（理事会・評議員会）
第１号議案

平成２８年度社会福祉法人高取町社会福祉協議会
事業報告について
平成２８年度事業報告

１．会務の運営
（１）第１回理事会
期 日
平成２８年５月２６日
場 所
高取町老人福祉センター ２階集会室
議 事
①平成２７年度事業報告について
②平成２７年度一般会計決算報告について
③高取町生活支援体制整備事業協議体委員の報酬及び費用弁償
に関する規定について
（２）第１回評議員会
期 日
平成２８年５月２６日
場 所
高取町老人福祉センター ２階集会室
議 事
①平成２７年度事業報告について
②平成２７年度一般会計決算報告について
③高取町生活支援体制整備事業協議体委員の報酬及び費用弁償
に関する規定について
（３）第２回理事会
期 日
平成２８年９月２１日
場 所
高取町老人福祉センター ２階集会室
議 事
①任期満了に伴う評議員の選任について
②任期満了に伴う第三者委員の選任について

（４）第２回評議員会
期 日
平成２８年９月２１日
場
議

所
事

高取町老人福祉センター ２階集会室
①任期満了に伴う理事・監事の選任について

（５）第３回理事会
期 日
平成２８年１０月３日
場 所
高取町老人福祉センター ２階集会室
議 事
①理事長・副理事長の互選について

（６）第４回理事会
期 日
平成２８年１２月２２日
場
議

所
事

高取町リベルテホール 大研修室 A
①社会福祉法改正に伴う定款変更について
②社会福祉法人高取町社会福祉協議会定款細則について
③社会福祉法人高取町社会福祉協議会評議員選任規程について
④新定款認可を前提とする評議員選任・解任委員候補者の選出
について
⑤評議員選任・解任委員会運営細則について
⑥評議員選任・解任委員会の議案（評議員候補者の推薦）及び
開催日時について
⑦就業規則の変更について
⑧給与規程の変更について

（７）第３回評議員会
期 日
平成２８年１２月２２日
場
議

所
事

高取町リベルテホール 大研修室 A
①社会福祉法改正に伴う定款変更について
②社会福祉法人高取町社会福祉協議会定款細則について
③役員及び評議員の報酬等に関する規定について
④会員規程について
⑤就業規則の変更について
⑥給与規程の変更について

（８）第５回理事会
期 日
平成２９年３月２３日
場 所
高取町老人福祉センター ２階集会室
議 事
①平成２８年度一般会計補正予算について
②平成２９年度事業計画（案）について
③平成２９年度一般会計予算（案）について
④評議員候補者の推薦及び評議員選任・解任委員会の開催日時
について
（９）第４回評議員会
期
場
議

日
所
事

平成２９年３月２３日
高取町老人福祉センター ２階集会室
①平成２８年度一般会計補正予算について
②平成２９年度事業計画（案）について
③平成２９年度一般会計予算（案）について

２．居宅介護支援事業（ケアプランの作成）
作成件数

７２０件（H28.4～H29.3） 月平均

６０件

３．訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
（１）訪問介護事業
利用者実人数及び延べ人数
（２）予防訪問介護事業
利用者実人数及び延べ人数

実人数 ３５６人
月平均 ２９人
延べ人数 ３，３５３人 （H28.4～H29.3）
実人数 ３３９人
月平均 ２８人
延べ人数 ２，０７４人（H28.4～H29.3）

４．受託事業
（１）介護保険要介護認定訪問調査（町委託事業）
調査件数 （高取町）３３件（H28.4～H29.3）
（奈良市） １件（H28.4～H29.3）
（柏原市） １件（H28.4～H29.3）
（２）介護保険介護予防支援業務（町委託事業）
作成件数 （高取町） ４２件（H28.4～H29.3）

月平均
月平均

２．７５件
０．１件

月平均

０．１件

月平均

３．５件

５．障害福祉サービス事業（障害者総合支援法に基づく）
居宅介護事業（ホームヘルプサービス）
利用者実人数及び延べ人数
実人数 ６６人
延べ人数

月平均

５人

８００人（H28.4～H29.3）

６．移動支援事業（障害者総合支援法に基づく）
移動支援サービス（社会参加のための外出付添）
利用者実人数及び延べ人数
実人数 ５４人
月平均 ４人
延べ人数 ６４４人（H28.4～H29.3）

