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平成２５年度事業活動の総評 

 

 

 単身世帯の増加や少子高齢化、雇用形態の変化や個人のライフスタイルの変化は、これまでセ

ーフティネットの役割を果たしてきた家族や地域、社会システムでは支えきれなくなってきました。

いまや、都市であろうと農村であろうと、誰もが簡単に社会的孤立・排除の世界に落ちていく社会

となりました。「無縁社会」と呼ばれるこうした事態に伴い、地域においても従来の見守り活動から

もれる人々、制度の谷間にあって支援の手が届かない人々への支援が課題となっています。社

会的・構造的に生み出されたこれらの新しい課題に対しては、当然、従来の支援の枠組みの見直

しが必要となります。 

このような中、地域福祉を推進する担い手である豊岡市社会福祉協議会は「第２次豊岡市地域

福祉推進計画」の初年度となる平成２５年度、「一人ひとりが つながり 支え合う 安心な地域づ

くり」をめざし、地域の生活課題を把握し、課題解決に向け、地域住民が主体となってその困りご

と・課題を解決する地域づくりに取り組みました。 

 生活保護に至る前の段階における自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対する自立相

談支援事業等の支援措置を講ずることを目的として、平成２７年４月から新たに「生活困窮者自立

支援法」が施行されることに伴い、市と協議を重ね、生活課題の早期把握から支援までの一連の

流れに予防的取り組みを含めた「総合相談・生活支援体制」を、市と市社協、また関係機関と協働

して構築するため「豊岡市総合相談・生活支援センター準備室」設置の準備を進めました。 

また、近年の急速な晩婚化・未婚化の進行による少子化や人口減少が深刻になる中、少子化

対策や定住人口の増加をすすめるために、今年度より「豊岡市婚活応援プロジェクト はーとピー」

を立ち上げ、市民や企業・団体の協力を得ながら、適齢期の独身男女を対象に各種イベントを開

催し、出会い・交流の場を創出しました。 

昨年度より取り組み始めた「障がい者の居場所づくり」は各地域に広がりを見せ、住民が中心と

なって企画・運営を図るなど、地域住民と障がい者が共に暮らしていく地域づくりを推進しました。

また、福祉委員活動の役割・活動内容を記した「福祉委員活動のてびき」を作成し、研修会等で行

政区の各委員や福祉委員への理解と活動を促進しました。 

平成２５年度は、地域住民の身近な存在として、今後さらに必要とされ、信頼される組織として

期待に応え、地域福祉の一層の推進を図るため、経営戦略をしっかりと打ち出し、市社協の理念

の明文化や、めざすべき地域福祉のあり方を明らかにするとともに、運営基盤となっている各組

織や財源の見直し等を含めた『豊岡市社会福祉協議会基盤強化計画』の中で、将来像をしっかり

と描き、経営組織としての戦略を立てるため、策定に向けた調査や検討に着手しました。 

すべての住民が、住み慣れた地域でその人らしく安心して暮らせるよう、協議体組織として地域

やあらゆる団体・機関と連携し、地域に密着した地域福祉活動を行いました。 
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１．地域福祉活動                            

 

１－１ 福祉サービス利用援助事業 

判断能力に不安のある高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの方に対して、福祉サービ

スの利用や日常的な金銭管理について、生活支援員や行政、障害者相談支援事業所、地域包

括支援センターなどの関係機関・団体と連携を図りながら支援を行いました。 

□基幹的社協としての事業実施地域…豊岡市、香美町、新温泉町 

□契約数（Ｈ２６．３．３１現在） （単位：件） 

 

□契約者内訳 （単位：人） 

 

 

 

  □事業の取り組み状況（問い合わせ・相談援助）  （単位：件） 

 福
祉
サ
ー
ビ
ス

利
用
援
助
事
業

に
関
し
て 

成
年
後
見
制
度

に
関
し
て 

そ
の
他 

相
談
延
べ
件
数 

相
談
実
件
数 

認知症高齢者 ５４２ １ １４６ ６８９ ６８８ 

知的障がい者 ４７４ １０ ９０ ５７４ ５７３ 

精神障がい者 ８１９ ０ １７８ ９９７ ９９６ 

その他 ３３ ０ ４ ３７ ３５ 

合計 １，８６８ １１ ４１８ ２，２９７ ２，２９２ 

 

 

 

１－２ 地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を送ることができるよう、介護予防サ

ービスをはじめ、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助・支援を包括的に行

いました。 

具体的には以下の項目について取り組みました。 

 豊岡市 香美町 新温泉町 合計 

平成２５年度 ５８ ９ １ ６８ 

認知症高齢者 知的障がい者 精神障がい者 合計 

３０ １８ ２０ ６８ 
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①「介護予防ケアマネジメント」介護予防の啓発、二次予防事業対象者把握と事業参加者のケア

プラン作成、要支援１及び２の方のケアマネジメント 

②「総合相談支援」総合相談支援の対応、窓口の周知 

③「権利擁護」高齢者虐待、困難事例への対応、成年後見制度の相談、認知症予防等の啓発 

④「包括的・継続的ケアマネジメント支援」関係機関とのネットワークづくり、地域ケア会議の開催、

介護支援専門員ネットワークの開催、高齢者見守りネットワークの推進 

 

相談件数 （単位：件） 

介護 

相談 

介護 

予防 

介護 

給付 

入退

所・院 

高齢者

福祉 

障がい

者福祉 

保健・ 

医療 

権利 

擁護 

認知症

に関す

る事 

経済 その他 合計 

1,794 10,323 382 256 992 75 300 213 207 71 566 15,179 

 

予防給付ケアプラン作成件数（委託件数含む）・・・・・・５，１９４ 件 

 

 

 

１－３ 豊岡市障害者虐待防止センター （豊岡市障害者相談支援事業所） 

障がい者が自立した社会生活を営むことができるよう、判断能力が不十分な方の成年後見制

度等の利用促進を図るとともに、虐待被害を受ける障がい者が安定した地域生活を営めるよう虐

待の防止・早期発見に努めました。 

また、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、相談や関係機関と連携を図りな

がらサービス利用計画を作成するなど援助を総合的に行いました。 

具体的には以下の項目について取り組みました。 

①関係機関等や障がい者の家族などに虐待に関する理解促進、虐待の予防・早期発見・早期対

応の啓発 

②福祉施設や入院先から地域生活へ移行する障がい者の支援 

③生活全般に係る相談、サービス利用計画の作成 

 

支援内容 （単位：件） 

虐待 

無 

虐待 

有 

制度 

利用 

障害

病状

の理

解 

健康 

医療 

不安 

解消 

保育 

教育 

家族・

人間

関係 

家計 

経済 

生活 

技術 
就労 

社会 

参加 

権利

擁護 

その

他 
合計 

７,２２２ ５１９ ６,１９９ １２９ ２４３ ４１１ １０１ １７９ １４４ ７ １０４ ７８ ７９ ６７ ７,７４１ 

 

ケアプラン作成件数・・・・・・１８２件 
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１－４ 心配ごと相談 

誰もが安心して自分らしい生活が送れるよう、地域の人たちが抱える家族、福祉、生計、住宅

など多岐にわたるさまざまな悩みについて、専任相談員や民生委員・児童委員が相談に応じ、解

決のための助言や各関係機関に繋げました。 

 

相談件数・・・・・・１４０ 件 

 

 

１－５ 結婚相談 

結婚を望んでいるが、出会いの機会が少ないといったことにより結婚に至らない方へ、結婚相

談員が相談・助言や紹介を行いました。また、豊岡市内だけにこだわらず但馬全域の登録者の中

で相談員による情報交換を行い、よい出会いを提供するための努力を行いました。 

 

