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決　　算　　額

　　　４８０，０００円

　４，０２０，０００円

計４，５００，０００円

年　　月　　日 場　　所 備　　　考

町内３小学校

坂中学校

平成２５年　７月　９日 アセンブリー 参加者　　 　　２６名

ホール

　　　　　　８月２１日 アセンブリー 参加者　　　　 ２２名

ホール他 (男　８名、女１４名)

・夏休み子ども福祉体験教室の実施。

　委員　　　　　　　　　　　 ３名・広報委員会を開催し、広報発行について検討、編集を行い

　「さか社協だより」第６５，６６，６７号を発行。

・小中学校の福祉協力事業及び教科外行事を支援し、

・ふれあいサロン世話人研修会の開催。

　福祉意識の醸成を図る。

　委員　　　　　　　　　　 １７名

　に地域住民に対する社協活動の啓発のため検討を重ねる。

・福祉委員会を年間２回開催し、地域福祉向上を図るととも

一般事業部門

１.地区組織活動の促進援助と社協活動の啓発

２．ボランティアの育成

平成２５年度　坂町社会福祉協議会　一般会計事業報告書

備　　　考

　　　　　 世帯割

・地域福祉活動推進のため地域づくり交付金を交付し、地区

事　　　　業　　　　内　　　　容

　組織活動の促進を図る。

１６地区　 交付金基礎額　30,000円　

事　　業　　内　　容
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　　　　　　８月２８日 アセンブリー 参加者　　 　　１７名

ホール

　　　　　　９月２７日 江田島市 参加者　　　　 １４名

農村環境改善

センター

平成２６年　１月３１日 横浜小学校 横浜小学校３年生

平成２５年　４月 アセンブリー 運営委員会　９回開催

～平成２６年　３月 ホール 情報誌発行　　　 ６回

相談件数　 　２４５件

ようようネットさか

対応数　　 　１６４件

さかまち応援隊

対応数　　　　 ４２件

24年度相談件数  193件

ようようネットさか

対応数　　　 １２９件

さかまち応援隊

対応数　　　　 ３３件

・横浜小学校福祉体験の実施。

　さか」交流研修会の開催。

　（坂町のボランティア事業の推進を図るため、坂

・ボランティアセンター運営事業。

　町社協ボランティア運営委員会で協議を重ねた。）

・江田島市「しおかぜネット」と「ようようネット

・坂町ボランティア連絡協議会総会の開催。
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２５年　４月 平成ヶ浜 登録者数

～２６年　３月 福祉センター まかせて会員　 ２４名

両方会員　　　 １０名

おねがい会員　 ３５名

２４年度登録者数

まかせて会員　 １８名

両方会員　　　　 ９名

おねがい会員　 ２７名

平成２６年　３月１３日 アセンブリー 参加者　　 　　　５名

ホール

年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２５年　４月

～２６年　３月

　　　　　　６月１３日 ４保育所(園） 参加者 　　　１１４名

坂保育所　 　　４４名

横浜若竹　　　 ３７名

小屋浦保育所　 ２１名

なぎさ若竹　　 １２名

　ウンドゴルフ大会、文化祭、交流会等諸行事への

・老人クラブ連合会主催のゲートボール大会、グラ

事　　業　　内　　容

３．子育て支援事業の充実

事　　業　　内　　容

・ファミリーサポートセンターの受託運営。

・保育所児と地域老人とのふれあい事業への支援。

　協力。

４．老人福祉事業の充実

・ファミリーサポーター養成講座の開催。
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　　　　　　９月１６日 祝い品対象者 １４８名

(男７５名、女７３名)

　坂地区　 　　６８名

　横浜地区 　　５８名

　小屋浦地区 　３４名

町民センター

記念品料　　 １０４名

８５歳　　　　 ８７名

(男３１名、女５６名)

　坂地区　 　　４５名

　横浜地区　　 ３０名

 　小屋浦地区 　１２名

９５歳　　　　 １６名

(男　１名、女１５名)

　坂地区　 　　　９名

　横浜地区　　　 ３名

　小屋浦地区 　　４名

１００歳　　　　 １名

(男　０名、女　１名)

