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平成２６年度事業実施報告	 

Ⅰ．総括	 

山辺町社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核的団体として地方公共団体や住

民活動をつなぎ、地方公共団体との間に立ちネットワークを作っていくという方

針で事業を推進してきました。特に、近年社会福祉構造改革が叫ばれ、福祉サー

ビスを必要とする地域住民一人ひとりが、地域社会を構成する一員として日常生

活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、法改正及び

制度改正が行われています。	 	 	 	 

そのような中で、本協議会では、昨今の社会情勢の中では、制度によるサービ

スだけでは対応できない課題（単身高齢者に対する見守り等）に福祉推進員を中

心に活動を行い孤独感の解消や、いきがいにつながる活動を実施してきました。	 

	 

平成２６年度における主な取り組み状況と各部門の具体的な事業の展開は以下

のとおりです。	 

地域福祉・在宅福祉活動である７０歳以上の高齢者を対象にした「お茶のみサ

ロン」は８地区計１５１名の福祉推進員の活動と山辺高等学校の協力により、充

実した活動にすることができました。また、介護保険サービスを受けていない７

０歳以上の健康な方を対象にした「銀齢の集い」は５０名の方が参加し、庄内方

面を見学し親睦を深め、健康でいることの喜びを改めて認識していただきました。	 

	 啓発宣伝事業である「やまのべ福祉のつどい」では、１７６名の参加を得て、

セレモニーの後、六華亭遊花氏より「なまって笑ってコミュニケーション」とい

う演題で講演をして頂きました。	 

	 介護保険事業では居宅介護支援事業、及び障がい者福祉サービス事業では障が

い者自立支援センターあおぞら（就労継続支援Ｂ型）は安定した事業を展開する

ことができました。また、訪問介護事業は、利用者減少に歯止めをかけようとい

うことで、営業日を拡大したがその成果はまだ見られず、さらに宣伝、啓発が必

要であると思われます。	 

	 福祉団体育成事業では、身体障害者福祉協会、老人クラブ連合会、遺族会、手

をつなぐ育成会の事務局として支援を行いました。	 

	 事務局体制では、職員の途中退職などがあり手探りの中で、社会福祉協議会の

事業の健全な発展と活動の活性化を図るために、法人の管理運営に努めました。	 

	 

	 

個々の具体的な地域福祉事業の展開は次ページからとなります。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Ⅱ．具体的事業経過	 



	 3	 

	 

１．地域福祉・在宅福祉活動	 

地域住民が相互に交流し助け合い地域社会における住民の連帯感を高め、明るく

活力のある社会を構築し、地域福祉・在宅福祉の推進を図ることを目的とする。	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.山辺高等学校食

物科生徒による

単身老人配食サ

ービス	 

【第1回】：５月１６日(金)	 利用者：１８１名	 

【第2回】：１１月６日(木)	 利用者：名１９４名	 

対象：65歳以上の単身老人世帯	 

配達：民生委員児童委員、福祉推進員、事務局	 

期日：９月１８日(木)	 	 場所：保健福祉センター	 

相談員：県高齢者総合相談センターより弁護士1名(宇野弁護士)	 

来談者：5名	 	 チラシ：全戸配布	 

2.無料法律相談所	 

場所：保健福祉センター	 

相談員：県弁護士会会員	 

	 
期	 日	 来談者数	 弁護士	 

12月 18日（木）	 ０名	 （キャンセル）	 

2月 18日	 (水)	 ４名	 半	 田	 	 稔	 氏	 

3.雪下ろし助成金	 対象：住宅の屋根の雪下ろしの必要性があり、自力で雪下ろしが

できない世帯でかつ家族・親族等において援助できる方が

いない世帯のうち、以下に該当する世帯	 

①満６５歳以上単身高齢者世帯	 

	 	 ②満６５歳以上高齢者一人と重度障がい者世帯	 

	 	 ③夫婦であるが現在単身高齢者世帯（申請者が65歳以上）	 

助成金：領収金額の半額とし、上限10,000円を助成	 

	 	 	 合計：６１件	 

4.銀齢のつどい	 期日：10月 30日(木)	 

対象者：70歳以上の単身老人世帯で介護保険サービスを受けてい

ない方	 

内容：単身老人の親睦と交流	 

	 	 	 加茂水族館、相馬桜（食事・演舞鑑賞）、庄内観光物産館	 

参加者：６５名	 

5.地区福祉推進員

会議	 

（委嘱状交付）	 

・大寺地区福祉推進員	 期日：4月3日(木)	 場所：大寺公民館	 

	 

①経過報告	 ②委嘱状の交付	 ③役員の選任	 ④情報交換	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 
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6.高齢者ふれあい