結婚相談所開設回数・・・・・・１０２ 回 

（単位：件） 

相談件数 １４３ 

紹介 １４９ 

見合い ５７ 

成婚 ７ 

成婚の内、相談員が

関わった件数（再掲） 
２ 

 

 

 

１－６ 婚活事業 

今年度、豊岡市婚活応援プロジェクト「はーとピー」を立ち上げ、２０歳～４０歳の独身男女を対

象に、各種イベント・セミナー等の開催により出会い・交流の場を創出するとともに、婚活サポータ

ーや婚活サポート企業、婚活イベント協力委員等の市民や企業・団体の協力を得ることで、男女

の結婚に向けた様々な機会を提供することを目的として事業を実施しました。 

 

はーとピーイベント開催状況 

開催日 参加者（人） 実施場所 内容 カップル数 

H25.11.23 
男性１２ 女性１５ 

合計２７ 

旧豊岡市立西

気小学校 

参加者が小学生時代に戻

り、授業や給食等の学校生

活を体験しながら交流を行

いました。 

７組 
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H25.11.24 
男性２０ 女性１７ 

合計３７ 

ブルーリッジホ

テル 

豊岡市主催、豊岡市社協共

催事業としてランチ交流会

を行いました。 

７組 

H26.1.19 
男性２３ 女性１７ 

合計４０ 

コープデイズ

豊岡、夢邸 

誰もが楽しめるボウリングと

鍋を囲んだ交流を行いまし

た。 

３組 

H26.2.8 
男性８ 女性５ 

合計１３ 

神鍋高原カント

リークラブ 

スノーシュー等を体験しな

がら大自然の雪の中で交

流を行いました。 

２組 

H26.3.23 
男性２０ 女性２０ 

合計４０ 

ＷＯＬＦ ＤＩＮＥ

Ｒ 

ランチを食べながら交流を

行いました。 
７組 

 

婚活サポーター  １５名 

婚活サポート企業 ４１社 

 

 

１－７ 法律相談 

法律の専門家である弁護士が、地域住民の財産・家族などの身近な法律問題へのアドバイス

を行いました。 

相談場所…豊岡健康福祉センター  開設日数… １２回 毎月第１火曜日 

相談件数… ９７件   

 

 

１－８ 善意銀行預託・払出状況 

《善意銀行預託事業》・・・・金銭預託件数 ４２７ 件 

 

《払出事業》  

青少年非行防止事業（社会を明るくする運動） 

地域活動支援センター運営助成事業（８施設） 

民間保育園活動助成事業（１８園） 

但馬地区里親会賛助金 

火事見舞金（１０件） 

ランドセルカバー 

善意銀行預託申込書（2,000部） 

新入学生徒･児童制服補助（豊岡 12名、出石 4名） 

除雪お手伝い事業（9件） 
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１―９ 福祉団体活動費助成事業 

事業の内容…豊岡市内の福祉団体へ社会参加と交流の場づくり、組織化の支援・促進を目的

として共同募金配分金事業より支援を行いました。 

 

助成先団体 

 

豊岡市老人クラブ連合会                

豊岡市身体障害者福祉協会               

豊岡市手をつなぐ育成会                  

豊岡市婦人共励会                    

豊岡市民生委員児童委員連合会            

豊岡市遺族会                        

豊岡市子ども会連絡協議会                   

 

 

 

 

１－１０ 生活福祉資金 

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対して生活福祉資金を貸し出すことにより、生活の

自立を促しました。 

 

貸付件数 

資 金 種 類 件 数 

福祉資金 ４件 

教育支援資金 ７件 

総合支援資金 10件 

合  計 21件 

 

相談件数  実件数… １９１件   延件数… ２４５件 

 

 

１－１１ 法外援護資金 

低所得者に対して５万円を限度額として（特別な事情がある場合は１０万円まで可）法外援護資

金を貸し出すことにより、生活の自立を促しました。貸付期間１年以内。 

□２５年度実績   貸付件数… ５件  

 



9 

 

１－１２ 広報紙「とよおかのふくし」発行 

内容…機関紙及び啓発資料等の作成・配布 毎月２５日 ３２，０００部発行 

 

 

１－１３ 福祉委員活動の推進 

地域（行政区）内のアンテナ役として、研修等を通じて困りごとの発見、連絡、人材確保など、地

域の福祉課題に応じた活動を行うよう働きかけました。 

市内全区長を対象として「福祉委員活動実態アンケート調査」を実施するとともに、福祉委員の

役割・活動内容を記した「福祉委員活動のてびき」を作成、各区へ配布し福祉委員活動の理解が

深まるよう図りました。 

また、今年度は福祉委員の改選があり、各区長等に福祉委員活動の趣旨を説明したうで選任

の依頼を行いました。 

 

 □福祉委員委嘱数 任期：Ｈ２６．１．１～Ｈ２７．１２．３１ （単位：人） 

福祉委員 ３９６ 

推進委員 ９９ 

 

□地区保健福祉委員会 

活動内容…地域福祉活動の推進を目的に、福祉委員を中心に、地区内（自治会）の区役員、

民生・児童委員、民生協力委員、老人会、女性代表、健康をすすめる会、自警団などの役員を

もって、地区内のひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者、子育て中の家庭などの、困りごとを発

見し、課題解決に向けた取り組みが行われています。 

 

□福祉委員会・研修会 

地域 開催日 参加者（人） 内容 

豊岡 

H２５．７．１４ ４９ 

三江地区 地域福祉研修会 

・「地区保健福祉委員会」の取り組みについて説明 

・活動事例紹介 

 ①滋賀県高島市見守り活動 

 ②旭区 「福祉委員会の取り組み」 

 ③桜木区「サロンから広がる支え合い」 

・支え合いマップづくりの実践（１０行政区） 

Ｈ２５．８．４ ６５ 

田鶴野地区 地域福祉研修会 

・「地区保健福祉委員会」の取り組みについて説明 

・活動事例紹介 

 ①滋賀県高島市見守り活動 
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 ②旭区 「福祉委員会の取り組み」 

 ③桜木区「サロンから広がる支え合い」 

・支え合いマップづくりの実践（１０行政区） 

H２５．11.16 ４１ 

港地区 地域福祉研修会 

・｢地区保健福祉委員会｣の取り組みについて説明 

・活動事例紹介 

①滋賀県高島市見守り活動 

②旭区「福祉委員会の取り組み」 

③桜木区「サロンから広がる支え合い」 

・支え合いマップづくりの実践（１０行政区） 

H２６．３．５ １１０ 

平成２５年度福祉委員研修会 

・福祉委員・地区保健福祉委員会活動について 

・実践発表 

①瀬戸区「ふれあいいきいきサロンの取り組み」 

②桜木区「桜木福祉委員会の取り組み」 

③梶原区「梶原区・福祉ネット活動について」 

城崎 

Ｈ２５．９．２６ １３ 
福祉委員の活動について、平成２５年度共同募金運動

について、第２０回きのさき福祉まつりの協力について 

Ｈ２６．２．２５ １１ 

研修「認知症を正しく理解する」、福祉委員の活動につ

いて（参照：福祉委員活動のてびき）、評議員、地区セン

ター運営委員の選出について 

竹野 

Ｈ２５．６．１７ 

Ｈ２５．６．１９ 

Ｈ２５．６．２１ 

２０ 

１６ 

２３ 

第２次地域福祉推進計画・地域の解決に向けた活動「支

え合いの地域づくりとは？」について身近な事例で意見

交換を行う。社協会費の推進について 

Ｈ２５．９．１９ ７１ 
認知症サポーター養成講座 

赤い羽根共同募金の推進について 

Ｈ２６．２．２１ ４８ 

サロン小丸の取り組みについて実践発表 

認知症の人を支える地域づくり～知っておきたい認知症

の基礎知識～講師 高石医院院長 

福祉委員の役割について、意見交換 

日高 

Ｈ２５．６．１９ ３０ 
清滝地区 認知症サポーター養成。地域福祉実態調査

など 

Ｈ２５．６．２６ ６３ 
三方地区 認知症サポーター養成。地域福祉実態調査

など 

Ｈ２５．６．２８ ６２ 
日高地区 認知症サポーター養成。地域福祉実態調査

など 
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Ｈ２５．７．２ ５２ 
国府地区 認知症サポーター養成。地域福祉実態調査