　坂地区　　　　 １名

　横浜地区　　　 ０名

　小屋浦地区 　　０名

　８５、９５、１００歳になられた方には記念品料

　を贈り長寿を祝す。

・平成２５年度敬老式典の協力。

・敬老の日に当たり、平成２５年中に７５歳になら

　れた方の長寿を祝し、祝い品(雨傘)を贈る。また
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２５年　４月 浜宮老人集会所 　４回開催

　　　～平成２６年　３月 　参加延　　 １５８名

刎条集会所 　４回開催

　参加延　　 ２３８名

中村公民館 　４回開催

　参加延　　 １１２名

西側会館 　４回開催

　参加延　　 １８９名

森浜会館 　３回開催

　参加延　　 １２７名

横浜三部集会所 　４回開催

　参加延　　 ２６８名

横浜二部集会所 　３回開催

　参加延　　 　８５名

横浜西集会所 　５回開催

　参加延　　 ２２４名

・ふれあいサロン事業の推進（１１地区）

５．介護保険対象外事業の受託運営

事　　業　　内　　容
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鯛尾集会所 　４回開催

　参加延　　 　８４名

植田会館 　６回開催

　参加延　　 １６９名

小屋浦集会所 １０回開催

　参加延　　 ４６７名

合　　計 ５１回開催

　参加延 ２，１２１名

　平均参加　　 ４２名

２４年度５１回開催

　参加延 ２，３４９名

　平均参加　　 ４６名

年　　月　　日

平成２５年　４月

～平成２６年　３月

備　　　　考

一般会員　　　　 　  ４，８４６世帯・各住民福祉協議会のご理解をいただき、社協一般

　／１口）の募集を行った。

　会員の増加を図った。

個人　１９５名

賛助会員

法人３６事業所

６．財源確保の充実

事　　業　　内　　容

・賛助会員（2,000円／１口）と特別会員（5,000円
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年　　月　　日

