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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２８年　７月　８日 アセンブリー 参加者　　 　　３１名

ホール

　　　　　　７月２８日 アセンブリー 参加者　　　　 １６名

ホール他 (男　６名、女１０名)

　　　　　 世帯割

　「さか社協だより」第７４，７５，７６号を発行。

　委員　　　　　　　　　　 １８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。

事　　業　　内　　容

・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

事　　　　業　　　　内　　　　容

・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

　組織活動の促進を図る。

１６地区　 交付金基礎額　30,000円　

備　　　考

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

・ふれあいサロン世話人研修会の開催。

・小中学校の福祉協力事業及び教科外行事を支援し、

　福祉意識の醸成を図る。

平成２８年度　坂町社会福祉協議会　一般会計事業報告書

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

・夏休み子ども福祉体験教室の実施。
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　　　　　１０月２６日 アセンブリー 参加者　　 　　２７名

ホール

平成２９年　３月３０日 アセンブリー 参加者　　　　 １８名

ホール他 (男　７名、女１１名)

平成２８年１１月 アセンブリー 広島文化学園大学

～平成２９年　３月 ホール他 ２年生　　　　 ３０名

平成２８年　４月 アセンブリー 運営委員会　９回開催

～平成２９年　３月 ホール 情報誌発行　　　 ６回

相談件数　 　３２９件

ようようネットさか

対応数　　 　３１１件

さかまち応援隊

対応数　　　　 　６件

27年度相談件数  218件

ようようネットさか

対応数　　　 １８３件

さかまち応援隊

対応数　　　 　１５件

・大学と社協がすすめる若い世代の担い手づくり事

　業（県社協助成事業：広島文化学園大学と連携し

　若い世代のボランティアの育成等を行った。）

・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。）

　（坂町のボランティア事業の推進を図るため、坂

・春休み子ども福祉体験教室の実施。

・ボランティア養成講座の開催。

　（話し相手ボランティア養成講座）
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２８年　４月 平成ヶ浜 登録者数

～２９年　３月 福祉センター まかせて会員　 ４２名

両方会員　　　 １２名

おねがい会員　 ４５名

２７年度登録者数

まかせて会員　 ３７名

両方会員　　　 １２名

おねがい会員　 ４４名

平成２９年　２月２２日 アセンブリー 参加者　　 　　１１名

ホール

年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２８年　４月

～２９年　３月

　　　　　　６月２３日 ４保育園 参加者 　　　　９３名

坂みみょう 　　３６名

横浜若竹　　　 ２５名

小屋浦みみょう １８名

なぎさ若竹　　 １４名

・ファミリーサポートセンターの受託運営。

　協力。

・ファミリーサポーター養成講座の開催。

事　　業　　内　　容

３．子育て支援事業の充実

・老人クラブ連合会主催のゲートボール大会、グラ

４．老人福祉事業の充実

事　　業　　内　　容

・保育園児と地域老人とのふれあい事業への支援。

　ウンドゴルフ大会、文化祭、交流会等諸行事への
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　　　　　　９月１７日 祝品対象者 ２０３名

(男８６名、女１１７名)

　坂地区　 　　７１名

　横浜地区 　　７９名

　小屋浦地区 　５３名

町民センター

記念品　　　 １１３名

８５歳　　　 　９２名

(男３５名、女５７名)

　坂地区　 　　３８名

　横浜地区　　 ３７名

 　小屋浦地区 　１７名

９５歳　　　　 １７名

(男　５名、女１２名)

　坂地区　 　　　４名

　横浜地区　　　 ７名

　小屋浦地区 　　６名

１００歳　　　　 ４名

(男　１名、女　３名)

　坂地区　　　　 ２名

　横浜地区　　　 １名

　小屋浦地区 　　１名

　を贈り長寿を祝す。

・平成２８年度敬老式典の協力。

　られた方の長寿を祝し、祝品(携帯ラジオ)を贈る。

・敬老の日に当たり、平成２８年度中に７５歳にな

　８５、９５、１００歳になられた方には記念品料
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２８年　４月 浜宮老人集会所 　５回開催

　　　～平成２９年　３月 　参加延　　 ２０７名

刎条集会所 　４回開催

　参加延　　 ２１９名

中村公民館 　４回開催

　参加延　　 　８２名

上條集会所 　５回開催

　参加延　　 ２２１名

西側会館 　４回開催

　参加延　　 ２２２名

森浜会館 　３回開催

　参加延　　 １４７名

横浜三部集会所 　４回開催

　参加延　　 ２１４名

横浜二部集会所 　３回開催

　参加延　　 １１２名

５．介護保険対象外事業の受託運営

事　　業　　内　　容

・ふれあいサロン事業の推進（１２地区）
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横浜西集会所 　５回開催

