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平成２６年度社会福祉法人加賀市社会福祉協議会事業報告 

 

１．会務・組織運営 

１ 理事会を開催し、次の案件を審議し可決承認した。（開催回数 ４回） 

  開催年月日 議   題 

平成 26 年 5 月 30 日 １）評議員の選任について 

２）平成 25年度事業報告及び歳入歳出決算について 

３）事務処理規程の一部改正について 

４）収支予算の補正について 

 

平成 26 年 9 月 22 日 １）収支予算の補正について 

２）地域福祉活動計画専門委員会報告について 

 

平成 26 年 12 月 22 日 １）経理規程の全部改正について 

 

平成 27 年 3 月 24 日 １）評議員の選任について 

２）平成 27年度事業計画について 

３）平成 27年度収支予算について 

４）収支予算の補正について 

５）給与規程の一部改正について 

 

 

 

 

２ 評議員会を開催し、次の案件を審議し可決承認した。（開催回数 ４回） 

  開催年月日 議   題 

平成 26 年 5 月 30 日 １）理事の選任について 

２）平成 25年度事業報告及び歳入歳出決算について 

３）事務処理規程の一部改正について 

４）収支予算の補正について 

 

平成 26 年 9 月 22 日 １）収支予算の補正について 

２）地域福祉活動計画専門委員会報告について 

 

平成 26 年 12 月 22 日 

 

１） 経理規程の全部改正について 

 

平成 27 年 3 月 24 日 １）平成 27年度事業計画について 

２）平成 27年度収支予算について 

３）収支予算の補正について 

４）給与規程の一部改正について 

５）理事の選任について 

 

 

 

 

理事会 

 

評議員会 
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３ 正副会長会議（開催回数 ８回） 

  開催年月日 議   題 

平成 26 年 5 月 21 日 

 

 

１） 理事会・評議員会について 

２） 加賀市との協力支援について 

３） 地域福祉活動専門委員会について 

４） 地域見守り支えあいネットワークについて 

５） 児童センターについて 

６） 新規事業について 

 

平成 26 年 7 月 10 日 １）地域見守り支えあいネットワークについて 

２）高齢者いきいきサロン助成について 

３）新規事業について 

４）地域福祉活動計画専門員会報告 

５）理事会・評議員会について 

 

成 26 年 8 月 20 日 １） 地域見守り支えあいネットワークについて 

２） 人事・職員採用についてについて 

３） 平成 27年度加賀市要望事項について 

４）加賀市行政評価委員推薦について 

５）災害ボランティアコーディネーターの集いについて 

６）地区社協会長並びにボランティアリーダー研修会について 

７）理事会・評議員会について 

 

平成 26 年 9 月 16 日 

 

１） 各委員の推薦について 

２） 理事会・評議員会について 

 

平成 26 年 11 月 14 日 

 

１） 給与規程について 

２） 理事研修について 

３） 理事会・評議員会について 

４） 地域見守り支えあいネットワークについて 

 

平成 26 年 12 月 12 日 

 

１）理事研修について 

２）理事会・評議員会提出議案について 

３）理事会・評議員会報告事項について 

４）経理規程の会長が定める事項について 

 

平成 27 年 1 月 20 日 １） 第３次加賀市地域福祉計画（福祉こころまちプラン）について 

２） 市要望書の回答について 

３） 市議会教育民生委員会との意見交換会について 

４） 24時間テレビ福祉車輌寄贈決定について 

５） 平成 26年度社協一般会計補正予算について 

６） 地域福祉活動計画専門委員会合同会議について 

７） 地区社協事務担当者情報交換会について 

 

平成 27 年 3 月 16 日 １）平成 27年度社協事業計画（案）について 

２）平成 27年度社協収支予算（案）について 

３）福祉協力員について 

４）第２次地域福祉活動計画について 

５）第１次地域福祉活動計画達成度（検証）について 
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６）加賀市健康福祉審議会委員等の推薦について 

 

 

 

 

４ 監事会（開催回数 １回） 

  開催年月日 議   題 

平成 26年 5月 19日 平成 25年度事業及び歳入歳出決算について 

 

 

 

 

５ 地域福祉部会（開催回数 ６回） 

 地区社会福祉協議会と共に地域福祉活動の推進と充実を図ることを目的に隔月で開催した。 

  開催年月日 議   題 

平成 26 年 5 月 20 日 １） 地域福祉部会長・副部会長の選出について 

２） 長寿課からのお知らせ 

３） 平成 26年度の予定について 

４） 地区社会福祉協議会について 

５） 地域見守り支えあいネットワーク活動について 

６） 福祉協力員について 

７） 市民福祉大会における被表彰者の推薦について 

８）市社協会費について 

９）ふれあい食事会について 

10）ボランティア行事用保険について 

 

平成 26 年 7 月 14 日 １） 地域見守り支えあいネットワークについて 

２） 地区座談会（地域ケア会議）について 

３） 市民福祉大会について 

４） 視察研修について 

 

平成 26 年 9 月 16 日 

 

 

 

 

 

 

１） 地区社協活動補助金について 

２） 福祉協力員活動補助金について 

３） ふれあい食事会について 

４） 見守り支えあいネットワーク活動について 

５） 視察研修について 

６） 共同募金について 

平成 26 年 11 月 6 日 

～ 11月 7日 

視察研修会（下呂市社会福祉協議会） 

１）地区福祉委員会の企画、内容等について 

２）地区福祉委員会の成果、課題等について 

 

平成 27 年 1 月 20 日 

 

１） 地域見守り支えあいネットワーク活動について 

２） 地域福祉活動計画専門員会からの協力依頼 

３） 補助金等について 

４） 第 4回ボランティアのつどいについて 

５） 平成 27年度地域福祉部会予定について 

６） 貸出物品について 

 

下呂市社協視察 
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市議会教育民生委員会意見交換会 

          

 

 

７） 視察研修の報告について 

８） 生活支援サービス構築業務検討委員会報告会について 

 

平成 27 年 3 月 17 日 １） 福祉協力員について 

２） 地域見守り支えあいネットワークについて 

３） 市社協会費について 

４） 地区社協情報ホームページ掲載について 

５） 次年度地域福祉部会の開催について 

６） 地区社協会長の推薦について 

７） プルタブ換金による車イス購入について 

 

 

 

 

６ 理事研修会 

・ 期日  １２月２２日（月） 

・ 会場  慈妙院加賀並びに藤華苑 

・ 内容  社協理事として識見を高めることを目的に初めて開催した。今回は、

高齢者福祉施設の機能などについて研修した。 

・ 参加数 １２名 

 

 

 

７ 市議会教育民生委員会との意見交換会 

・ 期日  ２月９日（月） 

・ 会場  市役所別館 会議室３０１ 

・ 内容  「加賀市社会福祉協議会が抱えている課

題について」 

     (1)児童センター管理運営面について 

     (2)障がい者地域活動支援センターの 

新設について 

     (3)山中老人福祉センターの大規模改 

修について 

・ 参加数 １６名（市議 6、社協正副会長 4、職員 6） 
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２．社会福祉協議会事業 

１ 自主財源確保の取組み 

（１）会員の拡充 

①一般会費 １世帯  １５０円 ２１，４５３世帯   （３，２１７，９５０円） 

②賛助会員 １口 １，０００円    ４２６口        （４２６，０００円） 

③特別会員 １口 ５，０００円     １９口  （１５件：９５，０００円）  

 

 

（２）寄附金の受付 

①社会福祉寄附金   ３７件  （３，２８４，４９２円） 

②車イス購入寄附金         （３７２，７６０円） 

 

 

（３）寄附物品の受付 

① プルタブ        ３７４件  約１，６２２ｋｇ 

② 使用済み切手       １４３件     約４７ｋｇ 

③ インクカートリッジ   １０７件 

④ ベルマーク        ４３件 

⑤ 書き損じ葉書、未使用葉書、グリーンスタンプなど 

 

 

（４）高額寄附（１０万円以上の寄附者紹介） 

①加賀アートクラブ 

  ・受領日 平成２６年７月３日 

  ・寄附金額 １２８，０５０円 

 

 

②加賀市グラウンドゴルフ協会 

  ・受領日 平成２６年１２月１５日 

  ・寄附金額 １７３，５００円             

 

 

③石川県市町村職員等ライフプラン協会         

  ・受領日 平成２６年１１月 

  ・寄附物品 ＡＥＤ一式 

  ・設置場所 山中老人福祉センター 

   （合計 ２０万円相当） 

 

 

④㈱大同ゼネラルサービス 

  ・受領日 平成２７年１月 

  ・寄贈物品 除雪機 ２台 

（合計 ４０７，０００円相当） 

  

 

 
加賀市アートクラブ 

 
ライフプラン協会 

 

ホンダカーズ加賀 

 

勅使小学校 
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ボランティアの集い 

          

 

 

  

児童センターと体の 

不自由な人との交流会 

          

 

 

 （５）車輛寄附 

    【贈呈日】平成２７年３月２０日 

    【台数】 スロープ付き軽自動車 １台 

    【寄贈元】㈱テレビ金沢（２４時間テレビチャリティー委員会） 

    【助成金額】１，８５６，０００円          

     

 

（６）車イス寄贈 

    【贈呈日】平成２７年３月２４日（火） 

    【車いす台数】２０台（ノーパンクタイヤ装備） 

    【寄贈先】市内地区会館・老人福祉センター 

     

     

（７）助成金事業 

①ジュニアボランティア体験事業の実施 

     【助成元】 石川県社会福祉協議会 

【助成金額】２００，０００円（５０，０００円×４児童センター） 

【事業名】 ４児童センターでのボランティア活動（ボランティア事業欄に掲載） 

   ②地域支えあい人材育成事業の実施 

    【助成元】 石川県社会福祉協議会 

    【助成金額】１２０，０００円 

    【事業名】傾聴フォローアップ講座（ボランティア事業欄に記載） 

 

 

（８）民間企業等からの社会貢献活動 

① 行事への支援 

イ． 慰霊式（２社） 

・ 株式会社 加賀土石建設 

・ 有限会社 ピクセル 

ロ． 障がい者スポーツ大会（９社） 

 ・一般社団法人 加賀建設業協会 

・ 株式会社 御菓子城加賀藩    

・ 株式会社 加賀福祉サービス  

・ 株式会社 ダスラー 

・ 佐々木プリント株式会社 

・ 社会福祉法人 南陽園 

・ セブン‐イレブン 加賀市役所前店 

・ 竹内製菓株式会社 

・ トータルオフィス織田   

ハ．ボランティアの集い（３社） 

・ 株式会社 御菓子城加賀藩 

・ 株式会社 幸栄堂 

・ 株式会社 ダスラー 

二．児童センターと体の不自由な人との交流会（３団体） 

・ 加賀市スポーツ振興事業団（加賀体育館） 

・ ふれあいセンター「もぐ」 

ダイハツアトレイ 

 

