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平成２５年度社会福祉法人加賀市社会福祉協議会事業報告 

 

１．会務・組織運営 

１ 理事会を開催し、次の案件を審議し可決承認した。（開催回数 ４回） 

  開催年月日     議                   題 

平成 25 年 5 月 23 日 １）評議員の選任について 

２）平成 24年度事業報告及び歳入歳出決算について 

３）定款の変更について 

４）就業規則の一部改正について 

５）久藤基金管理運営規程の制定について 

６）収支予算の補正について 

 

平成 25 年 6 月 10 日 １）会長、副会長の選任について 

２）会長職務代理者の指名について 

３）評議員の選任について 

 

 

平成 25 年 12 月 20 日 

 

 

 

１）評議員の選任について 

２）苦情解決第三者委員の選任について 

３）収支予算の補正について 

 

 

平成 26 年 3 月 28 日 １）評議員の選任について 

２）平成 26年度事業計画について 

３）平成 26年度収支予算について 

４）給与規程別表の一部改正について 

 

 

 

 

２ 評議員会を開催し、次の案件を審議し可決承認した。（開催回数 ３回） 

  開催年月日     議                   題 

平成 25 年 5 月 23 日 １）理事の選任について 

２）監事の選任について 

３）平成 24年度事業報告及び歳入歳出決算について 

４）定款の変更について 

５）就業規則の一部改正について 

６）久藤基金管理運営規程の制定について 

７）収支予算の補正について 

 

 

平成 25 年 12 月 20 日 １）理事の選任について 

２）苦情解決第三者委員の選任について 

３）収支予算の補正について 

 

 

理事会 

 

評議員会 
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平成 26 年 3 月 28 日 

 

 

 

１）平成 26年度事業計画について 

２）平成 26年度収支予算について 

３）給与規程別表の一部改正について 

 

 

 

３ 正副会長会議（開催回数 ８回） 

  開催年月日     議                   題 

平成 25 年 4 月 16 日 

 

 

１） 役員人事について 

２） 理事会・評議員会について 

３） ６月理事会について 

４） 久藤基金について 

 

平成 25 年 5 月 16 日 １）理事会、評議員会について 

 

平成 25 年 6 月 7 日 １） 共同募金委員会について 

２） 市民福祉大会について 

 

平成 25 年 6 月 25 日 １） 市民福祉大会表彰について 

２） 地域福祉活動計画に基づく活動について 

３） 成年後見センターほっこりについて 

 

平成 25 年 9 月 10 日 

 

１） ふれあい食事会要綱改正並びに審査について 

２） 地域福祉活動計画評価について 

３） 地区社協聞き取り調査について 

４） 見守りネットワーク研修会について 

５） 補正予算について 

 

平成 25 年 10 月 22 日 

 

１） 高齢者デイサービス事業について 

２） かがりび作品展審査について 

３） 市民会館会議室利用について 

４） 理事会、評議員会について 

 

平成 25 年 11 月 12 日 ★市長表敬 

１） 地域福祉活動計画各委員会委員について 

２） 見守りネットワーク研修会について 

３） 成年後見センターほっこりついて 

４） 高額寄付金受領報告について 

５） 高齢者デイサービス事業について 

６） 生活支援サポーター養成講座について 

７） 傾聴ボランティアについて 

平成 25 年 12 月 13 日 １）理事会・評議員会について 

２）職員人事について 

３）マネジメントレビュー開催について 
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平成 26 年 3 月 18 日 １）理事会・評議員会について 

２）児童センターについて 

３）他機関助成金について 

４）寄贈物品について 

 

 

４ 監事会（開催回数 １回） 

  開催年月日     議                   題 

平成 25年 5月 15日 平成 24年度事業及び歳入歳出決算について 

 

 

５ 地域福祉部会（開催回数 ７回） 

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

  開催年月日     議                   題 

平成 25 年 5 月 21 日 １） 市社協の理事・評議員の推薦について 

２） 平成 25年度の予定について 

３） 地区社会福祉協議会について 

４） 福祉協力員について 

５） 地域見守りネットワーク活動について 

６） 加賀市民福祉大会における被表彰者の推薦について 

７） 加賀市社協会費について 

 

平成 25 年 7 月 16 日 １） 加賀市民福祉大会について 

２） 地区社協聞取り訪問について 

３） 見守り活動と福祉協力員について 

４） 視察研修について 

 

平成 25 年 9 月 17 日 １） 地区社協活動補助金並びに福祉協力員活動補助金について 

２） ふれあい食事会について 

３） 各地区敬老会について 

４） 地域おたっしゃサークル試行事業について 

５） 地域福祉活動計画について 

６） 視察研修について 

７） 共同募金について 

 

平成 25 年 11 月 14 日 

～ 11月 15日 

先進地視察研修会（七尾市社会福祉協議会） 

１）地域福祉活動計画について 

２）小地域活動について 

３）地域福祉推進員について 

 

平成 25 年 11 月 19 日 

 

１） 地域見守りネットワーク活動について 

２） 地区座談会について 

３） 福祉協力員について 

４） 地区担当者見守り研修会について 

５） 平成 25年度歳末たすけあい運動について 

６） 視察研修報告について 

７） ふれあいサロンについて 

 

 

七尾市社協視察 
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西 彰 様 

          

平成 26 年 1 月 21 日 １） 地域見守りネットワーク活動、福祉協力員地区座談会につい

て 

２） 地域福祉活動計画について 

３） 共同募金について 

４） 第３回ボランティアの集いについて 

５） 次年度地域福祉部会の開催について 

 

平成 26 年 3 月 18 日 １）福祉協力員について 

２）地域見守り活動について 

３）次年度地域福祉部会について 

 

 

２．社会福祉協議会事業 

１ 自主財源確保の取組み 

（１）会員の拡充 

①一般会費 １世帯  １５０円 ２１，４７３世帯   （３，２２０，９５０円） 

②賛助会員 １口 １，０００円    ４５６口      （４５６，０００円） 

③特別会員 １口 ５，０００円     １３口   （１１件：６５，０００円） 

 

 

（２）寄附金の受付 

①社会福祉寄附金   ３８件    （７２３，３６２円） 

②車イス購入寄附金         （２４３，８４５円） 

 

 

（３）寄附物品の受付 

① プルタブ        ３５０件  約１，０７２ｋｇ 

② 使用済み切手       １２７件     約２０ｋｇ 

③ インクカートリッジ    ８６件 

④ ベルマーク        ３６件 

⑤ 書き損じ葉書、未使用葉書、菓子、韓国のり、

花鉢など 

 

 

（４）高額寄附（１０万円以上の寄附者紹介） 

①セレモニーホール斎苑かが 様 

      ・受領日  平成２５年９月３０日 

      ・寄附金額 １００，０００円 

 

②山中温泉加美谷台  西    彰 様 

・受領日  平成２５年１１月１１日 

      ・寄附金額 ２００，０００円 

 

③加賀市グラウンドゴルフ協会 様 

  ・受領日 平成２６年１月１５日 
加賀市グラウンドゴルフ協会 様 

 

加賀市グランドゴルフ協会 
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車イス贈呈式 

  

障がい者スポーツ大会 

          

 

 

  ・寄附金額 １４０，０００円 

 

④株式会社 大同ゼネラルサービス 様 

  ・受領日  平成２６年１月 

  ・寄贈物品 遊具他 １０種 

（合計 ４２１，７６０円相当） 

                      

     

（５）車イス寄贈 

   【贈呈日】平成２６年３月２８日 

    【車いす台数】４台（軽量２台・スレンダー２台） 

     【保管先】 加賀市社会福祉協議会 

     

 

（６）助成金事業 

①地域見守り体制強化事業 

【助成元】 石川県社会福祉協議会 

【助成金額】１５０，０００円 

【事業名】 見守りネットワーク事業の強化（地域福祉活動欄に掲載） 

 

②ジュニアボランティア体験事業 

     【助成元】 石川県社会福祉協議会 

【助成金額】２００，０００円 

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

 

③地域福祉・ボランティア活動振興事業 

【助成元】 石川県社会福祉協議会 

【助成金額】３００，０００円 

【事業名】 傾聴ボランティア養成講座ほか（ボランティア事業欄に掲載）  

 

 

（７）民間企業等からの社会貢献活動 

① レジ袋代金の寄附（レジ袋有料化に伴う購入原価を除く全額を寄附） 

・ ㈱佑企 

② 行事への支援 

イ． 慰霊式（４社） 

・ 株式会社 加賀土石建設 

・ 株式会社 スガモトテント 

・ 有限会社 ピクセル 

・ 上田商事 

ロ． 障がい者スポーツ大会（１０社） 

・ 小川建設株式会社 

・ 株式会社 御菓子城加賀藩    

・ 株式会社 加賀福祉サービス  

・ 株式会社 ダスラー 

・ 佐々木プリント株式会社 

大同ゼネラルサービス 様 

 

加賀市グランドゴルフ協会 
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高齢者デイサービス 

（七夕会） 

 

