
平成３０年度 事業報告 

（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

 

１．住民参加による地域福祉の推進 

 

（１）小地域福祉活動 

 

１ 拠り所づくりの支援 

 

住民が集える「場」づくりについて、既存の活動については定期的または必

要に応じて支援を行った。また、新たな「場」の開発に向けては、昨年度本会

主催で実施した地域福祉サポーター養成講座、村緑ことぶき連合会主管で実施

した地域支援事業担い手養成研修受講者の有志と協議を重ね、当該有志を担い

手として新たな「場」を開拓した。 

 

☆既存活動 

柿坂サロン、舟沢サロンの支援 

 

【柿坂サロン】 年間７回（毎月第１水曜日にお茶のみ会を実施） 

        【参加者数】実１１人 延べ６７人 

 

【舟沢サロン】 年間２回（原則として毎月第２日曜日に実施） 

        【参加者数】実２９人 延べ１８７人 

 

♦新規活動 

 曲師宿・古在家サロン、宮ケ瀬サロンの支援 

 

【曲師宿・古在家サロン】 

立ち上げに向けての話し合い 年間４回（５、６、７月） 

 年間１３回（毎月第２、第４水曜日に実施） ※８月から実施 

【参加者数】実１０人 延べ１００人 

 



【宮ケ瀬サロン】 

立ち上げに向けての話し合い 年間３回（６、７、９月） 

 年間４回（毎月第２土曜日にお茶のみ会を実施） ※１０月から実施 

【参加者数】実１８人 延べ３２人 

          

 

２ 小地域ネットワーク活動の開催 

 

●清水ケ丘地区の「見守り支え合いマップ」を活用しての見守り活動 

 

情報の更新（年間６回） 

一人暮らし高齢者、高齢者世帯等の方々の情報をメンバー間で共有した。 

 

３ ケース支援調整会議等への参加 

 

清川村保健福祉課、神奈川県厚木保健福祉事務所、清川村地域包括支援セン

ター、ＮＰＯ法人ハートラインあゆみと、低所得者への支援、一人暮らし高齢

者等の包括的ケア、障害者の地域生活支援等について毎月協議した。 

 

 

（２）ボランティア事業 

 

１ ボランティア情報の収集及び提供 

 

（提供） 

「社協だより」を活用し、村内の活動を周知した。 

・４月号 地域サロン活動等 

 

２ ボランティア講座の開催 

 

大規模災害発生時に、ボランティアが円滑に活動するための拠点となる「災

害ボランティアセンター」の運営を、村保健福祉課、村社協とともに協力して

くださるボランティアを養成した。 

 

 



【実 施 日】 ９月８日（１回目） ９月１９日（２回目） 

【実施場所】 清川村保健福祉センターやまびこ館 

【内  容】 災害ボランティアセンターの開設と運営についての講義（１回目） 

熊本県西原村災害ボランティアセンターの活動報告（２回目） 

災害ボランティアセンターの模擬体験（２回目） 

【参加者数】 ４人 

【講  師】 ざま災害ボランティアネットワーク（１回目） 

       社会福祉法人海老名市社会福祉協議会（２回目） 

 

３ ボランティアコーディネート ５件  

 

【内  容】 ひまわり館デイサービス等におけるコーディネート 団体４件、 

個人１件 

      《福前体操、コーラス、歌、三味線、デイサービス夏まつりの手 

伝い、尺八》 

 

４ ボランティアグループ活動援助 

 

前年度の活動実績に伴い助成金額を決定し、１グループ（もみじ会）へ交付

した。 

 

５ 幼稚園、学校、地域を基盤とした福祉教育授業の開催 

 

① 清川幼稚園の園児が、緑小学校の総合学習の一環で交流のあるデイサービ 

スの高齢者とふれあう機会を設けた。 

 

【実 施 日】 ５月２５日、１０月１５日、１１月２日、 

平成３１年３月１３日 

【実施場所】 清川村保健福祉センターひまわり館（１１月、３月は清川幼 

稚園） 

【内  容】 園児による踊り、歌の披露、手遊びやゲーム等での交流、デ 

イサービス利用者による卒園児へのプレゼントの提供等 

【参 加 者】 もも組（年少）、ゆり組（年中）、さくら組（年長） 

 

