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平成２８年度社会福祉法人加賀市社会福祉協議会事業報告 

 

１．会議  

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 5回） 

  開催年月日     議                   題 

平成 28 年 5 月 24 日 １）評議員の選任について 

２）平成 27年度事業報告について及び決算について 

 

平成 28 年 10 月 7 日 １）平成 28年度収支予算の補正について 

 

平成 28 年 12 月 22 日 １）評議員の選任について 

２）第三者委員の選任について 

３）定款の変更について 

４）評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 

５）評議員選任・解任委員の選任について 

６）評議員選任規程の一部改正について 

７）平成 28年度収支予算の補正について 

 

平成 29 年 2 月 27 日 

 

１）評議員候補者の推薦について 

 

平成 29 年 3 月 27 日 １）平成 29年度事業計画について 

２）平成 29年度当初予算について 

３）経理規程の一部改正について 

４）役員等報酬規程の一部改正について 

５）育児休業、育児のための深夜業の制限及び育児短時間勤務に

関する規程の一部改正について 

６）介護休業、介護のための深夜業の制限及び介護短時間勤務に

関する規則の一部改正について 

７）給与規程の一部改正について 

８）施設職員嘱託職員等就業規程 別表（第 15条関係 時間給）

の改正について  

９）各規程の一部改正について 

10）平成 28年度収支予算の補正について 

 

 

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 28 年 5 月 24 日 １）理事の選任について 

２）平成 27年度事業報告及び決算について 

 

平成 28 年 10 月 7 日 １）平成 28年度収支予算の補正について 

 

平成 28 年 12 月 22 日 

 

 

 

１）理事の選任について 

２）第三者委員の選任について 

３）定款の変更について 

４）評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 
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５）評議員選任規程の一部改正について 

６）平成 28年度収支予算の補正について 

 

平成 29 年 3 月 27 日 １）平成 29年度事業計画について 

２）平成 29年度当初予算について 

３）経理規程の一部改正について 

４）役員等報酬規程の一部改正について 

５）育児休業、育児のための深夜業の制限及び育児短時間勤務に

関する規程の一部改正について 

６）介護休業、介護のための深夜業の制限及び介護短時間勤務に

関する規則の一部改正について 

７）給与規程の一部改正について 

８）施設職員嘱託職員等就業規程 別表（第 15条関係 時間給）

の改正について  

９）各規程の一部改正について 

10）平成 28年度収支予算の補正について 

 

 

３ 評議員選任・解任委員会（開催回数 １回） 

  開催年月日     議                   題 

平成 29年 3月 7日 評議員の選任について 

 

 

４ 正副会長会議（開催回数 7回） 

  開催年月日     議                   題 

平成 28 年 5 月 18 日 

 

 

１） 理事会・評議員会提出議案について 

２）職員人事について 

 

平成 28 年 9 月 23 日 １）理事会・評議員会提出議案について 

２）平成 29年度加賀市要望事項について 

３）災害ボランティアセンター業務における加賀青年会議所との

協定について 

４）嘱託職員募集状況について 

５）福祉車両等助成金申請状況について 

６）児童センター等管理業務報告 

 

平成 28 年 12 月 6 日 １）理事会・評議員会提出議案について 

２）定款変更について 

３）各種表彰等受賞お祝い報告 

４）嘱託職員採用報告 

５）民生委員委嘱状伝達、退任委員感謝状贈呈について 

６）災害ボランティアセンター業務における加賀青年会議所との

協定書締結報告 

 

平成 28 年 12 月 14 日 

 

１）理事会・評議員会提出議案について 

平成 29 年 2 月 17 日 

 

１）評議員候補者について 

２）理事会・評議員会提出議案について 
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３）市要望事項の進捗 

４）嘱託職員時間外手当等の計算方法変更について 

５）社会福祉充実計画について 

６）補正予算について 

７）市社協人事評価制度について 

８）次年度の方針について 

 

平成 29 年 2 月 27 日 

 

１）職員勤務状況について 

２）次年度の方針について 

３）理事会・評議員会について 

 

平成 29 年 3 月 21 日 １） 理事会、評議員会提出議案について 

２） 児童センター職員確保について 

３）社協職員人事評価について 

 

 

 

５ 監事会（開催回数 １回） 

  開催年月日     議                   題 

平成 28年 5月 16日 平成 27年度事業及び決算について 

 

 

 

６ 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 28 年 5 月 17 日 １） 部会長、副部会長の選出について 

２） 避難行動要支援者名簿について 

３） 地区座談会の開催について 

４） 市社協会費について 

５）地域福祉部会平成 28年度の予定について 

６）地区社会福祉協議会について 

７）福祉協力員について 

８）市民福祉大会における被表彰者の推薦について 

９）「こころがほっこり あったか出来事」の配布について 

10）その他 

平成 28 年 7 月 19 日 １） 地域見守り支えあいネットワーク事業について 

２） 社協賛助会費について 

３） 加賀市民福祉大会について 

４） 研修会について 

５） 視察研修について 

６） 忠霊塔について 

７） その他 
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平成 28 年 9 月 20 日 

 

 

 

 

 

 

１） ふれあい食事会活動補助申請について 

２） 地域見守り支えあいネットワーク活動について 

３） 地区社協活動補助金について 

４） 福祉協力員活動補助金について 

５） 視察研修について 

６） 赤い羽根共同募金について 

７） その他 

平成 28 年 11 月 11 日 

 

視察研修会（富山県南砺市社会福祉協議会） 

     （富山市角川介護予防センター） 

１）「ケアネット活動」について 

２）施設見学 

平成 29 年 1 月 17 日 

 

１） 加賀市社会福祉協議会理事・評議員等の選出について 

２） 視察研修の報告について 

３） 地域見守り支えあいネットワークについて 

４） 食事会の助成について 

５） 加賀市社会福祉協議会賛助会員・福祉協力員研修について 

６） その他 

平成 29 年 3 月 21 日 １） 地域見守り支えあいネットワークについて 

２） 福祉協力員について 

３） みまもりトークについて 

４） 平成 29年度地域福祉部会の日程について 

５） その他 

 

 

 

２．本部事業  

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 ２１，３２３世帯   （３，１９８，４５０円） 

②賛助会員 １口 １，０００円    ５９８口        （５９８，０００円） 

 

（２）寄附金の受付 

①社会福祉寄附金   ２０件  （１，６６２，８３０円） 

②車イス購入寄附金         （１１６，２６２円） 

 

（３）寄附物品の受付 

① プルタブ        ３０６件  約８８、３ｋｇ 

② 使用済み切手       １０４件  約１２ｋｇ 

③ インクカートリッジ    ５９件 

④ ベルマーク        ４６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加賀市グラウンドゴルフ協会 様 

  ・受領日 平成２８年１２月１９日 

  ・寄附金額 １０７，１００円             

 

 

 

南砺市社協視察 

 

黒崎小学校 

 

加賀市グラウンドゴルフ協会 
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②株式会社大同ゼネラルサービス 様 

  ・受領日 平成２９年２月 

  ・寄贈物品 レクリエーション用具ほか 

（合計 ３３２,０００円相当） 

 

③馬場ちわ子 様（遺言による寄付金）  

  ・受領日 平成２９年３月２３日 

  ・寄附金額 １，２３７，９０８円 

 

（５）車イス寄贈 

    【贈呈日】平成２９年３月１５日（火） 

    【車いす台数】３台 

（軽量・スレンダー・ウイングスイング、各 1台） 

    【寄贈先】加賀市社会福祉協議会（貸出し用） 

 

