
 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年度 
 

 

 

 

 

 

 

事 業 報 告 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会 
 

 

 

 



平成25年度 事業報告 

 

Ⅰ 社会福祉事業 

（１）法人運営に関する会議【一般会計 法人運営経理区分】 

① 理事会 

回数 開催日･開催場所 議 事 等 

第１回 平成25年5月29日 

 白鳥社会福祉センター 

報告第１号 平成 24 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会事業報告に

ついて 

認定第１号 平成 24 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会一般会計決

算の認定について 

認定第２号 平成 24 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会特別会計決

算の認定について 

議案第１号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会ひけた通所介護事業並び

に介護予防ひけた通所介護事業の廃止について 

議案第 2 号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会定款施行細則の一部改正

について 

議案第3号 評議員の選任について 

議案第4 号 平成25 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会特別会計補

正予算(案)について 

第２回 平成25年7月2日 

 東かがわ市交流プラザ 

議案第１号 会長・副会長の選任について 

議案第２号 会長職務代理者の指名について 

議案第３号 会長職務代理者の選任について 

議案第4号 第三者委員の選任について 

議案第5号 表彰規程の一部改正について 

第３回 平成26年3月28日 

 白鳥社会福祉センター 

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度社会福祉法

人東かがわ市社会福祉協議会特別会計補正予算） 

議案第１号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会ひけた通所介護事業運営

規程等の廃止について 

議案第２号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会訪問介護事業運営規程の

一部改正について 

議案第３号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会介護予防訪問介護事業運

営規程の一部改正について 

議案第４号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会指定障害福祉サービス(居

宅介護)運営規程の一部改正について 

議案第５号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会地域活動支援センターⅢ

型事業所運営規程の一部改正について 

議案第６号 社会福祉センター設置及び運営規程の一部改正について 

議案第７号 事務局規程の一部改正について 

議案第８号 就業規則の一部改正について 

議案第9号 経理規程の全部改正について 

議案第10 号 平成25 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会一般会計

補正予算について 

議案第11 号 平成25 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会特別会計

補正予算について 

議案第12 号 平成26 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会事業計画

(案)について 

議案第13 号 平成26 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会収支予算

(案)について 

議案第14号 評議員の選任について 
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② 評議員会 

回数 開催日･開催場所 議 事 等 

第１回 平成25年5月29日 

 東かがわ市交流プラザ 

報告第１号 平成 24 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会事業報告に

ついて 

認定第１号 平成 24 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会一般会計決

算の認定について 

認定第２号 平成 24 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会特別会計決

算の認定について 

議案第１号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会ひけた通所介護事業並び

に介護予防ひけた通所介護事業の廃止について 

議案第 2 号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会定款施行細則の一部改正

について 

議案第3 号 平成25 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会特別会計補

正予算(案)について 

第２回 平成25年6月27日 

東かがわ市交流プラザ 

議案第１号 理事の選任について 

議案第2号 監事の選任について 

第３回 平成26年3月28日 

東かがわ市交流プラザ 

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成 25 年度社会福祉法

人東かがわ市社会福祉協議会特別会計補正予算） 

議案第１号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会ひけた通所介護事業運営

規程等の廃止について 

議案第２号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会訪問介護事業運営規程の

一部改正について 

議案第３号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会介護予防訪問介護事業運

営規程の一部改正について 

議案第４号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会指定障害福祉サービス(居

宅介護)運営規程の一部改正について 

議案第５号 社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会地域活動支援センターⅢ

型事業所運営規程の一部改正について 

議案第６号 社会福祉センター設置及び運営規程の一部改正について 

議案第７号 事務局規程の一部改正について 

議案第８号 就業規則の一部改正について 

議案第9号 経理規程の全部改正について 

議案第10 号 平成25 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会一般会計

補正予算について 

議案第11 号 平成25 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会特別会計

補正予算について 

議案第12 号 平成26 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会事業計画

(案)について 

議案第13 号 平成26 年度社会福祉法人東かがわ市社会福祉協議会収支予算

(案)について 

議案第14号 理事の選任について 

 

 

（２）社協会費募集【一般会計 法人運営経理区分】 

住民組織で支えあう社会福祉協議会の意識啓発と社会福祉協議会の自主財源確保、地域で支えあう福祉事業へ

の取り組みなど本会定款第１条の目的を達成するため、市内自治会及び民生委員・児童委員協議会の協力のもと

一般会費及び賛助会費を募集。 

※ 一般会費 １世帯  500円 

      賛助会費 １ 口 2,000円 
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【社協会員（会費）募集実績】 

 地区名 世帯数 金額（円） 

一
般
会
費 

引 田 2,365世帯 1,182,500 

白 鳥 3,187世帯 1,593,500  

大 内 4,013世帯 2,006,500  

合計（1） 9,565世帯 4,782,500  

賛
助
会
費 

引 田 71事業所 140,000  

白 鳥 105事業所 285,000  

大 内 107事業所 250,000  

合計（2） 283事業所 675,000  

合 計（1）＋（2） 5,457,500  
 

【実績推移】 

  H22 H23 H24 

一般会費 5,020,500円 4,929,500円 4,866,500円 

賛助会費 757,000円 743,000円 705,000円 

合 計 5,777,500円 5,672,500円 5,571,500円 

前年度比較 △111,000円 △105,000円 △101,000円 
 

 

 

（３）指定管理事業【一般会計 法人運営経理区分】 

施設の設置目的や特性・業務内容・運営実態等を踏まえて、住民福祉の増進を推進し、より効果的・

効率的且つ施設の機能を最大限に発揮できるよう下記施設の管理運営を行った。 

施設名 所在地 指定期間 

① 東かがわ市引田社会福祉センター 引田991番地17 
Ｈ23.４.１～Ｈ28.３.31 

② 東かがわ市白鳥社会福祉センター 湊1809番地 

③  東かがわ市障がい児を育てる地域交流の場「ほほえみ」 白鳥757番地3 Ｈ21.４.１～Ｈ26.３.31 

【利用実績】 

 延べ利用回数 延べ利用時間 延べ利用人数 
平均利用者数 

（１回あたり） 

東かがわ市引田社会福祉センター 70回 267.0Ｈ 642人 9.2人 

東かがわ市白鳥社会福祉センター 110回 349.0Ｈ 1,378人 12.5人 

東かがわ市障がい児を育てる地域交流

の場「ほほえみ」 
45回 99.0Ｈ 257人 5.7人 

【利用実績推移】 

  H23 H24 

東かがわ市引田社会福祉センター 

延べ利用回数 50回 74回 

延べ利用時間 200.5Ｈ 263.5Ｈ 

延べ利用人数 579人 750人 

東かがわ市白鳥社会福祉センター 

延べ利用回数 70回 58回 

延べ利用時間 170.5Ｈ 142.0Ｈ 

延べ利用人数 658人 582人 

東かがわ市障がい児を育てる地域交流の場「ほほえみ」 
延べ利用回数 65回 57回 

延べ利用時間 134.0Ｈ 119.5Ｈ 
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（４）企画・広報事業 

