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平成 27年度 主要事業の取り組み成果と課題   

 

 
はじめに 

少子・高齢化の進展や人口減少、核家族化等を背景に、ひとり暮らし高齢者や高齢

夫婦のみの世帯が増加する一方、家庭や地域での人間関係が希薄化する中で、地域に

おいては高齢者の孤立、生活困窮、児童虐待など様々な問題が発生している。 

国、自治体では、地域包括ケアシステムの構築に向けた介護予防・生活支援サービ

スの充実や、生活困窮者支援、避難行動要支援者への対応など、新たな福祉課題に向

けた施策が展開されている。 

このような状況のもと、本会では、市内の49地区社会福祉協議会と連携して高齢者

等の見守り活動や自治会型デイホーム事業、ひとり暮らし高齢者の食事サービス事業

を実施するとともに、ボランティア活動の推進、障害者の相談支援、児童の健全育成、

失業者・低所得世帯への資金貸付などに取り組んだ。  

平成27年度は、以下の重点目標を掲げ事業を推進した。 

 

（１）地区社会福祉協議会を基本とした見守り・支援活動の充実強化 

民生児童委員、福祉委員の情報交換や研修会を開催し、見守り関係者として自

治会長、保健衛生推進員の参加を全地区に促した。見守り支援のための媒体とし

て、支え合いマップを提供し、33地区で支え合いマップを活用するようになった。

昨年度に引き続き、福祉委員の実態調査を行い、福祉委員の活動内容などをデー

タ化した。 

（２）社協の見える化に向けての多方面からの検討・実施 

地域福祉活動の担い手である福祉委員と見守り支援活動をアピールするため、

福祉委員カードの配布や、福祉委員活動のタペストリーを各公民館に掲示し、福

祉委員活動をＰＲした。 

（３）第２次地域福祉活動計画の着実な推進 

平成23年度に策定した「第２次地域福祉活動計画」に基づいて、年次計画の着

実な推進を図った。地域福祉活動推進会議を2回開催し、年次計画の進捗状況等に

ついて意見交換や評価をしながら、「第２次福井市地域福祉計画」との連携を図

った。また、第３次計画策定に向けた準備を行った。 

（４）経営改善に向けた取り組みをすすめ、法人組織運営体制の強化 

経営改善の取組み項目（全42項目）の進捗状況を評価し、理事会に報告した。

要改善の6項目（目標管理、事務事業評価、使途選択寄付制度の導入、地域福祉基

金の活用方法の検討など）については、平成28年度までに検討または実施するこ

ととした。 

また、事業計画、予算に位置付けられ継続して実施している23項目について、

事業を評価し、課題と今後の方向性をまとめた。 
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平成 27年度 事 業 報 告 
 

 

 

１ 法人運営事業                  ＜拠点区分１＞ 
適正な法人運営のため、理事会、評議員会を開催するとともに、法律、会計の専

門家（弁護士、会計事務所）の協力を得て法令遵守の運営に努めるとともに、事務

局で事務事業の評価を行い、今後の課題と方向性をまとめた。 
 

（１）三役会（4回） 

① 5月 14日（木) 福井市社協小会議室 

② 8月 19日（水) 福井市民福祉会館 303号室 

③11月 18日（水)      〃 

④ 3月 11日（金）      〃 

（２）理事会 （4回） 

  ① 第 1回 5月 22日（金）福井市民福祉会館 303号室 

 第 1号報告 理事の選任について 

第 2号報告 専務理事の指名について 

第 3号報告 評議員の選任について（追加） 

第 4号報告 理事の選任について（追加） 

第 5号報告 評議員の選任について 

第 1号議案 平成 26年度事業報告及び一般会計決算について 

第 2号議案 平成 27年度資金収支第１次補正予算について 

第 3号議案 障害者生活支援センター運営規程の一部改正について 

第 4号議案 任期満了に伴う評議員の選任について 

第 5号議案 平成 27年度特別賛助会員の募集について 

第 6号議案 副会長の選任について（追加） 

その他   児童館の指定管理について 

  ② 第 2回  8月 25日（火） 福井市民福祉会館 303号室 

 第 6号報告 評議員の選任について 

第 7号議案 任期満了に伴う評議員の選任について      

第 8号議案 平成 27年度資金収支第２次補正予算について     

第 9号議案 遺言に基づく財産受遺の承認について 

その他   担当理事制について                      

市民福祉会館の機能移転について                

賃貸駐車場の設置について（報告） 

特別賛助会員の募集状況（報告）                

ネパール地震災害福祉活動支援募金、屋久島町口永良部島新 

岳噴火災害義援金について 

平成 27年度福井市民福祉大会の開催について 

③ 第 3回  11月 26日（木） 福井市民福祉会館 303号室 

 第 10号議案 財産の処分について 
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第 11号議案 平成 27年度資金収支第３次補正予算について    