 

 



② 村内の小中学校が実施した福祉に係わる体験学習において、プログラムの 

検討段階から当日の実施まで協力した。 

 

●緑中学校、宮ケ瀬中学校合同道徳授業 

【実 施 日】 ６月１５日 

【実施場所】 緑中学校 

【内  容】 手話教室 

【参 加 者】 両校の１年生～３年生 

 

●宮ケ瀬中学校ＧＴ道徳授業 

【実 施 日】 ６月２０日 

【実施場所】 宮ケ瀬中学校 

【内  容】 視覚障害についての疑似体験等 

【参 加 者】 １年生～３年生 

 

●緑中学校福祉人権体験学習 

【実 施 日】 １１月２１日 

【実施場所】 緑中学校等 

 【内  容】 アイマスク体験（１年生） 

車椅子体験（２年生） 

高齢者疑似体験（３年生） 

【参 加 者】 １年生～３年生 

 

●緑小学校総合学習 

【実 施 日】 ７月１２日（１回目）、７月１７日（２回目）、 

９月１９日（３回目）、１０月１７日、２６日（４回目） 

１１月１２日、２１日（５回目） 

【実施場所】 緑小学校（１～２回目） 

       清川村保健福祉センターひまわり館（３～５回目） 

【内  容】 視覚障害についての学習（１回目） 

高齢者についての学習（２回目） 

デイサービス利用者との交流（３～５回目） 

※３回目は５年生が合奏、合唱を披露し、４～５回目は５年 

生が発案したレクリエーションを実施した。 

【参 加 者】 ５年生 

 



●宮ケ瀬小学校全校福祉体験授業 

【実 施 日】 １２月３日 

【実施場所】 宮ケ瀬小学校 

【内  容】 車いすバスケットボールの体験 

【参 加 者】 全校児童 

【講  師】 湘南スポーツクラブ 

 

●緑小学校人権体験学習 

【実 施 日】 １２月３日 

【実施場所】 緑小学校 

【内  容】 車いすバスケットボールの体験 

【参 加 者】 ５～６年生 

【講  師】 湘南スポーツクラブ 

 

③ パラスポーツフェスティバルを通じて児童・生徒の福祉意識の醸成が図れ 

るよう、村内の小中学校福祉教育担当教諭等と打ち合わせを行った。 

※社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会平成３０年度支え合いの地域づ 

くり推進モデル事業により実施 

 

【実施回数】 年間７回 

【実施場所】 村内各小中学校 

【内  容】 パラスポーツフェスティバルの周知依頼等について 

        パラスポーツフェスティバルの結果報告について 

        次年度の進め方について 

 【参 加 者】 村内各小中学校福祉教育担当教諭等 

 

④ 認知症サポーター養成講座 

 

住民等が認知症について正しく理解し、偏見のない地域社会が構築できるよ

う認知症サポーター養成講座を実施した。 

【実 施 日】 ５月２８日 

【実施場所】 清川村保健福祉センターやまびこ館 

【内  容】 認知症についての理解 

【参 加 者】 村職員３人 

【講  師】 認知症キャラバンメイト（村社協職員） 

 



（３）当事者支援事業 

 

１ 村緑ことぶき連合会事務局の運営 

 

 村緑ことぶき連合会の事務局として、総会を初め、懇談会、スポーツサロン、

趣味活動などの活動を支援した。 

 

２ 障害者福祉活動の推進 

 

① 知的障害者サロン活動 

 

障害者同士の交流機会を確保するとともに、交流を通じて得られたニーズか 

ら権利の擁護に努めた。 

【実施回数】 １２回（毎月第３火曜日） 

【実施場所】 清川村保健福祉センターやまびこ館 

【内  容】 おしゃべり、ゲーム、外出 

【参加者数】 実４人 延べ４８人 

 

② 障害者カラオケ交流会 

 

身体、知的、精神障害者の交流機会が得られるよう、カラオケを実施した。 

【実 施 日】 ８月５日 

【実施場所】 清川村保健福祉センターやまびこ館 

【参加者数】 １０人（身体２人、知的５人、精神２人、付き添い１人） 

 