お茶のみサロン	 

（高齢者生きがい

対策事業）	 

高齢者ふれあいお茶のみサロン	 

期	 	 日	 地	 	 区	 	 名	 参加人数	 

９月６日（土）	 第２山辺地区	 96名	 

10月 5日（日）	 第３山辺地区	 117名	 

10月 25日(土)	 第１山辺地区（共催：山辺高校）	 95名	 

11月12日(水)	 作谷沢地区	 31名	 

11月13日(木)	 大寺地区	 54名	 

11月22日(土)	 近江地区	 43名	 

11月22日(土)	 相模地区	 89名	 

合	 	 計	 ７ヶ所	 525人	 

対象：70歳以上の方	 	 内容：高齢者同士の交流会	 

主催：地区福祉推進員会	 協力：山辺高等学校	 

7.小地域ネットワ

ーク活動	 

地区福祉推進員会	 	 

名	 	 	 称	 人	 数	 

第1山辺地区福祉推進員会	 29人	 

第2山辺地区福祉推進員会	 18人	 

第3山辺地区福祉推進員会	 24人	 

大寺地区福祉推進員会	 20人	 

中地区福祉推進員会	 10人	 

作谷沢地区福祉推進員会	 15人	 

相模地区福祉推進員会	 17人	 

近江地区福祉推進員会	 18人	 

合	 	 	 	 計	 151人	 

活動内容	 

①在宅支援ネットワーク、在宅要援護者（単身老人世帯・老人

夫婦世帯等）を中心とした見守り活動	 

②民生委員児童委員と協力し、情報の収集・提供及び友愛訪問

等の活動	 	 ③地区敬老会への協力	 ④施設ボランティア	 	 

⑤笹巻き慰問	 ⑥施設見学	 ⑦高齢者ふれあいお茶のみサロン	 

⑧坐禅ふくし交流会	 ⑨地区文化祭への協力	 

⑩その他の活動	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 
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8.福祉推進員会会

長会議	 

期日：6月10日(火)	 	 場所：保健福祉センター	 

内容：①地区福祉推進員会活動費の交付について	 

②地区福祉推進員会事業報告並びに事業計画について	 

③高齢者サロン（お茶のみ会）の進め方について	 

④情報交換	 

出席者：地区推進員会会長・山辺高等学校	 佐藤教諭	 

２．福祉のまちづくりのための事業	 

「共に生きる福祉社会」の実現には、地域住民による「福祉のまちづくり運動」

の推進が不可欠である。地域の福祉課題解決のために協働できる体制づくりの試行

をはじめ、地域福祉基金の果実活用事業の拡大化を図りながら、地域の福祉課題の

掘り起こしと関係機関・団体との連絡調整に留意し行った事業は次の通りである。	 

福祉団体育成のための事業	 

福祉団体等の育成については、その自立と活動の活性化そして内容の充実を図

るべく支援・協働に努めた。	 

・山辺町民生委員児童委員協議会との連携	 

・山辺町老人クラブ連合会、山辺町遺族会、山辺町身体障害者福祉協会、山辺町

手をつなぐ育成会・山辺町社会福祉協議会障がい者自立支援センター｢あおぞ

ら｣保護者会	 

(１)総会・大会等	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.民生委員児童委

員協議会定例会	 

期日：毎月	 	 場所：役場	 

内容：情報交換・研修	 

2.山辺町社協障が

い者自立支援セ

ンター｢あおぞ

ら｣保護者会総会	 

期日：4月4日(金)	 

場所：障がい者自立支援センター｢あおぞら｣	 

内容：①平成25年度事業報告及び会計報告について	 

	 	 	 ②平成26年度事業計画(案)及び予算(案)について	 

出席者：事務局より久連山会長、五十嵐局長	 

障がい者自立支援センター｢あおぞら｣鈴木管理者、長沼	 

3.町手をつなぐ育

成会定例総会	 

期日：4月18日(金)	 	 場所：中央公民館	 

内容：①平成25年度事業報告並び収支決算について	 

	 	 	 ②平成26年度事業計画(案)並びに予算(案)について	 

出席者：久連山会長・五十嵐局長	 

4.町更生保護女性

会総会	 

期日：4月24日(木)	 	 場所：中央公民館	 

内容：①平成25年度事業報告並び収支決算について	 

	 	 	 ②平成26年度事業計画(案)並びに予算(案)について	 

	 	 	 ③研修会	 

出席者：久連山会長	 

5.ゆりかご児童ク

ラブ総会	 

期日：5月2日(金)	 	 場所：ゆりかご幼稚園	 

内容：①平成25年度事業報告並びに収支決算の承認に関する件	 

	 	 	 ②平成 26 年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の承認に

関する件	 

出席者：久連山会長	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 
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6.国際ソロプチミ