第 7号報告  遺言に基づく財産の受遺について 

    その他    会費募集状況について                     

           第３次地域福祉活動計画について                

福井市社会福祉協議会情報セキュリティポリシーの策定につい 

           て 

④ 第 4回  3月 22日（火） 福井市民福祉会館 303号室  

 第 12号議案 社会福祉法人福井市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正に 

ついて 

第 13号議案 谷口フサノ基金設置及び運営に関する規程の廃止について 

第 14号議案 平成 27年度資金収支第４次補正予算について 

第 15号議案 福井市社会福祉協議会経理規程の一部改正について 

第 16号議案 福井市社会福祉協議会地域福祉基金の一部処分について 

第 17号議案 福井市社会福祉協議会特定個人情報取扱規程の制定について 

第 18号議案 社会福祉法人福井市社会福祉協議会職員就業規則の一部改正に 

ついて 

第 19号議案 社会福祉法人福井市社会福祉協議会非常勤職員の就業に関する 

規則の一部改正について  

    第 20号議案 福井市社会福祉協議会児童館職員の就業に関する規程の一部改 

正について  

第 21号議案 福井市社会福祉協議会表彰規程の一部改正について 

第 22号議案 平成 28年度福井市社会福祉協議会事業計画並びに資金収支予算 

について  

第 8号報告  評議員の選任について  

第 9号報告  福井市社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画の策定について 

その他        次期の理事・監事の選任について   

            平成 28年度第１回理事会の開催について 

平成 28年度の職員の異動について 

（３） 評議員会の開催（4回） 

  ① 第 1回  5月 26日（火）福井市民福祉会館 301号室 

第 1号報告 理事の選任について 

       第 2号報告 評議員の選任について 

第 3号報告 理事の選任について 

第 4号報告 評議員の選任について 

       第 1号議案 平成 26年度事業報告及び一般会計決算について 

       第 2号議案 平成 27年度資金収支第１次補正予算について 

その他   平成 27年度特別賛助会員の募集について 

  ② 第 2回  9月 4日（金）福井市民福祉会館 301号室 

    第 5号報告 評議員の選任について 

第 6号報告 任期満了に伴う評議員の選任について 

第 3号議案 平成 27年度資金収支第 2次補正予算（案）について   

その他   賃貸駐車場の設置について（報告）                

平成 27年度会員会費募集状況について              

ネパール地震災害福祉活動支援募金、屋久島町口永良部島新岳噴 
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火災害義援金について 

平成 27年度福井市民福祉大会の開催について 

     ③ 第 3回  11月 26日（木） 福井市民福祉会館 301号室 

第 4号議案 財産の処分について 

     第 5号議案 平成 27年度資金収支第３次補正予算について      

第 7号報告 遺言に基づく財産の受遺について   

       その他   福井市民福祉会館の機能移転について             

会費募集状況について 

④ 第 4回  3月 23日（水） 福井市民福祉会館 301号室 

第 6号議案 任期満了に伴う理事・監事の選任について 

     第 7号議案 平成 27年度資金収支第４次補正予算について  

第 8号議案 福井市社会福祉協議会地域福祉基金の一部処分について  

第 9号議案 平成 28年度福井市社会福祉協議会事業計画並びに資金収支予 

算について 

第 8号報告 評議員の選任について    

第 9号報告 福井市社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画の策定について 

（２）監事監査の実施 

      5月 12日（火） 福井市社協小会議室 

○新（３）会計事務所による定期訪問監査（月１回）  

 

（４）法律顧問設置  

   顧問弁護士の配置。遺贈案件について相談。 

 

（５）職員総数   459名 

    事務局職員  32名 

     本  所  29名（常勤 18名、市派遣 2名、その他 9名） 

     美山支所   1名 

   越廼支所   1名 

     清水支所   1名 

     ※本所のその他職員 9名と支所の職員 3名は非常勤 

事業職員   421名（非常勤職員） 

 児童館（館長、児童厚生員、カウンセラー）   86名 

     放課後児童会指導員             258名 

自治会型デイホーム事業専任職員        50名 

 日常生活自立支援事業生活支援員        29名 

 地域子育て支援拠点事業専任職員         4名 

 

（６）自主財源の確保 

① 社協活動の説明状況                     【地－52】 

地区自治会連合会   24回（前年度 26回） 

地区社協の総会など  29回（前年度 30回） 

② 会員会費の募集                  【地－72】【地－73】 

  会員会費募集の実績  

区  分 実績額 前年度との比較 
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一般会費（年額 350円／世帯） 23,325,168円 △220,007円 

賛助会費（1口 1,000円／個人） 10,533,850円 7,017円 

特別賛助会費 

（１口 10,000円／法人・企業） 
6,644,784円 68,108円 

合  計 40,503,802円 △114,882円 

※特別賛助会員加入企業数 563 社（前年度 555社） 

  ③ 寄付金 

28件 55,960,460円（前年度 25件 3,483,485円） 

うち柳川直治氏遺贈１件 55,587,164円 

  