車イス贈呈式 
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専門委員会合同会議（報告書を答申） 

 

専門委員会合同会議（１月２６日） 

・ パインダイナー 

２ 地域福祉活動 

（１） 自主事業 

①地域福祉活動計画専門委員会 

  ・平成２５年度提出された課題について、具体的な取り組みを各委員会ごとに集ま

り協議した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催状況】 

イ． 事業評価委員会 

目標 達成率 結論 

地域福祉活動計画にある事業

の洗い出しを行う。 

（特に課題がある事業をピッ

クアップ） 

７５％ 次年度も継続した計画づくりを要望

する。 

地域福祉活動計画にある事業

の一覧表を作成し、進捗状況を

確認する。 

９０％ 

 

進捗率を毎月記入し案内した。          

3/24理事会、評議員会で報告。 

新たに事業評価委員会を立ち

上げ、これからどうするか、改

善しなければいけないものは

ないかなど、時間をかけて評価

方法を検討する。 

７５％ ISOと併用運用を検討する。 

 

ロ． 学習プログラム委員会 

目標 達成率 結論 

《地域の伝統文化伝え隊》 

高齢者が地域でイキイキと活

動ができる機会を作りだすこ

とを目的とする。 

３９％ 各町や地区で風習を伝えたりしてい

る方などを把握するため、各地区ま

ちづくり推進協議会や公民館長、小

学校、児童センターなどに協力をお

願いし、その情報をまとめ活用する。 

《さりげなく活動つづけ隊》 

何気なくしている活動が人の

ためになっていたり、それを見

て元気になる活動を推奨する

５９％ 

 

社協広報などで、各地域で“いいこ

としてるな～”“素敵なことだな～”

といった町の中の“ちょっといい話”

の募集を行い、その内容を広報等に
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ことを目的とする。 掲載し公表する。 

《福祉のことを知り隊》 

身近な地域の中での話し合い

を通じ、地域に応じた福祉につ

いての啓発を行うことを目的

とする。 

７０％ 各地域密着型事業所で行われている

運営推進会議に地区社協又は市社協

が参加し、地域での願いを具体的に

一緒に考え取り組む。 

 

ハ． 広報委員会 

目標 達成率 結論 

社協広報誌「あいあい」を全戸

配布する。 

３０％ 全戸配布を望まない町もあり、回覧

を希望するところもあるので、次年

度以降も、各地区の区長会にて広報

配布部数の希望調査を実施する。 

各地区の広報誌などに社協関

係の情報掲載を依頼する。 

４０％ 

 

全地区広報誌に市社協の記事を記載

することが可能との返事をいただ

く。 

各地区社協会長にも地区広報誌をす

ることの協力依頼をさせてもらっ

た。 

山代地区、大聖寺地区、庄地区に見

守り活動の記事を記載させてもらっ

た。 

「あいあい」編集員会を少人数

で設置する。 

７０％ 今後も広報誌について、評価する機

会を作っていく。次年度以降も継続

して検討してもらう。 

銀行、福祉施設、病院、総湯な

どに広報誌を置く。また福祉団

体などにも配布する。 

５７％ 10 月号から 130 部を追加配布した。

今後配布を検討した方が良い施設・

機関を検討する。 

 

ニ． 福祉活動資金委員会 

目標 達成率 結論 

市社協会費を地区社協で呼掛

けて、一定の割合を決めて集め

た地区社協に還付する仕組み

を作る。 

７２％ 法人会費新規加入で集まった会費の

還付比率を、市：地区＝70：30 とす

る 

法人会費を現在の一口５千円

から１万円に増額する。 

５３％ 

 

各地区社協 1 事業者を加入目標とす

る。 

H27目標 200,000円   

社協開催の講演会などに募金

箱を設置し、その都度寄附を呼

び掛ける。 

５６％ H27年度 チャリティー映画会、ペタ

ンク大会などの開催検討   

 

 

②日常生活支援ボランティア派遣事業｢いきいきサービス｣ 

イ．利用会員      １３名 

ロ．協力会員       ９名 

ハ．活動延べ回数   １２９回 
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二．活動延べ時間  １７９時間 

ホ．活動支援内容  入院中洗濯・買い物、通院支援、掃除等 

 

 

③はつらつデイサービス事業 

 イ．対象者   市内在住の身体障害者手帳をお持ちの方 

 ロ．内容    日常動作訓練（軽体操・レクレーション等） 

ハ．開催場所  河南地区会館（旧 山中健康センター） 

    二．開催数         ４９回 

    ホ．参加実人数       ３８人 

    ヘ．参加延人数  １，０１６人 

 

 

④福祉協力員設置事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤車両運行事業 

   イ．移送サービス事業（おでかけ号運行） 

１）福祉有償運送事業認可取得での事業車両 

２号  トヨタハイエース（日本財団寄贈） 

         ３号  日産キューブ（金沢信用金庫寄贈）※Ｈ27.3廃車 

        ７号  トヨタハイエース（中外製薬㈱寄贈） 

        ８号  ダイハツアトレイ（２４時間テレビチャリティー委員会寄贈） 

     ２）レンタカー事業者としての事業車両 

        ５号  ホンダライフ（石川県信用金庫協会寄贈） 

        ６号  日産キューブ（金沢信用金庫寄贈） 

 ・平成２６度登録者    ４７名 

 ・運転手          ９名 

 

利用月 利用料(円) 
利用回

数（回） 

有償利用 

回数(回) 

有償利用料 

(円) 

レンタカー 

利用回数(回） 

レンタカー 

利用料(円) 

新規登

録者数

(人) 

Ｈ26.4 70,510 63 45 39,835 18 30,675 28 

5 64,925 63 38 27,675 25 37,250 4 

6 76,495 66 47 46,595 19 29,900 2 

7 71,885 57 40 34,510 17 37,375 1 

8 62,895 60 42 35,995 18 26,900 2 

9 76,760 63 39 35,610 24 41,150 5 

10 70,210 64 41 36,485 23 33,725 1 

 
福祉協力員設置町内数 

（全体２８５町） 
福祉協力員数 男性 女性 

平成２６年度 １６０町（56.1％） ３９５名 ２６４名 １３１名 

平成２５年度 １５９町（55.7％） ３７６名 ２５５名 １２１名 

対  比 １町増 １９名増 ９名増 １０名増 
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11 64,540 68 50 38,790 18 25,750  

12 66,570 62 40 33,920 22 32,650 2 

H27.1 61,960 56 41 40,835 15 21,125  

2 47,800 44 31 28,100 13 19,700 1 

3 70,195 60 36 32,120 24 38,075 1 

合計 804,745 726 490 430,470 236 374,275 47 

月平均 67,062 60 40 35,872 19 31,189  

 

  

ロ．マイクロバス運行事業 

     地区社協並びに障がい者団体などの事業に対し運行した。 

     ・運行回数  ５９回 

 

 

⑥ 福祉普及宣伝活動 

イ． 社会福祉協議会や社会福祉の情報を中心とした 

内容で広報紙「あいあい」を配布。 

      年４回（４．７．１０．１月） １０，０００部 

ロ． ぼらんてぃあだより １，０００部 

ハ． ホームページ・ブログの更新 

  

 

⑦物品貸出し事業 

イ． 車イスの貸出し 

ロ． 貸出し延べ台数 ２２４台 

ハ． 利用目的  旅行、病気療養、冠婚葬祭など 

 

 

⑧イベント機材の貸出し  

イ． 綿菓子機     ３４回 

ロ． ポップコーン機  ２３回 

ハ． かき氷機      ７回 

ニ． パイプテント    ４回 

 

⑨ レクリエーション機器の貸出し  

イ． 輪投げ        ２３件 

ロ． フライングディスク  １５件 

ハ． バリアフリーディスク ２３件 

ニ． バッゴ―       ３５件 

ホ． その他        ５２件 

 

（３）受託事業 

① 地域見守りネットワーク支援活動事業 

イ． 地区座談会（説明会）への参加（４３回・延べ１，０３７名参加） 

 

 

 

綿菓子機 

 

バリアフリーディスク 

社協ホームページ 

（http://www.kagavc.jp/） 

 

社協ブログ 

 

児童センターブログ 
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開催状況 

内 容 参加事業所 
開催日 曜日 時間 参加者数 

大聖寺 5月 13日 火 10:30 6 
 

  

  8月 27日 水 19:30 24 地域ケア会議 京町、なでしこ、東町 

  10月 29日 水 19:30 34 座談会① Ａグループ きょうまち、なでしこ 

  10月 31日 金 19:30 29 座談会② Ｂグループ  きょうまち、GH東町 

  11月 5日 水 19:30 25 座談会③ Ｃグループ きょうまち 

  11月 6日 木 19:30 27 座談会④ Ｄグループ   

山 代 9月 25日 木 19:30 25 地域ケア会議 
すみれの家、憩いの家、 

山代慈妙院 

庄 2月 3日 火 19:30 26 座談会   

勅 使 5月 17日 土 19:30 28 総会及び福祉協力員委嘱状交付式   

  6月 11日 水 9:30 4 
 

  

  6月 27日 土 19:30 24 地域ケア会議 ちょくし、篤寿苑 GH 

  7月 12日 土 13:00 25 座談会   

東谷口 4月 22日 火 19:30 25 福祉協力員委嘱状交付式   

  7月 9日 水 19:30 21 座談会   

  11月 27日 木 19:30 23 座談会   

片山津 5月 10日 土 19:30 15 片山津町   

  5月 22日 木 19:30 40 湖城町   

  6月 13日 金 13:30 11 温泉区   

  11月 6日 木 19:30 25 地域ケア会議 ぬくもり、湖城、GHじざい、GH片山津 

作 見 8月 30日 土 19:30 32 地域ケア会議 さくみ 

金 明 5月 20日 火 16:00 5 
 

  

  6月 13日 金 19:30 40 座談会 きんめい 

湖 北 7月 16日 水 19:30 26 座談会   

  1月 21日 水 19:30 12 伊切町   

動 橋 4月 2日 水 19:30 18 区長会へ協力員推薦依頼   

  5月 13日 火 19:00 7 
 

  

  5月 21日 水 19:30 51 協力員委嘱状交付及び見守り説明会   

  6月 25日 水 19:30 15 
 

  