   ① 第11回東かがわ市社会福祉大会【一般会計 法人運営経理区分】 

社会福祉関係者（約250名）が一同に会し、誰もが安心して暮らせる豊かな社会づくりを目指し、今後の

活動への取り組む決意を新たにするとともに社会福祉功労者等の表彰及び講演会を行った。 

開催日  平成25年12月23日（土） 

会 場  東かがわ市交流プラザ 

内 容  第１部 社会福祉功労者等表彰式 

（表彰） 

民生委員・児童委員 22名 

社協・施設団体の職員 2名 

社会福祉事業奉仕者 8名 

社会福祉事業奉仕団体 3団体 

（感謝状）           ２名 

第2部 記念講演 「やっぱり ご近所さん」          講演風景 

講師 総本山善通寺第五十七世法主      

 

                     真言宗善通寺派管長 大僧正 樫原 禅澄 氏 

 

② サロン推進者研修会【一般会計 ボランティア事業経理区分】 

サロン活動団体関係者を対象にサロン事業における更なる活動推進並びに活動者同士のネットワークの拡

大と今後のよりよい活動支援を目的に研修会を開催した。 

【第1回】 

地区 開催日・開催場所 参加数 内 容 

引 田 平成25年7月3日（水） 

マーレリッコ学習施設 

17名 1.情報発信 

2.実技演習 テーマ「簡単にできるレクリエーション」 

3.ワークショップ 

 テーマ「もっと気軽にサロン活動」 

     ① 改善点、② 困っていること 

4.交流会 

大 内 平成25年7月4日（木） 

水主コミュニティセンター 

44名 

白 鳥 平成25年7月5日（金） 

五名活性化センター 

37名 

【第2回（リフレッシュ研修会）】 

開催日・開催場所 参加数 内 容 

平成25年12月16日（月） 

インスタントラーメン発明記念館（大阪府池田市） 

59名 サロン推進者相互の連携とリフレッシュ

を目的に研修会を実施 

 

③ 福祉教育・ボランティア学習事業 

引田小学校において防災意識やボランティア活動に対する意識を高めることを目的に総合学習での取り組

みとして防災教室を開催した。 

ア）開催日 平成25年6月24日（月） 

参加者 児童保護者（学校保健委員会）35名 

内 容 出前講座 テーマ「知っとく なっとく 地震対策 ～備えと初動対応～」 

・東日本大震災の支援活動について 

        ・防災への取り組みについて 

        ・親として取り組める子どもへの防災教育について 
 

イ）開催日 平成25年10月9日（水） 

参加者 5年生57名 

内 容 出前講座 テーマ「災害から自分を守ろう！引田を守ろう！」 

災害ボランティアセンターの役割についてや大地震が発生 

した際、自分自身の命を守ることの重要性や自分たちで出来 

るボランティア活動の取り組みについて学習していただいた。       学習風景 
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④ 広報活動【一般会計 法人運営経理区分】 

ア）広報誌「やすらぎネット」の発行(全戸配布) 

市民の福祉理解を促進するため、地域福祉活動や在宅福祉サービスなどの福祉情報を掲載し、福祉活動

の啓発を行った。（年４回発行） 

イ）ホームページの運営 

ホームページを運営し、法人の事業紹介や活動内容・福祉情報・財政状況等を住民に伝え情報公開の推

進を図った。  ホームページアドレス ＵＲＬ http://www.higashikagawa-shakyo.jp 

ウ）社協通信の発行（毎月発行） 

法人の事業紹介や活動内容等について理解を得るため行政機関や関係各機関に配布した。 

 

 

（５）地域福祉事業                                 

① 福祉委員会事業【一般会計 法人運営経理区分】 

各自治会等の推薦により選任された福祉委員が、安心安全なまちづ

くりを目的に災害時要援護者等の見守り訪問、給食サービス、サロン

等の活動を通じて各地区の福祉の向上に尽力いただいた。 

 