スト山辺チャリ

ティー茶会	 

期日：4月13日(日)	 	 場所：中央公民館	 

内容：チャリティー茶会	 

出席者：垂石フミ子	 

7.町遺族会年次総

会	 

期日：5月22日(木)	 	 場所：保健福祉センター	 

内容：①平成25年度事業報告並びに収支決算について	 

②平成26年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について	 

8.町老人クラブ連

合会年次総会	 

期日：5月26日(月)	 	 場所：中央公民館	 

内容：①平成25年度事業報告並びに収支決算について	 

②平成26年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について	 

9.町身体障害者福

祉協会総会	 

期日：5月30日(金)	 	 場所：中央公民館	 

内容：①平成25年度事業報告並びに収支決算について	 

②平成26年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について	 

出席者：久連山会長	 

10.町戦没者追悼式	 期日：7月10日(木)	 	 場所：中央公民館	 

内容：戦没者追悼式	 

出席者：久連山会長	 

11.県身体障害者福

祉大会	 

期日：7月25日(金)	 	 場所：寒河江市民文化会館	 

内容：①歓迎セレモニー	 	 ②式典	 

参加者：会員20名	 五十嵐局長	 

12.第 49 回県老人

福祉大会	 

期日：9月2日(火)	 	 場所：山形テルサ「テルサホール」	 

内容：式典	 

参加者：18名、大山事務員	 

13.県身体がい害者

レクリエーショ

ン大会	 

期日：9月23日(火)	 	 場所：県総合運動公園体育館	 

内容：スポーツ等	 

参加者：19名(町身障協会会員)、五十嵐局長、佐藤事務専門員	 

14.第 28 回山辺町

老人レクリエー

ション大会	 

期日：9月26日(金)	 場所：屋内ゲートボール場「すぱ～く山辺」	 

内容：①ペットボトル倒し競争	 ②空き缶釣り競争	 

	 	 	 ③源平毬入れ競争	 	 	 	 ④豆つまみ競争	 

	 	 	 ⑤輪投げ競争	 

参加者：214名	 事務局：5名	 

15.県戦没者追悼

式･県戦没者遺

族大会	 

期日：10月 15日(水)場所：尾花沢市文化体育施設「サルナート」	 

内容：①戦没者追悼式	 

②戦没者遺族大会	 

参列者：4名(遺族会員)、笹原	 	 	 事務員	 

16.第 64 回県民福

祉大会	 

期日：10月 22日(水)	 	 	 場所：河北町総合交流センター	 

内容：①式典	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 「サハトべに花」	 

	 	 	 ②講演「歴史が育む地域づくり～千二百年の伝統文化」	 

参加者：久連山会長、笹原事務員	 

17.町手をつなぐ育

成会ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨ

ｰ	 

期日：12月 20日(土)	 	 場所：中央公民館	 

内容：交流	 

出席者：久連山会長	 
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事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

18.町防災会議	 期日：2月3日(月)	 	 場所：役場	 

内容：町地域防災計画改定	 

出席者：久連山会長	 

19.山辺町・日立市	 

	 	 交流協会役員会	 

期日：4月30日（水）	 

出席者：久連山会長	 

20.山辺町・日立市

交流協会総会	 

期日：6月4日(水)	 

出席者：久連山会長	 

	 

(２)ボランティア活動の振興	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.	 児童生徒ボランテ

ィア活動普及事業	 

指定校：山辺高等学校、山辺中学校、作谷沢中学校、山辺小学校

大寺小学校、作谷沢小学校、相模小学校	 

2.	 県災害ボラン

ティアセンター

運営研修会(基

礎編)	 	 

期日：11月 6日(木)	 	 場所：県自治会館	 

内容：①講義「災害ボランティアセンターの基本的な機能と役割

について」	 

	 	 	 ②演習１	 ボランティアセンターの初動・体制づくりにつ

いて	 

	 	 	 	 演習２	 災害ボランティアセンターのレイアウト・運営	 

	 	 	 	 	 	 	 	 について	 

出席者：大山事務員	 

3.	 村山地域ボラ

ンティアの輪連

絡会研修会	 

期日：11月 17日（木）	 場所：宮城県多賀城市社会福祉協議会	 

内容：①「多賀城市社会福祉協議会復興支え合いセンターの活動

概況について」	 

	 	 	 ②「多賀城市内福祉施設でのボランティア活動」	 

出席者：大山事務員	 

4.	 ボランティア

研修会	 

期日：11月 19日(水)	 	 場所：保健福祉センター「研修室」	 

内容：心肺蘇生法とＡＥＤを用いた救急法講習会	 

参加者：ボランティア4名・職員8名	 

5.	 村山地域災害

ボランティアセ

ンター設営体制

設備検討会	 	 

期日：3月10日（火）	 場所：村山総合支庁本庁舎	 

内容：①説明「山形県災害ボランティア支援本部の体制と平常時

の取り組み」	 

	 	 	 ②事例「南陽市豪雨災害ボランティアセンターの成果と課

題について」	 

	 	 	 	 	 	 「災害ⅤＣ設置運営マニュアル作成と寒河江市災害

ⅤＣ設営訓練について」	 

出席者：大山事務員	 

6．村山地域ボラン

ティアの輪連絡会	 

期日：3月18日(水)	 	 	 場所：天童市総合福祉センター	 

内容：①平成26年度の事業報告及び決算について	 

	 	 	 ②平成27年度の幹事社協及び役員の選任について	 

出席者：大山事務員	 
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(３)共同募金会配分事業	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.広報紙の発行	 	 広報紙第123号	 	 10月 1日発行	 	 全戸配布	 

