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（１）社協概要 

 

名   称 社会福祉法人都城市社会福祉協議会 

設立年月日 平成１８年 １月 ５日 

法人認可 平成１７年 ９月２９日 

所 在 地 【主たる事務所】〒885-0077宮崎県都城市松元町４街区１７号 

【従たる事務所】〒889-1802都城市山之口町花木２６６７番地２ 

〒885-1202都城市高城町穂満坊３０３番地２ 

〒889-4601都城市山田町山田４３１９番地２ 

〒889-4505都城市高崎町大牟田８２１番地３ 

役   員 【理 事】定数１３名（うち会長１名、副会長２名、常務理事１名） 

【監 事】定数 ３名 

【評議員】定数２７名 

事務局組織 【本所】 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会 

   ・事務局長   

   ・総務課     

    ・地域福祉課 

    平成 25年度に相談支援部門を独立させ「相談支援課」としたが、 

    平成 28年度に、再度「相談支援部門」を地域福祉課に統合した。 

・在宅福祉課（志和池福祉センター） 

・点字図書館  

・保育課 認定こども園・・谷頭こども園、おおむたこども園 

（平成 28年 4月 1日に、保育園から「幼保連携型認定こども園」に移行） 

保育園   ・・前田保育園、縄瀬保育園 

【支所】 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会 山之口支所 

   ・支所長 ・地域福祉係 ・山之口・高城地区地域包括支援センター 

  社会福祉法人都城市社会福祉協議会 高城支所 

   ・支所長 ・地域福祉係   

  社会福祉法人都城市社会福祉協議会 山田支所 

   ・支所長 ・地域福祉係   

  社会福祉法人都城市社会福祉協議会 高崎支所 

   ・支所  ・地域福祉係 ・山田・高崎地区地域包括支援センター 
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（２）役員等名簿 

 

① 役員（理事・監事）              平成２９年３月３１日現在 

№ 役職名 選 出 基 準 氏   名 

１ 理  事 行政代表 田 中 芳 也 

２ 理  事 地域代表 柿木原 康 雄 

３ 理  事  〃 永 田   優 

４ 理  事  成 田   洋 

５ 理  事  〃 村 吉 昭 一 

６ 
理  事 

（副 会 長） 

民生委員・児童委員協議会長  

H28.12.6より           

渕 上 澄 雄 

米 吉 春 美 

７ 
理  事 

（副 会 長） 
自治公民館連絡協議会長 坂 元   晃 

８ 理  事 
福祉事業経営団体代表 

H28.9.23より 

森 本 日良雄 

杉 田 淳一郎 

９ 理  事 地域福祉推進代表     坂 元 和 雄 

１０ 理  事 ボランティア代表 立 山 静 夫 

１１ 
理  事 

（会  長） 
学識経験者 島 津 久 友 

１２ 
理  事 

（常務理事） 
 〃 池 田 吉 平 

１３ 理  事  〃 朝 倉 脩 二 

１４ 監  事 学識経験者 渡 邊   弘 

１５ 監  事 福祉関係者 髙 野   眞 

１６ 監  事 専門的知識を有する者等 柿 木 一 範 
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②評議員                     平成２９年３月３１日現在 

№ 役職名 選 出 基 準 氏   名 

１ 評 議 員 行政代表 小牟田 裕 行 

２ 評 議 員  〃 朝 倉 信 子 

３ 評 議 員  〃 乘 峯   昇 

４ 評 議 員 
民生委員・児童委員協議会代表 

             H28.12.6より 

大河原 弘 子 

時 任 國 弘 

５ 評 議 員 
 〃 

H28.12.6より 

和 田 三千夫 

稻 元 光 明 

６ 評 議 員 
 〃 

H28.12.6より 

山 内 正 信 

水 流   勉 

７ 評 議 員 自治公民館代表 久 保 義 春 

９ 評 議 員  〃 日 高 繁 樹 

１０ 評 議 員  〃 今 村 寛 秀 

１１ 評 議 員  〃 蒲 生 幸 一 

１２ 評 議 員 
福祉事業経営団体代表    

              H28.12.6より  

蓑 部 千 鳥 

高 橋 紳 一 

１３ 評 議 員 女性団体代表 吉 村 洋 子 

１４ 評 議 員 青年団体代表 永 井 崇 敦 

１５ 評 議 員 障害者団体代表 新 内 友 靖 

１６ 評 議 員 福祉機関代表 寺 原 美保子 

１７ 評 議 員 ボランティア代表 猪ヶ倉 タエ子 

１８ 評 議 員 壮年団体代表 堀之内   明 

１９ 評 議 員 高齢者団体代表 馬 籠 英 男 

２０ 評 議 員 ＰＴＡ代表 高 木 かおる 

２１ 評 議 員 保健機関代表 蓑 毛 真寿美 

２２ 評 議 員 共同募金会代表 木 脇 義 紹 

２３ 評 議 員 医療機関代表 下 村 謙 一 

２４ 評 議 員 社会福祉普及推進校代表 玉 利 勇 二 

２５ 評 議 員 経済団体代表 田 爪 邦 士 

２６ 評 議 員 学識経験者           松 永 廣 生 

２７ 評 議 員 学識経験者 高田橋 厚 男 
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（３）事務局一覧 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　副参事

　

保育教諭 小路　一久恵

調理員 三輪　美鈴

看護師 矢野　紀代美

保育教諭 倉岡　洋子

保育教諭 松栄　美加
保育教諭 隈本　美保

看護師 細山田　由美華
調理員 東郷　理江

保育教諭 堂園　順子
保育教諭 花森　美紀

保育教諭 上村　莉恵
保育教諭 德益　香里

保育教諭 椎屋　秋奈
保育教諭 田口　久美子

保育教諭 楠見　美穂
保育教諭 海老原　直美

保育教諭 野﨑　詩歩子
栄養士 森　　一恵

保育教諭 竹松　直子
保育教諭 福吉　沙弥香

保育教諭 花盛　順子
保育教諭 吉原　真由美

主幹保育教諭 椎屋　真知子
保育教諭 下池　真由美

谷頭こども園　園長 主査（副園長） 平山　かよ子
（兼）西村　章子 主事（主幹保育教諭） 永﨑　千奈　

保育課　課長 保育課事務局

主事 下ノ薗　康浩
西村　章子

事務職員 石原　貴美子

事務職員 安達　恵美子
事務職員 上原　信子

点字図書館　館長 主査 矢﨑　三千代
又木　勝人 事務職員 野村　悦子

サービス提供責任者 待木 真知子
サービス責任者 上園　美代子

サービス提供責任者 橋口　菜穂子
サービス提供責任者 橋口　直美

サービス提供責任者 吉村　恵子
サービス提供責任者 四位　喜美子

サービス提供責任者 田中　紀美子
サービス提供責任者 大生　明美

在宅福祉係　係長 主任・サービス提供責任者 持永　ひとみ
(兼)上野　誠 サービス提供責任者 塘林　小夜子

介護職員 松下　悦江
事務職員 谷口　洋子

介護職員 真方　京子

看護職員 溝添　美保
城山　まゆみ介護職員

介護職員 山本　マリ子

介護職員 赤土　千代子
調理員 藤井　恵子

看護職員 小野　美鶴
看護職員 後迫　やよい

山森　和久 看護職員 種子田 真奈美
介護職員 片平　ちどり

介護支援専門員 敦賀谷　理恵
志和池福祉センター

所長（管理者） 主事 桂木　治喜

介護支援専門員 福元　まゆみ
介護支援専門員 重久　里美

介護支援専門員 鶴　　和美
介護支援専門員 眞方　靖洋

介護支援専門員 濵　　明子
介護支援専門員 石倉　由比子

介護支援専門員 中﨑　香央里
介護支援専門員 徳満　道子

介護支援専門員 岩元　惠子
介護支援専門員 田中　洋子

(兼)髙橋　美佐子
（兼）介護支援専門員 主事（介護支援専門員） 德丸　智美

在宅福祉課　課長 在宅福祉課　副課長 居宅介護支援係　係長
在宅福祉課事務局

事務職員 髙山　珠巳
上野　誠 髙橋　美佐子

(兼)田村 真一郎 就労支援員 竹下　寿江
事務職員 下德　真吾

事務職員 下池　久子
生活自立相談センター

所長（兼）主任相談支援員 主事（相談支援員） 中村　孝人

相談員 野村　和代
相談員 森　　利弘

(兼)田村 真一郎 主事（専門員） 及川　達也
(兼）相談員 相談員 秋田　栄子

コーディネーター 田代　洋一

相談支援係　係長 主査 白尾　清美

相談支援専門員 森田　貴子

田村　真一郎 宮川　文映 主事（相談員） 谷口　祐樹
障害者虐待防止センター 相談員 小倉　昇

障害者生活支援センター

地域福祉課　副課長 所長（兼）相談員 主事（相談員） 原田　彩

事務職員 井上　優子

ボラ ンティア福祉共育おうえんセンター

所長 主査(VOコーディネーター) 内田　文子
(兼)森山　慎悟 認知症コーディネーター 首藤　旦子

事務職員 蓑原　優子

主事 小牧　弘幸
大田　勝信 森山　慎悟 （兼）森山　慎悟 主事 富山　裕美
地域福祉課　課長 地域福祉課　副課長 地域福祉係　係長 主査 松崎　美代子

星村　太一 主事 鷲﨑　さとみ
事務職員 花房　友子

運転手 馬渡　兼義

経理係　係長 主査 山森　歌織

事務職員 楡田　麻美
事務職員 上村　直也

中村　健児 櫻田　賢治 大牟田　智子 主事 久保　典子
事務局長 総務課 課長 川﨑　博志

事務局長 課長 ・支所長 副課長 係長・保育園長・所長 主査・主事・常勤・委託・臨時・パート・非常勤

渕上　澄雄 池田　吉平

監事　 　３名 坂元　晃

法人係　係長 主事

会長 理事　 １３名 副会長 常務理事

島津　久友 評議員 ２７名

介護職員 川畑　美紀
介護職員 広瀬　京子

事務職員 岡留　愛

事務職員 高橋　美優
アドバイザー 茶薗　洋子
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東　留美子調理員

看護職員 川口　幸恵

保育教諭 小山　千里

介護支援専門員 久保　智恵子

主事（保健師）大浦　栄子

介護予防担当 下西　知美

介護支援専門員 梅木　弥生
認知・地域ケア担当 内田　愛子

轟木　明日菜
介護支援専門員 西平　直路

山田・高崎地区地域包括支援センター

所長（兼）主任介護支援専門員 主査（社会福祉士） 堀内　大敬

介護職員 東　　律子
介護職員 古川　令子

管理栄養士 田平　リエ
調理員 森　　郁子

看護職員 黒木　君子
介護職員 永野　信一郎

機能訓練指導員 増満　恭子
看護職員 大森　智子

児玉　誠 （兼）児玉　誠 事務職員 園田　久雄
生活相談員 下西　真由美

高崎支所　支所長 地域福祉係　係長 主事 坊地　清美

看護職員 山下　香代子
看護職員 米吉　まり子

運転手 若松　光雄
運転手 俵迫　俊則

看護職員 遠矢　英子
看護職員 福原　ます子

調理員 宮原　惠美子
事務員 花岡　しま子

介護職員 小園　和雪
介護職員 竹脇　一美

看護職員 村岡　よし子
看護職員 小森　まゆみ

調理員兼栄養士 山下　真由美
看護職員 永田　真美

花岡　克美 (兼)花岡　克美 主査 溝口　久美子
山田支所　支所長 地域福祉係　係長 主査 小島　末広

高城支所　支所長 地域福祉係　係長 主事 星原　真由美
木下　夕子 （兼）木下夕子 運転手 西内　博明

介護予防担当 松元　あざみ
介護支援専門員 満安　健太

介護支援専門員 是枝　小織
介護支援専門員 増田　めぐみ

主事（保健師） 広池　加奈子
主任介護支援専門員 小田口 ひとみ
認知・地域ケア担当 松元　えい子

調理員 中之丸 るり子
山之口・高城地区地域包括支援センター

管理者・主査（社会福祉士） 栗山　将平

上石　月美

介護職員 猪ヶ倉　朱里
看護職員 木村　直美

介護職員

介護職員 川﨑　英一
介護職員 吹上　恵子

介護職員 戸越　弘子
看護職員 高原　明美

事務職員 柳橋　由美
事務職員 髙橋　美優

下德　吉弘 (兼)下德　吉弘 主査 小島　教子
山之口支所　支所長 地域福祉係　係長 主査 西園　加代子

調理員 春口　ひとみ

保育士 新原　啓子
保育士 下川　尚子

保育士 児島　博子
保育士 川野　由紀子

縄瀬保育園　園長 主査（主任保育士） 宮川　ひとみ
牛谷　まゆみ 主事（保育士） 平川　理沙

保育士 前田　よし子

山元　紀代美 栄養士 肥田木　直美
保育士 川野　春菜

保育補助 平川　京子

前田保育園　園長 主査（主任保育士） 原口　あけみ

保育教諭 香山　由香里
保育教諭 谷ヶ久保 千波

栄養士 別府　由香
保育教諭 山田　亜有美

保育教諭 野村　利香
栄養士 森　　智美

保育教諭 岩元　奈々未
保育教諭 鶴﨑　香菜子

保育教諭 宮本　　あゆみ
保育教諭 山内　彩佳

保育教諭 上村　由美
保育教諭 松元　優紀乃

保育教諭 德留　　しおり
保育教諭 植田　詩織

黒原　清美 主事（主幹保育教諭） 池之上　俊江
主幹保育教諭 竹之下　良子

児童指導員 鵜島　悦子

おおむたこども園　園長 主査（副園長） 金丸　恵美子

児童指導員 長友　あや子
児童指導員 池崎　ナオミ

児童指導員 別府　利香
児童指導員 高橋　厚子

児童厚生員 西丸　小百合
児童指導員 明利　道子

児童厚生員 濱川　ゆかり
谷頭児童館（放課後児童クラブ）

調理員 鍋西　美矢子

看護職員 森田　たか子
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２.法人の会議  
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（１）理事会の開催状況 

 

第１回理事会 平成２８年５月２３日 

 ①出席理事  １１名（定数１３名） 監事２名 

 ②議  事 

報告第 １号 

 専決第 10号 

 

報告第 ２号 

 専決第１号 

  

 専決第２号 

 

 専決第３号 

 

議案第 １号 

議案第 ２号 

 

監査報告 

議案第 ３号 

 

議案第 ４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 ５号 

 

議案第 ６号 

議案第 ７号 

 

 

 

 

 

 

その他 

専決処分した事件の報告について 

平成２７年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収 

入支出補正予算（第９号）について 

専決処分した事件の報告について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会常勤嘱託職員就業規則の一部を改 

正する規則の制定について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会委託職員就業規則の一部を改正す 

る規則の制定について 

平成２８年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収 

入支出補正予算（第１号）について 

平成２７年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業報告について 

平成２７年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収 

入支出決算について 

 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定 

について 

諸規程の制定について 

・都城市社会福祉協議会指定訪問介護事業所介護予防・日常生活支援 

総合事業訪問型サービス（総合事業訪問介護）運営規程 

・都城市社会福祉協議会志和池福祉センター指定通所介護事業所介護 

予防・日常生活支援総合事業通所型サービス（総合事業通所介護） 

運営規程 

・都城市社会福祉協議会山之口指定通所介護事業所介護予防・日常生 

活支援総合事業通所型サービス（総合事業通所介護）運営規程 

・都城市社会福祉協議会山田指定通所介護事業所介護予防・日常生活 

支援総合事業通所型サービス（総合事業通所介護）運営規程 

・都城市社会福祉協議会高崎指定通所介護事業所介護予防・日常生活 

支援総合事業通所型サービス（総合事業通所介護）運営規程 

平成２８年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収 

入支出補正予算（第２号）について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員の補充選任について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会業務に係る契約締結について 

・公用車１台リース業務に係る契約締結について 

・公用車（志和池福祉センターリフト車）１台リース業務に係る契約 

締結について 

・平成２８年度紙おむつ支給業務に係る契約締結について 

・志和池福祉センター浴室入浴用リフター購入に係る契約締結につい 

 て 

 

 



  ９ 

第２回理事会 平成２８年１２月６日 

 ①出席理事  １１名（定数１３名）監事３名 

 ②議  事 

報告第 ３号 

専決第４号 

 

専決第５号 

 

専決第６号 

 

議案第 ８号 

 

議案第 ９号 

 

議案第１０号 

 

 

 

 

 

 

議案第１１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１２号 

 

 

 

議案第１３号 

議案第１４号 

 

その他 

専決処分した事件の報告について 

平成２８年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収 

入支出補正予算（第３号）について 

平成２８年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収 

入支出補正予算（第４号）について 

平成２８年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収 

入支出補正予算（第５号）について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会定款の全部を改正する定款の制定 

について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会定款細則の全部を改正する細則の 

制定について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会諸規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細 

 則（別紙１） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会施設整備等基金設置運営規程 

 （別紙２） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会退職手当基金設置運営規程（別 

 紙３） 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会諸規程等の一部を改正する規程等 

の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会理事・評議員等選出規程（別紙 

 １） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会会員規程（別紙２） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会事務局規程（別紙３） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会就業規則（別紙４） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会退職手当規程（別紙５） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会経理規程（別紙６） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会文書取扱規程（別紙７） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会出納職員の使用する領収印に関 

 する規程（別紙８） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会給与規程（別紙９） 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会諸規程等の廃止について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会退職手当運用規程（別紙１） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会地域福祉基金の設置及び管理に 

 関する規程（別紙２） 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員の選任について 

平成２８年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収 

入支出補正予算（第６号）について 

 

 

 

 



  １０ 

第３回理事会 平成２９年１月２６日 

 ①出席理事  １３名（定数１３名） 監事３名 

 ②議  事 

報告第 ４号 

 専決第７号 

 

議案第１５号 

議案第１６号 

 

議案第１７号 

 

その他 

専決処分した事件の報告について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会育児・介護休業規程の一部を改正 

する規程の制定について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会副会長の選任について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選 

任について 

平成２９年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員候補者の推薦 

について 

 

第４回理事会 平成２９年３月２８日 

 ①出席理事  １２名（定数１３名） 監事３名 

 ②議  事 

報告第 ５号 

専決第８号 

 

専決第９号 

 

議案第１８号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２０号 

 

 

 

 

 

専決処分した事件の報告について 

平成２８年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会福祉事業会計収入支 

出補正予算（第７号）について 

平成２８年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収 

入支出補正予算（第８号）について 

諸規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償等に 

 関する規程の一部を改正する規程の制定について（別紙１） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会常勤嘱託職員就業規則の一部を 

 改正する規則の制定について（別紙２） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会委託職員就業規則の一部を改正 

 する規則の制定について（別紙３） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会給与規程の一部を改正する規程 

 の制定について（別紙４） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員研修規程の一部を改正する 

 規程の制定について（別紙５） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程 

 の制定について（別紙６） 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会生活福祉資金調査委員会規程の廃 

止について（別紙１） 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会業務に係る契約締結について 

・公用車１１台リース業務に係る契約締結について（別紙１） 

・志和池福祉センター送迎車１台リース業務に係る契約締結について 

 （別紙２） 

・訪問介護事業所福祉車両１台リース業務に係る契約締結について 

 （別紙３） 



  １１ 

 

 

 

議案第２１号 

議案第２２号 

 

議案第２３号 

その他 

・平成２９年度広報紙印刷業務に係る契約締結について（別紙４） 

・平成２９年度総合社会福祉センター清掃業務に係る契約締結につい 

 て（別紙５） 

平成２９年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業計画について 

平成２９年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会収入支出予算につい 

て 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員の補充選任について 

平成２９年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員体制について 

 

（２）評議員会の開催状況 

 

第１回評議員会 平成２８年５月２６日 

 ①出席評議員  ２２名（定数２７名） 

 ②議  事 

議案第 １号 

議案第 ２号 

 

監査報告 

議案第 ３号 

 

議案第 ４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 ５号 

 

その他 

平成２７年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業報告について 

平成２７年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収 

入支出決算について 

 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定 

について 

諸規程の制定について 

・都城市社会福祉協議会指定訪問介護事業所介護予防・日常生活支援 

総合事業訪問型サービス（総合事業訪問介護）運営規程 

・都城市社会福祉協議会志和池福祉センター指定通所介護事業所介護 

予防・日常生活支援総合事業通所型サービス（総合事業通所介護） 

運営規程 

・都城市社会福祉協議会山之口指定通所介護事業所介護予防・日常生 

活支援総合事業通所型サービス（総合事業通所介護）運営規程 

・都城市社会福祉協議会山田指定通所介護事業所介護予防・日常生活 

支援総合事業通所型サービス（総合事業通所介護）運営規程 

・都城市社会福祉協議会高崎指定通所介護事業所介護予防・日常生活 

支援総合事業通所型サービス（総合事業通所介護）運営規程 

平成２８年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会計収 

入支出補正予算（第２号）について 

 

 

 

第２回評議員会 平成２８年９月２３日 

 ①出席評議員  ２７名（定数２７名） 

 ②議  事  

議案第 ６号 

その他 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会理事の補充選任について 

 

 



  １２ 

第３回評議員会 平成２８年１２月６日 

 ①出席評議員  ２２名（定数２７名） 

②議  事     

議案第 ７号 

 

議案第 ８号 

 

議案第 ９号 

 

 

 

 

 

 

議案第１０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１１号 

 

 

 

議案第１２号 

議案第１３号 

 

その他 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会定款の全部を改正する定款の制定 

について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会定款細則の全部を改正する細則の 

制定について 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会諸規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会細則 

 （別紙１） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会施設整備等基金設置運営規程 

 （別紙２） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会退職手当基金設置運営規程（別 

 紙３） 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会諸規程等の一部を改正する規程等 

の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会理事・評議員等選出規程（別紙 

 １） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会会員規程（別紙２） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会事務局規程（別紙３） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会就業規則（別紙４） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会退職手当規程（別紙５） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会経理規程（別紙６） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会文書取扱規程（別紙７） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会出納職員の使用する領収印に関 

 する規程（別紙８） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会給与規程（別紙９） 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会諸規程等の廃止について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会退職手当運用規程（別紙１） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会地域福祉基金の設置及び管理に 

 関する規程（別紙２） 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会理事の選任について 

平成２８年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業収入支 

出補正予算（第６号）について 

 

 

 

第４回評議員会 平成２９年３月２８日 

 ①出席評議員  １５名（定数２７名） 

②議  事   

議案第１４号 

 

 

 

 

諸規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償等に 

関する規程の一部を改正する規程の制定について（別紙１） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会常勤嘱託職員就業規則の一部を 

 改正する規則の制定について（別紙２） 



  １３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１５号 

 

議案第１６号 

議案第１７号 

 

議案第１８号 

その他 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会委託職員就業規則の一部を改正 

 する規則の制定について（別紙３） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会給与規程の一部を改正する規程 

 の制定について（別紙４） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員研修規程の一部を改正する 

 規程の制定について（別紙５） 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程 

 の制定について（別紙６） 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会生活福祉資金調査委員会規程の廃 

止について（別紙１） 

平成２９年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業計画について 

平成２９年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会収入支出予算につい 

て 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会理事の補充選任について 

平成２９年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員体制について 

 

 

（３）その他の会議等 

 

□経営会議 

年８回（4/19、6/14、8/3、10/19、11/15、1/17、2/15、3/14） 

【社会福祉法人都城市社会福祉協議会事務局規程第１３条】 

経営会議は、会長が主宰し、常務理事、事務局長、課長（参事）、支所長をもって構

成し、次の事項を審議するものとして法人本部が事務を掌理する。 

（１）協議会の基本構想、基本計画及び実施計画、その他予算を伴う事業の計画に関す

る事項 

（２）定款及び諸規程の制定及び改廃に関する事項 

（３）理事会及び評議員会に提出すべき主要案件に関する事項 

（４）重要な財産の取得処分に関する事項 

（５）前各号のほか、会長が必要と認めた事項 

  

 

□事業会議 

・総務関係 事業会議 （随時開催） 

・地域福祉関係 事業会議 （随時開催） 

・在宅福祉関係 事業会議 （随時開催） 

【社会福祉法人都城市社会福祉協議会事務局規程第１３条】 

事業会議は、各事業の部署責任者が主宰し、関係する職員等で構成する。 

 

 □介護保険事業所管理者会議 

 

 

 

【社会福祉法人都城市社会福祉協議会事務局規程第１３条】 

管理者会議は、介護保険事業の各事業所の管理者等で構成する。 



  １４ 

 

（４）職員研修 

  ■平成 28年度 新任職員研修 

   ①第 1回・・平成 28年 7月 20日（水）14：00～17：15 参加者 11名 

   ②第 2回・・平成 28年 7月 22日（金）14：00～17：15 参加者 10名 

         ※新任職員を 2グループに分けて、研修を実施した。 

     

内容は以下のとおりである。 

 

事務局長からのメッセージ 「新任職員に期待するもの」 

講義① 

 

「社協職員としての仕事の流儀とは 

～基本マナーのい・ろ・は」 

講義② 

 

「社協職員としてのルールとは 

～規程集は友だち」 

講義③ 

 

「社会福祉協議会の役割と地域福祉活動について」 

 ・都城市社協で何？ 

 ・都城市地域福祉活動計画って何？ 

演習 

 

「これからのライフステージを振り返り、これから

のライフステージとして、自分の目標を描こう！」 

 

  ■宮崎市人材研修センター 各種研修 

   人材研修センターで実施している各種研修会に、例年、希望者は申込み、 

   参加している。 

 

  ■地域福祉課 自主研修 

   月 2 回程度、「論文の読み合わせ」と「事例検討」を中心に学習会を実施  

   している。 
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３.事業報告  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  １６ 

（１）平成２８年度実施事業総括（※特記事項） 

 

総務部門                                  

◆社会福祉法人制度改革への対応                      
新しい社会福祉法が平成２９年４月１日より施行されたことへの対応として、定

款・定款細則、関連規程等の改正を行った。それらに基づき「都城市社会福祉協議会

評議員選任・解任委員会」を設置し、議決機関としての新たな評議員２０名を選任し

た。 

 

 

地域福祉部門                                    
◆4.14熊本地震復興支援ボランティア                 

平成２８年４月１４日に発生した熊本地震災害の被災地支援活動として一連の活

動を行った。 

九州ブロック社協災害時相互応援協定に基づく職員派遣３名延１５日間、生活福祉

資金緊急小口資金貸付業務支援１名延５日間、熊本地震災害ボランティアバス派遣５

回延７３名、御船町災害ボランティアセンター業務支援ボランティア８日間延２０名

を派遣し活動を行った。 

 

