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【基本目標１  お互いに支え合い安心して暮らせるまちづくり】 

 

（１）市民が主役になる小地域福祉活動の推進・支援 

 

   ①身近な地域での交流活動の推進 

 

ア ささえあいサポーター事業 

登録制の地域住民同士の助け合い活動。 

市内在住の高齢者や障がい者、また病気療養中の方や産前産後の方等を対象に、家事や 

お庭の手入れ等一人では大変な日常生活上のちょっとした困りごとをささえあいサポー 

ターがお手伝いする。 

住み慣れた地域で安心して暮らしたいという住民の思いを実現すること、また住民相互の 

支え合いの地域づくりを推進することを目的とする。 

 

(ｱ) ささえあいサポーター研修・交流会 

       新型コロナウイルス感染症対策のため、開催は中止となった。 

 

(ｲ) ささえあいサポーター登録者数                      

 全体 池新田 高松 佐倉 比木 朝比奈 新野 御前崎 白羽 

平成 29 年度 19名 2名 1名 4名 1名 6名 1名 3名 1名 

平成 30 年度 

1 回目 
33名 9名 14名 2名 0名 1名 3名 3名 1名 

平成 30 年度 

2 回目 
29名 1名 19名 1名 1名 0名 0名 4名 3名 

令和元年度 11名 0名 2名 2名 1名 2名 0名 1名 3名 

令和 2 年度 1名 0名 0名 0名 0名 1名 0名 0名 0名 

令和 3 年度 1名 1名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 

現登録数 82名 11名 31名 9名 3名 9名 3名 8名 8名 

 

      (ｳ) ささえあいサポーター事業利用状況                     

 全体      池新田 高松 佐倉 比木 朝比奈 新野 御前崎 白羽 

利用者数 21名 5名 2名 2名 2名 1名 1名 2名 6名 
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イ 小地域福祉活動助成事業の実施【共同募金配分金事業】 

      市内における小地域福祉活動（サロン・居場所・見守り・生活支援サービス）の充実を目

的とし 9団体に助成金を交付した。 

新規立ち上げが 1 団体あり、活動を始めるための支援ができた。既存団体についても、感

染症対策をしながら活発な活動をしていた。 

種 類 交 付 先 交付金額 

ふれあいサロン助成金 
いきいきサロン白浜 20,000円 

きっかけ体操 24,780円 

居場所づくり助成金 

門屋あそびサロン 15,152円 

社会福祉協議会朝比奈支部 19,800円 

居場所「さくらの館」 27,060円 

【新規】白羽地区居場所「あらや」「しろわ」 29,980円 

社会福祉協議会比木支部 23,747円 

会下の谷サロン 19,206円 

もぐもぐ食堂 6,090円 

合計 185,815円 

 

 

   ②市社協の基盤強化及び支部社協活動の充実 

 

    ア 支部社協支部長会議の開催 

回数 日 時 内 容 

1 5月 21日(金) 

1.令和 2年度事業報告について 

2.令和 3年度支部社協事業助成金について 

3.令和 3年度支部社協事業について 

4.市社協 3大事業について他 

2 3月 18日(金) 

1．令和 3年度支部社協事業報告・決算書 

  令和 4年度支部社協事業計画・予算書について 

2．令和 3年度、令和 4年度支部社協助成金について 

3．令和 3年度各地区の活動状況について他 

支部社協の活動【共同募金配分金事業にて支部社協助成金交付】                       

     (ｱ) 池新田支部 

      支部運営委員会、七五三祝事（簡略にて開催）、歳末慰問         

(ｲ) 高松支部 

      支部役員会、福祉懇談会、世帯台帳整理、歳末慰問 
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     (ｳ) 佐倉支部 

      支部役員会、福祉懇談会、七五三祝事、小学生学習支援、 

  寝たきり高齢者支援事業、児童書初め展、歳末慰問、 

  さくらの館（毎月第 3火曜日）＊4.10.11.12.1月中止                

(ｴ) 比木支部 

      支部運営委員会、米寿を祝う会、七五三祝事、歳末慰問、 

   おたっしゃ教室（毎月第１火曜日実施）＊中止期間有、 

たまり場ひめはる（第 1．3木曜日実施）＊中止期間有 

(ｵ) 朝比奈支部 

      支部役員会、福祉講演会、七五三祝事、喜寿・米寿・白寿を祝う会、 

    地区健康マラソン協力、歳末慰問、 

居場所「憩いの場ほろがや」協力（第 2火曜日）＊5.6.8.9月中止、 

おたっしゃ教室協力（第 3火曜日）＊6.9月中止      

(ｶ) 新野支部 

      七夕まつり・ドッチボール大会、七五三祝事、  

豆まき行事・地区マラソン大会、おたっしゃ教室協力、歳末慰問、 

居場所「いこいの間」協力 ＊中止期間有 

(ｷ) 御前崎支部 

      支部役員会、 

児童福祉事業（親子ケーキデコレーション教室・節分の豆まき）、    

      高齢者福祉事業(高齢者体操教室・歳末慰問) 