  7月 2日 水 19:30 46 研修会および座談会 ひまわり、動橋慈妙院 

  9月 17日 水 19:30 30 地域ケア会議 ひまわり、動橋慈妙院 

分 校 8月 6日 水 19:30 27 座談会   

  9月 25日 木 19:00 35 地域ケア会議 動橋 

橋 立 9月 9日 火 19:00 36 地域ケア会議 はしたて 

三 木 7月 4日 金 19:30 21 地域ケア会議 京町、なでしこ、東町 

  9月 30日 火 19:30 23 座談会   

三 谷 5月 20日 火 19:30 25 総会および見守り説明会   

  8月 21日 木 19:30 28 地域ケア会議 いろり、まどい 

南 郷 6月 2日 月 10:00 10 南郷町   

  6月 25日 水 13:30 5 
 

  

  7月 24日 木 19:30 33 座談会 えがお 

  10月 1日 水 19:30 27 地域ケア会議 えがお 

塩 屋 1月 24日 土 10:00 15 福祉協力員研修会   

山 中 12月 1日 月 19:30 33 （河南地区）地域ケア会議 
しらさぎ苑、たきの里、つかたに、 

しゃくなげ、富士見通り 
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ロ． 研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．資材の作成 

A) 地域見守りネットワークの手引き（第５版） 

B) 見守り活動報告書 

C) 見守りネットワーク連絡図など 

 

 

 

 

   
三谷地区 片山津地区 大聖寺地区 

 研修会名 日時 場所 講師 

１ 福祉協力員研修会 

「介護保険について」 

10月 22日（水） 

13：30～15：30 

ゆとりライ

フはるる 
浅野清氏（しらさぎ苑） 

２ はるるいきいきセミナー 

「正信偈を読もう」 

「加賀の歴史」 

11月 26日（水） 

13：30～15：30 

ゆとりライ

フはるる 

井辺恵与氏 

篠原隆一氏 

３ 福祉協力員研修会 

「認知症について」 

12月 24日（水） 

13：30～15：30 

ゆとりライ

フはるる 
こころまちセンター 

４ 地域見守り支えあいネッ

トワーク担当者研修会 

1月 27日（火） 

13：30～15：30 

市民会館 

大ホール 

山田宜廣氏 

（社会福祉学博士） 

５ 福祉協力員研修会 

「成年後見制度について」 

1月 29日（木） 

13：30～15：30 

ゆとりライ

フはるる 

成年後見センターほっこ

り 

６ 
傾聴フォローアップ講座 

2月 18日（水） 

10：00～16：00 

アビオシテ

ィホール 

後庵正治氏 

（自己開発研究所） 

７ 福祉協力員研修会 

「地域福祉活動について」 

2月 25日（水） 

13：30～15：30 

ゆとりライ

フはるる 

浅野清氏（しらさぎ苑） 

社協職員 

   
地域見守り支えあい 

ネットワーク担当者研修会 
福祉協力員研修会 加賀の歴史 



 - 13 - 

② 加賀市民福祉大会 

・ 期 日  平成２６年７月１９日(土) 

・ 場 所  加賀市市民会館 大ホール 

・ テーマ  『安心して暮らせる支えあいと思いやり

のある地域社会の実現』  

・ 参加者  ３６４名 

・ 表彰式  社会福祉活動功労者５３名・５団体の表彰 

・ こども福祉啓発講演 

演題 「子どもたちは今・・・」 

講師 新開英二氏（㈱エイデル研究所 取締役社長）  

 

 

   ③ 戦没者慰霊式 

・ 期 日  平成２６年５月２５日(日) 

・ 場 所  加賀市忠霊塔前 

・ 参列者  ２７３名 

・ 趣 旨  西南の役以降の戦争における全戦没者に対し、加賀市として追悼の誠

をささげるため慰霊式を開催した。 

・ 内 容  政教分離の原則にのっとり、全員が献花する無宗教式で行った。献花

用花を小学生ボランティアが参列者に手渡した。 

    

 

※協賛 株式会社 加賀土石建設  

有限会社 ピクセル 

 

 

④ 相談業務 

イ．生活福祉資金貸付業務 

生活福祉資金に関する業務を次のとおり行った。 

A)相談件数 

  平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 前年度対比 

４月 30 82 39 -44 

５月 36 58 35 -23 

６月 55 61 29 -32 

７月 51 58 39 -19 

８月 35 43 35 -8 

９月 77 25 37 12 

市民福祉大会 
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１０月 55 40 24 -16 

１１月 51 44 17 -27 

１２月 45 31 9 -22 

１月 39 36 15 -21 

２月 48 38 14 -24 

３月 62 26 26 0 

計 584 542 319 -223 

 

      B)種類別件数（平成２６年４月～２７年３月） 

  総合支援資金 福祉資金 
教育支援 

資金 

不動産 

担保型 

生活資金 

臨時特例 

つなぎ 

資金 

計 

  

生活 

支援費 

住宅 

入居費 

一時生活 

再建費 
福祉費 

緊急 

小口 

４月 22   4 12 1   39 

５月 9   10 14 2   35 

６月 8   10 9 2   29 

７月 8   5 26    39 

８月 7   13 15    35 

９月 9   9 18 1   37 

１０月 12   9 3    24 

１１月 7   5 2 3   17 

１２月 2   5 2    9 

１月 6   5 4    15 

２月 5   3 6    14 

３月 4   12 10    26 

合計 99   90 121 9   319 

 

     

 C)地区民児協別貸付件数    （貸付額単位 千円） 

地 区 

民児協名 

総合支援 緊急小口 臨時特例つなぎ 福祉 教育支援 合計 

貸付件数 貸付額 貸付件数 貸付額 貸付件数 貸付額 貸付件数 貸付額 貸付件数 貸付額 貸付件数 貸付額 

大聖寺 3 834 2 150 1  100     6 1,084 

山代 3 520 7 608   2 490   12 1,618 

片山津   5 450   1 227 1 740 7 1,417 

作見 2 687 3 210       5 897 

動橋・分校             

橋立             

三谷・南郷   1 100       1 100 

三木・塩屋             

山中 2 918 5 500   1 280   8 1,698 

合 計 10 2,959 23 2,018 1 100 4 997 1 740 39 6,814 
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D)貸付金額 

   a．福祉資金      ９９７，０００円（ ４件） 

   b．総合支援資金  ２，９５９，０００円（１０件） 

   c．緊急小口資金  ２，０１８，０００円（２３件） 

   d．臨時特例つなぎ   １００，０００円（ １件） 

   E. 教育支援      ７４０，０００円（ １件） 

 

 

  ロ．生活困窮者自立促進モデル事業 

生活に困っている方が生活保護に陥ることなく、早い段階で自立した生活に戻れるよう、

専門性を有する相談支援員が相談に応じ、その人の抱えるさまざまな問題に対応した支援

へとつなげる事業をモデル的に半年間実施。 

A) モデル実施期間 

 平成２６年１０月１日～平成２７年３月３１日 

B) 相談の受付について 

・市地域福祉課生活支援係相談窓口：新規相談員１名 

・加賀市社会福祉協議会事務局：兼務相談員１名 

C) 相談述べ件数     １８９件 

D) 自立支援計画作成件数  １６件 

E) 支援調整会議の開催 

 ・第１回 １０月７日（火） ハローワーク、子ども課、地域福祉課参加 

 ・第２回 １１月２５日（火）子ども課、障がい福祉課、地域福祉課参加 

 ・第３回 １月２８日（水） ハローワーク、子ども課、障がい福祉課、地域福祉課参加 

 ・第４回 ３月１１日（水） 地域福祉課参加 

F) 職員研修等の参加 

a． 自立相談支援事業従事者養成研修 

日時：９月８・９・１０日、１０月６・７・８日、２月１８日、 

３月１８・２５・２６日 

内容：自立相談支援養成研修、主任相談支援員養成研修、就労支援員養成研修 

b． 生活困窮者自立支援全国研究交流大会 

日時：１１月７・８日 

会場：関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス 

内容：基調鼎談（高知市長、ＮＰＯ法人抱樸理事長、ルーテル学院大学院教授）、新

法説明（厚生労働省）、実践報告など 

c． 先進地視察研修 

 ・金沢市社協の学習支援の取り組みについて 

  日時：１月２０日  

 ・三重県の生活困窮者支援の取り組みについて 

  日時：２月２８日 

 ・山口県の生活困窮者に対する共同募金の取り組みについて 

  日時：３月２０・２１日 

 

G) 資材等の作成 

  ・ちらし    １，５００部 

  ・パンフレット １，０００部 
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（４）補助、助成事業補助 

   ①共同募金の配分として市内にある福祉団体に対して活動補助を行なった。（１６団体） 

配分先 事業内容 配分金額（円） 

加賀おやこ劇場 人形劇観賞会事業 300,000 

おもちゃ図書館 あいあいらんど 備品（音楽機器）購入事業 80,000 

社会福祉法人 花友会 備品（ＡＥＤ）購入事業 200,000 

NPO法人 阿羅漢 備品（映像機器）購入事業 200,000 

図書館ボランティア てくてく 備品（ＣＤラジカセ）購入事業 17,000 

くれよんめいと 

（発達障がい児を持つ親の会） 
講演会事業 

24,320 

幸徳園 備品（作業用テーブル）購入事業 180,000 

あさひ町ふれあいサロン(大聖寺朝日町) 備品（サロン用イス）購入事業 75,000 

片山津地区社会福祉協議会 備品（ポータブルアンプ）購入事業 100,000 

動橋地区社会福祉協議会 備品（パソコン）整備事業 140,000 

三谷地区社会福祉協議会 備品（アンプ）購入事業 78,000 

東谷口地区社会福祉協議会 備品（多機能放送機器）購入事業 200,000 

山代地区社会福祉協議会 備品（プロジェクター等）購入事業 177,000 

作見地区社会福祉協議会 備品（ポータブルアンプ）購入事業 139,000 

加賀市立錦城中学校 児童・生徒ボランティア活動普及事業 50,000 

加賀市社会福祉協議会 
障がい者デイサービス(はつらつデイ)事業 150,000 

広報誌「あいあい」発行事業 518,884  

合   計 2,629,204 

 

②福祉協力校補助 

      ・市内５小学校・２中学校に対し福祉協力校として活動補助を行なった。 

      ・県指定校（指定期間３年間  県補助金 100,000円／年） 

分校小学校・錦城東小学校・片山津小学校・錦城小学校・山中小学校 

山代中学校・橋立中学校 
 

③ ふれあい食事会への助成 

       市内５地区(動橋.片山津.湖北.金明.塩屋)で高齢者を対象に食事会および配食サービ

スが開催され、地区社会福祉協議会へ助成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④福祉協力員活動補助 