（６）助成金事業 

①ジュニアボランティア体験事業 

     【助成元】 石川県社会福祉協議会 

【助成金額】１５０，０００円（５０，０００円×３児童センター） 

【事業名】 ３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記載） 

   ②地域福祉ボランティア活動振興事業 

    【助成元】 石川県社会福祉協議会 

    【助成金額】２３５，０００円 

    【事業名】傾聴ボランティア養成講座（ボランティア事業欄に記載） 

   ③共同募金助成事業 

    【助成元】 加賀市共同募金委員会 

【事業名・助成金額】 

      イ．広報誌「あいあい」発行事業         ５４１，８９８円 

      ロ．赤いリンゴお届け事業            １５０，０００円 

【ワンコインプレゼンテーション・助成金額】 

      イ．山中児童センター「新１年生交流事業」     １５，０００円 

      ロ．市社協「成年後見制度円滑事業」        １６，６００円 

      

（７）民間企業等からの社会貢献活動 

① 行事への支援 

イ．障がい者スポーツ大会（８社） 

・ 株式会社 御菓子城加賀藩 様 

・ 株式会社 加賀福祉サービス 様 

・ 株式会社 ダスラー 様 

・ 社会福祉法人 南陽園 様 

・ セブン‐イレブン 加賀市役所前店 様 

・ 竹内製菓株式会社 様 

・ トータルオフィス織田 様 

・ 夢屋 加賀店 様 

ロ．ボランティアの集い（３社） 

 

車イス贈呈式 

（やくおうえん保育園） 

 
㈱大同ゼネラルサービス 
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担当者研修会 

 株式会社 ダスラー 様 

 株式会社 幸栄堂 様 

 株式会社 御菓子城加賀藩 様 

ハ．児童センターとからだの不自由な人との交流会（１団体） 

 加賀市スポーツ振興事業団 様（加賀体育館） 

二．自然と遊ぼう！２０１６（１団体） 

 石川県民の森地域振興会 様 

 

 

２ 地域福祉活動 

（１） 自主事業 

①地域福祉活動計画関係 

●地区見守り支え合いネットワーク計画の作成 

  ・第２次計画（平成２７年度～平成３１年度）

の中で、最重点施策に挙げられている見守り支

え合いネットワークを計画的に進めるため、地

区社協単位で地区見守り支え合いネットワーク

計画を作成し、内容を確認しながら取り組んだ。 

【会議等開催状況】 

・ ２月２４日 担当者研修会（市民会館） 

 

②児童支援行事の開催 

イ． 自然とあそぼう！２０１６ 

 期日 平成２８年７月２５日（月） 

 内容 県民の森でイワナつかみ、沢登り体験、災害ボランティア講話 

 参加数 ４８名（児童３４名、ボランティア４名、職員１０名） 

ロ． 児童センターとからだの不自由な人との交流会 

 期日 平成２８年８月２２日（月） 

 内容 加賀体育館でバリアフリーディスクゴルフ体験、防災食試食 

 参加数 ６０名（児童２３名、障がい者１８名、ボランティアなど１９名） 

ハ． おでかけ児童センター 

１） 三谷地区会館 

 期日 平成２９年１月７日（土） 

 内容 三谷地区子ども会と５児童センタ

ー児童が旗源平で交流 

 参加数 ５４名（児童３７名、大人１７名） 

 協力 三谷地区社会福祉協議会 

  市民児協主任児童委員部会 

２） 田尻町公民館 

 期日 平成２９年３月４日（土） 

 内容 田尻町子ども会に児童厚生員がゲーム・レクリエーションなどを指導 

 参加数 ６５名（児童５５名、児童厚生員１０名） 

 

③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      １２名 

ロ．協力会員       ８名 

 

旗源平交流会 
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ハ．活動延べ回数   １８６回 

二．活動延べ時間   ２２２．５時間 

ホ．活動支援内容   入院中の洗濯・買い物、通院支援、掃除等 

 

④福祉協力員設置事業 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑤福祉施設見学会の開催（賛助会員・福祉協力員対象） 

  ・開催日：平成２９年１月３０日（月） 

・参加者：１９名 

・見学先：  高齢者サロンしゃくなげ（高齢者支援） 

山中児童センター（児童支援） 

たんぽぽの家（ニート、ひきこもり支援） 

ゆとりライフはるる（篤豊会経営のサービ 

ス付き高齢者向け住宅） 

 

⑥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） 

          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） 

   ３）平成２８度利用登録者  ４６名 

   ４）登録運転手        ９名 

 

利用月 
利用回数

（回） 
利用料(円) 

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) 

Ｈ28.4 40 71,165 23 39,915 17 31,250 1 

5 40 65,430 23 34,280 17 31,150 1 

6 29 48,020 18 26,820 11 21,200 4 

7 35 63,805 27 46,455 8 17,350 0 

8 36 65,475 27 48,125 9 17,350 2 

9 37 57,475 31 49,525 6 7,950 3 

10 35 61,745 25 39,870 10 21,875 2 

11 29 56,065 22 39,215 7 16,850 1 

12 32 53,848 25 43,773 7 10,075 1 

H29.1 29 55,620 23 44,320 6 11,300 0 

 
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２８年度 １３５町（46.5％） ３４９名 ２２８名 １２１名 

平成２７年度 １５６町（54.7％） ３８３名 ２５７名 １２６名 

対  比 ２１町減 ３４名減 ２９名減 ５名減 

 

福祉施設見学（たんぽぽの家） 
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2 28 50,835 24 41,060 4 9,775 2 

3 37 66,855 30 56,855 7 10,000 1 

合計 407 716,338 298 510,213 109 206,125 18 

月平均 33 59,694 24 42,517 9 17,177 1 

 

    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  ７３回 

 

⑦ 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 １，５００部 

ハ． ホームページ・ブログの更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧物品貸出し事業 

イ． 車イスの貸出し 

ロ． 貸出し延べ台数 ２６３台 

ハ． 利用目的  旅行、病気療養、冠婚葬祭など 

 

⑨イベント機材の貸出し  

イ． 綿菓子機       ３１回 

ロ． ポップコーン機    ２７回 

ハ． かき氷機        ９回 

ニ． パイプテント      ８回 

 

⑩レクリエーション機器の貸出し  

イ． 輪投げ        ３０件 

ロ． バリアフリーディスク ４０件 

ハ． バッゴ―       ２４件 

ニ． スカットボール    １１件 

 

（２）受託事業 

① 地域見守り支えあいネットワーク事業 

 

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 

 
軽量車イス 

 

スカットボール 
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イ． 地区社協・民児協との連携、調整、支援 

・ 地域実施主体である地区社協と連携し活動展開（１７地区社協） 

・ 隔月で地域見守りネットワーク活動の進捗状況確認 

・ 地区社協・地区民児協との調整 

ロ． 見守り座談会（説明会および研修会）の開催 

・ 開催数   ４１回 

・ 参加者数  ９３２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ． 研修会および情報交換会の開催 

１） 福祉施設見学会（再掲） 

 開 催 日 １月３０日（月）９時～1５時 

 視 察 先 ①高齢者サロンしゃくなげ  

②山中児童センター（プラネタリウム）  

③たんぽぽの家  

④ゆとりライフはるる 

 参加者数 １９人 

２） 地域見守り支えあいネットワーク担当者研修会（再掲） 

 開 催 日 ２月２４日（金）１６時～１７時３０分 

 会  場 加賀市市民会館２階 第２会議室 

 参加者数 ３１人 

３） みまもりトーク 

 開 催 日 ３月１１日（土）１３時３０分～１５時３０分 

 会  場 加賀市市民会館 大ホール 

 参加者数 ８６人 

ニ． 福祉協力員の委嘱（再掲） 

 ３４９名委嘱 

 １３５町から推薦 

ホ． 活動資材の作成 

 福祉協力員の手引き（第７版）７００部 

 配布先  福祉協力員、区長、民生委員児童委員 

  