はつらつデイサービス 

（加賀高生との交流会） 

・ 社団法人 加賀建設業協会 

・ 社会福祉法人 南陽園 

・ セブン‐イレブン 加賀市役所前店 

・ 竹内製菓株式会社 

・ トータルオフィス織田 

ハ．ボランティアの集い（３社） 

・ 株式会社 ダスラー 

・ 株式会社 幸栄堂 

・ 株式会社 御菓子城加賀藩 

 

２ 地域福祉活動 

 

（１） 社協自主事業 

① 日常生活支援ボランティア派遣事業｢いきいきサービス｣ 

イ． 利用会員      １５名  

ロ． 協力会員      １２名 

ハ． 活動延べ回数   ２０４回 

ニ． 活動延べ時間  ２５９時間 

ホ． 活動支援内容  入院中洗濯・買い物、通院支援、掃除、買い物等 

 

② 高齢者デイサービス 

イ． 開催日  毎週火曜日  

午前１０時～午後２時３０分 

ロ． 登録者数    １０名（平成２６年３月末現在） 

ハ． 延べ開催数   ４６回 

ニ． 延べ参加者数 ４８１名 

ホ． 内 容  食事、軽体操、レクリエーション等 

ヘ． 場 所  河南地区会館 

 

③ はつらつデイサービス事業 

イ． 対象者 市内在住の身体障害者手帳をお持ちの  

    方 

ロ． 内 容 日常動作訓練（軽体操・レクリエーショ 

ン等） 

ハ． 開催場所   河南地区会館 

ニ． 開催数         ４８回 

ホ． 参加実人数       ３６人 

ヘ． 参加延人数  １，１６５人 

 

④ 福祉協力員設置事業 

 
福祉協力員設置町内数 

（全体２８５町） 
福祉協力員数 男性 女性 

平成２５年度 １５９町（５５．７％） ３７６名 ２５５名 １２１名 

平成２４年度 １５３町（５３．７％） ３３４名 ２２１名 １１３名 

対  比 ６町増 ４２名増 ３４名増 ８名増 
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⑤ 車両運行事業 

イ． 移送サービス事業（おでかけ号運行） 

１） 福祉有償運送事業認可取得での事業車両 

２号  トヨタハイエース（日本財団寄贈） 

            ３号  日産キューブ（金沢信用金庫寄贈） 

           ７号  トヨタハイエース（中外製薬㈱寄贈） 

２） レンタカー事業者としての事業車両 

           ５号  ホンダライフ（石川県信用金庫協会寄贈） 

           ６号  日産キューブ（金沢信用金庫寄贈） 

３） 平成２５度登録者    ５２名 

４） 運転手          ８名 

 

ロ． マイクロバス運行事業 

        地区社協並びに障がい者団体などの事業に対し運行した。 

        ・運行回数  ５３回 

 

⑥ 福祉普及宣伝活動 

社会福祉協議会や社会福祉の情報を中心とした内容で広報紙「あいあい」を配布。 

イ． 年６回（４．６．８．１０．１２．２月） １０，０００部 

ロ． 社協のしおり作成  １，０００部 

ハ． ぼらんてぃあだより １，５００部 

ニ． ホームページの更新 

  

利用月 利用料(円) 
利用回

数（回） 

有償利用 

回数(回) 

有償利用料 

(円) 

レンタカー 

利用回数(回） 

レンタカー 

利用料(円) 

新規登

録者数

(人) 

Ｈ25.4 72,170 62 47 48,120 15 24,050 40 

5 49,720 41 28 27,820 13 21,900 1 

6 61,700 50 27 29,775 23 31,925 1 

7 68,035 49 32 31,985 17 36,050  

8 52,440 49 35 31,490 14 20,950 1 

9 45,695 35 20 18,170 15 27,525 1 

10 58,660 53 30 24,510 23 34,150 2 

11 60,445 69 50 34,895 19 25,550 1 

12 56,145 54 36 27,820 18 28,325 2 

H26.1 43,375 41 29 25,775 12 17,600 1 

2 57,280 42 32 31,255 10 26,025 1 

3 60,785 56 39 31,260 17 29,525 1 

合計 686,450 601 405 362,875 196 323,575 52 

月平均 57,204 50 34 32,948 16 26,965  
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⑦ 物品貸出し事業 

★車イスの貸出し  

・ 貸出し延べ台数 ２６８台 

・ 利用目的  旅行、病気療養、冠婚葬祭など 

 

⑧ イベント機材の貸出し  

イ． 綿菓子機       ２９回 

ロ． ポップコーン機    ２３回 

ハ． かき氷機       １０回 

ニ． パイプテント      ４回 

 

⑨ レクリエーション機器の貸出し  

イ． 輪投げ        ２２件 

ロ． フライングディスク   ９件 

ハ． バリアフリーディスク １７件 

ニ． バッゴ―       ２９件 

ホ． その他        ６０件 

 

⑩ 地域福祉活動計画専門委員会 

【開催状況】 

・ 第１回  平成２６年１月２１日（火） 

・ 第２回  平成２６年２月２０日（木） 

・ 第３回  平成２６年３月１９日（水） 

イ． 学習プログラム委員会 

・ 地区で行う学習や健康プログラムの作成、開

発を検討 

・ まとめ 

１） 地域の伝統文化を伝える 

２） さりげなく活動する 

３） 福祉のことを知る 

ロ． 事業評価委員会 

・ 社協事業の評価方法を検討 

 

輪投げ 

 

オーバルボール 

 

第１回委員会 
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地区会長並びに担当職員研修会 

 
報告会 

 

・ まとめ 

１） 課題のある事業をピックアップする 

２） 事業の進捗状況を確認する 

３） 継続して評価方法を検討する 

ハ． 広報委員会 

・ 広報誌の内容、発行などについて検討 

・ まとめ 

１） 全戸配布 

２） 地区広報誌に情報の掲載依頼 

３） 編集員会の設置 

４） 公共施設や各種団体に配布する 

ニ． 福祉活動資金委員会 

・ 福祉活動に必要な経費の確保、見直しを検討 

・ まとめ 

１） 地区社協に還付できる仕組みを作る 

２） 法人会費を増額する 

３） 募金箱の設置 

 

 

（２）地域見守り体制強化事業（県社協助成事業） 

 

① 座談会、研修会の開催 

平成２５年 

９月１７日 第１回見守りネットワーク会議 

１０月２１日 大聖寺地区座談会（4回開催） 

１１月１９日 第２回見守りネットワーク会議 

２６日 三谷地区座談会 

２６日 山代地区座談会（5回開催） 

２６日 地区会長並びに担当職員研修会 

  １２月２０日 理事会、評議員会で事業説明 

平成２６年 

１月２１日 第３回見守りネットワーク会議 

２月１９日 橋立地区座談会 

２０日 役員研修会 

３月１８日 第４回見守りネットワーク会議 

   

② 資材等の作成 

イ． 地域見守りネットワークの手引き（第４版） 

ロ． 見守り活動報告書 

 

（３）受託事業 

① 地域見守りネットワーク支援活動事業 

イ． 地区座談会（説明会）への参加（３３回・延べ６３７人参加） 

５月１７日（金）三谷地区 

５月２４日（金）片山津地区 

５月２４日（金）山中地区 

 
橋立地区 
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男のゴールデンタイム 

６月１０日（月）片山津地区 

６月１４日（金）金明地区 

６月２２日（土）片山津地区 

７月１０日（水）東谷口地区 

７月１３日（土）作見地区 

７月２３日（火）動橋地区 

７月２６日（金）湖北地区 

７月２９日（月）分校地区 

７月２７日（水）勅使地区 

８月２０日（火）動橋地区 

８月２１日（水）勅使地区 

８月２７日（火）大聖寺地区 

８月２７日（火）南郷地区 

１０月２１日（月）大聖寺地区（第１ブロック） 

１０月２５日（金）三木地区 

１０月２６日（土）大聖寺地区 

１１月 ６日（水）大聖寺地区（第２ブロック） 

１１月 ７日（木）大聖寺地区（第３ブロック） 

１１月 ８日（金）大聖寺地区（第４ブロック） 

１１月２０日（水）大聖寺地区 

１１月２６日（火）三谷地区 

１１月２６日（火）山代地区（民児協） 

 ２月 ４日（火）塩屋地区 

 ２月１９日（水）橋立地区 

 ２月２４日（月）庄地区 

 ２月２６日（水）山代地区（１班） 

 ２月２７日（木）山代地区（２班） 

 ２月２８日（金）山代地区（３班） 

 ３月 ３日（月）山代地区（４班） 

 ３月３０日（日）山中地区 

ロ． 研修会の開催 

１） 地区担当者見守り研修 

・ 開催日  １１月２６日（火） 

・ 時間   １６時～１８時 

・ 会場   市民会館大ホール 

・ 講師   社会福祉学博士 山田宜廣 氏 

・ 参加者数  ５６名 

２） 男のゴールデンタイム 

A) これからの人生について 

・ 開催日  １２月１０日（火） 

・ 時間   １３時３０分～１５時 

・ 会場   山中温泉はるる 

・ 講師   自己開発研究所長 後庵正治 氏 

・ 参加者数  １１名 

B) 高齢者の食事について 

・ 開催日  ３月３日（月） 

 