      福祉協力員を設置している地区社会福祉協議会に対し補助した。 

     ・１７地区 

 

孫ころ弁当（片山津町） 

 

動橋地区食事会（児童センター児童参加） 
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福祉避難所見学会（サンライフたきの里） 

 

総合防災訓練 

 

福祉避難所見学会（南陽園） 

 

  （５）災害時に向けての取り組み 

① 福祉避難所見学会 

イ．市視覚障害者協会 

・ 期日  ４月２４日（木） 

・ 会場  サンライフたきの里・慈妙院加賀 

・ 内容  防災講義並びに施設見学 

・ 参加数 ２０名（視覚障がい者 9、民生 

委員 4、市職員 4、社協職員 3） 

 

ロ．山中地区身障協会 

・ 期日  ６月１２日（木） 

・ 会場  社会福祉法人南陽園 

・ 内容  防災講義並びに施設見学 

・ 参加数 １９名（障がい者 10、民生委員 3、 

市職員 3、社協職員 3） 

 

② 第９回加賀市総合防災訓練 

・ 期日  ８月３日（日） 

・ 会場  片山津中学校体育館 

・ 訓練内容 災害ボランティアセンター開

設・運営訓練 

・ 参加数 １０名（災害ボランティコーディネ

ーター7、社協職員 3） 

 

③ 北陸３県内社協職員災害支援活動合同研修会 

・ 期日  １２月１２日（金） 

・ 会場  福井県立図書館「多目的ホール」 

・ 内容  トークセッション並びにワーク   

ショップ    

・ 参加職員数  １名 

 

④ 会議の参加 

・ 加賀市防災協議会 

・ 加賀市見守り支えあい連絡会 

 

⑤ 災害ボランティアコーディネーター連絡会の準備、設立 

・県主催の災害ボランティアコーディネーター養成研修会受講修了者が、災害ボラン

ティアセンターが設置された時、主体となって協力いただけることを目的に設立した。 

     

     

（６）ＩＳＯ 

    ①認証取得有効期間 ２０１５年９月５日から２０１８年９月４日（３年間）    

    ②ISO更新審査 平成２６年８月１８日（月） 

    ③認証範囲〔社会福祉サービスの提供〕 

イ． 移送サービス 
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ロ． ボランティアセンター事業 

ハ． 山代児童センター運営事業 

    ④マネジメントレビュー開催 

     〔マネジメントレビューとは、市社協会長、副会長ならびに苦情解決第三者委員により、

社協の運営状況の報告を受け、運営改善のための指示を行う会議〕 

       開催日  平成２５年度後期報告 平成２６年７月１０日（木） 

            平成２６年度前期報告 平成２６年１２月１２日（金） 

 

    ⑤ISO内部監査 

     〔内部監査対象事業：地域見守りネットワーク事業、移送サービス、ボランティアセン

ター、６児童センター、システム〕 

         平成２６年度前期分実施日 １０月９日（木）～１０月３１日（金） 

         平成２６年度後期分実施日 ３月２日（月）～３月２０日（金） 

⑥報告件数 

      ・不適合サービス    ８件 

      ・予防処置報告    １６件 

      ・教育実施記録提出 １４８件 

    

 

 

３ 福祉サービス利用支援事業（日常生活利用援助事業） 

 

判断能力が不十分な方（認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者）の福祉サービス利用

や日常的な金銭管理のお手伝いをします。 

（１）生活支援員について 

      生活支援員登録人数 ８人（実働人数 ８人） 

① 生活支援員意見交換会の開催 

日常的金銭管理の支援を中心に加賀市内で活動いただいている生活支援員の自己研修

と支援活動について意見交換を行うことを目的に開催した。 

・第１回 平成２６年 ９月 ４日（木） 

 事務連絡 

 研修・意見交換 

      ・第２回 平成２７年 ３月１３日（金） 

        講演・意見交換 

        事務連絡 

 

② 平成２６年度福祉サービス利用支援事業生活支援員登録者研修会 

      日 時 平成２６年 ６月３０日（月） 

      場 所 石川県青少年総合研修センター 

      内 容 認知症の主な症状、認知症の方の行動や心理の特徴、認知症の方への接し方 

（ロールプレイング含む） 

      参加者 ５名 

      

③ 平成２６年度福祉サービス利用支援事業生活支援員現任者研修会 

      日 時 平成２６年１１月２０日（木） 

      場 所 石川県青少年総合研修センター 
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      内 容 地域で暮らす障がい者の支援について 

高齢者や障がい者に多い消費者トラブルについて 

      参加者 ６名 

 

 

（２）相談件数【平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日】        単位：件 

対象者 

福祉サービス利用支援事業及び成年後見制度に関するもの 

その他 合 計 認知症 

高齢者 

知 的 

障害者 

精 神 

障害者 
その他 

件 数 895 361 345 23 1 1,625 

    ※かが成年後見センター「ほっこり」設置・運営事業も含む。 

 

 

（３）契約について【平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日】      単位：件 

        対象                     

内容 認知症高齢者 知的障害者 精神障害者 その他 合 計 

平成 26 年

度契約者

数 

平成 26 年度

契約者数 
4 2 2 0 8 

うち生活保護

受給者 
0 0 0 0 0 

契約者数総計 109 10 11 1 131 

契約内容 

福祉サービス

利用援助 
4 2 2 0 8 

日常的金銭管

理サービス 
4 2 2 0 8 

書類等の預か

りサービス 
2 2 2 0 6 

その他独自サ

ービス 
0 0 0 0 0 

 

 

 

事

項 

事

項 
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４ かが成年後見センター「ほっこり」設置・運営事業 

 

  認知症高齢者や判断能力が不十分な障がい者等その他支援を必要とする人々に対して、人間と 

して尊重され、自立、自己実現するための支援や成年後見制度に関する事業を行います。 

  （１）相談・支援について 

① 相談件数【平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日】        単位：件 

 対象者 

福祉サービス利用支援事業及び成年後見制度に関するもの 

その他 合 計 認知症 

高齢者 

知 的 

障害者 

精 神 

障害者 
その他 

件 数 895 361 345 23 1 1,625 

    ※福祉サービス利用支援事業も含む。 

 

 

② 申立て支援について【平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日】 

NO. 住居状況 年齢 性別 利用者状況 申立て方法 後見人等 

1 病院入院 72 男性 認知症高齢者 市長申立て 死亡 

2 病院入院 93 女性 認知症高齢者 申立てせず 

家族 

生活保護担

当ワーカー 

3 施設入所 74 女性 認知症高齢者 市長申立て  

4 施設入所 55 女性 知的障がい者 
家族・親族

申立て 
 

5 施設入所 85 女性 精神障がい者 本人申立て  

6 在宅 86 男性 認知症高齢者 本人申立て  

 

 

③ ケース会議について 

    平成２６年９月２２日（月） 

     ・成年後見制度の利用について 

    平成２７年３月４日（金） 

     ・成年後見制度の利用について 
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 （２）運営委員会・受任委員会について 

① 運営委員会の開催について 

    ・第１回 平成２６年 ７月 ２日（水） 

     運営委員会のメンバー紹介 

     議題 1)かが成年後見センター「ほっこり」事業について 

        2)報告について 

    ・第２回 平成２６年１１月２１日（金） 

     議題 1)かが成年後見センター「ほっこり」事業（中間報告）について 

         ・相談・支援について 

         ・法人による後見人等の受任状況について 

         ・人材育成・研修会について 

        2)意見交換 

    ・第３回 平成２７年３月１３日（金） 

     議題 1)平成２６年度かが成年後見センター「ほっこり」事業について 

         ・相談・支援について 

         ・法人による後見人等の受任状況について 

         ・人材育成について 

         ・啓発・宣伝活動について 

        2)意見交換 

 

② 受任委員会について 

・第１回 平成２７年 １月 ８日（木） 

     議題 1)受任について 

        2)その他について 

        3)活動について 

     受任件数 ２件（成年後見 1件、補佐１件） 

 

 （３）研修について 

① 開催事業について 

イ．かが成年後見センター「ほっこり」PR研修会 

      目的：高齢になり、高齢者自身が他者への意思を伝える事が難しくなるなど、本人の

思いが反映されない状況に陥ることがあるため、意思判断が出来るうちに、思

いを伝えておく大切さを地域の高齢者が集まる場（いきいきサロン等）を活か

し、周知することを目的とする。 

      日時：平成２６年１０月～３月 

      対象：高齢者が集う場所 

      内容：司法書士会員との協働による紙芝居・解説 

         ・エンディングノートと遺言書について 

         ・これだけは言っておきたいシートについて 

         ・かが成年後見センター「ほっこり」について 

 

ロ．市民後見人養成講座修了生と生活支援員合同フォローアップ研修会 

      目的：平成２３年度に実施した「市民後見人養成講座」の修了者及び福祉サービス利

用支援事業における生活支援員の方々を対象に病気や障がいについての理解を

深め、本人の持つ力やみる視点など“ご本人の生活をみる力”について学び、

今後のボランティア活動や地域福祉活動に活かすことを目的にする。 

 
ＰＲ研修 
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      日時：平成２７年１月１０日（土） 午後１時３０分～３時３０分 

      内容：「生活をみる“ちから”」について  

         講義&演習 

         講師：蔭西 操氏（加賀こころの病院 精神保健福祉士） 

 

 

② 職員派遣・視察事業について 

イ．白山市成年後見ワーキングチーム 

      日時：平成２６年５月２１日（水）午前１０時～１２時 

      会場：白山市福祉ふれあいセンター 

      内容：かが成年後見センター「ほっこり」の活動と立ち上げの経緯について 

ロ．社会福祉法人小松市社会福祉協議会 

      日時：平成２７年２月２７日（金）午前１０時～１２時 

      会場：小松市すこやかセンター 

      内容：かが成年後見センター「ほっこり」の活動について 

ハ．石川県庁厚生政策課 

      日時：平成２７年３月３日（火）午前１０時～１２時 

      会場：加賀市市民会館 小会議室 

      内容：・成年後見センターの業務内容について 

         ・法人後見の取り組み状況について 

二．社会福祉法人かほく市社会福祉協議会 

     日時：平成２７年３月６日（金）午前１０時～１２時 

     会場：加賀市市民会館 小会議室 

   内容：法人後見の取り組み状況について 

ホ．成年後見制度にかかる担当者連絡会 

   日時：平成２７年３月２０日（金）午後１時３０分～４時 

     会場：いしかわ総合スポーツセンター 

   内容：成年後見センターの取り組みについて 

  

 

 

４．ボランティアセンター事業 

 