福祉委員数 

引田地区 57名 

白鳥地区 105名 

大内地区 112名 

合 計 274名 
 

ア）会議 

【役員会】 

回数 開催日・開催場所 内 容 

第１回 平成25年4月30日 

白鳥社会福祉センター 

1.平成24年度事業報告について 

2.平成25年度事業計画（案）について 

第2回 平成25年8月20日 

白鳥社会福祉センター 

１.視察研修会の報告について 

２.社会福祉大会における被表彰候補者の選考について         

３.事業計画について 

第3回 平成26年3月7日 

白鳥社会福祉センター 

1.平成25年度事業の振り返り 

2.平成26年度事業計画（案）について 

【総会】 

地区 開催日・開催場所 参加者 内 容 

大 内 平成25年5月13日 

大内公民館 

81名 1.平成24年度事業報告について 

2.役員の選任について 

3.平成25年度事業計画（案）について 

4.記念講演 

 「振り込め詐欺防止と防災について」 

講師 東かがわ警察 とらまる隊 

引 田 平成25年5月16日 

引田公民館 

28名 

白 鳥 平成25年5月21日 

東かがわ市交流プラザ 

65名 

イ）研修会 

【座談会】 

地区 開催日・開催場所 参加者 内 容 

引 田 平成25年10月23日 

萬生寺 本堂 

16名 ・「地域連携シート（絆シート）を作ってみよう！」 

・「給食サービス事業について」グループワーク 

三本松 平成25年10月30日 

三本松公民館 

12名 

誉 水 平成25年10月31日 

誉水公民館 

16名 

福 栄 平成25年11月5日 

福栄コミュニティセンター 

12名 

本 町 平成25年11月7日 

町自治会館 

10名 
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五 名 平成25年11月8日 

五名活性化センター 

11名 ・「給食サービス事業について」グループワーク 

・「地域連携シート（絆シート）を作ってみよう！」 

・一人暮らし高齢者（災害時要援護者）訪問活動 

白 鳥 平成25年11月12日 

白鳥コミュニティセンター 

  9名 ・「地域連携シート（絆シート）を作ってみよう！」 

・「給食サービス事業について」グループワーク 

丹 生 平成25年11月21日 

丹生公民館 

15名 

【視察研修】 

回数 開催日 参加者 研修施設 研修内容 

第1回 平成25年6月10日 64名 伊方原子力発電所 

伊方ビジターズハウス 

原子力発電施設の見学 

ガイダンス 

第2回 (白鳥)平成25年11月28日 27名 JA東とくしま上勝支所 

月ヶ谷温泉 

日比ヶ谷ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ 

1 彩事業 

～高齢者福祉事業について～ 

2 ゼロ・ウェイストの取り組み 

～町内のゴミの分別について～ 

(大内)平成25年11月29日 25名 

(引田)平成25年11月30日 11名 

【災害時要援護者支援事業説明会】 

地区 開催日・開催場所 参加者 

白 鳥 平成25年7月24日 19：00～ 交流プラザ 64名 

本 町 平成25年7月25日 19：00～ 交流プラザ 57名 

相 生 平成25年７月26日 19：00～ 相生コミュニティセンター 30名 

福 栄 平成25年７月29日 19：00～ 福栄コミュニティセンター 54名 

五 名 平成25年７月30日 19：00～ 五名活性化センター 25名 

引田・小海 平成25年８月１日 19：00～ 引田公民館 48名 

三本松 平成25年８月５日 19：00～ 大内公民館 57名 

誉 水 平成25年８月６日 19：00～ 誉水公民館 70名 

丹 生 平成25年８月８日 19：00～ 丹生公民館 51名 

内 容 

１ 南海トラフ巨大地震による被害想定、防災対策と避難訓練について（市総務課） 

２ 地域防災活動出前講座の紹介（社協） 

３ 地域福祉活動支援制度等について（市福祉課） 

４ 災害時要援護者登録及び更新について（市福祉課） 

ウ）老人クラブスポーツ大会への運営協力 

３地区で開催される市老人クラブ連合会主催のスポーツ大会において、運営スタッフ及び選手として

参加協力した。 

地区 開催日時 場所 協力者数 

大 内 平成25年11月3日（日） 10：00～  とらまるてぶくろ体育館 16名 

引 田 平成25年11月6日（水） 10：00～  引田飛翔体育館 20名 

白 鳥 平成25年11月20日（水） 9：30～  白鳥中央公園体育館 19名 
 

  

 

   ② 給食サービス事業【一般会計 法人運営経理区分】 

調理・買い物等が困難な在宅の高齢者等を対象に、福祉委員の協力のもと月３回の配食を実施し、安否確認

や健康管理、孤独感の解消を図った。 また、大内地区においては10月から３月までの月２回、手作り給食

を実施した。 弁当１食：500円（利用者負担金１食：200円） 
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【実績】  【実績推移】 

地区 配食数（年） 
１回あたりの 

配食数（平均） 

 
地区 

H22 

配食数（年） 

H23 

配食数（年） 

H24 

配食数（年） 

引田 1,777食 49.4食 引田 2,785食 2,268食 2,054食 

白鳥 1,165食 32.3食  白鳥 2,530食 2,176食 1,831食 

大内 1,057食 29.3食 大内 1,092食 979食 1,012食 

合計 3,999食 37.0食 合計 6,407食 5,423食 4,897食 

 

 

  ③ サロン事業【一般会計 ボランティア事業経理区分】 

自治会、民生委員･児童委員、福祉委員、ボランティア等が連携のもと自治会館等に地域の高齢者等を招待し、

会食やレクリエーション、講話を通じて高齢者の閉じこもり予防、生きがい支援を実施した。また、地域支援事

業として介護予防事業（筋力トレーニング等講師派遣事業）を導入し、地域におけるサロン事業の質の向上を図

った。      

【実績】 

地区 
実施 

箇所 

実施 

回数 

参加者数 

延利用者数 
平 均 

（1回あたり） 

引田 13 109 2,685名 24.6名 

白鳥 23 172 3,539名 20.6名 

大内 26 233 5,524名 23.7名 

合計 62 514 11,748名 22.9名 

【実績推移】 

 H22 H23 H24 

実施箇所 47箇所 51箇所 54箇所 

実施回数 324回 474回 475回 

延利用者数 6,804名 9,507名 10,837名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サロン実施風景 

 

 

 

 

 

④ 災害ボランティアセンターの設置に向けた体制整備 

住民参加型の組織の設立を目指し、災害時に被災者支援のためのボランティア活動が円滑に行えるよう、また、

平常時において、地域防災力の向上を目的に災害予防に関するボランティアの養成や市民向け及び関係職員向け

防災教育訓練等、広く地域に向けた防災への意識づけ活動を実施した。 

   ア）会議 

会議名 開催日 内  容 

設立準備会 平成25年5月30日(月) 設置・運営に係るマニュアル(案)について 

平成25年6月27日(木) 災害ＶＣシミュレーション研修会の開催について 

平成25年7月26日(金) 災害ＶＣシミュレーション研修会の開催内容について 

平成25年8月7日(水) 災害ＶＣシミュレーション研修会被災想定(被災想定マップづくり)について 

平成25年8月28日(水) 災害ＶＣシミュレーション研修会の開催について 

平成25年9月18日(水) 災害ＶＣシミュレーション研修会の最終確認 

平成25年11月1日(金) 災害ＶＣシミュレーション研修会の振り返り 

平成25年12月20日(金) 研修会「HUG（避難所運営ゲーム）」 

平成26年1月23日(木) 市職員研修(HUG)の実施に向けて平成26年度事業計画(案)について 
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 イ）研修会 

     ○ 災害ボランティアセンター運営シミュレーション研修会 

       日 時 平成25年9月29日（日） 

       場 所 白鳥社会福祉センター及び駐車場 

       参加者 職員36名 

アドバイザー6名 

福祉委員等ボランティア31名 

       内 容 9月29日(日)午前8時30分、南海トラフを震源と 

する巨大地震が発生したと想定し、職員の役割と関係各 

機関との連携、ネットワークづくり及び災害ボランティ 

アセンターの開設・運営・流れについて検証した。          災害VC運営シミュレーション研修風景 

○ 避難所運営シミュレーション（HUG）研修会            

    平成25年11月25日（月）地域福祉コーディネータースキルアップ研修会（参加者15名） 

    平成26年2月7日（金）東かがわ市職員防災研修（参加者129名） 

 