 

◆地域における「学習支援」始まる                  

児童・生徒の自主的な学びのサポートを目的とした「学習支援」の取り組みが各地

区で始まった。 

本来学習支援活動は、貧困の連鎖防止や子どもの貧困への対応の一環として今日、

全国的に展開されてきているが、本市においては、子どもに関する個別相談や福祉教

育を通して顕在化してきた子どもの学習環境を改善しようと取り組みが始まったも

のである。 

山田地区社協、沖水まち協、姫城まち協、五十市地区社協、社会福祉法人、ＮＰＯ

団体等、取り組み主体は異なるが、地域のボランティアや元教員、大学生、専門学校

生、高校生、地区内の財団等が協力し、学びのサポートが行われた。 

 

 

◆みやこんじょボランティアフェスティバル２０１７           

平成２９年３月１２日（日）、社会変化や災害にも負けない地域をつくる ため、「つ

つみこもう みんなの心 ともに育てよう ちいきの心」をテーマに開催した。当フ

ェスティバルをとおして、ＮＰＯ協働・市民活動の広がりや自分たちの町をよくする

しくみについて考え、包み込む社会を市民一人ひとりが意識し、ボランティア活動を

体験することを目的として霧島ファクトリーガーデンにて開催した。約５，０００名

の参加を得た。 

 

 



  １７ 

◆日本福祉教育・ボランティア学習学会第２２回みやざき大会 in都城   
福祉教育・ボランティア学習について、さまざまな立場で活動・研究している関係

者が一堂に会して、その価値や領域、推進方法や評価などについて学際的・実践的な

研究をしていくために設立された学会の第２２回大会を、１１月２５日（金）～２７

日（日）都城市立中郷中学校にて行った。参加者は初日約５００名、２・３日目約１

８０名が参加した。 

大会プログラムは、都城市立中郷中学校創立７０周年記念事業と共同開 催であっ

たため、初日午後、公開授業とパネルディスカッション、２日目学会シンポジウムと

７つの課題別研究、３日目３２本の自由研究発表と熊本地震の緊急レポート、閉会式

で終了した。 

 

 

◆ファミリー・サポート事業 半額助成                
都城市より利用料金の一部が補助されることになった。これにより、利用会員登録

及び利用件数が対前年度比１，２３３件増と、飛躍的に増加した。自己負担が軽減し

たことにより、より多くの方がファミリー・サポート事業を利用しやすくなり、今ま

でより容易に通院や外出ができるようになったことで、心身ともに余裕ができ、本事

業の目的である“安心して産み育てる環境”の構築への一役を担うことができた。 

 

 

◆法人後見の充実「市民後見人の養成」                 

成年後見制度の利用促進が叫ばれるなか、法人による後見受任件数が増加した。ま

た、法人後見の担い手として期待される「法人後見支援員（市民後見人）養成研修」

が県社協主催により開催され、３名が受講を修了した。 

 

 

 

在宅福祉部門                                  
◆介護保険事業所及び障害福祉サービス事業所のさらなる統合                         
都城市社協介護保険事業の今後の方向性を示した「社協らしい介護保険事業報告

書」の実施に向けた取り組みとして、本所・高城支所・高崎支所で提供していた居宅

介護支援事業所の統合に続き、２８年度は、本所・高城支所・山田支所・高崎支所で

提供していた指定訪問介護事業所と指定障害福祉サービス事業所の統合に取り組んだ。 

介護保険事業、障害福祉サービス事業については、今後も協議を重ね、志和池福祉

センターの効率的な運用を行うための「市社協介護保険事業等ステーション（仮称）」

の実施に向けて具体的な取り組みを実施してくこととなる。     

 

 

 

 

 



  １８ 

点字図書館部門                                                             

◆視覚障がい者情報提供事業の即時性向上及びニーズ多様化への取り組み 

重度視覚障がい者からロービジョン(低視覚・弱視)まで、それぞれ異なる見え方の

利用者に対し、点字図書、点字図書データ、音声デイジー図書、テキストデイジー図

書、シネマデイジー図書、テープ図書など、多様なメディアによる情報提供を推進し、

情報アクセシビリティの向上に寄与した。 

また、平成 28 年 4 月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律(障害者差別解消法)による「合理的配慮」に関してボランティア 養成講座や関

係行事において啓発を実施した。一般の方に視覚障がい者へのご理解を深めていただ

くとともに、スピーディーな情報提供を図る目的で、インターネット・SNS（フェイ

スブックページ）による情報発信を充実させ、視覚障がい者の社会参加の促進に繋げ

た。 

 

 
保育部門                                                                                                             

◆園内・園庭の環境設営と未満児担当制保育児童館・児童クラブの取り組み 

認定こども園及び保育園に関しては、昨年度に引き続き子どもの主体性を育む教

育・保育を確立するため室内では子どもの動線を考慮し途切れることのない流れる日

課となるよう配慮している。また、五感を使ったダイナミックな遊びへと発展できる

よう各園、園庭整備をすすめてきている。 

未満児の担当制については、先駆的な園(宝塚市のやまぼうし保育園)の見学と研修

を重ね、職員一人ひとりに丁寧にその保育方法を指導し定着しつつある。 

 児童館に関しては、子育て支援に関する講座を行ったり、学校、地域との連絡会議

を開催し、児童館の現状理解を進めている。児童クラブに関しては、南九州大学の学

生アルバイトを積極的に採用し、子ども達に活動的なプログラム提供が実現できてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  １９ 

 

≪平成２８年度 実施事業（個別計画シート）一覧≫ 

 

■社会福祉事業 

事業種類 拠点区分／サービス区分  当初予算 決算額 頁 

 １ 法人運営事業拠点区分   

法人運営 

 

01 法人本部会計 4,247,000 2,602,888 21 

法人運営 02 法人管理部局運営事業 143,511,000 128,419,618 22 

法人運営 03 法人事務局運営事業 5,441,900 8,655,589 23 

法人運営 04 調査・研究・企画・広報事業 3,406,000 3,373,443 24 

法人運営 05 退職積立事業 32,368,000 102,659,337 26 

法人運営 06 基金等運用事業 112,431,000 105,831,172 27 

法人運営 07 善意銀行活用事業 24,000,000 20,464,398 28 

 ２ 地域福祉活動推進事業拠点区分 

法人運営 

 

01 都城市総合社会福祉センター管理運営事業 16,487,000 15,518,953 29 

法人運営 02 山之口シルバーヤングふれあいの里管理運営事業 5,494,000 5,494,000 30 

法人運営 03 高城老人福祉館管理運営事業 1,768,000 1,768,000 31 

法人運営 04 山田総合福祉センター管理運営事業 2,474,000 2,473,216 32 

法人運営 05 高崎老人福祉館管理運営事業 1,822,000 1,822,000 33 

法人運営 06 高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業 2,596,000 2,596,000 34 

地域福祉 07 ボランティアセンター活動事業 4,850,000 4,904,656 35 

地域福祉 08 地域福祉総合推進事業 13,463,000 13,094,208 36 

地域福祉 09 認知症地域サポーター支援事業 4,960,000 4,231,611 37 

地域福祉 10 ファミリー・サポート・センター事業 6,131,000 6,683,942 38 

地域福祉 11 福祉バス運行事業 6,193,000 4,510,619 39 

地域福祉 12 軽度生活援助事業 3,055,000 1,793,880 41 

相談支援 13 日常生活自立支援事業 9,251,000 8,251,414 42 

相談支援 14 福祉後見活動事業 605,000 4,464,017 43 

相談支援 15 総合相談事業 7,018,000 6,324,452 44 

相談支援 16 生活自立相談センター事業 15,543,000 14,772,079 45 

相談支援 17 生活福祉資金貸付事業 2,680,000 1,866,805 46 

相談支援 18 生活福祉資金利子補給事業 496,000 70,242 47 

相談支援 19 たすけあい資金貸付事業 1,320,000 489,054 48 

地域福祉 20 子育て応援助成事業 1,100,000 1,147,642 53 

地域福祉 21 歳末たすけあい助成事業 3,795,000 2,877,099 54 

地域福祉 22 緊急援護等事業 1,605,000 530,000 55 

地域福祉 23 低所得者対策事業 100,000 19,470 56 



  ２０ 

 ３ 障害福祉支援事業拠点区分 

相談支援 

 

01 障害者生活支援センター事業 25,243,000 22,619,723 57 

相談支援 02 障害者虐待防止センター事業 11,433,000 11,299,996 58 

相談支援 03 障がい者等日中活動事業 1,207,000 897,589 59 

相談支援 04 障害者ケアプラン事業 5,114,000 6,731,298 60 

在宅福祉 05 重度身体障害者移動支援事業 3,221,000 2,522,849 61 

在宅福祉 06 点字図書館事業 16,536,000 16,820,531 62 

 ４ 障害福祉サービス事業拠点区分 

在宅福祉 

 

01 居宅介護事業 23,198,000 38,763,890 63 

在宅福祉 02 訪問入浴サービス事業 4,320,000 4,825,000 64 

在宅福祉 03 日中一時支援事業 660,000 542,370 65 

在宅福祉 04 地域生活移動支援事業 276,000 162,417 66 

 ５ 介護保険等事業拠点区分 

在宅福祉 

 

01 訪問介護事業 89,774,000 85,839,893 67 

在宅福祉 02 訪問入浴介護事業 4,128,000 4,776,901 68 

在宅福祉 03 居宅介護支援事業 61,590,000 76,433,568 69 

在宅福祉 04 通所介護事業 149,868,000 261,901,112 70 

在宅福祉 05 元気アップデイサービス事業 4,175,000 2,936,947 74 

在宅福祉 06 山田元気な高齢者健康増進センター管理運営事業 8,922,000 9,258,475 78 

在宅福祉 07 食の自立支援事業 17,703,000 30,301,300 79 

相談支援 08 山之口・高城地区地域包括支援センター事業 33,737,000 34,015,865 82 

相談支援 09 山田・高崎地区地域包括支援センター事業 34,344,000 36,369,755 84 

 ６ 保育園事業拠点区分 

在宅福祉 

 

01 保育園事務局 17,150,000 13,382,554 86 

在宅福祉 02 おおむたこども園 99,083,000 110,592,175 87 

在宅福祉 03 谷頭こども園 136,846,000 161,744,143 88 

在宅福祉 04 縄瀬保育園 42,622,000 52,629,670 89 

在宅福祉 05 前田保育園 26,288,000 25,207,072 90 

在宅福祉 06 谷頭児童館運営事業 4,054,000 4,054,000 91 

在宅福祉 07 谷頭児童館放課後児童クラブ運営事 7,757,000 7,798,000 92 

 

そのほか  みやこんじょボランティアフェスティバル 2017 1,330,223 1,330,223 93 

 

■都城市共同募金委員会事業 

事業種類 事業区分／サービス区分 事業名 当初予算 決算額 頁 

 共同募金運動・共同募金助成事業    

共同募金  ― 共同募金運動・共同募金助成事業 13,637,440 13,637,440 94 



  ２１ 

≪平成２８年度 事業報告書≫ 

■ 社会福祉事業 

 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 1-01 

事 業 名 
法人運営事業 
法人本部会計（会議等） 

決算額 

（単位：円） 
2,602,888   

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

2,564,232     38,656 

事業概要 

法人の業務の決定 

 理 事 会：法人経営の執行機関（定款第１２条） 

 評議員会：法人の重要事項議決機関（定款第１４条） 

事業内容 

 

【実施する事業内容】 

 

○理事会の開催（年４回、議案２３件を提案） 

○評議員会の開催（年４回、議案１８件を提案） 

 

 

 

 

【諸会議など】 

第１回理事会   平成２８年 ５月２３日 

第２回理事会   平成２８年１２月 ６日 

第３回理事会   平成２９年 １月２６日 

第４回理事会   平成２９年 ３月２８日 

 

第１回評議員会  平成２８年 ５月２３日 

第２回評議員会  平成２８年 ９月２３日【文書審議】 

第３回評議員会  平成２８年１２月 ６日 

第４回評議員会  平成２９年 ３月２８日 

 

 

【研修など】 

 

 

【その他】 

 

 

事業成果 

 

理事会４回、評議員会４回の開催で、理事会審議事項は２３件で、年間を通し 

て円滑な事業推進ができた。 



  ２２ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 1-02 

事 業 名 
法人運営事業 
法人事務局運営事業（福祉サービス苦情解決等）                          

決算額 

（単位：円） 
8,655,589 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

1,601,600     7,053,989 

事業概要 

「福祉サービスに関する苦情解決事業」 

目  的：本社協が行う福祉サービスに対する利用者等からの苦情に適切に対応 

     することにより、利用者の権利を擁護し、利用者が適切に福祉サービス 

     を利用できるように支援することを目的とする事業。 

事業対象：本社協の提供するすべての福祉サービス 

実施体制：苦情解決責任者、苦情受付対象者、第三者委員を設置 

     第三者委員：渡邊弘、髙野眞、柿木一範 

        

苦情受付：随時 

 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【諸会議など】 

 

 

【研修等】 

県社協主催「福祉サービスに関する苦情解決事業研修会」 

 

 

【その他】 

受理件数 ０件 

 

 

事業成果 

 

 第三者委員として３名の委員を委嘱している。 

 今年度も受理件数はなかった。今後も住民主体の地域福祉を推進していくため 

に、福祉サービスの向上を目的に様々な苦情に対しても真摯な姿勢で臨んでいくこ

とが必要である。 

 また、サービスの向上のため、今後は第三者評価の導入も検討が必要である。 



  ２３ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（  ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 1-03 

事 業 名 
法人運営事業 
法人事務局運営事業（会員会費等）                             

決算額 

（単位：円） 
――――― 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 
○社協会員会費募集活動 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

特別会員、法人会員への訪問活動（企業、法人等へ社会福祉協議会の周知） 

社協職員による募集活動 

 

【会費の種類】 

・一般会員 ⇒ 500円 

・賛助会員 ⇒ 1,000円 

・特別会員 ⇒ 5,000円 

・法人会員 ⇒ 10,000円 

（金額は、1 口の年額） 

 

 

 

【実績：】 

 都城本所     987,500円／223件 

 山之口支所    16,000円／13件 

 高城支所     39,500円／69件 

 山田支所     11,000円／18件 

 高崎支所     21,000円／23件 

 

 

事業成果 

【都城本所】 

・本年度は、従来の企業、法人等への訪問活動に加え、金融機関や商工会議所から

会員の情報を提供いただき、訪問活動の枠を増やして、新規活動に取り組んだ。今

後も、会員増に向けた新規開拓や会費の使い道を明確化し、有効活用の協議が必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 



  ２４ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（共募） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 1-04 

事 業 名 調査・研究・企画・広報事業 ①（表彰）                            

決算額 

（単位：円） 
3,373,443 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

5,000    1,545,000 1,823,443 

事業概要 

○県社会福祉大会への参加 

○市社会福祉功労者等表彰式の開催 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○宮崎県社会福祉大会への参加（10 月 28日開催） 

 参加者：32名（内被表彰者：15名） 

 場 所：メディキット県民文化ホール 

○都城市社会福祉功労者等表彰式（10月 1日開催） 

 ※赤い羽根共同募金出発式と同時に開催 

 ※市長表彰、市社協会長表彰・感謝、市共同募金委員会表彰・感謝状の贈呈 

  参加者：約 200名 

  場 所：ウエルネス交流プラザムジカホール 

 

【諸会議】 

○県社会福祉大会、市社会福祉功労者等表彰式に関する行政福祉課との打合せ 

 （4回） 

【実績：】 

○宮崎県社会福祉大会：被表彰者        4名   18 団体 

 被表彰者：県知事表彰            2名    3団体 

      県共同募金会長表彰・感謝      2名   11 団体 

○都城市社会福祉功労者等表彰式：被表彰者  75名   15 団体 

 被表彰者：市長表彰            56名    1団体 

      市社会福祉協議会長表彰・感謝  11名    2団体 

      県共同募金会都城市共同募金会長表彰・感謝 

                       8名    12 団体 

                            

 

事業成果 

各表彰を通して、地域住民等の地域福祉活動の功績を称え、また他の住民に対する

福祉への関心を高めるきっかけづくりができた。 

 

 

 

 

 

 

 



  ２５ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（共募） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 1-04 

事 業 名 調査・研究・企画・広報事業 ②(広報紙)                            

決算額 

（単位：円） 
      

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 
社協の広報紙「ごー！ごー！ちいき」の発行 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

（１）２ヶ月ごとに広報紙を発行（年 6 回） 

○「ごー！ごー！ちいき N0,60号発行」（6月 15日発行） 8 ページ 

○「ごー！ごー！ちいき N0,61号発行」（8月 15日発行） 6 ページ 

○「ごー！ごー！ちいき N0,62号発行」（10月 15日発行）8 ページ 

○「ごー！ごー！ちいき N0,63号発行」（12月 15日発行）6 ページ 

○「ごー！ごー！ちいき N0,64号発行」（2月 15日発行） 6 ページ 

○「ごー！ごー！ちいき N0,65号発行」（4月 15日発行） 8 ページ 

 

 

 

 

 

 

【実績】 

（１） 社協の広報紙「ごー！ごー！ちいき」 

 年 6回の発行で 8月・12月・2月発行を 6ページ、6月・10月・新年度 4月発行

を 8 ページとして発行。毎回市内各戸及び関係諸施設に配布 

 ※1回につき、53,000部発行 

 

 

 

 

事業成果 

社協が支援する地域福祉事業をはじめとする各種事業の紹介や共同募金に関する

情報提供を行った。市民からの問い合わせや意見も多くいただいた。今後は、更に

それぞれの地区社会福祉事業が実施している事業などを幅広く市民へ発信し、地域

福祉への理解と参加・参画を推進するための必要な情報を発信していく。 

 

 

 

 

 

 

 



  ２６ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 1-05 

事 業 名 退職積立事業 

決算額 

（単位：円） 
102,659,337 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     102,659,337 

事業概要 

・全国社会福祉団体職員退職手当共済制度、宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共

済制度に加入（正職員・常勤嘱託職員）。但し、保育園の正職員・常勤嘱託職員・は

独立行政法人福祉医療機構（ＷＡＭ）、宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度

に、保育園の委託職員・臨時職員は、独立行政法人福祉医療機構（ＷＡＭ）に加入

（事業所として加入）。 

・その他、自主財源分の退職手当積立金の管理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容 

 

【実施する事業内容】 

 

 

【諸会議など】 

 

 

【研修など】 

 

 

【その他】 

 

 

事業成果 

 

 

 

 

 

 

 



  ２７ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 1-06 

事 業 名 基金等運用事業   

決算額 

（単位：円） 
105,831,172 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     105,831,172 

事業概要 

① ボランティア・災害救援活動基金運用事業 

② 子ども・子育て応援基金運用事業 

③ 地域福祉積立預金運用事業 

④ 事業安定化積立預金運用事業 

⑤ その他 

事業内容 

 

【実施する事業内容】 

（１）基金 

①ボランティア・災害救援活動基金 

②子ども・子育て応援基金 

（２）積立預金 

① 地域福祉積立預金 

② 事業安定化積立預金 等 

 

 

 

 

 

 

【諸会議など】 

 

 

【研修など】 

 

 

【その他】 

 

 

事業成果 

各規程・要綱に基づいて、安全確実な運用を行うと共に、活用事業の活性化を期

待する。また、各事業の安定的運用のため、積立預金の活用を積極的に検討する。 

併せて、長期的な視点に立ち建物の整備など、目的を明確にした基金の設置を検

討する。 

 

 

 



  ２８ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 1-07 

事 業 名 善意銀行活用事業(本所・4 支所) 

決算額 

（単位：円） 
20,464,398 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     20,464,398 

事業概要 

善意銀行（善意・忌明け・物品）の受入 

紙オムツ（高齢者・障がい児用）の支給、車椅子の貸出 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・都 城本所：紙オムツの支給、車椅子の貸出 

・山之口支所：福祉基金への積み立て、たすけあい資金の原資 

・高 城支所：紙オムツ（高齢者・障がい児用）の支給、車椅子の貸出 

・山 田支所：紙オムツの支給、車椅子の貸出 

・高 崎支所：紙オムツの支給、地域福祉事業への還元等 

 

【収 入】 ・善意寄付･･･７９件（４,２６５,１８０円） 

                うち物品（お米：１３件  ４６２kg） 

                    （もち米：２件   ４２kg） 

                    （車椅子：２件） 

                    （手袋・ニット帽：１件） 

                     

・忌明寄付･･･５２２件（１５，９５４，４２９円） 

【支 出】 ・紙おむつ給付事業 

【繰 出】 ・地区社会福祉協議会への助成金 

      ・基金への繰出 

【紙オムツの支給と車イス、ベッドの貸出】 

・紙オムツ・・・・ ４，７２５パック提供 

・車イス・・・・・延べ１５０台貸出 

・ベッド・・・・・   １台貸出 

 

 

 

 

 

事業成果 

 

善意寄付を利用した紙オムツ支給等の取り組みは、利用件数も多く、好評である。

利用者の背景にある様々なニーズを汲み取り、新たな地域福祉サービスにつなげて

いくことも社協の役割であるが、現段階ではアセスメントまでは至らず、支給のみ

に終わっているのが現状である。 

若者の貧困が全国的な課題として挙がっており、そのような課題にまで対応でき

るような、新たな取り組みも必要である。このことも含め、今後は、住民からの大

事な善意寄付を最大限に地域へ還元できる新たなサービスの検討も必要である。 

 



  ２９ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-01 

事 業 名 都城市総合社会福祉センター管理運営事業 

決算額 

（単位：円） 
15,518,953 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

15,325,443     193,510 

事業概要 

・社会福祉センターの貸館業務 

・心配ごと相談をはじめ、ボランティア、福祉に関することの相談窓口 

・台風、風水害等の避難場所 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・障害者団体、高齢者サークル、民生委員児童委員、ボランティア、その他の福祉関係

団体等の研修会実施のための貸館業務 

・心配ごと相談をはじめ、ボランティア、福祉に関することの相談窓口 

・台風等の避難者への対応の実施 

【実績】 

① 利用料金 

 ・有 料             ４８件       ７６６人 

 ・免 除          １，３７６件    ２１，１６５人 

② 利用件数及び利用人員 

 ・利用件数合計       １，４２４件 

 ・利用人員合計      ２１，９３１人 

  （内 訳） 

  a ボランティア団体       ８７件    １，１１６人 

    b 障害者団体         ４２３件    ５，１４８人 

    c 高齢者サークル       ２７３件    ３，０９０人 

    d その他           ２０１件    ４，１８９人 

    e 社会福祉協議会事業      ４４０件    ８，３８８人 

   （ 合 計 ）      １，４２４件   ２１，９３１人 

③ 部屋別利用状況 

「２階」 ・研修室１・２      ５１６件    ９，７５５人 

     ・小会議室        ２４７件    １，７９８人 

     ・点字図書館閲覧室    １５１件    ２，８２３人 

   （ 合 計 ）        ９１４件   １４，３７６人 

「３階」 

 ・和 室         ３０３件    ３，８６８人 

 ・大集会室        ２０８件    ３，６８７人 

   （ 合 計 ）        ５１１件    ７，５５５人 

 

事業成果 

 

 社会福祉センターの利用団体については、社会福祉協議会関係事業が最も利用件数が

多く、次いで高齢者サークル、障害者団体の事業、ボランティア団体、その他となって

いる。新たな団体の利用申込もあり、貸館業務の目的に沿った貸し出しや、利用料の免

除等検討する余地がある、と考える。社会福祉センターとしての機能性とその効果につ

いては、心配ごと相談をはじめ、ボランティア、福祉に関することの相談窓口や台風等

の避難者への対応も実施しており、住民への周知はなされている。 

但し、ハード面では、正面玄関へのアプローチに手すり等がないこと、夜間の駐車場

に照明が不足していることなど、安心・安全の面では、課題が多い。今後は、さらによ

り一層の機能性を持たし、さらなる相乗効果が得られるような社会福祉センターの運営

を目指していきたい。 



  ３０ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-02 

事 業 名 山之口シルバーヤングふれあいの里管理運営事業 

決算額 

（単位：円） 
5,494,000 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  5,494,000    

事業概要 

「山之口高齢者生活福祉センター」（山之口町花木 2667番地 2） 

   山之口ふれあいの館（山之口町花木 2605番地 9） 

   山之口弓道・四半的場（山之口町花木 2605番地 1） 

   山之口屋内ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場（山之口町花木 2673番地 2） 

設置：市民が心身ともに健康で、同世代、異世代、グループ交流等のふれあいを通

じて、「生きがいのあるまちづくり」に資するため 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

福祉センターとしての機能管理 

○施設の貸出し 

・会議室：定例地区民児協会議、高齢者クラブ会議、障害者サロン他 

・ふれあいホール：サークル活動（太鼓練習） 

・多目的ホール：ピアノ発表会、保育園発表、サークル活動（太鼓練習、コーラス 

        練習 

・相談室：法律相談、人権相談、個別相談等 

弓道・四半的道場の貸出管理 

屋内ゲートボール場の管理 

敷地内樹木等の維持管理 

【実績】相談件数、参加人員 

使用施設 利用回数 利用延人数 使用施設 利用回数 利用延人数 

会議室 133 2,030 弓道場 39 178 

ふれあいﾎｰﾙ 34 484 四半的場 18 96 

多目的ﾎｰﾙ 81 2,629 屋内 GB場 17 379 

調理室 24 225    

相談室 80 488    

図書室 50 298    

計 402 6,154 計 93 653 

 前年度      290    4,722  前年度      93     603 

事業成果 

地域福祉活動の山之口地区拠点施設として、地区社協をはじめ民児協・ボランティ

ア協会・高齢者クラブ等、関係団体等による安定的な利用実績がある。本年度は 

成人式、PTA 学習会、体験授業などが行われ、地域の文化の拠点として多く利用さ

れた。また、空調機器も新調され、休み期間等にはたくさんの児童生徒の利用があ

り、勉学の場としての利便性と集いの施設として認知されている。 

 

 



  ３１ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-03 

事 業 名 高城老人福祉館管理運営事業 

決算額 

（単位:円） 
1,768,000 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  1,768,000    