など 

Ｈ２５．７．４ ４２ 
日高地区 認知症サポーター養成。地域福祉実態調査

など 

Ｈ２５．７．８ ２１ 
八代地区 認知症サポーター養成。地域福祉実態調査

など 

Ｈ２５．７．１１ １５ 
西気地区 認知症サポーター養成。地域福祉実態調査

など 

Ｈ２５．９．２０ ７０ 
「みんなで見守り活動」をテーマにグループディスカッショ

ン 

Ｈ２６．３．１９ ４９ 
福祉委員の役割と活動について「これからの制度の方

向性と地域の支え合い」 

出石 

Ｈ２５．９．２５ ３９ 

・共同募金運動について（大口募金の協力依頼） 

・認知症サポーター養成講座（福祉委員に認知症につい

て理解を深めていただく） 

・福祉委員の役割について、活動説明 

H２６．２．２０ ３１ 

弘道地区  地域の認知症の現状について。福祉委員

の役割と活動。事例をもとに、民生委員、協力委員、福

祉委員グループ討議をした。 

H２６．２．２４ ３０ 

福住・菅谷・寺坂地区  地域の認知症の現状につい

て。福祉委員の役割と活動。事例をもとに、民生委員、

民生協力委員、福祉委員がグループ討議をした。 

H２６．２．２８ ４３ 

小坂・小野地区  地域の認知症の現状について。福祉

委員の役割と活動。事例を元に、民生委員、民生協力

委員、福祉委員がグループ討議をした。 

但東 

Ｈ２５．５．９ ５ 

福祉委員代表者会議 

・第２次豊岡市地域福祉推進計画について 

・平成２４年度活動報告 

・平成２５年度の活動計画について協議等 

Ｈ２５．６．３ ８ 

資母地区福祉委員・民生委員児童委員連絡会 

・地域福祉活動アンケートの実施 

・実践発表(坂野区：安心カード) 

・互いの活動について意見交換 

・代表者会議の報告等 

Ｈ２５．６．１４ ９ 
高橋地区福祉委員・民生委員児童委員連絡会 

・地域福祉活動アンケートの実施 
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・実践発表(小坂区：「なかや」) 

・互いの活動について意見交換 

・代表者会議の報告等 

Ｈ２５．６．１８ ８ 

合橋地区福祉委員・民生委員児童委員連絡会 

・地域福祉活動アンケートの実施 

・実践発表(唐川区：探検隊、サロン) 

・互いの活動について意見交換 

・代表者会議の報告等 

Ｈ２５．７．２１ １５ 特別養護老人ホーム けやきホール草刈りボランティア 

Ｈ２５．９．２０ ２９ 

但東福祉委員連絡会 

・共同募金について協力依頼 

・ふくしまつりについて協力依頼 

・大工ボランティアについて 

・各地区ひとり暮らし高齢者交流会の企画 

Ｈ２５．１１．１０ １０ 

合橋地区一人暮らし高齢者交流会 

・健康づくり教室、講話 

・福祉委員、民生委員による体操、レク、ビンゴ等 

・ボランティアによるよさこい演舞 

Ｈ２５．１１．１０ ３ 

資母地区一人暮らし高齢者交流会 

・健康づくり教室、講話 

・福祉委員、民生委員による脳耕ゲーム、ビンゴ等 

・ボランティアによるマジック等 

Ｈ２５．１１．１７ ４ 特別養護老人ホームけやきホール清掃ボランティア 

Ｈ２５．１１．１５ １０ 

高橋地区一人暮らし高齢者交流会 

・高橋認定こども園との交流(オープンスクール参加) 

・福祉委員、民生委員による体操、歌、クイズ等 

・ボランティアによる紙芝居 

Ｈ２６．２．６ ３９ 

但東福祉委員連絡会 

・福祉委員委嘱書交付 

・地域福祉、福祉委員の役割について説明 

・各地区の正副代表者の選出、委員長の選出等 

Ｈ２６．２．１３ ２８ 

民生児童委員・民生協力委員・福祉委員合同研修会 

・講演…福祉とは、各委員の役割とは、活動のコツとは 

・意見交換、情報交換 
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１－１４ 子ども福祉委員 

子どもたちが自分の住む地域やそこに暮らす人の生活や地域活動に関心を持ち、自分に何が

できるかを考え、地域内の活動に参加するなど、子どもたちの体験活動を展開し、郷土愛の醸成

と豊かなまちづくりを進めることを目的として小学校の児童に子ども福祉委員を任命しました。 

小学校名 人数（人） 小学校名 人数（人） 小学校名 人数（人） 

豊岡 １３ 新田 １２ 城崎 ２２ 

竹野 ２３ 中竹野 ４４ 竹野南 １７ 

静修 ９ 弘道 ５ 福住 ９ 

小坂 ８ 資母 １８ 合橋 １０ 

高橋 ８     

合計１９８人 

 

 

１－１５ 住民座談会 

住民が地域（行政区）の課題に目を向け、住民自らが考え行動できる地域づくりをすすめるた

めに、困りごとの解決に向け住民ができること、やってみたいことなどを話し合いました。 

地域 地区・行政区 実施日 参加者（人） 

竹野 川南谷 Ｈ２５．５．２９ ５ 

出石 桐野 H２５．１２．３ １４ 

但東 

資母地区 Ｈ２５．６．１９ １３ 

高橋地区 

Ｈ２５．１０．２３ ２５ 

Ｈ２５．１０．３０ ２２ 

Ｈ２５．１１．７ ２２ 

Ｈ２５．１１．２０ １７ 

久畑 
Ｈ２５．１１．１８ ６ 

Ｈ２５．１２．３ １５ 

小坂 Ｈ２５．１２．２９ ８ 

相田 Ｈ２６．３．１５ ６ 

 

 

 

１－１６ 支え合いマップづくり 

小地域の支え合いがどのように行われているのか、また、どんな課題があるのかを調査するた

めに、いきいきサロンのお世話役を中心に、気になる世帯（ひとり暮らし高齢者等）や、ご近所内

での住民の行き来の情報を住宅地図に関係図を書き出しました。その困りごとを、ご近所の支え

合いで解決することができないか、将来も安心して暮らすことができる地域をつくるためには自分
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たちに何ができるかを考える機会として開催しました。 

 

 

 

 

１－１７ 地域探検隊 

 区の役員や老人会、自主防災組織等のメンバーで区内の危険個所（防犯、交通事故多発、

水害の被害等）の点検を行い、区の歴史や誇るべきもの、次世代へ伝えていきたいことを企画し、

子ども会（子どもたちと保護者）に伝えていくため、区内の探検を行い、区の危険箇所や歴史拠点

などを楽しく探検し、自分たちが住む地域への関心や愛着を深め、地域内のコミュニティーづくり

をすすめました。 

 