  ⑤ 地域ふれあい福祉活動推進助成事業【一般会計 法人運営経理区分】 

市内自治会を対象に、心の通い合う住みよい地域づくりと地域で支えあう福祉の推進を図って、自治会内で実

施する地域福祉の増進につながる活動を実施した自治会に対して助成金を交付した。 

【実績】 

 助成自治会数 助成額（円） 

引 田 19自治会 358,011円 

白 鳥 47自治会 371,895円 

大 内 33自治会 678,777円 

合 計 99自治会 1,408,683円 

※ 当年度社協会費納入額の２分の1を上限として、事業を実施した自治会に対して助成 

【実績推移】 

  H22 H23 H24 

助成自治会数 96自治会 91自治会 70自治会 

助 成 額 1,640,022円 1,488,915円 1,440,429円 

 

 

  ⑥ 地域福祉用具貸与事業【一般会計 法人運営経理区分】 

介護認定を受けていない者で在宅で療養する福祉用具が必要な者及び福祉教育に使用する場合に一定期間福

祉用具の無料貸与を行った。 

【貸与実績】 

 延べ貸出数 電動ベット 車椅子 

合 計 27台  96台  

【実績推移】 

 延べ貸出数 H22 H23 H24 

電動ベット 18台 18台 21台 

車 椅 子 33台 51台 64台 
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  ⑦ 社会福祉施設体験学習（ふれあいワークキャンプ事業）【一般会計 法人運営経理区分】 

夏休みを利用して、地域福祉の向上を目的にボランティア活動

推進事業として市内福祉施設の協力のもと市内中学校生徒によ

る社会福祉施設体験学習を実施した。 

 

 

 

保育所での実習風景 

 

 

 

 

 

 

→ 

開催日 学校名 実施場所 参加者 実施内容 

平成25年8月8日 大川中学校 

特別養護老人ホーム絹島荘  7名 【高齢者施設】 

車いす使用指導、DVDに

よる介護学習及び実習等を

実施。 

【保育所･児童福祉施設】 

保育実習や学習指導、イベ

ント運営スタッフとして協

力し交流を深めた。 

【障がい者施設】 

軽作業を通して通所者と

の交流を図り、障がい者福祉

への理解を深めた。 

東かがわ子どもアカデミー 10名 

通所介護事業所おおち  7名 

就労継続支援B型事業所「さつき

園」「クローバー」 

7名 

平成25年8月6日 白鳥中学校 
恵愛保育所 9名 

白鳥児童館、まつばら児童館 7名 

平成25年8月26日 引田中学校 

特別養護老人ホーム引田荘 7名 

社会福祉法人引田愛育園 8名 

東かがわ市立平和保育所 6名 

 

  ⑧ ふれ愛出前講座【一般会計 法人運営経理区分】 

市民団体等が主催する集会等に職員を講師として派遣し、地域福祉活動に関する事項の説明又は職務に関連し

て習得した専門知識・技能を活かした講座等を行うことにより市民等の社会福祉協議会に関する理解を深めると

ともに市民との協働による地域福祉活動の推進を図った。 

【実績】 

内 容 件数 参加者数 平均(１件あたり) 

介護予防・レクリエーション 47件 1,502名 32.0名 

社協活動・地域福祉事業 14件 307名 21.9名 

地域防災 3件 109名 36.3名 

合  計 64件 1,918名 30.0名 

【実績推移】 

  H22 H23 H24 

件  数  14件  16件   63件 

参加者数 310名 409名 2,657名 

 

  ⑨ 歳末慰問事業【一般会計 法人運営経理区分】 

香川県共同募金会より助成される地域福祉活動助成により、歳末慰問事業として児童福祉施設に入所している

児童に対し、歳末支援金を交付するものであるが、平成25年度は対象者はなし。 

【実績推移】 

 慰問施設数 人数 備 考 

H22 3  43名 白鳥園、真清水荘、恵愛学園 

H23 1  3名 恵愛学園 

H24 1  4名 恵愛学園 
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  ➉ 東かがわコスモスでまちづくり事業【一般会計 法人運営経理区分】 

沿道にある農地等にコスモスの花を咲かせることにより、良好な環境や景観を整備し、市民はもとより本市を

訪れる人に安らぎや癒し、ふれあいの場を与え「温かさと活力あるまちづくり」を推進するため、香典返し等の

善意の寄付金を財源に市内の自治会等が実施する事業に要する経費について、補助金を交付した。 

【事業実績】 

補助対象 

管理者が承知する道路沿道

の複数連担した農地又は公共

的な場所において行う事業 

創意工夫をしながら、計画的に

花を咲かせられること 

 対象団体  

自治会又は概ね５人以上の編

成で活動する団体で自ら活動

を実践する団体 

補助の内容 
事業の実施に係る種子の購入

に要した費用（上限10万円） 

補助団体数 8団体 

補助対象面積合計 27,066㎡ 

補助額合計 385,024円 
 

【前年度実績】 

  H24 

補助団体数 5団体 

補助対象面積合計 12,526㎡ 

補助額合計 175,978円 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスモス開花時の風景 

 

（６）通所介護・介護予防通所介護事業（介護保険事業）【一般会計 デイサービス事業経理区分】 

ア）通所介護 

在宅の要介護者に対し、健康状態の確認や入浴・食事・送迎等のサービスを提供し、利用者の心身機能の維

持と共に社会参加の促進や家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、利用者の自立支援に向けた目標やサービ

ス内容等を定めた通所介護計画に基づき実施した。 

イ）介護予防通所介護 

在宅の軽度者(要支援１･２)に対し、地域包括支援センターにおいて策定されたケアプランに基づき要介護状

態への悪化防止につながるようサービスを提供した。また、楽しみを見出せるサービスを提供するためアクテ

ィビティの強化を図った。 

なお、ひけた通所介護事業所については、人材不足による有資格者(看護師等)の確保が困難な状況と

当該施設は昭和40年代に建設された施設であり、施設の老朽化のため利用者の他事業所への移行等が

完了した５月末を以て同事業所を閉所した。 

【事業実績】 

事業所名 
社会福祉法人                        

東かがわ市社会福祉協議会ひけた 

定  員 20 名 

  