(ｸ) 白羽支部 

      支部役員会、                  

      三世代交流事業（親子ケーキ作り） 児童福祉事業（豆まき）、 

      高齢者福祉事業（居場所あらや、しろわ・歳末慰問）＊8.9.2.3月中止 

イ 財源の確保 

     会員及び会費 

      

 

 

 

 

                     

 

 

 

区 分 会 員 数 金 額 備 考 

普通会費         7,273世帯(口) 3,636,500円 1世帯  500円 

特別会費 

福祉団体     11件（ 20口）   

福祉施設      4件（  5口）    

法人・企業  129件（305口） 

40,000円 

10,000円  

610,000円  

1口  2,000円 

1口  2,000円 

1口  2,000円 

合 計 7,417件(口) 4,296,500円  
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    ウ 理事会・評議員会の充実    役員等 理事 10名・監事 2名・評議員 13名 

 

(ｱ) 会議等開催状況 

＜理事会＞ 

回 開催日  会   議   内   容 

1 
6月 8日 

出席 8名 

1.令和 2年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会事業報告について 

2.令和 2年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会社会福祉事業会計収支決

算について 

3.令和 3年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会社会福祉事業会計補正予

算(第 1号)について 

4.令和 2年度 定時評議員会の開催及び議事について 

2 
6月 23日 

出席 9 名 

1.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会会長の選任について 

2.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会副会長の選任について 

3.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会評議員選任・解任委員の選任について 

4.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会評議員の推薦について 

3 
11月 1日 

出席 9 名 

1.令和 3年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会社会福祉事業会計補正予

算(第 2号)について 

2.令和 3年度 第 1回評議員会の開催及び議事について 

4 
12月 24日 

出席 7 名 

1.第 18回 御前崎市社会福祉大会について 

2.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について 

5 

令和 4年 

3月 24日 

出席 8 名 

1.令和 3年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会社会福祉事業会計補正予

算(第 3号)について 

2.令和 4年度社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会事業計画（案）について 

3.令和 4 年度社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会社会福祉事業会計当初予

算（案）について 

4.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会事務局規程の一部改正について 

5.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会就業規程の一部改正について 

6.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会臨時職員就業規程の一部改正について 

7.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会嘱託職員就業規程の一部改正について 

8.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会非常勤職員の雇用等に関する就業規

程の一部改正について 

9.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に関する

規程の一部改正について 

10.令和 3年度 第 2回評議員会の開催及び議事について 
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＜評議員会＞ 

回 開催日 会   議   内   容                           

定
時
評
議
員
会 

6月 23日 

出席 9 名 

1.令和 2年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会事業報告について 

2.令和 2 年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会社会福祉事業会計収支

決算について 

3.令和 3 年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会社会福祉事業会計補正

予算(第 1号)について 

4.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会理事の選任について 

5.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会監事の選任について 

1 
11月 8日 

出席 12 名 

1.令和 3 年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会社会福祉事業会計補正

予算(第 2号) について 

2 

令和 4年 

3月 31日 

出席 11 名 

1.令和 3 年度 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会社会福祉事業会計補正

予算（第 3号）について 

2.令和 4年度社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会事業計画（案）について 

3.令和 4 年度社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会社会福祉事業会計当初予

算（案）について 

4.社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会理事の選任について 

 

 

＜監査会＞ 

開催日  会   議   内   容 

5月 26日 
1.令和 2年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会社会福祉事業会計収支決算認

定について 

8月 18日 1.令和 3 年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会第 1 四半期会計監査について 

11月 22日 1.令和 3 年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会第 2 四半期会計監査について 

令和 4年 

2月 8日 
1.令和 3 年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会第 3 四半期会計監査について 
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エ 地域福祉活動計画推進体制の整備 

御前崎市地域福祉推進委員会の開催 

御前崎市第 4次地域福祉計画・地域福祉活動計画（令和 3年度～令和 8年度）の進捗状 

況の確認、中間評価を行うため、市内外の有識者や地域福祉関係者による御前崎市地域推 

進委員会（委員長：静岡福祉大学 小林哲也講師）を下記のとおり開催した。 

 