委嘱状交付（動橋地区） 委嘱状交付（三谷地区） 

  

庄地区（要支援者の確認） 湖北地区（認知症理解の研修） 
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② 加賀市民福祉大会 

・ 期 日  平成２８年７月２３日(土) 

・ 場 所  加賀市市民会館 大ホール 

・ テーマ  『人と人とのつながりで安心して生活できる地域づくり』  

・ 参加者  ３７４名 

・ 表彰式  ５３名・４団体の表彰 

・ 地域福祉啓発講演会（消費者啓発講演） 

演題「爆笑！！おもろい人生のススメ！」 

講師 いちのせ かつみ氏 

 

③ 加賀市戦没者慰霊式 

・ 期 日  平成２８年５月１５日(日) 

・ 場 所  加賀市市民会館 

・ 参列者  ２６６人 

・ 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。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

１）相談件数 

  平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 前年度対比 

４月 39 14 11 -3 

５月 35 13 18 5 

６月 29 19 14 -5 

７月 39 13 16 3 

８月 35 18 14 -4 

９月 37 12 17 5 

１０月 24 18 28 10 

１１月 17 18 17 -1 

１２月 9 15 17 2 

１月 15 11 26 15 

２月 14 20 18 -2 

３月 26 21 25 4 

計 319 192 221 29 
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      ２）種類別件数（平成２８年４月～２９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 4   4 3    11 

５月 5   4 6 3   18 

６月 2   6 6        14 

７月 5   3 8    16 

８月 5   4 5    14 

９月 7   2 8    17 

１０月 8   6 14    28 

１１月 5   2 10    17 

１２月 8   5 4    17 

１月 3   2 20 1   26 

２月 6   4 5 3   18 

３月 11   4 6 4   25 

合計 69   46 95 11   221 

 

     ３）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   1 100       1 100 

山代   2 137       2 137 

片山津   1 100     1 222 2 322 

作見   2 200   1 339   3 539 

動橋・分校             

橋立             

三谷・南郷   1 100       1 100 

三木・塩屋             

山中 1 315 2 200   1 300   4 815 

合 計 1 315 9 837   1 639 1 222 13 2,013 

 

４）貸付金額 

   a．福祉資金      ６３９，０００円（ ２件） 

   b．総合支援資金    ３１５，０００円（ １件） 

   c．緊急小口資金    ８３７，０００円（ ９件） 

   d．臨時特例つなぎ         ０円（ ０件） 

   E. 教育支援      ２２２，０００円（ １件） 

 

ロ．生活困窮者自立支援事業 

生活保護に至る前の段階の生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援す

るため、「生活困窮者自立支援法」の趣旨に従い、相談の状態に応じた包括的かつ継

続的な相談支援等を実施するとともに、自立・就労支援等の体制を構築することによ
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り、生活困窮者の自立を促進することを目的に実施。 

 

◇自立相談支援事業（必須事業） 

１） 相談員等の設置（相談員１、事務員１） 

 相談員１名（地域福祉課生活保護相談窓口で業務） 

 事務員（兼務）１名（社協事務局内で業務） 

２） 生活困窮者の把握 

 新規相談受付件数（総数）  ２４１件 

３） 相談の受付 

 市役所生活保護相談窓口 

 市民会館 社会福祉協議会事務局 

４） 自立支援計画（プラン）の策定 

 プラン作成件数  ４９件 

５） 支援調整会議の開催（８回） 

   月日  月日 

第１回 ５月１９日 第５回 １１月１７日 

第２回 ７月２１日 第６回 １２月１５日 

第３回 ９月１５日 第７回 １月１９日 

第４回 １０月２０日 第８回 ３月１６日 

６） 関係機関とのネットワークづくり（連携先） 

a． 生活費関係  ・地域福祉課（生活保護担当） 

       ・地域福祉課（消費者相談担当） 

       ・税料金課 

       ・社会福祉協議会（生活福祉資金担当） 

       ・保険年金課 

b． 児童問題   ・子育て支援課 

       ・健康課 

       ・スクールソーシャルワーカー 

       ・NPO法人かもママ 

c． 高齢者問題  ・長寿課 

・地域包括支援センター 

d． 精神障害（引きこもり）問題 

  ・ふれあい福祉課 

・相談支援事業所 

       ・いまここ親の会 

e． 就労問題   ・ハローワーク加賀 

 

７） 関係機関への周知 

 ちらし作成 

      

◇学習支援事業 

１） 学習支援関係団体の意見交換会 

 【開催日】 

 第１回：平成２８年９月１３日 

 第２回：平成２９年１月２６日 

 【参加団体】 
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 まちこや（山代温泉まちづくり推進協議会） 

 寄り道ハウス（おやこハグネット） 

 勉強会＆クッキング（片山津児童センター） 

 すずかけ塾（動橋地区まちづくり推進協議会） 

 河南元気っ子塾（河南地区会館） 

 やまなかっ子塾（山中児童センター） 

 

２） 講演会「学習支援と居場所づくり～児童センターを拠点とした支援活動～」 

 日時：平成２８年８月１０日（水）１９：３０～２１：００ 

 会場：加賀市市民会館 大ホール 

 講師：依田秀任氏（児童健全育成推進財団 事務局長） 

 参加：６０名 

 

３） 視察研修 

 【京都市視察研修】 

 視察日：平成２８年１１月２９日 

 視察先：京都市南青少年活動センター 

    山科醍醐こどものひろば 

 参加人数：９名 

  

４） 学習支援実施団体の支援 

 【支援内容】 

 職員、学生派遣：９名（延べ５７回） 

 【派遣先】 

 勉強会＆クッキング（片山津児童センター） 

 すずかけ塾（動橋地区まちづくり推進協議会） 

 河南元気っ子塾（河南地区会館） 

 やまなかっ子塾（山中児童センター） 

 

◇研修会等の参加   

１） 自立相談支援事業従事者養成研修（神奈川） 

 主任相談支援員研修 ８月１７日～１９日  

 

２） 平成２８年度 生活困窮者自立支援制度に関する勉強会（石川県庁） 

 第１回  １０月 ７日（金）  

 第２回  １２月１４日（水）  

 第３回   ３月１０日（金） 

 

３） 子どもの育ちを支える新たなプラットフォームづくり研修会（東京） 

 ７月７日～８日  

 

４） フードバンク活用推進情報交換会（金沢市） 

 １２月８日（木）  

 

５） 第３回生活困窮者自立支援全国研究交流大会（神奈川） 

 １１月１２日～１３日  
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防災フェスタ in かが（加賀体育館） 

 

熊本市災害ボランティアセンター 

 

（３）補助、助成事業 

①地区社協活動補助 

  一般会費より１世帯１００円を地区活動費として補助した。 

 

②福祉協力校補助 

   市内３小学校（山中小学校・庄小学校・河南小学校）１中学校（山代中学校）に対し

福祉協力校として活動補助を行なった。県指定校（３年間  県補助 100,000円） 

 

③ふれあい食事会への助成 

       市内３地区(動橋.湖北.金明)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１７地区社会福祉協

議会に対し補助した。 

      

 

（４）災害時に向けての取り組み 

① 災害ボランティアコーディネーター連絡会との連携「災害ボランティア研修会の開催」 

 期日 ６月２１日（火） 

 会場 加賀市市民会館 

 講師 金沢市新神田公民館長 畑下勲氏 

 演題 「今、やらなければいけない我が町での防災」 

 参加数 １０８名 

 