地域 地区・行政区 実施日 参加者（人） 

豊岡 今森 Ｈ２５．５．１２ ３２ 

竹野 東町 H２６．３．２５ ４３ 

地域 行政区 実施日 参加者（人） 

豊岡 

栄町 Ｈ２５．６．２１ １６ 

桜木 Ｈ２５．６．２６ １１ 

梶原 Ｈ２５．８．５ ５ 

生田東 Ｈ２５．８．２７ ６ 

栄町 H２５．１１．２７ １５ 

小田井 H２６．２．２０ ６ 

城崎 

元薬師 Ｈ２５．６．１０ １０ 

楽々浦 Ｈ２５．８．２４ １３ 

内島 Ｈ２５．９．１０ ２５ 

飯谷 Ｈ２６．２．１４ １０ 

竹野 川南谷 Ｈ２５．５．２９ ５ 

日高 山宮 Ｈ２６．３．８ ５ 

出石 

寺町 
Ｈ２５．４．１９ ５ 

Ｈ２５．５．１７ ４ 

平田 

Ｈ２５．４．１７ ５ 

Ｈ２５．５．２９ ５ 

Ｈ２５．６．１８ ４ 

但東 坂野 Ｈ２５．９．１２ １１ 
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日高 久田谷 Ｈ２５．１２．８ 約４０ 

但東 
合橋地区 H２５．６．９ 約９０ 

高橋地区 Ｈ２５．１０．６ 約１００ 

 

 

  

 

１－１８ ふれあいいきいきサロン 

 地域の中で気軽に参加でき、地域や近隣同士の交流と助け合いや見守り活動をすすめる「ふれ

あいいきいきサロン」について、新規立ち上げ支援として住民への説明会の実施、活動を支援い

ただく住民の確保、サロン活動内容の検討など、立ち上げから設置にいたるまでの様々な支援を

行いました。 

 また、既に活動・運営されているいきいきサロンについては、サロン活動の目的や参加者の困り

ごとの把握等から、地域福祉活動へ繋がる活動が行われていくよう話し合いを行ったり、お世話

役を対象とした研修会等を開催し、実践報告や情報交換を通じてサロン活動の活性化を図りまし

た。 

  いきいきサロンの活動助成金として、市社協から開設１年目～３年目までのいきいきサロンへ

年間５万円の助成金を、４年目～６年目のいきいきサロンへ年間３万円の運営助成を行いました。 

 

□活動状況（助成終了後含む） 

 豊岡 城崎 竹野 日高 出石 但東 合計 

サロン数 ２７ １２ １０ ３６ ２４ １６ １２５ 

□助成件数 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 合計 

サロン数 １３ １４ １４ ９ １０ １１ ７１ 

 

 

１－１９ 子育てサークル 

 地域の子育てサークルやグループが安定的に活動できるよう、助言や子育て支援ボランティア

のマッチング等を行いました。 

 また、活動助成金として年間２万円を上限として助成を行い、地域全体による子育て・子育て支

援活動の推進を図りました。 

助成件数…７件 
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１－２０ 福祉まつり 

地域 開催日 場所 来場者 内容 

豊岡 

H25.4.13 豊岡市民プラザ  約 1,200人 

とよおか・こどもまつり実行委員会、豊

岡市子育て総合センター共催事業。 

子育て中の親子、子育て支援ボランテ

ィア、子育て支援団体が集い、様々な遊

びや食育のイベントを通じて、子育て支

援の輪を広げることを目的に開催。今年

度は１０周年記念として、パート１（4.13）

では、バザー、ステージ、遊びのコーナー

など充実を図り、パート２（6.28～6.29）で

は、長谷川義史氏、大友剛氏による絵本

＆マジック＆音楽ライブを行った。 

H25.6.28 

6.29 
豊岡市民プラザ  約５００人 

城崎 Ｈ25.10.6 
城崎健康福祉セ

ンター 
３５９人 

城崎子育てまつり、健康相談・介護保険

相談・血圧チェック、福祉用具の展示、社

協事業の紹介、福祉体験学習の展示、

作品展示、バザー（ボランティア団体、社

協役職員）、ふくしバザー、ミニステージ、

餅つき、あめ玉すくい、赤い羽根共同募

金のＰＲ 

竹野 Ｈ25.10.20 

竹野健康福祉セ

ンター・多目的

運動広場 

５２０人 

「ひろげよう思いやりの心 深めよう地域

の絆」をテーマにともに支え合う地域づく

りを推進するよう、町内で活動・関係する

団体が一緒になって福祉活動の理解と

ボランティアのこころを醸成、啓発してい

くように開催した。会場内を楽しくまわれ

るようスタンプラリーを実施した。 

日高 Ｈ25.10.20 
日高文化体育館

およびその周辺 
２，９３５人 

「広げよう笑顔と元気！深めよう地域の

絆！」をテーマに開催。ひだか福祉まつり

を通して、地域の皆さんが笑顔で元気に

なるように、福祉関係団体が実行委員会

として企画運営に協力して盛り上げ、市民

一人ひとりのつながりを広げるとともに、

地域の絆を深めていくことをめざした。 
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出石 Ｈ25.10.20 ひぼこホール 約８００人 

精和園祭と合同主催、３７団体の実行委

員会主管で「一人ひとりがつながり、支え

合う町づくり」をテーマに開催した。 

ステージでは福祉作文や園児、作業所

のダンス発表、サロンの紹介などで盛り

上がった。作業所やボランティアグルー

プの作品等の展示、介護・健康相談を行

った。バザーは、ボランティア、子育てセ

ンター等多くの団体の協力により賑わっ

た。 

但東 Ｈ25.10.20 
但東健康福祉セ

ンター 
約 1,000人 

民生委員児童委員、福祉委員、ボランテ

ィアグループ、各地域づくり組織、サロ

ン、学校等と協働し、住民が地域の活動

に関わるきっかけ、住民への活動理解を

目的に実施。 

サロンやボランティアで取り組まれたか

かしの結婚式・餅つき、各団体・グループ

による各種バザー、ステージ披露、各種

相談等を行った。 

 

 

 

 

１－２１ 福祉当事者活動支援 

□障がい者の居場所づくり 

障がい者（児）を対象に、自分たちが住んでいる地域に気軽に集える居場所作りをすすめ、そ

の場が社会参加のきっかけとなり、当事者同士の仲間作り、地域住民との心の交流の場となるこ

とを目的に行いました。 

 

 

○ふらっとサロン 

開催日 場所 参加者（人） 内容 

Ｈ２５．５．２６ 五荘地区公民館 ２３ 

ふれあい遊び、カブト作り、ハ

ーモニカ演奏 

紙芝居、ティータイム等 
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Ｈ２５．８．２５ 五荘地区公民館 ２２ 
ふれあい遊び、おじゃビンゴ、

ティータイム等 

H２５．１１．２４ 五荘地区公民館 ２２ 

ふれあい遊び 

ピザ作り 

紙芝居、ティータイム等 

H２６．２．２３ 五荘地区公民館 ２５ 

ミニ卓球大会 

おひなさま製作 

ティータイム等 

 

○サロンきらら 

開催日 場所 参加者（人） 内容 

Ｈ２５．１２．１ 喫茶 ラ・ティエラ ３１ 
どら焼きづくり、歌 

ティータイム等 

Ｈ２６．３．２ 喫茶 ラ・ティエラ ３０ 
笑いヨガ、涅槃のおだんごづく

り、ティータイム等 

 

 ○だぶるぴーす 

開催日 場所 参加者（人） 内容 

Ｈ２５．８．２５ 日高健康福祉センター ５９ 
流しそうめん 

工作 

Ｈ２５．１１．１７ 日高健康福祉センター ４５ おやつ作り・ホットケーキ 

Ｈ２６．３．１６ 日高健康福祉センター ４５ ぼた餅つくり 

 