月日 会議等 協議内容等 

11月29日(月) 
令和 3年度第 1回御前崎市

地域福祉推進委員会 

1.御前崎市地域福祉推進委員会について 

2.御前崎市第 4次地域福祉計画・地域福祉活動計

画について 

3.御前崎市第 4次地域福祉計画・地域福祉活動計

画の評価について 

 

 

   ③住民ニーズの把握・対応の充実 

 

ア 福祉懇談会の実施 

      各地区の支部社協と連携し、地域の福祉に関する課題及び解決方法について情報共有する。 

 

 

地区 開催日 テーマ 

高松 11月17日(水) 
御前崎市におけるボランティア活動 

ワークショップ 助け合いゲーム 

佐倉 12月 3日(金) 高齢者の現状と今後の展望 

朝比奈 1月 24日(月) 龍山地区社会福祉協議会(浜松市)の福祉の現状 

御前崎 12月 7日(火) 高齢者の現状と介護保険制度について 
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（２）福祉関係団体（福祉団体・当事者団体・ボランティア団体）への支援 

 

   ①地域における支え合いの仕組みの充実 

 

    ア 福祉団体連絡会の実施 

      令和４年３月 17日（木）御前崎ふれあい福祉センター研修室で実施し、事業完了報告の 

提出、次年度助成金、印刷費などの経費の納入について説明した。 

 

イ 福祉団体への協力支援                              

助成団体 

ボランティア団体 交付金額 返還金額 

老人クラブ連合会 810,000円 45,000円 

身体障害者福祉会 657,000円 - 

手をつなぐ育成会 324,000円 200,000円 

遺族会 1,458,000円 600,000円 

更生保護女性会 117,000円 30,000円 

ボランティア連絡会 117,000円 60,000円 

赤十字奉仕団 288,000円 260,000円 

民生委員児童委員協議会 520,000円 - 

人権擁護委員研究会 45,000円 - 

 ※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で未使用となった助成金については、各団体か 

ら返還を受けた。 

 

   ②福祉関係団体の抱える課題の把握及び支援 

 

    ア 社会福祉法人等による公益事業に向けての情報交換会の開催 

      新型コロナウイルス感染症防止のため開催を中止した。 

 

   ③福祉関係団体と市民・学校・福祉施設などとの連携・協働の支援 

 

    ア 民生委員児童委員協議会との連絡調整  浜岡地区・御前崎地区定例会へ出席 

 

イ 地域福祉教育担当者連絡会 

      新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止した。報告書も提出のみとし、情報

交換等ができなかった。 
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（３）災害時の支援体制の強化 

 

   ①防災・防犯活動への支援 

 

   ア 災害ボランティア本部訓練の実施 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

     ※ 9月 5日(日)  社協職員間の情報伝達訓練を実施 

※12月 5日(日) 社協職員間の情報伝達訓練及び避難訓練を実施  

 

   ②災害ボランティア本部の体制強化 

 

ア 災害ボランティアコーディネーター養成講座の開催 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止   

 

    イ 災害ボランティアコーディネーター連絡会の開催  

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止   

 

    ウ 災害ボランティア本部資材の整備  

      社会福祉法人 やまもも福祉会 高松保育園敷地内に、災害ボランティア活動用資機材及び 

収納庫の整備【共同募金の助成金利用】 

 

     エ 災害ボランティアの事前登録制度 

災害時ボランティア事前登録者 91名  災害時ボランティア事前登録企業 11社 
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【基本目標２  市民一人ひとりが積極的に地域福祉に参加するまちづくり】 

 

（１）支え合う心を育むための地域福祉教育の推進・支援 

 

   ①地域における学び場づくり 

 

ア 高校生福祉体験講座【共同募金配分金事業】 

事 業 名 開 催 日 会 場 講  師 

池新田高等学校 

選択科目 暮らしと福祉 

3年生 19名  

9月 21日（火） 

10月  8日 (金） 

10月 26日（火）  

池新田 

高等学校 

講話・実技：視覚障害について点字体験 

講師：蓮池悟志氏 

講師：御前崎災害支援ネットワーク 

   落合美恵子様 

講師：東海清風園 栗林様 

   ※2年生は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止した。 

 

イ  中学生・高校生夏休みボランティア体験活動 

例年、市内在住または在学の中高生が夏休み期間を利用し、市内の福祉施設でボランティ

ア体験活動を実施するが、令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため福祉施

設での活動を中止とした。代替として、社協事業への参加を募った。 

事業名 日程 参加人数 

放課後児童クラブ事業 

(第一小学校) 