② 熊本市災害ボランティアセンター派遣 

 派遣職員  総務管理課主事 能登謙次 

 派遣期間  ６月１９日（日）～２５日（土） 

 派遣先   熊本市東区 

 

 

③ 第１１回加賀市総合防災訓練 

・ 期日  １０月１６日（日） 

・ 会場  錦城小学校講堂 

・ 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 ８名（災害ボランティコーディネーター5、社協職員 3） 

 

 

④ 会議等の参加 

・ 加賀市防災協議会 

・ 加賀市見守り支えあい連絡会 

・ 防災フェスタ in かが 2016 

 

 

 

動橋地区食事会（弁当配達出発式） 
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加賀 JC との調印式 

 

⑤ 加賀青年会議所との災害における協力に関する

協定書調印式 

 期日 １１月２８日（月） 

 内容 災害ボランティアセンター開設にお

ける協力 

          

    

 

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） 

     ○平成２８年度福祉サービス利用支援事業生活支援員研修会 

      日 時 平成２９年３月９日（木） 

      場 所 石川県青少年総合研修センター 

      参加者 ３名 

 

（２）相談件数【平成２８年４月１日～平成２９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 

障がい者 

精 神 

障がい者 
その他 

平成28年度 1,441 298 529 12 2 2,282 

   ※成年後見センター「ほっこり」相談件数も含む 

 

（３）契約について【平成２８年４月１日～平成２９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 28 年度

契約者数 

平成 28 年度

契約者数 
11 1 3 0 14 

契約者数総計 124 13 16 1 154 

 

 

 

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 

 

   ○相談件数【平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日】（再掲）       単位：件 
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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 

障がい者 

精 神 

障がい者 
その他 

平成28年度 1,441 298 529 12 2 2,282 

   ※福祉サービス利用支援事業も含む 

 

   ○申立て支援について 

 

        

年度 

件数 

平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 合計 

支援件数 7件 6件 6件 7件 26件 

受任が決定

した件数 
6件 5件 3件 2件 16件／26件 

支援終了し

た件数 
1件 1件 2件 1件 5件／10件 

※5件の内訳／死亡 4件、相談終了１件 

 

 

 （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 

イ． 第１回 平成２８年７月４日（月） 

運営委員会のメンバー紹介 

議題 ①平成２７年度かが成年後見センターほっこり活動報告 

           ②平成２８年度かが成年後見センターほっこり事業について 

           ③かが成年後見センター重点的取組みについて 

        意見交換 

ロ． 第２回 平成２８年１２月１２日（月） 

         議題 ①かが成年後見センターほっこり活動報告（平成２８年４月～１１月） 

           ②かが成年後見センター体制強化への取組みについて 

           ③平成２９年度かが成年後見センターほっこり運営委員、受任委員の推薦につ 

いて 

        意見交換 

ハ． 第３回 平成２９年３月２２日（月） 

         議題 ①かが成年後見センターほっこり活動報告（平成２８年４月～平成２９年２月） 

          ②かが成年後見センターほっこり勉強会について 

        意見交換 

 

    ②受任委員会について 

イ．第１回 平成２８年６月７日（火） 

        議題 受任（案）ケース 1件についての妥当性の確認           

     ロ．第２回 平成２８年１０月１９日（水） 

        議題 受任（案）ケース 1件についての妥当性の確認 

     ハ．第３回 平成２９年１月１３日（金） 

        議題 受任（案）ケース 1件についての妥当性の確認 
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 （３）受任状況について 

    ①受託ケースについて 

・後見類型 ５件（施設入所：４人、在宅：１名） 

・保佐類型 ３件（在宅：２人、施設入所：１人） 

 

    ②成年後見人等に対する報酬付与状況について 

      ・成年被後見人等 ６人  総額 ７８６，９９４円 

 

    ③後見支援員について 

      ・後見支援員  ３人 

      ・訪問回数  ３４回 

      ・活動時間  １，２６５分（１回あたりの平均活動時間：約４０分） 

 

 （４）研修について 

①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２８年４月～平成２９年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 

      ・実施回数：３回 

 

 

 

②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、加賀市における障がい者の支援の在り方や権利擁護支援につい

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とする。 

      ・期日：平成２９年２月２５日（土）  

      ・場所：セミナーハウス あいりす  

・対象者：市民後見人養成講座修了生、生活支援員、ボランティア活動を行い、権利

擁護に関心のある方 

・テーマ：「対人援助において大切な視点と技術」 

・講 師：精神保健福祉士 蔭西  操 氏 

精神保健福祉士 吉岡 夏紀 氏 

     ・参加者：１３名 

 

 

 

 
PR 研修（動橋さわやか） 
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③勉強会「成年後見のセーフティネットづくりのためのファンドレイジング」 

    （加賀市共同募金委員会助成金事業） 

      ・目的：かが成年後見センターほっこりが開所し、３年が経過しました。相談支援件

数及び成年後見人等の法人による受任が増える中、センター運営においても

担当職員の増員等の課題が出てきている。それらの課題について、先進地の

事例や活動資金確保について学習することを目的とする。 

      ・期日：平成２９年２月１６日（木）  

      ・場所：加賀市市民会館  

・対象者：かが成年後見センターほっこり運営委員・受任委員、市社協理事、市民児

協理事、共同募金委員会運営委員・募金検討委員、行政担当職員 

・講 師：日本地域福祉ファンドレイジングネットワークＣＯＭＭＮＥＴ 

 代表理事 久津摩 和弘 氏 

     ・参加者：３２名 

 

 

 

５．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  ４０７件（月平均約３４件） 

 

②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。 

      年間 ３回発行（№83、№84、№85）  

発行部数 １，０００部/回 

 

③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。 

 

 
フォローアップ研修 

 
勉強会 
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（２） 出前福祉教育「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、点字教室を行い、障がい者についての理解を深めた。 

 

 

平成２８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 6月 24日 山中小 4年制 31 16 点字 10月 13日 片山津小 4年生 41 

2 手話 10月 13日 分校小 4年生 14 17 点字 10月 28日 南郷小 4年生 13 

3 手話 10月 25日 聖城高校 1年生 10 18 点字 11月 4日 錦城小 4年生 29 

4 手話 11月 8日 山代小 4年生 46 19 点字 11月 8日 山代小 4年生 30 

5 手話 11月 11日 勅使小 4年生 10 20 点字 11月 18日 錦城小 4年生 29 

6 点字 6月 23日 作見小 4年生 32 21 点字 12月 6日 黒崎小 3〜6年生 8 

7 点字 6月 24日 作見小 4年生 31 22 車いす 9月 14日 加賀高 3年生 15 

8 点字 7月 1日 橋立中 1年生 16 23 車いす 10月 13日 緑が丘小 4年生 11 

9 点字 7月 12日 庄小 3・4年生 35 24 車いす 11月 8日 山代小 4年生 30 

10 点字 9月 20日 橋立小 4年生 20 25 車いす 11月 16日 錦城東小 4年生 34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
点字体験 車いす体験 

 

 

手話体験 車いす体験（山代学童） 

開催内容 
実施回数 

Ｈ２８年度 Ｈ２７年度 

聞こえに障がいのある人への理解（手話） ５回 ７回 

視覚に障害がある人の生活の理解（点字） １６回 １８回 

車いすを利用している人への理解 ５回 ９回 

福祉に関する講義 １回 １回 

 ２７回 ３５回 
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11 点字 9月 29日 河南小 4年生 26 26 車いす 3月 28日 山代学童 1～3年生 22 

12 点字 9月 30日 湖北小 4年生 27 27 講義 6月 14日 山中中 3年生 78 

13 点字 10月 4日 三木小 4年生 3     計 27回  

14 点字 10月 5日 動橋小 4年生 41       

15 点字 10月 7日 金明小 4年生 19       

 