 

（４）啓発広報事業 

 

１ 普及啓発セミナー等の開催 

 

〇パラスポーツフェスティバルの開催 

 誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりの実現に向けて、パラ 

スポーツ選手の体験談やビームライフル、ウィルチェアーラグビーの体験を通

じ、福祉意識の醸成を図るとともに、パラスポーツの普及啓発を図った。 



【実 施 日】１０月１３日 

【実施場所】清川村保健福祉センターせせらぎ館 

【内  容】講演会 

       テーマ 車いすからパラリンピック、そして２０２０年へ 

       講 師 田口亜希氏（射撃元パラリンピック代表） 

       体験会 射撃（ビームライフル） 

       講 師 ＮＰＯ法人神奈川県ライフル射撃協会 

       体験会 ウィルチェアーラグビー 

       講 師 横濱義塾 

【参加者数】６０人 

 

〇障害者のつどいの開催 

障害者週間にあたり、村民が障害者の福祉についての理解と関心を深められ 

るよう努めた。また、現在就労している障害者が参加者等と意見交換すること 

により、自身の就労に対する意欲を向上させた。 

【実 施 日】１１月３０日 

【実施場所】清川村保健福祉センターやまびこ館 

【内  容】基調講演 

      テーマ 障害者が暮らしやすい社会を推進するために 

      講 師 粟谷弘海氏（ＮＰＯ法人障害児・者人権ネットワーク理事長） 

       トークショー 

      登壇者 天野元明氏（知的障害者） 

          上野佑介氏（精神障害者） 

      コーディネーター 粟谷弘海氏 

【参加者数】３３人 

 

３ 社協だよりの発行 

 

福祉制度の普及・啓発や福祉情報、社協の事業活動を周知するために、毎月

発行した。 

 

４ ホームページの更新 

 

 最新の福祉情報の提供や社協の事業活動及び組織概要等を周知するために、

適宜更新に努めた。 

 



（５）交流事業 

 

１ ふれあい昼食会の開催 

 

 一人暮らし高齢者及び高齢者世帯等の方々が昼食会に参加することにより、

外出機会を確保し、閉じこもりを防止するとともに、交流等を通じて把握した

生活・健康状況に応じて、各種サービス・活動へ繋げていく等重層的な見守り

を展開した。 

【実施回数】１２回（原則毎月第１木曜日） 

【実施場所】清川村保健福祉センターやまびこ館 

【内  容】おいしい食事、健康チェック、情報提供、レクリエーション 

【参加者数】実１８人 延べ１７１人 

 

 

２．地域における福祉サービス事業の総合的展開 

 

（１）在宅福祉事業 

 

１ 清川村福祉給食サービス事業の実施（村受託事業） 

 

一人暮らし高齢者及び高齢者世帯等の方々にお弁当を宅配することにより、

栄養に配慮した食生活を確保するとともに、利用者の生活状況を把握し、安否

の確認を行う等重層的な見守りを展開した。 

【実 施 回 数】９７回（毎週水曜、金曜日） 

【利 用 者 数】実３５人 

【延べ配食数】１９０４食 

【調 理 員】清川村食生活改善推進団体もみじ会 

【配 食 員】配食ボランティア１６人 

 

２ 移送サービス（福祉有償運送サービス）事業の実施 

 

 既存の公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び障害者に対して、福

祉車両による送迎を行うことにより、低額な料金での移動手段を確保し、生活



の質の維持及び転出の防止に努めた。 

【利用者数】実３２人 

【延べ移送回数】４９７回 

【移送内容】  病院３７５回 施設３６回 行政機関４回 金融機関９回 

 買い物５１回 理美容２回 通学１７回  薬局１回 

その他２回 

 

３ 清川村通所型サービス事業（ほのぼのクラブ）の実施（村受託事業） 

 