通
所
介
護 

  年間累計 平均利用者数 

開 所 日 数 40日 20.0日/月 

利用実人員 16名 － 

延利用者数 300名 7.5名/１日 

内 

訳 

要介護1 150名 3.8名/１日 

要介護2 101名 2.5名/１日 

要介護３ 49名 1.2名/１日 

要介護4 0名 0.0名/１日 

要介護5 0名 0.0名/１日 

合 計 ① 300名 7.5名/１日 
 

事業実績】 

事業所名 
社会福祉法人                        

東かがわ市社会福祉協議会おおち 

定  員 15 名 

 

通
所
介
護 

  年間累計 平均利用者数 

開 所 日 数 244日 20.3日/月 

利用実人員 20名 － 

延利用者数 1,741名 7.1名/１日 

内 

訳 

要介護1 778名 3.2名/１日 

要介護2 849名 3.5名/１日 

要介護３ 50名 0.2名/１日 

要介護4 0名 0.0名/１日 

要介護5 64名 0.2名/１日 

合 計 ① 1,741名 8.3名/１日 
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介
護
予
防
通
所
介
護 

開 所 日 数 40日 20.0日/月 

利用実人員 6名 － 

延利用者数 56名 1.4名/１日 

内
訳 

要支援1 15名 0.4名/１日 

要支援2 41名 1.0名/１日 

合 計 ② 56名 1.4名/１日 

延利用者数合計 ①+② 356名 ― 
 

 

介
護
予
防
通
所
介
護 

開 所 日 数 233日 19.4日/月 

利用実人員 12名 － 

延利用者数 692名 2.9名/１日 

内
訳 

要支援1 77名 0.3名/１日 

要支援2 615名 2.6名/１日 

合 計 ② 692名 2.9名/１日 

延利用者数合計 ①+② 2,433名 ― 
 

【実績推移】 

  H22 H23 H24 

通 所 介 護 延利用者数 
ひけた 2,115名／年 2,961名／年 2,775名／年 

おおち 1,918名／年 1,894名／年 2,030名／年 

介護予防通所介護 延利用者数 
ひけた 1,039名／年 585名／年 508名／年 

おおち 737名／年 664名／年 611名／年 

合 計 

ひけた 3,154名／年 3,546名／年 3,283名／年 

おおち 2,655名／年 2,558名／年 2,641名／年 

総合計 5,809名／年 6,104名／年 5,924名／年 

 

 

（７）訪問介護・介護予防訪問介護事業（介護保険事業）【一般会計 居宅介護等事業経理区分】 

ア）訪問介護 

利用者が可能な限り居宅において、持っている能力に応じた日常生活を営むことができるようケアプランに

従って入浴、排泄、食事介助、その他の生活全般にわたるサービスを提供した。 

イ）介護予防訪問介護 

在宅の軽度者（要支援１･２）に対し、本人が自力で家事等を行なうことが困難な場合であって、家族等の

支え合いや他の福祉施策等の代替サービスが利用できない場合について地域包括支援センターにおいて策定

されたケアプランに基づきサービスを提供した。 

【事業実績】 

訪問介護事業 

  区分 年間累計 月平均 

  利用者数 214名 17.8名 

  身体介護 65名 5.4名 

    訪問回数 1,616回 134.7回 

    訪問時間 1,154.0Ｈ 96.2Ｈ 

  生活援助 140名 11.7名 

    訪問回数 947回 78.9回 

    訪問時間 920Ｈ 76.7Ｈ 

  身体生活介護 40名 3.3名 

  

  

  

  

訪問回数 302回 25.2回 

訪問時間 352.0Ｈ 29.3Ｈ 

  

  

  

合計(延利用者) 245名 20.4名 

  

  

訪問回数 2,865回 238.8回 

訪問時間 2,426Ｈ 202.2Ｈ 

 

 

 

介護予防訪問介護事業 

  区分 年間累計 月平均 

  利用者数 168名 12.8名 

  訪問回数 1,078回 89.8回 

  訪問時間 1,077.5Ｈ 89.8Ｈ 
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【訪問介護事業実績推移】 

 H22 H23 H24 

延利用者数 301名 276名 315名 

訪問回数 2,944回 3,097回 3,913回 

訪問時間 2,734.5Ｈ 3,147.5Ｈ 3,229.5Ｈ 

 

 

 【介護予防訪問介護事業実績推移】 

 H22 H23 H24 

延利用者数 154名 134名 154名 

訪問回数 1,159回 968回 941回 

訪問時間 1,165.5Ｈ 968Ｈ 941Ｈ 

 

 

（８）子育てホームヘルプサービス事業（東かがわ市受託事業）【一般会計 生活管理指導事業経理区分】 

乳幼児を子育て中の保護者の一時的な育児援助、家事援助等を必要とする家庭にホームヘルパーを派遣し、

育児援助、家事援助、相談助言を行った。 

【事業実績】                【実績推移】 

区 分 年間累計 月平均  区 分 H22 H23 H24 

利用者数 4 名 0.3名  利用者数／年 14 名 7 名 5 名 

訪問回数 5 回 0.4回  訪問回数／年 45 回 9 回 5 回 

訪問時間 9.0 H 0.8 H  訪問時間／年 90.0 H 16.5 H 11.0 H 

 

 

（９）障害福祉サービス事業【一般会計 障害福祉サービス事業経理区分】 

利用者が居宅において日常生活を送れるよう利用者の身体その他の状況など、その置かれている環境に応じ

て入浴、排泄及び食事等の介助、調理、洗濯及び掃除などの家事、生活に関する相談助言、外出時における移

動の介助その他の生活全般にわたる援助を実施した。 

【事業実績】                【実績推移】 

区 分 年間累計 月平均  区 分 H22 H23 H24 

利用者数 82名 6.8名  延利用者数／年 73名 74名 83名 

訪問回数 530回 44.2回  訪問回数／年 535回 529回 585回 

訪問時間 623.5Ｈ 52.0Ｈ  訪問時間／年 637.0Ｈ 622.5Ｈ 658.5Ｈ 

 

 

（10）地域活動支援センターⅢ型事業（東かがわ市受託事業）【一般会計 地域活動支援センター受託運営事業経理区分】 

東かがわ市より委託を受け、地域において雇用又は就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練・社会適応