７．地域福祉活動事業
（１）ひとり暮らし老人給食サービス事業
実施回数及び配食数

１１回

（２）お節料理配食事業
平成２８年１２月３１日実施

４４６食

配食数

（３）高齢者等日常生活用具貸与事業
貸与品 車イス
貸与延べ台数

１３０食

１５台

（４）発達障がい研修会実施事業
障がいを持っている人たちのことを多くの人に理解して頂き、障害の有無に
かかわらず誰もが安心して暮らせる町になることを目標とし、研修会を実施。
実施日 平成２９年３月６日
場 所 高取町保健センター
参加者 ４２人
内 容 「なぜ、今、インクルーシブ（共に生きる）社会をめざすのか？」
をテーマにし、堀智晴先生をお招きし、ワークショップを開催する。
共に支えあう、共に助け合うことについて参加者其々が考える、参
加型の研修会であった。
（５）地域福祉権利擁護事業
年間相談取扱件数

３件

利用者延べ人数及び訪問回数

１２人

１２回（H28.4～H29.3）

（６）高取町防犯ボランティア連絡協議会活動への協力
○青色防犯パトロール
年間実施回数及び参加者延べ人数
５９回 １９７人（内夜間 ８回 ２８人） 月平均 ６回 １９人
夜間専属パトロール
４４回 ８８人（毎週金曜日に活動。構成員９名でローテーション）
○総会及び講演会の実施
開催日 平成２８年９月３０日
場 所 高取町リベルテホール２階
参加人数 ６３名
○防犯みまもメール配信
登録者数
２３４名
配信回数
６回

大研修室 A・B

（７）たかとり通学合宿への協力
子どもたちが一定の期間家庭から離れ、地域の公民館や集会所で寝食を共に
しながら学校へ通う取組、「たかとり通学合宿」の実施運営協力。
実施日

平成２８年１０月２０日～２２日

場 所 兵庫老人憩いの家
参加者 ７１人（子ども ２０人 ボランティア ５１人）
内 容
小学校４年生から６年生の子どもたちが３日間家庭を離れ、兵
庫老人憩いの家に宿泊して学校に通いながら共同生活を送る。地
域のボランティアの皆さんと一緒に買い出しから炊事や掃除など、
自分たちの身の回りの日常生活に関わる事を子どもたち自身が行
うことで、日常生活の技能や自立心を高める。
また、地域の一般家庭のお風呂をお借りする「もらい湯」や、

「昔あそび」などの体験を通して、子ども達や保護者と地域の結
びつきを強める。
（８）高取町ボランティア団体連絡会活動への協力
参加団体数
１９団体
連絡会の開催 開催回数 ３回
高取町放課後児童クラブ（学童）ボランティア活動
実施日
平成２８年８月２４日、２６日、３１日
場 所
たかむち小学校学童内
参加者
１１５人（延べ人数）
内 容
お華、お茶、大正琴、竹とんぼ体験
ならボランティアフェスタ
たかとり元気フェスタ開催
実施日
平成２８年１０月２２日（土）
場 所
参加者
内 容

児童公園、やすらぎ荘
約４００名
「老いも若きも世代を超えて」と題し、子どもから高齢者の
方までみんなが楽しく交流ができるイベントをボランティ
ア団体連絡協議会で企画し実施しました。毎年ボランティ
アの輪が広がっています。

（９）町内団体活動への協力
高取町老人クラブ連合会、高取町英霊にこたえる会、高取町遺族会について、
会議資料作成等活動への協力。

８．心配ごと相談所運営事業
開設回数
１２回
場
所
高取町老人福祉センター
年間相談取扱件数
６件
相談員延人数
３６人

２階和室

９．低所得者対策
（１）生活福祉資金の効果的運用
①民生児童委員による低所得者、障がい者、高齢者世帯等に対する生活
援助活動の推進及び実態把握と貸付の適正化
②生活援助活動の推進と貸付金の償還指導の強化
貸付世帯数 １世帯（内平成２８年度新規貸付世帯数 １世帯）

