援の一つのツールと

して周知し、利用を促進した。 

 

（５）-１．生活福祉資金貸付制度  

  和歌山県社会福祉協議会が実施主体。各市町村社会福祉協議会が窓口。 

 

   ①貸付状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

貸付決定件数 ５件 ５件 ５件   ２件   ２件 

償還完了件数 ３件 ６件 ２件 ５件 １件 

償還免除件数 ― １件 ２件 ２件 ― 

貸付中件数（年度末） １４件 １２件 １３件 ８件 ９件 

 

②資金種類 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

総合支援 

資金 

生活支援費 ４件 ６件 ６件 ４件 ５件 

一時生活再建費 ３件 ４件 ４件 ２件 ２件 

福祉資金 福祉費 ４件 １件 １件 １件 １件 

緊急小口資金 １件 ― １件 １件 １件 

教育資金 就学支度費 ２件 １件 １件 ― ― 

合 計 １４件 １２件 １３件 ８件 ９件 

 

③償還状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

貸付 または 据置期間 ５件 ― ― ― ― 

償還 

期間内 

計画通り償還 １件 １件 ２件 ― ― 

滞納・償還あり ― １件 １件 １件 ４件 

滞納・償還なし ２件 ６件 ７件 ５件 １件 

償還 

期限後 

滞納・償還あり ６件 ３件 ３件 ― ― 

滞納・償還なし ― １件 ― ２件 ４件 

合 計 １４件 １２件 １３件 ８件 ９件 

 

   ④生活福祉資金調査委員会の開催 

    ・日 時  令和２年３月６日（金）に予定していた。 

       ※新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 

 

⑤職員の資質向上 

    ・和歌山県社会福祉協議会が実施した「担当者研修会」に参加した。 
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評価・課題 

・総合支援資金の滞納ケースの解消が課題。 

・就労して生活安定に向かうが、就労が継続できずに再度生活困窮になる

ケースもある。自立相談支援機関などとの連携により、本人の思いを聞

きながら必要な支援につなげる必要がある。 

・行方不明ケースの取り扱いについても、県社協との協議を続ける必要が

ある。 

 

 

 

（５）-２．民生金庫貸付制度   

     かつらぎ町社会福祉協議会が独自で実施している小口の貸付制度であり、生活福祉資

金貸付制度では対応が困難なケースの時に活用している。 

 

①貸付状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

貸付決定件数 ― ― １件 ３件 ４件 

償還完了件数 ― ― ― ２件 ２件 

貸付中件数（年度末） ３２件 ３２件 ３３件 ３４件 ３６件 

 

②資金種類 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

生活資金 ２３件 ２３件 ２３件 ２４件 ２５件 

就職支度資金 １件 １件 １件 １件 １件 

就学支度資金 １件 １件 １件 １件 １件 

その他 ７件 ７件 ８件 ８件 ９件 

合 計 ３２件 ３２件 ３３件 ３４件 ３６件 

 

③償還状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

償還期間内・計画通り ― ― １件 ２件 １件 

償還期限内・償還あり     ３件 

償還期限後・償還なし ３２件 ３２件 ３２件 ３２件 ３２件 

合 計 ３２件 ３２件 ３３件 ３４件 ３６件 

 

 

評価・課題 
・生活福祉資金で対応できないケースに対応した。 

・長期滞納ケース（３２件）については、債務処理を行う必要がある。 
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（６）配食サービス (花園地域は高齢者生活福祉センター事業で実施のため含まれない) 

内 容 重点的な取り組み 

民生委員やボランティアの協力

により、弁当を調理・配達し、利

用者の安否を確認することで見

守り体制の充実を図ります。 

・新規利用者はあるが、施設入所や入院・転出等によ

り利用を中止する人も多く、やや減少傾向である。 

・訪問により発見した課題を、支援活動に結びつけた

事案を集約するところまで取り組めていない。 

 

  ○利用状況 （月２回×７カ月 ※６～９月は休み） 

      ※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、令和２年３月は中止した。 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

利用者・延べ 2,979名 2,905名 2,795名 2,751名 2,383名 

利用者・１回平均 186名 182名 175名 172名 170名 

利用者・新規  43名 30名 28名 36名 

 

評価・課題 

・利用者は、お弁当を楽しみに待ってくれているため、見守り活動とし

ては効果的である。 

・旬の野菜や果物等を寄付いただいたり、調理ボランティアの申し出を

いただいたり、新たな支援者は少なからずあるが、支える側の受入れ

体制をより広げ、誰でも参加しやすい環境を整える必要がある。 

 

 

（７）友愛電話 

内 容 重点的な取り組み 

ボランティア「友愛電話こだま」の協力を得て、

月に１回電話で安否確認や日常生活での不安、

気になっていることの相談に応じます。 

電話により発見した課題を、社会福

祉協議会で受け止め、関係機関との

連携により支援した。 

 

  ○利用状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

利用者・延べ ６２１名 ５２２名 ４８４名 ４３２名 ３４７名 

内、通話者 ５１１名 ４５０名 ４０８名 ３４６名 ２９２名 

  内、不在者 １１０名 ７２名 ７６名 ８６名 ５５名 

利用者・１回平均 ５２名 ４４名 ４０名 ３６名 ２９名 

内、通話者 ４３名 ３８名 ３４名 ２９名 ２４名 

  内、不在者 ９名 ６名 ６名 ７名 ５名 

利用者・新規  ５名 ５名 ３名 １名 

 

評価・課題 

・対象者から「電話を心待ちにしている」と話があり、高齢者の孤独感

の軽減につながっている。 

・体調不良や困りごとの相談を受けるなど、見守り活動としての機能を

果たせている。 

・利用者が減少していることから、利用対象者の拡大を検討する必要が

ある。 
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（８）関係団体との連携（見守り活動） 

内 容 重点的な取り組み 

各々の団体において友愛訪問や見守り

活動に取り組めるよう支援します。 

当事者組織やボランティア団体が、主体的に

見守り活動に取り組めるような働きかけが

できなかった。 

 

  ①連携を行った団体数 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

連携を行った団体数 １団体 １団体 １団体  ２団体  １団体 

 

  ②団体名と連携内容（平成 31年度） 

団体名 連携内容 

民生児童委員協議会 配食サービス・生活困窮世帯の調査・災害福祉マップの

更新・年末の友愛訪問活動を通じて 

 

評価・課題 
老人クラブやボランティア団体などを担当する各職員が、見守り活動

についての知識を深め、共通の認識を持って支援する必要がある。 

 

 

（９）居宅介護支援事業 

内 容 重点的な取り組み 

介護保険サービスの事業者と

して、見守り支援します。 

自立支援に向けたケアマネジメントや医療との連携

を意識して取り組んだ。 

 

 ○利用状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

居宅サービス計画 1,464名 1,453名 1,359名 1,407名 1,259名 

介護予防計画（介護予防） 305名 409名 262名 267名 385名 

介護予防計画（総合事業）   104名 402名 377名 

利用者・延べ 1,769名 1,862名 1,725名 2,076名 2,021名 

利用者・月平均 147名 155名 144名 173名 168名 

利用者・初回対応プラン 60名 71名 63名 79名 78名 

要介護認定調査（委託）  29名  1名 6名 

成年後見申立支援    1名 0名 

 

評価・課題 

・地域ケア研修会や地域ケア個別会議に参加し、自立支援型ケアマネジ

メントの手法を学んだ。 

・要支援者に対して、自立支援に向けたアプローチを少しずつ行ってい

るが、利用者に理解を得るためには、ケアマネジャーとサービス事業

所が共通認識を持ち連携して支援にあたることが大切である。 

・利用者や住民に対する啓発活動については、地域包括支援センターと

連携して取り組む必要がある。 
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（10）訪問介護事業 

内 容 重点的な取り組み 

花園地域において、介護保険サービス・

障がい福祉サービスの事業者として、

見守り支援します。 

利用者や家族の希望を確認しながら、利用

者に合ったサービスを心がけた。 

 

○利用状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

実施日・年間 258日 257日 256日 257日 261日 

介護保険 

利用者 

要介護者 853名 554名 252名 111名 175名 

介護予防 344名 750名 494名   

総合事業   408名 688名 516名 

軽度生活援助（町受託） 72名 48名 49名 51名 88名 

障害者自立支援・利用者 0名 0名 0名 0名 0名 

利用者・延べ 1,269名 1,353名 1,203名 850名 779名 

利用者・一日平均 4.9名 5.9名 4.7名 3.3名 3.0名 

利用者・実人数   19名 19名 15名 

利用者・新規   3名 3名 5名 

 

評価・課題 

住み慣れた花園地域で、不安なく自分らしく暮らせるよう、ケアマネな

どと連絡・調整しながら、利用者に合ったサービスを提供できた。本人

や家族の希望を聞きながら、生活機能を低下させないように支援した。 

 

 

 

（11）通所介護事業（地域密着型 通所介護) 

内 容 重点的な取り組み 

花園地域において、介護保険サービスの事業者

として、見守り支援します。 

また、利用者と地域の方との交流により、地域

内でのふれあいを図ります。 

利用者・家族の希望に寄り添いなが

ら、年間行事や地域交流を図り、地域

に密着したサービスを提供した。 

 

①利用状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

実施日（※） 147日 147日 150日 151日 142日 

介護保険 

利用者 

要介護者 640名 395名 471名 517名 532名 

介護予防 258名 525名 239名   

総合事業   262名 678名 476名 

利用者・延べ 898名 920名 972名 1,195名 1,008名 

利用者・一日平均 6.0名 6.3名 6.5名 7.9名 7.1名 

利用者・実人数   17名 20名 19名 

利用者・新規   6名 7名 3名 

        （※）４月～６月 … 毎週 火・水・木 ⇒ ７月～３月 … 毎週 月・火・木 
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② デイサービス利用者との交流会 