　参加延　　 ２１２名

鯛尾集会所 　４回開催

　参加延　　 　９２名

植田会館 　５回開催

　参加延　　 １４０名

小屋浦集会所 ２１回開催

　参加延　　 ７５１名

合　　計 ６７回開催

　参加延 ２，６１９名

　平均参加　　 ３９名

２７年度５４回開催

　参加延 ２，４２６名

　平均参加　　 ４５名

年　　月　　日

平成２８年　４月

～平成２９年　３月

・賛助会員（2,000円／１口）と特別会員（5,000円

事　　業　　内　　容 備　　　　考

６．財源確保の充実

法人３５事業所

賛助会員

・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。

一般会員　　　　 　  ４，８９３世帯

個人　１８０名
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年　　月　　日

平成２８年　４月

～平成２９年　３月

８．援護活動

年　　月　　日

平成２８年　４月

～平成２９年　３月

・ゆずりはの会への協力援助。

備　　　　考

・坂町母子寡婦福祉会外の福祉団体に助成すると共

・坂町身体障害者福祉協会の研修会、総会等への協

　に、行事等に協力し育成を図る。

個人　７１名（７８口）

坂町身体障害者福祉協会 　  180,000円　　

・坂町遺族会の遺族大会、研修会等への協力援助。

坂町原爆被害者の会　　　　  90,000円　　　　　

・緊急生活安定資金の貸付。

備　　　　考

坂町母子寡婦福祉会　        90,000円　　　　　

法人　３７事業所（４１口）

坂町ゆずりはの会   　　　　 45,000円　　　　　　　 　

貸付件数　　　　　　　　　　　１６件

事　　業　　内　　容

７．福祉団体等への援助協力           

特別会員

・坂町母子寡婦福祉会の総会、親睦会への協力援助。

事　　業　　内　　容

  力援助。



- 8 -

年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２８年　４月

～平成２９年　３月

平成２８年　４月１８日 平成ヶ浜福祉センター 相談件数　　　 　７件

　　　　　　６月２０日 〃 　 〃　　　　　　６件

　　　　　　８月２２日 〃 　 〃　　　　　　３件

　　　　　１０月１７日 〃 　 〃　　　　　　７件

　　　　　１２月１９日 〃 　 〃　　　　　　４件

平成２９年　２月２０日 〃 　 〃　　　　　１２件

平成２８年　５月１６日 平成ヶ浜福祉センター 相談員　８名

　　　　　　７月１１日 〃 　〃　　８名

　　　　　　９月１２日 〃 　〃　　８名

　　　　　１１月２１日 〃 　〃　　８名

平成２９年　１月１６日 〃 　〃　　８名

　　　　　　３月１３日 〃 　〃　　８名

　ヶ浜福祉センターで実施。

・第３回弁護士による無料法律相談所の開設

事　　業　　内　　容

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第３回）

(平成２８年度実績　　４１件　 定例相談　２件　　　

９．心配ごと相談事業

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第６回）

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第２回）

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第５回）

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第１回）

・第６回弁護士による無料法律相談所の開設

　　　　　　　　　　　　　　　法律相談３９件）

・第１回弁護士による無料法律相談所の開設

　無料法律相談、定例相談はそれぞれ年６回、平成

　（坂町人権・行政相談所との交流研修）

　常時相談は、各相談員宅及び社協事務局で実施。

・平成２８年度定例相談等。

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第４回）

・第４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

・第２回弁護士による無料法律相談所の開設
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２８年　４月１７日 小屋浦ふれあい 参加協力者　　 １９名

　　センター (男１４名、女　５名)

採血者　　　　 １６名

(男１３名、女　３名)

パルティ 参加協力者　　 ４６名

・フジ坂 (男３１名、女１５名)

採血者　　　　 ３２名

(男２６名、女　６名)

　　　　　　８月　７日 町民センター 参加協力者　 １０３名

(男７５名、女２８名)

採血者　　　　 ７４名

(男６３名、女１１名)

　　　　　　９月２４日 横浜ふれあい 参加協力者　　 ３０名

　　センター (男１５名、女１５名)

採血者　　　　 ２５名

(男１５名、女１０名)