訓練等のサービスを実施した。 

【事業実績】 

 主たる事業所 従たる事業所 

事業所名 ワークハウスたけのこ こすもす 

所 在 地 引田991番地17 坂元569番地1 

通所定員 13名 12名 

登録者数 13名  9名 

開所日数（延日数） 243日 241日 

 開所日数（月平均） 20.3日 20.0日 

利用者数（延人数） 1,621名 1,421名 

 利用者数（1日平均） 6.7名 5.9名 

行事内容 

スポーツ（ソフトバレー）、調理実習、

野外活動（花見･遠足･海水浴･初詣等）、

買物実習、市障がい者スポーツ大会参

加、東讃支部作業所交流会･地域交流会

参加、音楽療法等 

 調理実習、クリスマス会、野外活動（花

見･遠足等）、市障がい者スポーツ大会

参加、東讃支部作業所交流会･地域交流

会参加等 

作業内容 
 庁舎作業、枠組み作業、ダンボールの

り貼り作業、給食配送 

庁舎作業、袋物の加工、箱作り、型抜

き作業 
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【実績推移】 

  H22 H23 H24 

登録者数 
ワークハウスたけのこ 13名 13名 14名 

こすもす 12名 10名  8名 

合  計 25名 23名 22名 

通所延人数 
ワークハウスたけのこ 1,462名／年 1,401名／年 1,654名／年 

こすもす 1,174名／年 1,573名／年 1,543名／年 

合  計 2,636名／年 2,974名／年 3,197名／年 

 

 

（11）生活福祉資金貸付事業（香川県社協受託事業）【一般会計 生活福祉資金事業経理区分】 

低所得者、障がい者または高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談援助を行うことにより、その経済的自立

と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活が送れるように民生委員･児童委員協議会の協力を得て実施した。 

【貸付状況】 

資金の種類 相談件数 貸付件数 

教育支援資金 8件 2件 

福 祉 資 金 11件 0件 

緊急小口資金 20件 9件 

その他の相談 11件 0件 

合  計 50件 11件 
 

【貸付状況推移】 

  H22 H23 H24 

相談件数 65件 37件 48件 

貸付件数 8件 8件 8件 

 

 

 

 

 

（12）日常生活自立支援事業（香川県社協受託事業）【一般会計 福祉サービス利用援助事業経理区分】 

認知症高齢者、精神障がい者、知的障がい等判断能力が不十分な者が地域において自立した生活が送れるよ

う福祉サービスの利用に関する情報の提供、助言、手続きの代行、利用料の支払等に関する一連の援助を行う

ことを目的として実施し、選任された生活支援員の協力によって生活費、施設利用料等の引き出しと状況把握

のうえで生活相談援助を行った。   利用料 １回 1,500円 （生活保護受給者無料） 

 

支援員数 実利用者数 

12名 11名 

 

 

【実績】 

 年間累計 月平均 

認知症高齢者 

延利用者数 30名 2.5名 

訪問支援回数 21回 1.1回 

相談援助件数 93件 7.8件 

知的障がい者 

延利用者数 64名 5.3名 

訪問支援回数 72回 6.0回 

相談援助件数 56件 4.7件 

精神障がい者 

延利用者数 48名 4.0名 

訪問支援回数 47回 3.9回 

相談援助件数 299件 24.9件 

合   計 

延利用者数 142名 11.8名 

訪問支援回数 140回 11.7回 

相談援助件数 448件 37.3件 

【実績推移】 

  H22 H23 H24 

支援員数 11名 10名 10名 

利用者数 16名 17名 16名 

相談援助件数 169回 202回 280回 
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（13）弁護士無料法律相談会 

弁護士による無料法律相談会を白鳥社会福祉センターにおいて試行的に実施し、適切な助言・援助を行い住民

の福祉の増進を図った。 

【相談件数実績】 

開催日 定員（組） 応募者（組） 相談者（組、人数） 

平成25年7月16日 15 21 15組、20人 

平成25年11月19日 15 17 15組、22人 

平成26年1月27日 8 12 8組、10人 

平成26年1月31日 5 6 5組、 7人 

平成25年2月17日 11 14 10組、12人 

合   計 54 71 53組、71人 

【相談内容内訳】 

相談内容 件 数 

筆 界 特 定 3件  

相続・遺言 22件  

離    婚 7件  

負    債 3件  

近隣トラブル 4件  

損 害 賠 償 4件  

成 年 後 見 3件  

そ の 他 7件  

合  計 53件  

 

 

（14）法人後見事業に関する調査・研究 

制度の普及啓発、法人後見の受任、権利擁護に関する総合相談や申し立て支援等について調査・研究を行うと

ともに、法人後見事業等権利擁護支援体制の構築と平成26 年7 月からの事業開始の準備等を円滑に進めるた

め「法人成年後見事業等準備委員会」を設置し、審議した。 

① 法人成年後見事業等準備委員会 

ア）委員 

 氏 名 所属等 備 考 

1 松本 タミ 香川県弁護士会 NPO法人後見ネットかがわ理事長 学識経験者、法律関係者 

2 小川 祐樹 香川県司法書士会 成年後見ｾﾝﾀｰﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ香川県支部副支部長 法律関係者 

3 時岡 信一 香川県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ香川運営委員 福祉関係者 

4 日向 晴美 さぬき市民病院地域医療連携室 医療関係者 

5 坂 下  恵 東かがわ市福祉課長 関連行政職員 

6 飯田 志乃 東かがわ市保健課長 関連行政職員 

イ）オブザーバー 

1 山西 明弘 高松家庭裁判所 総務課長  

② 会議 

回数 開催日・開催場所 議 事 等 

第1回 平成26年1月17日（金） 

白鳥社会福祉センター 

1．委嘱状の交付 

2．委員紹介 

3．趣旨説明 

4．委員長、副委員長の選任について 

5．受任方針について 

6．実施規程(案)について 
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第2回 平成26年2月21日（金） 

白鳥社会福祉センター 

1．法人成年後見事業運営委員会設置要綱(案)について 

2．法人成年後見事業業務マニュアル(案)について 

 

 

Ⅱ 公益事業 

（１）居宅介護支援事業（介護保険事業）【公益事業特別会計 居宅介護支援事業経理区分】 

利用者の要介護状態の軽減及び悪化の防止に努めるとともに利用者のその有する能力に応じ、自立した日常

生活を営むことができるよう人格を尊重し、常にその立場に立って地域の各種関係団体と連携をとりながら介

護支援専門員がケアプランを作成した。 

【事業実績】 

 年間累計 月平均 

住宅改修取扱件数 13件 1.1件 

利用者数 1,580名 131.7名 

  要支援１ 6名 0.5名 

要支援２ 40名 3.3名 

要介護１ 355名 29.6名 

要介護２ 636名 53.0名 

要介護３ 219名 18.3名 

要介護４ 157名 13.1名 

要介護５ 167名 13.9名 

合 計 1,580名 131.7名 

【実績推移】 

 H22 H23 H24 

住宅改修取扱件数 17件 18件 16件 

利 用 者 数 1,507名 1,541名 1,704名 

 