６月２０日 『梁瀬小学校児童』との交流 

７月１１日 『MOA あじさいの会』との交流会 

７月２５日 『民生児童委員・高齢者福祉部会』との交流会 

８月 １日 『喫茶あいあい』との交流会 

９月１９日 『大谷公民館からたちサークル』との交流 

１０月１７日 『人権擁護委員会・かつらぎ部会』との交流 

１２月１２日 『花園幼稚園児・梁瀬小学校児童』との交流 

 

③地域密着型通所介護運営推進会議 

１０月２３日 『第１回』運営状況の報告と意見交換 

            ※利用料の口座振替について要望あり 

 ３月    『第２回』運営状況の報告 

     ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面により 

報告 

 ※要望なし 

 

評価・課題 

・交流事業の実施やその写真を残していることは、「良い思い出になる」

と好評をいただいた。 

・地域密着型推進会議で出された意見を事業に反映させる必要がある。 

・家族さんからの要望により、７月から運営日の変更をした。今後も、利

用者や家族さんの要望に寄り添い、改善に取り組む必要がある。 

 

 

 

（12）高齢者生活福祉センター事業 

内 容 重点的な取り組み 

社会的孤立感の解消や心身

機能の維持・向上を図るた

め、通院や買い物のための移

送サービス、一人暮らし高齢

者のための弁当の配食、虚弱

な高齢者のための住居の提

供などを行います。 

・花園地域では人口の減少とともに一人暮らし、高齢者

世帯が急増しており、ふれあいサービス・配食サービ

スを通じて、利用者とコミュニケーションを図り情報

交換・安否確認・相談援助を行った。 

・入居者は、少しでも高齢者生活福祉センターで長く生

活ができるよう異常の早期発見・体調管理に努めた。 

・介護機器の貸し出しの希望があった時、早急な対応が

できた。 

 

  ①デイサービス部門 

・入居者をはじめ、地域の子どもや高齢者が交流できる行事を実施。 

・平成３１年度は、７月１２日に花園守口体育館で実施した。 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

交流活動・回数 １回 １回 １回  １回  １回 

夏 祭 り・参加者 ５２名 ７０名 ６２名 ５６名 ５６名 
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②地域支え合い部門 

   ◇ふれあいサービス事業（医療機関・行政手続き・買い物等の送迎） 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

花園管内 

実施日 243日 243日 244日 244日 248日 

利用者・延べ 1,717名 1,588名 1,602名 1,674名 1,344名 

１日平均 7.1名 6.5名 6.6名 6.9名 5.4名 

清水方面 

実施日(月・金) 96日 96日 94日 93日 92日 

利用者・延べ 374名 239名 204名 176名 134名 

１日平均 3.9名 2.5名 2.2名 1.9名 1.5名 

利用者 
実人数   62名 64名 54名 

新規   6名 4名 2名 

 

   ◇配食サービス事業（65 歳以上の高齢者世帯に弁当を配食・週１回） 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

実施日 43日 46日 45日 42日 49日 

利用者・延べ 580名 667名 654名 605名 681名 

利用者・１日平均 13.5名 14.5名 14.5名 14.4名 13.9名 

利用者・実人数 28名 17名 19名 21名 20名 

利用者・新規  6名 6名 4名 3名 

 

③居住部門（９室） 

・おおむね６５歳以上の日常生活を営む上において支障のない虚弱老人を対象 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

入所者・新規 4名 ― 2名 2名 2名 

退所者 ― 2名 1名 3名 4名 

年度末入所者数 9名 7名 8名 7名 5名 

食事 

サービス 

朝 
延べ 2,297食 2,794食 2,738食 2,442食 1,705食 

1日平均 6.4食 7.8食 7.6食 6.8食 4.9食 

昼 
延べ 1,860食 2,204食 2,127食 1,820食 1,312食 

1日平均 5.2食 6.1食 5.9食 5.1食 3.7食 

夜 
延べ 2,239食 2,773食 2,715食 2,422食 1,695食 

1日平均 6.2食 7.7食 7.6食 6.7食 4.8食 

入浴サービス・延べ 577名 556名 478名 543名 444名 

 

④アルミ缶回収事業 

・花園支所の駐車場に置いたアルミ缶入れに、地域住民が持ち寄った。 

・貸出用介護機器を購入・修繕のために積み立てている。 

    項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

アルミ缶回収量 246㎏ 185㎏ 190㎏ 167.5㎏ 186㎏ 

換金額 15,345円 10,455円 12,000円 11,725円 12,220円 
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⑤介護機器貸与事業 

    ・アルミ缶回収事業の財源を活用し、介護機器を無料で貸出 

項 目 数量 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

電動ベッド 1台 ２件 １件 １件 １件 １件 

ギャヂベッド ６台 ２件 ３件 ４件 ５件 ３件 

マット ６枚 ４件 ５件 ５件 ７件 ４件 

サイドレール 16本 ３件 １件 ３件 ５件 ５件 

スイングアーム ２本 １件 ２件 １件 ２件 ２件 

ポータブルトイレ ２台 ― ― １件 １件 ― 

平行棒 ３台 ― ― ― ― １件 

車椅子 ５台 ― ― ― ２件 ― 

防水シーツ ５枚 ２件 ２件 ３件 ５件 ３件 

サイドテーブル ２台 １件 １件 １件 ２件 １件 

計  １５件 １５件 １９件 ３０件 ２０件 

 

  ⑥生きがい花作り事業の実施 

    ・プランター花植    ・道路下の花壇の花植え等管理 

 

評価・課題 

・花園地域では、人口の減少とともに、一人暮らしや高齢者世帯が急増し

ており、ふれあいサービスや配食サービスなど、利用者にとっては無く

てはならないサービスとなっている。 

・入居者は、当センターで長く生活できるよう異常の早期発見・体調管理

に努め、家族・ケアマネ・主治医と密接に連携していく必要がある。 

 

 

 

（13）福祉サービスに関する苦情解決体制 

内 容 重点的な取り組み 

苦情受付担当者・苦情解決責任者・第三者委員を設置

し、苦情や意見の収集と対応を重ね、サービスの改善

に役立てます。 

苦情受付体制の周知に十分

取り組めなかった。 

 

  ①意見箱の設置 

    ・本所、花園支所の玄関に意見箱を設置しているが、投函がなかった。 

 

  ②苦情受付件数 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

苦情受付状況 ６件 ２件 ４件 ２件 ０件 

 

 

 
評価・課題 ・苦情や意見を出しやすい環境・体制づくりが喫緊の課題である。 
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２．世代を超えてつながる健康で安心な地域づくり 

2-1．地域福祉への理解の促進 

（１）赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金 

内 容 重点的な取り組み 

社協や県内の福祉施設などに助成を行う赤い羽根共同募金(１０

月)、年末年始に支援を必要とする方々に助成する歳末たすけあ

い募金（１２月）の募金活動を、自治区、町内会、民生児童委員

協議会、小・中学校、高等学校、町役場や関係機関などに協力を

依頼することで、福祉活動への理解の促進を図っていきます。 

「じぶんの町を良

くするしくみ」で

ある共同募金の使

いみちを明確に示

した。 

 

①赤い羽根共同募金 

赤い羽根共同募金の多くはそのまちの中の地域福祉活動やボランティア活動に役立てら

れるとして、募金活動を展開した。 

【期 間】 令和元年１０月１日～令和２年３月３１日 

   【協 力】 自治区長会・町内会・小・中・高・大学校、会社・商店、福祉施設、病院、町

役場をはじめ行政機関などに協力を依頼 

   【募金額】 ２，７４２，９５５円 (前年度比 : 309,134円) 

           ※町の協力により、町保健福祉センター横に設置した赤い羽根自販機の

売り上げの一部(２６，２１９円)を含む。 

   【使 途】 令和２年度の地域福祉活動に役立てられます。 

評価・課題 

・募金額が、目標の３００万円には届かなかった。人口減の影響も考えら

れるが、募金の使途について広報し、たすけあい活動の資金であること

の啓発が必要である。 

・法人募金は民生委員に依頼していたが、平成 31年度から職員が地域を

周って協力を依頼した。 

 

②歳末たすけあい運動 

新しい年を迎えるにあたり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

きるように」と願いを込めて募金活動を展開した。 

【期 間】 令和元年１２月１日～令和元年１２月３１日 

   【協 力】 共同募金委員会、社会福祉協議会、自治区長会、町内会、民生児童委員協議会 

   【募金額】 １，４７３，７９３円 (前年度比 :   １４，９２０円) 

   【使 途】 生活困窮世帯      ４３世帯  ７２０，０００円 

         こども園・幼稚園     ４施設  ４１２，８００円 

         小中学校支援学級     ７学校  ２４８，０００円 

         児童養護施設       ３施設   ５０，０００円 

         事務経費                １，２０４円  

               計         １，４３２，００４円 

   【残 金】 次年度で活用 

              

評価・課題 生活困窮世帯のへ助成額は、世帯人数に応じた額に見直しをした。 
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（２）愛の日チャリティーバザー 

内 容 重点的な取り組み 

地域住民や協力団体、ボランティ

アが協力し、チャリティーバザー

を実施することで、近隣愛の心を

広めます。 

・愛の日チャリティーバザーは、かつらぎ体育セン

ターの耐震改修工事のため使用ができず、開催を

中止した。 

・友愛訪問活動は、積立金の活用により継続した。 

 

  〇友愛訪問活動 （積立金を活用し、民生児童委員の協力で友愛訪問活動を行った） 

   【訪問先】 一人暮らしの高齢者（７５歳以上）         ６５４世帯 

         〃（６５歳以上７４歳以下の災害時に支援を要する方） １２世帯 

高齢者世帯（７５歳以上の方だけの世帯）      ３２４世帯 

         災害時避難行動要支援者              ２３２世帯 

               計                １，２２２世帯 

                                ※みそ汁などを届けた。 

 