2.高齢者ふれあい

お茶飲みサロン	 

実施日：9月6日(土)、10月 5日(日)、10月 25日(土)	 

11月 12日(水)、11月 13日(木)、11月 22日(土)	 

主催：地区福祉推進員会	 

3.山辺高等学校単

身老人配食サー

ビス	 

【第1回】：5月16日(金)	 利用者：181名	 

【第2回】：11月 6日(木)	 利用者：194名	 

	 

３．啓発宣伝のための事業	 

「啓発宣伝」は、社会福祉協議会にとって重要な活動である。これについては、

広報紙で周知を図る一方、本会の諸事業を通しても啓発を実施しているところであ

るが、直接的な事業として行ったものは次の通りである。	 

（１）「やまのべ福祉のつどい」の開催	 

事	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.実行委員会	 【第1回】期日：7月29日(火)	 	 	 場所：保健福祉センター	 

内容：式典内容・表彰者・講演会について	 

【第2回】期日：9月30日(月)	 	 	 場所：保健福祉センター	 

内容：役割分担等について	 

2.日時・場所	 10月 16日(木)13：30～15：45	 場所：中央公民館	 

3.内	 	 	 容	 ①式	 典	 表彰	 社協理事功労者	 垂石フミ子様	 

②講演「なまって笑ってコミュニケーション」	 

	 	 	 	 講師：六華亭	 遊花	 氏	 

参加者：176名	 

	 

(２)広報誌「福祉やまのべ」の発行	 

号	 数	 発行日	 掲	 	 載	 	 内	 	 容	 

第125号	 5月15日	 

①平成26年度事業方針	 ②平成26年度事業計画	 

③平成26年度予算	 ④一般会費納入のお願い	 

⑤新人職員の紹介	 ⑥介護サービス利用援助事業利用お勧め	 

⑦ボランティアの募集	 	 

⑧寄付のお礼	 

第126号	 10月 1日	 

①平成25年度事業報告と収入支出決算報告	 

②福祉推進員任命式	 ③ボランティア派遣	 

④山辺町追悼式実施	 

⑤｢やまのべ福祉のつどい｣開催のお知らせ	 

⑥赤い羽根共同募金ご協力のお願い	 

⑦近江あけぼの会健康教室実施	 

⑧無料法律相談のお知らせ	 ⑨寄付のお礼	 

⑩社協会費納入のお礼	 
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号	 数	 発行日	 掲	 	 載	 	 内	 	 容	 

第127号	 2月 1日	 

①心肺蘇生法とＡＥＤ講習会(ボランティアセンター)	 

②赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動結果報告	 

③ふれあいお茶のみサロン	 ④銀齢のつどい	 

⑤老人レクリエーション大会	 

⑥老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会	 

⑦手をつなぐ育成会主催クリスマス会	 ⑧寄付のお礼	 

⑨ボランティア募集	 ⑩ボランティア派遣	 

	 

(３)チラシの発行	 

事	 	 	 項	 内	 	 	 	 容	 

1.社会福祉協議会活動趣意書	 社協活動の説明と会費納入依頼（全戸配布）	 

2.山辺高校配食サービス(2回)	 希望者の募集（単身老人）	 

3.高齢者ふれあいお茶のみサロン	 参加の呼びかけ（70歳以上の方）	 

4.雪下ろし助成金事業	 事業の呼びかけ	 

	 

４．生活福祉のための事業	 

本会の活動で住民の生活福祉に直結しているものは、心配ごと相談事業と低所得

者等に対する福祉資金の貸付事業である。これらは共に民生委員児童委員をはじめ

とする関係機関の協力を基に実施しているものであるが、本年度におけるその経過

は次の通りである。	 

（１） 心配ごと相談事業	 
相談所の開設	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.心配ごと相談	 相談日：随時	 	 場所：本会事務所・相談員宅	 

相談員：34名（民生委員児童委員・主任児童委員・社協職員）	 

2.無料法律相談所

の開設	 

期日：9月18日(木)、12月 18日(木)、2月18日(水)	 

場所：保健福祉センター「研修室」	 	 

	 

（２） 福祉サービス利用援助事業	 
事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

福祉サービス利

用援助事業委嘱

状交付及び研修

会	 

期日：4月10日(木)	 	 場所：山形市総合福祉センター	 

内容：①生活支援員委嘱状交付	 

②福祉サービス利用援助事業生活支援員活動について	 

出席者：五十嵐局長	 

	 