事業概要 

高城老人福祉館運営事業（指定管理者受託） 

指定管理者として高城老人福祉館をｸﾞﾙｰﾌﾟや福祉関係団体の会合、各種相談事業や 

地域住民の健康管理推進の場として提供 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・高城老人福祉館維持管理及び会議室等の利用に係る申請受付及び許可業務 

・障がい者サロンの開催 

・軽度生活援助員養成講座の開催 

・貸館事業 

【実 績】 

・年間利用件数   延べ    261件 

・利用者数          2,709 人 

・主な利用団体   地区社会福祉協議会、高齢者ｸﾗﾌﾞ、民児協、ボランティア 

          グループ、趣味の会、身体障害者福祉会 他 

 会議室 大集会室 和室 相談室 調理室 計 

 回 人 回 人 回 人 回 人 回   回  人 

4 18 170 9 131 2 11 1 3   30 315 

5 13 125 7 103 1 6     21 234 

6 14 147 5 74 1 5     21 230 

7 15 128 6 112   1 4   22 243 

8 15 138 6 106   1 3   21 244 

9 14 138 5 66       19 204 

10 12 125 10 92       22 217 

11 15 114 7 79   1 4   23 197 

12 11 106 7 72       18 178 

1 12 107 9 103 1 4 2 10   24 224 

2 14 165 3 24       17 189 

3 14 130 6 95 2 6 1 3   23 234 

 160 1,593 80 1,057 7 32 7 27 0 0 261 2,709 

 

 

事業成果 

 

高齢者を対象に憩いの場として開設しているが、高齢者の趣味の会や福祉団体等の

会合等で、利用されている。利用している団体の年齢構成の高齢化もあり、減少傾向

にあるが、28 年度は認知症の相談窓口の開設やオレンジカフェの開設に向けての打ち

合わせを行う等、利用者増に努めた。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-04 

事 業 名 山田総合福祉センター運営管理事業 

決算額 

（単位：円） 
2,473,216 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  2,473,000   216 

事業概要 

山田総合福祉センター「けねじゅ苑」管理運営事業（指定管理者受託Ｈ26－Ｈ30）

指定管理者として福祉関係団体やグループの会合、各種相談事業や地域住民の福祉

の拠点として提供 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・管理運営 

 福祉センターの光熱水道費支出、各種修理、各種リース、警備委託、浄化槽点検 

・利用実績 

年間利用件数 749件、年間利用人数 14,251人 

・主な利用団体（社協関係、地区社協、民児協、高齢者クラブ、ボランティア、 

人権・行政相談、無料法理相談、障害者サロン、市役所関係、その他福祉団体） 

 

 

 

 

月 大会議室Ａ 大会議室Ｂ 中会議室 小会議室 調理室 保健室 ＶＯ室 計 

4 184 202 106 53 23 0 64 632 

5 217 258 35 23 13 0 55 601 

6 332 332 61 51 37 0 62 875 

7 555 582 113 58 59 0 53 1,420 

8 571 596 236 52 72 0 91 1,618 

9 445 489 94 87 79 0 71 1,265 

10 199 226 48 44 8 0 70 595 

11 335 335 36 31 10 0 76 823 

12 336 367 163 60 127 0 86 1,139 

1 201 224 79 57 53 0 72 686 

2 712 712 536 534 511 500 559 4,064 

3 86 110 56 111 85 0 85 533 

計 4,173 4,433 1,563 1,161 1,077 500 1,344 14,251 

事業成果 

 

けねじゅ苑は、山田地区での地域福祉推進の拠点として定着しており、福祉団体

や介護予防教室等の利用が多い。様々な地区内の団体が利用されており、開かれた

施設として地域住民が利用しやすい施設として取組んできた。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-05 

事 業 名 高崎老人福祉館管理運営事業 

決算額 

（単位：円） 
1,822,000 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  1,822,000    

事業概要 

高崎老人福祉館運営事業（指定管理者受託） 

高齢者団体をはじめとする各種福祉団体や周辺団地の高齢者集会施設として、広

く地域住民に利用 

事業内容 

 

・老人福祉館大広間の貸出（各種団体の研修・会議） 

・老人福祉館内の管理 

【実績】 

・年間利用件数 160件、年間利用人数 1676人 

・主な利用団体（民児協、各ボランティアグループ、社協事業ミーティング他） 

NO 団体等名 大広間利用件数 利用者人数 

1 高齢者クラブ連合会   4 108 

2 民児協 13 164 

3 ヘルパーミーティング 48 460 

4 社協支所ミーティング 1 7 

5 社協（その他事業） 2 26 

6 地区社協 16 158 

7 事業（通所） 10 121 

8 遺族会 6 59 

9 産業医面談 1 6 

10 ボランティア（踊り他） 43 399 

11 上新田・下新田ボランティア 4 83 

12 生活支援員ミーティング 12 61 

    

    

  160 1,676 
 

事業成果 

 

本年度は、件数及び人数が減少したが、社協事業の開催や周辺団地の高齢者集

会やボランティア活動の場としての利用要望もあり、地域住民の利用があった。 

高台にあり、高齢者の利用には車がないと不便だが、景観が良いということで、

地域の憩いの場となっている。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-06 

事 業 名 高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業 

決算額 

（単位：円） 
2,596,000 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  2,596,000    

事業概要 
介護予防センターさわやか館を、高齢者の生きがい作りと健康維持の推進を図るた

めの場として活用する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・ヘルストロン利用  ・健康マッサージ機利用  ・血圧測定器利用 

・施設利用（いきいきサロン、障がい者サロン、ボランティア団体その他の団体等

の会議など）  ・さわやかサロンの設置（水、金）  ・総合相談室 

【諸会議】 

 

【研修等】 

 

【実績】（利用人数） 

 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 

ﾍﾙｽﾄﾛﾝ 66 63 66 41 40 61 57 48 39 53 72 68 674 

ﾏｯｻｰｼﾞ機 53 57 60 39 40 60 57 48 39 54 73 68 648 

ﾌｯﾄﾏｯｻｰｼﾞ 57 58 62 39 36 60 54 48 39 53 69 68 643 

会議 46 62 47 8 25 24 51 22 8 0 38 18 349 

相談 １ 1 1 4 1 2 0 0 0 2 0 1 13 

さわかやｻﾛﾝ 69 67 76 56 50 72 60 52 43 54 95 73 767 

いきいきｻﾛﾝ 16 0 17 229 217 23 6 29 8 4 6 15 570 

その他 84 45 72 90 64 35 67 47 43 47 60 72 726 

計 391 353 401 506 473 337 352 294 219 267 413 383 4,389 
 

事業成果 

さわやかサロンを設置し、健康器具の利用や、利用者の方が自分たちで漬物、茶菓

子を持ち寄っておしゃべりを楽しんだり、また、お茶会や健康体操を月 1 回づつ開

催した。「サロンのある日が待ち遠しい」という声をいただくなど、要介護や孤独

にならないように「集いの場」として気軽に利用していただくことができた。           

また、地域の方にサロンのボランティア、講師として参加してもらい、社会貢献、

生きがい作りに役立つことができた。 

その他、いきいきサロン、障がい者サロン、ボランティアその他の団体等の会議な

どを開催し、地域に開かれた施設として定着してきた。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-07 

事 業 名 ボランティアセンター活動事業 

決算額 

（単位：円） 
4,904,656 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

 1,500,000 3,200,000   204,656 

事業概要 ①ボランティア団体の活動支援・活動助成・需給調整 ②福祉教育の推進 

事業内容 

【実施した事業内容】 
①ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の需給調整(個人､団体､企業､施設など)活動支援、助成金の周知 
②福祉教育の推進、車椅子・アイマスク等擬似体験における備品の貸出及び指導 
③福祉講話等における講師派遣等 
④社会福祉普及推進校連絡会の体制整備 
⑤県下一斉ボランティアの日（平成 28 年 8月 21 日：市街地清掃、個人宅清掃活動） 
⑥みやこんじょボランティアフェスティバル 2017（平成 29 年 3月 12 日） 
⑦熊本地震支援ボランティアバスの企画実施（平成 28 年 6/17,7/1,7/4,7/6,7/14） 
【諸会議】 
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業調整会議（県南ブロック研修打合せ、福祉教育研修会等） 
・宮崎県市町村ボランティア連絡協議会総会（県社協：平成 28年 5月 28日） 
・宮崎県市町村ボランティア連絡協議会役員会（高城町：平成 28 月 7月 28 日） 
・都城市地域ボランティア連絡協議会総会（平成 28年 6月 21日） 
・都城ボランティア協会総会（平成 28 年 7月 5日） 
・都城市社会福祉普及推進校連絡会総会（平成 28年 5 月 19日） 
・平成 28年度宮崎県市町村連協災害支援プロジェクト検討会議（7/1,8/3,12/14） 
・平成 28年度都城市防災訓練（平成 29年 1 月 22日） 
【研修等】 
・ 平成 28 年度福祉教育セミナー（東京都：平成 28年 8 月 9 日～10日） 
・ 平成 28 年度地域における福祉教育推進研修会（宮崎市：平成 28 年 8月 25 日） 
・ 平成 28 年度地域における福祉教育推進研修会（日向市：平成 28 年 8月 26 日） 
・ 平成 28 年度福祉教育推進研修会（都城市：平成 28年 8月 27日） 
・ 平成 28 年度災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ運営者研修（福岡市：平成 28 年 9月 14日～15 日） 
・ 平成 28 年度社協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修会（宮崎市：平成 29年 1 月 31日） 
・ 平成 28 年度高千穂町災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置運営訓練（平成 28年 11月 1日～2日） 
・ 日本福祉教育・ボランティア学習学会 第 22 回みやざき大会 in 都城 

           （都城市：平成 28年 11 月 25 日 ～ 27日） 
・宮崎県市町村ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会県南ブロック研修会（平成 28年 11月 12日） 
・平成 28年度ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ担当者研修（東京都：平成 28年 12月 13日～14日） 
・災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営設置訓練職員研修会（平成 29年 2月 9日） 
・ 平成 28 年度福祉教育・ボランティア学習実践研修会（平成 29年 2月 13日） 
・ 平成 28 年度中郷中学校学校運営協議会（5/18,7/8,12/20,2/24） 
・ ＮＰＯ等中間支援助成金学習会（5/10,9/26） 
・ チラシ作成講座（5/25,7/13,9/14,11/16）、情報発信講座（1/17,1/24,1/31） 
【実績】 
・ボランティア登録者数 → 個人登録 408名  団体登録 155団体（7,666 名） 
・相談・斡旋件数    → 約 580件(ボランティア依頼、保険など) 

事業成果 

学校と地域における福祉教育の推進を図るために、福祉体験学習に地区社協や民生
委員、包括、施設、ボランティア等に協力を得て福祉体験だけでなく、地域の現状や
課題について気づき、考える機会となった。 
また、4月に発災した熊本地震支援に関して、市民からの要望もありボランティアバ

スを実施し、意識の高まりとボランティア活動者とのつながりができた。 
NPO・市民活動団体支援として、情報提供や各種講座等を開催しながら、互いの交流

を深める「ここカフェ」を開催し、協働事業の推進を図った。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-08 

事 業 名 地域福祉総合推進事業 

決算額 

（単位：円） 
13,094,208 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

10,000,000     3,094,208 

事業概要 
・地区社会福祉協議会活動支援（15 地区） 

・小地域ネットワーク活動の推進（15地区） 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・市地区社連協並びに 15 地区社協活動の支援・高齢者等保健福祉推進事業 

・都城市地域福祉推進大会の開催 

【諸会議】 

①地区社会福祉協議会連絡協議会事業 

・総会(6 月)・理事会(5 月･12 月・3 月)・三役会(5 月･3 月) 

・事務局長会議（7 月･10 月・12 月･3 月） 

②15 地区社協事務局担当者会議 

③地域福祉担当者会議（不定期） 
【研修等】 
①地区社協役員全体研修会（Ｈ28.6.9） 
 ・実践報告／「わたしたちのまちの取り組み」 
  報 告 者／姫城・志和池地区社会福祉協議会 
②子育てサロン部会研修（Ｈ28.7.23） 
 ・講 演／「笑う門には美もくるよ！～子育てママはビューチーだ～」 
 ・講 師／相良照代 氏 
  ※ファミリー・サポート・センター登録会員情報交換会と合同開催 
③軽度生活援助員全体研修会（H28.8.31、9.6） 
 ・講 演／「命を守るお口のケア」 
  講 師／歯科衛生士 下池光 氏 
④いきいきサロンボランティア研修会（H28.9.27、9.28） 
  ・テーマ／「サロンでもおうちでもできる簡単レク講座」 
 ・講 師／福祉レクリエーション・ワーカー 坂元 恵子 氏 
⑤都城市地域福祉推進大会（H28.11.25） 
 ・テーマ／「子どもの育ちから考える福祉教育・ボランティア学習の力 
               ～はぐくむ、ささえあう、ともに生ききる～」 
  ※日本福祉教育・ボランティア学習学会第 22 回みやざき大会 in 都城と合同開催 
⑥福祉教育・ボランティア学習実践研修会（H29.2.13） 
 ・講 演／「逗子市における住民主体の福祉教育実践 
～多様なメンバーによる福祉教育チーム～について」 
  講 師／日本地域福祉研究所 研究員 宮脇文恵 氏 
⑦15 地区社会福祉協議会活動支援 
【ふれあいいきいきサロン活動支援、子育て支援サロン活動（9 サロン）、介護者サロン活動（1
サロン）、在宅介護者のつどい、世代間交流活動、地域福祉を語るつどい、地域生活支援会議、
認知症学習会、役員理事研修、小地域ネットワーク活動、福祉学習会、軽度生活援助事業、福祉
広報、人材養成事業、地区社協相互研究事業、住民参加型有償ボランティアサービス、学習支援
活動、事務局活動、福祉なんでも相談、紙オムツの支給、関係機関との連絡調整】 
【視察受入等】 
①小林市細野校区社会福祉協議会（Ｈ28.7.28） 
②えびの市民生委員児童委員協議会（Ｈ29.3.2） 

事業成果 

本年度も第３次都城市地域福祉活動計画に基づき、15 地区の地域福祉活動計画の実践を推進し

た。各地区の実情に応じ、今日的な課題である生活困窮や子どもの貧困、制度改革のあった社会

福祉法人の地域貢献活動に向けた協議など、時代や制度の変革に即して、地域の個別課題に寄り

添った支援体制の構築に向けた取組みが展開できた。今後もさらなる“自助・共助・公助＋近助”

のバランスのとれた体制づくりにむけて、行政をはじめとする各関係機関と密に連携をとりなが

ら活動の充実を図っていきたい。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-09 

事 業 名 認知症地域サポーター支援事業 

決算額 

（単位：円） 
4,231,611 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  4,231,611    

事業概要 

認知症高齢者及びその家族に対し、地域における総合的な支援体制の構築・充実を図

り、安心安全な在宅生活の実現を目指すとともに、地域住民に対し、研修や学習を通

し認知症への理解を深めることを目的とし事業を推進する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

＜認知症地域サポーター支援事業＞ 

①認知症サポート体制整備推進会議の設置 

②認知症コーディネーターの配置 

③認知症見守りネットワークの構築 

・平成 19 年度～平成 28 年度モデル地区へのヒアリング（10 地区） 

④認知症サポーターの養成 

⑤キャラバン・メイト養成研修、キャラバン・メイト意向調査の実施 

⑥「認知症講演会」の開催 

⑦若年性認知症実態調査の実施 

＜認知症家族支援プログラム＞ 

① 専門医、専門職による講座、介護者同士の情報交換会 

【諸会議】 

・事業推進のための定期協議（介護保険課）１２回の開催 

・認知症サポート体制整備推進会議（委員２４名）年３回の開催 

・西岳地区地域ケア会議７回参加 

・志和池地区地域ケア会議７回参加 

・認知症地域支援推進員部会への参加１１回 

【研修等】 

・コミュニティソーシャルワーク研修 １名参加 

・認知症の人と家族への援助をすすめる第 32 回全国研究集会 in 長崎 １名参加 

・認知症セミナー １名参加 

【実績】 

＜認知症地域サポーター支援事業＞ 

・認知症サポーター養成数及び認知症をテーマにした学習会 

都城本所  ：認知症サポーター養成  ３１３名 

４支所   ：認知症サポーター養成  １９４名 

学校・企業他：認知症サポーター養成１，５９６名     合 計２，１０３名 

・キャラバン・メイト養成研修 年１回開催  参加者数    ４８名            

・認知症講演会        年１回開催  参加者数   ６００名 

＜認知症家族支援プログラム＞ 

・家族支援プログラム          年６回開催 参加者総数８８名 

(講座内容：認知症ケアパス 栄養について ストレス解消講座 家族介護とは他) 

事業成果 

認知症事業全般において、認知症サポート体制整備推進会議の委員、地域包括支援センター認知

症地域支援推進員との連携を密に図ることで、事業の展開・推進に繋がった。特に、キャラバン・

メイトの養成により、認知症の啓発にもなった。また、各事業において、ヒアリングや調査等を

したことで、これまでの事業の振り返り、実態把握をすることができた。 

平成２９年度は、平成２８年度の反省点も踏まえて、キャラバン・メイト、認知症サポーターの

活動体制整備、オレンジカフェ等の居場所づくりの推進・啓発、若年性認知症の支援体制構築・

啓発等を行っていきたい。また、地域包括支援センター認知症地域支援推進員をはじめとする関

係機関と連携を積極的に図り、都城市の認知症体制整備づくりを行っていきたい。 

 



  ３８ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-10 

事 業 名 都城市ファミリー・サポート・センター事業 

決算額 

（単位：円） 
6,683,942 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  6,683,942    

事業概要 

地域において、育児などの援助を受けたい方（利用会員）と援助を行いたい方（援助

会員）からなる会員組織で、会則に基づく相互援助活動を実施する。 

＊双方会員の研修と登録 ＊援助活動の連絡調整 ＊会員情報データ管理 ＊情報の

提供・活動の周知 ＊交流会・フォローアップ研修の企画と開催 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

①双方（利用・援助）会員の募集及び登録事務、並びに会員情報データ管理 

②援助活動の調整／顔合わせ及び援助活動依頼に伴う援助会員の連絡調整 

③援助会員養成講座（全 4回）の開催／7月 

④情報紙『リンク・リング』の発行／11月・3月 

⑤「みんな集まれ！子育て交流会開催(情報交換会)／7月 

⑥フォローアップ研修会開催（昼の部・夜の部全 6回）／2月 

※⑤⑥は都城市地区社会福祉協議会連絡協議会との共同事業 

⑦報酬補填額の計上 

【諸会議】 

①定期協議／保育課との定期協議：月 1回の開催 

②ケース検討会議：1件  

③ファミリー・サポート・センター全国交流集会／10月 

④宮崎県ファミリー・サポート・センター担当者研修会／11月 

⑤県南ブロックファミリー・サポート・センター担当者情報交換会／3月 

【研修等】 

①援助会員養成講座／登録者数 14名  

②「みんな集まれ！子育て交流会」／参加者数 89名 

③フォローアップ研修会／受講者数 85名 

【実績】 

◆平成 28年度登録会員          ◆平成 28年度活動件数 

  援助会員 181名（前年対比  －1名）    3,071件（前年対比＋1,233件） 

  利用会員 571名（前年対比＋135名） 

両方会員  76名（前年対比＋ 6名） 

合計  828名（前年対比＋140名）      平成 29年 3月 31日現在 

【情報発信】 

・新生児 4ヶ月健康相談会場にて事業説明 

・小学校・支援学校にて就学時健康診断会場及び入学説明会会場にて事業説明 

・ポスター・チラシ配布／保育園等の関係機関、公共機関窓口、医療機関 

・都城市社会福祉協議会ホームページの活用 

事業成果 

今年度は、都城市より利用料金の一部が補助されたことで、利用会員登録及び利用件数が大幅に

増加した。自己負担が軽減したことにより、より多くの方がファミリーサポート事業を利用しや

すくなり、今までより容易に通院や外出ができるようになったことで、心身ともに余裕ができ、

本事業の目的である“安心して産み育てる環境”の構築への一役を担うことができたと考える。

事業周知の手段として社協のホームページを活用したことや、ポスター・チラシを配布したこと

も利用増加に繋がった。 

また、今年度は“病児・病後児預かり”についての検討協議を重ねた。実際に病児・病後児預か

り事業を実施している熊本県合志市ファミリー・サポート・センターを研修視察し、実施するに

あっての情報交換を行ったことで、病児・病後児預かりの必要性・重要性をあらためて感じた。 

今後も協議を重ね、都城市子育て支援体制充実のために整備を進めていきたい。 

 



  ３９ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-11 

事 業 名 福祉バス運行事業（本所） 

決算額 

（単位：円） 
4,510,619 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

4,510,619      

事業概要 

昭和 54 年身体障害者福祉バスが導入され、市の補助事業として社協で福祉バスを

運行している。バス（定員 28 人）は、地域における社会活動参加を促進するため、

福祉団体が次の事業を行う場合に限り利用することができる。 

(１)各種講習会及び研修会 

(２)ｽﾎﾟｰﾂ及びﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

(３)福祉の増進を図るための事業 

(４)社会福祉協議会が行う事業 

(５)その他社会福祉協議会事務局長が必要と認めた事項 

 

事業内容 

 

【運行実績：本所】 

月 回 利 用 団 体 利用人員 走行距離 消費燃料 

4 月 2 都城市社会福祉協議会他 1 件 21 名 112 ㎞ 25ℓ 

5 月 6 ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ宮崎県西他 5 件 143 名 750 ㎞ 137ℓ 

6 月 9 西高木いたっみろ会他 8 件 180 名 1,231 ㎞ 247ℓ 

7月 7 都城市社会福祉協議会他 6件 113名 1,254㎞ 258ℓ 

8 月 8 都城市障害者生活支援ｾﾝﾀｰ他 7 件 169 名 625 ㎞ 157ℓ 

9 月 6 都城点訳・音訳友の会他 5 件 127 名 1,235 ㎞ 218ℓ 

10 月 10 都城市共同募金委員会他 9 件 192 名 812 ㎞ 166ℓ 

11 月 14 都城社会福祉協議会他 13 件 220 名 908 ㎞ 177ℓ 

12 月 6 祝吉地区社会福祉協議会他 5 件 134 名 446 ㎞ 96ℓ 

1 月 5 都城市社会福祉協議会他 4 件 55 名 402 ㎞ 73ℓ 

2 月 6 市民生委員児童委員協議会他５件 104 名 908 ㎞ 132ℓ 

3 月 1 山田地区社会福祉協議会 21 名 262 ㎞ 60ℓ 

計 80  1,479 名 8,945 ㎞ 1,746ℓ 

 

事業成果 

･年間稼働日数        80 日    

･年間乗車人員数     1,479 名 

･年間走行距離      8,945 ㎞   

 ･年間消費燃料      1,746ℓ 

･１ℓあたり走行距離    5.12 ㎞ 



  ４０ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-11  

事 業 名 福祉バス運行事業（高城） 

決算額 

（単位：千円） 
――――― 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

高城支所福祉バス（H8導入、定員 28 名）。地域における社会活動参加を促進す 

るため、福祉団体が次の事業を行う場合に限り利用することができる。 

（１）各種講習会及び研修会    （２）スポーツ及びレクリェーション 

（３）福祉の増進を図るための事業 （４）社会福祉協議会が行う事業 

（５）その他社会福祉協議会事務局長が必要と認めた事項 

事業内容 

 

【運行実績】 

月 回 利 用 団 体 利用人員 走行距離 消費燃料 

4月 6 高城町遺族会他 5件 122名 759㎞ 85ℓ 

5月 8 高城地区身障福祉会他 7件 131名 978㎞ 166ℓ 

6月 9 高城地区高齢者ｸﾗﾌﾞ連協他 8件 134名 1,192㎞ 167ℓ 

7月 6 高城地区高齢者ｸﾗﾌﾞ連協他 5件 95名 648㎞ 42ℓ 

8月 8 高城地区高齢者ｸﾗﾌﾞ連協他 7件 182名 756㎞ 138ℓ 

9月 10 山田地区高齢者クラブ他 9件 200名 1,197㎞ 200ℓ 

10月 12 高崎あゆみの会他 11件 240名 1,401㎞ 208ℓ 

11月 14 市民児協他 13件 250名 2,280㎞ 256ℓ 

12月 5 
高城地区第 1 ボランティア他 4

件 
49名 202㎞ 52ℓ 

1月 4 高城地区社協他 3件 45名 317㎞ 44ℓ 

2月 11 高崎地区高齢者クラブ他 10件 196名 1,516㎞ 185ℓ 

3月 4 第 6 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ他 3件 63名 429㎞ 90.5ℓ 

計 97  1,707名 11,675 ㎞  1,633.5ℓ 

事業成果 

平成 27年度山田支所で運行していたバスを廃止し、平成 28年度から４支所にバス

1台の配置での運行となり、昨年と比較すると乗車数が２倍以上となった。又、熊

本震災復興支援ボランティアの派遣を計画し、運行３回とボランティア 47 人を送

迎した。 

地域福祉推進団体をはじめ、高齢者クラブなどの研修や大会参加のために運行がで

き事業推進に寄与できた。 

・年間稼働日数／97日    ・年間乗車人員数／1,707名 

・年間走行距離／11,675㎞   ・年間消費燃料／1633.5ℓ 

・1㍑あたり走行距離／7.15㎞ 



  ４１ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-12 

事 業 名 軽度生活援助事業 

決算額 

（単位：円） 
1,793,880 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  1,577,800   216,080 

事業概要 

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活上の軽度な援助（居室内の掃除や日

常生活用品の買物等）を行い、自立した生活の継続、要介護状態への進行を防止す

る。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・利用者や援助員等の需給調整 

・登録援助員の資質向上のための研修 

【諸会議】 

・本事業に関するケース会議 

・サービス開始に伴う調整会議 

・援助内容、援助者変更に伴う調整会議 

・ 介護保険課及び関係機関等との協議 

【研修等】 

・平成 28年度軽度生活援助員全体研修会（8/31、9/6） 

  テーマ／「命をまもるお口のケア」 

  講 師／歯科衛生士 下池 光氏 

・都城市生活おたすけサービス事業説明会（3/21,22） 

【実績】 

・年間延べ利用者数     393 名（内、新規利用件数/6件） 

・年間延べ派遣回数    1,885 回 

・年間延べ派遣時間数   2,179 時間 

・生活援助員登録者数    234 名 

事業成果 

年間を通して、派遣時間・利用世帯の増加はあまりみられなかったが、新規の利用

件数や問合せが少しずつ増加しており、各地区社協と連携しながらそれぞれ対応し

た。平成 29 年度の制度改正に伴い、事業説明会を実施し、援助員や地区社協関係

者への説明及び継続的な支援協力の依頼を行った。担い手不足が緊急的な課題とな

っており、次年度においては、支援体制の充実に向けて、各地区社協や地区担当者

と協議しながら、援助員の確保に努めたい。 

また、今後も各地区社協や地域包括支援センター等の関係者との連携をより密に図

りながら、地域住民への新事業周知にもさらに力を入れていきたい。あわせて、現

在登録いただいている生活援助員の資質向上のための研修会や援助員同士の情報

交換会等を実施し、事業のさらなる充実を図っていきたい。 

平成 29年度からは「生活おたすけサービス」として、事業を実施していく。 

 