平成２５年　４月

～平成２６年　３月

８．援護活動

年　　月　　日

平成２５年　４月

～平成２６年　３月

事　　業　　内　　容

　に、行事等に協力し育成をはかる。

事　　業　　内　　容

子育て支援サークルぱおぱお  45,000円　　　　　　　 　

備　　　　考

坂町母子寡婦福祉会　        90,000円　　　　　

個人　７６名（８２口）

・坂町遺族会の遺族大会、研修会等への協力援助。

  力援助。

・高額療養費資金の貸付。

特別会員

法人　３４事業所（３８口）

・緊急生活安定資金の貸付。

坂町原爆被害者の会　　　　  90,000円　　　　　

・坂町母子寡婦福祉会の総会、親睦会への協力援助。

７．福祉団体等への援助協力           

坂町身体障害者福祉協会 　  180,000円　　

坂町ゆずりはの会   　　　　 45,000円　　　　　　　 　

・坂町身体障害者福祉協会の研修会、総会等への協

・坂町母子寡婦福祉会外の福祉団体に助成すると共

貸付件数　　　　　　　　　 　 　２件

・ゆずりはの会への協力援助。

備　　　　考

貸付件数　　　　　　　　　　　２０件
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２５年　４月

～平成２６年　３月

平成２５年　４月１５日 平成ヶ浜福祉センター 相談件数　　　 １１件

　　　　　　６月１７日 〃 　 〃　　　　　　２件

　　　　　　８月１９日 〃 　 〃　　　　　　５件

　　　　　１０月２１日 〃 　 〃　　　　　　３件

　　　　　１２月１６日 〃 　 〃　　　　　　９件

平成２６年　２月１７日 〃 　 〃　　　　　　３件

平成２５年　５月２０日 平成ヶ浜福祉センター 相談員　８名

　　　　　　７月　８日 〃 　〃　　８名

　　　　　　９月　９日 〃 　〃　　８名

　　　　　１１月１８日 〃 　〃　　８名

平成２６年　１月２０日 〃 　〃　　８名

　　　　　　３月１７日 〃 　〃　　８名

９．心配ごと相談事業

・第２回弁護士による無料法律相談所の開設

・第５回弁護士による無料法律相談所の開設

・平成２５年度定例相談等。

　無料法律相談、定例相談はそれぞれ年６回、平成

・第４回弁護士による無料法律相談所の開設

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第１回）

　常時相談は、各相談員宅及び社協事務局で実施。

事　　業　　内　　容

・第１回弁護士による無料法律相談所の開設

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第６回）

　ヶ浜福祉センターで実施。

　（坂町人権・行政相談所との交流研修）

　　　　　　　　　　　　　　　法律相談３３件）

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第３回）

(平成２５年度実績　　４８件　 定例相談１５件　　　

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第４回）

・第３回弁護士による無料法律相談所の開設

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第５回）

・第６回弁護士による無料法律相談所の開設

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第２回）
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２５年　４月　７日 小屋浦ふれあい 参加協力者　　 ２０名

　　センター (男１１名、女　９名)

採血者　　　　 １９名

(男１１名、女　８名)

坂町民センター 参加協力者　　 ２２名

(男１２名、女１０名)

採血者　　　　 ２０名

(男１２名、女　８名)

　　　　　　７月２７日 坂町民センター 参加協力者　　 ５１名

(男３３名、女１８名)

採血者　　　　 ４１名

(男３０名、女１１名)

　　　　　１０月２０日 横浜ふれあい 参加協力者　　 ４６名

　　センター (男２８名、女１８名)

採血者　　　　 ３７名

(男２６名、女１１名)

平成２６年　２月　１日 坂町民センター 参加協力者　　 ５１名

(男２９名、女２２名)

採血者　　　　 ３４名

(男２４名、女１０名)

・平成２５年度第１回献血事業実施。

事　　業　　内　　容

・平成２５年度第３回献血事業実施。

１０．献血事業

・平成２５年度第４回献血事業実施。

・平成２５年度第２回献血事業実施。
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２５年　４月　１日 役場 理事　　　　　 １４名

　　　　　　５月１６日 平成ヶ浜福祉 監事　　　　　　 ２名

センター

　　　　　　５月２７日 役場 理事　　　　　 １５名

監事　　　　　　 ２名

アセンブリー 評議員　　　　 ２９名

ホール 監事　　　　　 　２名

平成２６年　３月２５日 役場 理事　　　　　 １３名

監事　　　　　 　２名

・評議員会（平成２４年度一般会計・特別会計事業

・監査（平成２４年度事業及び歳入歳出決算監査）

　報告及び決算の認定について）

・理事会（平成２４年度一般会計・特別会計事業報

・理事会（事務局職員就業規則の改正について、職

　員給与規則の改正について、訪問介護員育児・介

　告及び決算の認定について）

事　　業　　内　　容

採血者総数　　　　 (男１０３名、女　４８名、計１５１名)

１１．その他

参加協力者総数　　 (男１１３名、女　７７名、計１９０名)

採血者総数　　　　 (男　９４名、女　５８名、計１５２名)

（理事会等）

２４年度献血協力者総数

参加協力者総数　　 (男１００名、女　８０名、計１８０名)

・理事会（会長・副会長の選任について）

　護休業規程の改正について、職員旅費規則の改正

　について、職員退職手当支給規則の改正について
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アセンブリー 評議員　　　　 ２３名

ホール

年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２５年　４月１０日 日赤広島県支部 職員　　　　　 　１名

　　　　　　４月１７日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　５月　９日 広島県健康 職員　　　　　 　１名

福祉センター

　の選任について、欠員に伴う評議員の選任同意に

・市町ボランティアセンターつながりミーティング

　職員給与規則の改正について、訪問介護員育児・

　事の選任について）

・評議員会（事務局職員就業規則の改正について、

　介護休業規程の改正について、職員旅費規則の改

　及び予算案の承認について、平成２５年度一般会

事　　業　　内　　容

  、平成２６年度一般会計・特別会計事業計画案及

（研修等）

・キャリアパス支援研修

・日赤分区担当者会議

　び予算案の承認について、平成２５年度一般会計

　計・特別会計補正予算案について、欠員に伴う理

  て、平成２６年度一般会計・特別会計事業計画案

　・特別会計補正予算案について、欠員に伴う理事

　ついて、会長職務代理者の選任について）

　正について、職員退職手当支給規則の改正につい
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　　　　　　６月２０日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　６月２６日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　６月２７日 東区地域 職員　　　　　 　１名