  市民のボランティアに関する理解と関心を深めるとともに、ボランティア活動を促進する 

 ことを目的にボランティアの養成、情報提供、登録・斡旋、啓発活動等を行った。 

 

（１） 啓発情報提供  

①ボランティア相談 

ボランティア関係についての相談について情報提供を行った。 

相談件数  ３４０件（月平均約２８件） 

 

③ ボランティアだよりの発行 

      ボランティア講座、募集情報などをボ

ランティアセンター登録者などに対

して配布し、啓発を行った。 
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      年間 ３回発行（№77、№78、№79）  

発行部数 １，０００部/回 

 

④ ボランティア情報コーナー活用 

市内にある大型ショッピングセンター（イオン、アビオシティ）にてボランティアに

関する情報の掲示を行った。 

 

⑤ みんなでやさしいまちづくり教室 

市内の小・中学校で車いす、手話、点字、誘導教室を行い、障がい者についての理解

を深めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

開催内容 
実施回数 

Ｈ２６年度 Ｈ２５年度 

聞こえに障がいのある人への理解（手話） １５回 １６回 

視覚に障がいのある人への理解（点字） １８回 １３回 

視覚に障がいのある人への理解（歩行） １１回 ９回 

車いすを利用している人への理解 １１回 １４回 

こころの健康について １回 ０回 

福祉に関する講義 １回 ３回 

 ５７回 ５５回 

  
手話 車いす体験 

 

 

点字 誘導 
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平成２６年度 みんなでやさしいまちづくり教室 実施一覧 

 

  教室名 ひにち 学校名 学年 
人

数 

  
教室名 ひにち 学校名 学年 

人

数 

1 手話 5月 27日 東和中 1年生 30 31 点字 10月 28日 片山津小 4年 2組 23 

2 手話 6月 5日 山中中 3年生 73 32 点字 11月 21日 南郷小 4年 1組 11 

3 手話 6月 18日 聖城高校 1年生 13 33 点字 12月 9日 黒崎小 5.6年生 7 

4 手話 6月 19日 山中小 4年生 42 34 歩行 5月 27日 東和中 1年生 30 

5 手話 6月 25日 聖城高校 1年生 13 35 歩行 6月 26日 山中小 4年生 21 

6 手話 7月 2日 聖城高校 1年生 13 36 歩行 7月 3日 山中小 4年生 21 

7 手話 7月 4日 山代小 4年生 49 37 歩行 7月 4日 山代小 4年生 36 

8 手話 7月 9日 聖城高校 1年生 13 38 歩行 9月 5日 錦城小 4年 2組 26 

9 手話 9月 5日 錦城小 4年 1組 26 39 歩行 9月 8日 錦城小 4年 1組 26 

10 手話 9月 8日 錦城小 4年 2組 26 40 歩行 10月 7日 三谷小 4年生 11 

11 手話 10月 10日 金明小 3年 12 41 歩行 10月 10日 金明小 5年 21 

12 手話 10月 20日 河南小 4年生 19 42 歩行 10月 23日 分校小 4年生 18 

13 手話 10月 31日 勅使小 4年 1組 15 43 歩行 10月 24日 勅使小 4年 1組 15 

14 手話 11月 7日 三谷小 4年生 11 44 歩行 12月 9日 黒崎小 3.4年生 6 

15 手話 12月 10日 加賀高校 3年生 20 45 車いす 5月 27日 東和中 1年生 30 

16 点字 5月 27日 東和中 1年生 30 46 車いす 6月 3日 河南小 4年生 19 

17 点字 6月 5日 山中中 3年生 36 47 車いす 6月 26日 山中小 4年生 21 

18 点字 6月 27日 動橋小 4年生 26 48 車いす 7月 3日 山中小 4年生 21 

19 点字 7月 7日 作見小 4年 1組 31 49 車いす 7月 4日 山代小 4年生 32 

20 点字 7月 8日 作見小 4年 2組 30 50 車いす 7月 7日 作見小 4年 2組 30 

21 点字 7月 9日 加賀高校 3年生 20 51 車いす 7月 8日 作見小 4年 1組 31 

22 点字 9月 4日 湖北小 4年 1組 14 52 車いす 7月 11日 動橋小 4年生 26 

23 点字 9月 5日 三木小 4年生 10 53 車いす 9月 30日 湖北小 3年１組 36 

24 点字 9月 24日 錦城東小 4年生 37 54 車いす 10月 9日 庄小 3年１組 24 

25 点字 9月 26日 橋立小 4年生 27  55 車いす 10月 30日 分校小 4年生 18 

26 点字 10月 9日 庄小 4年１組 13 56 こころ 10月 9日 庄小 5.6年生 47 

27 点字 10月 10日 金明小 4年 24 57 講義 6月 9日 山中中 3年生 37 

28 点字 10月 14日 河南小 4年生 19  

29 点字 10月 21日 緑丘小 3年生 8 

30 点字 10月 28日 片山津小 4年 1組 23 

 

 

 

⑤ホームページの開設 

 加賀市ボランティアセンターのホームページを開設し、情報の提供を行なった。 

 （http://www.kagavc.jp/） 

 

http://www.kagavc.jp/
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（２） 登録斡旋事業  

    ①登録状況（平成２７年３月末現在） 

  登録者数   個人ボランティア       １２３名 

         登録ボランティアグループ   １０３グループ（５，０４８名） 

 

②ボランティア紹介状況 

ボランティア依頼件数  ５０件 

ボランティア紹介件数  ４７件 

             （主なもの……イベント、介助、障がい者スポーツ大会補助など） 

 

（３）活動支援                                 

ボランティア保険手続き（助成） 

ボランティア活動者が安心して活動できるようにボランティア活動保険加入手続き

を行った。 

加入件数 延べ人数
ボランティア活動保険（Ａタイプ） ― 2,984

ボランティア活動保険（天災タイプ） ―

ボランティア行事用保険 44 2,897

社協の保険 2 11

福祉サービス総合補償 7 3,269

ふれあいサロン 3 52,749

 

事故報告（９件） 

【ボランティア活動保険】 

 ・太鼓の運搬中に腰を痛めた。 

 ・ボランティアさんからお借りした物を誤って壊してしまった。 

 ・車いす体験時、マットを踏み外し、足首を痛めた。 

  

【ふれあいサロン】 

 ・草かり中に草を引きぬいた際下に落ち、打撲をした。 

 ・片付けの際転倒し骨折した。 

 ・準備の際転倒し骨折した。 

 ・サークルに行く途中自転車で転倒し、腰部を骨折した。 

 

（４） ボランティア交流事業 

「ボランティアの集い」 

  【開催日時】平成２７年２月１５日（日）１３：００～１６：００ 

  【参加者数】２５０名 

       ○催し物および活動発表 ５グループ 

       ○ボランティア体験 ３団体         

       ○喫茶コーナー ２団体 

       ○ボランティア活動紹介 ９グループ  

       ○セルプ商品販売 ３団体  
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傾聴ボランティア 

フォローアップ講座（後庵正治氏） 

 

 

ボランティアリーダー研修「気持ち

のよい会議の持ち方～みんなが意見

を出し合い合意形成するには～」 

（加留部貴行氏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア体験 

 

 

 

 

 

 

 

セルプ商品販売 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動発表 

 

 

 

 

 

 

 

喫茶コーナー 

 

 

 

 

 

 

 
パネルコーナー 

 

（５）ボランティア講座 

（県社協ボランティア出前講座事業） 

① ボランティアリーダー研修 

・ 講師 加留部 貴行氏（九州大学大学院 

統合新領域学府 客員准教授） 

・ 日時 ９月１日（月） 

・ 会場 加賀市市民会館（２階 会議２） 

・ 受講者 １５名 

 

（地域支え合い人材育成事業助成） 

②  傾聴ボランティアフォローアップ講座 

  ・ 講師 松岡 節子氏（富山傾聴ボランテ 

ィア・ピアの会代表） 

  ・ 日時 ９月３日（水） 

  ・ 会場 加賀市市民会館（３階 大ホール） 

  ・ 受講者 ２８名 

 

③ 傾聴ボランティアフォローアップ講座 

・ 講師 後庵正治氏（NPO法人 P.L.A代表） 

・ 日時 ２月１８日（水） 

・ 会場 アビオシティ加賀 

・ 受講者 ２７名 

 

     

 

        

 （６）ジュニアボランティア体験（県ボランティアセンター助成事業） 

      小学生を対象に、地域の福祉ボランティア活動に参加することにより、将来にわたっ

て地域の福祉活動に積極的に参加していく意欲を育てることを目的に開催。 
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敬老の日クッキープレゼント 

（山代っこボランティア） 

 
サマーコンサート 

（動橋っこボランティア） 

 

もちつきの会 

（さくみっ子ボランティア） 

 

センターフェスティバル 

（やまなかっこボランティア） 

① 山代っこボランティア（山代児童センター） 

○「ケアリス山代」 

【開催日】７月２４日（木）午後２時００分～ 

【参加者】こども４名 

○「敬老の日プレゼント配り高齢者宅訪問」 

【開催日】９月１５日（月）午後１時３０分～ 

【参加者】こども１０名、保護者１名、民生委員・主任児童委員４名 

     ○「小規模多機能ホームききょうが丘訪問」 

      【開催日】２月 ７日（土）午前１０時３０分～ 

      【参加者】幼児１名、こども１７名、保護者１名 

     ○「ひな祭りお茶会」 

      【開催日】３月 ７日（土）午後１時３０分～ 

      【参加者】幼児３名、こども１８名、大人３９名 

  

 

② 動橋っ子ボランティア（動橋児童センター） 

○小規模多機能ホーム「ひまわりの家」慰問 

【開催日】５月２５日（土）、９月１３日（土） 

○「サマーコンサート」 

【開催日】７月１８日(金) 

     ○「動橋川沿い美化活動」 

      【開催日】８月１０日（土）、９月１４日（日） 

     ○「りんごのクッキング」 

      【開催日】１１月２２日（土） 

○「一人暮らし宅へ配食サービス‐ジュニアボラン 

ティア隊-」 

【開催日】１１月３０日（日） 

○「年忘れもちつき会！」 

【開催日】１２月７日（日） 

③ さくみっ子ボランティア（作見児童センター） 

     ○「みんなで作る夏まつり」 

【開催日】８月３日（日）１４：００～１６：００ 

○「クリスマスハープと詩のコンサート」 

 

【開催日】１２月２０日（土）１４：００～１５：００ 

     ○「もちつきの会」 

      【開催日】１月２４日（土）１０：００～１２：３０ 

 