評価・課題 
民生委員の改選時期であり、新任の民生委員さんにとっては、地域の

見守り対象者の方とのつながるきっかけとなった。  

 

 

 

（３）社会を明るくする運動 

内 容 重点的な取り組み 

地域における犯罪や非行を防止するとと

もに、罪を犯した人たちの更生を地域の

中での支えあいを推進していきます。 

７月の強調月間での啓発は継続実施とし、

予防や更生のための支援策は、保護司や更

生保護女性会などと連携して取り組んだ。 

 

   ①社会を明るくする運動 

     「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」を重点目標として実施。 

 

【期 間】 令和元年７月１日～７月３１日 

   【協 力】 町、自治区長会、防犯自治会、橋本保健所、かつらぎ警察署、保護司会 

         更生保護女性会、ＢＢＳ、民生児童委員協議会、町教育委員会、 

         小・中学校、県青少年健全育成県民運動推進委員、青少年育成連絡協議会、

青少年指導員及び補導員連絡協議会、児童厚生員、ＰＴＡ連合会 

   【内 容】◇スーパーでの街頭啓発、広報・懸垂幕・のぼりで啓発した。 

        ◇イカのおすしの啓発も併せて行った。 

        ◇作文コンテストの募集を行った。 

※小学生の部 １５１作品 ・ 中学生の部 ５作品の応募あり。 

 

評価・課題 

・作文コンテストについては、前年より多数の応募があり、内容も当該

運動への理解がうかがえる文章となった。保護司会の協力を得ながら

取り組むことによって、理解の普及や啓発に効果が大きいといえる。 
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  ②保護司会活動の支援と連携 

・社会を明るくする運動の推進について、中心的な役割を担っていただいた。 

・年間を通じ定例研修会の開催や保護観察官による定期駐在など、自主運営されており、

側面から支援した。 

評価・課題 定年により退任される保護司もあり、後継者不足が深刻な課題である。 

 

  ③更生保護女性会活動の支援と連携 

    ・愛の協賛金の募集や親子料理教室の開催、子どもの見守り活動など、自主運営されて

おり、側面から支援した。 

評価・課題 
行事が慣例化しているが継続は大切である。新たに地域の子ども達を

巻き込んだ行事を実施し、会活動の理解促進につなげる必要がある。 

 

（４）地区懇談会の実施 

内 容 重点的な取り組み 

地域の中で気軽に話し合う地区懇

談会を継続して開催し、地域内で

自ら地域福祉への理解を推進する

機会を提供します。 

 地域の福祉課題について協議できる場を小地域

でつくり、支え合い・助け合い活動の充実に取

り組む予定であったが、具体的な取り組みには

至らなかった。 

 

  ○取り組み状況  

・町（健康推進課）が中心となって進めている「生活支援体制整備事業」の取り組みと

合わせて開催を模索していたが、開催に結び付けることができなかった。 

評価・課題 
生活支援体制整備事業の推進と合わせ、協働のまちづくり担当職員と

の連携も視野に入れ、具体的な方向性を示していく必要がある。 

 

 

（５）恒久平和の実現 

内 容 重点的な取り組み 

戦没者追悼式の開催支援や遺族会活動の支援を

通じて地域住民が平和について考え、地域のつ

ながりときずなを深める機会をつくります。 

「平和な社会について考える」作

文の募集を、教育委員会と学校の

協力により、小・中学生を対象と

して実施した。 

 

  ①遺族会活動の支援と連携 

    ・戦没者の孫世代にあたる「青年部の組織化」について協議した。 

 

  ②忠霊顕彰会活動(戦没者追悼式の開催)の協力 

    ・「平和な社会について考える」作文の募集を実施した。（新規） 

    ・町戦没者追悼式は、台風接近のため中止した。 

 

評価・課題 

・「平和な社会について考える」作文の募集を、小・中学生を対象とし

て実施できたことは、小・中学生はもとより、遺族の方をはじめ、地

域住民への理解にもつながった。 
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2-2．地域福祉の担い手の育成と支援 

（１）ボランティアセンター事業 

内 容 重点的な取り組み 

ボランティア活動に関する情報の提供や相談に応じるととも

に、ボランティアの登録者・登録団体の増加を図り、地域福

祉の担い手を増やしていきます。 

また、地域におけるボランティア活動の普及や活動に対する

支援に取り組んでいきます。 

 ちょっと早い年末の

お掃除大作戦をきっ

かけとして、ボラン

ティア活動への参加

を促した。 
ボランティア活動への参加、もしくは依頼の相談を受け付

け、町内の福祉サービスのコーディネーターの役割を果たし

ていきます。 

 

  ①ボランティア活動に関する広報活動 

 ・「福祉かつらぎ」にボランティア活動や支え合い助け合い活動を掲載し周知した。 

 

  ②ボランティアの登録・把握 

     【個 人】   (新規) ４２名   /  (年度末) ４４名 

     【団 体】   (新規)  ２団体  /  (年度末) ４７団体 

 

  ③ボランティア保険加入促進 

     【活動保険】  (団体)  ２団体 <３２名> 加入 ・ (個人)３６名 加入 

     【行事用保険】 (団体) １０団体 <８６回> 加入 

 

  ④ボランティア連絡協議会活動の支援と連携 

・役員会への参画、和歌山県ボランティア連絡協議会と連携したボランティアフォーラム

の開催支援、各種ボランティア団体の活動に対して、年間を通じて連携した。 

 

  ⑤ちょっと早い年末のお掃除大作戦 

・概要   制度では対応しきれないちょっとした困りごとを、地域の人々の支え合いや

助け合い活動で解決することを目指して実施した。 

２０世帯の対象者のお宅に、３４名のボランティアが、２名から４名１組で

訪問し、年末のお掃除のお手伝いをした。 

・内容   窓ふきやクモの巣取り、部屋の掃除など 

・時期   令和元年１０月から１１月 

 

評価・課題 

・ちょっと早い年末のお掃除大作戦は、利用者からも、ボランティアか

らも、意識の変化が感じられる取り組みとなったため、継続し、更に

充実していく必要がある。 

・若者や団塊の世代がボランティア活動に参加できる機会を増やす必要

がある。 

 

 



 

 

- 27 - 

 

 

（２）児童・生徒への福祉教育の推進 

内 容 重点的な取り組み 

小・中学校、高等学校での人権啓発や学習会を通じて、

将来的な地域福祉の担い手の育成に取り組みます。 

また、ボランティア協力校を指定し情報交換を行ってい

きます。 

・高齢者や障がい児者・ボラ

ンティアの各団体と連携し

て取り組んだ。 

 

 

  ①ボランティア指定校 (３校) の指定 

    ・妙寺中学校   ・妙寺小学校   ・大谷小学校 

       ※協力校連絡会を開催し、情報交換を行った。 

    ※それぞれの学校の特色を生かし、地域とつながる活動を展開できた。 

 

②ボランティア協力校ゲーム大会の実施 

    ゲームを通して世代間交流を図った。 

【日 時】令和元年  ７月１６日（火）  妙寺小学校 

  【協 力】老人クラブ連合会・ボランティア連絡協議会 

 

  ③点字・手話学習の実施 

小学４年生で点字学習の科目があるため、目の不自由な方のお話を聞いて点字を学び、

耳の不自由な方のお話を聴いて聴導犬のことを学んだ。 

【日 時】令和元年 １０月１１日（金）  笠田小学校 

令和元年 １０月２５日（金）  渋田小学校 

令和元年 １０月２８日（月）  妙寺小学校 

令和元年 １０月２９日（火）  大谷小学校 

  【協 力】視覚障がい者・点字サークルあすなろ (ボランティア) 

聴覚障がい者・手話ボランティア 

 

  ④社会福祉協議会活動との連携による福祉教育 

・配食サービス（まごころ弁当）に添付する手紙や包装紙のイラストを作成。 

・障がい者を理解するスタンプラリーや障がい者ふれあいボッチャ競技に参画。 

・赤い羽根共同募金運動に協力。 

 

評価・課題 
・老人クラブ連合会、身体障害者会、民生児童委員協議会・ボランティ

ア連絡協議会などの協力を得ることで、福祉教育の充実が図れた。 

 

 

 

（３）一般住民への福祉教育の推進 

内 容 重点的な取り組み 

ボランティア活動や介護に関する知識など、住民が

必要とするサービスを自ら学び、身につけるための

学習機会を提供します。 

具体的な取り組みに至ってい

ない。 
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  ○取組み状況 

取り組み内容に「住民が必要とするサービスを自ら学び、身につけるための学習機会

を提供する」とあるが、まず何を必要としているのかの調査が必要である。 

しかし、具体的な内容まで検討ができなかった。 

 

評価・課題 
社協が取り組むべき「福祉教育」や「福祉教育機能」について、まず、

職員が学び、知識を深める必要がある。 

 

 

（４）ボランティア体験事業 

内 容 重点的な取り組み 

いつでも、どこでも、だれでも気軽に、ボラ

ンティア活動のきっかけづくりの機会を提供

し、新たな担い手の確保をはかります。 

福祉施設などに呼びかけ、夏のボラン

ティア体験プログラムを準備した。 

 

  〇スタンプラリー（障がい者を理解する）  ※ガイドヘルプ・点字・手話・車いすの体験 

【日 時】令和元年 ８月 ８日（木）  かつらぎ総合文化会館 

     【協 力】身体障害者会、障がい児者父母の会、ボランティア連絡協議会、 

手話・点字・朗読ボランティア、ボランティア協力校をはじめ各小・中学校、 

老人クラブ連合会、民生児童委員協議会 

     【参加者】２１８名 

評価・課題 

福祉施設などにおいても体験プログラムを用意したが、スタンプラリー

への参加だけであった。今後、誰もが参加しやすいよう周知する必要が

ある。 

 