④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/） 

 

 

（３）登録紹介事業 

    ①登録状況（平成２９年３月末現在） 

  登録者数   個人ボランティア       ８１名 

         登録ボランティアグループ   １１０グループ（５，１４６名） 

②ボランティア紹介状況 

ボランティア依頼件数  ７２件 

ボランティア紹介件数  ７０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） 

 

（４）活動支援                             

ボランティア保険手続き 

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） ― 2,818

ボランティア活動保険（Ｂタイプ） ― 32

ボランティア活動保険（天災Ａタイプ） ― 7

ボランティア活動保険（天災Ｂタイプ） ― 12

ボランティア行事用保険 38 2,557

社協の保険 4 33

福祉サービス総合補償 8 3,010

ふれあいサロン ― 55,327

 

事故報告（１５件） 

【ボランティア活動保険】 

 ・長机を片づけ中に机が倒れて顔にあたり、負傷。 

 ・研修に向かう途中の事故（車の自損事故で後部座席に乗っていた）頭部打撲。 

 ・展示に使用した机を片づける際、おりたたみ部分に左手指を挟み、指を切る。 

 ・コンクリートブロックに右足側面を強打し、骨折した。 

 ・研修の帰りの電車で体勢を崩し、手すりに右手を強打、捻挫した。 

 ・事務局へ車で向かう途中で花壇に衝突する自損事故をおこし、肋骨を骨折。 

http://www.kagavc.jp/
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 ・白板に記入中、目まいがしふらつきと共に倒れ、右手首をつき骨折。 

  

 【ふれあいサロン】 

 ・活動中に足を滑らせ転倒。左肩を負傷。 

 ・おたっしゃサークルへ行く途中に転倒、道路横のパイプに打ち付け負傷。 

 ・会館の玄関を出たスロープで足を挫き、右足首を捻挫。 

 

 【ボランティア行事保険】 

 ・借りた網で魚をすくっているとき底にひっかかり破れた。修理できない。 

 

 【社協の保険】 

 ・足元がふらつき二度転倒。頭部をケガし、救急車で搬送される。 

 ・足がもたつき転倒。棚に頭部をぶつけた。血圧も高かったため受診。 

 

 【福祉サービス総合保障】 

  ・障がい者スポーツ大会でＯＨＰが故障。レンズが割れた。 

 

（５） 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２９年２月１８日（土）１３：３０～１６：００ 

  【参加者数】２００名 

       ○催し物および活動発表 ４グループ 

       ○ボランティア体験 ５団体         

       ○喫茶コーナー ２団体 

       ○ボランティア活動紹介 ５２グループ  

       ○セルプ商品販売 ３団体  
 

 

 

 

 

 

 

 

体験コーナー 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

喫茶コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

セルプ商品販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアグループ紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かがぼーと一緒に 

 

（６）ボランティア講座および交流 

（県社会福祉協議会地域福祉ボランティア活動振興事業） 
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傾聴ボランティア養成講座 

 

 

 

 

 

 

 

傾聴Ⅴフォローアップ講座 

 

ふれあい交流会 

 

みんなで作る夏まつり 

    ①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 １０月１７日（月） 

  ・ 会場 アビオシティ加賀  

  ・ 受講者 ２２名 

 

 

   

                               

 

 

②傾聴ボランティア養成講座 

・ 講師 後庵正治氏（NPO法人 P.L.A代表） 

・ 日時 １０月１８日（火）〜２０日（木） 

・ 会場 アビオシティ加賀 

・ 参加者 １５名 

     

        

 （７）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。 

① 山代っ子ボランティア（山代児童センター） 

○「メッセージカード作り」 

【開催日】９月３日（土）～９日（金）午後２時～３時 

【参加者】こども１２名 

     ○「敬老の日プレゼント配り高齢者施設訪問」 

      【開催日】９月２３日（金）午後１時３０分～３時 

      【参加者】こども６名、保護者１名 

○「ふれあい交流会」 

【開催日】１０月１５日（土）午後２時～３時３０分 

【参加者】こども１５名、地域の方１８名、保護者９名 

     ○「めっちゃＩＫＥ隊」民協の方と高齢者施設訪問 

      【開催日】１１月１２日（土）午前１０時３０分～ 

      【参加者】こども８名、民児協の方３名 

     ○「ひな祭りお茶会」 

      【開催日】３月１１日（土）午前１０時～午前１１時３０分 

      【参加者】こども１５名、大人４３名 

     ○「ケアリス山代訪問」 

      【開催日】３月２８日（火）午後２時～３時 

      【参加者】こども５名、保護者１名 

 

② 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６日（土）１４時～１６時 

○「クリスマスコンサート」 

【開催日】１２月２４日（土）１４時～１４時４０分 
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慰霊式献花ボランティア 

     ○「パーラービーズプレゼント」 

      【開催日】１２月２６日（月）１４時～１４時３０分 

     ○「もちつきの会」 

      【開催日】１月２1日（土）１０時～１２時 

 

③ やまなかっ子ボランティア（山中児童センター） 

○「加賀市戦没者慰霊式献花」５月１５日（日） 

○「ニュースポーツを楽しもう！（宝寿会）」６月４日（土） 

○「山中地区敬老会」７月９日（土） 

○「老人介護施設はるる訪問」 ７月２８日（木） 

○「サロンボランティア」７月３０日（土） 

○「老人介護施設たきの里訪問」８月４日（木） 

○「からだの不自由な方との交流会」８月２２日（月） 

○「元気クラブと交流」８月２４日（水） 

○「かわみなみフェスティバル（敬老会）」１０月２３日（日） 

○「町に球根を植えよう（宝寿会）」１１月５日（土） 

○「サロンボランティア（ゆざや）」１２月１０日（土） 

○「赤いリンゴを届けよう（ゆざや・各老人会）」１２月１０日（土） 

○「新年お茶会＆旗源平」１月１４日（土） 

○「センターフェスティバル」２月１２日（日） 

○「サロンボランティア（ゆざや）」３月２０日（月） 

○「山中節唄いやんこ（宝寿会）」３月２０日（水） 

○「町に花を植えよう」３月３０日（木） 

 

（８）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）】山代中学校（３年目）・山中小学校（３年目）・庄小学校（２年

目）・河南小学校（１年目） 

【３年目のまとめ】（写真） 

 

 

 
山代中学校 

「知的障がい者施設との交流ボランティア」 

山中小学校 

「老人福祉施設訪問」 
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生きがいデイ（料理教室） 

 
開講式 

 

みき元気いちばん塾 

 
河南地区メンズサロン・遊快 

６ 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） 

①介護予防型 

    ・サークル数        ５１サークル 

・開催箇所          ５１箇所 

    ・参加実人数     １，４０６人 

    ・延べ参加者数   ３６，５５９人 

②サロン型  

・サークル数        １５サークル  

・開催箇所         １５箇所 

    ・参加実人数       ４５１人 

    ・延べ参加者数    ６，８９８人 

 ③支援型 

  ≪生きがいデイサービス≫ 

・開催日        毎週火曜日 午前１０時～午後２時３０分 

・登録者数    １０名（平成２９年３月末現在） 

・延べ開催数   ４７回 

・延べ参加者数  ３３０名 

・内 容       雑談、軽体操、レクリエーション、 

調理、外出等 

・場 所       河南地区会館 

 

 

≪みき元気いちばん塾≫ 

・開催日    毎週金曜日 午前９時４５分～１１時４５分 

・登録者数   １１名 

・延べ開催数   １回 

・延べ参加者数  ８名 

・内 容   軽体操、 

レクリエーション、 

茶話会等 

・場 所  三木地区会館 

 