 ○ほっとサロン 

開催日 場所 参加者（人） 内容 

Ｈ２５．７．２７ 弘道地区公民館 ３３ バルーンアート、手品、ゲーム 

H２５．１１．１６ 弘道地区公民館 ４３ 
ゲーム、なぞなぞ、ケーキ作り 

ハーモニカ伴奏で歌、手話 

H２６．３．２６ 弘道地区公民館 ３９ 
高校生のお点前、ゲーム、 

ハーモニカ伴奏で歌 

 ○♡スマイル 

開催日 場所 参加者（人） 内容 

H２５．６．２９ 
但東町転作研修センタ

ー 
６１ 

バーベキュー、 

ダンス披露等 
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H２５．９．２２ 丹後あじわいの郷 ３３ 
キーホルダーづくり体験、パン

づくり体験等 

Ｈ２５．１２．１４ 但東健康福祉センター ２６ 
廃材を使った楽器づくり・演奏 

ご飯、おやつづくり等 

Ｈ２６．３．２２ 但東健康福祉センター ２５ 
ぼた餅・粕汁づくり、茶話会、

ゲーム等 

 

 

○であいの会 

開催日…毎月第３水曜日（１２回） 

場 所…但東健康福祉センター、夜久野、弥栄、日和山等 

参加者…中途障がい者５名、ボランティア２名 

内 容…健康チェック、体操、レクリエーション、茶話会、会食、外出等 

 

 

 □ひとり暮らし高齢者のつどい 

地域 開催日 場所 参加者（人） 内容 

城崎 Ｈ２５．６．２４ 
城崎健康福祉

センター 
１１ 

民生委員による炭坑節、お手玉の披

露、交流会 

竹野 H２５．６．２８ 
竹野健康福祉

センター 
４２ 

健康づくり講話と体操、認定こども園児

との交流、民生委員のウクレレ演奏と踊

り、愛育班の踊り、なかよし園バザー、

クイズ 

日高 

H25.11.15 
日高健康福祉

センター 
２０ 

但馬消費者生活センターによる「高齢者

に多い消費生活トラブル」についての講

座、アコーディオン演奏ボランティアによ

る懐メロ演奏 
H25.11.21 

日高農村環境

改善センター 
４３ 

出石 

H２５．７．１４ 
福住地区公民

館 
２２ 

エコマジックショー、銭太鼓、フラダンス

ショー 

H２６．３．８ 
小野地区公民

館 
１８ 

講話、エコマジックショー、三味線、 

ビンゴ 

但東 Ｈ２５．１１．１０ 
但東健康福祉

センター 
３２ 

合橋地区一人暮らし高齢者交流会 

・健康づくり教室、講話 

・福祉委員、民生委員による体操、レク

リエーション、ビンゴ等 

・ボランティアによるよさこい演舞 
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Ｈ２５．１１．１０ 虫生公民館 ３５ 

資母地区一人暮らし高齢者交流会 

・健康づくり教室、講話 

・福祉委員、民生委員による脳耕ゲー

ム、ビンゴ等 

・ボランティアによるマジック等 

Ｈ２５．１１．１５ 

高橋地区公民

館、高橋認定

こども園 

３４ 

高橋地区一人暮らし高齢者交流会 

・高橋認定こども園との交流(オープンス

クール参加) 

・福祉委員、民生委員による体操、歌、

クイズ等 

・ボランティアによる紙芝居 

 

 

 

                                                                    

２．ボランティア・市民活動センター、福祉学習           

 

２－１ ボランティア登録数（Ｈ．２６．３．３１現在） 

 豊岡 城崎 竹野 日高 出石 但東 計 

グループ数 ３５ ３６ １５ ４７ ４５ ２２ ２００ 

加入者数 １，０１０ ２７３ ４１４ ５０６ ５９９ ５２１ ３，３２３ 

個人登録者 ６１０ ６５ ６３ ０ ７７ １０４ ９１９ 

 

２－２ コーディネート件数 

 計 

ボランティア活動の相談・

問い合わせ 
１，３６８ 

コーディネート件数 １，６１９ 

 

 

２－３ ボランティア連絡会 

ボランティア・市民活動センターに登録している個人ボランティア、ボランティアグループを中心

として連絡会を開催してボランティア活動の活性化に向けた情報交換を行い、必要な分野では連

携できる活動体制作りをめざしました。またボランティア・市民活動センターと協働してボランティア

活動を通して地域の活性化に協力しました。 
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地域 開催回数 主な内容 

豊岡 １回 

・笑いヨガ講演 

・子育て支援ボランティア活動について（グループワーク） 

・子どもまつりのボランティアについて 

日高 ２回 年間活動計画・事業報告など 

出石 ３回 

・福祉まつりの表彰者の選定、子ども広場の担当、お弁当詰めの協力 

・地域包括支援センターによる「認知症の早期発見と対応について」研修を行

い、認知症の理解を深め、地域で気づきや声かけが出来るよう進めた。 

・連携のネットワークを広げるよう進めた。 

・会長、副会長の改選及び連絡会の規約の見直しを行った。 

・サロン活動の発表や情報交換を行った。 

・サロン活動を広げるためサロンのない区にも参加を呼びかけた。 

但東 １回 
互いの活動についての情報交換、ふくしまつりの協力について意見交換、 

ボランタリー活動助成申請についての説明 

 

 

２－４ 児童・生徒のボランティア活動推進事業 

豊岡市内小・中・高等学校の児童・生徒を対象として、福祉への理解と関心を高め、「福祉の心」

を培うことを目的とする活動を行う学校に、年間５万円の助成金を交付しました。 

助成先 ４６校 

 

 

２－５ 福祉学習研修会 

豊岡市内小・中学校の福祉学習担当教諭を対象とし、福祉学習が単発の体験で終わる福祉

学習ではなく、福祉学習を開催する目的、実施内容・方法、目標を社協、地域と協働し進めてい

く必要性の理解を目的に開催しました。 

開催日…平成２５年８月２３日 

場 所…日高健康福祉センター  

参加者…市内小・中学校福祉学習担当教諭  １６名 

内 容…講義「福祉学習について考える」 

      講師 兵庫県対人援助研究所  稲松 真人氏 

 

 

２－６ ボランティア養成講座・体験教室 

ボランティアグループや関係機関と協働し、福祉を身近な問題として学べる機会として、幅広い

体験教室を開催し、参加者の福祉・ボランティアへの関わりの第一歩としました。 
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また、学校おいて体験学習を実施する場合は、担当教員から事前学習や事後学習の内容につ

いて聞いた上で、体験学習がより意義のあるものとなるよう、継続できるような働きかけを行いま

した。 

講座・体験教室名 回数 延参加人数 

手話体験教室 ８ ２３９ 

点字・点訳体験教室 １２ ２３３ 

車いす体験教室 ２１ ６２７ 

ガイドヘルプ体験 ９ ２３５ 

朗読ボランティア体験 １ １１ 

福祉施設・作業所ボランティア体験 ３５ １６３ 

給食サービスボランティア体験 ２ ３８ 

高齢者疑似体験 １０ ４６５ 

子育てボランティア体験 １０ ３４ 

絵手紙体験教室 １ １６ 

収集ボランティア ８４ ９３ 

サロン交流・ボランティア体験 ４ ４２ 

視覚障がいの方のお話 ５ ３１４ 

視覚障がいの方のお話 １ ７４ 

高齢者疑似体験 ２ ２０ 

災害・災害Ｖ学習 １ ３２ 

地域と福祉を考えるワークショップ ５ ５６ 

 