（３）福祉資金の貸付	 

①生活安定資金	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

資金貸付	 平成26年度貸付件数：3件	 	 年度末取扱状況：2件	 

	 

	 

	 

②生活福祉資金	 
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事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

取	 扱	 状	 況	 平成26年度貸付件数：１件	 

貸付種類：教育支援資金：１件	 

年度末取扱状況：8件	 

	 

５．諸調査	 

年度事業計画に基づいて事業を実施するにあたり、次のような調査を行った。	 

事	 	 	 項	 協力機関	 

1.単位老人クラブ基礎調査	 老人クラブ連合会	 

2.地区遺族会基礎調査	 遺族会	 

3.歳末たすけあい運動対象者調査	 民生委員児童委員	 

	 

６．社会福祉募金運動等	 

年間事業計画に基づき社協自己財源の確保に努めた。その結果については次の通

りである。	 

(１) 社会福祉募金運動の実施	 
①赤い羽根共同募金運動	 

実	 施	 期	 間	 金	 	 	 額	 

10/1～10/31	 1,309,900円	 

	 

②歳末たすけあい運動	 

収	 入	 

実	 施	 期	 間	 金	 	 	 額	 

12/1～12/31	 881,300円（募金額）	 

支	 出	 

区	 分	 金	 額	 実	 施	 内	 容	 

1.地域内配分	 808,000円	 ①要支援世帯	 	 	 	 	 ②母子父子要支援世帯	 

③単身老人要支援世帯	 ④老人夫婦要支援世帯	 

2.山形県共同

募金会へ	 

47,300円	 （次年度に県共同募金会から配分）	 

3.事務経費	 26,000円	 	 

合	 	 計	 881,300円	 	 

	 

③県共同募金会山辺町分会理事会	 

期日・場所	 議	 	 	 	 	 案	 出席数	 

5月 28日(水)	 

保健福祉センター	 
平成25年度寄付金・事務費会計収支決算について	 9名	 

8月 5日(火)	 

保健福祉センター	 

任期満了に伴う山形県共同募金会山辺町分会評議員の同

意について	 
9名	 

3月24日(火)	 

保健福祉センター	 
平成27年度寄付金・事務費収支予算(案)について	 9名	 
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④県共同募金会山辺町分会評議員会	 

期日・場所	 議	 	 	 	 	 案	 出席数	 

5月 28日(水)	 

保健福祉センター	 
平成25年度寄付金・事務費収支決算について	 17名	 

8月 5日（火）	 

保健福祉センター	 

任期満了に伴う山形県共同募金会山辺町分会評議員の同

意について	 
18名	 

3月24日(火)	 

保健福祉センター	 
平成27年度寄付金・事務費会計収支予算(案)について	 17名	 

	 

⑤会議・研修会等への参加	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.共同募金会支

会・分会担当職

員会議	 

期日：7月30日(水)	 場所：山交ビル	 

内容：①平成26年度共同募金運動の取り組みについて	 

②中央の情勢について	 

③支会・分会からの提出議題について	 

出席者：浜本事務員	 

2.歳末たすけあい

配分検討会議	 

期日：12月 15日(月)	 	 場所：保健福祉センター	 

内容：①現在の募金額報告	 	 ②見舞対象者について	 

③見舞金について	 

出席者：久連山会長、中谷副会長、多田副会長	 

民児協(三役、地区代表、監事)	 

事務局（鈴木事務局次長、笹原事務員）	 

	 

	 

	 

７．介護保険制度・障がい者自立支援法による事業所の運営	 

介護保険事業（居宅介護支援事業・訪問介護事業・予防訪問介護事業）と障害者

自立支援法による事業（指定居宅介護事業・障がい者自立支援センター｢あおぞら｣）

に取り組み、本年度におけるその経過は次の通りである。	 

(１)会議・研修会等への参加	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.山形市福祉団

体連絡会総会	 

期日：4月25日(金)	 	 場所：山形市総合福祉センター	 

内容：①平成25年度事業報告及び収支決算報告について	 

	 	 	 ②平成26年度事業計画及び収支予算(案)について	 

出席者：障がい者自立支援センター｢あおぞら｣	 鈴木管理者	 

2.山形県施設、作

業所連絡協議

会総会	 

期日：5月16日(金)	 	 場所：県総合社会福祉センター	 

内容：①平成25年度事業報告並びに収支決算について	 

	 	 	 ②平成26年度事業計画並びに収支予算(案)について	 

出席者：障がい者自立支援センター｢あおぞら｣	 鈴木管理者	 
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3.県作業所、施設

協議会職員研

修会	 

期日：9月6日(土)～7日(日)	 	 場所：寒河江ホテルシンフォニ

ーアネックス	 

内容：講演：「職場内の人間関係」	 	 分科会：各種指導	 

障がい者自立支援センター｢あおぞら｣	 鈴木管理者	 

4.ケアマネージ

ャー連絡会議	 

期日：4月17日(木)～3月19日(木)	 毎月第３木曜日	 

内容：①困難事例について	 	 ②情報交換等	 	 ③その他	 

出席者：居宅介護支援事業所	 

緒方管理者兼ケアマネ・佐藤ケアマネ	 

	 