東谷口地区 

 

勅使地区 

 

三木地区 

 

金明地区 

 

動橋地区 
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・ 時間   １３時３０分～１５時 

・ 会場   山中温泉はるる 

・ 講師   山中温泉しらさぎ苑 管理栄養士 吉村真奈美 氏 

・ 参加者数  １４名 

ハ． 活動資材の作成 

A) 地域見守りネットワークの手引き（第４版） 

B) 見守り活動報告書 

C) 見守りネットワーク連絡図など 

 

② 加賀市民福祉大会 

・ 期 日  平成２５年７月２０日(土) 

・ 場 所  加賀市市民会館 大ホール 

・ テーマ  『だれもがいきいきと暮らせ、 

心豊かな地域社会の実現』  

・ 参加者  ３３２人 

・ 表彰式  社会福祉活動功労者５２ 

名・４団体の表彰 

・ 障がい福祉啓発講演 

演題「みんなで考えよう障がい者の気持ち―発達障がい―」 

講師 堀江まゆみ氏（白梅学園大学教授）  

 

③ 戦没者慰霊式 

・ 期 日  平成２５年５月２６日(日) 

・ 場 所  加賀市忠霊塔前 

・ 参列者  ２５４人 

・ 趣 旨  西南の役以降の戦争における全戦没者に対し、加賀市として追悼 

の誠をささげるため慰霊式を開催した。 

・ 内 容  政教分離の原則にのっとり、全員が献花する無宗教式で行った。 

献花用花を小学生ボランティアが参列者に手渡した。 

                         

※協賛 株式会社 加賀土石建設  

株式会社 スガモトテント 

有限会社 ピクセル 

上田商事 

④ 相談業務 

★生活福祉資金貸付業務 

生活福祉資金に関する業務を次のとおり行った。 

 

市民福祉大会 
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イ．相談件数                        （単位：件） 

  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 前年度対比 

４月 116 30 82 52 

５月 128 36 58 22 

６月 105 55 61 6 

７月 71 51 58 7 

８月 71 35 43 8 

９月 57 77 25 -52 

１０月 43 55 40 -15 

１１月 38 51 44 -7 

１２月 39 45 31 -14 

１月 46 39 36 -3 

２月 53 48 38 -10 

３月 50 62 26 -36 

計 817 584 542 -42 

 

      ロ．種類別件数（平成２５年４月～２６年３月）          （単位：件） 

  総合支援資金 福祉資金 
教育支援 

資金 

不動産 

担保型 

生活資金 

臨時特例

つなぎ 

資金 

計 

  

生活 

支援費 

住宅 

入居費 

一時生活 

再建費 
福祉費 

緊急 

小口 

４月 46   11 24 1   82 

５月 36   13 7 2   58 

６月 37   10 140    61 

７月 32   5 20  1  58 

８月 14   10 18 1   43 

９月 11   7 7    25 

１０月 21       4 13  2  40 

１１月 13       9 12 10   44 

１２月 8   7 10 5 1  31 

１月 10       5 14 7   36 

２月 14       7 8 9       38 

３月 2   7 9 8   26 

合計 244   95 156 43 4  542 

 

    ハ．地区民児協別貸付件数 

           （貸付額単位 千円） 

地  区 

民児協名 

総合支援 緊急小口 臨時特例つなぎ 福祉 教育支援 合計 

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

大聖寺             

山代 6 1,740 14 1,120   2 1,373 5 2,018 26 6,251 

片山津 1 43 1 100     1 590 2 143 

作見   2 200       2 200 

動橋・分校             
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橋立             

三谷・南郷   1 100       1 100 

三木・塩屋             

山中 3 1332 5 320   2 399   9 1,951 

合 計 10 3,115 22 1,840   4 1,772 6 2,608 41 8,709 

 

ニ．貸付金額 

   a．福祉資金    １，７７２，０００円（ ４件） 

   b．総合支援資金  ３，１１５，０００円（１０件） 

   c．緊急小口資金  １，８４０，０００円（２２件） 

   d．臨時特例つなぎ         ０円（ ０件） 

   E. 教育支援    ２，６０８，０００円（ ６件） 

 

 

 

（４）補助、助成事業 

   ①共同募金の配分として市内にある福祉団体に対して活動補助を行なった。（１９団体） 

配分先 事業内容 配分金額（円） 

三木地区社会福祉協議会 備品整備 140,000 

湖北地区社会福祉協議会 備品整備 100,000 

作見地区社会福祉協議会 備品整備 53,000 

山中地区社会福祉協議会 備品整備 100,000 

庄地区社会福祉協議会 備品整備 30,000 

片山津地区社会福祉協議会 備品整備 75,000 

ケアハウス和 備品整備 100,000 

加賀市母子寡婦福祉協会 交流事業 50,000 

夢うさぎ 備品整備 80,000 

くれよんめいと 農業体験・食育・交流事業 40,000 

加賀市リハビリ友の会 地域グループ活動活性化事業 40,000 

伊奈美園 備品整備 200,000 

加賀市点訳グループ アイパル 備品整備 150,000 

朋友会 備品整備 124,000 

幸徳園 備品整備 181,800 

加賀おやこ劇場 備品整備 80,000 

東和中学校 児童生徒ボランティア補助金 50,000 

金明小学校 児童生徒ボランティア補助金 50,000 

加賀市社会福祉協議会 

広報誌あいあい発行事業 502,333 

高齢者デイサービス事業 200,000 

障がい者デイサービス事業 150,000 

合   計 2,496,133 

②福祉協力校補助 

     市内１小学校・１中学校に対し福祉協力校として活動補助を行なった。 

        ・県指定校（３年間  県補助 100,000円）錦城中学校・分校小学校・錦城東小学校・ 

片山津小学校・錦城小学校・橋立中学校         
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加賀市総合防災訓練 

③ふれあい食事会への助成 

       市内６地区(動橋.片山津.湖北.三木.金明.塩屋)で高齢者を対象に食事会および配食

サービスが開催され、地区社会福祉協議会へ助成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ④福祉協力員活動補助 

      福祉協力員を設置している地区社会福祉協議会に対し補助した。 

     ・１７地区 

 

 

  （５）災害時に向けての取り組み 

① 加賀市総合防災訓練 

・ 期日   ８月４日（日） 

・ 会場   山代中学校体育館 

・ 訓練内容 災害ボランティアセンター 

     開設・運営訓練 

・ 参加職員数  ４名 

② 会議の参加 

・ 加賀市見守り支えあいネットワーク 

連絡会 

・ 加賀市見守り支えあい計画作業部会 

 

         

（６）ＩＳＯ 

    ①認証取得有効期間 ２０１２年９月５日から２０１５年９月４日（３年間）    

    ②ISO更新審査 平成２５年８月２日（金） 

    ③認証範囲〔社会福祉サービスの提供〕 

イ． 移送サービス 

ロ． ボランティアセンター事業 

ハ． 山代児童センター運営事業 

    ④マネジメントレビュー開催 

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

社協の運営状況の報告を受け、運営改善のための指示を行う会議〕 

       開催日  平成２４年度後期報告 平成２５年５月１日（水） 

            平成２５年度前期報告 平成２５年１２月２６日（木） 

 

    ⑤ISO内部監査 

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

ター、６児童センター、システム〕 

 

三木地区食事会 

 

動橋地区食事会（児童センター児童参加） 
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         平成２５年度前期分実施日 １０月７日（月）～１０月２１日（月） 

         平成２５年度後期分実施日 ３月１７日（月）～３月２４日（月） 

    ⑥報告件数 

      ・不適合サービス    ２件 

      ・予防処置報告    ２５件 

      ・教育実施記録提出 １０８件 

    

 

 

３ 福祉サービス利用支援事業（日常生活利用援助事業） 

 

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

や日常的な金銭管理のお手伝いをします。 

（１）生活支援員について 

      生活支援員登録人数 １１人（実働人数 １１人） 

① 生活支援員意見交換会の開催 

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

と支援活動について意見交換を行うことを目的に開催した。 

・第１回 平成２５年 ７月 ８日（月） 

 事務連絡 

 昨年度の実績確認と現在の活動について 

      ・第２回 平成２５年１１月２０日（水） 

        事務連絡 

        記録について確認しましょう 

② 平成２５年度福祉サービス利用支援事業生活支援員登録者研修会 

・ 日 時 平成２５年 ９月 ５日（木） 

・ 場 所 石川県青少年総合研修センター 

・ 内 容 主な精神疾患の理解、精神疾患を抱える方の生活上の問題、精神疾患を 

抱える方との関わり方 

・ 参加者 ５名      

③ 平成２５年度福祉サービス利用支援事業生活支援員現任者研修会 

・ 日 時 平成２５年１１月２２日（金） 

・ 場 所 石川県青少年総合研修センター 

・ 内 容 利用者の理解の仕方（特に利用者のアセスメント）、利用者のより良い 

生活のために用いる援助方法、記録の書き方、グループワーク 

・ 参加者 ６名 

 

（２）相談件数【平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日】      （単位：件） 

 