 

（５）地域活動・ボランティアリーダーの育成 

内 容 重点的な取り組み 

ボランティア研修会やリーダー研修会を提供

し、地域におけるボランティアリーダーの育成

に取り組んでいきます。 

ボランティア連絡協議会と連携し

取り組んだ。 

 

  ①ボランティア研修会の実施 （ボランティア連絡協議会が実施） 

【日 時】令和元年５月１６日（木）  かつらぎ町地域福祉センター 

【内 容】『聴覚障がい者への災害支援について』   講師 宮本 弘美  氏 

 

  ②地域におけるボランティアリーダーの育成 

地域の生活課題に対応できるボランティア（担い手）の育成については、リーダーの

存在が必要であるが、平成３１年度においては具体的な取組みに至らなかった。 

 

評価・課題 
ボランティアの高齢化に伴いリーダーや担い手が不足。次世代の育成に

向けボランティアをすることの意義を改めて考える機会が必要である。 
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（６）ボランティアまつりの開催支援 

内 容 重点的な取り組み 

ボランティア活動の紹介を行い、助け合い

や支えあいの輪を広げます。 

和歌山県ボランティアフォーラムとし

て、和歌山県ボランティア連絡協議会と

の共催で実施した。 

 

【日 時】令和２年 ２月１日（土）  かつらぎ総合文化会館 

【主 催】かつらぎ町ボランティア連絡協議会・和歌山県ボランティア連絡協議会 

        ※県下３６団体（かつらぎ町２４団体）が日頃の活動を紹介し、ボランティア

の魅力を発信した。 

評価・課題 県内のボランティアが集まったことで、交流の輪が広がり深まった。 

 

2-3．ふれあい・交流の促進 

（１）ふれあい活動の支援 

内 容 重点的な取り組み 

町内で世代や立場、障がいの有無など

を超えた交流・ふれあいの機会を提供

する団体に対して助成を行い、こうし

た機会の増加を図ります。 

町が実施する高齢者サロン助成事業との重複

を避け、若者や障がい者、災害時の要配慮者

など、世代を超えた活動への支援に重きをお

き取り組んだ。 

 

  ①ふれあい事業（６団体へ助成）                   

助成団体 活動内容 

わらべ 地域住民・高齢者との交流 

梁瀬小学校 地域住民・高齢者との交流（花園地域夏祭りなど） 

MOA あじさいの会 デイサービス利用者との交流 

新城自主防災組織 防災・減災活動（災害に備えた要配慮者支援） 

聴覚障害者協会 手話サークル会員との交流 

手話サークル 夢 聴覚障害者との交流 

 

評価・課題 
 新城自主防災組織が新たな取り組みとして、災害に備え要配慮者支援

に取り組み、これをきっかけに、他の地域に広げていく必要がある。 

 

②ハガキ等リサイクル運動とボランティア活動 

寄付いただいた「書き損じはがき」は切手に交換し、「古切手」は収集家の協力により

換金し、ボランティア活動に活用した。 

   【 収 益 】  ４，２００円 (次年度のために積み立て) 

   【活 用 額】 ２５，８１７円 (積立金を取崩して活用) 

   【活用方法】 暑中見舞い、年賀状の作成で交流 

   【 協 力 】 お便りひまわり (ボランティア)、絵手紙小組(ボランティア) 

          妙寺中学校生徒 

評価・課題 配食サービスの利用者や、福祉施設の利用者に大変喜ばれた。 
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（２）高齢者の健康・生きがいづくり 

内 容 重点的な取り組み 

老人福祉大会の開催支援や、老人クラブ連合会活動

の支援・連携に取り組むことで、高齢者の健康づくり

や、生きがいづくりに取り組んでいきます。 

住民を対象とした健康づくり

講座を、老人クラブ連合会が

主体となって取り組んだ。 

 

  ①老人クラブ連合会活動の支援と連携 

     役員会へ参画し、健康づくり事業・老人福祉大会開催支援など、生きがいづくりにつ

ながる「健康・友愛・奉仕」活動を支援した。 

 

  ②ゲートボール協会活動の支援と連携 

高齢化と合わせグラウンドゴルフの普及によりゲートボール協会の会員数が減少する

なか、役員を中心に自主運営されており、側面から支援した。 

 

評価・課題 
高齢化に反比例し、老人クラブへの加入が減少。老人クラブの退会や

休会に至る課題に対応する必要がある。 

 

 

（３）障がい（児）者の社会参加 

内 容 重点的な取り組み 

障がい(児)者の健康づくり・生きがいづ

くりに取り組み、積極的に外に出て行く

機会を図っていきます。 

身体障害者会や障がい児者父母の会と連携

し、ふれあい交流の場を設けた。 

 

①障がい者ふれあいボッチャ競技 

     障がいのある方、ボランティア協力校(大谷・妙寺小学校)の児童、民生児童委員、ボ

ランティアが交流した。 

【１回目】令和元年 ９月２６日(木)  (大谷小学校) 

【２回目】令和元年１１月 ７日(木)  (妙寺小学校) 

 

評価・課題 
障がい者が体を動かす機会として、また、児童の福祉教育の一つとし

て、互いに影響し合える事業展開を心がける必要がある。 

  

 ②身体障害者会活動の支援と連携 

     代議員会へ参画し、障がい者を理解するスタンプラリーやふれあいボッチャ競技など

社会福祉協議会活動への協力や、県障害者スポーツ大会・県福祉大会など、関係者が実

施する活動に積極的に参加できるよう支援した。 

 

評価・課題 

・各種活動への参加により障がい者に対する理解が深まっている。 

・身体障害者会への加入促進や地域で課題を抱えている障がい者への声

掛け・見守り活動を、障がい者団体と連携して取り組む必要がある。 
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  ③障がい児者父母の会活動の支援と連携 

     役員会へ参画し、会員交流事業の開催や県ゆうあいスポーツフェスタへの参加など、

会員が外に出る機会づくりを支援した。 

 

評価・課題 
・会員の高齢化や家族形態の変化により会活動に制限がでてきている。 

・会活動の周知や会員募集など広報活動の検討が必要である。 

 

 

（４）ひとり親家庭の交流事業 

内 容 重点的な取り組み 

ひとり親家庭「ふれあい」事業を通じて、家庭同士が

知り合い、交流するための機会の充実を図るとともに、

母子寡婦福祉会の紹介や参加促進を図っていきます。 

ひとり親家庭「ふれあい」事

業の実施に至らなかった。 

 

  ①ひとり親家庭「ふれあい」事業 

     ※実施には至らなかった。 

 

  ②母子寡婦福祉会活動の支援と連携 

     郡や県の事業への参画を支援した。 

 

評価・課題 

・ひとり親家庭の実態把握が困難である。 

・ひとり親家庭への公的サービスの整備が進んできており、事業の見直し

などの検討が必要である。 

・母子寡婦福祉会の高齢化が課題。 

 

 

（５）若者の社会参加 

内 容 重点的な取り組み 

不登校、未就労者の居場所づくり 具体的な取り組みに至っていない。 

 

  ○不登校、未就労者の居場所づくりの検討 

    ・検討が進んでいない 

 

評価・課題 

NPO法人よりみちの活動支援を通じて、また、教育委員会や小・中学

校との連携により、不登校、未就労者の課題を把握し、居場所づくり

を検討する必要がある。 

 

  



 

 

- 32 - 

 

３．災害時に一人も見逃さない地域づくり 

3-1．災害時に備えた体制の強化 

（１）災害ボランティアの確保・災害ボランティアの育成 

内 容 重点的な取り組み 

災害時に社協や各関係団体と連携して活動で

きるボランティアを普段のボランティア活動

を通じて確認します。 

普段活動しているボランティア(団体)

が災害時にできることを確認し、関係

団体と協議の場を持つ必要があるが、

具体的な取り組みに至っていない。 
災害時にそれぞれが対応できるよう、人材の

養成を目指します。 

 

  ○災害ボランティアの確保・育成にかかるボランティア団体との協議 

    ・平成３１年度においても、協議の場を持つことができなかった。 

 

評価・課題 
災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施と併せて協議する必要

がある。 

 

 

（２）施設・備品の確認 

内 容 重点的な取り組み 

災害時に必要な備品や資機材の点検や施

設の避難経路の確認を定期的に行います。 
 福祉避難所の運営について検討した。 

 

  ①福祉避難所の運営 

    ・開設 平成３１年度 ２回（述べ６名の受け入れ／内、要支援者は述べ６名） 

 

  ②災害時の初動体制の検討 

    ・台風接近に伴う福祉避難所の運営に関し、初動体制の確認を行った。 

 

評価・課題 

・災害に必要な備品や資機材の点検について、日赤かつらぎ町分区と連携

し計画的に進める必要がある。 

・災害時の初動体制については、要配慮者支援や福祉避難所の運営、災害

ボランティアセンター設置運営訓練と連動して検討し、マニュアル化に

取り組む必要がある。 

 

 

 

（３）日本赤十字社かつらぎ町分区との連携 

内 容 重点的な取り組み 

活動資金の募集(５月～６月)を通じて災害救援活動に

対する理解を促進し、かつらぎ町分区活動及び赤十字

奉仕団活動などを通じて、地域のつながりやたすけあ

いを生み出します。 

赤十字奉仕団活動を支援し、

赤十字の活動に関心を持つ住

民を増やすよう努めた。 
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①活動資金の募集 （日本赤十字社の活動を支えるための資金を募集した） 