パルティ 参加協力者　　 ５２名

・フジ坂 (男２５名、女２７名)

採血者　　　　 ４２名

(男２５名、女１７名)

・平成２８年度第２回献血事業実施。

事　　業　　内　　容

・平成２８年度第１回献血事業実施。

１０．献血事業

・平成２８年度第３回献血事業実施。
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平成２９年　２月１２日 町民センター 参加協力者　　 ５５名

(男３２名、女２３名)

採血者　　　　 ４２名

(男２８名、女１４名)

パルティ 参加協力者　　 ５３名

・フジ坂 (男３０名、女２３名)

採血者　　　　 ４２名

(男２８名、女１４名)

年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２８年　５月１７日 平成ヶ浜福祉 監事　　　　　　 ２名

センター

　　　　　　５月２４日 役場 理事　　　　　 １３名

監事　　　　　　 ２名

・平成２８年度第４回献血事業実施。

事　　業　　内　　容

（理事会等）

参加協力者総数　　 (男２２２名、女１３６名、計３５８名)

採血者総数　　　　 (男１５６名、女　７８名、計２３４名)

・理事会（平成２７年度一般会計事業報告並びに決

　て）

・監査（平成２７年度事業及び歳入歳出決算監査）

２７年度献血協力者総数

参加協力者総数　　 (男１６９名、女１２８名、計２９７名)

採血者総数　　　　 (男１９８名、女　７５名、計２７３名)

　算の認定について、欠員に伴う理事の選任につい

１１．その他
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アセンブリー 評議員　　　　 ２１名

ホール 監事　　　　　 　２名

平成２９年　１月２３日 役場 理事　　　　　 １３名

監事　　　　　 　２名

　　　　　　１月２４日 アセンブリー 評議員　　　　 ２６名

ホール

　　　　　　３月２３日 役場 理事　　　　　 １５名

監事　　　　　 　２名

アセンブリー 評議員　　　　 ２４名

ホール

・理事会（定款の変更について、評議員選任・解任

　選任・解任委員会の招集について）

　改正について）

　決算の認定について、欠員に伴う理事の選任につ

・評議員会（平成２７年度一般会計事業報告並びに

　いて、次期評議員候補者の推薦について、評議員

・評議員会（定款の変更について、評議員選任・解

　の改正について）

　案の承認について、経理規程の一部改正について

　、職員以外のものに対する報酬及び費用弁償に関

　委員会運営規程の制定について、評議員選任規程

　任委員会運営規程の制定について、評議員選任規

　程の改正について、坂町訪問介護事業所運営規程

・理事会（平成２８年度一般会計補正予算案につい

　する規則の一部改正について、次期役員の選任に

　の改正について、坂町訪問介護事業所運営規程の

　て、平成２９年度一般会計事業計画案並びに予算

　ついて、評議員・選任解任委員会委員の選任につ

・評議員会（平成２８年度一般会計補正予算案につ

　いて、平成２９年度一般会計事業計画案並びに予

　いて）
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成２８年　４月１５日 日赤広島県支部 職員　　　　　 　１名

　　　　　　７月１２日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　８月　８日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　８月２２日 中国新聞ビル 福祉委員　　　 １６名

職員　　　　　 　１名

　　　　　　８月２４日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　９月２０日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　１０月２４日 広島県運転 職員　　　　　 　１名

免許センター

・新たな地域支援事業戦略会議

・安全運転管理者等法定講習

・広島県共同募金委員会業務推進会議

・ひろしま社協活動推進会議

・広島県社会福祉夏季大学

事　　業　　内　　容

（研修等）

・日赤分区担当者会議

・「福祉サービス利用援助事業」専門員連絡会議

　算案の承認について、経理規程の一部改正につい

　て、職員以外のものに対する報酬及び費用弁償に

　関する規則の一部改正について、次期役員の選任

　について）
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　　　　　１０月２４日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　１１月　２日 日赤広島県支部 職員　　　　　 　１名

　　　　　１１月１１日 ホテル広島 職員　　　　　 　１名

ガーデンパレス

　　　　　１２月　９日 広島県健康 職員　　　　　 　１名

福祉センター

平成２９年　２月　１日 日赤広島県支部 職員　　　　　 　３名

　　　　　　２月　６日 メルパルク広島 副会長　　　　 　１名

　　　　　　２月１７日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　３月　２日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　３月１４日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