（７）福祉サービスに関する苦情解決事業の状況 

〈苦情申出人の属性区分〉  苦情受付件数 16件（前年度 41件） 

サービス利用者本人 １件 

サービス利用者家族 6件 

福祉サービス事業者 1件 

近隣住民 2件 

地区社協関係者 1件 

ボランティア団体 1件 

自治会関係者 3件 

一般市民 1件 
 

〈苦情の事業区分〉        

会員会費募集 3件 

自治会型デイホーム事業 2件 

福祉委員 2件 

放課後児童会事業 8件 

日常生活自立支援事業 1件 

 

〈苦情の内容区分〉 ※複数合計 

サービス、ケアの内容に関わる事項 1件 

職員の接遇に関わる事項 9件 

制度、施策、法律に関わる事項 １件 

その他 5件 

 

（８）広報啓発活動の推進    【地－65】【地－67】【地－68】【地－69】【地－70】 

① 社協だより「まごころ」の発行                                

 年 6回 各 82,000 部(全戸配布)  

② 点訳社協だよりの発行  年 6回   各 53 部  

③ 音訳社協だよりの発行 年 6回   各 5本 

④ 社協のしおり発行 年 1回    19,000部 

⑤ 社協のご案内（冊子）発行 年 1回     1,200部 

⑥ ホームページでの情報提供  http://www.fukuic-shakyo.jp/ 

○新⑦ フェイスブックでの情報提供 https://www.facebook.com/fukuic.shakyo/ 
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⑧ 福井市民福祉大会の開催（市と共催） 

    開催日 10月 14日（水）  

会 場 市民福祉会館 6階大ホール 

参加者 社会福祉関係者及び一般市民約 500名 

   ○第一部 式 典 

・市長表彰                   20名 

    ・市社協会長表彰        4団体・ 1校・ 101名 

      社会福祉施設功労者            40名 

      社会福祉協議会・社会福祉団体関係功労者  14名 

退職役職員等社会福祉功労者         2名 

      永年勤続功労者                            13名 

      ボランティア功労者          4団体 32名 

      福祉教育推進校               1校 

○第二部 講演 

    テーマ：「認知症になった波平｣ ～あなたは認知症予防していますか～ 

    講 師：渡辺 哲雄 氏 

         日本福祉大学中央福祉専門学校専任教員                            

          

（９）災害への対応                【地－42】【地－43】【地－45】 

① 市災害ボランティアセンター連絡会への参画 

    第 1回：6月 10日（水）訓練の打ち合せ 

    訓 練：6月 28日（日）災害ボラセン設置運営訓練（本郷小学校） 

    第 2回：7月 29日（水）訓練の振り返り 

    第 3回：10月 28日（水）福井市地震・津波訓練の打ち合せ 

    訓 練：11月 8日（日）災害ボラセン業務説明（越廼地区 茱崎漁港） 

研 修：3月 6日（日） 災害時多言語支援センター設置・運営訓練 

  ② 防災備蓄品の購入 

    災害発生後の活動を円滑に進めるため、LEDディスプレイ、保存食糧、保存飲 

料を購入した。 

  

 

２ 地域福祉活動総合推進事業           ＜拠点区分２＞ 
   市内 49地区社協とともに、高齢者や障害者が安心して暮らし続けることができ

る地域づくりを行うため、各種事業を通じて福祉委員と民生児童委員、自治会、保

健衛生推進員等の連携による見守り支援を行った。特に平成 27年度は福祉委員と

民生児童委員、自治会長らとの見守りが促進されるように研修や情報交換の機会を

強化した。 

 

（１）地域福祉活動推進事業 

    見守り強化のため、福祉委員、民生児童委員や地区社協役員によるひとり暮ら 

し高齢者等の情報交換の場の開催を地区に促した。また、市レベルでも関係す 

る各課や地域包括支援センターと見守り活動やその支援について協議した。 

① 地区社協の育成支援 
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        地域に根ざした地域福祉活動を推進する地区社協に対し、相談・助言等の支援