	 

	 

	 

(２)視察・実習等の受入	 

学校名・団体等	 

（事	 業	 所	 名）	 
内	 	 	 	 容	 

1.山辺中学校	 

（障がい者自立支援センター｢あおぞら｣）	 

期日：5月13日(火)～15日(木)	 

内容：わっくワーク(社会体験学習)	 人数：2名	 

2．山形県立村山特別支援学

校

（障がい者自立支援センター｢あおぞら｣）	 

期日：7月30日(水)	 

内容：教員実習	 	 

人数：教師1名	 

3.	 山辺中学校校外学習	 

（障がい者自立支援センター｢あおぞら｣）	 

期日：週1回（火曜日）	 

内容：校外学習	 	 	 人数：生徒4名、教師2名	 

4.千歳会	 

（障がい者自立支援センター｢あおぞら｣）	 

期日：7月24日(木)	 

内容：慰問、寄付持参	 	 人数：2名	 	 	 

5.	 山辺第２分団更生保護女

性会	 

（障がい者自立支援センター｢あおぞら｣）	 

期日：11月 26日(月)	 

内容：慰問	 	 人数：約10名	 

6.町民生委員児童委員協議

会慰問

（障がい者自立支援センター｢あおぞら｣）	 

期日：12月 18日(木)	 

内容：慰問	 	 人数：36名	 

7.山形県立ゆきわり養護学

校	 

（障がい者自立支援センター｢あおぞら｣）	 

期日：2 月18日(水)～2月19日（木）	 

内容：実習	 	 	 人数：1名	 

	 

(３)受託事業	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.要介護認定調査	 内容：介護支援専門員が家庭を訪問し、介護保険利用者の心身の

状態等について聞き取り調査を行う。	 

年間件数：41件（月平均3.5件）	 
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予防居宅介護支援事業利用者数（月平均	 17.2件）	 

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

件数	 17	 18	 18	 17	 18	 19	 18	 18	 17	 10	 18	 18	 206	 

	 

	 

(４)居宅介護支援事業利用者数（月平均	 67.5件）	 

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

件数	 69	 66	 67	 68	 69	 68	 65	 68	 68	 68	 66	 68	 810	 

	 

(５)訪問介護事業利用者数（月平均	 7.4件）	 

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

件数	 11	 11	 10	 10	 12	 7	 5	 5	 5	 4	 4	 4	 88	 

	 

(６)予防訪問介護事業利用者数（月平均	 6件）	 

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

件数	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 72	 

	 

(７)指定居宅介護事業利用件数（月平均	 1件）	 

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

件数	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 12	 

	 

(８)障がい者自立支援センター｢あおぞら｣（就労継続支援Ｂ型）	 

利用者数	 21名	 

	 

(９)山辺町社会福祉協議会障がい者自立支援センター｢あおぞら｣バザー出店	 

主	 	 催	 	 等	 期	 	 日	 場	 	 所	 

1.ソロプチミストお茶会	 4月 13日(日)	 山辺町中央公民館	 

2.｢あおぞら｣まつり	 5月 24日(土)	 山辺町中央公民館	 

3.やまのべ荘夏祭り	 7月 25日(金)	 やまのべ荘	 

4.蒼潤祭	 8月 23日(土)	 山辺高等学校	 

5.とかみふれあい芋煮会	 9月 20日(土)	 とかみふれあいセンター	 

6.ひなぎくバザー	 10月	 4日(土)	 
ひなぎくアルファー城南

町事業所	 

7.やまのべ福祉のつどい	 10月 16日(木)	 山辺町中央公民館	 

8.山形流通団地まつり	 10月17日(金)	 山形流通団地組合会館	 

9.ワークランドべにばな祭	 10月 18日(土)	 ワークランドべにばな	 

10.徳洲会健康フェスティバル	 10月 19日(日)	 徳洲会病院	 

11.中山町健康福祉フェスティ

バル	 
10月 19日(日)	 中山町中央公民館	 

12.県民福祉フェスティバル	 10月 22日(水)	 河北町「サハトべに花」	 

13.ソロプチミスト山辺チャリ

ティバザー	 

10月 26日(日)	 ショッピングプラザ「ベ

ル」	 
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14.やまのべまるごとフェステ

ィバル	 

	 

11月	 3日(月)	 

	 

山辺町中央公園	 

山辺町総合体育館	 

15.ゆきわり祭	 11月 8日(土)	 ゆきわり養護学校	 

16.近江地区文化祭	 11月 9日(日)	 近江公民館	 

17.まちかどコンサート	 12月 6日（土）	 霞城セントラル	 

18.山形県社会就労センター協

議会ふれあいマーケット	 

1月 24日（土）	 

1月 25日（日）	 
イオンモール山形南店	 

19.やまのべ童謡音楽祭	 2月 15日（日）	 山辺町中央公民館	 

	 