・ひろしま社協活動推進会議

・市町社協事務局長会議

・日赤分区担当者会議

・日赤災害救援資機材引き渡し式

・社会福祉法人制度改革の施行に向けた説明会

・ひろしま社協活動推進会議

・生活困窮者自立支援会議

・共同募金助成金交付式

・広島県社会福祉大会
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　　　　　　３月１５日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　３月１８日 東区民 職員　　　　　 　１名

文化センター

（その他）

年　　月　　日

平成２８年　５月

～　１２月

平成２８年　８月

　町外　　　　　　　　　　　 　４名

　力。

  募金委員会の実施する赤い羽根共同募金運動に協

  日赤社資増強運動及び広島県共同募金会坂町共同

事　　業　　内　　容

・香典返しの浄財を寄付された方々の初盆に対し、

　（平成２７年８月１６日以降、香典返しのご寄付

　をいただいた方）

・日赤広島県支部坂分区の実施する平成２８年度の

対象者数　　　　　　　　　 　６８名　　

　坂地区　　　　　　　　 　　３３名　ローソク及び線香を贈る。

備　　　　考

・「福祉サービス利用援助事業」専門員連絡会議

・指定障害福祉サービス事業者等集団指導研修

　小屋浦地区　　　　　　　　 １１名

　横浜地区　　　　　　　　　 ２０名
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平成２８年度実績 平成２７年度実績 比　較　増　減

１０，９２１，８８７円 １１，４５６，１３４円 △　５３４，２４７円

５，２９４，８１８円 ４，８８７，０７６円 　　４０７，７４２円

１５７，２６９円 ０円 　　１５７，２６９円

１６，３７３，９７４円 １６，３４３，２１０円 ３０，７６４円

平成２８年度実績 平成２７年度実績 比　較　増　減

９８６，７７１円 １，７６９，５９９円 △　７８２，８２８円

（２）利用料収入

①利用者負担分

（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

③特定相談支援にかかるもの

在宅福祉事業部門

　「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。

　また、「指定特定相談支援事業所」は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適正かつ効果的な計画

相談支援を行うよう努めてきた。
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①　緑地部を利用しての自動販売機設置（１６台） 1,274,697 円 1,359,909 円 △ 85,212 円

①　公園管理委託料 324,000 円 324,000 円 0 円

②　駐車場の管理（駐車場利用収入） 3,441,000 円 3,079,700 円 361,300 円

合　　　　　計 3,765,000 円 3,403,700 円 361,300 円

◎アセンブリーホールの管理運営

◎坂町特産品の販売（梅ワイン、芸州坂うどん、ようよう饅頭）

利便施設の管理に関するもの

１．ベイサイドビーチ坂の年間を通してのもの（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）

平成２８年度実績 平成２７年度実績 比較増減

比較増減平成２８年度実績 平成２７年度実績

収益事業部門

　社会福祉協議会が多様な福祉ニーズに応えるためのより積極的な活動を展開していくためには、自主財源の確保は必要

不可欠であることから、本会は平成１０年度から財政基盤の強化策として「収益事業」に取り組んでおり、平成２８年度

も引き続き次の事業を実施した。

◎ベイサイドビーチ坂（水尻人工海浜）の利便施設の管理運営

◎きらり・さかなぎさ公園の閉園管理、トイレ管理及び駐車場管理の受託運営

２．きらり・さかなぎさ公園の管理に関するもの（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）
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①　海浜部に設置された桟敷の管理（４０マス） 1,300,000 円 1,198,000 円 102,000 円

②　緑地部を利用しての売店の設置（８区画） 1,160,000 円 1,160,000 円 0 円

③　緑地部を利用してのコインロッカーの設置（１４０台） 199,500 円 172,080 円 27,420 円

合　　　　　計 2,659,500 円 2,530,080 円 129,420 円

①　梅ワイン「梅の薫」のラベル・カートンの販売 26,784 円 11,232 円 15,552 円

②　「芸州坂うどん」の販売 410,120 円 325,247 円 84,873 円

③　「ようよう饅頭」の販売 700 円 14,704 円 △ 14,004 円

合　　　　　計 437,604 円 351,183 円 86,421 円

①　ホールの管理収入 241,625 円 176,175 円 65,450 円

平成２８年度実績 比較増減

３．ベイサイドビーチ坂の海水浴シーズン（平成２８年７月１日から平成２８年８月３１日まで）

平成２７年度実績平成２８年度実績 比較増減

アセンブリーホールの管理運営に関するもの

平成２７年度実績

特産品の販売に関するもの

平成２８年度実績 平成２７年度実績 比較増減
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