 



  ４２ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-13 

事 業 名 日常生活自立支援事業  

決算額 

（単位：円） 
8,251,414 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

   6,101,604  2,149,810 

事業概要 

知的障がい者や精神障がい者又は認知症等により判断能力の不十分な方が、福祉サ

ービスを利用するための一連の援助や契約により日常的な金銭管理、書類等の預か

りなどを行い、支援を展開することで安心安全な地域生活が継続できることを目的

に本事業を実施する。また、判断能力の低下に伴い必要に応じて、成年後見制度の

利用等必要な支援に繋げる。現在、利用者数は 90数名である。 

事業内容 

 

【実施する事業内容】 

・利用に伴う相談援助     ・福祉サービス利用援助（苦情解決相談含む） 

・日常的金銭管理サービス   ・書類等預かりサービス 

【諸会議など】 

①契約締結判定会議の開催 

②生活支援員連絡会議（意見交換会）の開催 

③都城市障害者自立支援協議会地域生活支援部会への出会 

④専門員業務会議への出席（県社協） 

⑤契約締結審査会への出席 

⑥個別支援会議への出席 

⑦その他必要な会議への出席 

【研修など】 

①専門員実践力強化研修会への参加（全社協：７月） 

②専門員研修会への参加／ケースカンファレンス等（県社協） 

③生活支援員養成講座の開催：５月 

④生活支援員研修会の開催：１月 

⑤生活支援員等研修会への参加（県社協）10月、1月 

⑥その他必要な研修会への参加 

【その他】 

①県社協（契約締結審査会・運営適正化委員会）との連携 

②関係機関その他相談支援事業に関する部門との連携と見守り等協力要請 

③地域福祉諸事業への参加  ④成年後見制度の利用支援 

事業成果 

関係機関と連携を図り、総合的な支援を展開することにより、日常生活に不安はあ

るが、利用者が地域で安心して生活を送るための支援が実施できた。一方で、利用

者の増加が予想される中で、生活支援員の養成や地域・関係機関への事業の理解及

び啓発活動が不十分であり、事業体制の整備も継続して実施していく必要がある。 

 



  ４３ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-14 

事 業 名 福祉後見活動事業 

決算額 

（単位：円） 
4,464,017 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     4,464,017 

事業概要 

認知症高齢者や知的障がい者あるいは精神障がい者等の判断能力の不十分な方々

に対して、財産の管理や身上監護（介護施設への入退所など生活について配慮する

こと）についての契約、法律行為などを代行する成年後見制度の法人による受任や

利用支援及び啓発を行う。また、成年後見の対象者にならない判断力のしっかりし

た方で、都城市内に親族がいない場合やいても身体的・経済的な事情で支援が困難

な状態や、関係が破たんしている方に対して、契約に基づいて入所や入院の保証人

機能や日常生活の見守りや財産の管理や身上監護（介護施設への入退所など生活に

ついて配慮すること）について、ご本人に寄り添って支援する「都城みらいあんし

ん支援事業」を実施している。 

事業内容 

 

【実施する事業内容】 

■成年後見制度利用援助事業 

・成年後見申立支援／5件（書類作成含・内地域包括支援センターと連携 2件） 

＜受任状況等＞ 

 ◇法人後見受任中／4件    ◇委任事務契約（任意後見）／1件 

 ◇都城みらいあんしん支援事業契約者支援／2件 

【諸会議など】 

・法人後見審査委員会（28/6/20、29/2/16） 

【研修など】 

・都城市成年後見ネットワーク協議会への参加、無料相談会の実施 

・地区社協研修において事業説明 

・法人後見支援員（市民後見人）養成研修の受講（３名） 

事業成果 

日常生活自立支援事業において、判断能力の不十分な方の権利擁護を展開し、公共

性や社会福祉法人として後見人等を担うことで信頼性と安心感を高めてきた。加え

て、経済的理由や困難事例で他の専門職の受任が困難な場合の受任先としてその役

割が期待されている。 

「都城みらいあんしん支援事業」では、判断能力はあるが保証人の不在等で福祉施

設への入所や医療機関への入院ができないなどの不安のある方に対し社会福祉協

議会が相談者との契約に基づき法人として支援を行うことによって、身寄りのない

方々への支援に取組んできた。今後は、ますます進行する高齢化や認知症高齢者の

増加、障がいがある方の親亡き後の問題などについて、権利擁護センター設置に向

け関係機関との協議や継続的な支援を行っていく。 

 

 



  ４４ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-15 

事 業 名 総合相談事業(本所・４支所) 

決算額 

（単位：円） 
6,324,452 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

6,324,452      

事業概要 

地域住民が持つ様々な生活課題、福祉問題を受け止め、関係機関との連携により解

決することを目的として総合相談事業を実施している。本所で開設される 2名の相

談員による常設相談をはじめ、専門相談（法律相談、司法書士相談）を本所と４支

所で実施。また、地区社協との連携のなかで福祉なんでも相談を週 1～2回、15地

区で実施している。このほか、常設相談員・地区相談員等の資質向上のために、年

２回研修会を実施している。        

事業内容 

 

【実施する事業内容】 

◆ウエルネス・ハートセンター総合相談総数／1,007件 

【①常設相談・・560件 ②法律士相談・・189件 ③司法書士相談・・24件 

 ④地区なんでも相談・・234件 合計 1007件】 

①常設相談開設日：243日、常勤相談員：2名対応、相談件数：560件 

②法律相談：60日、弁護士対応・相談件数：189件 

※法律相談日については、年間 60日計画中 51日実施（9日は予約なし） 

本所：148件 山之口支所：9件  高城支所：10件 

山田支所 ：15件  高崎支所：7件  

③司法書士相談：36日、司法書士対応・相談件数：24件 

※司法書士相談日については、年間 36日計画中 17日実施（19 日は予約なし） 

本所：17件 山之口支所：0件  高城支所：7件 

山田支所：0 件  高崎支所：0件  

④地区なんでも相談／234件 

【研修など】 

◆ウエルネス・ハートセンター相談員研修会（15地区担当相談員・7地区地域包括

支援センター他） 

（開催日）①28年 7 月 21日 ②29年 1月 26日 （参加者）合計 132名 

事業成果 

①相談総数は、地区での相談件数の増加で、昨年度（959件）より増えている。 

②また、他の専門機関による無料法律相談等へ繋ぐなど相談者にとって不利益が生

じない対応を行った。 

③一方で、経済的な問題や就労に関する相談など生活に密着する相談も多数寄せら

れ、生活に困窮する方々の支援の窓口でもある生活自立相談センターや生活費等の

貸付相談担当者へ繋ぐなどの対応を図ってきた。 

④周知については官公庁へのチラシ配布や報道関係への情報提供などで啓発活動

を行った。 

 



  ４５ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-16 

事 業 名 都城市生活自立相談センター事業 

決算額 

（単位：円） 
14,772,079 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  14,772,079    

事業概要 

関係機関との協働により地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給

付金、その他包括的な支援を行うことで、相談者の自立を促進し生活の安定を目指

す。就労や収入生活費に関する相談をはじめ、疾病障害に関する相談や家族関係・

介護や子育てに関する相談など多岐にわたる。また、学習支援やフードバンクへの

取り組みにおける地域づくりを展開。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・自立相談支援事業 ・住居確保給付金事業 ・フードバンク事業 

・商品券の支給・貸付事業 ・学習支援への取り組み 

・スーパーバイザーを招いた事例検討会の実施 ・相談者支援を通じた地域づくり

の実施 

・民間支援団体と協働した生活支援の実施 

【諸会議】 

◆生活困窮者自立支援法に関する連絡会議 

◆都城地域生活保護受給者等就労自立促進事業協議会 

◆社協・生活支援まちづくり強化プロジェクト推進会議（年 3 回） 

◆生活困窮者自立支援制度福祉事務所等連絡会議・研修会 

【研修等】 

◆コミュニケーションスキル基礎研修 ◆事例検討会/山下道場（年 2回） 

◆生活困窮者自立支援全国研究交流大会 ◆家計相談支援事業実践セミナー 

◆『広がれこども食堂の輪！全国ツアー』in宮崎 

◆生活困窮者自立支援制度人材養成研修・都道府県研修に係る担当者研修 

◆日向市生活相談・支援センター心から事業報告会 

◆他機関協働による包括的相談支援体制全国推進セミナー 

◆生活困窮者自立支援に係る研修会（小林市） 

【実績】 

◆相談実人員数 589件 

◆相談延件数 1,652件（相談内訳総数：2,028件） 

事業成果 

①就労決定者については、昨年度と同様 28 件となった。住居確保給付金は年間に

数件の相談があったが、課題が家賃だけではなく生活全般に及んでいたケースが多

数だったため新規申請には至らず、本年度の利用は昨年度より引き続き該当した方

1件の更新のみであった。地区社協等と協働することで、新たに取り組んだ学習支

援では、2地区（姫城、五十市）でスタートすることができ、地域と協働すること

によって、未来ある若者の支援を展開することができた。フードバンクは、地域に

呼びかけることで住民や施設等から支援をいただくことができ、支給出来る物の

質・量が充実した。 

 



  ４６ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-17 

事 業 名 生活福祉資金貸付事業 

決算額 

（単位：円） 
1,866,805 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

 830,704  1,036,101   

事業概要 

生活福祉資金制度は、民生委員児童委員の訪問活動から設立された制度であり、低

所得世帯・高齢者世帯・障がい者世帯に対して、目的に沿った形での貸付を行って

いる。貸付世帯への助言等を通して、経済的自立と生活意欲の促進を図っている。 

事業内容 

 

【貸付実績】 

種 類 総合支援 福祉／緊急 教育支援 不動産担保  

件 数（件） 0 2 3 0  

貸付額（円） 0 340,000 703,000 0  

合 計 5件  1,043,000 円 

都城本所 ：貸付件数/4件   貸付額/973,000円 

  内訳 ：総合支援資金（生活支援費   0件/円） 

            （住宅入居費   0件/円） 

            （一時生活再建費 0件/円） 

      福祉資金（1件/270,000 円） 

緊急小口資金（0 件/   0円） 

      教育支援資金（3件/703,000 円） 

      要保護世帯向け不動産担保型（0件/0円） 

山之口支所：貸付件数/0件/0円 

高城支所 ：貸付件数/0件/0円 

山田支所 ：貸付件数/1件/70,000円 

高崎支所 ：貸付件数/0件/0円 

研修・出張 

①平成 28年 6月 16日「生活福祉資金担当職員事務説明会」県社協 

②平成 28年 11月 12日～13日 「第 3回生活困窮者自立支援全国研究交流大会」 

神奈川県 

③平成 28年 12月 9 日「生活福祉資金貸付金償還指導実施方針会議」県社協 

④平成 29年 3月 16日～17日「第 2回自立相談支援実践研修セミナー」福岡県 

事業成果 

年間を通して、相談件数は一定数を保っているが、貸付件数は減少傾向にある。そ

の中でも、総合支援資金と緊急小口資金の相談が多いが、制度上貸付に馴染まない

ケースも増えている。しかし、貧困の連鎖を絶つために教育支援資金や福祉資金（自

動車運転免許費）を有効活用し、学校を卒業したあとの自立を世帯目標にして支援

に繋げた。また、来年度より生活福祉資金の制度の一部改正も行われるため、相談

者の世帯自立に繋がるよう業務にあたっていく。 

 併せて、償還指導も強化し、一括返済等を求めるのではなく借受人が滞納状況と

しっかりと向き合っていただくように訪問、電話連絡、民生委員による定期訪問等

を実施し、償還に向けた現況確認を行った。 



  ４７ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-18 

事 業 名 生活福祉資金利子補給事業 

決算額 

（単位：円） 
70,242 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

70,242      

事業概要 
生活福祉資金の借受者に対し、利子の負担の軽減及び状況把握を図るために、期限

内償還分の利子を補給する。 

事業内容 

 

 

【実  績】 
 

  内   訳 

本人補給金額 64,286 円 

（平成 27年度後期分） 

64,286 円 

 

（平成 28年前期分は利子補給要

綱改定に伴い未実施） 

通信運搬費 5,740円 82円×70通 

金種手数料 216円  

合  計 70,242 円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業成果 

利子の負担軽減が目的の一つであるが、以前より対象者全員が受取に来所されない

ことが課題であった。 

そのため、平成 29年度(平成 28年度分)の利子補給より、年 2回から、年 1回に実

施回数を減らし、交付方法を窓口交付から口座振込に変更する。 

次年度の平成 29年 8月から 9月を目途に、平成 28年 4月から平成 29年 3月分の

利子補給を実施する予定である。そのため、当初平成 28年 12月に予定していた平

成 28 年前期分（平成 28年 4月から平成 28年 9月分）の利子補給は実施せず、未

使用分として都城市に返金することを、平成 28年 8月 16日（火）に都城市福祉課

と本会担当職員にて協議した。 

 

 

 



  ４８ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-19 

事 業 名 たすけあい資金貸付事業①（本所管内） 

決算額 

（単位：円） 
489,054 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     489,054 

事業概要 

目  的：日常生活中の不時の出費の困難な者に必要な資金を貸し付け、もって民

生の安定を図るための資金 

貸付対象：①低所得のため、不時の出費等によって生活を脅かされる恐れのある者 

②自立更生に必要な資金の融通を外から受けることが困難な者 

貸付条件：原則 3万円を上限とし、連帯保証人１名と担当民生委員の承認を必要と

する。また、貸付期限は１年以内とする。 

事業内容 

 

◆前年度繰越  件数   268件  金額   5,382,060円 
【貸付及び償還実績】※本所・支所合計の数字である。 

月 
貸 付 償 還 

件数 金額 件数 金額 

4月 2 60,000 19 114,000 

5月 1 30,000 15 88,000 

6月 1 30,000 19 124,500 

7月 2 60,000 12 58,000 

8月 1 30,000 14 105,000 

9月 4 93,000 10 41,000 

10月 0 0 17 96,000 

11月 5 108,000 12 68,000 

12月 1 30,000 20 80,000 

1月 0 0 10 48,000 

2月 0 0 11 48,000 

3月 3 36,000 9 70,000 

合 計 20 477,000 168 940,500 

◆次年度繰越  件数  250件    金額   4,918,560円 

事業成果 

相談者が連帯保証人を立てることが出来ず、貸付まで馴染まなかった方に対して

は、現物対応（米、缶詰、レトルト食品など）により次の収入日までの食の支援や

商品券貸付として支援を行った。また、単なる貸付のみでは自立に繋がりにくいと

考えられる相談者世帯に対しては、本センターをはじめ地域包括支援センターや市

役所保護課などと連携を行い、貸付後の関わりを実施した。また、長期滞納者に対

しては、督促文書や電話連絡を行い、償還来所を促し借受人としての自覚をしっか

りともっていただくように関わりの強化を行った。 

※たすけあい資金の貸付・償還の件数と金額は、本所・支所の合計金額である。 

 



  ４９ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-19 

事 業 名 たすけあい資金貸付事業② (山之口支所管内) 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

目  的：日常生活中の不時の出費の困難な者に必要な資金を貸し付け、もって民

生の安定を図るための資金 

貸付対象：①低所得のため、不時の出費等によって生活を脅かされる恐れのある者 

②自立更生に必要な資金の融通を外から受けることが困難な者 

貸付条件：原則 3 万円を上限とし、連帯保証人１名と担当民生委員の承認を必要

とする。また、貸付期限は１年以内とする。 

事業内容 

 

【貸付及び償還実績：山之口】 

 

・前年度繰越    貸付件数     7件 

          貸付金額     119,000円 

・今年度貸付    貸付件数     0件 

          貸付金額     0円 

          償還件数     2件 

          償還金額     21,000円 

・次年度繰越    貸付件数     5件 

          貸付金額     98,000円 

 

 

 

  貸    付   償   還 

件 数 金 額（円） 件 数 金 額（円） 

 合 計 0 0 2 21,000 

 

 

 

 

事業成果 

この事業は、小口の貸付制度であり緊急の出費に伴う生活費の不足等により生活が

困窮になった場合には有効に活用されている。ネットを見て相談に訪れるなど相談

経路の広がりを感じた。貸付に至ったのは 1件だったが、相談を通して安易に借り

るだけでなく、生活内容を把握でき、本事業を通じて民生委員等による生活見守り

などに繋げることができた。また、督促発送後の指導により、再償還開始に繋げる

ことができた。 

 

 

 

 



  ５０ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-19 

事 業 名 たすけあい資金貸付事業③ (高城支所管内) 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

目  的：日常生活中の不時の出費の困難な者に必要な資金を貸し付け、もって民

生の安定を図るための資金 

貸付対象：①低所得のため、不時の出費等によって生活を脅かされる恐れのある者 

②自立更生に必要な資金の融通を外から受けることが困難な者 

貸付条件：原則 3万円を上限とし、連帯保証人１名と担当民生委員の承認を必要と

する。また、貸付期限は１年以内とする。 

事業内容 

 

・前年度繰越   貸付件数  １１件 

           貸付金額 ２２０，０００円 

・今年度貸付   貸付件数   １件 

           貸付金額   3０，０００円 

          償還件数  ３件 

           償還金額  ２５，０００円 

・督促状発想   発送日   平成 28年 12月５日 

           発送件数 １６件（借受人 8件 連帯保証人 ８件） 

 

・次年度繰越     貸付件数 １１件 

           貸付金額  ２２５，０００円 

 

 

 

    貸   付     償  還 

件数    金 額  件数   金 額 

 １  ３０，０００円  ３  ２５，０００円 

 

 

事業成果 

償還金滞納者および保証人に電話による償還確認や督促状の発送を行っているが、

借受人と直接話しができない状況や償還する旨の返答はあるものの、実際には償還

がなされない状況が続いていたが、今年度は保証人が借受人と連絡をとり、少しず

つ償還がされるようになったケースがあった。 

 

 

 

 

 



  ５１ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-19 

事 業 名 たすけあい資金貸付事業④ (山田支所管内) 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

目  的：日常生活中の不時の出費の困難な者に必要な資金を貸し付け、もって民

生の安定を図るための資金 

貸付対象：①低所得のため、不時の出費等によって生活を脅かされる恐れのある者 

②自立更生に必要な資金の融通を外から受けることが困難な者 

貸付条件：原則 3 万円を上限とし、連帯保証人１名と担当民生委員の承認を必要

とする。また、貸付期限は１年以内とする。 

事業内容 

 

【貸付及び償還実績：山田】 

 

・前年度繰越    貸付件数       8件 

          貸付金額     131,000円 

・今年度貸付    貸付件数         1件 

          貸付金額     30,000円 

          償還件数         8件 

          償還金額     46,000円 

・次年度繰越    貸付件数         8件 

          貸付金額    115,000円 

 

 

 

貸    付 償   還 

件 数 金 額（円） 件 数 金 額（円） 

 合 計 1 30,000 8 46,000 

 

 

 

 

 

事業成果 

長期滞納者の整理を行って償還率を向上させた。償還整理にあたって、関係機関

との連携により、償還につなげることができた。 

 今後も更に関係機関や見守り生活支援者との関係を構築し、償還指導を行ってい

きたい。 

 

 

 

 

 



  ５２ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-19 

事 業 名 たすけあい資金貸付事業⑤（高崎支所管内） 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

目  的：日常生活中の不時の出費の困難な者に必要な資金を貸し付け、もって民

生の安定を図るための資金 

貸付対象：①低所得のため、不時の出費等によって生活を脅かされる恐れのある者 

②自立更生に必要な資金の融通を外から受けることが困難な者 

貸付条件：原則３万円を上限とし、連帯保証人１名と担当民生委員の承認を必要と

する。また、貸付期限は１年以内とする。 

事業内容 

 

【実施する事業内容：高崎】 

 

・貸 付      1件：30,000 円 

 ・完 済      33件中／1件 

 ・督促状発送    １回（H29.3.1文書発送） 

 

 ・償還請求不能処理 なし 

 ・次年度繰越    32件：937,060円 

 

年 度 
貸付件数 

償還金額 未償還金額 
件数 金額 

過年度分 32 953,060 46,000 907,060 

平成 28年度 1 30,000 0 30,000 

合 計 33 983,060 46,000 937,060 
 

【諸会議など】 

・ 高崎地区民児協にて償還指導等のお願い（平成２９年２月） 

 

事業成果 

 

・傷病や失業などで、生活が困窮したとの相談が多いが、貸付者に対しての助言指

導や償還指導を行うなどの支援も必要であり、民生児童委員協議会を通して担当

民生委員への支援（相談・指導等）の協力をもらうようにした。また、滞納者及

び連帯保証人に対して督促状を送付、住所等現状の把握ができた。過年度滞納者

の償還もあった。 

 

 

 

 



  ５３ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-20 

事 業 名 子育て応援助成事業 

決算額 

（単位：円） 
1,147,642 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     1,147,642 

事業概要 
子育て応援に取組んでいる団体の活動に要する資金を助成し、活動の更なる充 

実を図ることを目的とし、実施する。 審査会を開催後、交付決定。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

「子ども子育て応援基金活用事業」 

 市内において地域ぐるみでの子育て支援活動を実施している団体や、新規で活動を実施

する団体に対する事業助成。また、何らかの援助が必要なケースに対する個別助成。 

【諸会議など】 

・局内検討会議  ・公開プレゼンテーション審査会  ・助成事業審査委員会 

【実績】 

 市内における地域の子育てに関わる７団体、７事業、個別ケース１件に対して、 

合計１，１４３，６４２円を助成 

○事業助成コース 

・特定非営利活動法人さらだ/家族支援事業/１６０，０００円 

・特定非営利活動法人シャクティー/ママに「にこり」の時間を贈る事業/ 

１４０，０００円 

・特定非営利活動法人ふうせん/障害児通所支援事業/１４０，０００円 

・子育ちサロンなかんＧＯ!!/～中学生ボランティア支援活動～/１３０，０００円 

・紙芝居まねきねこの会/紙芝居を演じることで子ども達や高齢者に喜んでもらう共感

活動と紙芝居図書館日本一の街づくり/１８０，０００円 

・沖水学習支援サポーターグループ/沖水学習支援サポート事業/２００，０００円 

○基盤整備コース 

・あなたの街の応援団/基盤整備事業/１００，０００円 

○個別支援 

・知的障害のある高校生のマラソンランナーの夢を応援/９３，６４２円 

事業成果 

 

事業助成と基盤整備の２コースを設定し、公開プレゼンテーション審査会を開催し

た。平成２８年度は８団体１０事業の要望があり、うち６団体が新規団体、１団体は他の助

成金が決定し辞退した。 今回は NPO 法人や新規立ち上げ団体が多かったが、今後も

事業内容で判断していただけるような公開審査にしていきたい。 

要望団体数は年によって波があるが、子ども関連助成金の選択肢のひとつというより

は、行政とは違う社会福祉協議会らしい、地域福祉推進のための子育て支援活動や制

度の谷間にある活動に対して必要な助成が行えるよう、今後も周知していきたい。 

また、ニーズキャッチした個別ケースに対して、局内審査を経て助成を行ったが、必

要な個別ケースに対して年間を通じて助成できる運用体制を構築するためにも、要綱等

を早急に整備したい。 

 



  ５４ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（共募） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-21 

事 業 名 歳末たすけあい助成金事業 

決算額 

（単位：円） 
2,877,099 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

    2,877,099  

事業概要 12月 1日～31日の 1ケ月間に共募金委員会が実施する募金運動に伴う助成事業 

事業内容 

 

【実績】助成一覧 

【都城】事業名 事業内容 助 成 額 (円

) 

件数 

在宅福祉サービス事業 低所得高齢者住環境整備補修事業 182,000 4 

在宅福祉サービス事業 低所得高齢者日常生活支援事業 190,322 7 

在宅福祉サービス事業 低所得障害者日常生活支援事業 475,364 12 

在宅福祉サービス事業 要援護児童世帯日常生活支援事業 164,928 5 

【山之口】    

在宅福祉サービス事業 低所得障害者住環境整備補修事業 39,200 1 

地域福祉サービス事業 福祉パトロール等訪問活動の実施 60,000 1 

地域福祉サービス事業 高齢者・児童支援事業 324,900 5 

【高城】    

地域福祉サービス事業 ふれあい交流事業 330,000 1 

【山田】    

地域福祉サービス事業 福祉サービス事業 305,385 7 

【高崎】    

在宅福祉サービス事業 年末年始地域福祉活動事業 685,000 28 

地域福祉サービス事業 低所得者生活支援事業 120,000 1 

合  計  2,877,099 72 
 

事業成果 

 全体的に低所得世帯に対する助成が多い現状である。関係機関への呼びかけは行

っているが、申請機関に偏りがみられる。今後はニーズの発掘により多くの方に呼

びかけを行うことが重要であると感じる。 

 今後の課題として、本所、支所の助成のあり方が統一されておらず、統一的な助

成に向けての取組みが必要である。 

 

 



  ５５ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-22 

事 業 名 緊急援護等事業  

決算額 

（単位：円） 
530,000 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     530,000 

事業概要 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会災害見舞金支給要綱に基づき、都城市内で火災

などの災害に遭われ、住宅などに損害が生じた方に対し、災害見舞金を支給するも

のである。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・都城市内で一般火災及び暴風・洪水・地震その他の自然現象により生じた、住宅

などに損害が生じた方に対し、災害見舞金を支給。 

（火災：全焼／5万円   半焼／3 万円） 

 

【都城市社会福祉協議会災害見舞金支給要綱より】 

被災の内容 災害見舞金の額 

災害 

世帯員が全員死亡した場合 １０万円 

住居の全体が消失（全壊、流失のすべてを含む）

した場合 
１０万円 

床上浸水による被災の場合 ３万円 

火災 
住居が全焼または全損した場合 ５万円 

住居が半焼または半損した場合 ３万円 

 