を図るとともに活動費の補助を行うなどの連携・協働を図った。 

   ア 地区社協ブロック担当制による支援強化                   【地－63】 

          地区社協との連携をはかるブロック担当職員(他業務と兼務)を配置し、各

地区社協が行う各種地域福祉活動への助言や支援、情報提供を行った。 

・ブロック地区社協担当者会議の開催 年 7回          

   イ ブロック会議等を通じた情報交換と活動の充実                     

   ウ 住民懇談会の開催                      【地－1】      

      6月 20日（土）啓蒙地区 

      7月 11日（土）美山上味見地区 

11月 20日（土）美山上宇坂地区 

   1月 30日（土）麻生津地区 

2月 20日（土）美山上味見地区 

   エ 地区版地域福祉活動計画作成および計画推進にむけての相談・助言・支援 

    ・今年度作成地区 啓蒙地区、麻生津地区           【地－47】 

   オ 地区社協運営・事業推進のための活動費の助成 

・運営費補助…地区社協の組織運営に必要な事務費や人件費等の経費に関す 

る補助 

7,350,000円（1地区社協当り 150,000円） 

      ・事業費補助…地区社協事業に必要な経費に関する補助 

              15,942,600円（当該地区の前年度の賛助会費の実績額の約 95％） 

・地域福祉活性化事業助成金 

         949,900円（前々年度大口募金実績額に基づく助成） 

  ② 地区社協連絡協議会、ブロック地区社協の育成支援 

     理事会、連絡会、ブロック会議を通じ市社協と地区社協の連携を深めるとと

もに、地区社協相互の情報交換をはかりながら地区社協連絡協議会を支援した。 

ブロック地区社協活動補助金の交付 

 240,000円（1ブロック 30,000円×8ブロック） 

③ ひとり暮らし高齢者等の見守り支援活動の推進強化 

ア 福祉委員経験年数ごとの研修会の開催 

・新任福祉委員研修会 

日 時： 4月 3日（土） 

会 場：福井県自治会館 多目的ホール 

       内 容：①福祉委員の役割について 

           ②認知症サポーター養成講座 

     ・３期目以上（５年目以上）福祉委員研修会（福祉委員スキルアップ研修） 

日 時： 4月 25日（土） 

会 場：福井県生活学習館（ユー・アイふくい）多目的ホール 

      内 容：地域福祉リーダーとしての役割について 

講  師：淑徳大学兼任講師・世田谷区生涯大学専任講師 山田 宜廣 氏 

   イ 見守り強化のための市や関係機関との協議      【地－15】【地－82】 

各地区でのひとり暮らし高齢者等の見守り支援及び関係機関の連携が円滑

に行えるよう、市地域福祉課、地域包括ケア推進課、介護保険課と協議した。 

    ウ 地域包括支援センター等関係機関等との連携     【地－17】 
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  高齢者が暮らしやすい地域社会づくりをめざし、地域包括支援センターと地

区社協・市社協との連携を図った。 

エ 地区社協単位での福祉委員と民生児童委員、自治会長、保健衛生推進員及び

見守り関係者と情報交換の場の設定                          資料１  

ひとり暮らし高齢者等の見守り支援を強化するため、45地区で福祉委員や

民生児童委員、自治会長等が一堂に会し、情報交換を行った。  

    オ 自治会型デイホーム、食事サービス事業を通じた見守りの強化 【地－14】 

   カ 支え合いマップ作成のためのツールの提供および活用の支援    【地－13】 

         福祉委員・民生児童委員等合同研修会でのひとり暮らし高齢者等の見守り支

援のための媒体として、支え合いマップを希望する 3地区へ新たに提供した。           

平成 27年度末現在、33地区が支え合いマップを活用している。 

キ 「福井市あんしん見守りネットワーク」への協力 

ク 「ひとり歩き模擬訓練事業」への協力 

 ・ひとり歩き模擬訓練事業 

   11月 15日（日） 社南地区 

    3月 19日（土） 六条地区 

      ・ 地域団体（自治会、民生委員、地区社協、保健衛生推進員等）と各種業者

（新聞配達、運輸運送業者、ガス・水道事業者、介護サービス事業者など） 

による高齢者などへの見守りネットワークづくりへ参画した。 

   ケ 福祉委員活動実態調査の実施  

福祉委員 500名を対象に福祉委員活動実態調査を行い、次年度以降の見守 

り活動や研修などの活動強化に向けた取り組みに活かしていく。 

   コ 福祉委員タペストリーを活用した福祉委員活動の周知 

福祉委員活動紹介タペストリーを作成して、全ての公民館に掲示し、市民 

に福祉委員の活動内容とその役割をＰＲした。 

④ 各種地域福祉活動の推進 

     地区の要請に合わせ、防災講座等の講座を開催した。 

   ア 防災講座                     【地－40】【地－41】 

     6月 20日（土） 春山小学校 

     8月 21日（金） 清明地区 

    イ 認知症サポーター養成講座                  【地－25】 

          5月 31日（日） 足羽地区 

      6月 27日（土） 旭地区 

 ○新⑤ 地域福祉を担う人材育成 

     自治会型デイホーム協力者養成講座 

      自治会型デイホーム事業の協力者を育成するため講座を開催した。  

   ⑥ 地域福祉活動推進会議の開催（２回）         

          第 2次地域福祉活動計画を着実に推進するため、推進会議を開催して進捗状

況や課題等について協議した。                  資料２   

        8月 4 日（水）、1月 14日（木） 

福井市地域福祉計画評価会議と同時開催 

 

 