 

（２）介護予防生活支援事業（東かがわ市受託事業）【公益事業特別会計 介護予防生活支援事業経理区分】 

① 東かがわ市通所型介護予防事業 

介護保険非該当者を対象とし、社会福祉センター等に通所す

ることにより運動機能向上トレーニングや口腔ケア等を行ない

心身機能の維持・向上を図ることを目的とし、介護予防事業の

一環として東かがわ市より委託を受けて実施した。  

利用者負担金（１回） 1,000円 

【事業実績】 

  年間累計 平均(月) 平均(日) 

引田 
開所日数 48日 4.0日 ― 

利用者数 972名 81.0名 20.3名 

白鳥 
開所日数 24日 2.0日 ― 

利用者数 456名 38.0名 19.0名 

大内 
開所日数 48日 4.0日 ― 

利用者数 1,062名 88.5名 22.1名 

合計 
開所日数 120日 10.0日 ― 

利用者数 2,490名 207.5名 20.8名 
 

平成26年３月31日現在登録者 

  登録者数 班数 

引田 49名 2 

白鳥 29名 1 

大内 55名 2 

合計 133名 5 
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【実績推移】 

  H22 H23 H24 

登録者数 147名 143名 133名 

延利用者数 2,915名 2,751名 2,470名 
 

② 東かがわ市高齢者二次介護予防事業 

市内に住所を有する 65 歳以上の要

介護状態等となる恐れのある者で介護

予防上の支援が必要と認められる者を

対象とし、社会福祉センターに通所する

ことにより運動機能向上トレーニング

や口腔ケア、栄養改善指導を行ない高齢

者が地域において自立した日常生活を

営むために要介護状態等となることを

予防するとともに状態の悪化の防止を

目的に介護予防事業の一環として東か

がわ市より委託を受けて実施した。 

 

利用者負担金（１回） 500円 

 

 

 

 

【事業実績】 

  年間累計 月平均 

開 所 日 数 60日 5.0日 

延利用者数 406名 33.8名 

利用             

内訳 

運動器向上 
利用実人数 163名 13.6名 

利用延人数 403名 33.6名 

口腔ケア 
利用実人数 156名 13.0名 

利用延人数 267名 22.3名 

栄養改善 
利用実人数 139名 11.6名 

利用延人数 139名 11.6名 

【実績推移】 

  H22 H23 H24 

延利用者数 524名 470名 489名 

利用          

内訳 

運動器向上 321名 281名 489名 

口腔ケア 284名 189名 336名 

栄養改善 12名 0名 0名 
 

 

③ 東かがわ市介護予防水中トレーニング事業 

介護予防事業として東かがわ市より委託を受け要支援１･２及び介護保険 

非該当者に対し、引田温水プールを利用して歩行訓練等の軽トレーニングを 

行い、介護の重症化を予防し、自立と生きがいのある生活を助長する目的で 

月２回実施。   利用者負担金（１回） 500円 

【事業実績】 

班  数 （※1） 6班 

利用定員 （各班） 8名 

登録者数（H26.3.31現在） 45名 

実施日数 141日 

利用者数（延人数） 679名 

利用者数（１回あたり） 4.8名 
 

 

 

 

【実績推移】 

  H22 H23 H24 

登録者数 55名 52名 45名 

延利用者数 818名 757名 740名 
 

④ 地域介護予防活動支援事業 

地域における介護予防活動を支援するため東かがわ市より委託を受け、地域で開催するサロン事業等で実施

する筋力向上トレーニングや口腔ケア活動に対し、講師として健康運動指導士や歯科衛生士等の派遣を行った。 

【事業実績】 

団 体 数  72 

派遣回数 129回 

内訳 

筋トレ 58回 

口腔ケア 27回 

栄養指導 10回 

レクリエーション 34回 
 

【実績推移】 

  H22 H23 H24 

派遣団体数 12 35 40 

派遣回数 27回 76回 89回 
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（３）ファミリー・サポート・センター事業【公益事業特別会計 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業経理区分】 

子育てをする人（世代）の仕事と育児の両立と安心して働くことができる環境づくりのため、児童の預かり等

について、（子育てを）援助したい人と援助を受けたい人が、お互いに会員になって助け合えるよう平成25年

10月1日より、子育て支援事業として東かがわ市より委託を受け、相談・調整等の支援を行った。 

①  会員地区別数【平成25年10月～平成26年3月】 

 引田 白鳥 大内 合 計 

おねがい会員 5名 4名 21名 30名 

まかせて会員 7名 6名 6名 19名 

どっちも会員 0名 0名 1名 1名 

合 計 12名 10名 28名 50名 

②  援助活動実績数【平成25年10月～平成26年3月】 

援 助 活 動 内 容 件 数 

保育所・幼稚園の帰宅後の預かり 4件 

保育所・幼稚園の迎え 59件 

保護者の等の冠婚葬祭による外出、他の子どもの学校行事の場合の援助 7件 

保護者などの外出の場合の援助 4件 

放課後児童クラブの迎え 56件 

保育所・学校等の休み時の援助 2件 

保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助 1件 

保護者等の病気、その他の急用の場合の援助 3件 

その他（家事の間のおねがい会員宅での預かり） 8件 

合    計 144件 

 