  地域包括支援センターの介護支援専門員が作成した介護予防サービス・支 

援計画に「通所型サービス（Ａ型）」が位置づけられた総合事業対象者及び要 

支援高齢者に対して、送迎、機能訓練、食事サービス、レクリエーション、 

趣味活動を提供することにより、当該事業対象者等の心身機能の維持・向上、 

認知症の予防に努めた。 

【実 施 日】月曜日～木曜日 

【実施場所】清川村保健福祉センターやまびこ館 

【職員体制】生活相談員１人 補助員３人 送迎員４人 事務員（村出向）１人 

【利用者数】実３０人 

実施回数 １８４ 回 

事業対象者別延べ利用者数 総合事業 １，０７２ 人 

要支援１ ８３ 人 

要支援２ ５３ 人 

延べ利用者数 １，２０８ 人 

 

（２）介護サービス事業所の運営 

 

１ 居宅介護支援事業 

 

 要介護認定を受けた高齢者に対して、介護サービス計画（ケアプラン）を作

成し、当該高齢者が住み慣れた地域で療養・介護が受けられる環境の確保に努

めた。 

【職員体制】介護支援専門員１名 

【利用者数】実４０人 

【延べ作成者数】３６１人分 

【延べ要介護認定調査数】５人分 



２ 通所介護事業 

 

 介護支援専門員が作成した介護サービス計画（ケアプラン）に「通所介護」

が位置づけられた要介護高齢者に対して、送迎、入浴、機能訓練、食事の提供、

趣味活動等を提供することにより、当該要介護高齢者の心身機能の維持・向上、

日中生活上の楽しみの増強を図り、独居高齢者の在宅生活の継続、生活の豊か

さの向上に努めた。また併せて、当該要介護高齢者のご家族の身体的及び精神

的負担の軽減に努めた。 

【実施日】月曜日～金曜日 

【実施場所】清川村保健福祉センターひまわり館 

【職員体制】管理者１人  生活相談員１人（兼務）  看護師３人 

介助員５人  調理員３人  送迎員４人 

【利用者数】実２９人 

実施回数 ２４２ 回 

介護度別延べ利用者数 要支援１ ０ 人 

要支援２ ０ 人 

要介護１ ７７９ 人 

要介護２ ８１２ 人 

要介護３ ４５０ 人 

要介護４ ３５２ 人 

要介護５ ０ 人 

延べ利用者数 ２，３９３ 人 

 

（３）障害サービス事業所の運営 

 

１ 地域生活支援事業 

 

 利用なし 

 

 

 

 

 

 



（４）権利擁護事業 

 

１ 日常生活自立支援事業の実施（県社協受託事業） 

 

 判断能力が不十分な障害者等の福祉サービス利用援助、日常的な金銭管理を

行うことによって、本人の権利が擁護された生活の維持に努めた。 

【相談・問い合わせ件数】４件 

【関係機関等との連絡・調整件数】６４件 

【契約件数】１件 

【終了件数】１件 

【現在利用者数】３人 

 

２ 成年後見制度の相談窓口 

 

 成年後見制度をわかりやすく説明することにより、制度の利用促進に努めた。 

【相談件数】１件 

 

 

（５）援護事業 

 

１ 生活福祉資金貸付事業の実施（県社協受託事業） 

●相談業務・・・・４件 ●貸付業務・・・・０件 

 

２ 緊急援護資金貸付事業の実施（自主事業） 

●相談業務・・・・９件 ●貸付業務・・・・６件 

 

３ 年末たすけあい運動寄付金の配分 

 

【一人暮らし高齢者等】 庭木の剪定 １世帯 おせちの宅配 ７世帯 

            食品等の詰め合わせ ３世帯 

【一人親世帯】 激励金の配分 １４世帯 

【心身障害者】 クリスマス会 知的障害者６名 精神障害者２名 身体障害 

者１名 家族４名 

ボーリング交流会 知的障害者２名 家族１名 



（６）事務取扱事業 

 

１ 共同募金運動業務 

 共同募金会清川村支会の事務局を運営し、共同募金運動の普及啓発に努めた。 

 

 

３．組織体制の整備・強化 

 

（１）会の運営 

 