 

 

④おたっしゃサークル連絡会 

・１回目 

日 時 平成２８年８月２３日（火）１３時３０分～１５時 

      平成２８年８月２６日（金）１０時～１１時３０分 

  参加者 １０７名 

・２回目 

  日 時 平成２９年３月 ８日（水）１３時３０分～１５時 

      平成２９年３月１０日（金）１０時～１１時３０分 

      平成２９年３月１３日（月）１３時３０分～１５時 

参加者 １４６名 
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講師連絡会 

 

おたっしゃサークル連絡会 

 
レクダンス 

 
優勝チーム（塩屋） 

 
バッゴー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤講師連絡会 

イ． 講師全体連絡会 

 １回目 

日 時 平成２８年４月２７日（水）１９時～２０時４５分 

参加者 講師２８名、包括２名、社協２名  

      ２回目 

         日 時 平成２９年２月２３日（木）１８時３０分～２０時 

         参加者 講師３２名、包括２名、社協２名 

ロ． 運動機能向上講師連絡会 

１回目 

日 時 平成２８年５月１７日（木）１８時～２０時３０分 

        参加者 理学療法士１名、作業療法士２名、社協１名 

      ２回目 

 日 時 平成２９年１月２５日（水）１８時３０分～２０時 

        参加者 作業療法士３名、理学療法士３名、包括２名、社協１名 

     ハ．口腔機能向上講師打ち合わせ 

日 時 平成２８年５月１２日（木）１５時４５分～１６時１５分 

参加者 歯科衛生士１名、社協２名 

⑥ふれあい・いきいきサロン支援 

イ． 保険加入  １５サロン 

ロ． サロン立ち上げ相談 

 

（２）いきいき大集合 

    期 日  平成２８年１０月２８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 
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かがりび作品展 

 

（３）介護支援ボランティア制度事業 

   ①制度の周知について 

イ．各種団体での制度の周知 

       各種団体（ボランティア連絡会、老人クラブ連合会、民生委員児童委員協議会、介

護サービス事業者協議会等）の会議等において、制度の概要説明、介護支援ボランテ

ィア登録の勧奨を行った。 

    ロ．広報紙等による周知 

     社協だより「あいあい」、社協ホームページにて制度についての周知を行った。 

また、制度チラシを作成し各種団体（老人クラブ、ボランティア団体等）へ配布した。 

②介護支援ボランティアの登録について 

      介護支援ボランティアの登録申請を受付けし、ボランティアポイント手帳（介護支援

ボランティア）を交付した。 

   ・登録者数：１３６名 （新規：９５名） 

年齢区分 男 女 計 

65歳 ～ 69歳 2 35 37 

70歳 ～ 74歳 2 31 33 

75歳 ～ 79歳 5 36 41 

80歳 ～ 84歳 4 17 21 

85歳 ～ 3 1 4 

計 16 120 136 

  ③受入施設の登録について 

     介護支援ボランティア受入施設指定申請に基づき、指定を受けた施設に対し、スタンプ

を配布した。 

     ・受入施設指定数：５４施設 

   ④評価ポイント活用申請の受付について 

     介護支援ボランティア評価ポイント活用申請を受付けた。 

     ・受付期間：３月２７日（月）～４月１２日（水） 

     ・申請者数：８１名 

     ・活動先施設数：３６施設 

・ボランティア活動日数：延１，８９８日 

     ・活動確認スタンプ押印数：２，９７１個 

⑤その他 

     受入施設の行事等について、介護支援ボランティア登録者に、随時、情報提供を行った。 

 

  

 ７ 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２８年１１月１６日（水）～２０日（日） 

    開催場所  加賀市市民会館 大ホール 

 出展数   高齢者部門  ９４点             

障がい者部門 ７２点 

        来場者数    延べ６４０名 

    表彰式   平成２８年１１月１８日（金） 

          加賀市長賞ほか２４名表彰    
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障がい者スポーツ大会 

 

各障がいについての発表者 

 

パネラー 

 

コーディネーター 

内 慶瑞氏 

 

（２）障がい者スポーツ大会の開催 

    期  日  平成２８年７月３日（日） 

 場  所  加賀市中央公園体育館 

    参加者数   １９４名   

内訳  視覚 ７、聴覚 ７、 

知的 ５３、肢体 ３７、精神 ３、 

ボランティア ６６、 

市職員等 ２１ 

 

    協賛企業  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 

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 

夢屋 加賀店  

  

（３）民生委員児童委員・障がい者団体意見交換会 ｢みまもりトーク｣の開催（再掲）  

   期  日  平成２９年３月１１日（木） 

   場  所  加賀市市民会館 ３階 大ホール  

   参加者数  ８６名   

(内訳：民生委員児童委員、障がい者団体代表、地区社協、区長、障害福祉サービス事業所、

ゆるやかな見守り協力事業者、行政職員など） 

内  容  ・見守り支え合い制度説明 

       ・障がいのある人の理解について 

発表者 西野 忠夫 氏（加賀市身体障害者福祉協会） 

                〃  樫尾 政男 氏（加賀市視覚障害者協会） 

                〃  永山 澄恵 氏（加賀市聴力障害者福祉協会） 

            〃  河原 康代 氏（相談支援事業所かが） 

           ・パネルディスカッション 

            コーディネーター   内  慶瑞 氏（金城大学社会福祉学部教授） 

         パネラー        岡屋アイ子 氏（障がいのある人の家族) 

             〃           都治 正人 氏（山代地区民生委員児童委員協議会） 

      〃          坂井 玲菜 氏（相談支援事業所かが） 
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（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  ２０名（ＣＤ１６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」 

 

 

３.障がい者地域活動支援センターやまなか運営事業  

  「障がい者地域活動支援センターやまなか」は、障害者総合支援法に基づくもので、障がいの

ある人が当センターを利用いただき、健康教室やレクリエーション、創作活動などに参加いただ

いたり、ぶらっと立ち寄り、くつろいでいただけるような空間として、障がいのある人の自立と

社会参加を促進することを目的として開所しました。 

（１）場所 

    ・山中老人福祉センター内（山中温泉菊の湯前） 

    （希望者は送迎いたします。） 

（２）利用時間 

    ・月曜日から金曜日  ９時～１６時 

（毎週水曜日 河南地区会館において、はつらつ健康教室を開催） 

（３）利用方法・費用 

    ・利用できる方は障害のある人が対象です。 

・事前に申し込み、登録が必要になります。 

    ・利用料は無料です。しかし、飲食費、行事参加費、送迎費は実費程度必要になり

ます。 

（４）職員体制 

   ・専任スタッフと社協職員が対応します。 

   ・多くのボランティアも参加しています。 

（５）活動内容 

      ・健康教室 

・レクリエーション（フライングディスク、 

スカットボール等） 

      ・創作活動（折り紙、編み物、ちぎり絵、手工 

芸等） 

      ・クッキング 

      ・カラオケ 

      ・お出かけ（ドライブ、花見等） 

      ・季節に応じた催しなど 

 

 

 
はつらつ健康教室 

（囲碁ボール体験） 
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健康体操 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （６）利用者の状況 

月 開所日数（日） 利用者数（人） 延利用者数（人） １日平均利用者数（人） 

４月 ２０ １８ ９０ ４.５ 

５月 １９ １８ ７７ ４.１ 

６月 ２２ ２４ １５５ ７.０ 

７月 ２０ ２９ １３７ ６.９ 

８月 ２２ ２８ １３７ ６.２ 

９月 ２０ ３０ １１５ ５.８ 

１０月 ２０ ３０ １５７ ７.９ 

１１月 ２０ ３０ １６１ ８.１ 

１２月 １９ ３２ １５６ ８.２ 

１月 １８ ２８ １６４ ９.１ 

２月 ２０ ３０ １６７ ８.４ 

３月 ２２ ３１ １８７ ８.５ 

合計 ２４２ ３２８ １，７０３ ７.０ 

 