（２）ふれあい福祉まつり開催事業（47地区）        【地－68】       資料３   



9 

地区社協単位で開催し、福祉まつりの事前広報、市社協･地区社協の活動紹介、 

共同募金運動の広報を必須として、それ以外に各地区の独自メニューとして、

「福祉・健康相談」「福祉用具展示」「車いす体験」など、日頃福祉やボランテ

ィア活動を意識しない人たちにも福祉やボランティア活動について、住民の理

解を促す機会となった。 

 

（３）自治会型デイホーム事業                   

     新規利用者の増加を目的とした和菓子講座やコーヒー講座などを行い、実利用

者を増やすことができた。 

また、外部点検の結果を踏まえ、全地区においてニーズ把握のために市が実施

した利用者アンケートを集計、検討する自治会型デイホーム関係者会議へ参画

した。                                      

【地－19】【地－35】【地－39】 

① 職員配置  

ア 企画職員  2名 社会福祉士等 事業の企画調整 

イ 看護職員 1名 保健師（兼務） 健康情報の発信 

ウ 指導職員 1名 専任職員の指導、事業の集計・事務指導等 

エ 専任職員 

担当地区の自治会型デイホーム事業の企画・運営。区域ごとに 1人配置 

  50名（2地区兼務者 1名含む） 

② 実施地区と実施回数・実施箇所数                資料４  

ア 実施地区    49地区（51区域）で実施  

イ 実施回数・実施箇所数              

実施回数    延べ  3,660回 （前年度 延べ 3,621回） 

実施箇所数          498箇所 (前年度 486箇所） 

ウ 参加人数     延べ 72,923名 （前年度 延べ 72,437名） 

利用者数    延べ 51,780名 実人数 9,735名 

（前年度  延べ  52,052名 実人数 9,720名 

     協力者数     延べ 18,237名 （前年度 延べ 18,006名） 

その他     延べ 2,906名 （前年度 延べ 2,379名） 

エ 参加率 

65歳以上参加率    13.23％  (前年度 13.13％) 

75歳以上参加率    17.26％  (前年度 16.85％) 

③ 実施内容 

ア 必須メニュー 

転倒骨折予防を目的とした「ふくいのズンドコ体操」と認知症予防基本メニ

ューを必須メニューとして毎回実施した。また、毎月「デイホーム健康情報」

を作成し、デイホーム開催時に参加者に配布して、介護予防、健康づくりへの

意識を高めた。 

イ 通常メニュー   

話し合い(ティータイム)や健康体操・レクリエーション・ゲーム・小物作り

などをベースに、季節感や参加される方の希望を聞きながら趣味や特技を生か

したプログラムを盛り込んだ。 

ウ  防火教室、交通安全教室、防犯教室等の実施 
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市消防局による防火教室や救急法教室、各警察署、福井市まちづくり国際課 

による交通安全教室を開催した。また、高齢者が被害者となる犯罪や詐欺が多 

発しているため、警察署員による防犯教室を開催した。 

消防局 防火・救急法教室  23地区 延べ64回  

警察署 交通安全      18地区 延べ68回 

防犯教室      17地区 延べ54回 

福井市まちづくり国際課   18地区 延べ67回 

エ 消費者出前講座の開催 

      消費者センターとのタイアップで高齢者の悪質商法予防のための講座 

を実施した。 

13地区 44回 

オ すかっとランド九頭竜での外出デイホーム(利用料及び会場の減免対応) 

      31 地区 41 回  利用者数 3,026 名 

カ 国際交流事業の開催  

ふくい市民国際交流協会の協力により、福井市内に在住の外国人（ペ 

ルー、タイ、中国等）との交流事業を実施した。 

5地区  8回 

④ 自治会型デイホーム事業運営委員会の開催 

各地区社協単位で開催 全49地区社協  計 118回 開催 

⑤ 会議・研修会の実施 

ア 専任職員定例会の開催  年8回 

イ 専任職員採用予定者研修  

・2月17日(火)～20日(金) 4日間 新規採用4名 

・4月22日(水)～24日(金) 3日間 新規採用3名 

・7月29日(水)～31日(金) 3日間 新規採用1名 

ウ 専任職員研修会 

7月27日（月） 専任職員50名 

講義：「高齢者の心と体の変化」 

 講師： 福井県立すこやかシルバー病院 看護師 高嶋 康子氏 

9 月 28 日（月）専任職員 50 名 

     実技：「楽しい！ためになる！！転倒骨折予防体操」 

講師： （特非）生涯体育学習振興機構 健康運動指導士 東野 テツコ氏 

11月30日（月） 専任職員50名 

講義及び実技：「傾聴の大切さと自分の聴き方に気づく」 

講師：ひと・げんばサポートセンター 藤田 正一氏  

エ 地域福祉リーダー研修会   

6月 8日(月)、15日（月） 協力ボランティア及び専任職員等 129人 

講義および実技：「ＡＥＤと救急法」   

 講師：福井市消防局 救急隊員各回 5名 

 ○新オ 自治会型デイホーム関係者会議への参画  3月 15日（火） 

⑥ 利用促進事業 

    デジタルカメラ、カラオケセット、プロジェクター等を貸し出し、講座等の開 

   催を行った他、教養講座として、コーヒー講座や和菓子講座等を開催し、新規利

用者の利用促進を行った。 
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    貸出実績   34回（前年度 22回） 