 

２－７ ＮＰＯパワーアップセミナー 

豊岡市内で活動するＮＰＯ法人が安定的な運営ができるよう、また利益を出すための活動視点

の理解と、多くの市民に活動内容をうまく広報していくコツを学び、より活発に活動が展開されるこ

とを目的に講座を開催しました。 

 

開催日…平成２６年３月１３日 

場 所…日高健康福祉センター  

参加者…市内ＮＰＯ法人、市民活動団体関係者 １０名 

内 容…講義「ＮＰＯの活動のいろは ～ビジネス展開と伝えるコツ～」 

      講師  認定ＮＰＯ法人 市民活動センター神戸 実吉 威氏 
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３．在宅福祉サービス                             

 

３－１ 居宅介護支援事業 

在宅要介護・要支援者が介護サービス等を適切に利用できるよう、利用者の依頼を受けて、そ

の心身の状況、生活環境、利用者及びその家族の希望を勘案し、居宅サービス計画を作成する

とともに、計画に基づいたサービスが確保されるよう、介護サービス事業所や関係機関と連携・調

整を図りました。 

 

居宅介護支援事業介護度別ケアプラン作成件数 （単位：件） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

豊岡 ８３ ８１ ４１２ ２５５ １２７ １４０ １１３ １，２１１ 

豊岡北 ４５ ７２ ３９９ ４５４ ３３１ ２７２ ２６２ １，８３５ 

日高 ６６ ３２ 1,030 ６２８ ４３３ ４５２ ４１１ ３，０５２ 

出石 ５８ ５６ ３６２ ４０６ ３３２ ２２２ １６２ １，５９８ 

但東 ４７ ２４ ４３０ ２８７ １６６ ２２６ ８５ １，２６５ 

合計 ２９９ ２６５ 2,633 2,030 1,389 1,312 1,033 ８，９６１ 

 

 

３－２ 訪問介護事業 

訪問介護員が要介護・支援状態にある利用者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの介

護や、掃除、洗濯、調理などの生活援助、また通院介助を行いました。 

 

実利用者数 （単位：人） 

豊岡 城崎 竹野 日高 日高西 出石 但東 合計 

１２３ ４１ ７２ １４５ ７９ １１２ ９４ ６６６ 

 

訪問回数実績 （単位：回） 

  身体介護 生活援助 身体生活 介護予防 合計 

豊岡 １０，１３３ ２，２９８ １，０６５ ２，５６７ １６，０６３ 

城崎 ３，２３５ ４９９ ２８９ ８２８ ４，８５１ 

竹野 ６，８７６ １，５５９ ５６５ １，２６２ １０，２６２ 

日高 １３，４３２ ２，８４２ １，２７９ ２，３７７ １９，９３０ 

 日高西 １１，９３２ １，４２６ ３１１ １，０９８ １４，７６７ 
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出石 １３，２１２ ２，８０７ １，４０７ １，４０４ １８，８３０ 

但東 ７，４５２ ３，４３９ ２，９１２ １，１３４ １４，９３７ 

合計 ６６，２７２ １４，８７０ ７，８２８ １０，６７０ ９９，６４０ 

 

 

３－３ 訪問入浴介護事業 

看護職員１名と介護職員２名が利用者宅を訪問し、組み立て式浴槽にて入浴、洗髪などのサ

ービスを提供しました。入浴前後には、看護師が健康チェックを行いました。 

 

実利用者数（障がい者含む） （単位：人） 

豊岡 日高 豊岡南 合計 

２７ ３０ ３６ ９３ 

 

訪問回数 （障がい者含む） （単位：件） 

豊岡 日高 豊岡南 合計 

入浴 清拭 入浴 清拭 入浴 清拭 入浴 清拭 

８８３ ６ ４４５ ８ ９１２ １０ ２，２４０ ２４ 

 

 

３－４ 通所介護事業 

要介護・支援状態にある利用者へ健康チェック、入浴、食事、レクリエーションなど通じて心身

の機能の維持や交流の場を提供しました。また、家族の身体的及び精神的負担の軽減を図りま

した。 

 

実利用者数（身体障がい者含む） （単位：人） 

豊岡西 豊岡港 城崎 竹野 竹野南 
日高 

中央 
日高西 日高東 

日高 

八代 
但東 合計 

８０ ８１ ５０ ８７ ３５ ９９ １０５ １０１ ２４ １０１ ７６３ 

延利用者数（身体障がい者含む、豊岡港については生きがい通所含む）  

  豊岡西 豊岡港 城崎 竹野 竹野南 
日高 

中央 
日高西 日高東 

日高 

八代 
但東 合計 

利用者数 ６，０１４ ５，７２８ ２，８３６ ５，６８６ ２，２１１ ５，８５１ ５，９６３ ５，２７３ ２，２４３ ６，４３１ ４８,２３６ 

営業日数 ３０６日 ３０６日 ２５４日 ３０６日 ２４５日 ３０６日 ３０６日 ３０６日 ２４３日 ３０６日 2,884日 

１日平均 19.6人 18.7人 11.1人 18.5人 9.0人 19.1人 19.4人 17.2人 9.2人 21.0人 16.7人 
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３－５ 福祉用具貸与事業 

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の

援助、取り付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を

図るとともに、その家族の身体的・精神的負担の軽減を図りました。 

 

実利用者数 ・・・・・・３３６ 人 

 

延貸出件数 ・・・・・・１２，０９６ 件 

 

 

 

３－６ 障害者サービス事業 

訪問介護員が要介護・支援状態にある身体障がい、知的障がい、精神障がいをもつ利用者の

居宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの介護や、掃除、洗濯、調理などの家事援助や移動介助

を提供しました。 

 

居宅介護 実利用者数 （単位：人） 

豊岡 城崎 竹野 日高 日高西 出石 但東 合計 

１５ ６ ５ ８ ５ １４ ４ ５７ 

 

居宅介護 訪問回数 （単位：回） 

業務 豊岡 城崎 竹野 日高 日高西 出石 但東 合計 

身体介護 ６７３ ０ ３６３ ４３９ ０ １６９ ０ １，６４４ 

家事援助 ５８１ ２０５ ２９０ ７０５ ２９１ １，３１８ ５１２ ３，９０２ 

重度訪問 ８ ７ ０ ０ ０ ０ ０ １５ 

通院介助 ０ ２５ ０ ８ ０ １７ ０ ５０ 

同行援護 ８１ ２６９ ０ １ ０ １７０ ０ ５２１ 

合計 １，３４３ ５０６ ６５３ １，１５３ ２９１ １，６７４ ５１２ ６，１３２ 

 

移動支援 実利用者数 （単位：人） 

豊岡 城崎 竹野 日高 日高西 出石 但東 合計 

２ ０ ３ ０ ０ ２ ０ ７ 
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移動支援 延利用者数 （単位：人） 

豊岡 城崎 竹野 日高 日高西 出石 但東 合計 

３６ ０ ９０ ０ ０ ４５ ０ １７１ 

 

 

３－７ 給食サービス事業（食の自立支援事業＋自主事業） 

ひとり暮らし・ふたり暮らし高齢者などに、ボランティアの協力を得ながら栄養バランスの取れた

弁当を作り、お届けしました。 

 

 城崎 竹野 日高 出石 但東 合計 

実施回数（回） １４９ １４３ ４２ １４７ １５０ ６３３ 

実利用者（人） ２１ ２８ ３２ ３５ ２７ １３４ 

延利用者（人） ２，３４２ ２，００３ １，３４５ ３，１５３ ２，３２２ １１，１６５ 

 