8月 2～5日 4名 

放課後児童クラブ事業 

(御前崎小学校) 

8月 2,3日 4名 

障がい者余暇活動 ※新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため受入中止 

（申込人数）2名 

御前崎市戦没者追悼式・ 

平和祈念式典 

8月 14日 4名 

浜岡中央児童館の各行事 8月 7,10,20,21日 7名 

自立支援通所サービス 

(ひなたぼっこ) 

8月 16,20日 3名 

 

   ②地域や学校での地域福祉教育の充実 

 

ア 市社協地域福祉教育実践校指定【共同募金配分金事業】 

     第一小 ・ 浜岡東小 ・ 浜岡北小 ・ 御前崎小 ・ 白羽小 ・ 浜岡中 ・ 御前崎中 

    池新田高校 ・ 掛川特別支援学校御前崎分校   9校指定 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、計画を縮小して実施した。 
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（２）多くの市民の地域福祉活動への参加の促進 

 

   ①ボランティア活動・市民活動への支援 

 

ア ボランティア相談・受付  

 

 

 

 

イ ボランティア登録の推進         個人：85名    グループ：24グループ 

 

ウ ファミリー・サポート・センター事業【市受託事業】 

       利用件数：21件  登録者：依頼会員 89名・提供会員 13名・両方会員 2名 

       

(ｱ)講習会：計画後、新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

      (ｲ)ファミサポ PR：2ヶ月検診時（毎月 1回）実施 

（緊急事態宣言発令中及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置発令中

は中止） 

      (ｳ)交流会：新型コロナウイルス感染症の拡大により中止 

      (ｴ)ファミサポ通信の発行：ファミサポだより年 2回発行（夏・冬） 

 

   ②ボランティア活動・市民活動への参加のきっかけづくり 

 

    ア ボランティアだより発行（おまえざき社協だよりの中記事として掲載、年５回発行 各戸配布） 

 

イ 「第 18回  御前崎市ふれあい広場」 

        ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

 

ウ ボランティア講座の開催 

事業名 開催日 会場 内 容 参加者数 

精神障がいを抱

える方を支える

ボランティア養

成事業 

3月 8日(火) 

10:30～12:00 
比木グラウンド 

グラウン

ドゴルフ 

施設利用者 21名 

ボランティア 10名 

計 31名 

 

相談件数 依頼件数 新規個人登録者数 新規団体登録者数 主な対応内容 

7件    4件     2名 0団体 
施設イベント補助の案内、 

海岸清掃団体の紹介 他 
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エ 共同募金事業（共同募金運動 令和３年 10月～12月）            

        一般募金（令和３年 10月～12月）市民の皆様よりあたたかい協力をいただく 

区  分 金  額 目 標 額 備    考 

戸別募金 3,658,500円  7,317世帯（募金目安額＠ 500円） 

その他の募金 50,310円   

合計金額 3,708,810円 4,527,000円 達成率  81.9％ 

     ※募金は全額静岡県共同募金会へ送金 

 

赤い羽根共同募金の一般募金配分金 (2,357,205円) 及び歳末たすけあい運動の剰余金 

(889,431円) は、令和４年度に御前崎市社会福祉協議会に配分され、地域福祉活動に 

活用予定 

 

オ  歳末たすけあい募金（令和３年 12月）                     

       法人・事業所・団体・個人の方々からあたたかい御協力をいただいた。 

区  分 金  額 目 標 額 備    考 

法人募金 1,424,723円  182件 

街頭募金 254,856円  1件 

職域募金  104,613円   3件 

個人募金 43,874円  8件 

団体募金 162,466円  4件 

その他 304,693円   9件 

合計金額 2,294,566円  1,561,000円 

207件 

達成率  

147.0％ 

 

  

カ ボランティア活動助成事業の実施 

      地域福祉の向上を目的とする事業を支援するため、御前崎市ボランティア連絡会に加入し

ているボランティア団体が行うボランティア活動に対し助成金を交付し、計 3 団体のボラ

ンティア活動を支援した。 

ボランティア団体 交付金額 

明るい社会づくり運動静岡県御前崎地区協議会 30,000円 

プラティープジャパン浜岡 10,000円 

さくら子ども食堂 29,000円 
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キ 日赤御前崎市地区事業 

     

(ｱ)昭和 38年から全世帯加入運動として「一世帯に１人以上の赤十字社員」を目標に、 

町内会を通じて一世帯 500円の会費納入をお願いした。 

           一般会費  7,262戸   3,631,000円 

 