    教養講座回数 37回（前年度 38回） 

 

 

（４）ふれあい食事サービス事業                     

希望するひとり暮らし高齢者等の健康増進、孤独感の解消、見守り活動を目的に、

49地区社協が実施主体となり、配食や会食会を実施した。      【地－35】 

 

① 実施回数、食数     ※（ ）内の数字は前年度実績 

実施地区 49地区 

実施回数 延べ 474回（473回） 

形態 
配食 延べ 376回（387回） 

会食 98回（ 86回） 

提供食数 延べ 18,808食 （18,013食）  

利用者数（実人数） 2,821名（2,777名) 

協力者数 延べ 4,827名（6,066名） 

運営委員会開催 延べ 140回（144回） 

② 衛生管理・食中毒予防対策 

     使い捨て手袋、マスクを各地区に配布。   

③ 地域福祉リーダー研修会の実施 

   日 時：5月 19日（火）13:30～16:00 

   会 場：県立図書館 多目的ホール 

   参加者：食事サービスに関わる役員、ボランティア等 94名 

   内 容：講義「食事サービスにおける衛生管理について」  

            講師  福井県福井健康福祉センター  生活衛生課 塚原 道夫 氏 

        講義「栄養バランスと食事作りの工夫点 見た目も大事                                                                 

         ～お弁当のおいしそうな詰め方～」 

            講師  福井県栄養士会 木下 充子 氏  

 

（５）介護者のつどい事業                    

介護者同士の交流と学びの場、心身のリフレッシュを図ることを目的に、計４

回開催した。平成 27 年度は初めての取り組みとして、うち 1回をオープンカフェ

方式で開催し、一般市民に介護について啓発した。 

① 対象者 要支援 1～2、要介護 1～5の要介護者を抱える在宅介護者 

       オープンカフェ方式は一般市民 

② 開催日と内容 

開催日 場 所 参加者数 内  容 

6月 27日（土） きらら館 16名 健康体操、情報交換 

8月 29日（土） アオッサアトリウム 約 120名 介護講習会、各種展示 

9月 16日（水） みらくる亭 14名 介護講習会、情報交換 

マッサージサービス 

10月 15日（木） アオッサ研修室 16名 認知症対応講習会、情報交換 
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３ ボランティアセンター事業            ＜拠点区分３＞ 
住民がボランティア活動に興味を持ち、かつ気軽に参加できるようなボランティア

講座を開催し、活動の機会の提供を行った。また、複数回シリーズにすることで、参

加者同士の交流を深め、グループ結成や既存グループへの加入を呼びかけ、実際の活

動につなげた。 

また、地域ぐるみでの福祉教育を推進するため、福祉体験講座に地区社協や福祉サ

ポーターの協力を得ながら、福祉体験プログラムの充実に努めた。 

福井市総合ボランティアセンターの開設に向けて、運営や連携について定期的な協

議の場を設けた。 
 

（１）ボランティアセンターの職員の配置 

    2人のボランティアコーディネーターが、ボランティアの需給調整に関する相

談や各種講座の企画・実施、情報発信などを行った。 

 

（２）ボランティア活動推進委員会の開催 【地－30】 

    ボランティア活動、福祉教育の普及と推進を図るために、各種関係機関で委員 

構成しているボランティア活動推進委員会を開催した。 

①  第 1回ボランティア活動推進委員会 7月 17日(金) 

    ・平成 26年度ボランティア活動事業について(中間報告) 

    ・ボランティアアンケート（報告） 

・雪かきボランティア活動について 

②  第 2回ボランティア活動推進委員会 12月 17日（木） 

・平成 27年度ボランティア活動事業について 

・平成 27年度地域福祉活動の推進について 

 

（３）ボランティアセンターの運営 

① ボランティアセンターの利用件数 769件（前年度 798件） 

② ボランティアの需給調整          ※（ ）は前年度の数字 

項目 件数 備考 

１．ボランティア相談   447件（404）  

 ①ボランティア活動希望    52件 （44）  

②ボランティア派遣希望   274件（267）  

③その他の相談   121件 （93） 企画相談、預託等 

２．ボランティア相談マッチング数   406件（392）  

 

①活動紹介   230件（207）  

②情報提供   115件 （99）  

③他機関紹介 10件  (15)  