 

 

 

３－８ 移送サービス事業（外出支援サービス＋自主事業） 

身体の不自由な高齢者及び障がい者で、移動手段を確保することが困難な方を医療機関など

へ移送を行いました。国への福祉有償運送事業者登録期間が終了することに伴い、平成２６年３

月１４日をもって本事業を廃止しました。 

 

 城崎 出石 合計 

実利用者（人） ９ ４８ ５７ 

利用回数（回） ８２ １，２４３ １，３２５ 

 

 

３－９ 福祉用具貸与事業（介護保険外） 

高齢や障がいなどにより日常生活に支障を伴う方に福祉用具を貸し出し、自立生活の支援を

行いました。 

 貸与品目…電動ベッド、手動ギャッジベッド、車いす、エアーマット、パラフロートマット、松葉杖、

歩行補助杖、歩行器、シャワーチェア、ポータブルトイレ、介護テーブル 

 貸出件数 

豊岡 城崎 竹野 日高 出石 但東 合計 

９７ ５９ ５５ １２２ ８２ ５０ ４６５ 
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３－１０ 家族介護教室・家族介護者交流事業 

 在宅の介護者に、介護方法や介護予防、介護者の健康づくりなどについての知識・技術を習得

する機会の提供や、心身のリフレッシュを図るために日帰り旅行や食事会を行いました。 

 城崎 竹野 出石 但東 合計 

開催回数（回） ８ ８ １０ ４ ３０ 

延参加者（人） ３１ ８５ ９２ ４８ ２５６ 

 

 

 

３－１１ 生きがい活動支援通所事業 

 高齢者の方の閉じこもりの予防として、仲間づくりや交流の場としての役割を果たした。また、ゲ

ームや頭の体操などの様々なレクリエーションや、作品づくりをする事で介護予防の効果も果たし

ました。 

  豊岡 城崎 竹野 日高 出石 但東 合計 

開催回数（回） ４９ ２４ ５０ １２ ２３７ ６８ ４４０ 

延利用者数（人） ３２０ ３２５ ７７３ １３４ ２，４９７ ７７６ ４，８２５ 

１回平均（人） ６．５ １３．５ １５．４ １１．１ １０．６ １１．４ １０．０ 

 

 

３－１２ 軽度生活援助事業 

ひとり暮らし高齢者で軽度の援助が必要な方に家事援助などのサービスを提供し、介護予防

に努めました。 

  豊岡 城崎 竹野 日高 日高西 出石 但東 合計 

実利用者（人） １６ ３ ４ ２ １ ５ １ ３２ 

訪問回数（回） ４０９ ８６ ９５ ３５ １６ １４９ ４４ ８３４ 

 

３－１３米寿者祝福事業 

８７歳を迎える方を対象に米寿のお祝いとして、ボランティアの協力を得て記念撮影を行い、９

月の高齢者保健福祉月間に民生委員・児童委員などから写真を贈呈した。対象者７０６名中、５７

３名の方が写真を受け取られました。 

 

 

 

３－１４ 最高齢者・最高齢夫婦祝福事業 

豊岡市内の最高齢者・最高齢夫婦に９月の高齢者保健福祉月間にお祝い金（各１万円）を贈

呈しました。 
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３－１５ 新１００歳祝福事業 

豊岡市内の新たに１００歳を迎えられた方を対象に９月の高齢者保健福祉月間にお祝い金（各

１万円）を贈呈しました。対象者２５名。 

 

 

 

３－１６ 葬祭用具の貸し出し 

竹野、日高、出石地区センターに葬祭用具を一式ずつ配置しました。料金１万円。 

 

 貸出件数 （単位：件） 

竹野 日高 出石 計 

０ ０ ２ ２ 

 

 

 

                                                                  

4．法人運営                                

 

４－１ 理事会（理事定数１８名） 

回数 開催日 開催場所 出席理事数 協議事項 

１ Ｈ２５．４．２５ 
日高健康福祉

センター 

１４人＋監事２

人 

報告事項６件 

第 1 号議案 豊岡市社会福祉協議

会各ヘルパーステーション運営規

程（障害者自立支援事業）の一部

改正について 

第 2 号議案 豊岡市社会福祉協議

会各ヘルパーステーション運営規

程（移動支援事業）の一部改正につ

いて 

第 3 号議案 豊岡市社会福祉協議

会各デイサービスセンター運営規

程（障害者（児）デイサービス）の一

部改正について 

第 4 号議案 豊岡市社会福祉協議

会各訪問入浴事業所運営規程（障
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害者（児）訪問入浴事業）の一部改

正について 

第 5 号議案 豊岡市社会福祉協議

会豊岡市障害者相談支援事業所

（特定相談支援事業所・障害児相

談支援事業所）運営規程の一部改

正について 

第 6 号議案 豊岡市社会福祉協議

会豊岡市障害者相談支援事業所

（一般相談支援事業所）運営規程

の一部改正について 

第 7 号議案 豊岡市社会福祉協議

会福祉用具レンタル事業所運営規

程の一部改正について 

第 8 号議案 豊岡市社会福祉協議

会補欠評議員の同意について 

２ Ｈ２５．５．２３ 
日高健康福祉

センター 

１４人＋監事２

人 

報告事項３件 

第 9 号議案 豊岡市社会福祉協議

会訪問看護ステーション事業廃止

に伴う残余財産の処分について 

第10号議案 豊岡市社会福祉協議

会定款の一部改正について 

第 11 号議案 平成 24 年度豊岡市

社会福祉協議会事業報告について 

第 12 号議案 平成 24 年度豊岡市

社会福祉協議会一般会計決算につ

いて 

第 13 号議案 平成 24 年度豊岡市

社会福祉協議会公益事業会計決

算について 

第 14 号議案 平成 24 年度豊岡市

社会福祉協議会収益事業会計決

算について 

第 15 号議案 平成 24 年度豊岡市

社会福祉協議会財産目録について 

第16号議案 豊岡市社会福祉協議
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会補欠評議員の同意について 

第17号議案 豊岡市社会福祉協議

会職員 6月賞与について 

３ Ｈ２５．６．２７ 
日高健康福祉

センター 

１７人＋監事２

人 

報告事項２件 

 

 

４ Ｈ２５．７．２５ 
日高健康福祉

センター 

１７人＋監事２

人 

報告事項２件 

第 18 号議案  平成 25 年度共同

募金（平成 26年度事業費）「地域目

標額」の設定に係る豊岡市社会福

祉協議会事業充当計画について 

５ Ｈ２５．８．２９ 
日高健康福祉

センター 

１８人＋監事２

人 

報告事項６件 

第19号議案 豊岡市社会福祉協議

会基盤強化計画策定委員会設置

要綱の制定について 

第20号議案 豊岡市社会福祉協議

会生活支援型訪問介護事業実施

要領の制定について 

６ Ｈ２５．９．２６ 
日高健康福祉

センター 

１４人＋監事１

人 

報告事項５件 

７ Ｈ２５．１０．２８ 
日高健康福祉

センター 

１５人＋監事２

人 

報告事項４件 

第21号議案 豊岡市社会福祉協議

会職員１２月賞与について 

８ Ｈ２５．１１．２８ 
日高健康福祉

センター 

１５人＋監事２

人 

報告事項４件 

第 22 号議案 平成 25 年度歳末た

すけあい運動配分について 

第23号議案 豊岡市社会福祉協議

会経理規程の制定について 

９ Ｈ２５．１２．１９ 
日高健康福祉

センター 

１２人＋監事２

人 

報告事項６件 

第 24号議案 評議員の選任につい

て 

１０ Ｈ２６．１．２３ 
日高健康福祉

センター 

１４人＋監事２

人 

報告事項６件 

第 25 号議案 積立金の取り崩しつ

いて 

１１ Ｈ２６．２．２７ 
日高健康福祉

センター 

１６人＋監事１

人 

報告事項３件 

第26号議案 豊岡市社会福祉協議
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会補欠評議員の同意について 