    ※かが成年後見センター「ほっこり」設置・運営事業も含む。 

対象者 

福祉サービス利用支援事業及び成年後見制度に関するもの 

その他 合 計 認知症 

高齢者 

知 的 

障害者 

精 神 

障害者 
その他 

件 数 1,018 304 319 28 12 1,681 
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「ほっこり」開設 

 
「ほっこり」開所式 

 

（３）契約について【平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日】      （単位：件） 

 

        対象                     

内容 
認 知 症 

高 齢 者 
知的障害者 精神障害者 その他 合 計 

平成 25 年

度契約者

数 

平成 25 年度

契約者数 
12 1 4 0 17 

うち生活保護

受給者 
8 1 2 0 11 

契約者数総計 105 8 9 1 123 

契約内容 

福祉サービス

利用援助 
12 1 4 0 17 

日常的金銭管

理サービス 
12 1 4 0 17 

書類等の預か

りサービス 
7 0 1 0 8 

その他独自サ

ービス 
0 0 0 0 0 

合  計 31 2 9 0 42 

 

 

４ かが成年後見センター「ほっこり」設置・運営事業 

 

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

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

★４月１日かが成年後見センター「ほっこり」開所 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）相談・支援について 

① 相談件数【平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日】      

１，６８１件  ※福祉サービス利用支援事業再掲 

 

② 申立て支援について【平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日】 
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運営委員会 

 

NO. 住居状況 年齢 性別 利用者状況 申立て方法 後見人等 

1 施設入所 86 女性 認知症高齢者 市長申立て 
社会福祉士

会 

2 施設入所 78 女性 

高齢者 

（物忘れ、精神

状況が不安定） 

市長申立て 加賀市社協 

3 施設入所 69 女性 

高齢者 

（脳梗塞、判断

能力の低下） 

市長申立て 継続中 

4 GH入所 81 女性 認知症高齢者 
家族・親族

申立て 
司法書士会 

5 施設入所 91 女性 

認知症高齢者 

（幻覚、被害妄

想） 

家族・親族

申立て 
× 

6 施設入所 90 女性 認知症高齢者 
家族・親族

申立て 
継続中 

7 病院入院中 82 女性 認知症高齢者 
家族・親族

申立て 
継続中 

 

 

 （２）運営委員会・受任委員会について 

① 運営委員会の開催について 

イ． 第１回 平成２５年 ６月１７日（月） 

・ 運営委員会のメンバー紹介 

・ 経過報告について 

・ 議題 

１） 委員長・副委員長の選出について 

２） かが成年後見センター「ほっこり」事

業について 

３） 報告について 

ロ． 第２回 平成２５年１１月１８日（月） 

・ かが成年後見センター「ほっこり」事業（中間報告）について 

・ 相談実績報告について 

・ 受任委員会について 

・ 研修について 

・ 受任について 

・ 今後の予定について 
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受任委員会 

 

PR 研修会 

ハ． 第３回 平成２６年３月２６日（水） 

・ 平成２５年度かが成年後見センター「ほっこり」事業について 

・ 相談実績報告について 

・ 受任委員会について 

・ 研修報告について 

・ 申立て支援・受任報告について 

・ 次年度について 

 

② 受任委員会について 

イ． 第１回 平成２５年６月４日（火） 

・ 委員長・副委員長の選出について 

・ 今後の受任委員会の進め方について 

・ 委員会の運営について 

・ 情報提供のあり方について 

・ 委員会の開催日について 

ロ． 第２回 平成２５年７月９日（火） 

・ フェイスシートについて 

・ 今後の受任委員会の進め方について 

・ 情報提供のあり方について 

・ 委員会の開催日について 

ハ． 第３回 平成２５年８月１３日（火） 

・ フェイスシートについて 

ニ． 第４回 平成２５年９月１０日（火） 

・ 結果報告について 

・ 今後の受任委員会について 

ホ． 第５回 平成２６年２月７日（金） 

・ 受任報告について 

・ ２件ケースの受任について 

 

 

 （３）研修について 

① 開催事業について 

イ． かが成年後見センター「ほっこり」PR研修会 

        目的：地域の見守り活動を積極的に行っている民生児童委員を対象に、加賀市に 

おける権利擁護・成年後見制度の相談、支援を行う「かが成年後見センタ 

ーほっこり」が開所されたことの PRと制度の普及にむけた研修を開催する。 

        日時：平成２５年９月～１０月 

        対象：加賀市ある９地区民生児童委員協議会（８地区で開催） 

        内容：司法書士会員との協働による寸劇 

           ・成年後見制度とは… 

           ・かが成年後見センターについて 

ロ． 市民後見人養成講座修了生と生活支援員合同フォローアップ研修会 

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

ス利用支援事業における生活支援員の方々を対象に認知症高齢者や判断能 
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フォローアップ研修会 

力が不十分な障がい者との「かかわり」 

「信頼関係の構築」について講義、演習 

を通じて学び、今後のボランティア活動 

や地域福祉活動に活かすことを目的と 

する。 

        日時：平成２６年１月１８日（土）  

午後１時３０分～４時３０分 

        内容：成年後見人による判断能力が不十分な 

方々とのかかわりについて 

           ・講義&演習 

           ・講師：中村浩幸氏 

（一般社団法人石川県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ石川会員） 

 

② 職員派遣事業について 

イ． 聴覚障がい者の生活教室 

        日時：平成２５年６月２５日（火）午後１時～３時 

        会場：加賀市民会館 

        内容：かが成年後見センター「ほっこり」について 

ロ． ソーシャルワーカー勉強会 

        日時：平成２５年１０月１６日（水） 

        会場：加賀市民病院 地域医療連携室相談室 

        内容：日常生活自立支援事業と成年後見制度について 

           ・「権利擁護」について 

           ・成年後見制度についてエピソードから知る 

           ・市民後見人の現状について 

ハ． 篤豊会居宅ケアマネジャー内部研修会 

        日時：平成２５年１０月１８日（金）午後３時～４時３０分 

        会場：加賀中央地域交流ホーム 

        内容：成年後見制度を学ぶ 

           ・事例を通して制度を理解する（制度活用のタイミングや流れなど） 

           ・質疑応答 

ニ． 平成２５年度障害者相談支援従事者研修（現任研修）会 

       日時：平成２６年２月１８日（火）午前９時３０分～１２時 

       会場：石川県庁 

     内容：地域生活支援事業等について 

          ・かが成年後見センター「ほっこり」活動報告 

ホ． 成年後見制度・市民後見人にかかる担当者連絡会 

     日時：平成２６年３月１７日（月）午後１時３０分～４時 

       会場：石川県地場産業振興センター本館 

     内容：市民後見人のバックアップ体制構築及び成年後見センターの取り組み 

ヘ． 加賀市ケアマネジャー連絡会 

        日時：平成２６年３月１９日（水）午後１時３０分～３時 

        会場：加賀市市民会館 

        内容：かが成年後見センター「ほっこり」について 

 

③ 職員研修について 
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イ． 無料成年後見相談会及び成年後見講座 

        日時：平成２５年１０月９日（水）午後１時～２時３０分 

        会場：金沢市ものづくり会館 

        内容：事業者向け成年後見制度講座（後見事例紹介、よくある質問と解説、介護 

事故の事例等） 

        主催：公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート石川県支部 

 

ロ． 成年後見講座（入門編・実践編） 

        日時：（入門編）平成２５年１１月６日（水）午前１０時～午後３時３０分 

           （実践編）平成２５年１１月１２日（火）、１４日（木） 

                             午前１０時～午後３時３０分 

        会場：武生商工会館 

        内容：成年後見制度の概要、成年後見人等の業務、社会福祉・権利擁護制度概要、 

消費者被害、対象者の特性、申立事務等 

        主催：社会福祉法人福井県社会福祉協議会、福井県 

ハ． 権利擁護支援フォーラム inかわごえ 

        日時：平成２６年１月１１日（土）午後１時３０分～４時３０分 

        会場：東京国際大学第２キャンパス 

        内容：○基調講演「権利擁護支援センターの意義と役割について」 

            講師 北野誠一氏 

           （西宮市権利擁護支援センター運営委員長、内閣府障害者政策委員会委員） 

           ○パネルディスカッション 

            テーマ「地域での権利擁護支援をどう進めるか」 

        主催：全国権利擁護支援ネットワーク 

ニ． 第９回権利擁護・虐待防止セミナー 

        日時：平成２６年２月２１日（金）午前１０時３０分～午後４時３０分 

        会場：全社協・灘尾ホール 

        内容：○講演「現代の家族の変容と支援を考えるー今、家族に何が起こっている 

のか？」 講師 山崎美貴子氏（神奈川県立保健福祉大学 顧問） 

           ○実践報告 

 

 

５．ボランティアセンター事業 

 

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

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

 

（１） 啓発情報提供  

①ボランティア相談 

ボランティア関係についての相談について情報提供を行なった。 

相談件数  ３１９件（月平均約３３件） 

②ボランティアだよりの発行 

      ボランティア講座、募集情報などをボランティアセンター登録者などに対して配布し、

啓発を行った。 
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      年間 ３回発行（№74、№75、№76）  