20.やまのべひな人形展	 
2月 11日(水)	 

～3月31日(火)	 

ふるさと交流センター

「あがらっしゃい」	 

21.ほんわかバザー	 

5/12（月）	 

7/14（月）、7/16（水）	 

	 	 	 	 	 	 	 ～7/18（金）	 

8/19（火）～8/22（金）	 

9/24（水）～9/26（金）	 

山形市役所	 

エントランスホール	 

22.ふれあいバザー	 11月 8日(土)	 霞城セントラルアトリウム	 

23.『ベル』バザー	 

4月16日（火）	 

6月 17日（火）	 

9月 16日（火）	 

11月 11日（火）	 

12月 16日（火）	 

2月 17日（火）	 

ショッピングプラザ	 

ベル	 

	 

８．法人の管理運営	 

公益法人たる本会の管理運営については、法令並びに定款諸規程の定めるところ

に従い適正を期した。その概要は次の通りである。	 

	 

（１）介護サービス情報の公表制度	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.介護サービス情

報の公表制度	 

事業所：山辺町社協訪問介護事業所(予防含む)	 

山辺町社協居宅介護支援事業所	 

調査報告：11月	 

内容：この制度は、介護サービス事業者が実際に提供しているサ

ービスの状況などを県に報告し、県がその内容を確認調査

の上、ホームページで公表するものです。	 
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(２)介護保険事業所・障がい福祉サービス事業所・事務局会議	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.介護支援専門

員・訪問介護員

事務局会議	 

期日：8月4日(月)	 	 場所：保健福祉センター	 

内容：①訪問介護事業、営業日(土・日)訪問について	 

	 	 	 ②訪問介護についての連絡事項	 

	 	 	 ③食中毒について	 	 ④熱中症について	 

	 	 	 ⑤平成26年度社会福祉協議会事業について	 

	 	 	 ⑥意見交換・情報交換	 

出席者：五十嵐局長、介護保険事業所スタッフ6名	 

	 

(３)役職員研修会等	 

事	 	 	 項	 実	 	 施	 	 内	 	 容	 

1.寒河江市・東西

村山管内社協連

絡会議	 

期日：7月３１日(木)	 	 場所：河北町社会福祉協議会	 

内容：①災害ボランティアセンターマニュアル策定	 

	 	 	 ②新会計移行の進捗状況について	 

	 	 	 ③行政からの補助金・基金、積立金について	 

	 	 	 ④福祉推進員（協力員）の設置について	 

出席者：五十嵐局長、浜本事務専門員	 

2.「新・社会福祉

法人会計基準」

移行研修会	 

期日：7月4日（金）	 場所：総合社会福祉センター	 

内容：①新会計基準とモデル経理規程の概要とポイントについて	 

	 	 	 ②事例発表	 

	 	 	 ③グループワーク	 

出席者：五十嵐局長、浜本事務専門員	 

3.ブロック別市町

村社協	 生活福

祉資金担当者連

絡会議	 

期日：7月7日（月）	 場所：県総合社会福祉センター	 

内容：①生活福祉資金貸付状況について	 

	 	 	 ②生活福祉資金貸付事業事務取扱・債務管理について	 

	 	 	 ③生活困窮者自立支援制度について	 

出席者：浜本事務専門員	 

4.自立支援センタ

ー「あおぞら」

研修・視察旅行	 

（愛光園グルー

プ）	 

期日：9月28日（日）、29日（月）	 場所：鶴岡市、酒田市	 

内容：①愛光園グループ各施設の視察	 

	 	 	 ②花王酒田工場、工場見学	 

出席者：「あおぞら」職員・利用者、	 

	 	 	 	 浜本事務専門員、笹原事務員	 

5.村山ブロック市

町社協役職員研

修会	 

期日：10月 23日(水)	 	 場所：保健福祉センター	 

内容：①基調報告｢社会福祉協議会を取り巻く情勢と課題｣	 

	 	 	 ②講演｢生活困窮者自立支援法を学ぶ｣	 佐藤	 博氏	 

	 	 	 ③意見交換｢今後の研修・事業や会費等について｣	 

出席者：久連山会長、五十嵐局長、全事務局職員	 
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6.市町村社協トッ