１０．災害支援対策
「だれもが住み慣れた地域で安心してくらせるまち」になるためには、「災害に
強いまち」になることが必要であると考え、平成２５年度に災害支援マニュアルを
作成した。マニュアルの見直しを検討しながら、社協事業に関わる利用者の災害時
安否確認一覧表を作成し、定期的に見直しを行っている。
今後も継続してマニュアルの見直しを行いながら、実際に機能できるかどうかの
検証等を行っていく。

１１．共同募金運動への協力
（１）赤い羽根募金（１０月）実績額
一般募金
１，０４１，２０７円
法人募金
５６７，５５２円
（２）歳末たすけあい募金運動（１２月）
実績額
９５１，４７６円

１２．善意銀行の運営協力
善意の金品預託強化を図るための趣旨普及及び事業活動
①受託件数
０件
０円
②配分件数
０件
０円

１３. 広報活動
（１）たかとり社協だより第１９号発行（平成２９年３月）
発行部数 ３，０００部
（２）高取町社会福祉協議会ホームページの運営
アクセス数 ９，２４７回（平成２９年５月２２日現在）
ＨＰアドレス http://www.takatori-shakyo.jp/

１４．高取町生活支援体制整備事業
地域住民の支えあいの仕組みづくり（地域づくり）を推進し、多様な日常生活上の
支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的
とする。

平成 28 年度の高取町生活支援整備事業協議体報告書
（本年度の取り組み・成果・課題）
協議体では、高取ささえあいプランとして、主に「見守りのネットワーク化」、「居場
所づくりの推進」という 2 本の柱で協議を進めてきた。
「高取ささえあいプラン」
高取町に住むみんなが、支えあい、助け合い、つながっていく、ぬくもりある地域
を目指す。
（取り組み内容）
① 見守りのネットワーク化：
高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるように
・地域の実情に応じたネットワークを形成する
・できることからはじめる。今あるものを活かす。
・負担がなく、長続きする形で実践する。

１．核となる機関の設定
２．気付きの通報を受ける仕組みの構築
３．福祉の専門機関による支援
４．地域の事業所との連携強化
５．地域の特性を活かした取り組みの支援
６．情報の共有化
７．高齢者自身の自助力の活用
上記のポイントを踏まえながら、
左記のようなイメージ図を検討中。

② 居場所づくりの推進：
高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるように
・地域の実情に応じた居場所を形成する
・できることからはじめる。今あるものを活かす。
・負担がなく、長続きする形で実践する。
１． 歩いて行ける地域交流の場（場所も回数も様々）
２． 住民が主体・主役（目的・活動内容も様々）
３． 出入り自由でつながりづくり（ご近所さんをふやす）
上記のポイントを踏まえながら、いきいき 100 歳体操（行政）や子どもの居場所
づくり事業（社協）、社会福祉法人共同事業（高取ワークス、雅の郷、社協）などとも
協力しあいながら進めている。

（成果及び課題）
① 見守りのネットワーク化
・住民や事業所、商店などは、気になる人に対して各々対応をしながら、できる範
囲で誰かにつないでいる、実はみんなが高取町の住民の見守りについて前向きに取
り組んでいることが、委員内では共有できた。行政が協定含むネットワーク化の仕
組みづくりをしたとしても、住民の見守りに対する理解がなければ機能しない。で
きるだけ多くの人に見守りの意義を深めることが大切。今度は、住民に向けて緩や
かな見守り活動、小地域での見守り活動の仕組みづくりを推進していくことが課題。
② 居場所づくりの推進
・居場所の数は、多ければ多いほど良い。ご近所のつながりの場、交流の場、高齢
者の活躍の場となるような様々な居場所づくりの推進を図る。
・居場所づくりは非常に良いことだと理解してくれるも、主となる人が決まらず、
結局できないことも多い。担い手づくりが課題。
③ 上記の 2 点を進める中で、高取町内の移動手段についても協議した。町内の元気な
高齢者に対してアンケートを実施した（56 名）。このデータをもとに、今後どのよ
うにしていくかを整理していく。