④ やまなかっこボランティア（山中児童センター） 

○「加賀市慰霊式献花」５月２５日（土） 

○「ニュースポーツを楽しもう！（宝寿会）」６月７日（土） 

  １１月２９日（土） 

○「七夕お茶会」７月５日（土） 

○「サンライフたきの里訪問」 ７月２５日（木） 

○「サロンボランティア」７月３０日（水）、 

９月２０日（土）、３月３０日（月） 

javascript:void(0);
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○「たきの里訪問」８月７日（木） 

○「はるる訪問」８月１１日（月） 

○「しらさぎ苑訪問」８月２０日（水） 

○「温泉元気クラブと交流会」８月２７日（水）、３月２５日（水） 

○「お散歩号ガイドボランティア」１０月４日（土） 

○「新年お茶会＆旗源平（宝寿会）」１月１０日（土） 

○「センターフェスティバル」２月１日（日） 

○「山中節うたいやんこ」２月２１日（土） 

〇「ひなまつり茶会」３月７日（土） 

○「げんきクラブと交流会」３月２６日（水） 

○「サロンボランティア」３月３０日（日） 

 

  

（７）児童・生徒ボランティア活動普及事業（県ボランティアセンター助成事業） 

小中学校の児童・生徒が福祉ボランティア体験学習を通じて、社会福祉への理解と関心

を高めることにより、日常生活の中で互いに助け合う心や連帯感を養うことを目的とす

る。 

【協力校指定期間】３年間  

【指定校（指定期間）】分校小学校（３年目）・錦城東小学校（３年目）・片山津小学校

（３年目）・錦城小学校（２年目）・橋立中学校（２年目）・山中

小学校（１年目）・山代中学校（１年目） 

 

【３年目のまとめ】（写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分校小学校 

「高齢者疑似体験活動」 

片山津小学校 

「福祉施設訪問」 
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５ 高齢者福祉活動（受託） 

 

（１）地域介護予防活動支援事業（地域おたっしゃサークル事業） 

《 介護予防型 》 

     ・サークル数         ５３サークル 

・開催箇所            ５３箇所 

     ・参加実人数      １，４５６人 

・７５歳以上参加実人員      ９３２人  

・講師連絡会  全体会      １回（２／１３） 

        運動機能向上   １回（４／２２） 

        栄養改善     １回（４／２３、５／２１） 

             口腔機能     １回（４／２８） 

・おたっしゃサークル連絡会    ２回（延べ４回）   

 

 

平成２６年度おたっしゃサークル実施一覧 

実施主体 開催場所 開 催 日 内   容 

上福田健康クラブ 上福田公民館 月４回 体操、音楽療法等 

中新道さわやか健康クラブ 中新道公民館 月４回 体操、レクリエーション 

ハッピーサークル耳聞山 耳聞山会館 月４回 体操、レクリエーション 

新聖会健康クラブ 新聖会館 月４回 体操、レクリエーション、調理実習 

健康クラブすこやか 大聖寺地区会館 月４回 体操、レクリエーション 

健康サークル永町 永町公民館 月４回 体操、レクリエーション、野外活動 

別所健康クラブ 
別所町ふれあいプ

ラザ 
月４回 体操 

むくげの会 
山代老人福祉セン

ター 
月８回 体操 

うきうき教室 はづちを楽堂ほか 月４回 野外活動、手工芸、体操 

弓波いきいきクラブ 弓波町集会場 月３回 体操、レクリエーション 

白山台白楽会 白山台町民会館 月３回 体操、レクリエーション、野外活動 

ときわ台町生きがいクラブ 
ときわ台コミュニ

ティーセンター 
月３回 体操、野外活動、調理実習 

輪和会生きがい活動クラブ 大菅波町公民館 月３回 体操、レクリエーション、調理実習 

三谷地区健康クラブ 三谷地区会館 月４回 体操 

伊切いきいきクラブ 伊切町民会館 月３回 体操、レクリエーション、手工芸 

湖城町生きがい教室 湖城町民会館 月３～４回 体操、レクリエーション 

作見健康クラブ 作見町民会館 月３回 体操 

きんもく星 錦町公民館 月４回 体操、レクリエーションなど 

小菅波ジーバーズクラブ 小菅波町公民館 月３回 体操、レクリエーション、調理実習 

庄地区健康クラブ 庄地区会館 月４回 リズム体操、ニュースポーツなど 

新保いきいきクラブ 新保町公民館 月３回 体操、野外活動 

柴山さわやかクラブ 柴山町民会館 月３回 レクリエーション、ニュースポーツ、体操 

やおき健康クラブ 東山田公民館ほか 月４回 体操、レクリエーション、法話等 
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さわやか教室 塩屋地区会館 月３回 体操、レクリエーション、調理実習、野外活動 

南郷町おもとの会 南郷町民会館 月４回 体操、レクリエーション、調理実習 

L.Lくらぶ 
山中老人福祉センタ

ーゆざや 
月８回 体操 

加美谷台健やかクラブ 加美谷台会館 月４回 体操、調理実習、レクリエーション 

温泉げんきくらぶ 
山中老人福祉センタ

ーゆざや 
月４回 野外活動、レクリエーション、手工芸 

げんきくらぶはせだ会 長谷田会館 月４回 手工芸、体操、野外活動、レクリエーション 

下谷げんきくらぶ 
山中老人福祉セ

ンター 
月４回 体操、手工芸、調理実習、レクリエーション 

上原げんきくらぶ 上原町会館 月３回 野外活動、手工芸、レクリエーション 

スワン健康クラブ 白鳥町民会館 月４回 体操、レクリエーション、野外活動 

畑町たっしゃ会 畑町公民館 月３回 体操、調理実習 

箱宮町さわやか会 箱宮公民館 月４回 体操、レクリエーション 

錦城ヶ丘つくも会 錦城ケ丘町民会館 月３～４回 体操、レクリエーション、調理実習 

東谷口やまゆり健康サークル 東谷口地区会館 月３回 体操、レクリエーション 

若葉クラブ 若葉台町民会館 月３回 体操、レクリエーション、野外活動 

動橋さわやかクラブ 動橋町民会館 月３回 体操、レクリエーション 

ほほえみくらぶ 小塩辻町公民館 月３回 体操、レクリエーション、調理実習 

中田町げんきくらぶ 中田町公民館 月３回 軽体操、レクリエーション 

小塩町元気クラブ 小塩町公民館 月３回 体操、レクリエーション 

南町はっするくらぶ絆 南町集会場 月４回 体操、調理実習 

栢野おたっしゃクラブ 栢野会館 月３～４回 体操 

松が丘おたっしゃ会 松が丘町民会館 月３回 体操、健康講座、レクリエーション 

白路会健康クラブ 黒瀬町公民館 月３回 体操 

塩浜町おたっしゃ・くらぶ 塩浜町公民館 月３回 体操、レクリエーション、調理実習 

花みずきの会 南郷地区会館 月４回 体操、レクリエーション、調理実習 

すこやかくらぶ荒町 荒町町民会館 月３回 体操、レクリエーション 

田尻仲良し会 田尻町公民館 月３回 体操、レクリエーション、調理実習 

緑が丘町グリーンクラブ 緑が丘町民館 月３回 体操、レクリエーション 

宇谷町すこやかクラブ 宇谷町集会場 月３回 体操 

ひまわりクラブ 
山代児童老人福

祉センター 
月４～５回 体操、レクリエーション等 

弓町ハッピーサークル 弓町公民館 月４回  体操、レクリエーション等 

 

 

《 サロン型 》  

・サークル数      １３サークル 

・開催箇所       １３箇所 

・おたっしゃサークル連絡会(サロン型)  ２回(４／１７、３／１８) 
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実施主体     開催場所 開 催 日 

みのり会 山代すみれの家 月２回 

湖城ほほえみサロン 湖城町民会館 月３回 

三木おたっしゃ倶楽部 三木町内会館 月２～３回 

春日町いきいきサロン 春日町公民館 月２回 

松が丘いきいきサロン 松が丘町民会館 月３回 

ひまわり会 西町町民会館 月２回 

ひまわりの会(敷地) 敷地公民館 月２回 

※三ツ町ウェルカムスローライフサロン 三ツ町町民会館 月２回 

※いきいきサロン水仙 熊坂町町民会館 月２回 

※越前三ツ屋町ほほえみサロン「いきいき会」 越前三ツ屋町集会場 月１回 

※あさひ町ふれあいサロンの会 朝日町公民館 月１回 

※分校いきいきサロン 分校町町民会館 月１回 

※いっぷく会 日谷町公民館 月１回 

 ※印…平成 26年度に登録されたサロン 

 

《介護なんでも１１０番出前相談事業》 

    ・出前相談回数   １７サークル 

   ・出前実施事業所    １５事業所 

 

 

（２）高齢者デイサービス 

① 開催日 毎週火曜日 午前１０時～午後２時３０分 

② 登録者数    ９名（平成２７年３月末現在） 

③ 延べ開催数   ４６回 

④ 延べ参加者数 ４２４名 

⑤ 内 容  入浴、食事、軽体操、レクリエーション等 

⑥ 場 所  河南地区会館 

 

 

(３)介護予防・日常生活支援総合モデル事業における試行事業 

(地域おたっしゃサークル強化支援事業) 

《事業目的》 

   地域おたっしゃサークル事業は、地域住民の協力もと、家庭に閉じこもりがちな高齢者など

に対し、寝たきり、認知症予防に資する各種サービスを提供することにより、高齢者が自立生

活の継続と地域での孤立解消を図ることを目的としている。 

   しかし、サークル事業は、地域住民による自主的な運営を主体としていることから、各サー

クルの企画、運営面等におけるサークルリーダーへの負担が増大し、継続困難なサークルが存

在する状況にある。 

   こうした状況をふまえ、サークルの課題を明らかにし、地域に根付いた活動展開による高齢
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者の地域支援体制構築を目的に実施し、支援方策の検証を行う。 

《実施期間》 

  平成２６年１０月～平成２７年３月 

《地域おたっしゃサークル名 》 

継続・健康クラブすこやか 

・若葉クラブ 

新規・松が丘おたっしゃ会 

・上原げんきくらぶ 

《協力法人》 

継続・医療法人社団 長久会 

・社会福祉法人 鶴寿会 

新規・社会福祉法人 萌和会 

・社会福祉法人 篤豊会 

《地域協力》  

新規・作見地区社会福祉協議会 

  ・作見地区民生委員児童委員協議会 

  ・山中地区社会福祉協議会 

  ・山中地区民生委員児童委員協議会 

《事業内容》 

・地域おたっしゃサークル課題整理 

・協力法人による地域おたっしゃサークル企画・運営支援 

・地域での話し合い実施 

《成果》 

   ・地域おたっしゃサークル会員同士の協力体制促進 

   ・地域おたっしゃサークル事業について関係機関への周知 

   ・地域おたっしゃサークル新規会員の増加 

    