１ 会員募集 

 住民を初め、各種団体、企業・商店に対して会員の加入を依頼し、自主財源

の確保に努めた。 

●第１種会員（正会員）加入状況・・・・・・・・・・・・８４０，０００円 

総世帯数 加入世帯数 加入率 前年度比 加入口数 前年度比 

９０６世帯※ ８５６世帯 ９４％ △２５世帯 １，６８０口 △43口減 

※平成３０年４月１日現在においての自治会加入世帯数 

 

●第２種～第６種会員（正会員）加入状況・・・・・・・・・２９，０００円 

第２種会員 第３種会員 第４種会員 第５種会員 第６種会員 

３口 １口 ５口 ９口 １１口 

 

●賛助・特別会員加入状況・・・・・・・・・・・・・・・３３５，０００円 

 地 区 加入会員数 会 費 額 

賛助会員 
宮ケ瀬地区 ０件     ０円 

煤ケ谷地区 ６件 １５，０００円 

合    計 ６件 １５，０００円 

 地 区 加入会員数 会 費 額 

特別会員 
宮ケ瀬地区 ９件 ７５，０００円 

煤ケ谷地区 ３６件 ２４５，０００円 

合    計 ４５件 ３２０，０００円 

 



２ 理事会 

●第１回  ３０．５．９ 

内     容 
出席者 

（人数） 

議案第１号 評議員選任候補者の推薦について 理事（６） 

監事（１） 
議案第２号 評議員選任・解任委員会の招集について 

議案第３号 平成２９年度事業報告について 

議案第４号 平成２９年度一般会計収支決算報告について 

議案第５号 評議員会の招集について 

 

●第２回 ３０．１１．１９ 

内     容 
出席者 

（人数） 

議案第６号 平成３０年度正会員、賛助・特別会員入会申込の承

認について 

理事（６） 

監事（２） 

議案第７号 平成３０年度一般会計資金収支補正予算（案）（第

１号）について 

議案第８号 評議員会の招集について 

 

●書面表決  

内     容 
参加者 

（人数） 

議案第９号 評議員会の招集について 

 

理事（６） 

監事（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●第３回 ３１．３．１５ 

内     容 
出席者 

（人数） 

議案第１０号 きよかわ障害サービス事業所の廃止について 理事（５） 

監事（１） 議案第１１号 定款の一部を変更する定款について 

議案第１２号 平成３０年度一般会計資金収支補正予算（案）（第

２号）について 

議案第１３号 平成３１年度事業計画（案）について 

議案第１４号 平成３１年度一般会計資金収支当初予算（案）につ

いて 

議案第１５号 評議員会の招集について 

 

３ 評議員会 

●第１回 ３０．５．３１ 

内     容 
出席者 

（人数） 

議案第１号 平成２９年度事業報告について 会長 

評議員（９） 

監事（１） 
議案第２号 平成２９年度一般会計収支決算報告について 

 

●第２回 ３０．１２．１７ 

内     容 
出席者 

（人数） 

議案第３号 平成３０年度一般会計資金収支補正予算（案）（第

１号）について 

会長 

評議員（９）

監事（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●第３回 ３１．３．２５ 

内     容 
出席者 

（人数） 

議案第４号 きよかわ障害サービス事業所の廃止について 会長 

評議員（１０） 議案第５号 定款の一部を変更する定款について 

議案第６号 平成３０年度一般会計資金収支補正予算（案）（第

２号）について 

議案第７号 平成３１年度事業計画（案）について 

議案第８号 平成３１年度一般会計資金収支当初予算（案）につ

いて 

 

４ 監事会 

●第１回 ３０．４．２６ 

内     容 
出席者 

（人数） 

平成２９年度事業報告について 監事（２） 

 平成２９年度一般会計収支決算報告について 

 

●第２回 ３０．１１．２、 ３０．１１．６ 

内     容 
出席者 

（人数） 

平成３０年度上半期事業報告について 監事（２） 

平成３０年度上半期一般会計資金収支報告について 

 

５ 評議員選任・解任委員会 

●第１回 ３０．５．１６ 

内     容 
出席者 

（人数） 

評議員の選任について 会長 

委員（３） 

 

６ プログラム評価の実施 

 本会が取り組んでいる各種事業活動が「地域福祉の推進」に繋がっているか

を「ロジックモデル」の活用により論理的に評価した。 