【 期 間 】 令和元年５月１日～６月３０日 

   【 協 力 】 自治区長会・町内会・民生児童委員協議会・赤十字奉仕団 

   【活動資金】 ２，８４４，４５０円 

           ・会員         ６６名    ３６１，６１８円 

           ・協力会員（個人）  ４５０名    ４０２，５００円 

           ・協力会員（自治区・町内会）   １，９０１，０２０円 

                   ・寄附金 （善意箱） ４６か所    １７９，３１２円 

評価・課題 
日本赤十字社の活動を知り、賛同し会員になっていただける取り組み

を強化する必要がある。 

 

②赤十字奉仕団活動の支援と連携 

    ・クリーンキャンペーンや地域でのふれあい活動を通じて、普段からの繋がりを大事に

するとともに、交流会やボランティアフォーラムにおいて、救急法の講習や体験活動

を実施することで、地域の防災力の向上に努めた。 

    ・町の防災訓練や産業まつり、災害時に備えて各種団体が実施する活動に参画し、炊き

出しの訓練を実施した。 

    ・古座川町赤十字奉仕団との合同研修会を実施し、奉仕団同士の連携の強化と互いの活

動の充実化を図った。 

    ・これらの活動は自主運営されており、必要に応じて側面から支援した。 

評価・課題 

・赤十字奉仕団は、「災害時の活動は、普段の繋がりが重要である」と

いうことを意識し、地域と繋がる活動に積極的に取り組んでいる。 

・災害時における社会福祉協議会との連携について具体的な協議が必要

である。 

 

 

 

3-2．災害ボランティアセンター設置運営訓練 

（１）災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施と運営スタッフの育成 

内 容 重点的な取り組み 

県内市町村の社協と役割を分担しながら、継続して災害ボ

ランティアセンター設置運営訓練に取り組んでいきます。 

 和歌山県社会福祉協議会

が実施した災害ボランテ

ィアに関する研修や訓練

に参画し、広域での連携

を確認した。 

住民に対して災害ボランティアセンターの啓発を行い、災

害時にボランティアとしてかかわってもらえるよう働きか

けます。 

   

   〇災害ボランティアセンター設置運営訓練 

     ・和歌山県社会福祉協議会が広域で実施した訓練に参加した。 

        令和２年１月１８日（土）・１９日（日） 田辺市立秋津小学校 

評価・課題 
被災者の生活支援を念頭に、災害時にも助け合える仲間づくり・地域

づくりに取り組む必要がある。 
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（２）かつらぎ町との連携 

内 容 重点的な取り組み 

かつらぎ町と社協が締結した「かつらぎ町災害ボランテ

ィアセンターの設置等に関する協定」に基づき、かつら

ぎ町との協力関係のシミュレーションを行います。 

町と社会福祉協議会の立ち

位置(役割)を共有するまで

に至っていない。 

 

   ○かつらぎ町との協力関係のシミュレーション 

     平成３１年度は、取り組めなかった。 

評価・課題 
町地域防災計画と照らし合わせ、社会福祉協議会の役割を再確認し、

協力体制を検討する必要がある。 

 

 

3-3．災害時の要配慮者支援 

（１）災害福祉マップの整備 

内 容 重点的な取り組み 

災害時の要配慮者を調査し、住居の把握のため

地図と併せて管理します。情報を最新に保つた

めに、毎年更新処理を行っていきます。 

民生委員の協力を得て、９月調査

の時に併せて調査し、更新処理を

行った。 

 

  〇対象者数 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

一人暮らしの高齢者 

※65歳以上の方 
953名 943名 981名 1,006名 1,004名 

高齢者世帯 (世帯数) 

※75歳以上の方 

（244）  

488名 

（286）  

572名 

（311）  

624名 

（316）  

636名 

(330)   

665名 

災害時避難行動要支援 

※自力避難困難な方 
310名 308名 294名 282名 252名 

合 計 1,751名 1,823名 1,899名 1,924名 1,921名 

 

 〇対象者の増減 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

新規登録     162名 

登録削除 死亡     76名 

入所・入院     59名 

転出     16名 

その他     14名 

合計     165名 

増減     △3名 

 

評価・課題 
災害時の要配慮者に対する個別計画について町と協議をし、取り組みを

進めていく必要がある。 
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（２）かつらぎ町自主防災組織連絡協議会との連携 

内 容 重点的な取り組み 

災害時の要配慮者の把握と、災害時の支援活

動をどのように展開するか、地域の自主防災

組織に働きかけ、支援方策を検討し、災害時に

備えます。 

・災害時の要配慮者支援の取り組みを

かつらぎ町自主防災組織連絡会総会

に提案し、新城自主防災組織で取り

組んだ。 

  

 ○新城自主防災組織で防災学習 

     ・日時  令和２年１２月８日（日） 

     ・場所  新城地域交流センター すぎのこ 

     ・参加者 区民３４名（子どもから高齢者まで） 

     ・内容  自分たちの命をどう守るか 

          ・地域の危険個所、地域にあった避難場所、避難方法やリーダーの役割に

つて話し合う。その中で、配慮が必要な方の支援方法も検討した。 

 

評価・課題 
「災害時の要配慮者支援」や「見守り活動」「ささえあいマップづくり」

などをテーマとした懇談会を各地で開催できるよう支援する必要がある。 
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法 人 の 運 営 
 

（１）理事会・評議員会の運営 

内 容 重点的な取り組み 

理事会は、事業を企画、執行します。 社会福祉法人改革における組織体

制の強化と、地域公益事業の推進

強化について、具体的には取り組

めず、定例の会議に留まった。 

評議員会は、法人にとって重要な事項を決定し、

議決した事項を協働して遂行します。 

 

①理事会 （全３回開催） 

 【第１回】 令和元年 ６月 ７日（金）  かつらぎ町地域福祉センター  

    ・出席理事 １１名（理事総数１３名）  ・出席監事 ２名 

    ・報告 ①指定地域密着型通所介護事業等 運営規程の一部を改正する規程制定 

        ②指定訪問介護事業等 運営規程の一部を改正する規程制定 

        ③障害者総合支援法に基づく居宅介護事業運営規程の一部を改正する規程制定 

    ・議事 ①平成３０年度 事業報告及び収支決算の承認 

        ②次期理事・監事候補者の提案 

        ③平成３１年度 定時評議員会の招集 

        

 【第２回】 令和元年 ６月２７日（木）  かつらぎ町地域福祉センター  

    ・出席理事 １１名（理事総数１３名）  ・出席監事 ２名 

    ・議事 ①会長の選任 

        ②副会長の選任 

        ③評議員候補者の推薦 

        ④平成３１年度収支予算 第１次補正予算 

        ⑤指定地域密着型通所介護事業等 運営規程の一部を改正する規程制定 

 

 【第３回】 令和２年 ３月２４日（火）  かつらぎ町地域福祉センター  

    ・出席理事  ８名（理事総数１１名）  ・出席監事 ２名 

    ・報告 ①会長の職務執行状況 

    ・議事 ①平成３１年度 収支予算 第２次補正予算 

        ②令和２年度 事業計画 

        ③令和２年度 収支予算 

        ④副会長の選任 

        ⑤次期理事候補者の提案 

        ⑥令和２年度 第１回評議員会の決議 

 

②評議員会 （全１回開催） 

 【第１回】 令和元年 ６月２６日（水）  かつらぎ町地域福祉センター  

    ・出席評議員 １３名（評議員総数１６名）  ・出席監事 ２名 

    ・議事 ①平成３０年度 事業報告及び収支決算の承認 

        ②中前光雄氏を理事として選任する件 
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        ③櫻井邦男氏を理事として選任する件 

        ④山根木弘修氏を理事として選任する件 

        ⑤南 善久氏を理事として選任する件 

        ⑥中澤浩二氏を理事として選任する件 

        ⑦東智珠子氏を理事として選任する件 

        ⑧清水俊博氏を理事として選任する件 

        ⑨楠サヨコ氏を理事として選任する件 

        ⑩木村敏明氏を理事として選任する件 

        ⑪吉村正樹氏を理事として選任する件 

        ⑫井本泰造氏を理事として選任する件 

        ⑬豊岡博行氏を理事として選任する件 

        ⑭大浦達雄氏を理事として選任する件 

        ⑮武井建登氏を監事として選任する件 

        ⑯澤本昌利氏を監事として選任する件 

評価・課題 

社会福祉法人改革における組織体制の強化と、地域公益事業の推進強

化については、身近な生活課題に目を向けた取り組みを具体的に進め

る必要がある。 

 

 

（２）事業・財務管理 

内 容 重点的な取り組み 

監事会の実施や対外的な法的対応、基金の

運営、経理事務をはじめ財務シミュレーシ

ョン等の業務を行います。 

社会福祉法人改革における財務規律強化

への取り組みには、問題なく対応した。 

 

①監事会の実施 

・令和元年５月３０日（木）  かつらぎ町地域福祉センター 

    ・平成３０年度の理事の業務執行状況及び財産の状況について監査した。 

・指摘事項なし。 

 

②労務管理 （職員一般健診） 

・令和元年１０月２日・３日・４日 かつらぎ町保健福祉センター 

    ・介護職員は、HBS抗原抗体検診も実施した。 

 

③社会福祉基金の運営 

    ・寄付金は、社会福祉事業の充実に役立てるため「基金」として積み立てた。 

    ・平成３１年度寄付件数と受領額   ２００件  ２，３８６，５０３円 

 

④社会福祉法人改革への対応 

    ・和歌山県社会福祉協議会が実施する研修会に参加し、円滑な対応に取り組んだ。 

 

評価・課題 
社会福祉法人改革の取組みは始まったばかりであり、今後も継続して

取り組む必要がある。 
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（３）地域福祉活動計画の進行管理 