 

（４）生活支援サポーター養成講座 

①事業目的 

   高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるために、介護保険サービスなどの公的サービスでは

対応できない、地域の高齢者の個別生活ニーズに応える仕組みを構築するため、市民の主体性

に基づき運営される新たな住民参加サービス等の担い手として「生活支援サポーター」を養成

する。 

 

② 講座開催数 １回 (動橋地区)     

 

③ 講座開催時期 

平成２７年１月１４日(水)～２月２５日(水) ６回 

 

④ 受講者 ３２名（修了者 ２８名) 

 
 

生活支援サポーター養成講座 

（施設見学） 
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動橋地区連絡会 

【カリキュラム】 

 

⑤ 連絡会 

イ． 全体連絡会 

 ・平成２６年 ７月 １日(火)  参加者３２名 

 ・平成２６年１２月 ４日(木)  参加者２９名 

ロ．動橋地区連絡会 

 ・平成２７年 ３月 ４日(水)  参加者１７名 

 

⑥ 地域や地域福祉コーディネーターとの連携 

 

 

（５）いきいき大集合 

    期 日  平成２６年１０月２４日（金） 

    場 所  加賀市スポーツセンター 

    参加者  １，２００名 

    内 容  輪投げ、ピン倒し、バッゴー、  

フライングディスク、玉入れ 

  

 日程 項目 時間 担当 

１
日
目 

１月１４日 

（水） 
13:30～ 16:00 

オリエンテーション １０分 社協 

高齢者になっても地域で暮らし続けるためには（グ

ループワーク） 
1１０分 

金城大学 教授 

内 慶瑞氏 

自己紹介 ３０分 社協 

 

２
日
目 

１月２１日 

（水） 
13:30～ 16:00 

介護保険制度の理解と公的サービス ６０分 長寿課 

認知症の病気の理解 ６０分 
認知症疾患医療センター 

院長地引逸亀氏 

ふりかえり ３０分 社協 

３
日
目 

１月２８日 

（水） 
13:30～ 16:00 

心身の状況の理解 ６０分 こころまちセンター 

対応するときのこころがまえ ６０分 
動橋ひまわりの家 
谷口てるみ氏 

ふりかえり ３０分 社協 

４
日
目 

２月４日 

（水） 
13:30～ 16:00 

コミュニケーションの取り方 １２０分 
富山傾聴ボランティア 

ピアの会 

代表松岡節子氏 

連絡事項 ３０分 社協 

５
日
目 

２月１８日 

（水） 
13:30～ 16:00 

地域にある施設を知ろう! １５０分 ３施設 

６
日
目 

２月２５日 

（水） 
13:30～ 16:00 

自分たちでできること １２０分 
金城大学 教授 
内 慶瑞氏 

修了式 ３０分 社協 
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輪なげ             玉入れ 

 

（６）介護支援ボランティア制度事業 

 ①目的・概要 

  介護予防事業の一環として、ボランティア活動を通じて、地域貢献や社会活動に参加するこ

とで、高齢者がより健康で生きがいのある暮らしを送ることを目的に、65 歳以上の方が行

ったボランティア活動にポイントを付与し、ポイントに応じて交付金として、1年間に最高

5,000円を支給するもの。 

  

 ②ボランティアの受入れに関するアンケートの実施 

加賀市介護サービス事業者協議会の協力をいただき、市内の介護保険関係事業所を運営する

法人に対し、事業実施にあたり、ボランティアの受け入れ等に関する意向のアンケート調査

を行った。 

・ボランティアを受入れる意向について 

・ボランティアにどんな活動について 

・ボランティア受入れにあたっての課題や不安なことについて 

 

 ③介護支援ボランティア制度検討委員会の設置と実施 

  【検討内容】 

・制度の内容に関することについて 

・各種規則、様式等について 

・制度の周知等に関することについて 

・ボランティアの対応等について 

・その他、制度設計のために検討が必要な事項について 

 

【委員構成】 

  ・加賀市ボランティア連絡会（2名） 

  ・加賀市老人クラブ連合会（1名） 

  ・加賀市介護サービス事業者協議会（1名） 

  ・加賀市民生委員児童委員協議会（1名） 

 

【委員会の経緯】 

第 1回：11月 19日（水） 

・加賀市介護支援ボランティア制度検討委員会について 

・介護支援ボランティア制度の概要について   

・介護サービス事業所へのアンケート調査について 

・今後の検討課題等について 

・今後の予定について 

 



 - 35 - 

 

かがりび作品展 

   第 2回：1月 29日（木） 

・第１回加賀市介護支援ボランティア制度検討委員会のふりかえりについて（要点） 

・視察研修の報告について 

・加賀市介護支援ボランティア制度のイメージについて（制度の流れ等） 

・課題整理と検討について 

・今後の予定について 

 

   第 3回：2月 16日（月） 

・第 2回加賀市介護支援ボランティア制度検討委員会のふりかえりについて（要点） 

・加賀市介護支援ボランティア制度の流れについて 

・加賀市介護支援ボランティア事業実施要綱について（素案提示） 

・今後の予定について 

 

   第 4回：3月 12日（木） 

・第 3回加賀市介護支援ボランティア制度検討委員会のふりかえりについて（要点） 

・加賀市介護支援ボランティア事業実施要綱（案）の承認について 

・今後の予定について 

 

【先進地視察研修の実施】 

先進地視察として、平成 22年 10月から当該事業を行っている、三重県桑名市に伺い、制 

度の内容や事業の実施状況（具体的な運用、課題等）についての研修を行った。 

・日 程 平成 27年 1月 15日（木） 

・参加者 桑名市地域包括支援センター職員、桑名市社会福祉協議会職員 

       加賀市長寿課職員、加賀市社会福祉協議会職員 

 

【成果物等】 

  ・加賀市介護支援ボランティア制度実施要綱（案） 

  ・加賀市ボランティアポイント制度（介護支援ボランティア）チラシ 

  ・加賀市ボランティアポイント（介護支援ボランティア）手帳 

  ・活動確認スタンプ 

 

 

 

 ６ 障がい者福祉活動（受託） 

 （１）加賀市かがりび作品展（高齢者・障がい者作品余技展）  

の開催 

 期 日 平成２６年１２月２日（火）～６日（土） 

    開催場所  加賀市市民会館 大ホール 

 出展数   高齢者部門  ９９点             

障がい者部門 ２７点 

        来場者数    延べ５５０名 

    表彰式   平成２６年１２月５日（金） 

          加賀市長賞ほか２１名表彰    

 

（２）障がい者スポーツ大会の開催 

    期  日  平成２６年６月２９日（日） 
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 場  所  加賀市中央公園体育館 

    参加者数   １８４名   

内訳  視覚 ８、聴覚 ８、 

知的 ６１、肢体 ４０、 

ボランティア ５１、 

市職員等 １６ 

 

    協賛企業  一般社団法人 加賀建設業協会 

株式会社 御菓子城加賀藩    

株式会社 加賀福祉サービス  

株式会社 ダスラー 

佐々木プリント株式会社 

社会福祉法人 南陽園 

セブン‐イレブン 加賀市役所前店 

竹内製菓株式会社 

トータルオフィス織田    

  

  

（３）民生委員児童委員・障がい者団体・高校生意見交換会 第９回｢よろしくトーク｣の開催  

   期  日  平成２７年２月１７日（月） 

   場  所  加賀市市民会館 ３階 大ホール  

   コーディネーター 後庵 正治 氏（自己開発研究所 所長） 

参加者数  ７１名   

(内訳：民児協２２、障がい者団体２０、加賀高校１５、地域福祉課１、障がい福祉課２、 

    手話通訳２、要約筆記３、社協５、講師１） 

 内  容  ・疑似体験、グループワーク 

・講義 

・まとめ 

 

 

（４）点字広報等発行事業 

 ①点字広報    配布先  １３名  

             配布数  １２回（年間） 

             協力ボランティア  アイパル 

    ・広報以外の点訳物  議会だより 、ごみカレンダー、社協だより「あいあい」 

               身障協会資料など  

② 声の広報    配布先  １９名（ＣＤ１５名、カセット４名） 

             配布数  １２回（年間） 

             協力ボランティア  こもれび 

    ・広報以外の音訳物  議会だより 、ごみカレンダー、社協だより「あいあい」 

 

 

 

障がい者スポーツ大会 
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ヘルストロン 

 

 

３．山中老人福祉センター管理運営事業 

 （１）施設活用 

利用者数（Ｈ２６.４．１～Ｈ２７．３.３１）  

研修室（１階）     ８９９人 

老人室（２階） １，８９８人 

大広間（３階）   ３８６人 

サロン     ２，９３０人  

ロビー     ８，５２８人 

主な利用内容  囲碁・将棋・会議・ 

ヘルストロン、マッサージチェア 

 

 （２）ゆざや管理運営事業 

利用者数（Ｈ２６.４．１～Ｈ２７．３.３１）  

ゆざや    ６，２３５名 

 

４．老人福祉・児童センター事業 

  （１）連携の強化  

① 所長会の開催 

     センター間の連携を行うため毎月１回所長会を行 

った。 

 

② 児童厚生員会の開催 

 児童厚生員の情報交換を目的に児童厚生員会を 

行った。 

 

③ おでかけ児童センターの開催 

児童センターのない地区に職員が出向き、工作やゲーム等の指導を行い、児童の余暇時

間を健全に過ごしていだくことを目的に実施した。 

平成２７年 ３月 １日（日） 田尻町子ども会（田尻公民館）  児童５２名 

 

④ 加賀市子どもまつりへの参加 

     工作コーナーを担当。「ぶんぶんごま」を遊びに来た児童に指導した。 

平成２６年 ５月１８日（日） 加賀市子どもまつり(加賀市中央公園あいりす)  

児童１２２名 

 

⑤ 障がい者との交流 

     平成２６年 ８月 ４日（月） ペタンク大会（加賀体育館）  児童２３名 

 

⑥ 合同行事の開催 

     ６児童センターが集まり、県民の森にてイワナつかみや、陶芸体験を行った。 

平成２６年 ６月２９日（日） 自然とあそぼう！２０１４   児童６０名 

平成２６年 ９月 ７日（日） 陶芸体験（窯入れ）      児童２６名 

平成２６年１０月１２日（日） 陶芸体験（窯出し）      児童２４名 

  