(ｲ)個人、法人、団体の皆様に毎年 9月頃、赤十字奉仕団員のご尽力を得て、訪問により 

協力会費（1,000円以上）をお願いした。 

          協力会費   524件   1,387,300円      

     

(ｳ)日本赤十字社国内災害への義援金協力    

          日本赤十字社では大規模災害時に義援金を広く募集し、市内の個人・法人・団体の 

        皆様にご協力いただき、県支部へ送金した。 

          熱海市伊豆山地区義援金           824,912円 

          トンガ大洋州噴火津波救援金         14,479円 

 

    ク ボランティア保険等への加入促進実績 

                  

                                               

    

 

 

    ケ ボランティアへの活動拠点の開放 

ボランティアセンター利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

    コ  学生ボランティア活動支援 

池新田高等学校ボランティア部の活動支援 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、活動支援なし 

 

サ 障がい者支援ボランティア活動 

        工房しおさいのさつまいも作り活動 ボランティア支援 

      ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ボランティア支援なし 

 

 

加入保険名  加入者数 

全社協ボランティア活動保険（基本プラン） 513名 

全社協ボランティア活動保険（災害プラン） 65名 

全社協ボランティア行事用保険   1,412名 

   年間のべ使用団体 年間のべ使用者数 月平均使用団体数 月平均使用者数 

午前  31団体 156名  2.6団体 13名 

午後 11団体 35名  0.9団体 2.9名 

夜間  15団体 77名  1.3団体 6.4名 

合計 57団体  268名  4.8団体 22.3名 
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シ ボランティア連絡会への支援  

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、活動支援なし。 

      

（３）地域福祉を身近に感じるための啓発活動の推進 

     

   ①福祉講座・福祉啓発事業の充実 

 

    ア  第 18回  御前崎市社会福祉大会【共同募金配分金事業】 

        ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和 4年 2月 18日（金）に規模を縮小して

予定していたが中止となった。 

         表彰状は郵送、または直接お届けした。 

      会長表彰：7名、2団体 会長感謝状：3名、2団体 

   

    イ  御前崎市戦没者追悼式・平和祈念式典                          

        ※令和 3 年 8 月 15 日（日）に新型コロナウイルス感染症拡大防止のため新野体育館で規

模を縮小して実施した。 

        

   ②地域福祉に関する情報発信の充実 

 

    ア  広報紙の発行 

       「おまえざき社協だより」を年 5回、 全戸配布（１回発行部数： 8,400部） 

 

 イ インターネットによる啓蒙活動（社協ホームページの運営） 

 

    ウ CATVにより各事業を住民に分かりやすく告知する 音声告知放送等 

 

    エ 市広報誌 広報「おまえざき」への事業募集掲載   
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【基本目標３ 住み慣れた地域で健康でいきいきと暮らせるまちづくり】 

 

（１）困った時に気軽に相談できる相談支援体制の充実 

 

   ①市民にわかりやすく、気軽に相談できる窓口の充実 

 

    ア 福祉総合相談所の開設  住民の生活相談・関係機関等その都度対応 

 

イ 弁護士相談 

      会 場  浜岡福祉会館相談室：奇数月第 3水曜日 13:00～16:00  

           御前崎ふれあい福祉センター相談室：偶数月第 4水曜日 13:00～16:00   

 

ウ 弁護士・司法書士・心配ごと法律なんでも相談   

      会 場  浜岡福祉会館相談室：偶数月第 3水曜日 13:00～16:00  

           御前崎ふれあい福祉センター相談室：奇数月第 4水曜日 13:00～16:00  

 

※相談件数計  弁護士：127件 ・ 司法書士：22件 ・ 心配ごと：0件 

 

エ 権利擁護相談  成年後見センターリーガルサポート会員による成年後見相談 

会 場  ふれあい福祉センター相談室：偶数月第 2水曜日 13：30～16：30 2件 

 

オ 相談事業の PR 相談カレンダーを市内公共施設等に配布し住民に PR実施 

 

カ ひきこもり・不登校支援 

(ｱ)ひきこもり・不登校支援相談室 

          開催日 毎月１回月曜日 13:30～16:30 10回 

          会 場 浜岡福祉会館 相談室 

          相談員 精神保健福祉士・ひきこもり相談士 

          相談件数 25件  （ひきこもり 14件 不登校 11件） 

        ※相談事業は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 8，9月は中止 

 

(ｲ)ひきこもり・不登校支援検討会 

         ※開催日 新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止 

       