【実績】 

○火災見舞い 

 都城本所 ： 7件（330,000円）※全焼／6件 半焼／1件 

 山之口支所： 0件 

 高城支所 ： 3件（150,000円）※全焼／3件 

 山田支所 ： 0件 

 高崎支所 ： 1件（ 50,000円）※全焼／1件 

 

 

 

 

 

事業成果 
被災者支援の体制については、見舞金による支援はもちろんであるが、被災後の被

災者世帯の生活支援も重要である。 

 

 



  ５６ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-23 

事 業 名 低所得者対策事業 

決算額 

（単位：円） 
19,470 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

19,470      

事業概要 

歩行に堪えない行路中の病人であって、療養の途を持たず、かつ、救護者のいな

い者への援助事業。 

 

事業内容 

 

【実施する事業内容】 

歩行に堪えない行路中の病人であって、療養の途を持たず、かつ、救護者のいな

い者への援助事業。（原則として、本所：１駅１，０００円、支所：５００円支給） 

運用については、市保護課と連携している。 

 

【実績】 

都城 本所：13件／ 18,970円 

山之口支所：1件／   500円 

高城 支所：1件／   1,000円 

山田 支所：0件 

高崎 支所：0件 

  計   15件   20,470円 －1件 1,000円返金 ＝ 19,470 円 

 【各月ごとの状況】 

 件 数 金 額  件 数 金 額 

4月 0     0 10月 1 2,000 

5月 1 1,000 11月 2 2,000 

6月 2 2,000 12月 1 1,500 

7月 2 2,000 1月 2 
4,470 

▲1,000 

8月 0     0 2月 1 1,000 

9月 3 4,500 3月 0     0 

 合計 15 19,470 
 

事業成果 
※都城本所にて予算一括管理 

 本所管内一駅 1,000 円、支所管内 500 円の支給である｡ 

 

 



  ５７ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 3-01 

事 業 名 障害者生活支援センター事業 

決算額 

（単位：円） 
22,619,723 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  19,793,978   2,825,745 

事業概要 
地域で生活される障害者やその家族が安心して生活が送れるように、各種関係機関

と連絡調整をはかり自立に向けた総合的な相談援助を展開する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 
◎相談援助 
・在宅サービス利用援助      ・ピアサポート   ・居住サポート 
・社会資源を活用するための支援  ・専門機関の紹介  ・権利擁護 
・社会生活力を高めるための支援  ・ケース会議の開催 ・閉じこもり支援 
 
【諸会議】 
◆都城圏域就労支援担当者会議（2 ヶ月に１回） 
◆都城市障害者自立支援協議会への参画・予算管理・運営管理  
全体会（年 1 回）合同会議（年 2 回）運営会議（毎月） 
児童部会（毎月）、地域生活支援部会（毎月）、就労支援部会（毎月）、相談支援部会（毎
月） 重症心身障がい児者支援部会（毎月）  
◆都城圏域精神障害者地域移行支援協議会 
◆市障害者住宅改造判定会議 ◆居住サポート事業関係機関連絡会議 
◆支援困難事例のケース会議開催 
 
【研修等】 
◆相談支援専門員従事者養成研修 
◆ＭＳＲ県南ブロック研修 ◆ＭＳＲ全国大会 
◆専門相談員（社会保険労務士）による障害年金相談対応 
【実績】相談件数 
相談延件数    計 864 件 
・在宅サービス利用援助  310 件   ・障害や病状の理解に関する支援     51 件 
・健康・医療に関する支援 70 件  ・不安の解消・情緒安定に関する支援 17 件 
・保育・教育に関する支援   1 件   ・家族関係・人間関係に関する支援   32 件 
・家計・経済に関する支援 43 件  ・生活技術に関する支援             18 件 
・就労に関する支援       18 件   ・社会参加・余暇活動に関する支援   42 名 
・権利擁護に関する支援    8 件  ・居住サポートに関する支援          8 件 
・社会資源開発に関する支援 0 件  ・その他                          226 件 
 

事業成果 

障害福祉に関する現状は、様々な背景より精神的な疾患を伴い困窮状態に至る方が増

加傾向にある。社協が受託している生活困窮者自立支援事業とも連携し地域社会で生

活できる支援を行ってきた。また、障害者自立支援協議会では、基幹相談支援センター

並びに地域防災に関するプロジェクトを立ち上げ、基幹相談支援センター設置の方向性

をまとめることができ、地域防災に関して当事者や福祉事業所に対する意識調査を実施

することができた。 

 

 

 



  ５８ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 3-02 

事 業 名 障害者虐待防止センター事業 

決算額 

（単位：円） 
11,299,996 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  11,299,996    

事業概要 

障害者の虐待防止に努め、関係機関と共に、障害者虐待対応を行う。 

都城市福祉課と共に、養護者による虐待、障がい者福祉施設従事者等による虐待、

使用者による虐待の相談対応を行う。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・障がい者虐待の通報･届出の受理･相談対応 

・コア･メンバー会議の開催／連絡調整／記録作成 

・支援会議の開催／連絡調整／記録作成 

【諸会議】 

・コア･メンバー会議の開催 

・支援会議の開催 

【研修等】 

・宮崎県障害者虐待防止･権利擁護研修 市町村担当者研修（28/7/28） 

・宮崎県障害者虐待防止･権利擁護研修【共通研修】（28/11/1） 

・宮崎県障害者虐待防止･権利擁護研修【虐待防止センター担当職員等研修】

（28/11/11） 

・障害福祉サービス事業所等での研修会講師派遣【広報啓発】 

都城市きりしま支援学校（28/7/29） 

  放課後等デイサービス「Lｉｂｅｒｔａ」（29/2/17） 

  都城市社会福祉協議会ウエルネスハートセンター研修（29/1/26） 

【実績】 

・養護者による障がい者虐待対応 16件 

・障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待対応 3件 

・使用者による障がい者虐待対応 1 件 

・障害者虐待コア･メンバー会議 7回 

・支援会議 15回 

事業成果 

今年度は、認定ケースに関しては関係機関との定期的な支援会議を行った。 

 また、「障がい者福祉施設従事者等による虐待」の対応で、市福祉課と共に施設

へ出向き聞き取り調査を行った。施設側の虐待防止に対する認識の薄さと、研修体

制の不備等の課題が浮き彫りになった。 

 今年度は、当センター主催による研修会を実施したところ、予想以上の参加申し

込み（100名）があり、広報啓発を図ることの重要性を認識した。 

 2 年後には、基幹相談支援センターに移行することも想定され、次年度は未整理

であった部分を整理していく年度になると思われる。 

 



  ５９ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 3-03 

事 業 名 障がい者等日中活動事業 

決算額 

（単位：円） 
897,589 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  897,589    

事業概要 

①市内の在宅障がい者等へ日中活動の場を提供 

②常設型サロン開設による自立支援の実施 

③ボランティアの養成 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

①本所・・ぽかぽかサロン（イベント型）月 2回開催 

②本所・・（常設型）月～金開設 

③支所・・月１回開催 

【諸会議】 

本所・支所サロン担当者会議（4月） 

【研修等】 

障害者等日中活動事業ボランティア研修（3月） 

【実績】 

◎本所・ぽかぽかサロン（イベント型：調理・社会見学・勉強会等） 

25回開催（前年 24回） 利用者数 428人（前年 383人） 

・常設型サロン：開設日数 243日、利用者数 2,845人(前年 2,300 人)、 

 1 日平均利用者数 11.7人（前年 9.06人） 

◎山之口サロン    12回開催 利用者数 69名（家族含む） 

◎高城にこにこサロン 11回開催 利用者数 28名（家族含む） 

◎山田ひまわりサロン 12回開催 利用者数 30名（家族含む） 

◎高崎あゆみの会   12回開催 利用者数 24名（家族含む） 

事業成果 

今年もぽかぽかサロンでは平日開催の常設型サロンと、月 2回開催のイベント型サ

ロンを開催し、自宅に閉じこもりがちな障がい者やその家族の交流つどいの場とな

った。 

和気あいあいとした雰囲気で活動に参加される方々も多く、日常生活上の訓練も兼

ねた調理実習や社会参加活動（サロンバス）では多くの参加者がある。 

サロン活動から就労支援事業（B型）などへ移行した方もあり、また、仕事が休日

の日に居場所としてサロンに顔を出される方など、自立に向けた社会適応訓練の場

であると同時に、憩いの場となる居場所という役割も担っている。 

 支所のサロンについては野外活動や手芸に取り組んでおり、本所サロンと合同開

催を行う社会参加活動では多くの参加があった。今後の運営においては余暇活動の

要素である居場所としてのサロンと、生活支援を行う場として医療専門職等の人的

資源の活用も含め検討していく時期を迎えた。 

 

 



  ６０ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 3-04 

事 業 名 障害者ケアプラン事業 

決算額 

（単位：円） 
6,731,298 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     6,731,298 

事業概要 
関係機関とのネットワーク構築を行い、障害児・者のサービス等利用計画の作成

を通して、障害児・者の質の高い生活の構築を目指す。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

障害者のサービス等利用計画の作成を通して、障害児・者の自立支援を目指す 

【諸会議】 

・都城市障害者自立支援協議会 相談支援部会（毎月） 

 

【研修等】 

・宮崎県障がい者相談支援事業連絡協議会（ＭＳＲ） 

 ＭＳＲ県南ブロック会議（28/4/21） 

 平成 28年度年次総会（28/6/4） 

 宮崎県相談支援従事者初任者研修（28/10/5・10/6・10/14・10/27・10/28） 

宮崎県相談支援従事者現任研修（29/1/25～1/27） 

九州地区障がい者相談支援事業合同研修会 in宮崎（28/12/8～12/9） 

 

【請求実績】 

・ケアプラン作成対象者  131件(障害者) 

・地域定着支援対象者    1件(障害者) 

事業成果 

平成 28年度は、新たに相談支援専門員を１名雇用し２名体制でスタートしたが、

１名が中途で退職し、専任の相談支援専門員１名体制となった。 

 障害者自立支援協議会相談支援部会では、居宅介護系事業所の情報をまとめたハ

ンドブックの作成を行い、成果物を各相談支援事業所に提供した。また、地域移行

支援に関しては、グループホームの研修会に多数の精神科病院看護師が参加するな

ど、関係機関との連携が強化できた。 

 市社協全体では、相談支援専門員の初任者研修を受講できる有資格者を毎年募

り、育成しているところである。 

 

 

 

 

 

 

 



  ６１ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 3-05 

事 業 名 重度身体障害者移動支援事業 

決算額 

（単位：円） 
2,522,849 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  2,207,049   315,800 

事業概要 

在宅で生活する重度身体障害者（児）及び概ね６５歳以上の寝たきり状態や車椅子

が欠かせない等の要援護高齢者が病気療養のために必要な通院に伴う移動手段の

確保並びに社会参加の促進を図るため本事業を実施する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

① 病院等への通院及び入退院に伴う移動支援 

② 在宅福祉サービス利用調整に伴う移動支援 

③ 公共機関の利用に伴う移動支援 

④ 研修会や文化活動への参加に伴う移動支援 

⑤ 冠婚葬祭に伴う移動支援 

⑥ 福祉有償運送事業運転従事者養成講習会の実 

【諸会議】 

○都城市福祉有償運送サービスネットワーク協議会 

【研修等】 

○運転ボランティア研修会（10月） 

○福祉有償運送サービス運転従事者養成講習（6月・10月） 

【実績】 

平成 28年度利用者総数 454名（登録者数 214名） 

  ボランティア登録数 17名（運転ボラ 16名・介助ボラ 1名） 

①病院等への通院及び入退院に伴う移動支援（447件） 

②在宅福祉サービス利用に伴う移動支援（0件） 

③公共機関の利用に伴う移動支援（7 件） 

④研修会や文化活動参加に伴う移動支援（0件） 

⑤冠婚葬祭に関する移動支援（0件） 

⑥そのほか（0件） 

事業成果 

在宅で生活する重度身体障害者や要援護高齢者が病気療養のために通院や社会参

加のための移動手段として事業を実施しており利用希望のニーズは高い。しかしな

がら、従事する運転ボランティアの高齢化や車両の老朽化等、事業の在り方を検討

する時期に差し掛かっている。実際に、利用ニーズに対する利用者の割合は高齢者

が最も多く、利用者の９割以上を占めていることから、障がい者の移動支援という

より、高齢者の通院が主となっているため、行政主管課を含め次年度は事業の代替

案を検討したい。 

 



  ６２ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 2-08 

事 業 名 点字図書館事業 

決算額 

（単位：円） 
16,820,531 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  16,285,454   535,077 

事業概要 

・点字図書、録音図書、定期刊行物の製作及び貸出し 

・点訳、音訳、デイジー編集ボランティア等の養成 

・視覚障がい者の情報環境の向上及び社会参加の支援 ほか 

事業内容 

 

【実施した事業内容及び実績】 

・点字データダウンロード利用数（7,084 タイトル） 

・点字図書貸出数（59タイトル：244 冊） 

・デイジー図書貸出数（4,819タイトル） 

・テープ図書貸出数（140タイトル：681巻） 

・音声デイジーダウンロード利用数（11,272タイトル） 

・テキストデイジーデータダウンロード利用数（308タイトル） 

・点字誌定期刊行物貸出数（5タイトル：延 333タイトル） 

・電子メール誌定期刊行物貸出数（5 タイトル：延 487名） 

・テープ誌定期刊行物貸出数（10タイトル：延 1,025名） 

・デイジー誌定期刊行物貸出数（18 タイトル：延 1,416名） 

・その他、日常生活用資料の製作：点字カレンダー・墨字訳対応 他 

・ぶらいゆサロン（視覚障がい者点字読み書き指導）開催（24回：4名） 

・点訳ボランティア養成講座（全 22 回：受講者 5名：修了者 1 名） 

・音訳ボランティア養成講座（全 24 回：受講者 4名：修了者 2 名） 

・音声デイジー編集講習会（全 52回開催：受講者 10名） 

・デジタル録音機操作講習会（全 17 回開催：受講者 8名） 

・シネマデイジー図書の貸出し及び再生機器個別操作指導の実施（随時） 

・相談サービス（情報機器及び生活用具等に関する相談）の実施 

・視覚障がい者福祉啓発イベント 

「夏休み！点字図書館わくわく塾 2016」開催 

 〔7月 29 日（金）：福祉センター：50名参加〕 

・「アート de 点図」（視覚障がい者の外出の機会を創出し社会参観の促進を図る 

取り組み・読み終わった点字用紙を利用したクラフト展示）10回実施 

・福祉学習等への対応 

（19校 25クラス、受講した児童・生徒 1,214名・ボランティア延 144名） 

・Facebook ページの頻繁な更新により、施設の啓発を図った。 

事業成果 

平成 28 年 4 月 1 日に施行された「障害者差別解消法」の啓発を行い、多種多様化

するニーズに応えるため、利用者個人にアクセシブルなメディアにより提供し、情

報環境を改善した。 

  

 



  ６３ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 4-01 

事 業 名 居宅介護事業 

決算額 

（単位：円） 
38,763,890 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     38,763,890 

事業概要 

障害者総合支援法に基づき、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の利用

者宅へホームヘルパーを派遣し、在宅及び地域で利用者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、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般

にわたる援助を行う。 

事業内容 

 

【実施した事業内容：本所】 

・障害福祉サービス（居宅介護）（同行援護）（重度訪問介護） 

【諸会議】 

・訪問介護事業会議      １回／月 

・ヘルパーミーティング    １回／週 

・都城市自立支援型地域ケア会議 随時開催／年 

【研修等】 

・介護ヘルパー研修      ４回／年 

・中央研修          ９月 

・介護技術研修        １月 

【その他】・県介護福祉士養成支援事業補助金交付（国家資格取得者）  ３人 

【実績】 

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 内 容 年間利用者数 延 訪 問 回 数 延 訪 問 時 間 

居 宅 介 護   462 6,002 6,310 

同 行 援 護   22 75 236 

重度訪問介護 12 505 1,060 

    

 計 496 6,582 7,606 

 平成２８年度  新規：７件、廃止：７件 

事業成果 

 

障害福祉サービス利用者が 65 歳になり、介護保険サービスへ切り替わる利用者

がいるため、徐々に減ってきている。また、効率的な業務遂行、質の統一・向上を

目指すべく、本年度から本・支所の障害福祉サービス事業所を統合し、在宅福祉係

として組織の一本化を実施し体制を整えた。また、宮崎県介護福祉士養成支援事業

（実務者研修補助金）を積極的に活用し、介護福祉士国家試験の受験等支援を行い、

事業所の中核的介護人材の確保と介護従事者のキャリアアップに取り組んだ。 

今後も、市障害者生活支援センターや各相談事業所等との連携を図っていきたい。 

 



  ６４ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 4-02 

事 業 名 訪問入浴サービス事業 

決算額 

（単位：円） 
4,825,000 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  4,706,275   118,725 

事業概要 

利用者（障害者）が在宅において自立した日常生活を営むことが出来るように、 

看護師・ホームヘルパーを派遣して、自宅に浴槽を運び、訪問入浴サービスを 

実施する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○移動入浴車にて自宅での入浴ケアを行う 

 （看護師 1名、ヘルパー2名） 

○訪問入浴車（軽自動車：２台） 

【諸会議】 

○ホームヘルパーとのミーティング     １回／週 

○訪問介護事業と連携して事業会議に参加  １回／月 

 

【研修等】 

○接遇とベッドでの移乗方法 

○認知症講習会及び講演会   

 

【実 績】派遣回数（年間） 

 利用者  （延人数）   58人 

 派遣回数 （延回数）   386回 

 

 

実施月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

世 帯 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 58 

回 数 30 30 33 30 34 34 31 32 32 32 32 36 386 
 

事業成果 

 

主介護者である家族の高齢化による利用中止や障害者施設入所もあるが、昨年に 

比べ派遣回数が微増している。障害児の成長とともに家族だけでの入浴支援が 

難しくなっているケースも一因と思われる。三股町からも要望がある。 

今後も安定した事業を行うために市障害者生活支援センターや各相談事業所と

の連携を図っていきたい。 

 

 



  ６５ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 4-03 

事 業 名 日中一時支援事業 

決算額 

（単位：円） 
542,370 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  498,690   43,680 

事業概要 

障がい者等の日中における活動の場を確保し、身体障がい者の家族の就労支援及

び身体障がい者を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を目的とする。 

（１）実施場所／志和池福祉センター 

（２）営業日／火曜日 

（３）営業時間／8：15～17：00 

（４）サービス提供時間／9：30～14：45 

（５）定員／5名 （現在３名登録あり） 

事業内容 

 

【実施した事業内容及び実績】 

日中一時支援事業（火曜日のみ実施） 

○事業内容 

 ・基本事業（健康チェック、機能訓練、社会適応訓練、創作的活動等） 

 ・レクリェーション、入浴サービス、介護サービス、送迎サービス 

 ※社会適応訓練として 

  パソコン学習、創作的活動、趣味活動の実施 

 ※屋外活動として 

  石山観音池公園、あじさい公園、早水公園へ花見観賞 

  かかし村（山田）へ見学 

  買い物ツアー 

  ランチバイキング 

○利用実績 

 ・年間延べ利用人数    １１２名 

 ・登録数           ３名 

 ・年間サービス日数      ５１日 

事業成果 

 

パソコンの学習、趣味活動に継続して取組み、インターネットなど日常生活に役

立つ操作を身につけることができた。自主学習としてテキストを用いて英語習得な

どにも取り組んだ。屋外活動では、石山観音池公園やあじさい公園へ花見などにも

出かけ季節感を味わう取組みもできた。「大人の遠足」と題して、外出支援も積極的

に行い社会参加と自立支援に向けた取り組みも行った。また、利用者間で情報交換

が活発にでき、週に１度の外出の機会となる利用が充実したものとなった。今後も

ふれあい、学び合いを意識しながら、新たなレク活動・創作活動などにも力を入れ

ていきたい。 

 

 



  ６６ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 4-04 

事 業 名 地域生活移動支援事業 

決算額 

（単位：円） 
162,417 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  19,560   142,857 

事業概要 

国土交通省運輸局指針に基づく福祉有償運送サービスとして、九州運輸局宮崎運輸

支局及び都城市福祉有償運送運営協議会の認可を得て行うサービスであり、障がい者

の地域生活支援事業として、外出介助（社会参加等）を行うもの。 

事業内容 

 

【実施する事業内容：本所】 

・利用者の研修会、文化活動、買い物などの外出支援。 

市の受給者証の決定内容により派遣 

身体介護〔有〕車いす等の必要な方への支援 

身体介護〔無〕視覚、知的、精神障がい者への支援 

【諸会議など】 

・訪問介護事業会議      １回／月 

・ヘルパーミーティング    １回／週 

・都城市自立支援型地域ケア会議 随時開催／年 

【研修など】 

・職員研修（年６回） 

・施設等連絡会デイサービス部会の研修等に積極的に参加 

【その他】 

【利用実績】 

※地域生活支援事業 

実 施 月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

利用者数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

請求時間数 １ 1 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 13.5 

※福祉有償移送サービス事業 

実 施 月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

活動件数 

（片道） 
12 8 14 26 13 15 19 17 15 20 12 11 182 

移送距離 

（㎞） 
74 36 124 178 86 98 128 80 142 150 66 55 1,217 

 

事業成果 

障がい者等の日常的な買い物等の支援を行うことで、地域における障がい者の行動範

囲が広がり、自立した生活を送ることができた。福祉有償運送サービスについては、

前年より減少となった。 

 

 

 



  ６７ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-01 

事 業 名 訪問介護事業 

決算額 

（単位：円） 
85,839,893 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     85,839,893 

事業概要 

介護保険法に基づき、常に介護を必要とする「要介護」の認定を受けた人や、日常

生活に支障があり支援の必要があると見込まれる「要支援」や地域包括支援センター

の職員による「事業対象者」認定者にホームヘルパーを派遣して、その能力に応じた

居宅における日常生活が営めるように身体介護、生活援助等を実施する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・訪問介護、介護予防訪問介護、総合事業訪問介護 

【諸会議】 

・訪問介護事業会議：１回／月   ヘルパーミーティング：１回／週 

【研修等】・介護ヘルパー研修：４回／年 

・要介護施設従事者等による高齢者虐待防止講習会 

・認知症ケアマネージメントセミナー ・ホームヘルーパー研修 B日程 

・認知症ケアに必要な基礎知識と考え方 

【その他】・県介護福祉士養成支援事業補助金交付（国家資格取得者）  ３人 

【利用実績】 

※訪問介護事業        ※予防訪問介護・総合事業訪問介護 

ｻｰﾋﾞｽ内容   年間利用者数 延訪問回数 延訪問時間 ｻｰﾋﾞｽ内容 年間利用者数 延訪問回数 延訪問時間 

身体介護 

 

3,848 2,779 Ⅰ（週１回程度） 

 

1,767 1,584 

身体生活援助

   
2,380 3,543 

Ⅱ（週 2 回程度） 
2,367 2,604 

生活援助   15,983 14,417 Ⅲ（週 3 回以上） 1,479 1,525 

乗降介護  58 44     

  計 1，188 22,269 20,783  計 440 5,613 5,713 

平成２８年度 新規４７件、廃止１８件 

事業成果 

 

要支援１，２の認定者や軽度の居宅サービス利用希望者は、地域包括支援センター

職員の判断により総合事業サービスに移行している。また、効率的な業務遂行、質の

統一・向上を目指すべく、本年度から本・支所の障害福祉サービス事業所を統合し、

在宅福祉係として組織の一本化を実施し体制を整えた。また、宮崎県介護福祉士養成

支援事業（実務者研修補助金）を積極的に活用し、介護福祉士国家試験の受験等支援

を行い、事業所の中核的介護人材の確保と介護従事者のキャリアアップに取り組ん

だ。介護予防・日常生活総合事業の今後の流れに注視した事業展開を図っていきたい。 

 

 

 



  ６８ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-02 

事 業 名 訪問入浴介護事業 

決算額 

（単位：円） 
4,776,901 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     4,776,901 

事業概要 

要介護状態となった高齢者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ、自立した日常生活を営む事ができるよう、看護師・ホームヘルパーを派遣して、

自宅に浴槽を運び入浴の援助を行う事によって、利用者の身体の清潔保持、 

心身機能の維持等を図る。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○移動入浴車にて自宅での入浴ケアを行う 

 （看護師 1名、ヘルパー2名） 

○訪問入浴車（軽自動車：2台） 

【諸会議】 

○ホームヘルパーとのミーティング     １回／週 

○訪問介護事業と連携して事業会議に参加  １回／月 

【研修等】 

○訪問入浴にて狭い空間でのベッドから浴槽への移乗 

○接遇とベッドでの移乗方法 

○認知症講演会 

【その他】 

【実 績】派遣回数（年間） 

 利用者  （延人数）   58人 

 派遣回数 （延回数）   221回 

実施月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

世 帯 5 5 5 7 7 7 7 5 5 5 3 3 58 

回 数 20 21 15 14 25 29 22 24 20 10 10 11 221 

平成 28年度 新規 3件、廃止 5件 

 

 

事業成果 

 

インフルエンザの流行や重度の利用者が多く、身体状態の変化が激しいために、突

然のキャンセルや入院・入所になることも多かった。収益的にも厳しい現実は 

あるが、ターミナルケアの考え方や地域包括ケアシステムの導入が進む観点からも、

今後もさらに訪問入浴サービス事業の重要性・必要性が予測される 



  ６９ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉  

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-03 

事 業 名 居宅介護支援事業 

決算額 
（単位：円） 

76,433,568 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     76,433,568 

事業概要 

利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで居宅介護サービス及
びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービスが総合的かつ効率的に提供され
るよう配慮して、居宅介護サービス計画を作成する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 
・居宅介護支援サービス（ケアプラン）・介護予防プラン業務受託 
・介護保険申請事務等の代行、住宅改修等・地域ケア会議への参加 
・介護認定調査（生活保護世帯 64歳未満）業務受託 
・介護認定調査（県外・県内：保険者外） 業務委託 
【諸会議】 

・在宅福祉課(居宅介護支援係)ミーティング     1回／月 
・特定事業所加算算定会議        1回／週 
・包括連絡協議会(2か所：各 6回)       1回／2か月(4.6.8.10.12.2) 
・入退院調整ルール策定事業 ケアマネ協議 １回／年 
【研修等】 