 合同行事：陶芸体験（県民の森） 
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⑦ 研修会の実施 

イ． 平成２６年 ６月９日（月）所長・児童厚生員合同研修会 

 講師 大聖寺警察署 岩田 大二郎氏 

ロ． 平成２６年 ７月１７日（木）児童厚生員研修会   

講師 寺井 弘実氏 

      ハ．平成２６年１０月 ２日（木）所長研修会  

視察先 京都梅津北児童館 

      

 

⑧ 石川県健民運動青少年ボランティア賞の受賞 

★ボランティア活動に自主的かつ積極的に他の模

範となるような優れた活動を実践した団体として、

本部長の谷本正憲知事より表彰状と記念の楯をい

ただきました。 

・ 日時：平成２７年１月１６日（金）  

・ 会場：石川県行政庁舎１１階 １１０９会議室 

・ 被表彰者 やまなかっ子ボランティア（山中児童センター） 

 

 

 

 （２）老人福祉・児童センター利用状況 

        ①老人福祉センター 

    ・老人福祉センター年間利用者数 

 大 聖 寺 山   代 片 山 津 

 開館日数 老 人 一 般 会議数 老 人 一 般 会議数 老 人 一 般 会議数 

合計 292 4,706 1,358 38 3,811 499 34 1,644 1,105 60 

 

    ・老人福祉センター行事  

     ダンス、詩吟、民謡、カラオケ、手芸、その他各種サークル活動等を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ②児童センター 

・児童センター年間利用者数  

 
合  計 

屋     内 屋     外 

幼 児 児 童 中高生 保護者 幼 児 児 童 中高生 保護者 

大聖寺 13,516 1,713 5,553 1,306 1,702 572 2,042 166 462 

山代 12,162 539 5,396 683 771 272 3,746 464 291 

 

手芸教室（片山津） 
 

みんなで“ペタンク”を楽しもう！ 

（大聖寺） 

 
健民運動青少年ボランティア賞 

（やまなかっ子ボランティア） 
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せつぶんのつどい（大聖寺） 

 

クリスマス 

ハープと詩のコンサート（作見） 

 

ピップホップダンス（山代） 

 

親子星空観察会（山中） 

 

キッズクッキング（片山津） 

片山津 22,770 1,017 7,599 2,117 1,594 858 6,120 1,954 1,511 

動橋 13,681 922 6,757  2,516 337 2,402  747 

作見 19,295 1,724 8,179 1,506 1,624 861 4,393 373 635 

山中 19,325 3,094 8,649 600 3,412 356 2642 128 444 

    ・児童センター行事 

      自然と遊ぼう！２０１４、陶芸体験、遊びのチャンピオン大会、旗源平、手芸クラブ、

映画会、キッズクッキング、工作遊び、七夕行事、クリスマス行事、お正月行事、 

もちつき会、節分行事、ボランティア活動等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．加賀市市民会館管理運営事業 

（１）貸館件数    ２，８０９件（前年対比２１２件増） 

（２）利用者数   ６６，１４４名（前年対比４，８５３人増） 

（３）小規模修繕工事の実施 

  ①保健センター側手洗器用排水トラップ修繕 

  ②会議室扉等修繕 

（４）消防訓練の実施 

・ ６月３０日（月）総合訓練 

・１１月１４日（金）総合訓練 
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６．福祉団体等の支援 

１ 石川県共同募金会加賀市共同募金委員会 

 （１）募金活動への協力依頼 

  ・区長会連合会、民生児童委員協議会等への依頼 

  ・市内各企業、金融機関、学校、福祉施設等へ協力の呼びかけを行った 

（２）街頭募金の実施（実施数 １３回） 

 

                                        

開催日 開催会場 街頭募金ボランティア 募金額（円） 

10月 9日（木） イオン加賀の里 
日日好日院、朋友会、山代温泉ヴ

ィラ、ケアハウス和 
１５，１１３  

10月 12日（日） マルエー大聖寺店 
ガールスカウト石川県第４団ジ

ュニア部門 
４，８６２ 

10月 12日（日） アビオシティ加賀 さくらんぼサークル １３，３５４  

10月 13日（月） アビオシティ加賀 UTエイム １７，１４０  

10月 15日（水） 砂足公園 片山津児童センター ９３５ 

10月 16日（木） アビオシティ加賀 
夢うさぎ、加賀中央慈妙院、なん

なん 
７，３３１  

10月 19日（日） 加賀農協まつり 朋友会・伊奈美園 ４４，７７０ 

10月 25日（土） アビオシティ加賀 
林光母子ホーム、山代温泉ほっと

篤寿苑、加賀中央ヴィラ松が丘 
１０，７１０  

10月 26日（日） マルエー加茂店 
ガ ー ル ス カ ウ ト 石 川 県     

第４団ジュニア部門 
１１，８６４ 

11月 6日（木） マルエー動橋店 動橋小学校 ６，０４９  

11月 7日（金） バロー大聖寺店 錦城東小学校 ７，５６７  

11月 9日（日） 大同工業体育館 おやこ劇場 ７，３２１  

11月 9日（日） イオン加賀の里 黒崎子供会 １１，８３６  

合 計 延べ１３箇所 延べ１９団体 １５８，８５２ 

 

 

 

   
ガールスカウトジュニア部門 動橋小学校 錦城東小学校 
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（３）学校募金の実施（市内 小学校、中学校、高等学校 ９校） 

 

 

 

（４）歳末たすけあい運動の実施 

 

(５) 加賀市共同募金委員会 

・運営委員会 年５回開催 

・審査委員会 年４回開催 

 

 

    ２  民生委員児童委員協議会 

地域福祉推進の中心的役割を担い、住民に最も身近な相談・支援者である民生委員児童委員 

の活動を推進するため、加賀市民生委員児童委員協議会と協力して次の事業を行った。 

（１）会の運営 

・ 正副会長会議 １２回  

・ 役員会    １２回 

・ 監査会     １回 

・ 集い      １回 

（２）民生委員児童委員の集い（全体研修会）開催 

・ 期日  平成２６年６月２２日（日） 

・ 場所  加賀市市民会館 ３階 大ホール  

（３）研修会等の開催、参加 

①菰野町、東海市民児協との交流 

②教育委員会事務局との意見交換会 

③視察研修の実施（高島市民児協） 

④おたっしゃ先生交流授業 

（４）広報発行 

・ みんじ かが 第１０号（平成２６年１０月１日発行） 

・ 主任児童委員広報 Yuたんぽ 第１０号（平成２６年１０月１日発行） 

（５）地域見守り支えあいネットワーク活動など 

・ 安心カードの配布等 

（６）ひとり暮らし高齢者ふれあいの集い開催事業  

                                    （単位：人）                                                                                                                                                                  

地区名 主   催 場    所 開催日 
    参   加   者    数   

１人暮し 
民生委員

児童委員 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ その他 計 

大聖寺 民児協 大聖寺地区会館 6/15 90 28  1 119 

山  代 民児協 山代地区会館 7/12 105 34  64 203 

片山津 民児協 ホテルアローレ 7/25 89 25  3 117 

作  見 民児協 北潟湖畔荘 5/29 35 17  2 54 

動橋・分校 民児協 健康ランド「ゆめのゆ」 6/16 44 13   57 

小学校（３） 動橋小学校、金明小学校、黒崎小学校 

中学校（３） 片山津中学校、東和中学校、橋立中学校 

高等学校（３） 大聖寺実業高校、加賀高校、加賀聖城高校 

 

民生委員児童委員の集い 
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身障協会：バリアフリーディスク 

ゴルフ競技大会 

 
老人クラブ大会 

橋  立 民児協 橋立地区会館 6/14 31 10  24 65 

三谷・南郷 民児協 三谷地区会館 7/18 32 12   44 

三木・塩屋 民児協 北潟湖畔荘 6/24 22 9  3 34 

山  中 民児協 今立会館ほか 通年 113 53  2 168 

計   561 201  99 861 

   

 

 

３  市内福祉施設長会 

（１） 会議の開催 

（２） 普通救命講習の開催 

・平成２６年１０月１４日（６名参加） 

（３） 施設職員交流事業の開催                 

        期 日  平成２７年３月５日                        

場 所  百万石リゾートレーン         

内 容  ボウリング大会（５２名参加） 

   

 

４  法人立保育園連合会 

(１） 毎月定例会を開催 

(２） 研修会等の協力 

 

 

５  老人クラブ連合会 

(１) 各種会合、部会の開催 

(２) グラウンドゴルフ大会、ペタンク大会等の事業            

      協力 

 

 

６  遺族会 

（１） 役員会の開催 

（２） 市戦没者慰霊式への参加 

（３） 記念誌の発行 

 

 

７  身体障害者福祉協会 

（１） 役員会・総会の開催 

（２） 各種障がい者スポーツ大会の参加など 

（３） 児童センターとの交流会 
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８ ボランティア連絡会 

（１） 役員会等の開催 

（２） ボランティア交流事業「集まって話しよっさ」 

       ・平成２６年８月２９日（金）（参加３０名） 

（３） 全国ボランティアフェスティバルぎふ 

  ・平成２６年９月２８日（参加１６名） 

（４） ボランティアの集い（詳細は、ボランティア事業欄に掲載） 

       ・平成２７年２月１５日（参加２５０名） 

（５） ボランティアキャラクター表彰  

       ・最優秀賞「かがぼー」山代中学校生徒作品  

 

９  社会を明るくする運動実施委員会 

（１） 総会の開催 

（２） 街頭宣伝等の実施  

（３） 中学生一日保護司 

（４） 愛の封筒募金 

（５） 配分等の協力 

（６） 公開ケース研究会の開催 

 

10 忠霊塔維持奉賛会 

（１） 役員会等の開催 

（２） 各事業への協力 

 

11 介護サービス事業者協議会 

（１） 独自事業 

① 役員会・総会の開催 

② 研修（施設サービス部会・居宅在宅サービス部会・地域密着サービス部会） 

（２） 介護サービス事業者振興事業 

① 通所系サービス事業所連絡会 

② 訪問介護事業所連絡会 

③ 通所系サービス事業所および訪問介護事業所合同研修会 

④ 地域密着型サービス事業所連絡会および研修会 

（３） 介護予防・日常生活支援総合事業生活サービス構築業務 

① 介護予防・日常生活支援総合事業生活支援サービス構築業務検討委員会 

② 中間報告会および最終報告会 

③ モデル事業所勉強会 

 

 

 
社明：中学生一日保護司 

 

介護予防・日常生活支援総合事業生活 

支援サービス構築業務最終報告会 

 
ボランティアキャラクター 

かがぼー 
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