プセミナー	 

期日：11月 27日（木）	 場所：県総合社会福祉センター	 

内容：「社会に立ち向かうソーシャルワーク」	 

講師：社会福祉士	 	 藤田	 孝典	 氏	 

出席者：久連山会長	 

7.生活困窮者自立

支援制度に係る

県内市町村社協

情報交換会	 

期日：1月7日（水）	 場所：県総合社会福祉センター	 

内容：①法律改正に伴い、4 月 1 日より実施する生活困窮者自立

支援制度に関する国及び、県内の動向についての報告。	 

	 	 	 ②情報交換	 

出席者：笹原事務員	 

8.全職員会議	 期日：1月9日（金）	 場所：保健福祉センター	 

内容：①目標工賃達成指導員について	 

	 	 	 ②「あおぞら」の業務効率の向上について	 

	 	 	 ③居宅介護支援事業について	 

	 	 	 ④訪問介護事業について	 

	 	 	 ⑤社会の変化に対応した社協の経営と業務効率の向上	 

出席者：久連山会長、全職員	 

	 

(４)視察等の受入	 

団	 体	 名	 内	 	 	 	 容	 

1.山辺高等学校	 期日：9月9日(火)	 	 場所：保健福祉センター	 

内容：「福祉とは？福祉の現状」	 

人数：福祉科1年生約40名	 

	 

(５)会計指導	 

期	 	 日	 内	 	 	 	 容	 

第1回：4月21日(月)	 

第 2回：8月22日(金)	 

第 3回：11月 10日(月)	 

第 4回：2月16日(月)	 

指導内容：会計処理に関する指導	 

指導者：さくら総合会計	 

	 

(６)監	 査	 

期	 日	 場	 所	 内	 	 	 容	 

5月 9日(金)	 保健福祉センター	 平成25年度業務内容及び会計監査	 

	 

(７)正副会長会議	 

期	 日・場	 所	 議	 	 	 	 	 事	 

7月 23日(水)	 

保健福祉センター	 

①任期満了に伴う山辺町社会福祉協議会理事・監事の選出について	 

②任期満了に伴う山辺町社会福祉協議会評議員の同意について	 
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3月 9日(月)	 

保健福祉センター	 

①平成 26 年度山辺町社会福祉協議会一般会計資金収支補正予算書

（案）並びに特別会計収支補正予算（案）について	 

②平成27年度山辺町社会福祉協議会事業計画（案）について	 

③平成27年度山辺町社会福祉協議会社会福祉事業収支予算書（案）

について	 

④山辺町社会福祉協議会パートタイマー職員就業規則の変更につい

て	 

⑤山辺町社会福祉協議会障がい者自立支援センター「あおぞら」運

営規程変更について	 

	 

	 

(８)理事会の開催	 

期日・場所等	 議	 	 	 	 	 案	 出席数	 

第 126回	 

5月 28日(水)	 

保健福祉センター	 

①平成 26 年度一般会計資金収支第一次補正予算書(案)につ

いて	 

②平成 25 年度事業報告並びに一般会計収支決算書及び特別

会計収支決算書についてについて	 

	 

９名	 

第127回	 

8月 5日(火)	 

保健福祉センター	 

	 

①任期満了に伴う評議員の選任について	 

	 
9名	 

第128回	 

8月 25日(月)	 

保健福祉センター	 

①社会福祉法人山辺町社会福祉協議会正副会長の互選につい

て	 

	 ○会長による職務代理者の順次について	 

	 ○会長による山辺町社会福祉協議会常務理事の指名につい	 

	 	 て	 	 	 	 	 

9名	 

第 129回	 

3月 24日(火)	 

保健福祉センター	 

①平成 26 年度社会福祉法人山辺町社会福祉協議会一般会計

資金収支第二次補正予算書（案）並びに特別会計収支第二

次補正予算書（案）について	 

②平成 27 年度社会福祉法人山辺町社会福祉協議会事業計画

書（案）について	 

③平成27年度社会福祉事業収支予算書（案）について	 

④山辺町社会福祉協議会定款及び定款施行規程の変更	 

⑤各事業所運営規程の変更	 

⑥山形県共同募金会山辺町分会会則変更	 

9名	 
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(９)評議員会の開催	 

期日・場所等	 議	 	 	 	 	 案	 出席数	 

第 98回	 

5月 28日(水)	 

保健福祉センター	 

①平成 26 年度社会福祉法人山辺町社会福祉協議会一般会計

資金収支第一次補正予算書（案）について	 

②平成 25 年度社会福祉法人山辺町社会福祉協議会事業報告

並びに一般会計資金収支決算書及び特別会計資金収支決算書

について	 

	 

17名	 

第99回	 

8月 5日(火)	 

保健福祉センター	 

	 

①評議員会における理事の選任について	 
18名	 

第100回	 

3月 24日（火）	 

保健福祉センター	 

①平成 26 年度社会福祉法人山辺町社会福祉協議会一般会計

資金収支第二次補正予算書（案）並びに特別会計収支第二

次補正予算書（案）について	 

②平成 27 年度社会福祉法人山辺町社会福祉協議会事業計画

書（案）について	 

③平成27年度社会福祉事業収支予算書（案）について	 

④山辺町社会福祉協議会定款及び定款施行規程の変更	 

⑤各事業所運営規程の変更	 

⑥山形県共同募金会山辺町分会会則変更	 

17名	 

	 