第27号議案 豊岡市社会福祉協議

会定款の一部改正について 

１２ Ｈ２６．３．２０ 
日高健康福祉

センター 

１５人＋監事２

人 

報告事項４件 

第 28 号議案 平成 25 年度豊岡市

社会福祉協議会一般会計資金収

支補正予算について 

第 29 号議案 平成 25 年度豊岡市

社会福祉協議会公益事業会計資

金収支補正予算について 

第 30 号議案 平成 25 年度豊岡市

社会福祉協議会収益事業会計資

金収支補正予算について 

第31号議案 豊岡市社会福祉協議

会移送サービス事業の廃止に伴う

残余財産の処分について 

第 32 号議案 平成 26 年度豊岡市

社会福祉協議会事業計画について 

第 33 号議案 平成 26 年度豊岡市

社会福祉協議会資金収支予算につ

いて 

第34号議案 豊岡市社会福祉協議

会職員職名規程等の一部改正につ

いて 

第35号議案 豊岡市社会福祉協議

会育児・介護休業に関する規則の

一部改正について 

 

 

４－２ 評議委員会 

回数 開催日 開催場所 出席評議員数 協議事項 

１ Ｈ２５．５．２８ 
日高文化体育

館 
２４人 

第 1 号議案 豊岡市社会福祉協議

会訪問看護ステーション事業廃止

に伴う残余財産の処分について 

第 2 号議案 豊岡市社会福祉協議

会定款の一部改正について 
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第 3号議案 平成 24年度豊岡市社

会福祉協議会事業報告について 

第 4号議案 平成 24年度豊岡市社

会福祉協議会一般会計決算につい

て 

第 5号議案 平成 24年度豊岡市社

会福祉協議会公益事業会計決算

について 

第 6号議案 平成 24年度豊岡市社

会福祉協議会収益事業会計決算

について 

第 7号議案 平成 24年度豊岡市社

会福祉協議会財産目録について 

第 8 号議案 豊岡市社会福祉協議

会補欠理事の選任について 

２ Ｈ２６．３．２６ 
日高健康福祉

センター 
３３人 

第 9号議案  平成 25年度豊岡市

社会福祉協議会一般会計資金収

支補正予算について 

第 10 号議案 平成 25 年度豊岡市

社会福祉協議会公益事業会計資

金収支補正予算について 

第 11 号議案 平成 25 年度豊岡市

社会福祉協議会収益事業会計資

金収支補正予算について 

第12号議案 豊岡市社会福祉協議

会定款の一部改正について 

第 13 号議案 平成 26 年度豊岡市

社会福祉協議会事業計画について 

第 14 号議案 平成 26 年度豊岡市

社会福祉協議会資金収支予算につ

いて 

第 15 号議案 任期満了に伴う豊岡

市社会福祉協議会役員の選任につ

いて 
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４－３ 各地区センター運営委員会開催回数 （単位：回） 

豊岡 城崎 竹野 日高 出石 但東 

６ ９ ５ ５ ６ ６ 

 

４－４ 正副理事長会議 

開催回数… １２回 

 

４－５ 管理職会議 

開催回数… １２回 

 

４－６ 地域福祉推進委員会 

 地域福祉推進計画に沿った地域福祉活動の取り組みについて、市民から組織される委員会に

よって評価・検証を行いました。地域福祉推進計画の重点的な取組である「支え合いの地域づくり

（小地域福祉活動のための組織化）」の設置・推進に向けた議論や、地区センターにおける評価

体制を構築することを目的に実施しました。 

 

開催日 協議事項 

Ｈ２５．６．２４ 

・第１次地域福祉推進計画の総括 

・第２次地域福祉推進計画の概要説明 

・支え合いの地域づくりについて 

Ｈ２５．７．３１ 
視察研修 

視察先：福井県美浜町社会福祉協議会（福祉委員会） 

Ｈ２５．１０．２ 

・福井県美浜町社会福祉協議会（福祉委員会）視察研修について 

・福祉委員アンケート調査結果について 

・支え合いの地域づくりの進捗状況及び、今後の推進方法について 

Ｈ２６．２．１４ 

・第１期地域福祉推進委員会の振り返り 

・「支え合いの地域づくり（小地域福祉活動のための組織化）」の進捗状況

及び、推進方法の明確化 

 

 

４－７ 基盤強化計画策定委員会 

 豊岡市社会福祉協議会が地域住民に必要とされ、信頼される組織として地域福祉の一層の推

進を図るために本会総務部会員や有識者からなる策定委員会にて、本会の基本理念・使命、運

営基盤となっている各組織や財源の見直しの具体的な計画項目の検討を行い「豊岡市社会福祉

協議会基盤強化計画」を策定しました。 

 



34 

 

開催日 協議事項 

Ｈ２５．１０．２８ ・基盤強化計画策定の基本方針 

Ｈ２５．１１．１８ ・豊岡市社会福祉協議会「現状と課題」について 

Ｈ２５．１２．１６ 

・基盤強化計画策定に係るアンケートについて 

・豊岡市社会福祉協議会の基本理念と使命について 

・基盤強化計画（案）について 

Ｈ２６．２．２４ 
・基盤強化計画（案）について 

・基盤強化計画の推進方法について 

 

○作業部会 

  ・開催回数… １３回 

  ・所掌事務… ・基盤強化計画策定に向けた役職員を対象としたアンケートの実施 

・本会の現状と課題の抽出・整理 

           ・現状と課題に関する具体的な計画項目、取り組みの方向性の検討 

      

 

 

       

４－８ 組織検討委員会 

 単身世帯の増加や少子高齢化の進行等に伴う社会情勢の急激な変化や、各種制度の改定、

多様化する市民ニーズに迅速・柔軟に対応できる組織機構の見直しが必要な中、中央センター

（本所）を中心とした機構改革について検討・提言を行いました。 

・開催回数… １３回 

  ・検討事項… ・中央センターの名称変更（本所）について 

           ・本所内の各課・係の再編、役割の明確化について 

           ・豊岡地区センターと本所業務の一本化について 

 

４－９ 職員研修（本会主催） 

 一人ひとりの職員の成長を促し、職員の意識向上に伴って業務改善への意識を高めるため、職

員研修プロジェクトチームにて主体的・体系的な研修計画を立て、職場研修を行いました。 

開催日 研修名 研修内容 対象者 

Ｈ２５．６．１２ 新人職員研修 

・地域福祉推進計画について 

・社協事業について 

・電話、事故の対応について 等 

入職１～２年目の常

勤職員 

Ｈ２５．９．２９ 職員研修会 
・講演 

 「社協職員に必要な気づき・視

全常勤職員 

理事、監事 
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点とは？～個別支援から地域

支援～」 

 講師：伊賀市社会福祉協議会 

  事務局長 平井俊圭 氏 

・パネルディスカッション 

 「社協職員の役割～ほんとの

声が聴けていますか？～」 

Ｈ２５．１２．１

３ 

メンタルヘルス対

策研修 

・事例を通しての職場内のストレ

スについてのグルーワーク 等 

管理職 

事務局、事業所の主

任・副主任 

 

４－１０ 会員会費 

一般会費  28,527,640円   

賛助会費   3,333,100円 

施設会費    133,000円  

合計     31,993,740円 

 

 