・介護支援専門員におけるスキルアップ研修 5.7.8.9.10.11.12.1.2 月(同月内複数
回あり) 
・介護支援専門員更新研修専門課程Ⅰ     6～8月 
・主任介護支援専門員 研修         8月～1月 
・主任介護支援専門員フォローアップ研修   11月 
・介護予防支援従事者研修          2月 
・調査員研修                  6月 
・在宅医療、介護連携に関する研修会(県.市) 1月 
・介護保険事業所説明会：地域ケア会議・総合事業他(市)  7月 
・地域ケア研修会(県)           10月 
・地域ケア会議研修会(市)         12月 
・相談支援従事者初任者研修 10月 /更新研修 1月 
・日本介護支援専門員協会 九州・沖縄ブロック研修   12月 
・地域医療との意見交換会(高城・山之口)             9.10月 
・在宅福祉課研修(ＡＥＤ／接遇)      4. 
・社協内事例検討会            8月 
【実績】 
・介護認定調査： 63件（生活保護：27件・県外：36件） 
・ケアプラン作成（要介護）数(利用者)     延べ 3,567件 
・介護予防プラン作成(要支援）数(利用者)   延べ 257件 
 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月  計 
介護 310 307 301 306 297 293 295 292 301 290 280 295 3567 
支援 22 18 18 15 20 18 18 23 25 26 27 27 257 

 

事業成果 

 

・ケアマネ専従 13 名で従事。主任ケアマネ（5名：うち 1名は H28年度研修受講す
み） 
・ケアプラン数は年間を通して平均値を推移できるように、病院や包括に新規の確
保など努力は行った。しかし、統合したことで、南部側(元本所管轄)は、利用者宅
から距離があり、すぐ訪問できないのではという、利用者の思いから紹介も少ない
傾向であった。利用者の入院・所、逝去で減収となっている。 
・主任ケアマネがいる事で特定事業所加算（Ⅱ）を取得できる。算定要件を満たす
ため、一人一人がケアマネの質の向上を目指した。統合したことで、ケアマネの人
数が増え、プラン数も増えたため、減算や算定要件を満たさない状況になれば、莫
大な損害となる。そのため、個々のケアマネも意識を持って業務にあたった。また、
事業所内でのプラン他書類のチェックを随時行うように心がけ、質の統一・向上を
目指せるように心がけた。ただ、移動範囲が拡大したことで、効率的な業務遂行が
行えたかの不安は残る。 



  ７０ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-04 

事 業 名 通所介護事業①（志和池福祉センター） 

決算額 

（単位：円） 
261,901,112 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

47,351,883     214,549,229 

事業概要 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り能力に応じた自

立した日常生活を営むことができるよう、又、社会的孤立感の解消及び心身機能

の維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために事業を実施する。 

営業日：月～金、（含祝日）営業時間：8：15～17：00 利用定員：１日 40 人 

事業内容 

 

【実施した事業内容及び実績：本所】 

①指定通所介護事業 

 ○事業内容 

 ・基本事業（健康チェック、個別機能訓練、生活機能訓練、創作的活動等） 

 ・レクリェーション・入浴サービス・介護サービス・送迎サービス 

 ○利用実績 

 ・年間延べ利用人数     5,675名 

 ・年間サービス日数      233日 

 

②介護予防通所介護事業・総合事業通所介護事業 

 ○事業内容 

 ・基本事業（健康チェック、運動器機能向上、創作的活動等） 

 ・レクリェーション・入浴サービス・介護サービス・送迎サービス 

 ○使用実績 

 ・年間延べ利用人数     1,409名 

 ・年間サービス日数      233日 

 

事業成果 

 

年度当初は順調に利用者数を伸ばしていたが、利用者の入所や入院等により中間

期は減少傾向だった。しかし終盤は順調に利用者数を伸ばすことができた。１日

の平均利用者は３０人程度であり順調に運営できた。理由としては、利用者の身

体機能維持向上を目指すべく機能訓練指導員が複数の機能訓練メニューを準備

し、利用者や家族、担当ケアマネ等が望むサービスの提供に取組むことができた

ことがあげられる。また、生活相談員を中心に生活上の相談・助言・健康状態確

認等の日常生活のサポートも行った。職員も研修、ミーティング等も随時実施し、

修得したことを活かし利用者の自立支援とご家族の精神的、体力的な負担を軽減

できるよう常に意識を持ち生活機能の維持、向上のサポートができた。また、デ

イサービスだよりやチラシも作成して積極的に活用しＰＲ活動にも力を注ぎ体験

利用につなげることができた。今後も利用者の満足度を高められるよう関係機関

と連携を図り、地域資源を活用しながら、特色ある施設、選ばれる事業所を目指

していきたい。 

 

 



  ７１ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-04 

事 業 名 通所介護事業② （山之口） 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り能力に応じた自立

した日常生活を営むことができるよう、又、社会的孤立感の解消及び心身機能の維

持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために事業を実施する。 

営業日：月～金、（含祝日）営業時間：8：15～17：00 利用定員：１日 30 人 

事業内容 

 

【実施した事業内容：山之口】 

 

○利用実績 

・年間延利用者数  4,426人     ・年間開所日数   308日 

 

【利用状況】 

 4月 376 人  5月 379人   6月 371人   7月 374人 

 8月 372 人   9月 359人   10月 375人   11月 393人 

12月 359人  1月 325人   2月 356人    3月 387 人 

 

利用者介護度（H29年 3月現在） 

 総合事業：3人  要支援 2：4人  要介護 1：14人  要介護 2：19人 

 要介護 3：2人  要介護 4：1人   要介護 5：1人 

 

【諸会議】 

・利用者のサービス調整会議を随時実施 

・月 1回ミーティング（前月行事等の反省等） 

 

【研修等】 

 高齢者レクリェーション・認知症研修・AED研修・運動機器能力向上訓練等の 

施設内研修を実施した。 

 

【その他】 

・誕生会（6月・9月・12月・3月） 

・火災訓練 2回 

事業成果 

 

利用者の高齢化が進み、死亡・入院・施設入所等により年々減少傾向にあり、新規

利用者が増えないことから、利用者に毎日でも行きたい！！と思わせる雰囲気作り

に取り組んだ。さらに、一年間の出来事のアルバムを作成し、利用者へ配布するこ

とで、家族からも好評であった。今後も家族や担当ケアマネ・包括支援センター等

と連携を深め、利用者増を目指した施設運営に努めていく。 

 

 



  ７２ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-04 

事 業 名 通所介護事業③（山田） 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

 要介護者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り能力に応じた自

立した日常生活を営むことができるよう、又、社会的孤立感の解消及び心身機能の

維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために事業を実施する。 

営業日：月～金営業時間：8：30～17：15 利用定員：１日 30 人 

事業内容 

 

【実施した事業内容：山田】 

・要介護者等に対して送迎、食事の提供、健康チェック、入浴介助、相談援助、生
活指導及びレクリェーション、日常動作訓練、個別機能訓練などのサービス提供、
家事、園芸、手芸など生活機能向上のための活動 

・有資格者による書道教室、生け花（フラワーアレンジメント） 

・園児による踊り披露やボランティア訪問受入 

 

【諸会議】 

・社協内事業会議（月 1 回） 

・ミーティング（書類記載方法等） 

【研修等】 

・高齢者レクリェーション、認知症基礎研修、リハビリ研修、災害時研修、ノロウ

ィルス、食中毒関係研修、栄養士・調理師研修、 

【実績】利用実績（年間） 

 

項     目 平成 27年度 平成 28年度 

開所日数 258日 257日 

介護保険該当者【延利用者数】 2,956人 3,129人 

介護予防該当者【延利用者数】 1,289人 1,612人 

      合     計  4,245人 4,741人 
 

（１日平均 18.4人） 

利用者介護度（Ｈ29.3現在） 

事業対象者：5 人  要支援 1：6 人   要支援 2：12 人   要介護 1：12 人    

要介護 2：9人  要介護 3：5人    要介護 4：0人    要介護 5：0人 

                

事業成果 

 昨年度に比べると利用者の数が 496 名の増加となった。ここ数年の減少傾向に歯

止めがかかったのかは即断できないが、関係機関やケアマネ等に声掛けをしたり、

利用者が新規の方に声掛けをしてくださった結果と思われる。 

但し、利用者の身体的なレベルの低下及び認知症の方の増加で、機能低下した利

用者が増加している。ヒヤリ、ハット等を含め事故が心配である。スタッフの充実

も図っていく必要がある。今後も活用内容の充実を図り、利用者に寄り添い自立し

た日常生活ができるよう可能な限り、業務改善を行っていきたい。 

 



  ７３ 

 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-04 

事 業 名 通所介護事業④（高崎） 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り能力に応じた自立

した日常生活を営むことができるよう、又社会的孤立感の解消及び心身機能の維持

並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために事業を実施する。 

営業日 月～金・祝日 営業時間 8：30～17：15 利用定員 １日 20 名 

事業内容 

 

【実施した事業内容及び実績：高崎】 

 

①指定通所介護事業 

○事業内容 

 ・送迎サービス、入浴サービス、介護サービス、健康チェック、 

  レクリェーション、創作活動、誕生会 

○利用実績 

 ・年間延べ利用人数    2,290 名 

 

②指定介護予防通所介護事業 

○事業内容 

 ・送迎サービス、入浴サービス、介護サービス、健康チェック 

  レクリェーション、創作活動、誕生会 

○利用実績 

 ・年間延べ利用人数      590名 

 

③総合事業「通所型」通所介護事業 

○事業内容 

・送迎サービス、入浴サービス、介護サービス、健康チェック 

  レクリェーション、創作活動、誕生会 

○利用実績 

 ・年間延べ利用人数      564名 

 

【会議】 

利用者のサービス担当者会議を随時実施 

 

事業成果 

 利用状況については、死亡・入院（長期）他施設への入所等により減少傾向であ

る。介護保険申請中や要支援・要介護状態の方へ 1日体験（食事代 390円）を提供

している。 

今後も担当ケアマネや本人、家族と連携を図りながら、研修等への参加を増やし、

最新の技術を習得して利用者の希望に添えるような対応ができるようにしたい。 



  ７４ 

 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-05 

事 業 名 元気アップデイサービス事業①（志和池福祉センター） 

決算額 

（単位：円） 
2.936,947 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     2,936,947 

事業概要 

・元気アップデイサービス通所事業 

 身体の虚弱な高齢者に対し、老人デイサービスにおける便宜の供与を行い、高齢

者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する

為に自立支援を目的とした生活機能訓練及び社会交流の場の提供として、身体機

能の向上のための機能訓練、調理や掃除、洗濯といった生活機能向上のためのト

レーニングその他介護予防のために必要と認められる日常生活支援を行う。 

・定員５名／日 

事業内容 

 

【実施した事業内容及び実績：本所】 

 

・年間延べ利用人数  253名 

・年間サービス日数  108日 

 

【サービス内容】 

・健康チェック 

・給食サービス 

・入浴サービス 

・送迎サービス 

・日常動作訓練 

・相談、援助等の生活指導 

 

事業成果 

 

今年度から、生きがい活動支援通所事業にかわる事業としてスタートした。週１

回利用など制度上の課題もあり、利用者が複数利用したいため、総合事業の通所型

への利用になることも多かった。想定していたより利用者増は見込めなかった。 

サービス内容としては体操や運動を通じて機能低下予防の訓練や趣味活動（パズ

ル、ゲームなど）を継続して身体機能の維持向上に努めることができた。創作活動

等の機能向上レクリェーションについても、利用者間でアイデアを出し合って季節

感のある作品を作りだし、完成後の達成感をともに喜ぶことができ日常生活への意

欲を持てる取り組みができた。 

今後は、利用者の個別機能を考慮し取り組めるようなメニューの開発や関係機関

と連携しながら事業を進めて行きたい。 

 

 

 

 



  ７５ 

 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-05 

事 業 名 元気アップデイサービス事業②（山之口） 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

・元気アップデイサービス通所事業 

 身体の虚弱な高齢者に対し、老人デイサービスにおける便宜の供与を行い、高齢

者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する

為に自立支援を目的とした生活機能訓練及び社会交流の場の提供として、身体機

能の向上のための機能訓練、調理や掃除、洗濯といった生活機能向上のためのト

レーニングその他介護予防のために必要と認められる日常生活支援を行う。 

・定員 5 名／日 

事業内容 

 

【実施した事業内容及び実績：山之口】 

 

○元気アップデイサービス通所事業 

 健康チェック、機能訓練、生きがい・趣味活動、レクリェーション、 

 入浴サービス、食事サービス 

 

延利用者数 501名（前年度 574名） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3月 

42 44 45 45 50 38 38 57 36 37 33 36 

 

 

 

 

事業成果 

年々利用者が高齢のために、介護認定され施設入所や入院等により減少傾向にあ

る。利用者にあったプログラムを作り、家で出来る人はひまわりの花を自分の好き

な所から色を塗ってもらい、どうにかひまわりの花が完成し喜ばれていた。今後も

続けていきたい。 

利用者のニーズに応じられる生きがい作りをさらに検討していくとともに、地域包

括支援センターとの連携を深めていく。 

 

 

 

 



  ７６ 

 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所  高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-05 

事 業 名 元気アップデイサービス事業③（山田） 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

・元気アップデイサービス通所事業 

 身体の虚弱な高齢者に対し、老人デイサービスにおける便宜の供与を行い、高齢

者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する

為に自立支援を目的とした生活機能訓練及び社会交流の場の提供として、身体機

能の向上のための機能訓練、調理や掃除、洗濯といった生活機能向上のためのト

レーニングその他介護予防のために必要と認められる日常生活支援を行う。 

・定員 5 名／日 

事業内容 

 

【実施した事業内容及び実績：山田】 

山田支所では、平成２８年度から開始した事業である。 

○元気アップデイサービス通所事業 

 健康チェック、機能訓練、生きがい・趣味活動、レクリェーション、 

 入浴サービス、食事サービス 

 ※現在、登録者は１名。 

 

延利用者数 25名(前年度：0名) 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3月 

0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 3 5 

 

 

 

 

事業成果 

山田支所は平成 28 年度よりこの事業に取り組んだ。利用者にあったプログラムを

作り、他の利用者と共にレクリェーションや行事活動を行うことで交流できた。今

後も続けていきたい。 

利用者のニーズに応じられる生きがい作りをさらに検討していくとともに、地域包

括支援センターとの連携を深めていく。 

 

 

 

 



  ７７ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-05 

事 業 名 元気アップデイサービス事業④（高崎） 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

・元気アップデイサービス通所事業 

 身体の虚弱な高齢者に対し、老人デイサービスにおける便宜の供与を行い、高齢

者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する

為に自立支援を目的とした生活機能訓練及び社会交流の場の提供として、身体機

能の向上のための機能訓練、調理や掃除、洗濯といった生活機能向上のためのト

レーニングその他介護予防のために必要と認められる日常生活支援を行う。 

・定員 10名／日・元気アップデイサービス事業 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容及び実績：高崎】 

 

○元気アップデイサービス事業 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

8 1 0 0 0 0 2 2 2 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業成果 

生きがい活動支援通所事業から今年度、元気アップデイサービス事業に移行した。

だが、利用のための調査等が煩雑であることで、利用の調査等が簡潔な「予防支援」

から移行した総合事業の「通所型」の利用を選択される方が多い状況にある。今後、

地域の民生委員や高齢者クラブ、地域包括支援センターとも更なる連携を深め、地

域住民への制度周知に努めたい。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-06 

事 業 名 山田元気な高齢者健康増進センター管理運営事業（健康の館） 

決算額 

（単位：円） 
9,258,475 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  7,962,000   1,296,475 

事業概要 

元気で自立した生活を送っている高齢者が、加齢とともに体力の衰えにより要介

護状態になることを予防するため、介護予防施設である「健康の館」において、バ

イタルチェック、レクリェーション、温泉センター利用による入浴、健康器具の使

用等による介護予防事業を行う。 

H25.4より、利用者を市全域として事業展開をしている。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・介護認定のない高齢者に対し、バスで送迎し施設の利用、各地区のとりまとめ担

当者からの連絡を受け、昼食の予約などを行い事業展開 

・利用者アンケート調査（満足度、ご意見） 

・民生委員、市高齢者クラブ会員に事業のＰＲ 

・脳トレ用品の充実、都城弁ラジオ体操の実施、カラオケ機器の整備 

 

【諸会議】 

・行政、社協、との協議・・・１回 

【研修等】 

 

【実績】利用件数、参加人員など 

平成２８年度利用者数実績（人） 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

448 416 463 428 420 413 429 425 456 430 452 452 5232 

※平成２７年度実績人数 5,391人 

 

 

事業成果 

 

 

 元気高齢者の生きがいと健康維持向上のために、介護予防メニューに取組み「都

城弁ラジオ体操」「介護予防体操」「脳トレ」を積極的に取組んだ。今年度は、旧都

城市内が庄内地区、横市地区、西岳地区、中郷地区、に加え小松原地区、簑原地区、

平塚地区、鷹尾地区の利用者が増えたが、山田町内の利用者が減少傾向にあり、全

体としては昨年度の利用者より 159名減った。山田町内の山間地の利用者減が大き

く旧都城市内の利用者増がそれをカバーしきれていない。この傾向は今後も続くと

思われるので、今後、旧都城市内の利用者増の対策を検討していく必要がある。但

し、市の年間利用人数は 5,400名を限度としているので、計画的な調整も必要にな

ると思われる。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-07 

事 業 名 食の自立支援事業①（山之口） 

決算額 

（単位：円） 
30,301,300 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  12,225,904   18,075,396 

事業概要 

在宅で調理が困難な１人暮らし高齢者や老夫婦に対して、栄養バランスのとれた

食事を届けるとともに安否確認も行う。いつまでも住み慣れた在宅暮らしを継続す

るための一助とする。山之口・高城地区を事業エリアとしている。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容：山之口】 

 

・通所介護事業従事調理員が調理して、利用者宅に配達している。利用者の 

嗜好を考慮し、希望に沿うようにしている。 

 ・個人対応として、「きざみ食・一口大」 

  苦手な食材を工夫して提供している。 

 ・月～土  夕食を提供。 １日 30食。 

【研修等】 

・デイサービスとの合同ミーティング 月１回 

 ・配食サービス事業所合同研修（年２回） 

 ・調理師研修 

 ・配食サービス事業所意見交換会（市役所） 

【実績】 

○配食実績  延数 ７，４６７食（前年度 ６，３９３食） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

670 682 699 630 674 620 597 601 369 546 565 614 
 

事業成果 

1 人暮らしの高齢者や高齢者夫婦が、在宅で自立し、安定した生活を継続していく

ために、バランスのとれた食事や糖尿病、アレルギー体質の方への食事メニューの

提供を心がけている。 

安否確認を兼ねて実施し、異常を発見した場合は家族や包括支援センター、ケアマ

ネに報告するなど関係機関との連携を徹底している。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-07 

事 業 名 食の自立支援事業②（山田） 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

在宅で調理が困難な１人暮らし高齢者や老夫婦に対して、栄養バランスのとれた

食事を届けるとともに安否確認も行う。いつまでも住み慣れた在宅暮らしを継続す

るための一助とする。山田地区を事業エリアとしている。 

事業内容 

 

【実施した事業内容：山田】 

 

・昼食のみを月曜日から金曜日に実施。毎日約 11食を調理師配食。調理はデイサ

ービスセンターにて行い、配達は調理職員（パート）２名で行っている。 

 １食  利用料金 400円    市受託金   1食  628円 

 １日平均  7 食 

・飲食店営業許可  （Ｈ24.8.14～Ｈ30.8.31まで） 

 

 

【諸会議】 

 

 

【研修等】 

 

【実績】配食件数（昼食のみ） 

 

４月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

86 95 93 94 146 157 144 160 137 124 134 157 

配食合計：1,515食 

※平成 27年度実績食数  1,141食 

 

事業成果 

 デイサービスの栄養士による献立で高齢者の健康に配慮し、かつ嗜好に応じた食

事を提供した。利用者の要望により、食事の内容を食べ易く（きざみ、おかゆ）ま

た、病気、薬による食物摂取制限等のある方に対しても配慮したサービスを行った。

利用者の安否確認にも配慮し、家族や関係機関との連携に努めた。 

 本年度は昨年度比べ需要が増え利用者が増加し 374食増えた。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-07 

事 業 名 食の自立支援事業③（高崎） 

決算額 

（単位：円） 

 

 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

      

事業概要 

在宅で調理が困難な１人暮らし高齢者や老夫婦に対して、栄養バランスのとれた

食事を届けるとともに安否確認も行う。いつまでも住み慣れた在宅暮らしを継続す

るための一助とする。 

事業内容 

 

【実施した事業内容：高崎】 

 

・食関連サービスの利用調整 

・配食サービス（昼食・夕食）の実施に関すること 

・高齢者に適した食事形態（個人対応⇒きざみ食、ミキサー食、減塩食など） 

・安否確認、緊急時の他職種との連携 

【研修など】 

・社協内調理担当者会議（献立等について） 年５回実施 

【実績】平成２８年度年間配食別事業実績表（昼食・夕食） 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

利用者数 54 54 54 51 57 54 60 61 60 61 64 62 

配食数 822 814 798 801 867 845 900 925 874 869 919 1,040 

実施日数 21 22 22 21 23 22 21 22 20 20 20 23 

１日平均 

配食数 

39.14 37.00 36.27 38.14 37.70 38.41 42.86 42.05 43.70 43.45 45.95 45.22 

昼（弁当） 293 279 267 242 241 198 183 212 220 261 267 310 

夜（弁当） 529 535 531 559 626 647 717 713 654 608 652 730 

・利用者数/692人   ・配食数/10,474 食   ・実施日数/257日 

・1日平均配食数/40.75食 ・昼（弁当）/2,973食 ・夜（弁当）/7,501食 

事業成果 

一人暮らしの方々にとっては、配食を利用することで食事の提供と合わせて、安否

確認、または会話ができる時間として喜ばれている。また、一食で多くの食材（品

目）を摂ることができ、健康管理の面での一助となっている。利用者の状況、健康

状態の変化等、気づいたことは担当ケアマネージャー等や家族に伝えるようにし、

連携を心掛けた。配達時に利用者から相談受けた時は、迅速に対応することが大切

であると考える。肉嫌い、魚嫌いの対応をすることで苦情は少ない。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-08 

事 業 名 山之口・高城地区地域包括支援センター事業 

決算額 

（単位：円） 
34,015,865 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  23,458,909   10,556,956 

事業概要 

介護を必要とする高齢者等が住みなれた地域での生活を継続していけるように、介護、医療サー

ビスを初めとする多様な支援を継続的かつ包括的に提供し、多様な相談を受け連絡・調整を行う

ワンストップサービスを実践する。地域ケア会議を活用し地域包括ケアの実現をしていく。 

○包括的支援事業 

①介護予防ケアマネジメント 

②総合相談支援業務  

③権利擁護事業 

④包括的・継続的ケアマネジメント業務 

⑤地域ネットワークの構築 

○介護予防支援および介護予防・日常生活支援総合事業第 1種支援 

事業内容 

【実施した事業内容】 

①介護予防ケアマネジメント： 

実態把握やサロン活動等の状況に応じ、こけない体づくり講座や観音さくら温泉での運動教室等

への参加を促した。また個人の把握だけでなく地域に足りない資源を把握することに努めている。 

②相談支援業務： 

総合相談と必要に応じての対処(介護保険代行申請、高齢者実態把握事業)。関係機関への連絡、

調整を行うことで総合相談対応を 24時間 365日体制で行っている。 

③権利擁護事業：虐待ケースなどにおいては介護保険課や警察等と連携をとりながら実施。後見制度の普

及啓発に向けて成年後見ネットワーク会議への参加等を通じ、地域における後見制度の利用の促進をおこ

なっている。 

④包括的・継続的ケアマネジメント業務：介護支援専門員連絡協議会の運営及びネットワーク構

築のための協議。ケアマネへの個別支援、サービス事業所からの相談対応。民生委員や地区社協

との連携・協働 

⑤介護予防支援業務:要支援者および事業対象者に対する介護予防・日常生活総合事業に関するケ

アマネジメントの実施 

【諸会議】 

○山之口・高城地区介護支援専門員連絡会議：6 回開催 

○民生委員意見交換会：24 回( 山之口地区：12 回・高城地区：12 回) 

○地域密着型通所運営推進会議：4 回(山之口：1 ヵ所・高城：1 ヵ所 

○地域包括支援センター連絡会議：12 回 管理者会議 12 回 

○包括支援ｾﾝﾀｰ・職種別会議：30 回(社福:12 回、成年後見 NW：13 回・保健師・介護予防 14:

回・主任 CM:12 回) 