 

４．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（Ｈ２８.４．１～Ｈ２９．３.３１）  

研修室（１階）  ２，８４１人 

老人室（２階） １，４９３人 

大広間（３階）   ６１９人 

サロン     ２，９４１人  

ロビー     ６，５７６人 

     
夏まつり 

 

 

     

加賀高生とのグランドヤード 

交流戦 

 

 

     

４月１日の開所式 

     

ひな祭り会 

 

 

     

お出かけ（那谷寺） 
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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 

        地域活動支援センターやまなか 

 

 （２）ロビー等展示機材取り付け 

     １階ロビー、廊下にかけて絵画等展示できるようフックを取り付け、利用を呼びかけた。 

     【展示会】 

      ・北出こういち・かねこ絵手紙展 

      ・平成２８年１０月１日～１５日 

 

（３）ゆざや管理運営事業 

利用者数（Ｈ２８.４．１～Ｈ２９．３.３１）  

ゆざや    ７，５４６人 

 

 

５．老人福祉・児童センター事業  

  （１）主な活動  

① 運営委員会の開催 

各センターごと、年１回開催した。 

 

② 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。 

 

③ 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。 

 

④ おでかけ児童センターの開催（再掲） 

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。 

イ． 三谷地区社会福祉協議会（旗源平交流会）児童３７名 

 期日 平成２９年１月７日（土） 

ロ． 田尻町子ども会（田尻公民館）  児童５５名 

・期日 平成２９年３月４日（土）  

 

⑤ 加賀市子どもまつりへの参加 

      工作コーナーを担当。「ストローひこうき」を遊びに 

来た児童に指導した。 

平成２８年５月２２日（日）  

加賀市子どもまつり(加賀市中央公園あいりす)  

児童１００名 

 

⑥ からだの不自由な人との交流（再掲） 

       平成２８年８月２２日（月）  

バリアフリーディスク大会   

加賀体育館  児童 ２３名 

 

子どもまつり 

 

おでかけ児童センター 

 

バリアフリーディスク大会 
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⑦ 合同行事の開催 

イ． 北前船文化を学ぼう 

主催 全国北前船研究会 

期日 平成２８年５月２８日（土）  

場所 大聖寺瀬越町「竹の浦館」    

参加児童 ３０名 

 

ロ． 自然とあそぼう！２０１６（再掲） 

内容 県民の森にてイワナつかみ、沢登り、川遊 

び、災害のお話を聞くなど。 

期日 平成２８年７月２５日（月）     

参加児童 ３４名 

  

⑧研修会の実施 

イ． 所長・児童厚生員合同研修会（再掲）  

期日 平成２８年８月１０日（水） 

講師 児童健全育成推進財団 

  事務局長 依田 秀任 氏 

                      

      ロ．児童厚生員研修会  

期日 平成２８年１０月 １３日（木）   

視察先 根上中央児童館・城北児童館 

      

     ⑨石川県ひょうたん展の出品 

  加賀市美術館で開催されたひょうたん展に各児童センター  

から出品し表彰される。 

 

 
自然と遊ぼう！2016 

（川遊び） 

 

銅賞 

（片山津児童センター） 

 

銀賞 

（山中児童センター） 

 
努力賞 

（山代児童センター） 

 
自然と遊ぼう！2016 

（炊出しボランティアの話） 

 
自然と遊ぼう！2016 

（沢登り） 

 
北前船文化を学ぼう 

 
銅賞 

（大聖寺児童センター） 
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もちつき（山代） 

 （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 294 4,053 1,578 44 3,755 424 26 1,094, 1,443 46 

    ・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 12,933 1,446 5,871 654 1,422 204 3,068 71 197 

山代 11,108 335 5,131 680 461 97 3,838 443 123 

片山津 16,996 836 6,288 2,995 1,459 525 2,578 1,293 1,022 

動橋 13,449 696 7,135  2,487 906 1,482  743 

作見 17,230 1,032 8,057 1,497 1,343 344 4,059 587 311 

山中 16,479 3,085 6,630 545 3,851 224 1,423 102 619 

    ・児童センター行事 

      県民の森自然体験、遊びのチャンピオン大会、旗源平、手芸クラブ、クッキング、工

作遊び、七夕行事、クリスマス行事、節分行事、新学年お祝い会、ボランティア活動 戦

没者慰霊式献花ボランティア等 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                      

 

 

 

 

将棋教室（片山津） 

 

ひな祭り茶会（山代） 

 

ふれあいサークル発表会（大聖寺） 

 

サッカーゲーム（作見） 

 
ちまきづくり（動橋） 
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積み木ワークショップ（山代） 

 

積み木ワークショップ（片山津） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・屋外遊具の撤去、修繕 

      専門業者に点検を依頼し、老朽化が著しい屋外遊具は撤去並びに修繕を行った。 

 

 

 

 

６．加賀市市民会館管理運営事業  

（１）貸館件数    ２，８８９件（前年対比１６件増） 

（２）利用者数   ６３，２３５名（前年対比４０８人減） 

（３）小規模修繕工事の実施 

  ①自動ドア修繕 

  ②階段滑り止め修繕 

  ③消火器取り替え 

（４）消防訓練の実施 

・ １２月８日（木）総合訓練 

 

 

クレープづくり（大聖寺） 

 
HAJIMARI／ダンス（山中） 

 

高齢者りんごプレゼント（作見） 

 

ピロポロ（動橋） 
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７．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）助成事業 

     平成２７年度に集まった赤い羽根共同募金配分金を、市内の福祉団体、福祉施設等から

申請を募り審査の上決定助成を行った。（２６団体・２７事業） 

  
団体・施設名 事業名 

配分金額

（円） 

1 南郷地区社会福祉協議会 新入学児童を励ます会事業 40,000 

2 塩屋地区社会福祉協議会 こどもと高齢者ふれあい会事業 30,000 

3 山代温泉社会福祉協議会 まちこや事業 200,000 

4 加賀市社会福祉協議会 赤いリンゴお届け事業 150,000 

5 加賀市社会福祉協議会 広報誌「あいあい」発行事業 541,898 

6 三谷地区社会福祉協議会 備品（テント）購入事業 100,000 

7 三木地区社会福祉協議会 備品（イス）購入事業 193,000 

8 山中地区社会福祉協議会 備品（テント）購入事業 120,000 

9 加賀市母子寡婦福祉協会 交流事業 50,000 

10 ＮＰＯ法人 阿羅漢 交流事業 200,000 

11 くれよんめいと 食育・交流事業 20,000 

12 加賀市リハビリ友の会 交流事業 37,000 

13 片山津小学校 児童・生徒ボランティア活動普及事業 50,000 

14 分校小学校 児童・生徒ボランティア活動普及事業 50,000 

15 錦城小学校 児童・生徒ボランティア活動普及事業 50,000 

16 橋立中学校 児童・生徒ボランティア活動普及事業 50,000 

17 社会福祉法人 鶴寿会 備品（機能訓練用具）購入事業 187,000 

18 社会福祉法人 わかたけ保育園 備品（テーブル）購入事業 200,000 

19 ＮＰＯ法人 かが育成会 備品（ソファ・机・イス）購入事業 160,000 

20 ケアハウス和 備品（ＡＥＤ）購入事業 100,000  

21 社会福祉法人 幸徳園 備品（遊具）購入事業 200,000  

22 ＮＰＯ法人 福寿草の郷 備品（パソコン）購入事業 100,000 

23 
ＫＨＪ全国ひきこもり親の会石

川支部 
居場所づくり準備事業 200,000 

24 湖北地区社会福祉協議会 備品（プロジェクター）購入事業 120,000 

25 分校校下社会福祉協議会 備品（パソコン）購入事業 100,000 

26 東谷口地区社会福祉協議会 備品（イス）購入事業 80,000 

27 作見地区社会福祉協議会 備品（卓球台）購入事業 90,000 

 
合   計   3,418,898 

 