(ｳ)ひきこもり・不登校家族教室 

          ※開催日 新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止  
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   ②関係機関同士の連携を深める体制の強化 

 

    ア 生活支援体制整備事業・御前崎市生活支援コーディネーター業務【市受託事業】 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるための生活支援及び介護予防サービスの基盤整備

に向け、多様な主体間の情報共有を図るとともに、連携・協働による資源開発等を推進す

る。 

 

(ｱ)ささえあいネットワーク御前崎（第１層協議体）の開催 

・日時：令和 3年 6月 29日（火）予定、令和 3年 8月 26日（木）予定 

    いずれも、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

    第 1 層協議体の事業計画、各地区の活動状況と課題について等、書面で報告

した。  

   ・日時：令和 4年 1月 27日（木）予定、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

中止  

       各地区協議体の活動状況と課題について書面で報告した。 

    

 (ｲ)第２層協議体及び生活支援コーディネーター(SC)支援 

    a  生活支援コーディネーター(SC)連絡会開催（年 3回） 

      日時：令和 3年  5月 28日（金）10：00～11：40 ふれあい福祉センター 

         令和 3年 11月 25日（木）10：00～11：30 ふれあい福祉センター 

         令和 4年  3月 3 日（木）10：00～11：10 ふれあい福祉センター 

      内容：社会資源マップについて、連絡事項・情報交換・意見交換 

     

b  各地区協議体 

        各地区協議体の状況確認及び意見交換会 

           ・高齢者支援課と社協が各地区を訪問し、センター長、支部長、 

第 2層生活支援コーディネーターと意見交換等を行った。 

        ・各地区の生活支援コーディネーターを訪ね、情報交換や相談対応等を 

行った。 

        ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため研修や交流ができなかった。 

c  生活支援コーディネーター研修 

     ・生活支援コーディネーター養成研修（WEB） 

     令和 3年 7月 14日（水）13：00～16：00 ふれあい福祉センター 

      各地区 2層生活支援コーディネーター参加 

            ・生活支援コーディネーターカフェ（WEB） 

              令和 3年 12月 16日（金）14：00～16：00 朝比奈地区センター 

              各地区 2層生活支援コーディネーター参加 

 

    



- 16 - 

 

   ③生活困窮世帯の支援体制の充実 

 

    ア 生活困窮者自立支援事業 自立支援相談事業【市受託事業】 

生活困窮者自立支援法に基づく相談窓口を設置し、関係機関のチームアプローチにより、

解決に向けた支援を実施した。      新規相談 91件 継続相談のべ 118件    

 

イ 生活困窮者自立支援事業 家計相談事業【市受託事業】 

       生活困窮者自立支援法に基づく相談から、家計相談の支援により自立に向けた支援を 

実施した。               新規相談 8件 継続相談のべ 60件 

 

   ウ 生活福祉資金・総合支援資金の借入手続きや資金活用の指導【県社協受託事業】    

(ｱ)従来の生活福祉資金の貸付 5件 

      (ｲ)特例の生活福祉資金の貸付 149件 

 

    エ 市小口資金の貸付事業  償還中 7件 ・ 完済 1件 ・ 新規 3件 

                  

  

   ④権利擁護の推進 

 

    ア 法人後見事業  受任件数 2件（後見類型 1件、補助類型 1件）    

 

イ 日常生活自立支援事業【県社協受託事業】 

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等自己決定能力が低下している方に対して、

その権利を擁護し自立した地域生活が送れるよう生活支援員を派遣し、日常的な金銭管理

や福祉関連サービスの利用契約支援・見守り等を行う事業を推進した。 

利用者：のべ 23名（新規契約 0件・解約 3件） 

相談対応 152回 支援回数 281回 訪問調査回数 49回 

 

    ウ 法人後見事業・市民後見人養成協力 

      (ｱ)東遠地域成年後見運営委員会出席 

 会場：菊川市プラザけやき・菊川市六郷地区センター 

        第 1回 日時：令和 3年 5月 10日（月） 

        第 2回 日時：令和 3年 7月 12日（月） 

        第 3回 日時：令和 3年 9月 17日（金） 

        第 4回 日時：令和 4年 2月 9日（水） 

 

       (ｲ)市民後見人養成推進委員会  

会場：菊川市プラザけやき・菊川市六郷地区センター 

          第 1回 日時：令和 3年 5月 10日（月） 

         第 2回 日時：令和 3年 7月 12日（月） 

         第 3回 日時：令和 3年 9月 17日（金） 

         第 4回 日時：令和 4年 2月 9日（水） 
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（２）誰もが健康でいきいきと暮らせる仕組みづくり 