内 容 重点的な取り組み 

数値目標を設定し、地域福祉活動計

画の進行管理に努めます。 

第２次地域福祉活動計画１年目であり、数字に

よる見える化を検討した。 

 

評価・課題 数値化と合わせた評価方法を検討する必要がある。 

 

 

（４）会員制度の運営 

内 容 重点的な取り組み 

会員を募集し、社会福祉協議会の基

盤整備及びネットワークの強化を

図り、自主財源の確保に努めます。 

特別会員として、法人や事業所などに赤い羽根

共同募金の協力依頼と合わせて案内したが、加

入には結びつかず、一般会員は会員への継続依

頼に留まり、積極的な周知には至っていない。 

 

  〇社協会員の加入状況 

項 目 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

一般会員 １７２名 １７６名 １６９名 １４８名 １４５名 

特別会員 １６名 １８名 １４名 １１名 １０名 

合 計 １８８名 １９４名 １８３名 １５９名 １５５名 

内、新規会員  ９名 ８名 ０名 ０名 

 

評価・課題 
社会福祉協議会活動の周知と併せ、地域住民や法人に働きかける方法

を検討する必要がある。 

 

 

（５）和歌山県社会福祉協議会等との連携 

内 容 重点的な取り組み 

和歌山県社会福祉協議会や市町村社協連

絡協議会などと連携し、広域的な協働で

資質の向上に努めます。 

市町村社協連絡協議会が実施する検討会

等に積極的に参加した。 

 

  ①紀北ブロック会議への参画 

    ・ブロック内の情報共有と連携強化のため参加した。 

 

  ②会議・研修会への参加 

    ・和歌山県市町村社協連絡協議会総会、地域福祉活動コーディネーター研修会、災害支

援研修などに参加し、今日的な課題と、近隣地域の活動状況を得て研鑽に努めた。 

 

評価・課題 
近隣市町社会福祉協議会の取り組みから多くのことを学び、本会の活動

と照らし合せ、良いことは前向きに取り入れる姿勢が必要である。 

 



平成３１年度（令和元年度） 
地域包括支援センター事業報告 
     ～主な活動～ 

地域包括支援センター専門職等の配置状況 

・保健師（１） ・社会福祉士（１） ・主任介護支援専門員（３） 

・認知症地域支援推進員（１）＊主任介護支援専門員との兼務 

・その他事務職員〈ｾﾝﾀｰ長〉（１）＊社会福祉協議会事務局長との兼務 



１）総合相談 

 相談件数  １４０２件（相談に伴う訪問件数１３１３件） 

 相談者   本人・家族           ６２２件 

         居宅・介護事業所       ３８４件 

         近隣・友人            ４３件 

         関係機関             ３３２件 

                     その他               ２１件 

 相談内容  介護・介護予防相談     ４２８件 

         ケアマネ・サービス調整   ４３４件 

         ご近所               ４８件 

         権利擁護・生活支援     ３０７件 

         認知症             １２０件 

         その他              ９７件 



＊相談事例 
一人ぐらしの高齢者。夕方、民生委員さんから「熱っぽく、
しんどそう」との相談。包括（保健師・社会福祉士）にて緊
急対応。医療機関へ問合せ、救急外来での受診。幸い
大きな疾患はなく家に戻るが部屋は散らかり、台所は手
がつけらない荒れた状態。認知症による記憶障害などで
生活に支障があり、専門医への受診。遠方に住む町外
の親類の協力が得られ、生活を立て直すためゴミを片付
け、訪問介護・ショートなど利用開始。その後は施設入所
の運びとなりました。 

写真は個人が特定できない範囲で加工しています。 

＊協力者：民生委員、ご近所、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ、ﾍﾙﾊﾟｰ、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、病院、社協、金融機関、警察等 



２） 自立支援への取組み 
   （包括的継続的ケアマネジメント） 

自立支援型地域ケア会議の実施。 

   毎月１回 ２ケースを検討。 

地域ケア研修会の実施 

   第１回 ケアマネジメントにおける課題抽出について 

   第２回 自立支援型ケアマネジメントについて 

   第３回 認知症講演会「認知症のことは認知症の人に聞こう」 

   第４回 自立支援・重度化防止を実現するために必要なこと 

医療・介護との連携 

   前田医院・阪中外科にて診療所内カンファレンス、 

   在宅医療介護連携推進会議、医療と介護の連携 

    会議への参加 → 情報交換、情報の共有。 



＊活動事例 

 自立支援型地域ケア個別会議 

  ケアマネジャーが担当する利用者のケアプラン 

  を検証。どういった点に着目して支援すれば 

  自立した生活や健康的な生活が送れるかを 

  専門職*からアドバイス。出席したケアマネジャー 

  やサービス事業所が今後のサービス提供に役 

  立てると共に、地域の課題を発見し政策形成に 

  つなげます。＊理学療法士・作業療法士・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士 

 

 地域ケア研修会 

  ケアマネジャーや介護事業所における知識・ 

  技術の向上を図るため研修会を実施すると 

  ともに、情報の提供や事業所間の交流を目的 

  に開催しました。 

自立支援型地域ケア個別会議 

地域ケア研修会でのグループ検討 

地域ケア研修会 



３）認知症地域支援推進活動 

認知症の理解・啓発 

  ・認知症サポーター養成講座  １０件 

  ・認知症講演会 専門医・当事者による講演 

地域交流・居場所づくり 

  ・認知症家族の会  毎月１回参加 

  ・認知症啓発イベントRUN伴への参加を通じた地域交 

   流活動。 

  ・つれもてカフェ（認知症カフェ）町内５ケ所で実施。 

相談支援体制の構築 

  ・認知症疾患医療センターとの連携 

  ・認知症初期集中支援チームとの連携 



＊活動事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
＊写真は個人が特定できない範囲で加工
処理しています。 

つれもてカフェ（認知
症カフェ）での交流 
 
当事者・家族・地域住
民・専門職・事業所が
互いに集い交流。現在
は杏・樹楽・四郷カフェ 
・ころ～れ・たんぽぽの
５ヶ所にて実施。 

RUN伴和歌山inかつら
ぎ（全国イベント） 
     R1/１１／２ 
 
タスキリレーしながら全
国を縦断する全国イベ
ントで、地域の方々が
認知症について考える
機会を持ってもらう為
の啓発イベントです。 
当事者・家族、住民の
みなさん、介護事業所、
商店、行政、包括、社
協などみんなが想いを
一つにオレンジ色の服
（Tシャツ）を着たラン
ナーがタスキをつない
で走破しました。 

認知症サポーター養成
講座の開催。 
 
日中、お仕事されてい
る方にも参加して頂け
るよう、夜間の開催そし
て小学生を対象にキッ
ズサポーター養成講座
を実施。 

認知症講演会の開催。 
      R1/11/２３ 
 
「認知症のことは認知
症の人に聞こう」をテー
マに当事者による前向
きな話しや軽度認知障
害について、認知症疾
患医療ｾﾝﾀｰ 専門医
による講演を頂きまし
た。認知症になっても
明るく元気に生活して
いけることを学びました。 



４）介護予防支援･総合事業ケアプラン 

要支援１・要支援２・事業対象者へのケアプラン作成 

 ・介護予防支援ケアプラン 

      １８６１件数（包括プラン７０８件・委託１１５３件） 

 ・町総合事業によるケアプラン 

      １５３９件数（包括プラン５０３件・委託１０３６件） 

 

＊合計ケアプラン数 包括分 １２１１件 

              委託分 ２１８９件 

＊ケアプラン作成に伴う支援件数   ３１０７件 

  （自宅訪問等、担当者会議、 

            サービス調整に伴う支援件数） 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
         【 各 事 業 別 】  
 

かつらぎ町地域包括支援センター業務報告  

 

平成３１年度  

 

【 H３１年４月～ R２年３月】  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 １  
 

 

 かつらぎ町地域包括支援センターの概要  
 

 
   地域包括支援センターは、高齢のみなさんが抱える介護や介護予防、福祉、健康面などの心配事などの相談をお受  
 けし、それに関わる関係機関や他職種の方々と連携を図りながら支援を行っている 相談支援機関です。  
  住み慣れたかつらぎ町でいつまでも健康で元気にイキイキと日常生活を過ごして頂けるよう保健師・社会福祉士・  

主任介護支援専門員・認知症地域支援推進員の専門職種が配置され、専門職としてそれぞれの専門性を活かして、互  
いにチームを組んでかつらぎ町の高齢者の生活を支援しています。  

 
 
   （１）専門職等の配置ならびに職種    
                                                          （令和 ２年３月末現在）                                                           

  保  健  師  
 

 社会福祉士  
 

主任介護  
支援専門員  

認知症地域  
支援推進員  

その他事務  
職員 (ｾﾝﾀｰ長 )  

    １人      １人      ３人      １人      １人  
     ＊ 認 知 症 地 域 支 援 推 進 員 は 主 任 介 護 支 援 専 門 員 （ １ 名 ） と 兼 務 。  

      ＊ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 は 社 会 福 祉 協 議 会 事 務 局 長 が 兼 務 。  

 

 
 

 ２  
 

 

 かつらぎ町における高齢者の現状  
 

 
    令和２年 3 月末現在   人口１６ ,５０２人  
         
    ６５歳以上被保険者数    ６，４６０人  
     うち要支援認定者数      ３４１人  
       要介護認定者数    １，０４２人  
 
    ＊高齢化率について、 65 才以上の人口（ 6,４１０人）に対しての高齢率です。  
        ＊被保険者について、住所地特例の対象者を含みますので、 65 才以上の人口と一致しません。  
     ＊ R２年３月末時点での認定者数です。更新・変更申請等にて毎月認定結果が変化しているため、年間を通じた要支援・                         

要介護者数とは一致しません。  
 

 

 

  平成２９年度  

 

  平成３０年度  

 