（２）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 



 

 

- 35 - 

  ・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 

（３）街頭募金の実施（実施数 １３回） 

 

 

（４）学校募金の実施（市内 小学校、中学校、高等学校 １６校） 

 

 

 

開催日 開催会場 街頭募金ボランティア 募金額（円） 

10月 4日(火) アビオシティ加賀店 片山津温泉日日好日院、山代

温泉ほっと篤寿苑、南陽園 

6,542 

10月 13日(木) イオン加賀の里 朋友会、加賀中央慈妙院、ケ

アハウス和、夢うさぎ、錦城

学園 

14,674 

10月 15日(土) イオン加賀の里 加賀中央ヴィラ松が丘、山代

温泉ヴィラ、アグリ加賀 

11,601 

10月 19日(水) イオン加賀の里 夢屋加賀店 3,781 

10月 20日(木) アビオシティ加賀店 作見小学校 11,447 

10月 23日(日) 加賀農業まつり 幸徳園、伊奈美園 

ガールスカウト石川県第 4団 

54,414 

10月 23日(日) マルエー大聖寺 ガールスカウト石川県第 4団 7,044 

10月 29日(土) アビオシティ加賀店 作見児童センター 8,930 

11月 5日(土) アビオシティ加賀店 黒崎子ども会 7,861 

11月 13日(日) 大同工業（劇場まつり） おやこ劇場 7,592 

11月 18日(金) マルエ－動橋店 動橋小学校 5,503 

11月 18日(金) バロー大聖寺店 錦城東小学校 5,632 

11月 27日(日) アビオシティ加賀店 さくらんぼサークル 13,359 

合 計 延べ１３箇所 延べ２２団体 １５８，３８０ 

   

アビオシティ加賀店 農業まつり バロー大聖寺店 

小学校（８） 
錦城小学校、東谷口小学校、金明小学校、橋立小学校、庄小学校、作

見小学校、分校小学校、動橋小学校 

中学校（４） 錦城中学校、片山津中学校、東和中学校、橋立中学校 

高等学校（４） 大聖寺高校、大聖寺実業高校、加賀聖城高校、加賀高校 



 

 

- 36 - 

（５）歳末たすけあい運動の実施 

 

(６) 加賀市共同募金委員会 

・運営委員会 年３回開催 

・審査委員会 年２回開催 

・募金検討委員会 年３回開催 

(７) 募金百貨店プロジェクト（寄付つき商品の販売） 

・山中温泉湯けむり倶楽部（新規登録） 

・北陸印刷株式会社 

・有限会社前山事務機 

・宮本産業株式会社 

・フラワーショップ ミッシェル 

(８) 共同募金発足７０周年記念イベントの実施 

① ７０周年記念式典（表彰式） 

 期日 １１月６日（日） 

 被表彰者 

 加賀市区長会連合会 

 加賀農業協同組合 

 加賀市内福祉施設長会 

 加賀中央インターアクトクラブ 

 黒崎子ども会 

② パートナーズフォーラム（上記同日開催） 

 募金百貨店プロジェクト寄付金贈呈 

 加賀市の活動報告 

 ワンコインプレゼンテーション 

【発表団体】 

イ． 加賀市身体障害者福祉協会 

事業名：フライングディスク普及事業 

ロ． 山中児童センター「やまなかっ子」 

事業名：新１年生交流事業 

ハ． 特定非営利活動法人 福寿草の郷 

事業名：就労支援事業 

ニ． 加賀市社会福祉協議会 

事業名：成年後見制度円滑事業 

 お楽しみ抽選会 

【協賛企業・団体】 

 加賀農業協同組合 

 新谷鶏卵 

 株式会社シモアラ 

 加賀フルーツランド 

 竹内製菓株式会社 

 社会福祉法人 幸徳園 

 コンドウデザインクリエイト 

 県民の森地域振興会 

 宮本産業株式会社 

 株式会社のとや蒲鉾 

 フラワーショップ ＭＩＣＨＥＡＬ 

 

 

活動報告（あいあいらんど） 

 

 

被表彰者 

 

 

募金百貨店プロジェクト寄付金贈呈 

 



 

 

- 37 - 

  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 

 

（２）民生委員児童委員の集い（全体研修会）開催 

・ 期日  平成２８年５月２２日（日） 

・ 場所  加賀市市民会館 

 

（３）研修会等の開催、参加 

①ケアマネジャーとの交流 

②視察研修の実施（豊橋市ここにこ） 

③おたっしゃ先生交流授業（加賀高校） 

 

（４）広報発行 

・ みんじ かが 第１２号（平成２８年１０月１日発行） 

・ 主任児童委員広報 Yuたんぽ 第１２号（平成２８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 加賀市市民会館 6/18 109 28  1 138 

山  代 民児協 山代地区会館 7/30 106 30  47 183 

片山津 民児協 ホテル「翠湖」 7/1 84 25   109 

作  見 民児協 大江戸温泉「ながやま」 6/7 28 17   45 

動橋・分校 民児協 健康ランド「ゆめのゆ」 6/8 39 13  1 53 

橋   立 民児協 橋立地区会館 6/18 33 10  22 65 

三谷・南郷 民児協 三谷地区会館 7/15 31 12   43 

三木・塩屋 民児協 北潟湖畔荘 6/9 25 9  2 36 

山  中 民児協 今立会館ほか 通年 11回 96 41  23 160 

計   551 185  96 832 

   

 

 

 

民生委員児童委員の集い 
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老人クラブ大会 

３  市内福祉施設長会 

（１） 会議の開催 

（２） 施設職員交流事業の開催                 

        期 日  平成２９年３月１６日                        

場 所  百万石リゾートレーン         

内 容  ボウリング大会（４２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） 忠霊塔の清掃作業 

 

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 

 

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 

① 「白山市鶴来地区ボランティア連絡協議会」との交流会 

        平成２８年８月５日（金）（参加３５名） 

② 「能登町ボランティア連絡会」との交流会 

        平成２８年９月２６日(月)（参加者３３名） 

（３） 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２９年２月１８日（土）（参加２００名）  

  

 

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 

 

 

 
社明：公開ケース研究会 

 
ボランティア 

キャラクター 

かがぼー 
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災害ボランティア研修会 

 

10 忠霊塔維持奉賛会 

（１） 役員会等の開催 

（２） 忠霊塔移管の協議 

 

11 介護サービス事業者協議会 

（１） 独自事業 

・正副会長会議、運営委員会、総会、各部会（施設サービス部会・居宅在宅サービ

ス部会・地域密着型サービス部会）の開催 

・研修会の開催 

（２） 介護サービス事業者振興事業 

・通所系サービス事業所連絡会 

・訪問介護事業所連絡会 

・地域密着型サービス事業所連絡会 

・介護サービス事業者従事者研修会 

・通所系サービス事業所及び訪問介護事業所合同研修会 

・地域密着型サービス事業所研修会 

・高齢者捜索ネットワーク検討委員会 

 

12 災害ボランティアコーディネーター連絡会 

（１） 役員会、情報交換会の開催 

（２） 災害ボランティア研修会の開催 

（３） 加賀市総合防災訓練等の参加協力 

（４） 加賀市防災協議会との連携 
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