発行部数 １，０００部/回 

③ボランティア情報コーナー活用 

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

関する情報の掲示を行った。 

④みんなでやさしいまちづくり教室 

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

を深めた。   

 

 

平成２５年度 みんなでやさしいまちづくり教室 実施一覧 

  教室名 ひにち 学校名 学年 
人

数 

  
教室名 ひにち 学校名 学年 

人

数 

1 手話 2月 7日 動橋小 5年生 31 34 歩行 10月 8日 金明小 5年生 20 

2 手話 3月 4日 聖城高 1年生 12 35 歩行 10月 31日 緑丘小 3.4年生 15 

3 手話 5月 28日 聖城高 1年生 12 36 歩行 11月 1日 分校小 4年生 17 

4 手話 6月 6日 山中中 3年生 30 37 歩行 12月 3日 三谷小 4年生 8 

5 手話 6月 13日 山中小 4年生 42 38 歩行 12月 13日 湖北小 3年生 13 

6 手話 6月 27日 山代小 4年生 114 39 車いす 6月 11日 作見小 ４年２組 26 

7 手話 7月 4日 錦城小 4年 1組 28 40 車いす 6月 20日 作見小 ４年１組 26 

8 手話 7月 5日 錦城小 4年 2組 28 41 車いす 6月 24日 山中小 4年生 21 

開催内容 
実施回数 

Ｈ２５年度 Ｈ２４年度 

聞こえに障がいのある人への理解（手話） １６回 １５回 

視覚に障がいのある人への理解（点字） １３回 １８回 

視覚に障がいのある人への理解（誘導） ９回 ７回 

車いすを利用している人への理解 １４回 １０回 

高齢者の理解 ８回 １２回 

こころの健康について １回 ２回 

福祉に関する講義 ３回 １回 

 ６４回 ６５回 

   
手話 高齢者の理解 車いす体験 

   
点字 誘導 こころの病気 
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9 手話 9月 5日 庄小 3.4年生 37 42 車いす 6月 26日 山中小 4年生 21 

10 手話 9月 17日 東和中 1年生 32 43 車いす 6月 27日 山代小 4年生 114 

11 手話 9月 27日 聖城高 1年生 12 44 車いす 7月 4日 錦城小 4年 2組 28 

12 手話 10月 8日 金明小 3年生 25 45 車いす 7月 5日 錦城小 4年 1組 28 

13 手話 11月 12日 菅谷小 3.4年生 6 46 車いす 9月 17日 東和中 1年生 32 

14 手話 11月 15日 湖北小 3年生 13 47 車いす 10月 24日 緑丘小 3.4年生 15 

15 手話 12月 3日 聖城高 1年生 12 48 車いす 11月 8日 分校小 4年生 17 

16 手話 12月 10日 黒崎小 3.4年生 6 49 車いす 11月 13日 錦城東小 ４年１組 25 

17 点字 6月 6日 山中中 3年生 29 50 車いす 11月 14日 錦城東小 ４年２組 26 

18 点字 6月 11日 作見小 ４年１組 26 51 車いす 11月 26日 湖北小 4年生 27 

19 点字 6月 20日 作見小 ４年２組 26 52 車いす 12月 10日 黒崎小 5.6年生 8 

20 点字 6月 20日 山中小 4年生 42 53 高齢 6月 6日 山中中 3年生 29 

21 点字 9月 5日 三木小 4年生 10 54 高齢 6月 10日 橋立中 3年生 24 

22 点字 9月 17日 東和中 1年生 32 55 高齢 6月 28日 河南小 4年生 12 

23 点字 9月 24日 橋立小 4年生 18 56 高齢 9月 17日 東和中 1年生 32 

24 点字 10月 4日 河南小 4年生 12 57 高齢 9月 26日 錦城小 4年 2組 28 

25 点字 10月 8日 金明小 4年生 21  58 高齢 9月 27日 錦城小 4年 1組 28 

26 点字 11月 13日 錦城東小 ４年２組 26 59 高齢 10月 3日 片山津小 4年生 37 

27 点字 11月 14日 錦城東小 ４年１組 25 60 高齢 10月 8日 金明小 6年生 22 

28 点字 11月 19日 湖北小 4年生 27 61 高齢 5月 25日 
山代児童セ

ンター 
 3～6年

生 
13 

29 点字 11月 26日 動橋小 4年生 40 62 認知症 10月 4日 片山津小 4年生 37 

30 歩行 6月 27日 山代小 4年生 114 63 認知症 1月 8日 山代中 全校 500 

31 歩行 9月 12日 庄小 3.4年生 37 64 講義 6月 3日 山中中 3年生 88 

32 歩行 9月 26日 錦城小 4年 1組 28 65 講義 6月 10日 東和中 １年生 128 

33 歩行 9月 27日 錦城小 4年 2組 28 66 講義 10月 11日 山代中 3年生 170 

 

⑤ホームページの開設 

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

 （http://www.kagavc.jp/） 

 

（２） 登録斡旋事業  

    ①登録状況（平成２６年３月末現在） 

  登録者数   個人ボランティア       １０９名 

         登録ボランティアグループ   ９９グループ（４，５８２名） 

 

②ボランティア紹介状況 

ボランティア依頼件数  ３２件 

ボランティア紹介件数  ３０件 

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

 

（３）活動支援                                 

ボランティア保険手続き（助成） 

http://www.kagavc.jp/
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ボランティア活動者が安心して活動できるようにボランティア活動保険加入手続き

を行なった。 

加入件数 延べ人数
ボランティア活動保険（Ａタイプ） ― 2,730人

ボランティア活動保険（天災タイプ） ― 5人

ボランティア行事用保険 58 2,978人

社協の保険 2 11人

福祉サービス総合補償 8 3,428人

ふれあいサロン 5 48,721人

平成２５年度　ボランティア保険　加入一覧

 

事故報告（７件） 

【ボランティア活動保険】 

 ・長机を片づける時指を挟んでしまった。 

 ・清掃中蜂に刺された。 

 ・足を踏み外し側溝に落ち、足の指を骨折。 

 ・餅つきで頭に杵が当たり、数針縫う。 

【ふれあいサロン】 

 ・サークル終了後玄関で転倒し、左手首をケガ。 

 ・入口段差に躓き転倒し入院。 

 ・サークルの親睦会の帰りにバスから降りる際、転倒し骨折。 

 

（４） ボランティア交流事業 

「ボランティアの集い」 

  【開催日時】平成２６年２月２３日（日）１３：００～１６：００ 

  【参加者数】２５０名 

       ○催し物および活動発表  ８グループ 

       ○ボランティア体験    ３団体         

       ○喫茶コーナー      ２団体 

       ○ボランティア活動紹介 １１グループ  

       ○セルプ商品販売     ４団体  

 

 
ボランティア体験（手話） 

 
セルプ商品販売 

 
ボランティア活動発表 

（人形劇） 
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傾聴ボランティア養成講座 

 

 

 

車いすバスケット 

 

ボランティア出前講座 

 

傾聴ボランティア学習・ 

交流会 

 

 
喫茶コーナー 

 
パネルコーナー 

 

（５）ボランティア講座（地域福祉ボランティア活動振興事業助成） 

① 傾聴ボランティア養成講座 

・ 講師 後庵正治氏（NPO法人 P.L.A代表） 

・ 日時 １１月２０日（水）・２１日（木）・ 

２２日（金） 

・ 会場 山代地区会館 

・ 受講者 １５名 

 

② 傾聴ボランティアフォローアップ講座 

・ 講師 後庵正治氏（NPO法人 P.L.A代表） 

・ 日時 １１月１９日（火） 

・ 会場 アビオシティ加賀 

・ 受講者 ２５名 

 

③ 傾聴ボランティア学習会および交流会 

・ 交流先 富山市傾聴ボランティアピアの会 

・ 日時 １０月２６日（土） 

・ 会場 富山市社会福祉協議会 研修室 

・ 参加 ４２名 

     

④ ちょっと手伝ってくれん会ね 

・ 講師 新崎国広氏（大阪教育大学 准教授） 

・ 日時 ８月２６日 

・ 会場 山代地区会館 

・ 参加 ２３名 

 

⑤ 宮島徹也氏の講演会および車いすバスケット選手

による実演 

・ 日時 １月８日（水） 

・ 会場 山代中学校 

・ 対象 山代中学校生徒 

 

⑥ ボランティア出前講座 

・ 講師 石川県ボランティアセンター 

・ 日時 １２月１９日（木） 

・ 会場 加賀市市民会館 

・ 受講者 UTエイム（企業ボランティア） 



 - 25 - 

 

 

敬老の日クッキープレゼント 

（山代っこボランティア） 

 

 

 

一人暮らし宅へ配食サービス 

（動橋っこボランティア） 

 

 

もちつきの会 

（さくみっ子ボランティア） 

 

        

 （６）ジュニアボランティア体験（県ボランティアセンター助成事業） 

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

て地域の福祉活動に積極的に参加していく意欲を育てることを目的に開催。 

 