福祉センター

　　　　　　７月　３日 広島国際会議場 住民協会長　　 　７名

日赤奉仕団役員　 ３名

職員　　　　　 　２名

　　　　　　８月　５日 広島県 副会長　　　　 　１名

社会福祉会館 職員　　　　　 　１名

　　　　　　８月２１日 南区民 福祉委員　　　 １７名

　　　　　　　　２２日 文化センター

　　　　　　８月２７日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　９月　３日 広島県運転 職員　　　　　 　１名

免許センター

・広島県共同募金会支会業務推進会議

・「福祉サービス利用援助事業」専門員連絡会議

・ひろしま社協活動推進会議

・広島県社会福祉夏季大学

・広島市域訪問介護事業者連絡会研修会

・安全運転管理者法定講習

・日赤広島県支部創立１２５周年記念赤十字大会

・口腔ケア・食事ケア研修
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　　　　　　９月２０日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　１０月２８日 山口県 役員　　　　　 １０名

　　　　　　　　２９日 美祢市社協 住民協　　　　 　９名

職員　　　　　 　２名

　　　　　１１月１３日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　１１月１８日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　１１月２９日 日赤広島県支部 職員　　　　　 　１名

　　　　　１２月　４日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　１２月１０日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　１２月１３日 東区民 職員　　　　　 　１名

文化センター

平成２６年　１月２８日 南区民 職員　　　　　 　２名

文化センター

・市町ボランティアセンターつながりミーティング

・市町被災者生活サポートボランティアセンター

・ひろしま社協活動推進会議

・ひろしま社協活動推進会議

・ひろしま社協活動推進会議

・役職員等研修

・広島県ふくしのまちづくりのつどい

・日赤分区担当者会議

　運営者会議

・指定障害福祉サービス事業者等集団指導研修
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　　　　　　２月２１日 広島県健康 職員　　　　　 　１名

福祉センター

　　　　　　２月２６日 広島県健康 評議員　　　　 １１名

福祉センター

　　　　　　３月　４日 西区民 職員　　　　　 　１名

文化センター

　　　　　　３月　４日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　３月１２日 エソール広島 職員　　　　　 　１名

　　　　　　３月１８日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　３月１９日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

・市区町社協役員・評議員研修

・介護サービス事業者集団指導研修

・訪問介護員研修

・ひろしま社協活動推進会議

・生活困窮者自立支援セミナー

・「福祉サービス利用援助事業」専門員連絡会議

・共同募金助成金交付式
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年　　月　　日

平成２５年　５月

～　１２月

平成２５年　８月 対象者数　　　　　　　　　 　９２名　　・香典返しの浄財を寄付された方々の初盆に対し、

　（平成２４年８月１７日以降、香典返しのご寄付

　をいただいたた方）

事　　業　　内　　容

　坂地区　　　　　　　　 　　３８名

  の実施する赤い羽根共同募金運動に協力。

・日赤広島県支部坂分区の実施する平成２５年度の

  日赤社資増強運動及び広島県共同募金会坂町支会

（その他）

備　　　　考

　小屋浦地区　　　　　　　　 １２名

　横浜地区　　　　　　　　　 ３１名

　町外　　　　　　　　　　　 １１名

　ローソク及び線香を贈る。
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平成２５年度実績 平成２４年度実績 比　較　増　減

１１，８６７，０４０円 １５，２２９，８５１円 △　３，３６２，８１１円

８，０８３，８５３円 ７，７７９，９４８円 ３０３，９０５円

１９，９５０，８９３円 ２３，００９，７９９円 △　３，０５８，９０６円

平成２５年度実績 平成２４年度実績 比　較　増　減

３，０８４，３２１円 ３，１３３，５９５円 △　４９，２７４円

訪問介護事業部門

　「訪問介護事業所」は、訪問介護員の介護技術や接遇技術の向上を図りながら、利用者の在宅生活の支援のためにサー

 ビスの質向上に努めてきた。

（１）保険料収入

①訪問介護にかかるもの

②自立支援訪問介護にかかるもの

合　　　計

（２）利用料収入

①利用者負担分
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