④広報    18件 （32）  

⑤その他    33件 （39）  

③ 福井市ボランティアセンター新規登録者数 27名（男 6名、女 21名） 

④ ボランティア活動者の把握数       ※（ ）は前年度の数字 

個 人 ― 1,681人（ 1,870人） 

団 体  248団体（225団体） 10,901人（10,802人） 

合 計  248団体（233団体） 12,582人（12,672人） 
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(物品の預託)                          

個人・団体・企業等から、飲料水・タオル・使用済み切手・使用済みテレカ・

チケット他の物品の預託を受入し、福祉施設・団体・ボランティア活動者等へ

払い出しを行った。 

⑤ ボランティア登録者現況調査の実施（対象：ボランティアカード記入者 81名） 

                                【地－32】 

⑥ ボランティアグループ活動調査の実施（対象：当会が把握しているボランティ

アグループ 115グループ）【地－32】 

⑦ ボランティア講座の開催  

 ア  福祉教育サポーター講座                  【地－32】 

日 時：9月 3日（木）13：30～16：00 

会 場：福井市民福祉会館 303号室 

内 容：福祉教育と福祉体験活動の実際、講話、ガイドヘルプ・車椅子体験 

講 師：西尾浩昭氏、牧野勇樹氏、 

    （福井市ボランティアセンターゲスト講師） 

参加者：8名  

  ○新イ 地域で生き生き暮らすために（入門編・実技編）（7回）    【地－31】 

   【入門編】 

実施日時 内容・講師・会場 参加者 

第 1回 

11月 21日（土） 

13:30～15:30 

福祉レク いつまでも若々しい自分を創ろう 

講師：栗原  美幸 氏（福井県医療福祉専門学校 

 副校長） 

会場：福井市研修センター研修室 204、205（和室） 

8名 

第 2回 

12月 5日（土） 

10:00～12:00 

実践報告、懇談 あったかい地域をつくろう 

講師：ボランティア活動者、市社協職員 

会場：福井市研修センター 

7名 

第 3回 

12月 6日（日） 

13:30～16:00 

交流 ユニークダンスパーティーに参加しよう 

会場：ＡＯＳＳＡ８階 県民ホール 

4名 

第 4回 

12月 12日（土） 

10:00～12:00 

講話 活き生き暮らす自分を創ろう 

講師：豊永 真誠 氏 

会場：福井市民福祉会館 303号室 

14名 

 

【実技編】 

実施日時 内容・講師・会場 参加者 

第 1回 

1月 23日（土） 

13:30～15:30 

減災 簡単にできる家具転倒防止策と災害ボラン 

ティア 

講師：松森 和人 氏（まちの防災研究会） 

会場：福井市民福祉会館 303号室 

7名 

第 2回 

1月 31日（日） 

13:30～16:30 

聞き上手なボランティア－話し相手ボランティア

－ 

講師：藤田 正一 氏（ひと・げんばサポートセ

ンター） 

会場：福井県社会福祉センター３階老人研修室 

6名 
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第 3回 

2月 6日（土） 

13:30～15:30 

趣味を生かして気軽にボランティア 

講師：特別養護老人ホーム HOME TOWN コスモス 

職員、ボランティア活動者 

会場：市民福祉会館 303号室 

5名 

 

  ○新ウ 折り紙ボランティアフォローアップ講座（2回）      【地－31】 

昨年度の講座修了生でグループを結成し、活動している方々のフォローアッ

プとして 1回目を開催した。2回目は、関心のある方も参加され、6名の方がグ

ループに加入された。 

実施日時 内容・講師・会場 参加者 

1回目 

6月 10日（水） 

10：00～11：30  

【内容】季節を感じる折り紙（織姫、彦星、

ひまわり） 

【講師】瀬戸 百合子 氏 

【会場】市民福祉会館 303号室 

7名 

（折り紙

ボランテ

ィアグル

ープのメ

ンバー） 

2回目 

11月 2日（月） 

9：30～11：30 

【内容】基本折りとその応用、季節を感じる

折り紙（折り鶴、フーセン、２艘舟、サンタ

クロース他） 

【講師】松原 智子 氏（日本折り紙協会認

定講師） 

【会場】県社会福祉センター3階老人研修室 

25名 

（折り紙

ボランテ

ィアグル

ープメン

バー6名

含む） 

 

  ○新エ 夏休み親子ボランティア講座（2回）           【地－31】 

実施日時 内容・講師・会場 参加者 

7月 30日（木） 

9：30～12：00  

【内容】目の不自由な方のお話とマラソン伴

走ボランティア体験 

【講師】福井楽障クラブ、鈴木 邦雄氏（認

定非営利活動法人日本盲人マラソン協会常務

理事） 

【会場】福井市体育館アリーナ 

12名 

8月 6日（木） 

10：00～12：00 

【内容】足の不自由な方のお話と車いす体験、

高齢者疑似体験 

【講師】浦松 豊之氏 

【会場】市民福祉会館 301号室 

17名 

 