① 山代っこボランティア（山代児童センター） 

○「ひなまつりお茶会」 

【開催日】３月８日（土）午前１０時３０分～ 

【参加者】こども 23名、おとな 15 講師 2名 

○「敬老の日クッキープレゼント」 

【開催日】９月１６日（月）午後３時３０分～ 

【参加者】こども 6名、民生委員・主任児童委員 3名 

     ○「小規模多機能ホームききょうが丘訪問」 

      【開催日】１１月１０日（土）午後２時～ 

      【参加者】こども 2名 

  

② 動橋っ子ボランティア（動橋児童センター） 

○小規模多機能ホーム「ひまわりの家」慰問 

【開催日】５月２５日（土）、９月１４日（土） 

○「オータムコンサート」 

【開催日】１１月９日(土) 

     ○「りんご狩り」 

      【開催日】１１月１６日（土） 

○「一人暮らし宅へ配食サービス‐ジュニアボラン 

ティア隊-」 

【開催日】１２月１日（土） 

○「年忘れもちつき会」 

【開催日】１２月７日（土） 

 

③ さくみっ子ボランティア（作見児童センター） 

     ○「みんなでつくる夏まつり」 

【開催日】８月４日（日）１４：００～１６：００ 

○「クリスマスコンサート」 

【開催日】１２月２１日（土）１４：００～１４：５０ 

〇「交流クッキング」 

【開催日】１２月２３日（月・祝）１４：００～１５：３０ 

     ○「もちつきの会」 

      【開催日】１月２５日（土）１０：００～１２：３０ 

 

④ やまなかっこボランティア（山中児童センター） 

○「加賀市慰霊式献花」５月２６日（日） 

〇「ニュースポーツをたのしもう！」６月２９日（土） 

○「七夕お茶会」７月６日（土） 

○「サンライフたきの里訪問」 ７月２５日（木） 

○「しらさぎ苑訪問」８月７日（水） 
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桜公園でお茶のふるまい 

（やまなかっこボランティア） 

○「いきいきサロンボランティア」８月１０日（土） 

○「はるる訪問」８月０日（土） 

〇「げんきクラブと交流」８月２８日（水） 

○「桜公園でお茶のふるまい」１０月６日（日） 

○「お散歩号ガイド」１０月１９日（土） 

○「クリスマス会」１２月２３日（月） 

○「新年お茶会」１月１１日（土） 

○「児童センターフェステバル」２月２日（日） 

○「山中節うたいやんこ」２月１５日（土） 

〇「ひなまつり茶会」３月１日（土） 

○「げんきクラブと交流会」３月２６日（水） 

○「サロンボランティア」３月３０日（日） 

 

  

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

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

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

る。 

【協力校指定期間】３年間  

【指定校（指定期間）】金明小学校（３年目）、東和中学校（３年目）、動橋小学校（２

年目）、錦城中学校（１年目） 

 

【３年目のまとめ】（写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 高齢者福祉活動（受託） 

 

（１）地域介護予防活動支援事業（地域おたっしゃサークル事業） 

《 介護予防型 》 

     ・サークル数         ５４サークル 

・開催箇所            ５４箇所 

     ・参加実人数      １，５００人 

・７５歳以上参加実人員      ９５０ 人  

  

錦城中学校 

「学校周辺の清掃活動」 

錦城中学校 

「東日本復興支援チャリティバザー」 
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・講師連絡会   全体会    ２回（５／２、３／６） 

        運動機能向上  ２回（５／１３、７／３０） 

・おたっしゃサークル連絡会   ２回（延べ５回） 

   

平成２５年度おたっしゃサークル実施一覧 

実施主体 開催場所 開 催 日 内   容 

上福田健康クラブ 上福田公民館 月４回 体操、音楽療法等 

中新道さわやか健康クラブ 中新道公民館 月４回 体操、レクリエーション 

ハッピーサークル耳聞山 耳聞山会館 月４回 体操、レクリエーション 

新聖会健康クラブ 新聖会館 月４回 体操、レクリエーション、調理実習 

健康クラブすこやか 大聖寺地区会館 月４回 体操、レクリエーション 

健康サークル永町 永町公民館 月４回 体操、レクリエーション、野外活動 

別所健康クラブ 別所町ふれあいプラザ 月４回 体操 

むくげの会 山代老人福祉センター 月８回 体操 

うきうき教室 はづちを楽堂ほか 月４回 野外活動、手工芸、体操 

弓波いきいきクラブ 弓波町集会場 月３回 体操、レクリエーション 

白山台白楽会 白山台町民会館 月３回 体操、レクリエーション、野外活動 

ときわ台町生きがいクラブ 
ときわ台コミュニ

ティーセンター 
月３回 体操、野外活動、調理実習 

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

三谷地区健康クラブ 三谷地区会館 月４回 体操 

伊切いきいきクラブ 伊切町民会館 月３回 体操、レクリエーション、手工芸 

湖城町生きがい教室 湖城町民会館 月３～４回 体操、レクリエーション 

作見健康クラブ 作見町民会館 月３回 体操 

きんもく星 錦町公民館 月４回 体操、レクリエーションなど 

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

庄地区健康クラブ 庄地区会館 月４回 リズム体操、ニュースポーツなど 

新保いきいきクラブ 新保町公民館 月３回 体操、野外活動 

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

やおき健康クラブ 東山田公民館ほか 月４回 体操、レクリエーション、法話等 

さわやか教室 塩屋地区会館 月３回 体操、レクリエーション、調理実習、野外活動 

南郷町おもとの会 南郷町民会館 月４回 体操、レクリエーション、調理実習 

L.Lくらぶ 
山中老人福祉センター

ゆざや 
月８回 体操 

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

温泉げんきくらぶ 
山中老人福祉センター 

ゆざや 
月４回 野外活動、レクリエーション、手工芸 

げんきくらぶはせだ会 長谷田会館 月４回 手工芸、体操、野外活動、レクリエーション 
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下谷げんきくらぶ 山中老人福祉センター 月４回 体操、手工芸、調理実習、レクリエーション 

上原げんきくらぶ 上原町会館 月３回 野外活動、手工芸、レクリエーション 

スワン健康クラブ 白鳥町民会館 月４回 体操、レクリエーション、野外活動 

畑町たっしゃ会 畑町公民館 月３回 体操、調理実習 

箱宮町さわやか会 箱宮公民館 月４回 体操、レクリエーション 

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

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

若葉クラブ 若葉台町民会館 月３回 体操、レクリエーション、野外活動 

動橋さわやかクラブ 動橋町民会館 月３回 体操、レクリエーション 

ほほえみくらぶ 小塩辻町公民館 月３回 体操、レクリエーション、調理実習 

中田町げんきくらぶ 中田町公民館 月３回 軽体操、レクリエーション 

三ツ町クローバー会 三ツ町公民館 月３回 体操、レクリエーション 

小塩町元気クラブ 小塩町公民館 月３回 体操、レクリエーション 

南町はっするくらぶ絆 南町集会場 月４回 体操、調理実習 

栢野おたっしゃクラブ 栢野会館 月３～４回 体操 

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

白路会健康クラブ 黒瀬町公民館 月３回 体操 

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

花みずきの会 南郷地区会館 月４回 体操、レクリエーション、調理実習 

すこやかくらぶ荒町 荒町町民会館 月３回 体操、レクリエーション 

田尻仲良し会 田尻町公民館 月３回 体操、レクリエーション、調理実習 

緑が丘町グリーンクラブ 緑が丘町民館 月３回 体操、レクリエーション 

宇谷町すこやかクラブ 宇谷町集会場 月３回 体操 

ひまわりクラブ 
山代児童老人福祉

センター 
月４～５回 体操、レクリエーション等 

弓町ハッピーサークル 弓町公民館 月４回  体操、レクリエーション等 

 

《 サロン型 》  

・サークル数      ９サークル 

・開催箇所           ９箇所 

      

実施主体     開催場所 開 催 日 

みのり会 山代すみれの家 月２回 

湖城ほほえみサロン 湖城町民会館 月３回 

三木おたっしゃ倶楽部 三木町内会館 月２～３回 
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若葉クラブ 

 

 
健康クラブすこやか 

 

春日町いきいきサロン 春日町公民館 月２回 

チョッとおいで間 
片山津温泉 

旧東食堂 
月４回 

松が丘いきいきサロン 松が丘町民会館 月３回 

ひまわり会 西町町民会館   月２回 

竹の子サークル 大名竹集会場   月２回 

ひまわりの会(敷地) 敷地公民館    月２回 

 

《介護なんでも１１０出前相談事業》 

・登録協力事業所  １２事業所 

    ・出前相談回数  １１サークル 

   ・出前実施事業所    １１事業所 

 

 

(２)介護予防・日常生活支援総合モデル事業における試行事業 

(地域おたっしゃサークル強化支援事業) 

 