  平成３１年度  
 

 

  高齢化率  
 

 

   ３７．７％  
 

 

    ３８．２％  
 

 

   ３８．８％  
 

 



 

 

 ３  
 

 

 高齢者の相談状況  
 

 

   ○相談状況  
 

 

 

  平成２９年度  

 

  平成３０年度  

 
平成３１年度  

  

 ＊相談件数   
    来所・電話等  

 
 

 

   相談件数  
 

 

    １２１３件  
 

 

   １３２３件  
 

 

１４０２件  
 

 

       ○相談者の内訳  
 

 本人・家族  

 

    ５８３件  

 

    ６９０件   
 

    ６２２件  

 

  ＊関係機関  
    医療機関・警察・保健所  

    役場各課・民生委員・弁  
  護 士 な ど  

 
 

 
 

 
 

 

居宅・介護事業所  

 

    ３２４件  

 

    ３０９件  

 

３８４件  
 

 近隣・友人  

 

      ３８件  

 

     ２２件  

 

      ４３件  
 

  関係機関  

 

    ２６５件  

 

    ２８３件  

 

    ３３２件  
 

    その他  
 

   
    ３ 件  

 

１９件  
 

 

      ２１件  
  

 

       ○相談内容（重複あり）  
 

介護・介護予防  

 

    ５５５件  

 

    ４７６件  

 

４２８件  
 

  ＊ ｹｱﾏﾈ･ｻｰﾋﾞｽ調整  
 介護支援専門員からの相  
 談や ｻｰﾋﾞｽ利用の調整等  
  

  ＊ご近所相談  
    ご近所に気がかりな方が  

    いることの相談  
 

  ＊権利擁護  
    消費者被害・虐待防止等  
 
  ＊生活支援  
  各種手続き等の日常生活

上のお手伝い。  

 

ｹｱﾏﾈ・ ｻｰﾋﾞｽ調整  

 

    ４６９件  

 

    ３１９件  

 

４３４件  

 

 ご近所相談  

 

      ４１件  

 

     ５５件  

 

     ４８件  

 

権利擁護・  
生活支援  

 

      ７５件  

 

    ２９７件  

 

    ３０７件  

 

認知症  
 

 

    １９１件  
 

 

    ２０７件  
 

 

１２０件  



 

 
     
 
 

   ○相談支援の状況                 
 

 

 

  平成２９年度  

 

  平成３０年度  

 
平成３１年度  

 ＊認知症に伴う困難事例に  
 お い て 頻 回 訪 問 ケ ー
 ス の 減 少 な ど 、 1 人 あ  
 た り の 訪 問 回 数 が 減

少 し て い ま す 。  

 

   支援件数  
 

 

    ２３９３件  
 

 

  ２２８５件    
 

 

１３１３件  
 

    

 

○権利擁護内訳                 
高 齢 者 虐 待 に
関 わ る ｹ ｰ ｽ  

 

金 銭 管 理 や 成
年 後 見 に 関 わ
る ｹ ｰ ｽ  

消 費 者 被 害 に
関 わ る ｹ ｰ ｽ  

生活困窮・その
他に関わる ｹｰｽ 

  
 

 

    １  件  
 

 

     ２  件  
 

 

    ３  件    
 

 

    １  件  
 

 

   
 

 ４  
 

 

 介護予防ケアマネジメント（介護予防・日常生活支援総合事業）  
 

 

   事業対象者・要支援１・要支援２の認定を受けた方で、介護予防日常生活支援総合事業におけるケア  
ネジメント。かつらぎ町が実施する総合事業において、通所型サービスおよび訪問型サービスのみを利  
用している方が対象。家庭訪問を行い、心身の状況・生活状況・本人家族の意向等を踏まえ、介護予防  
サービス計画の作成やサービスの利用調整等を行っています。  

 

   ○介護予防ケアマネジメント数（総合プラン） ＊ H29～ 制度改 正に より随 時移行  
 

 

 

 平成２９年度  

 

 平成３０年度  
 

平成３１年度  
 

 包括プラン数  

 

     ２５６件  

 

   ４５３件  

 

５０３件  

 

 委託プラン数  

 

    ４４１件  

 

  １０９７件  

 

１０３６件  

 

 
その他  

 
― ― ― 件  

 
７ ８ 件  

 
９ ７ 件  



 

 

 合計プラン数  
 

 

    ６９７件  
 

 

   １５５０件  
 

 

１５３９件  
 

 
 

      ○総合プラン作成に伴う支援件数  
 

   支援件数  
 

 

    ５８１件  
 

 

   １３５７件  
 

 

１１４１件  

          ＊家庭訪問・アセスメント・担当者会議・モニタリング・サービス調整・委託プランの確認を行った件数  
 
 
 
 

 ５  
 

 

 包括的・継続的ケアマネジメント（多機関多職種連携・介護支援専門員への後方支援）  
 

 
      高齢のみなさんの心身の状態やその変化に合わせて、必要なサービスが必要な時に利用できるよう介護支援専    

門員への指導や助言、関係機関との調整を行いました。また、多機関多職種の方々との連携づくり (ネットワー  
ク）に努め、平成３０年６月より自立支援型地域ケア個別会議がスタートしました。  

 
○地域ケア会議（ H29～随 時実施 ）  

                                        
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

＊地域包括ケア会議  

役場健康推進課・住民福祉課・地域包括支援センター・社会福祉協議会を交えての地域課題等検討会議。  
 
     
 

 

  
 
平成２９年度  

 

平成３０年度  
 
平成３１年度  

 

地域包括ケア会議  
 

 

    １１件  
 

 

   １２件  
 

 

    ９  件  
 

自 立 支 援 型  
地 域 ケ ア 会 議  

 
  ―――  

 
１０回２０件            

     
1１ 回 2 1件  

問 題 解 決 型  
地 域 ケ ア 会 議  
( 個 別 ｹ ｰ ｽ 検 討 )  

 
３３件  

 
１ ９ 件  

 

 
１ 6件  

 



 

＊自立支援型地域ケア会議  
自立支援を目的としたサービス提供がなされるよう、専門職種にて介護支援専門員が作成したケアプ  
ランを検証し、介護事業所や介護支援専門員の資質向上を図っていく会議。  
 

    ＊問題解決型地域ケア会議  
困難事案について、関係機関や関係者が集まり情報の共有や対応方法について検討していく会議。  
 
 

 

○地域ケア研修会（介護支援専門員・多機関多職種合同会議）  
 

 

 平成２９年度  

 

 

 

 

①かつらぎ町における高齢化・認知症対策と課題（講師：永野医院）   
②口腔機能向上について（講師：県歯科衛生士会）  
③自立支援型 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて①（講師：県高齢者生活支援室）  
④自立支援型 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて②（講師：県高齢者生活支援室）  

 

７２名  

３８名  

５７名  
５７名  

 

 平成３０年度  

 

 

 

①自立支援型 ｹｱの考え方／ ｱｾｽﾒﾝﾄの様式について           
（講師：県高齢者生活支援室）  

②自立支援型地域 ｹｱ模擬会議（講師：県高齢者生活支援室）  

③町の認知症施策について（講師：町長寿社会係・集中支援チーム）  
④本来の介護保険が目指すｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（講師：県高齢者生活支援室）  
       

 

９１名  

 

４５名  

１８名  

５５名  

 

 平成３１年度  

 
 

 

① ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに於ける課題抽出～目標設定までの考え方～  
              （講師：県長寿社会課）  
②自立支援型 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて（講師：一部  県長寿社会課  

二部  老健  作業療法士）  
③認知症講演会（講師：一部  和医大附属紀北分院  
            二部  日本認知症ワーキンググループメンバー ) 
④自立支援・重度化防止を実現するために必要なこと  
       （講師：埼玉県和光市和光北地域包括支援センター）  

 

４８名  
 
７２名  

 
４６名  
 
８４名  

 
  
 
 

○多機関多職種との連携  
 

    ・健康推進課長寿社会係、介護保険係、住民福祉課福祉係等との連携  

     介護・福祉制度の活用や生活不安による支援など  



 

 

    ・民生児童委員との連携  

     総会や役員会、高齢者部会等への参加による地域包括支援センターの周知  

     ご近所の気がかりな方への相談支援など  
 

   ・介護支援専門員、介護事業所との連携  

     ケアマネジャーとの相談支援や後方支援、介護サービス事業所とのサービス調整など  
 

   ・警察、消防、医療等の関係機関や地域生活定着支援センターとの連携  

      管内（橋本市・九度山町・高野町）との意見交換会への参加による情報の共有  

     地域に気がかりな方がいることでの情報の共有・見守り支援  

     伊都医師会、医療と介護の連携代表者会議への参加  

     医療機関での退院時における在宅復帰時における退院時支援など  
     高 齢 の 方 の 矯 正 施 設 退 所 後 の 生 活 を 支 援 す る 地 域 定 着 支 援 セ ン タ ー と の 連 携   
   ・管内地域包括支援センターとの連携  

     管内（橋本・九度山・高野）の地域包括支援センターならびに橋本保健所との意見交換会へ               
の参加による情報の共有。  

  
   ・医療と介護の連携  
     県橋本保健所を中心に、管内の地域包括支援センター、医療機関、居宅介護支援事業所等が参加  
     し、入院時・退院時における連携の強化を図り、切れ目なくサービスが提供できるようにするた  

め、退院支援ルールの策定会議等に継続的に関わった。  
 

・認知症初期集中支援チームとの連携  
     平成３０年４月より、認知症が疑われ医療や介護サービスに繋がっていない高齢者やその家族を  
     支援するため、医師・看護職員・介護職員の専門チームが、家庭を訪問したりするなど医療や介  
     護のサービスに繋がることを目的に支援を行う専門チーム。そのチームと地域包括支援センター  
     ・行政が連携を図り、チーム員の派遣、情報の共有、支援体制の構築などに努めた。  
 