 

   ①自立を支える福祉サービスの充実 

 

    ア 介護予防・日常生活支援総合事業 自立支援通所サービス 

        受入日  毎週月曜日から金曜日の平日 

        会 場  ふれあい福祉センター（生きがいデイサービス室・機能回復訓練室） 

 

        内 容  バイタルチェック・プリント・体操・レクリエーション・制作活動・外出等 

           火曜日、水曜日を認知予防重視の日とし、特別メニューを実施している。 

       通所者  66名（のべ 2,205名） 開設日 232日 

 

  イ 介護予防・日常生活支援総合事業 自立支援訪問サービス 

援助が必要な在宅高齢者に対して軽易な日常生活上の援助を行い、自立した在宅生活と 

介護予防を目的に実施 

利用者 7名 のべ 150回実施 

 

    ウ 子育て支援員派遣事業【市受託事業】 

      妊娠、出産による体調不良等により適切な養育状態を保持することが困難な家庭に、 

必要な支援を行うことで健全な子育てができるよう援助した。 

利用者 2名 のべ 3回実施 

 

    エ 放課後児童クラブ事業【市受託事業】 

開 設 市内 5小学校クラブ  

      平  常） 下校～17:30 延長 18:30まで 202日 

      長期休業日）7:30～17:30 延長 18:30まで  36日 

     第一土曜日…第一小クラブ・御前崎小クラブ  11日 

     第一小クラブ臨時開設 21日 

 

利用者 市内小学生 1年生～6年生  

年間登録児童人数 326名（途中利用中止者含む） 

      ※第一小クラブの登録児童が多いため、夏休み期間は給食センター２階で臨時クラブを開

設した。 

 

   ②誰もが暮らしやすい環境づくり 

 

ア 浜岡中央児童館の運営管理【市受託事業】 

       乳幼児～18歳未満の児童及び保護者が、自由に来館でき遊べる場（遊戯室と中庭に遊具を 

設置）、児童厚生員または地域の講師の指導やボランティアにより各行事、クラブ活動を実 

施した。 

       開館日数 215日    年間入館者数 7,314名（一日平均入館者数 34名） 
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      (ｱ) パラカンコげきじょう 

        対象 未就学児と保護者(自由参加) 

        期日 年 5回計画 2回実施 新型コロナウイルス感染対策のため 3回中止 

        内容 避難訓練、映画会 

 

(ｲ) みーんなあつまれ 

        対象 市内の小学生・園児(申込制) 

        期日 毎月 1回 土曜日  

年 12回計画 7回実施 新型コロナウイルス感染対策のため 5回中止 

         内容 お弁当づくり、柏もちづくりと母の日プレゼントづくり、パパとクッキング、 

夏休みクッキング、UFOキャッチャー大会、クリスマス会、羽子板づくり 

 

      (ｳ) わくわくクラブ 

        対象 市内の小学校高学年（小学 4年～小学 6年 11名）(会員制) 

        期日 毎月 1回 土曜日 

    年 11回計画 6回実施 新型コロナウイルス感染対策のため 5回中止 

        内容 名札作りとおやつ作り、父の日プレゼントづくり、カロム大会、地域散策、 

クリスマス会、小物づくりと映画鑑賞会 

 

(ｴ) わんぱくクラブ 

        対象 市内の小学校低学年（小学 1年～小学 3年 34名）(会員制) 

期日 毎月 1回 土曜日 

年 11回計画 6回実施 新型コロナウイルス感染対策のため 5回中止 

        内容 名札作りと釣り大会、父の日プレゼントづくり、カロム大会、地域散策、 

クリスマス会、小物づくりとレクリエーション 

 

      (ｵ) 一輪車体験教室 

        対象 市内の児童 (申込制) 

        期日 年 2回 土曜日（5月、7月） 

        内容 講師の指導のもとに、一輪車の練習を実施  

     

    

      (ｶ) ボランティアの受入れ（地域ボランティア含む） 

対象 一般 

        期日 水、金曜日 

        内容 児童館行事の支援と参加「おはなしこんにちは」 
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(ｷ) 掛川特別支援学校御前崎分校地域奉仕活動 

        内容 地域奉仕活動実施（計 11回） 

館外・館内清掃、溝掃除、窓清掃、児童図書館の清掃・消毒、草取り、 

ゴミ拾い 

 

      (ｸ) じどうかんだよりの発行 (毎月１回) 