《事業目的》 

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

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

と地域での孤立解消を図ることを目的としている。 

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

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

況にある。 

 こうした状況をふまえ、サークルの課題を明らかにし、地域に根付いた活動展開による高齢者の

地域支援体制構築を目的とし、試行事業を実施、、今後の支援方策の検証を行う。 

《実施期間》 

 平成２５年９月～平成２６年３月 

《地域おたっしゃサークル名 》 

・健康クラブすこやか 

・若葉クラブ 

《協力法人》 

・医療法人社団 長久会 

・社会福祉法人 鶴寿会 

《地域協力》  

・大聖寺地区社会福祉協議会 

・庄地区社会福祉協議会 

《事業内容》 

・地域おたっしゃサークル課題抽出 

・協力法人による地域おたっしゃサークル企画・運営支援 

・地域での人材育成(生活支援サポーター養成講座開催２地

区実施) 

・地域での話し合い実施 

《成果》 
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大聖寺地区講座 

   ・地域おたっしゃサークル会員同士の協力体制促進 

   ・地域おたっしゃサークル事業について関係機関への周知 

   ・地域おたっしゃサークル新規会員の増加 

    

 

（３）生活支援サポーター養成講座 

①事業目的 

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

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

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

 

② 講座開催数 

２回 (大聖寺地区・庄地区)     

 

③ 講座開催時期 

大聖寺地区  平成２５年１１月２０日(水)～１２ 

月２５日(水)      ６回 

庄地区    平成２５年１１月２９日(金)～平成 

２６年１月１７日(金) ６回 

④ 受講者 

大聖寺地区  １５名  （修了者 １３名) 

庄地区    １０名  （修了者  ８名） 

 

 【カリキュラム】 

大聖寺地区 

 日程 項目 時間 担当 

１
日
目 

１１月２０日

（水） 
13:30～ 16:00 

オリエンテーション 10分 社協 

高齢者になっても地域で暮らし続けるためには（グ

ループワーク） 
1１０分 

金城大学 准教授 

内 慶瑞氏 

自己紹介 ３０分 社協 
 

２
日
目 

１１月２７日 

（水） 
13:30～ 16:00 

介護保険制度の理解と公的サービス ６０分 長寿課 

認知症の病気の理解 ６０分 
認知症疾患医療センター 

院長地引逸亀氏 

ふりかえり ３０分 社協 

３
日
目 

１２月４日 

（水） 
13:30～ 16:00 

心身の状況の理解 ６０分 こころまちセンター 

対応するときのこころがまえ ６０分 社協 

ふりかえり ３０分 社協 

４
日
目 

１２月１１日 

（水） 
13:30～ 16:00 

コミュニケーションの取り方 120分 
自己開発研究所 

後庵正治氏 
連絡事項 ５分 社協 

５
日
目 

1２月１９日 

（木） 
10:00～１２:００ 

地域おたっしゃサークル実習 1２０分 
地域おたっし

ゃサークル 

６
日
目 

1２月２５日 

（水） 
13:30～ 16:00 

自分たちでできること（社会資源について） ６０分 
金城大学 准教授 
内 慶瑞氏 

修了式 ３０分 社協 
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庄地区講座 

 

いきいき大集合 

庄地区 

 

⑤ 連絡会 

イ． 全体連絡会 

 ・平成２５年 ６月２６日(水)  参加者１６名 

 ・平成２５年 ７月１７日(水)  参加者２１名 

 ・平成２５年 ９月２０日(金)  参加者サポータ 

ー２４名、ケアマネ８名 合計 ３２名 

 ・平成２５年１１月２５日(月)  参加者１７名 

ロ． 大聖寺地区連絡会 

 ・平成２６年１月２９日(水)    参加者１２名 

ハ． 庄地区連絡会 

 ・平成２６年２月６日(木)    参加者 ６名 

 ・平成２６年３月６日(木)    参加者 ４名 

 

⑥ 生活支援サポーター養成講座修了者活動意向調査実施 

・ 発送者数  １０７人 

 

 

（４）いきいき大集合 

    期 日  平成２５年１１月８日（金） 

    場 所  加賀市スポーツセンター 

    参加者  １，５００名 

    内 容  輪投げ、ピン倒し、バッゴー、  

フライングディスク、玉入れ 

 日程 項目 時間 担当 

１
日
目 

１１月２９日

（金） 
13:30～ 16:00 

オリエンテーション 10分 社協 

高齢者になっても地域で暮らし続けるためには（グ

ループワーク） 
1１０分 

金城大学 准教授 

内 慶瑞氏 

自己紹介 ３０分 社協 

 

２
日
目 

１２月５日 

（木） 
13:30～ 16:00 

介護保険制度の理解と公的サービス ６０分 長寿課 

認知症の病気の理解 ６０分 
認知症疾患医療センター 

院長地引逸亀氏 

ふりかえり ３０分 社協 

３
日
目 

１２月１２日 

（木） 
13:30～ 16:00 

コミュニケーションの取り方 120分 
自己開発研究所 

後庵正治氏 

４
日
目 

１２月２０日 

（金） 
13:30～ 16:00 

心身の状況の理解 ６０分 こころまちセンター 

対応するときのこころがまえ ６０分 社協 

ふりかえり ３０分 社協 

５
日
目 

1月１０日 

（金） 
1４:00～１６:００ 

地域おたっしゃサークル実習 1２０分 
地域おたっし

ゃサークル 

６
日
目 

1月１７日 

（金） 
13:30～ 16:00 

自分たちでできること（社会資源について） ６０分 
金城大学 准教授 
内 慶瑞氏 

修了式 ３０分 社協 
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講演会 

 
かがりび作品展 

 
障がい者スポーツ大会 

 
障がい者スポーツ大会 

    

 

（５）介護サービス事業者振興事業 

≪講演会の開催≫ 

期 日 平成２５年１１月１５日（金） 

場 所 アビオシティホール 

演 題「徘徊はノ―ではなく、安心して徘徊できるま 

ちづくり」 

講 師 大谷るみ子氏（グループホームふぁみりえ） 

共 催 加賀市介護サービス事業者協議会 

参加者 １１２名 

 

 

７ 障がい者福祉活動（受託） 

 

 （１）加賀市かがりび作品展（高齢者・障がい者作品余技展）  

  期 日 平成２５年１１月１９日（火）～２３日（土） 

     開催場所  加賀市市民会館 大ホール 

  出展数   高齢者部門 １２１点             

障がい者部門 ２３点 

         来場者数    延べ６７０名 

     表彰式   平成２５年１１月２２日（金） 

           加賀市長賞ほか２１名表彰    

    

（２）障がい者スポーツ大会 

     期 日  平成２５年６月２日（日） 

  場 所  加賀市中央公園体育館 

     参加者数   １５２名   

（内訳： 視覚 ４、聴覚 ９、 

知的 ３２、肢体 ３５、 

ボランティア ５６、 

市職員等 １６） 

     協賛企業  小川建設株式会社 

株式会社 御菓子城加賀藩    

株式会社 加賀福祉サービス  

株式会社 ダスラー 

佐々木プリント株式会社 

社団法人 加賀建設業協会 

社会福祉法人 南陽園 

セブン‐イレブン 加賀市役所前店 

竹内製菓株式会社 

トータルオフィス織田    

           

  

（３）民生委員児童委員・身体障がい者意見交換会 第８回｢よろしくトーク｣の開催  
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しゃくなげサロン 

 
よろしくトーク 

   期  日  平成２６年２月１７日（月） 

   場  所  アビオシティホール  

   コーディネーター 須戸 哲 氏（自立生活センタ 

ーハートいしかわ） 

参加者数  ６０名   

(内訳：民児協２３、障がい者団体２０、地域福祉 

課２、障がい福祉課３、消防２、手話通訳 

２、要約筆記３、社協５） 

内  容  ・講演 

・グループワーク 

・まとめ 

           

 

（４）点字広報等発行事業 

 ①点字広報    配布先  １３名  

             配布数  １２回（年間） 

             協力ボランティア  アイパル 

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

               身障協会資料など  

② 声の広報    配布先  ２１名（ＣＤ１１名、カセット１１名） 

             配布数  １２回（年間） 

             協力ボランティア  こもれび 

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

     

 

３．山中老人福祉センター管理運営事業 

 （１）施設活用 

利用者数（Ｈ２５.４．１～Ｈ２６．３.３１）  

研修室（１階）     ６４４人 

老人室（２階） １，１５６人 

大広間（３階）   ２６０人 

サロン     ２，３２３人  

ロビー     ９，８２０人 

主な利用内容  囲碁・将棋・会議・ 

ヘルストロン、マッサージチェア 

 

 （２）ゆざや管理運営事業 

利用者数（Ｈ２５.４．１～Ｈ２６．３.３１）  

ゆざや    ６，０６９名 

 

 

４．老人福祉・児童センター事業 

 （１）連携の強化  
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所長・児童厚生員合同研修会 

    ①所長会の開催 

     センター間の連携を行うため毎月１回所長会を行 

った。 

 

② 児童厚生員会の開催 

 児童厚生員の情報交換を目的に児童厚生員会を 

行った。 

 

③ おでかけ児童センターの開催 

児童センターのない地区に職員が出向き、工作や

ゲーム等の指導を行い、児童の余暇時間を健全に過ごしていだくことを目的に実施した。 

 

平成２５年 ５月２０日（日） 加賀市子どもまつり(加賀市中央公園あいりす) 