③ 養成講座の開催 

ア）まかせて会員養成講座 

○ 開催日及び会場 

【第1回】 開催日 平成25年 7/22・23・24・25・26・29、8/14 

会 場 東かがわ市交流プラザ 

【第2回】 開催日 平成25年 7/30・31、8/1・2・5・6・7・8・9、9/11 

会 場 大内公民館・大内社会福祉センター 

【第3回】 開催日 平成26年 1/29、2/4・6・12・14・20・21or27、3/6・12 

会 場 東かがわ市交流プラザ・白鳥社会福祉センター 

○ 講座項目 

 【第1回及び第2回】 

講 座 項 目 講  師 時間 

子育てを取り巻く環境と様々な制度 NPO法人わははネット 理事長 中橋 恵美子 氏 2H 

ファミサポ手引き説明 
東かがわ市ファミサポアドバイザー 

さぬき市ファミサポ まかせて会員 筒井 美佐子 氏 
2H 

子どもの食事と栄養 市保健課 管理栄養士 遊見 源也 氏 2H 

調理実習 市保健課 管理栄養士 遊見 源也 氏 2H 

保育の心 市立小海保育所 所長 岡本 智子 氏 2H 

子どもの安全・家庭内事故 大川広域東消防署 2H 

子どもの遊びとかかわり 白鳥児童館 館長 小嶋 知代子 氏 2H 

子どもにかかりやすい病気 県立白鳥病院 医師 平尾 章博 氏 1H 

小児看護の基礎知識 市保健課 保健師 三好 宏美 氏 3H 

子どもの世話・保育実習 
講義：市立福栄やまびこ園 主任保育士 槌矢 洋子 氏 

実習：市内公立保育所 
3H 
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心の発達と個性について 子ども女性相談センター 判定課長 關本 真弓 氏 2H 

障がい児への理解とかかわり 県立香川東部養護学校 特別支援コーディネーター 吉鷹 清昌 氏 2H 

子どもの身体の発達と成長 三好医院 院長 宮崎 雅仁 氏 2H 

講座時間合計 27H 

 【第3回】 

講 座 項 目 講  師 時間 

子育てを取り巻く環境と様々な制度 NPO法人わははネット 理事長 中橋 恵美子 氏 2H 

ファミサポ手引き説明 
東かがわ市ファミサポアドバイザー 

さぬき市ファミサポ まかせて会員 筒井 美佐子 氏 
2H 

子どもの食事と栄養 市保健課 管理栄養士 遊見 源也 氏 2H 

調理実習 市保健課 管理栄養士 遊見 源也 氏 2H 

保育の心 市立小海保育所 所長 岡本 智子 氏 2H 

子どもの安全・家庭内事故 大川広域東消防署 白鳥分署 2H 

子どもの遊びとかかわり 白鳥児童館 館長 小嶋 知代子 氏 2H 

子どもにかかりやすい病気 県立白鳥病院 医師 平尾 章博 氏 1H 

小児看護の基礎知識 市保健課 保健師 三好 宏美 氏 3H 

子どもの世話・保育実習のお話 
講義：市立福栄やまびこ園 主任保育士 槌矢 洋子 氏 

事前打ち合わせ：市内公立幼稚園・保育所 
2H 

心の発達と個性について 子ども女性相談センター 判定課長 關本 真弓 氏 2H 

障がい児への理解とかかわり 
白鳥園 綜合療育相談センター 管理者・相談専門員 西井 由美子 氏 

作業療法士 三好 亮吏 氏、伊藤 裕基 氏 
2H 

子どもの身体の発達と成長 三好医院 院長 宮崎 雅仁 氏 2H 

保育実習(第３回のみ) 市内公立幼稚園・保育所 １日または半日実習  

講座時間合計 26H 

○ 受講者及び登録者数 

 申込者 受講者 修了者 部分受講後修了者 仮修了者 まかせて会員登録者 

第1回、2回 20名 19名 15名 1名 2名 14名 

第3回 13名 13名 4名 2名 5名 7名(仮修了者3名含) 

合 計 31名 30名 19名 3名 8名 21名(仮修了者3名含) 

    イ）ファミサポ交流会 

会員相互の親睦を深めることを目的として開催するとともにファミサポ事業の啓発のため、非会員でも

参加可能とした。 

開催日時・会場 内   容 参 加 者 

平成26年３月20日（木) 

誉水公民館 

講師：白鳥児童館 館長 小嶋 知代子 氏 

・手遊び、リズム遊び 

・クラフト 

・おもちゃ図書館、市内の子育て支援情報 

・茶話会(事例発表) 

・アンケート記入 

おねがい会員    8名 

子ども       9名 

まかせて会員    4名 

非会員（地域住民） 2名 

非会員（保護者）  4名 

   （子ども）  4名 

   計     31名 
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Ⅲ 就労支援事業 

（１）就労継続支援Ｂ型事業【就労支援事業特別会計 就労継続支援Ｂ型事業経理区分】 

就労継続支援Ｂ型事業所として障がい者に就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会を通じて、そ

の知識および能力の向上のために必要な訓練等を実施した。 

【事業実績】 

  主たる事業所 従たる事業所 

事業所名 さつき園 クローバー 

所 在 地 三本松1295番地34 白鳥757番地3 

通所定員 18名 12名 

登録者数(H26.3.31現在) 14名 12名 

開所日数（延日数） 244日 244日 

  開所日数（月平均） 20.3日 20.3日 

利用者数（延人数） 3,136名 1,994名 

  利用者数（1日平均） 12.8名 8.2名 

作業内容 

 段ボールキット封入、ウレタン型

抜き、紙袋・箱作り、清掃作業、ボ

ルトナット作業、リサイクル活動、

市役所事務作業等 

 段ボールボンド付け、段ボールキ

ット封入、紙袋･箱作り作業、清掃作

業、ワッフル製造･販売、ボルトナッ

ト作業、市役所事務作業 

行事内容 

 お誕生会、クリスマス会、野外活動（遠足・花見・ドライブ・海水浴等）、

東讃地区障がい者交流会、地域交流会（前山自治会）、スポーツ大会参加（市

障がい者スポーツ大会）、クッキング教室等 

【工賃支払実績】 

  さつき園 クローバー 

工賃支払者数（延べ人数） 180名 129名 

工賃支払額合計 1,229,821円 982,372円 

工賃支払月額（1人あたり平均） 6,832円 7,615円 

 

【実績推移】 

  H22 H23 H24 

登録者数 
さつき園 13名 16名 17名 

クローバー 8名 8名 8名 

合  計 21名 24名 25名 

通所延人数 
さつき園 2,436名／年 3,174名／年 3,337名／年 

クローバー 1,482名／年 1,385名／年 1,609名／年 

合  計 3,918名／年 4,559名／年 4,946名／年 

【工賃支払実績推移】 

 H22 H23 H24 

さつき園 
工賃支払額合計 797,967円 1,124,655円 1,335,628円 

工賃支払月額（平均） 5,503円 6,146円 6,814円 

クローバー 
工賃支払額合計 569,251円 495,443円 673,239円 

工賃支払月額（平均） 5,421円 5,567円 6,732円 
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