○障害者住宅改造判定委員会：1 回 

【研修等】 

○県外：地域包括支援センター職員課題別研修 地域包括ケア会議運営にかかる実務者研修九州

ブロック包括支援センター・在介センター協議会職員研修、地域ケア会議先進地視察（大分県：

杵築市） 

○県内：地域包括・在介職員研修・介護予防担当者研修ほか、 

○センター内研修：6回 
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事業内容 

【実績】○事業対象者実態把握事業 715回 

□介護予防ケアマネジメント業務 

 ・石山温泉での運動教室（高城スポーツクラブおよび観音池温泉協働）を開始 

・各種教室に参加されない方へは、実態把握時介護予防パンフレットでの、運動や栄養等の指

導をおこなった。 

・かくしゃく 100歳教室参加：血圧測定や健康相談、包括紹介。状況に応じ個別訪問、調整。 

・いきいきサロン参加：血圧測定や健康相談、包括紹介。状況に応じ個別訪問、調整。 

・温泉交流(青井岳温泉)：山之口地区(冨吉・花木・山之口)各地区 1 回/月。血圧測定や健康

相談、包括紹介。状況に応じ個別訪問、調整。 

・こけないからだつくり教室：住民説明会の実施、体力測定・目標設定・運動指導 

・保健指導、介護保険・包括説明 

・認知症コーディネーター養成研修の実施 

□総合相談支援業務 

相談実績延べ件数 2649件で介護保険を含む総合相談支援に関するものが多い。 

また、障がい者など 65 歳未満の方を含む相談もあり、ワンストップサービスの役割を担え

ている。 

□権利擁護事業 

経済的虐待へは日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用検討を含め、家族や民生委員・

介護支援専門員等への説明の実施など啓発を行った。また、他の虐待も同様関係機関との調整

を取り、包括やケアマネのみになり、抱え込まないように心がけた。ケース会議などを通じ関

係機関との連携を図りながら日常的な関係づくりを行っている。夜間・早朝対応も多い。 

□包括的・継続的ケアマネジメント業務 

  介護支援専門員連絡会を連絡協議会の存続・自発的な参加が行えるようにサポートを行った。

また、困難なケース・疑問など一緒に模索し解決に至った。特に、1 人ケアマネなど抱え込

まないよう相談しやすい状況を心がけた。民生委員とも、定例会後の意見交換会の実施や相

談時に即座に対応できるように、負担の軽減に努めていった。 

□介護予防・日常生活支援総合事業第 1種支援 

  H28.4 月から総合事業が始まっている。また市主催の自立支援型地域ケア会議にも月 1 回ペ

ースで参加している。 

事業成果 

□介護予防ケアマネジメント業務： 

 ・石山観音池温泉での運動教室の実施など新規事業も立ち上がり介護予防の啓発および包括支

援センターの周知につながっている。 

□権利擁護事業  

早急に対応できるように関係機関への連絡調整や会議など行った。また、成年後見制度や地域

福祉権利擁護事業の説明など、介護支援専門員の要請により高齢者や家族に説明を行うなどの

対応を行うことができた。関係機関と連携をとることや、ケアマネと同一に対応したことで、

ケアマネの抱え込みによる負担は軽減できたのではないかと考える。 

状況により、警察など関係機関との連絡調整を行い、より一層のネットワーク構築になった。 

 成年後見ネットワーク会議などを通じ、民生委員や地域住民に成年後見制度の認知・普及につ

ながっている。 

□包括的・継続的ケアマネジメント業務：介護支援専門員連絡協議会継続で、生活圏域内の居宅

介護支援事業所の連携等を図ることはできており、会員であるＣＭも積極的に研修内容等、検

討されておりその後方支援を行っていった。また、圏域外の介護支援専門員やサービス事業所

からの相談も、真摯に取り組み対応行った。 

□介護予防支援業務： 

相談員⇒認知症地域支援推進員の配置変更によりケアプラン業務にかかわる職員が減少したこと

で市委託件数は増加している。また、総合事業や自立支援型地域ケア会議の開始によりプラン

の質の向上が求められている状況がある。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 5-09 

事 業 名 山田・高崎地区地域包括支援センター事業 

決算額 

（単位：円） 
36,369,755 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  23,659,978   12,709,777 

事業概要 

・高齢者が住み慣れた地域で、できる限り継続して生活していけるように、介護・医療サービス

を始めとする多様な支援を継続的かつ包括的に提供し、多様な相談を受け連絡・調整を行うワン

ストップサービスを、公営性・地域性・共同（協働）性の観点に立ち実践支援していく。地域レ

ベルや個別の地域ケア会議を活用し、地域包括ケアシステムの実現をしていく。 

【包括的支援事業】 

① 介護予防ケアマネジメント 

② 総合相談支援業務 

③ 権利擁護事業 

④ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 

【介護予防支援業務】 

指定介護予防支援事業所として、要支援者・事業対象者のケアマネジメントを実施。 

事業内容 

【実施した事業内容】 

① 地域支援事業 

○ 総合事業 

①第一号介護予防支援事業②一般介護予防事業 

○ 包括的支援事業 

①総合相談支援業務②権利擁護業務（４地区出張相談会・シンポジウム実施）③包括的・継

続的ケアマネジメント支援業務（主任介護支援専門員意見交換会、介護支援専門員研修会実

施）④認知症地域支援推進員業務⑤多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築（地

域ケア会議：個別・圏域） 

② 指定介護予防支援事業 

③ その他 

【諸会議】 

○ 都城市地域包括支援センター連絡会議：月 1回開催（第 3水曜日）12回実施 

○ 5職種ネットワーク会議：主任介護支援専門員 6回、保健師・介護予防担当 6回、 

社会福祉士 12回開催、認知症地域支援推進員兼地域ケア会議担当 12回 

○ 山田・高崎地区介護支援専門員等連絡協議会：年 6回開催 

○ 民生委員児童委員定例会：24回出席（山田 12回、高崎 12回） 

○ グループホーム運営推進会議：各 6回開催（ふれあい園、海ちゃんの家たかざき） 

○ 成年後見ネットワーク会議：5 回開催（公証人・弁護士・司法書士・社協・精神保健福祉士

等） 

○ 医療と介護の連携地域ケア会議：1 回開催（医師 2 名・看護師・警察・行政・介護支援専門

員・事業所職員等） 

○ 医療介護推進会議：2回出席 

○ 高崎まちづくり協議会健康福祉部会：7回出席 

○ 山田まちづくり協議会健康福祉部会：8回出席 

○ 個別地域支援会議：随時対応 

○ 住宅改造判定会議：1回 
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【研修等】 

県外：地域包括・在宅介護支援センター協議会リーダー研修（西日本会場 福岡）、先進地視察（大

分県杵築市健康推進地他） 

県内：社会福祉施設新任職員研修、 地域包括ケア推進のための市町村等担当者会議、介護支援専

門員協会総会及び研修、九州ブロック地域福祉研究会議、地域包括・在宅介護支援センター協議

会職員研修、自殺対策に関わる人材育成研修会、退院調整ルール策定・運用事業実施地域合同研

修会、地域ケア会議研修会（4回）、認知症地域支援推進員研修、孤立死防止セミナー、介護予防

従事者研修、成年後見制度市町村職員等フォローアップ研修、全国地域生活定着支援センター協

議会九州ブロック専門研修会、地域包括・在宅介護支援センター協議会 県南ブロック研修会、

コミュニケーションスキル実践研修Ⅰ、福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程初任者コース、

認知症キャラバン・メイト養成研修、マネジメントスキル基礎研修、主任介護支援門員フォロー

アップ研修会、主任介護支援専門員更新研修、、管理職マネジメント研修、介護支援専門員研究大

会、 

【実績】相談件数、参加人員など 

○ 一次予防実態把握事業：997件（初回 746件、2回目以降 251件） 

介護予防事業：足腰シャキッと教室・かくしゃく 100 歳教室・各種サロン：年間 53 教室、

延べ 798 名参加 

  こけないからだづくり教室：年間 59回、延べ 634名 

○ 総合相談支援：2,400件（延べ 2,859件） 

○ 権利擁護業務：131件（延べ 154件） 

○ 包括・継続的マネジメント業務：92件（延べ 102件） 

○ 認知症サポーター養成講座 1件（高崎）実施 

事業成果 

① 介護予防ケアマネジメント業務：実態把握事業を 997ケース実施。自立支援・在宅生活継続に

向けた適切な助言・情報提供・必要な連携を行った。地域つなぎマップ情報を更新。 

② 総合相談支援業務：職員全員で本人・家族・行政・関係機関等からの相談に延べ 2,859 件応

じ、包括支援業務のソフト変更により情報共有が強化され、チームアプローチで迅速に支援

を行った（時間外・夜間帯・休日についても電話転送で対応）。 

③ 権利擁護事業：虐待関係の相談延べ 13件あり、高齢者や家族に対して、担当ケアマネ・行政

と共に解決に向けて支援した。また、成年後見制度については市民・専門職を対象としたシ

ンポジウムを開催し、事例に基づく制度説明や専門職の役割、相談窓口の案内などの周知を

図る事が出来た。それに伴う市内 4 地区出張相談会においては中心市街地に出向くことなく

相談が受けられたため、より身近な地域での課題解決が図られた。 

④ 包括的・継続的ケアマネジメント業務：介護支援専門員等連絡会を開催し、地域内居宅介護

支援事業所･グループホーム等との連携を図ることができた。また、介護支援専門員の困難事

例相談に随時対応、定期的な訪問や必要時の同行訪問・助言を行った。 

⑤ 介護予防支援業務：介護予防プラン延べ 2,893 件（平均月 241 件 委託月平均 38 件 委託率

15.7％）作成、という状況であった。各福祉サービスの申請、モニタリング、廃止手続等も 315

件実施した。その他、特定高齢者住宅改修申請については 31件対応した。 

⑥ 認知症の人やその家族からの相談に 10件応じ、適切な助言を行い、専門機関（医療・介護）の紹

介・連携・情報提供を 3件行った。 

⑦ 多職種協働による圏域の地域ケア会議に 18回出席し、計画作成者への助言を行った。計画作成者

として 18 ｹｰｽ事例を提出し、自立支援に向けたケアプラン作成を実践した。 

⑧ 医療・介護の連携の地域ケア会議を医師・看護師・警察・行政・介護支援専門員・事業所職員等

との連携会議を 1回開催し、事例を通し、専門職等の役割・迅速な対応について再考できた。山

田地区孤立死防止に関する意見交換会や高崎地区生活支援ボランティアサポーターと関係機関と

の意見交換会を開催し、地域の現状を踏まえ、関係職種間で連携・顔の見える関係の構築を更に

行った。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 6-01 

事 業 名 
保育園・こども園・児童館(指定管理)・児童クラブ(受託) 運
営事業 事務局運営事業 

決算額 

（単位：円） 
13,382,554 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

     13,382,554 

事業概要 

＜保育課業務＞ 

１．2 保育園 2 認定子ども園の庶務全般及び全体研修の企画・実施 

２．保育園、認定こども園の経営、児童館(指定管理)・児童クラブ(受託)の運営に
関すること 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

１．庶務に関すること 

①各園の予算の執行管理（人件費等の管理含む）、備品の管理 

②人事管理（職員の採用、処遇改善に関すること）、メンタルヘルスケア 

③保守・業務委託の契約 

２．経営に関すること 

①各園の資質向上に関する助言・指導 

②市保育課との連携―諸申請及び報告事務 

③各園行事への対応―運動会、発表会、クリスマス会、卒園式 

④職員研修の企画・実施（保育課主催、社協園の公開保有―相互研修） 

 ⑤園長会の主宰に関すること 

【諸会議】 

課  長―本所定例経営会議、理事会・評議員会、保育園・こども園園長会議 

事務補助―各園の支出負担行為の処理、児童館・児童クラブの月次報告等、 

他保育課庶務 

【研修等】 

職員研修     4月 28日（木） 第 1回保育課職員全体研修 
                   映写会「みんなの学校」 
         7月 22日 (金)  セルフケアチェック研修(全体研修) 
         8月 26日（金）  レクレーション(ドッヂボール大会) 
        10月 21日（金）  担当年齢（クラス）別意見交換会(全体研修) 
                11月 14日 (月)    ライン研修(副園長・主任・主幹保育教諭) 
         1月 25日 (水)   コンサルティング(園長) 

【実績】 

保育所人件費積立預金積立     10,000千円 

保育所施設・設備整備積立預金積立 97,000千円  計 107,000千円 

事業成果 

平成 28 年 4 月 1 日より谷頭保育園から谷頭こども園、大牟田保育園からおおむた
こども園と幼保連携型認定こども園に移行した。職員確保には難航したが十分な職
員配置と予算で目指す一人ひとりに丁寧な教育・保育へのスタートがスムーズであ
り職員にとってもより働きやすい職場に近づいてきた。1号認定は各園とも 15人の
定員であるが予想以上の希望者となり最終的に 20 名程となり定員の変更は今後検
討していく予定である。前田保育園は平成 30 年度にむけ閉園の方向に今後も地域
の方々の協力をいただきながら丁寧にすすめていく。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 6-02 

事 業 名 
幼保連携型認定子ども園運営事業 

おおむたこども園運営事業 

決算額 

（単位：円） 
110,592,175 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

1,934,000     108,658,175 

事業概要 

おおむたこども園の運営事業 

１．諸事業：季節・時期に応じたもの 園児の成長披露 

２．各種研修会への参加 

３．保護者会行事・研修 

４．こども園地域活動事業 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

１、諸行事: 

ふれあい運動会、遠足、ラスパプール利用、運動会、観劇、発表会餅つき、繭の餅、

クリスマス会、お正月遊び大会、豆まき、お店屋さんごっこ、クッキング、ひなま

つり、卒園・修了式、避難訓練、交通指導、防犯訓練、健康診断、お楽しみ会、食

育活動、旭保育園との交流会、デイサービス交流会、スポーツ教室、習字教室  

２、保護者会行事: 

個人面談、親子バス遠足、子育て講演会、竹馬作り 

３、保育所地域活動事業: 

園庭開放、子育てサロン、子育て教室、地域へ豆まき、繭の餅、餅つき 

【諸会議】 

○保護者会理事会 (年４回) 

○園長定例会(月１回)、給食部会(月１回)、(市)認定こども園協会園長会 

(市)認定こども園協会主幹部会 

【研修等】 

○園内研修:発達障がいについて、ケース研究、担当制保育、子どもが主体の保育とは？発

達に応じた室内、園庭の環境づくり 

○各種研修への参加:県研修センター主催研修への参加 各自１～２回 

 感染症、虐待、食育、アレルギー、メンタルヘルス、野育、担当制保育など  

県外研修、視察研修(園長、副園長)  

○子育て講演会:外山明美氏(ぽんたクラブ) 講演「私の子育て」 

【実績】定員 85名 (１号 15 名) 

 H28.4.1 69名(81％)  ⇒  H29.3.31   81名(95％) 

事業成果 

子ども主体の保育を試行錯誤しながら、先駆的な保育園をモデルにまだまだ不十分ではあ

るが、少しずつ実行に移せた一年間になった。未満児クラスでは、昨年度の 7月より少人

数の丁寧な食事の関わり方を進めてきたが、この４月より、１人の保育者が特定の子ども

の育児を行う「担当制保育」を本格的に実践してきた。園における「お母さん」になるべ

く、その育児行為を通して「愛着関係」、「信頼関係」を構築し１人１人の子ども達の「自

己肯定感」を育むことが目的である。そのことを保育教諭に繰り返し伝え研修を重ねるこ

とができた。以上児においては、発達に合わせた玩具をディスプレイのように配置し、子

ども達が自分の意志で遊びを選択できる環境を目指してきた。また、園庭では「禁止」を

なるべく無くして、何でも挑戦したり取り組める環境づくりと従来の保育観の是正に力を

入れてきた。保育者主導ではない、「子どもが主体の保育」の意味と子ども達の育ちの変

化を実感できた。何より自分達保育者の意識が変わりつつあることが一番の成果である。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 6-03  

事 業 名 
幼保連携型認定子ども園運営事業 

谷頭こども園運営事業  

決算額 

（単位：千

円） 

161,744,143 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

3,080,000     158,664,143 

事業概要 

谷頭こども園の運営事業 

乳幼児の健全育成と働く保護者の支援 

１．諸行事の実施 

２．各種研修への参加 

３．保護者会行事 

４．こども園地域活動事業 

事業内容 

 

【実施した内容】 

１．諸行事： 

各遠足、お楽しみ会、七夕、運動会、観劇、発表会、餅つき、クリスマス会、

正月遊び、豆まき、ひなまつり、卒園・修了式、食育活動、 

２．各種研修への参加： 

県外研修（施設環境：やまぼうし保育園） 

県研修（施設長・保育教諭・調理等分野別専門研修、領域専門研修）保育課

研修（年齢別部会・ライン研修・各園見学等）  

自主研修：療育研修会 リズム研修等 

認定こども園協会主催研修 

諸会議：定例園長会 職員会議 保護者会役員会 研修部会 認定こども園

協会園長会、週間保育教諭会、法人立各部会等 

３．保護者会活動： 

かかしっ子夏まつり 奉仕作業 日常保育参観（１週間ずつ 6月・1１月実施） 

子育て教室 

４．地域活動事業： 

かかしっ子夏まつりの実施による地域住民との交流や文化の伝承、展示、地

域開催行事への参加（八坂神社 子どもフェスティバル等）デイサービスと

の交流 児童館・児童クラブとの交流 就労支援 

【実績】定員：105名 

 H28.4.1  93名（89％） → H29.3.1 109名（102％） 

事業成果 

ひとり一人に丁寧に関わる保育の実践のために研修を繰り返してきたところだが、
理解力に差がみられるものの職員にも子どもにも変化が見られるようになってき
た。、環境について活発に意見を出し試行錯誤しながら取り組むことで意欲が見ら
れ、特に今年度は築山の改造に沢山の意見を取り入れ業者と連携を取りながら完成
にこぎつけた。遊びが発展しダイナミックに遊ぶ姿が見られる。 

児童館・児童クラブとの連携で、往来が自由となったが、相手方が閉鎖的な考えが
あり、思ったような交流は難しかった。 

環境整備のために予算を組んでもらっていたが、科目の相違や発注先の都合等によ
り年度内に十分執行できなかったことが残っており、次年度は早々の取り組みで対
処していきたい。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 6-04 

事 業 名 
保育園運営事業 

縄瀬保育園運営事業  

決算額 

（単位：円） 
52,629,670 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

300,000  47,120,070   5,209,600 

事業概要 

縄瀬保育園の運営事業 

１．諸行事・季節に応じたもの こどもの成長披露 地域イベントへの参加 

２．各種研修への参加 

３．保護者会行事・研修 

４．次世代育成支援事業（保育園地域活動事業） 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

１、諸行事： 

ふれあい運動会、親子遠足、ラスパプール利用、七夕まつり、運動会、観劇

会、発表会、餅つき、クリスマス会、豆まき、お別れ遠足、お店屋さんごっ

こ、ひなまつり、卒園・修了式、お楽しみ会、避難訓練、防犯訓練交通指導、

健康診断、食育（栽培・収穫・クッキング）、体操教室、リズム運動 

２、保護者会行事： 

夕涼み会、子育て講演会 

３、地域活動事業： 

地区祭り等各行事への参加、園庭解放（在宅児）、高齢者との交流、       

地域の各種事業への参加、小学校との交流 

【諸会議】 

○保護者会理事会：年 4回 ○園長会：毎月 1回 ○給食部会：12回 

○職員会議：月 3回（保育内容、行事起案検討） 

○地域行事会議：年 4回～5回 

【研修等】 

○園内研修：新保育指針に基づく保育内容、リズム研修 環境についての研修 

○県主催の研修参加：各自１～2回  社協主催研修、社協保育課研修 

○自主研修参加：障がい児研修他   子育て講演会 

【実績】定員：30名 

 H28.4.1  32名（103％） → H29.3.31  31名（107％） 

事業成果 

28 年 4 月 32 名でスタートした。1 名の退園があり、途中入園の問い合わせがあっ
たが、保育士数の関係で入所を断ることもあった。 
地域交流では地域の夏祭り参加や高齢者との交流などで現地に赴いたり、園に来て
いただいたりする。特に高齢者交流では園の畑を利用して野菜うえを行ったり、七
夕祭りなど子ども達も楽しみにしている行事である。 
小学校との連携では、行事に招待したり、小学校職員との意見交換、オープンスク
ール参加など密にしながら小学校入学へとつないでいる。 
 
 

 



  ９０ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 6-05 

事 業 名 
保育園運営事業 

前田保育園運営事業  

決算額 

（単位：円） 
25,207,072 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  19,637,580   5,569,492 

事業概要 

前田保育園の運営事業 

１．諸行事・季節に応じたもの こどもの成長披露 地域イベントへの参加 

２．各種研修への参加 

３．保護者会行事・研修 

４．次世代育成支援事業（保育園地域活動事業） 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

１、諸行事： 

小学校入学式参加、1 日保育士、各種遠足、プール利用、あくまきつくり、

夕涼み会、運動会、芋ほり、収穫祭、こんにゃくつくり、観劇、ハロウィン 

餅つき、クリスマス発表会、初詣、めのもちつくり、豆まき、ひな祭り会、

卒園・修了式、お楽しみ会、避難訓練、防犯訓練、交通指導、食育クッキン

グ、園外保育、健康診断（年 2回） 

２、保護者会行事： 

個人面談、夕涼み会、親子遠足、子育て講演会 

３、次世代育成支援事業： 

小学生との交流会、高齢者交流会、前田地区夏祭りへの参加 

【諸会議】 

○保護者会理事会（年 4回） ○園長定例会（月 1回） ○各部会（主任、給食、

保育士）、○研修企画部会（月 1回） ○リスクマネジメント研修（月 1回） ○職

員会（月 4回）・・保育内容、行事、指導案検討会 

○30分ミーティング（基本毎日）保育内容 ○地域行事会議（前田地区夏祭り他）

年 3回、○麓っこを伸ばす会議（年 2 回） 

【研修等】 

○園内研修・・指針に基づく保育実践について、保育環境について 

○県の研修センター主催の研修への参加・各自１～2回 

○保育課研修への参加、EAP研修、資格取得のための自主研修、子育て講演会 

【実績】定員：30名 

 H28,4,1  17名（57％） → H29,3,31  13名（43％） 

事業成果 

＊今年度も例年通り、地域、小学校との連携を密にし、事業を進めることができた。し

かし、地域に子どもがいても大きな施設や小学校を望む保護者も多く、年間を通して、

転園していかれる方も多かった。 

＊リズム運動に関しては、時間を決めて行うことができたが、マンネリ化も見られるの

で枚葉の検討を必要とする。 

＊園内の環境設定を見直し、子どもの動きの動線を考えた環境つくりに取り組んだ。ま

だまだこれから子どもが主体的に遊べる環境を目指していきたいと思う。 

＊7月には、北九州で行われた九州大会での意見発表も行う。「保育士の資質向上」につ

いていろんな意見や提案を聞く良い機会となった。 

＊29 年度は 4 月 10 名のスタートである。閉園に向けての話し合いも始まってくる。本

所と連携しながら粛々と進めていけるようにしていきたい。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 6-06  

事 業 名 
保育園運営事業 

谷頭児童館管理運営事業 

決算額 

（単位：千円） 
4,054,000 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  4,054,000    

事業概要 

谷頭児童館の指定管理運営事業（期間／平成２７年度～平成３１年度） 

１．育児相談 

２．季節に応じた行事 （谷頭保育園と連携） 

３．児童クラブとの連携 

事業内容 

 

【実施した内容】 

諸行事 

・季節ごとの展示品の制作（こいのぼり、七夕、ハロウィン、正月） 

・児童館南側敷地への花の植栽及び管理 

・避難、防犯訓練 

・谷頭こども園児との交流活動 

・子育て教室 

・かかしっ子まつり（谷頭こども園）への参加 

【利用実績】 

 未就学児：延 157人  小学生：延 2436人  中学生：延 2 人 

 高校生 ：延 0人   保護者：延 451人    総計：延 3046人 

 

事業成果 

谷頭こども園に隣接していることにより、こども園と連携した子育て支援のため

に、園児との交流や行事への参加、子育て教室の会場設定等を通してその一助が担

えたと思う。 

放課後児童クラブを併設しており、予算執行上は明確に区分しながらも、児童館、

児童クラブそれぞれで働く職員には連携を旨とした就労をお願いしていたが、難し

い面も多々あり、たびたびの協議を必要とした。こども園の副園長が館長を兼務し

たが、その場にいない場合が多かったことも運営の難しさにつながった感があり反

省点である。 

児童館の存在の告知がまだまだ不十分のため、これからどのような手段で地域に知

らせていくかが課題である。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ 6-07  

事 業 名 
保育園運営事業 

谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業 

決算額 

（単位：千円） 
7,798,000 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

  6,185,900   1,612,100 

事業概要 

山田谷頭児童館放課後児童クラブの受託運営 

１．登録された児童の放課後居場所の提供 

２．季節に応じた行事（児童館、谷頭こども園と連携） 

３．学習指導 

４．遊びの指導 

事業内容 

 

【実施した内容】 

諸行事 

・散歩・・・・・・・・・・随時 

・壁面飾りの制作・・・・・毎月 

・７月～８月・・・・・・・プール遊び（中霧島小学校プール借用） 

             職員（児童支援員）が２人つく 

・避難、防犯訓練・・・・・毎月実施 

・誕生会の実施 

・秋の遠足（列車利用）・・・神柱神社 

・バス遠足・・・・・・・・・宮崎県博物館 都城ふれあい映画まつり 

・学童保育イベント・こどもフェスティバル参加 

【実績】 

 利用定員：27 人  登録児童数：30 人  常時利用児童数：28 人 

 うち障害児数：２人  開所日数：291 日 

 児童支援員数：6 人（常勤/3 人、非常勤/3 人） 

事業成果 

児童クラブでは、遊びをとおして子どもの自主性、社会性、創造性を培うことを目

的としている。当該児童館には児童が十分に駆け回れる広場があり、天気が良けれ

ば屋外遊びを楽しんでいる。児童支援員に加えて児童と一緒になって駆け回ること

のできる男子学生アルバイト（南九州大学）をお願いすることにより、活動的な遊

びの展開につながった。 

また、児童クラブでの直接の学習指導は行わず、児童が主体的に行う宿題への取り

組みを見守る程度である。保護者にもその旨を伝え理解してもらっている。 

戸外での遊びの充実のために土を広場に入れたところ、特に女子児童の遊びが広が

り、汚れを気にする児童が減ってきたように思う。戸外（ＪＲ・バス利用）へ出か

ける機会を増やしたことで社会性の確認ができ視野も広げる一助となった。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（共募） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№ ― 

事 業 名 みやこんじょボランティアフェスティバル 2017 

決算額 

（単位：千円） 
1,330,223 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

    1,330,223  

事業概要 

新燃岳による降灰被害を受けた平成 23 年に 3 月第 2 日曜日を“都城市ボランティ

アの日”とする「みやこんじょボランティア宣言」から、毎年開催。今年は、社会

変化や災害にも負けない地域をつくるため、「つつみこもう みんなの心 ともに

育てよう ちいきの心」をテーマに、当フェスティバルをとおして、NPO 協働・

市民活動の広がりや自分たちの町をよくするしくみについて考え、包み込む社会を

市民一人ひとりが意識し、ボランティア活動を体験することを目的として霧島ファ

クトリーガーデンにて開催した。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

（実行委員会：委員） 

都城ボランティア協会、山田地区 VO 連協、高城地区社協、都城市社会福祉普及推 

進校連絡会、都城市社会福祉施設等連絡会、都城市福祉べいすんネットワーク、住 

友ゴム、オレンジカフェみやこんじょ、あなたの街の応援団、都城市福祉課、都城 

市コミュニティ課、認定こども園協会、シネサロン都城 

・実行委員会第 1回 12/13、第 2回 1/12、第 3回 2/17、第 4回 3/2、第 5回 3/21  

・参加団体説明会～平成 29年 1月 24 日 

【実施した内容】 

① 心わくわくステージひろば 

② 子育ておうえんひろば 

③心(ここ)からはじまるチャリティドライブ～つながる オンリーワンの支援～ 

④ わかりあい つながりあって 学び合う「備え」の心 

⑤ 都城(ちいき)の食でつつむみんなの笑顔 

⑥ ともに育てるゆるキャラ大募集！ 

⑦ 心(ここ)から地域へ 市民活動情報発信 ⑧福祉共育ライブ授業「耕心学」 

事業成果 

参加団体延べ 101団体、学生ボランティアと一般ボランティア 200名の参加と来場

者約 5,000名を集め、盛会に開催された。今回は、ボランティアや市民活動につい

てより多くの市民に周知するよう工夫し、子育て世帯や一般の方も多く参加した。

また、市民活動の活動報告や情報に加え、持ち寄りボランティアやリユースできる

企画により、地域の課題にも目を向け、自分たちの町をよくすることを考える機会

にもなった。さらに、昨年の熊本地震支援ボランティアの取り組みを報告し、災害

ボランティアや防災について体験し、災害に備える意識を高めた。 

ボランティアや福祉をより身近に考える機会として、社協のイメージキャラクター

を市内小中学校、高等学校へ募集し、1,208点の応募の中から、小中学校、高等学

校で優秀賞 9点を選定しフェスティバル当日に表彰を行った。 

学生ボランティアとボランティアについて考える授業「耕心学」では、話し合った

スローガンを決め、ボランティア学習の深まりにつながった。 
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４.宮崎県共同募金会  