  ○新オ 障がい理解を図る講座（2回）  

実施日時 内容・講師・会場 参加者 

2月 11日（木） 

9：15～16：00  

【内容】目の不自由な方からの話や盲学校内

の見学、スポーツ交流を通し、障がい理解を

図った。 

午前の部：フロアバレーボール 

午後の部：マラソン伴走 

39名 

 

午前の

部：22名 

午後の
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【講師】福井県立盲学校教諭、コラッジョ福

井、福井楽障クラブ 

【会場】福井県立盲学校 

部：18名 

2月 28日（日） 

13：00～15：30 

【内容】自閉症ってなに？どう関わるといい

の？（福井県自閉症協会共催） 

【講師】内田彰夫氏（合同会社ぽると代表）、 

木下美智子氏（福井県自閉症協会事務局） 

【会場】県社会福祉センター3階老人研修室 

36名 

 

○新カ ボランティアコーディネーション研修         

日 時：11月 24日（火）13：30～17：00 

会 場：市民福祉会館 301号室 

    講 師：石井 祐理子 氏 

        （京都光華女子大学健康科学部医療福祉学科社会福祉専攻准教授）  

    内 容：講義とグループワーク（事例）を通して、ボランティアの参加意欲を

高めるためのボランティアコーディネーションについて学んだ。 

    参加者：31名 

⑧ お話し相手ボランティアグループとの懇談会 

日 時：1月 15日（金）13：30～15：00  2グループ 2名 

    1月 17日（日） 9：30～11：20  9グループ 14名 

⑨ ボランティア情報の発信                    【地－58】 

・ボランティア情報紙の発行 年 12回(毎月 1日発行 各 3,000部。ただし、 

社協だより発行月のみ 3,700部) 

（配布先 金融機関、公民館、地区社協等 276箇所） 

・ホームページによる情報提供（随時） 

⑩ 雪かきボランティア受入れ窓口の開設およびボランティア募集について  

市内在住の障害者や高齢者の非課税世帯で、同居または近隣に親族・親戚等

がなく自力での雪かきが困難な方を対象に 12月 1日から翌年 3月 15日まで開

設し、5日延べ 18軒、延べ 35人が活動した。   ※（ ）は前年度の数字 

雪かきボランティア相談数 35件（47件） 

ボランティア活動希望者数 39名（53名） 

ボランティア依頼世帯数 
14世帯＜障害者世帯 7世帯、高齢者世帯 7世帯＞ 

（10世帯(障害者世帯 10世帯、高齢者世帯 0世帯)） 

ボランティア活動日数 5日（3日） 

ボランティア活動者数（延べ） 35人（43名） 

⑪ ボランティア連絡協議会への支援                【地－60】 

    ボランティアグループや個人ボランティアが加入し、情報交換や研修等を行 

っているボランティア連絡協議会の主催行事等の支援協力を行った。 

⑫ ボランティア活動拠点づくりの支援 

ボランティア活動者がいつでも活動しやすいように、ボランティアセンター

の開設時間外（夜間・休日）も印刷機等機材が使用できるように環境整備を図

っている。 (当事者団体・ボランティアグループ 28団体が利用) 

    ・コピー機・印刷機・紙折り機・プロジェクター・スクリーン等  

⑬ 福井市民福祉会館機能の移転に伴う部屋の使用説明会 
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  7月 2日（木）13：30～14：00、19：00～19：30 

⑭ ボランティア保険の加入促進 

・ボランティア活動保険 加入受付数 6,748名（前年度 6,764名） 

・ボランティア保険等の加入のための普及啓発 

⑮ 車椅子の貸出し 151件（前年度 180件） 

⑯ マスコットキャラクター「ふくみん」着ぐるみの貸出し【地－65】【地－66】 

  5件（前年度 8件） 

 ⑰「福井市ボランティアネット」の運営協力 

   

（４）福祉教育の推進                                   【地－５７】 

① 学校での福祉体験講座などへの支援協力 

相談・コーディネート等 101件（前年度 119件） 

② 学校での福祉体験講座（講師紹介）  延べ 59校（前年度 62校） 

③ 教職員課題別研修「福祉教育を考える講座」の開催（市教育委員会との共催） 

  ※福井市地域包括ケア推進課と共同実施 

【地－24】  

   7月 31日(金)   参加者 福井市小中学校教職員 26人        

   テーマ：「こころのバリアフリー～高齢者のこころを知ろう～」 

   講 師：吉村 和真 氏（福井県キャラバン・メイト協議会 事務局長） 

   会 場：市研修センター201研修室 

④ 福祉教育を考える会 5月 28日（木） 

⑤ 福祉教育サポーター懇談会 12月 16日（水）  

⑥ 国土交通省中部運輸局福井支局「交通バリアフリー教室」への協力 

社南小学校   9月 1日、2日 

棗小学校   10月 19日 

森田小学校  10月 28日、29日 

和田小学校  11月 20日 

東安居小学校 12月 2日 

 