平成２５年 ７月１４日（日） 自然とあそぼう！２０１３   児童６０名 

平成２６年 ３月 ２日（日） 田尻町子ども会（田尻公民館） 児童４４名 

  

④研修会の実施 

     平成２５年 ４月２６日（金）児童厚生員研修会  

講師 市生涯学習課 山田圭一氏 

     平成２５年１２月 ８日（日）所長会研修（子育 

てセミナー） 講師 鯨岡  峻氏 

     平成２６年 ２月２７日（木）所長・児童厚生員 

合同研修会   講師 寺井弘実氏 

      

 

⑤ 石川県健民運動青少年ボランティア賞の受賞 

★ボランティア活動に自主的かつ積極的に他の模範となるような優れた活動を実践

した団体として、本部長の谷本正憲知事より表彰状と記念の楯をいただきました。 

・ 日時：平成２６年１月３１日（金）  

・ 会場：石川県行政庁舎１１階 １１０９会議室 

 

 

 （２）老人福祉・児童センター利用状況 

 自然と遊ぼう 

 
  

山代っこボランティア さくみっ子ボランティア 動橋っ子ボランティア 
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バッゴー交流会（大聖寺） 

 

 

老人クラブによる児童遊園整備（片山津） 

 

献花ボランティア（山中） 

 

囲碁・将棋クラブ（片山津） 

        ①老人福祉センター 

    ・老人福祉センター年間利用者数            （単位：人（会議数は件）） 

 

 

 

 

 

・老人福祉センター行事  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        ②児童センター 

・児童センター年間利用者数                      （単位：人）  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 大 聖 寺 山   代 片 山 津 

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

合計 293 4,686 1,643 48 2,517 525 32 2,576 1,954 94 

 
合  計 

屋     内 屋     外 

幼 児 児 童 中高生 保護者 幼 児 児 童 中高生 保護者 

大聖寺 12,114 1,211 6,316 651 1,290 298 1,992 42 314 

山代 12,041 584 5,661 427 641 345 3,732   326 325 

片山津 23,223 1,087 7,801 1,560 2,045 976 6,594 1,369 1,791 

動橋 14,943 656 7,817 ― 2,515 399 2,651 ― 905 

作見 21,310 2,012 9,102 1,419  1,626 1,225 4,947 281 698 

山中 18,197 3,456 7,419 879 3,119 416 2,287 213 408 



 - 36 - 

 

りんご狩り遠足（動橋） 

 

ミニ門松つくり（作見） 

 

ピップホップダンス（山代） 

  ・児童センター行事 

      自然と遊ぼう！２０１３、炭出し体験、遊びのチャンピオン大会、旗源平、手芸クラ

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

もちつき会、節分行事、ボランティア活動等 

 

 

 

 

５．加賀市市民会館管理運営事業 

（１）貸館件数    ２，５５８件 

（２）利用者数   ６６，０１１名 

（３）消防訓練の実施 

・９月２６日（木）総合訓練 

・３月１９日（水）総合訓練 

 

 

６．福祉団体等の支援 

１ 石川県共同募金会加賀市共同募金委員会 

 （１）募金活動への協力依頼 

  ・区長会連合会、民生児童委員協議会等への依頼 

  ・市内各企業、金融機関、学校、福祉施設等へ協力の呼びかけを行った 

（２）街頭募金の実施（実施数 １１回） 

   

ガールスカウトジュニア部門 動橋小学校 錦城東小学校 
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開催日 開催会場 街頭募金ボランティア 募金額（円） 

１０月１０日（木） イオン加賀の里 

日日好日院、幸徳園、ケア

ハウス和、林光母子ホー

ム、なんなん 

８，０３０ 

 

１０月１２日（土） 

 

イオン加賀の里 

山代温泉ほっと篤寿苑、加

賀中央ヴィラ松が丘、山代

温泉ヴィラ 

１１，５１７ 

１０月１３日（日） マルエー大聖寺店 
ガールスカウトジュニア

部門 
１２，８７４ 

１０月１７日（木） アビオシティ加賀 

加賀中央慈妙院、夢ようよ

う、夢うさぎ、錦城学園、

朋友会、朋友会グループホ

ームいろり 

１０，９７９ 

１０月２０日（日） マルエー加茂店 
ガールスカウトブラウニ

ー部門 
１０，１２６ 

１０月２０日（日） 農業まつり（加賀農協） 加賀中央インターアクトクラブ １７，９９０ 

１１月 ７日（木） バロー大聖寺店 錦城東小学校 １２，６０３ 

１１月１０日（日） イオン加賀の里店 黒崎子ども会 ８，３２４ 

１１月１３日（水） マルエー動橋店 動橋小学校 １１，０１６ 

１１月１７日（日） 大同工業体育館 加賀おやこ劇場 １０，６５５ 

１２月 １日（日） イオン加賀の里 さくらんぼサークル １０，７５５ 

合 計 延べ１１箇所 延べ２２団体 １２４，８６９ 

 

（３）学校募金の実施（市内 小学校、中学校、高等学校 １１校） 

 

 

 

（４）歳末たすけあい運動の実施 

 

(５) 加賀市共同募金委員会 

・運営委員会 年３回開催 

・審査委員会 年２回開催 

 

 

 

   ２  民生委員児童委員協議会 

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

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

（１）会の運営 

・ 正副会長会議 １３回 (臨時含む) 

小学校（５） 錦城東小学校、河南小学校、金明小学校、動橋小学校、庄小学校 

中学校（２） 東和中学校、片山津中学校 

高等学校（４） 大聖寺高校、大聖寺実業高校、加賀高校、加賀聖城高校 
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おたっしゃ先生交流授業 

・ 役員会    １２回 

・  監査会     １回 

・ 集い      １回 

（２）全体研修会の開催 

・ 期日  平成２５年５月１９日（日） 

・ 場所  加賀市市民会館 ３階 大ホール  

（３）自主研修会等の開催 

★おたっしゃ先生交流授業 

・ 期日  平成２５年６月２０日（水） 

      平成２５年６月２４日（月） 

・ 場所  加賀高校 

（４）広報発行 

・ みんじ かが 第９号（平成２５年１０月１日発行） 

・ 主任児童委員広報 Yuたんぽ  

第９号（平成２５年１０月１日発行） 

（５）見守り活動など 

・ 福祉マップの作成 

・ 安心カードの配布 

（６）ひとり暮らし高齢者ふれあいの集い開催事業  

                                    （単位：人）                                                                                                                                                                  

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

ひとり暮

し 
民生委員

児童委員 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ その他 計 

大聖寺 民児協 大聖寺地区会館 6/23 84 26  1 111 

山  代 民児協 山代地区会館 8/3 106 34  54 194 

片山津 民児協 ホテルアローレ 7/22 88 27  9 124 

作  見 民児協 かんぽの宿 6/11 32 16  3 51 

動橋・分校 民児協 健康ランド「ゆめのゆ」 6/13 52 11  4 676 

橋  立 民児協 橋立地区会館 6/9 29 9  31 69 

三谷・南郷 民児協 南郷地区会館 7/18 28 12   40 

三木・塩屋 民児協 北潟湖畔荘 6/24 26 9  3 38 

山  中 民児協 今立会館 通年 102 50  16 168 

計   547 194  121 862 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員児童委員の集い 
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市老連：体力測定 

 

市老連：グラウンドゴルフ大会 

身障協会：カローリング大会 

身障協会：ボウリング大会 

 

 ３  市内福祉施設長会 

①会議の開催                   

②普通救命講習の開催 

・第１回 平成２５年８月２３日（１１名参加） 

・第２回 平成２５年８月２４日（１５名参加） 

③施設職員交流事業の開催                 

        期 日  平成２６年３月６日                        

場 所  百万石リゾートレーン         

内 容  ボウリング大会（６６名参加） 

   

 

   ４  法人立保育園連合会 

①毎月定例会を開催 

②研修会等の協力 

 

 

５ 老人クラブ連合会 

①各種会合、部会の開催 

②グラウンドゴルフ大会、ペタンク大会等の事業            

協力 

 

 

６ 遺族会 

①役員会の開催 

②戦没者慰霊式への参加 

 

 

７ 身体障害者福祉協会 

① 役員会・総会の開催 

② 石川県身体障害者福祉大会の開催 

③ 各種障がい者スポーツ大会の参加など 
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介護予防・日常生活総合事業等説明会 

（介護サービス事業者協議会） 

 
社明：表彰式 

傷痍軍人会：解散式 

 

８  傷痍軍人会 

①役員会の開催 

②スマイルサロンの実施 

③解散式の開催 

 

 

 

 

 

 

９  社会を明るくする運動実施委員会 

①総会の開催 

②街頭宣伝等の実施  

③中学生一日保護司 

④愛の封筒募金 

⑤配分等の協力 

⑥公開ケース研究会の開催 

 

 

 

10 忠霊塔維持奉賛会 

①役員会等の開催 

②大灯籠修繕工事 

②各行事への協力 

 

 

11 介護サービス事業者協議会 

①運営委員会等の開催 

②各事業への協力 
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