   都城市共同募金委員会  
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Ⅰ 募金の概要 

 

■平成２８年熊本地震義援金 

１ 義援金の目的 

   平成２８年４月１４日の熊本県熊本地方を震源とする地震により、県内各地において

人的被害をはじめ、家屋の倒壊等甚大な被害が発生し、熊本県の全市町村に災害救助法

が適用された。この災害に伴い、熊本県共同募金会及び中央共同募金会では、被災者へ

の支援、援助を目的とし、義援金の募集を開始したので、本会でも受付を実施する。 

 

２ 名 称 

「平成２８年熊本地震義援金」 

 

３ 実施主体 

   熊本県共同募金会及び中央共同募金会 

  

４ 募金の方法 

   ・窓 口：宮崎県共同募金会（都城市共同募金委員会） 

 

５ 受付期間 

   平成２８年４月１５日（水）から平成３０年３月３０日（金）まで 

  
■平成２８年４月地震大分県被災者義援金 
１ 義援金の目的 
   平成２８年４月の地震により、大分県内に災害が発生し、災害救助法が適用された。

この災害に伴い、大分県共同募金会及び中央共同募金会では、被災者への支援、援助を
目的とし、義援金の募集を開始したので、本会でも受付を実施する。 

 
２ 名 称 
   「平成２８年４月地震大分県被災者義援金」 
 
３ 実施主体 
   大分県共同募金会及び中央共同募金会 
 
４ 募金の方法 
   ・窓 口：宮崎県共同募金会（都城市共同募金委員会） 
 
５ 受付期間 
   平成２８年４月２２日（金）から６月３０日（木）まで 

 

■平成２８年８月２０日からの大雨（台風９・１０・１１号等）災害義援金 

１ 義援金の目的 

   平成２８年８月２０日からの台風等による大雨は、道北、道東を中心に道内各地に大

きな被害をもたらし、多くの町に災害救助法が適用された。この災害に伴い、北海道共

同募金会では、被災者への支援、援助を目的とし、義援金の募集を開始したので、本会

でも受付を実施する。 

 

２ 名 称 

   「北海道大雨災害義援金」 
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３ 実施主体 

   北海道共同募金会 

 

４ 募金の方法 

   ・窓 口：宮崎県共同募金会（都城市共同募金委員会） 

 

５ 受付期間 

   平成２８年９月２日（金）から９月３０日（金）まで 

 

■岩手県台風１０号大雨等災害義援金 

１ 義援金の目的 

   平成２８年８月３０日に岩手県太平洋沿岸部に上陸した台風１０号により、岩手県内

では岩泉町をはじめ５市４町３村で死傷者等の人的被害、家屋の流失、床上・床下浸水

等の被害が発生し、災害救助法が適用された。この災害に伴い、岩手県共同募金会では、

被災者への支援、援助を目的とし、義援金の募集を開始したので、本会も受付を実施す

る。 

 

２ 名 称 

   「岩手県台風１０号大雨等災害義援金」 

 

３ 実施主体 

   岩手県共同募金会 

 

４ 募金の方法 

   ・窓 口：宮崎県共同募金会（都城市共同募金委員会） 

 

５ 受付期間 

   平成２８年９月５日（月）から平成２９年３月３１日（金）まで 

 

■平成２８年鳥取県中部地震災害義援金 

１ 義援金の目的 

   平成２８年１０月２１日の鳥取県中部を震源とする地震により、県内各地において負

傷者の人的被害をはじめ、家屋の倒壊等市民の生活を脅かす大きな被害が発生し、倉吉

市、湯梨浜町、北栄町、三朝町に災害救助法が適用された。この災害に伴い、鳥取県共

同募金会では、被災者への支援、援助を目的とし、義援金の募集を開始したので、本会

でも受付を実施する。 

 

２ 名 称 

   「平成２８年鳥取県中部地震災害義援金」 

 

３ 実施主体 

   鳥取県共同募金会 

 

４ 募金の方法 

   ・窓 口：宮崎県共同募金会（都城市共同募金委員会） 

 

５ 受付期間 

   平成２８年１０月２５日（火）から平成２９年３月３１日（金）まで 
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■平成２８年新潟県糸魚川市における大規模火災義援金 

１ 義援金の目的 

   平成２８年１２月２２日に新潟県糸魚川市で発生した大規模災害により、多数の家屋

が焼失する等の被害が発生し、災害救助法が適用された。この災害に伴い、新潟県共同

募金会では、被災者への支援、援助を目的とし、義援金の募集を開始したので、本会で

も受付を実施する。 

 

２ 名 称 

   「平成２８年新潟県糸魚川市における大規模火災義援金」 

 

３ 実施主体 

   新潟県共同募金会 

 

４ 募金の方法 

   ・窓 口：宮崎県共同募金会（都城市共同募金委員会） 

 

５ 受付期間 

   平成２８年１２月２６日（月）から平成２９年６月３０日（金）まで 

 

 

■平成２８年度赤い羽根共同募金運動 

１ 基本方針 

共同募金運動創設７０年を迎えるにあたり、本市においても「参加と協働による『新

たなたすけあい』の創造」を実現するために、共同募金本来の趣旨に立ち戻り、共同募

金運動再生による“活かされる募金”“見える募金”を目指し、運動を展開する。 

 

２ 運動の推進 

（１）組織及び活動方法 

共同募金に関して全国的に改革が進められている中で、本市においても、共同募金運

動７０周年、また新都城市誕生１０年の節目を迎えるにあたり、関係者との協議の上、

オール都城での共同募金運動統一化に向けての取り組みを実施した。 

また、関係組織・団体との連携を密にし、募金・助成計画の策定、市民参加の促進、

広報活動、寄付者の確保、募金額の確保などに努めた。 

 

（２）事務局 

   都城市共同募金委員会の事務局を、都城市社会福祉協議会内（都城市松元町４街区 

１７号電話：２５－２１２３）に置き、運動推進にあたった。 

 

３ 共同募金目標額（総計）   ３３，６８１，０００円 

（１）一般募金目標額      ２９，７０５，０００円 

（２）歳末たすけあい募金目標額  ３，９７６，０００円 
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４ 一般募金計画・助成計画 

（１）一般募金計画 

№ 募金の方法  金 額（円） 比率 実施協力団体等 

1 戸 別 募 金 18,170,000 61.2％ 自治公民館組織、行政協力員、班長 

2 法人･篤志家募金 4,000,000 13.5％ 民生委員児童委員 

3 街 頭 募 金 1,200,000  4.0％ ボランティア、福祉団体、民主団体 

4 学 校 募 金 2,000,000  6.7％ 
保育所(園)、幼稚園、小中学校、高

校、専門学校 

5 職 域 募 金 2,500,000  8.4％ 企業、官公庁、その他の団体 

6 興 行 募 金 980,000  3.3％ 
イベント等の益金を寄付いただくも

の 

7 空缶募金･その他 855,000  2.9％ 
職場や家庭で空缶や貯金箱で貯めた

募金を寄付いただくもの 

 合 計（目安額） 29,705,000 100％  

 

（２）助成計画 

寄せられた募金は、Ａ助成とＢ助成、事務・資材費に分けられ翌年度助成となる。 

Ａ助成は、広域助成として県内全域を対象として宮崎県共同募金会から助成される。 

Ｂ助成は、都城市共同募金委員会助成として審査委員会を経て、都城市内の各団体・

グループ等へ助成され、地域福祉活動の推進に充てられる。 

一般募金目標額－ Ａ目標額 －事務・資材費＝Ｂ助成目標額 

29,705,000円－7,784,000円－3,002,000円＝18,919,000円 

 

 

５ 歳末たすけあい募金計画・助成計画 

（１）歳末たすけあい募金計画 

№ 募金の方法  金 額（円） 比率 実施協力団体等 

1 戸 別 募 金 2,470,000 62.1％ 自治公民館組織、行政協力員、班長 

2 法人･篤志家募金 240,000 6.0％ 民生委員児童委員 

3 街 頭 募 金 380,000 9.6％ ボランティア、福祉団体、民主団体 

4 学 校 募 金 360,000  9.1％ 
保育所(園)、幼稚園、小中学校、高

校、専門学校 

5 職 域 募 金 270,000 6.8％ 企業、官公庁、その他の団体 

6 興 行 募 金 200,000  5.0％ イベント等の益金を寄付いただくもの 

7 空缶募金･その他 56,000  1.4％ 
職場や家庭で空缶や貯金箱で貯めた

募金を寄付いただくもの 

 合 計（目安額） 3,976,000 100％  

 

（２）助成計画 

在宅で支援を必要としている福祉ニーズをもつ方々に対して、制度で対応できない補

修・改修・生活用品等の購入や、地域福祉充実のための活動助成等、地域福祉・在宅福

祉サービス事業に充てられる。 

  歳末たすけあい助成金：目標額 3,976,000円－事務・資材費 140,000円＝3,836,000円 

 

６ 運動期間 

（１）一 般 募 金      １０月１日～１２月末日 

（２）歳末たすけあい募金    １２月１日～１２月末日 
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Ⅱ 運営委員会・監事・推進委員会名簿 
 

■運営委員会名簿 

 任期：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日（H29.3.31現在） 

No       役 職 氏 名 選 出 区 分 

1 会 長 木脇 義紹 企業代表（日興建設株式会社） 

2 副会長 坂元  晃 市自治公民館連絡協議会（五十市地区自治公民館連絡協議会） 

3 副会長 
渕上 澄雄 

米吉 春美 

市民生委員児童委員協議会 

H29.3.17より 

4 運営委員 島津 久友 都城市社会福祉協議会理事 

5 運営委員 池田 吉平 都城市社会福祉協議会理事 

6 運営委員 柿木原 康雄 姫城地区自治公民館連絡協議会 

7 運営委員 日高 繁樹 妻ケ丘地区自治公民館連絡協議会 

8 運営委員 久保 義春 小松原地区自治公民館連絡協議会 

9 運営委員 永田  優 祝吉地区自治公民館連絡協議会 

10 運営委員 吉永 純昭 横市地区自治公民館連絡協議会 

11 運営委員 成田  洋 沖水地区自治公民館連絡協議会 

12 運営委員 今村 寛秀 志和池地区自治公民館連絡協議会 

13 運営委員 
德留 次男 

舟津 隆二 

庄内地区自治公民館連絡協議会 

H28.5.31より 

14 運営委員 坂元 和雄 西岳地区自治公民館連絡協議会 

15 運営委員 栗山 春行 中郷地区自治公民館連絡協議会 

16 運営委員 下西 勝彦 山之口地区自治公民館連絡協議会 

17 運営委員 蒲生 幸一 高城地区自治公民館連絡協議会 

18 運営委員 牛谷 勝郎 山田地区自治公民館連絡協議会 

19 運営委員 村吉 昭一 高崎地区自治公民館連絡協議会 

20 運営委員 
大河原 弘子 

時任 國弘 

市民生委員児童委員協議会 

H29.3.17より 

21 運営委員 藥丸 良英 市民生委員児童委員協議会 

22 運営委員 
小田 英敏 

萬德 雄一郎 

市民生委員児童委員協議会 

H29.3.17より 

23 運営委員 
石川 幸弘 

石川 和明 

市小中学校長会 

H28.5.31より 

24 運営委員 田爪 邦士 都城商工会議所 

25 運営委員 櫻井 俊一 市社会福祉施設等連絡会 

26 運営委員 
青木 眞州男 

田中 芳也 

市福祉事務所 

                H28.5.31 より 

27 運営委員 立山 静夫 ボランティア代表 



  １００ 

■監事名簿 

任期：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日（H29.3.31 現在） 

No       役 職 氏 名 選 出 区 分 

1 監 事 岩元 光男 吉原建設(株) 

2 監 事 鬼束  貢 社団法人 都城法人会 

 

 

 

■推進委員会名簿 

任期：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日（H29.3.31 現在） 

No       役職 氏 名 事 業 所 名 

1 委員長 
野口 富弘 

 
木脇 義紹 

都城まちづくり㈱ 代表取締役 
 
日興建設㈱ 代表取締役     H28.9.15 より 

2 副委員長 堀之内 芳久 社団法人都城観光協会 会長 

3 副委員長 岩元 光男 吉原建設㈱ 代表取締役専務 

4 推進委員 伊賀崎 繁 霧島酒造㈱ 常務取締役 

5 推進委員 土持 寿翁  土持産業㈱ 代表取締役 

6 推進委員 五十嵐 可久 都城地区製材業協同組合 理事長 

7 推進委員 江夏  昇 江夏商事㈱ 会長 

8 推進委員 千町 泰希 ㈱ホテル中山荘  係長     

9 推進委員 神野 了一 南日本酪農協同㈱ 総務部長 

10 推進委員 木場 智彦 ㈱木場組 代表取締役 

11 推進委員 安田 紳一郎 ㈱九南 上席執行役員社長室室長 

12 推進委員 池内 良喜 九州電力㈱都城営業所 所長 

13 推進委員 
岩田 拓三 

石田 博一 

住友ゴム工業㈱宮崎工場 工場長 

H29.2.1より 

14 推進委員 星原 一弘 ㈱宮崎銀行都城営業部 取締役営業部長 

15 推進委員 
吉田 則男 

坂元 俊一 

都城農業協同組合 常務理事 
 

H29.2.1より 

16 推進委員 元明 吉美 宮崎県トラック協会都城支部 支部長 

17 推進委員 東  淑恵 ㈱文昌堂 総務部長 

18 推進委員 上田 利弘 都城ヤクルト販売㈱ 常務取締役 H29.2.1 より 
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■審査委員会名簿 

任期：平成２８年２月１日～平成３０年１月３１日（H29.3.31 現在） 

No       役職 氏 名 選 出 区 分 

1 審査委員 高田橋 厚男 ＢＴＶ株式会社 

2 審査委員 
野口 富弘 

堀之内 芳久 

都城市共同募金委員会 

H29.2.1より 

3 審査委員 福島 勝郎 都城市議会 文教厚生委員会   

4 審査委員 田爪 邦士 都城商工会議所 

5 審査委員 
池田 吉平 

中村 健児 

都城市社会福祉協議会 

H29.2.1より 

6 審査委員 蓑部 千鳥 社会福祉法人こころ 

7 審査委員 髙野  眞 学識経験者 

8 審査委員 
堀之内 芳久 

松田  豊 

学識経験者 

H29.2.1より 
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Ⅲ 募金実績の報告 

 

■「平成２８年熊本地震義援金」（平成 2８年４月１５日～平成２９年３月３１日分） 

実 績 額        ３，５１３，０４９円 

 

■「平成２８年４月地震大分県被災者義援金」（平成２８年４月 22 日～6 月 30 日分） 

実 績 額            ３，０６０円 

 

■「平成２８年８月２０日からの大雨（台風９・１０・１１号等）災害義援金」 

（平成 28 年 9 月２日～９月３0 日分） 

実 績 額                ０円 

 

■「岩手県台風１０号大雨等災害義援金」（平成２8 年 9 月 5 日～平成 29 年 3 月３1 日分） 

実 績 額            ３，０００円 

 

■「平成２８年鳥取県中部地震災害義援金」（平成２8 年 10 月 25 日～平成 29 年３月 31 日分） 

実 績 額                ０円 

 

■「平成２８年新潟県糸魚川市における大規模火災義援金」 

（平成 28 年 12 月 26 日～平成２９年３月３1 日分） 

実 績 額                ０円 
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■平成２８年度共同募金運動実績 

 

● 一般募金の目標額  ２９，７０５，０００円 

実  績  額      ２２，６４１，８０２円（達成率：７６．２％） 

 ◎募金種別内訳表               （単位：円） 

            目標額 

種類 

合 計 

29,705,000 

戸別募金 13,307,784 

法人･篤志家 4,683,190 

街頭募金 1,120,029 

学校募金 1,523,641 

職域募金 1,269,832 

空缶・その他募金 491,745 

興行募金 245,581 

合 計 22,641,802 

達 成 率 76.2% 

 

 

◎助成実績内訳表 

平成２７年度共同募金による平成２８年度Ｂ助成 

実績額     Ａ助成   事務・資材費    Ｂ助成 

24,423,440円－7,784,000円－3,002,000 円 ＝ 13,637,440 円 （単位：円） 

  都 城 山之口 高 城 山 田 高 崎 合 計 

目 標 額 20,841,000 1,264,000 2,910,000 1,932,000 2,758,000 29,705,000 

実 績 額 17,235,949 1,023,968 2,518,663 1,272,575 2,372,285 24,423,440 

A 助成 5,827,000 355,000 609,000 384,000 609,000 7,784,000 

事務・資材費 2,266,000 131,000 231,000 144,000 230,000 3,002,000 

Ｂ 助成 9,142,949 537,968 1,678,663 744,575 1,533,285 13,637,440 
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● 歳末たすけあい募金目標額  ３，９７６，０００円 

実   績   額        ３，０１７，０９９円（達成率：７５．９％） 

 

◎募金種別内訳表               （単位：円） 

            目標額 

 

種類 

合 計 

3,976,000 

戸別募金 2,130,787 

法人･篤志家 362,437 

街頭募金 82,989 

学校募金 193,680 

職域募金 109,053 

空缶募金 6,353 

興行募金 131,800 

合 計 3,017,099 

達 成 率 75.9% 

 
 

◎助成実績内訳表 

平成２８年度歳末たすけあい募金による平成２８年度助成 

実績額     事務費      助成金 

3,017,099円 － 140,000円 ＝ 2,877,099 円            

 

（単位：円） 

  合 計 

目 標 額 3,976,000 

実 績 額 3,017,099 

事 務 費 140,000 

差引助成金 2,877,099 

 

 

 



  １０５ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№  

事 業 名 
共同募金助成金事業 

高齢者福祉活動 

決算額 

（単位：円） 
537,000 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

    537,000  

事業概要 高齢者福祉活動への助成 

事業内容 

 

【都城地区】  2件／120,000円 

・高齢者クラブ活性化事業、三世代交流伝承事業 

 

 

【山之口地区】 1件／17,000円 

・会員相互交流屋外スポーツ大会 

 

 

【高城地区】  4件／251,000円 

・高城地区高齢者クラブ活性化事業 

・友愛訪問事業 

・敬老者の集いと地域ふれあい交流事業 

・社会参加活動・敬老活動 

 

 

【山田地区】  1件／19,000円 

・女性部活動紹介とアクセサリー作り 

 

 

【高崎地区】  2件／130,000円 

・健康ふれあい研修 

・小物作り事業 

 

 

事業成果 

高齢者相互の活動として、健康づくり・生きがいづくり・伝統行事を通じたふれあ

い交流事業等に助成することで、その活動の推進に努めた。 

また、各地区高齢者クラブ統一化を見据え、これまで要望のなかった高城地区高齢

者クラブでの活動を復活に働きかけ、地域交流の三世代運動会に助成を行った。 

平成２９年度からは、本所、各支所の高齢者クラブでの要望を１５地区高齢者クラ

ブ連合会での要望として統一し、単一クラブではなく、組織への助成を行っていく

ことで、活動の広がりや波及効果を期待したい。 



  １０６ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№  

事 業 名 
共同募金助成金事業 

障害児・者福祉活動 

決算額 

（単位：円） 
992,000 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

    992,000  

事業概要 障害児・者福祉活動への助成 

事業内容 

 

【都城地区】  11 件／678,000円 

・障害者関係事業（5 件） 

研修会、生涯学習、部活動支援、手話講習会、福祉施設見学・交流会 

・ボランテンィア関係事業（6件） 

  精神障害者自立支援活動、提供情報機器整備、研修、各種障がいを理解するた 

  めの学習会、難病患者及び家族支援、各種施設内交流、リハビリ指導、障害児 

  の陸上支援事業 

 

【山之口地区】 1件／28,000円 

・障害者社会参加交流事業 

 

【高城地区】  1件／93,000円 

・各種グランドゴルフ大会 

 

【山田地区】  3件／99,000円 

・交通、防犯グッズ配布事業、障がい者いきいきサロン事業、障害児健康交換に 

 よる交流学習会 

 

【高崎地区】  2件／94,000円 

・仲間づくり事業、健康推進事業、障害児情報交換による交流学習会 

 

事業成果 

障がい者の社会参加はもとより、各種障がい理解のための学習会や研修会に対して

も助成を行った。ただ、当事者による活動中心の団体が多く、会員が高齢化してお

り、今後の活動が危ぶまれる団体もあり、なかなか活動の広がりが期待できない状

況である。 

今後は、団体の横のつながりを通じて、活動の紹介や提案ができるような体制を作

り、共同募金による障害者福祉の理解と活動の充実に努めたい。 



  １０７ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№  

事 業 名 
共同募金助成金事業 

児童・青少年福祉活動 

決算額 

（単位：円） 
876,000 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

    876,000  

事業概要 児童・青少年福祉活動への助成 

事業内容 

 

【都城地区】  19 件／739,000円 

・広報啓発活動、青少年健全育成大会、善行児童表彰、地域交流駅伝大会、子ども

リーダー研修会、子育てサークル・サロン活動、施設訪問、ふれあい体験学習、野

外活動、子育て仲間づくり、食育講習会、ボランティア体験、世代間交流もちつき

大会、広報活動、おもちゃ病院、家族会サロン活動 

 

【山之口地区】 2件／41,000円 

・地域ふれあい交流活動、青少年健全育成啓発活動 

 

 

【高城地区】  1件／19,000円 

・児童健全育成活動 

【山田地区】  2件／77,000円 

・交流会・研修会、学校支援事業 

 

 

【高崎地区】  0件／0円 

 

 

事業成果 

地区社会福祉協議会をはじめとする地域の子育てサロンや、子育てサークル、青少

年健全育成・子育て支援活動を行うボランティア団体に対して助成を行った。審査

の結果、都城地区の青少年育成協議会においては、一律金額の助成とすることで、

今後の助成の統一化を図るための布石となった。 

また、今年度会員が０となり解散となった子育てサークルと、助成決定額が要望額

に満たないため、助成を辞退した地域のボランティア団体があり、二次募集を行っ

た結果、花植えを通じて地域住民との交流を図り、青少年の健全育成に繋がる活動

を行う学校支援ボランティアに対して助成を行った。今後も二次助成に対応できる

よう、また通常の一般募金助成に繋げることができるよう、日頃より地域と連携し、

ニーズキャッチに努めたい。 



  １０８ 

事業区分 法人運営 地域福祉 相談支援 在宅福祉 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

実施箇所 本  所 山之口支所 高城支所 山田支所 高崎支所 事業№  

事 業 名 
共同募金助成金事業 

住民全般福祉活動 

決算額 

（単位：円） 
11,232,440 

左の財源内訳 

補助金 受託金 その他の 

補助金等 
一般財源 

市 県社協 市 県社協 

    11,232,440  

事業概要 住民全般福祉活動への助成 

事業内容 

 

【都城地区】  33件／7,633,949円 

・人材育成、救急講習会、施設訪問、社会を明るくする運動啓発活動、自主防犯活

動、見守り活動、健康講習会、認知症カフェ、外国人等のサロン活動、地域福祉人

材養成研修会、清掃活動、社会奉仕活動、地域づくり勉強会、在宅介護者のつどい、

広報紙発行事業、男性料理教室、一人暮らし高齢者のつどい、ふれあい交流のつど

い、おじいちゃんクッキング、ふれあいウォーキング、軽度生活援助員のつどい、

子ども福祉育成事業、親子料理教室、研修活動、小地域座談会、ふれあい福祉まつ

り、ボランティアフェスティバル、福祉教育、福祉教育ボランティア学習学会、映

画上映会・当事者コンサート 

【山之口地区】 8件／451,968円 

・一人暮らし高齢者訪問事業、子育て支援訪問事業、社会を明るくする運動啓発活

動、研修会、環境美化活動、親子ふれあい広報紙発行 

【高城地区】  19件／1,287,663円 

・友愛訪問活動、施設訪問活動、地域ふれあい交流事業、夏まつり、敬老事業、総

合福祉的事業、配食活動、環境美化活動、見守り活動、世代間交流事業、福祉まつ

り、花いっぱい運動、福祉学習会、広報紙発行 

【山田地区】  9件／549,575円 

・地域福祉推進事業、地域福祉ボランティア活動、学習会、ふれあい交流会、施設

ボランティア活動事業 

 

【高崎地区】  10件／1,309,285円 

・ふれあい訪問事業、ボランティアまつり、いきいきサロン事業、保存食配布事業、

公民館福祉部設立支援事業、見守り訪問活動、地域実態把握活動、環境美化活動、

健康づくりふれあい交流会 

 

事業成果 

各地区社会福祉協議会をはじめ、地域ボランティア連絡協議会、自治公民館連絡協

議会、民生委員児童委員協議会等が実施する地域福祉事業に助成することで、地域

福祉の推進に努めた。また、新規活動として地域型認知症カフェや、都城で開催さ

れた福祉教育ボランティア学習学会、映画上映を通じてまちづくりへの参画や福祉

の向上を図る「映画福祉」の取組みに対して助成することで、共同募金の使い道に

ついて「見える化」を図り、募金を活用して新たな地域福祉活動が実践できた。 



  １０９ 
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