・小学校、こども園、金融機関、店舗、公民館、公共施設、新聞社等に配布 

・社会福祉協議会ホームページ内で掲載 

・各行事においてじどうかんだよりを配布 

 

イ 児童図書館の運営管理【市受託事業】                           

 書籍と映像資料の貸し出しを行っている。  

幼少期からの読書が日常化となるよう児童図書館内で読み聞かせ事業 

「おはなしこんにちは」を実施している。 

その他、赤ちゃん玩具、塗り絵、ままごとコーナーを設置している。 

 

      年間貸出日数  231日 

         年間貸出件数  350世帯（1日平均 1世帯） 

      年間貸出冊数  2,505冊  （1日平均 11冊） 

      貸出登録数    1,598世帯（令和 4年 3月 31日現在） 

 

(ｱ) おはなしこんにちは 

        対象  乳幼児～18歳未満の児童と保護者(自由参加) 

        期日  毎週水・金曜日 11:00～ 

※令和 3年 9月、10月は中止 

        内容  手遊び、絵本・紙芝居の読み聞かせ 

         参加者 1回あたり平均 10名  年間 70回実施 

      

(ｲ) ハッピーキッズ 

        対象  乳幼児～18歳未満の児童と保護者(自由参加) 

        期日  月１回の午前（第 2火曜日） 

        内容  身体測定・子育て相談 ※身体測定カードを発行 

       参加者 1回あたり平均 7名  年間 10回実施（2回中止） 
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    ウ 浜岡福祉会館高齢者生きがい教室（3教室） 

年 10回コース 

10回実施 料理、陶芸 

9回実施 音楽 ※中止 1回 

  

エ 浜岡福祉会館高齢者生きがいクラブ（26クラブ） 

   (ｱ) 実施クラブ 16クラブ 

書道クラブ（たんぽぽ・墨遊・昴・汐会・粋星・清々）、生花クラブ（もくれん・ 

ダイヤモンド）、健康体操（山法師）、陶芸クラブ、唱歌クラブ（ひかり）、 

料理クラブ（なかよし会・コスモス)、英語クラブ（ピース）、 

カラオケクラブ（つくし、若葉） 

(ｲ) 活動中止クラブ 10クラブ 

カラオケクラブ（子すずめ・ばら・すずらん・しらかば・オルゴール）、囲碁クラブ、 

健康マージャンクラブ（木曜会・レディース） 

 

オ 介護機器等貸出事業                               

        車イス貸出  44件（ふれあい福祉センター 23件・福祉会館 21件） 

 

    カ 福祉車両貸与事業  112件（ふれあい福祉センター 110件・福祉会館 2件） 

 

   キ マイクロバス貸出し事業    年間件数：4件 

 

ク 高齢者はり・きゅう・マッサージ助成事業                     

    申請者数：466名   利用枚数：708枚（1枚 2,000円 1,416,000円） 

 

ケ 高齢者理美容助成事業 

        申請者数：196名    利用枚数：441 枚（1枚 2,500円 1,102,500円） 

 

     コ 障がい理解への啓発活動や障がい児・者の余暇活動支援【共同募金配分金事業】 

      実施：トランポリン教室 1回（2家族 計 4名参加） 手をつなぐ育成会会員 
         

      ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、その他の活動は中止した。 

 

     サ 歳末たすけあい募金配分事業 

        配分 低所得世帯、ひとり親家庭、重度障がい者（児）、交通労務災害遺児、 

一人暮らし高齢者等に御見舞金等 計 1,345,000円（269件）を民生委員児童委員を通じて

贈呈した。 

 

    シ ひとり親家庭入学者激励事業【共同募金配分金事業】 

        期 間  令和 4年 3月指定期間      対象 14件   金額 1件あたり 5,000円 
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ス 御前崎ふれあい福祉センターの運営管理【市受託事業】                 

       利用状況（土・日曜日シルバー人材センター管理含む） 

       開館日数  317日  （一日平均入館者数 15名） 

相談室 研修室 福祉団体室 交流室 遊戯室 デイサービス 合 計 

12名  808名 622名 145名 789名 2,208名 4,584名 

     

    セ 浜岡老人福祉センターの運営管理【市受託事業】                        

       利用状況    開館日数 216日  （一日平均入館者数 28名） 

大広間 会議室 和室 
福祉 

団体室 
陶芸室 

相談

室 

児童館 

会議室 
その他 合 計 

1,087名 1,075名 167名 801名 780名 0名 45名 2,087名 6,042名 
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令和 3 年度 事業附属明細書 

 

令和 3年度 社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会事業報告 

 

重要事項 

 

≪該当なし≫ 

 