 
○地域包括支援センターにおける情報収集・業務内容の充実・資質向上に伴う会議、研修への参加  

 
   ・地域包括内事例検討、地域包括ケアに関わる研修、高齢者虐待防止研修、地域包括職員課題別研修など    

      

 

 

 

                                                                                                 
 



 

 

 ６  
 

 
介護予防普及啓発ならびに地域包括支援センターの周知  

 

   地域包括支援センターの役割や介護予防への重要性を広く住民に周知したり、地域の集まりや高齢  

  者に関わる団体等への啓発活動・地域との交流に努めた。  
 

  ○地域包括支援センターの役割周知  
 
       
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       □出張出前講座（介護予防啓発）による役割周知     
 

    □地域包括支援センターだより（広報誌）の発行、案内パンフレットの作成配布  
 

    □認知症ケアパスの配布による役割周知  
 

    □民生児童委員ならびに医療機関、警察等への関係機関への周知  
 
 
 
  
 

← 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  

案 内 ポ ス タ ー  

↑ み ん な の あ ん し ん 介 護

保 険  全 戸 配 布  

32.8

48.9

58.6

54.7

35.6

37.5

第５期調査時

第６期調査時

第７期調査時

地域包括支援センター認知度

知っている 知らない



 

     ○介護予防普及啓発   
 

 

 

 

  平成２９年度  

 

  平成３０年度  

 
平成３１年度   

  ○啓発内容  

   ・認知症予防  

   ・低栄養予防  

   ・消費者被害防止  

   ・介護保険を知ろう  
・包括役割周知  

   など  
 

 

   啓発件数  

 

     ４５件  

 

     ４５件  

 

     ３６件  

 

 啓発延べ人数  
 

 

    ７８７名  
 

 

    ８５９名  
 

 

    ６４８名  
 

 

  ○介護予防教室への協力  
 

    中飯降転倒予防・認知症予防教室、各地区の介護予防教室など  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         

 

  
 

 平成２８年度  
 

平成３０年度  
 

平成３１年度  
 

   啓発件数     
 

 

     １２件  
 

 

   １３件  
 

 

    １３件  
 

 
啓発延べ人数  

 
  １ ９ ５ 名  

 
  １ ７ ６ 名  

 
１ ６ ５ 名  



 

 

 ７  
 

 

 介護予防支援（介護保険）  

 

   要支援１・要支援２の認定を受けた方へのケアマネジメント。介護保険サービス利用にあたり、家庭  
訪問を行い、心身の状況・生活状況・本人家族の意向等を踏まえ、介護予防サービス計画の作成やサー  
ビスの利用調整等を行っています。  

 

   ○予防支援数（予防プラン）  
 

 

 

 平成２９年度  

 

 平成３０年度  
 

平成３１年度  
 

 包括プラン数  

 

   １０３４件  

 

    ６８９件  

 

７０８件  

 

 委託プラン数  

 

   １００１件  

 

    ８９４件  

 

１１５３件  

 

 合計プラン数  
 

 

   ２０３５件  
 

 

   １５８３件  
 

 

１８６１件  
 

 
 

      ○予防プラン作成に伴う支援件数  
 

   支援件数  
 

 

   ２４４９件  
 

 

   １５４２件  
 

 

１９６６件  

          ＊家庭訪問・アセスメント・担当者会議・モニタリング・サービス調整・委託プランの確認を行った件数。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認知症地域支援推進事業  
（認知症地域支援推進員活動報告）  

 
平成３１年４月～令和２年３月  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ８  
 

 

 認知症に関わる相談・支援業務  
 

    
○常設相談状況  ＊ 総 合 相 談 業 務 か ら の 再 掲  

 

 
 

平成３０年度  
 

平成３１年度  

  ＊考察：認知症家族の会、  

   認知症カフェなど交流  

   の場が増えたことで、  
   相 談 で き る 環 境 が  
   出 来 て き て い ま す  

 

  認知症相談  
 

 

    ２０７件  
 

 

１２０件  
 

 

    
 

 

   ○もの忘れ相談（専門相談） ＊ 総 合 相 談 業 務 か ら の 再 掲  

      
平成２９年４月から認知症に関係する、もの忘れ相談日を開設。  

毎月第１・第３月曜日（午後１時～３時）開設。  
                  

 

 
 

平成３０年度  
 

平成３１年度   

   
 

 

   相談件数  
 

 

      ９件  
 

 

     ２件  
 

   
 

 
 

       ○相談者の内訳 (常設相談・もの忘れ相談 ) 
 

 本人・家族  

 

１４４件  

 

７５件  
 

    

 

  ＊関係機関  
    医療機関・警察・保健所  

    役場各課・民生委員・弁  
  護 士 な ど  

 
 

 
 

 
 

 

居宅・介護事業所  

 

２０件  

 

１１件  
 

 
 

 近隣・友人  

 

 ４件  

 

 ５件  

 

     
 

  関係機関  

 

３９件  

 

２９件  

 

     
 

    その他  
 

 0件  
 

 ０件  

 

     

 
 

 

 

 



 

○認知症の相談に伴う支援の状況  
                  

 

 
 

平成３０年度  
 

平成３１年度   

 
 

  
 

 

   支援件数  
 

 

    ２７８件  
 

 

１９１件  
 

 

    
 

 
 
 

 ９  
 

 

 認知症初期集中支援チームとの連携  
 

 

    認知症初期集中支援チームとは、認知症が疑われる人や認知症の人とその家族を訪問し、認知症の専門  

医の助言・指導のもと医療・介護の専門職が観察、評価を行い、本人や家族に初期の支援を集中的行うこ  

とで、早期に適切な医療や介護、生活支援体制につなげるサポートを行います。かつらぎ町では、その業  

務を社会福祉法人愛光園に委託し、当センター・役場長寿社会係との連携に努めています。  

 

○認知症初期集中支援チーム依頼状況  
                  

 

 

 

  平成２９年度  

 

  平成３０年度  
 

平成３１年度  

  
 

 

   依頼件数  
 

 

    ―――件  
 

 

    ４件    
 

 

１  件  
 

 

○認知症初期集中支援チームとの連携状況 （ ３ 月 末 ま で の 累 計 ）  
                  

 

新規（実人数）  

 

    継  続  

 

   報告・調整  

 
会  議   

  
   計  

 

   １  件  
 

 

    １４  件  
 

 

１６  件  
 

 

    ４  件  
 

 
３５件  
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 認知症の理解・予防に関わる普及啓発  
 

   

 ○認知症サポーター養成講座の開催  
 

     認知症サポーター養成講座とは、平成１７年度から厚生労働省が展開した認知症施策。広く  

    地域住民や企業の方々等に、認知症について理解して頂き、認知症の方やその家族を温かく見  

    守って頂ける良き理解者（地域住民）を養成する講座です。キャラバンメイトとは所定の研修  

    を受講した方で、養成講座での講師役をつとめます。  
  

 

 

 

  平成２９年度  

 

  平成３０年度  

 
平成３１年度  

   ○キャラバンメイト数  

        4１名  
   （かつらぎ町）    

  

   ○サポーター累計人数  

        １４９１名  
     （平成 18年度～    

令和２年３月）   

    

 

   啓発件数  

 

      ８件  

 

     １２件  

 
 １０件  

 

 

 サポーター人数  
 

 

   １３７名  
 

 

   １４４名  
 

 

    １３０名  

  
 

     ○普及啓発（認知症の対する理解等）   
 

 

 

 
平成 30年度   

 
平成 3１年度  

    

 

   啓発件数  

 

     ２件  

 

     １２件  

 

      

 

 啓発延べ人数  
 

 

    ４５名  
 

 

２３６名  
 

 

      
 

 
   ＊ 主 な 啓 発 内 容  
    ・ せ ん 妄 、 B P S D 等 の 基 礎 知 識  
      ・ 講 演 「 認 知 症 の こ と は 認 知 症 の 人 に 聞 こ う 」  
 
 
 
 



 

 

○認知症に関わる地域支援活動・情報収集   
 

 

 

 
平成３０年度  

 
平成３１年度  

 

 

   

 

地域支援・   
情報収集  

 

     ４３件  
 

５ ５ 件  
 

 

 
   ＊主な活動内容  
    ・認知症カフェ（つれもてカフェ）活動支援  
    ・障がい福祉サービス（就労支援）における若年性認知症の受入状況の把握  
    ・認知症家族の会との交流  
    ・ RUN 伴 ｲﾍﾞﾝﾄの開催  
    ・キャラバンメイト交流会  
    ・認知症 ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座案内パンフの商店等掲示依頼  
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 多機関多職種連携  
 

 

○多機関多職種との連携  
 

    ・認知症初期集中支援チームとの連携  

     認知症相談をきっかけに、対象者が医療や介護に繋がっていない場合や家族の介護力に問題がある  
場合など、支援チームの派遣や支援における連携を行った。  

 

    ・医療や介護の事業所、役場関係課、民生委員等、各関係機関との連携  

     各関係機関から、気がかりな方の相談をいただき、互いに情報を共有して、必要な医療や介護、見  
守り支援等、互いの連携に努めた。  

    
   ・ RUN 伴イベント開催に伴う認知症普及啓発ならびに関係機関との連携・交流  
     全国展開している認知症啓発イベント RUN 伴に参加。北は北海道から南は沖縄までランナーがリレ  

ー方式でタスキを引継ぎながら、認知症の正しい理解と暖かい支え合いの輪を PR するイベント。  
そのイベントの参加に、介護事業所や医療機関、役場各課の職員、認知症家族の会の会員さん、地  
域住民の方や各商店さん等の協力を得て、一丸となって町内を走破した。  
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