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平成３０年度 事業報告 

  

１ 法人経営事業 

（１）会務の運営及び監査 

①理事会の開催（会場:さわやか会館等） 

期日 
出席者 

議事内容等 
理事 監事 

5/23 13人 2人 
・役員等の報酬等に関する規程の一部改正について 

・第１回評議員会の招集について 

6/5 11人 2人 

・会長の選定について 

・評議員選任候補者の推薦及び評議員の解任提案について 

・平成29年度事業報告及び社会福祉事業、公益事業、収益事業会計収支

決算について 

・第２回評議員会の招集について 

12/10 10人 2人 

・平成30度社会福祉事業、公益事業、収益事業会計第一次補正予算につ

いて 

・訪問介護事業、障がい居宅事業、同行援護事業、移動支援事業の廃止に

ついて 

・第３回評議員会の招集について 

・小規模多機能型居宅介護施設「とちの実」の改修他工事の契約について 

3/15 10人 0人 

・平成30年度社会福祉事業、公益事業、収益事業会計第二次補正予算に

ついて 

・地域包括支援センター事業の受託実施について 

・平成31年度事業計画及び社会福祉事業、公益事業、収益事業会計当初

予算について 

・役員等の報酬等に関する規程の一部改正の改定について 

・第４回評議員会の招集について 

②評議員会の開催（会場:さわやか会館） 

期日 
出席者 

議事内容等 
評議員 監事 

6/5 29人 0人 
・理事の選任について 

・役員等の報酬等に関する規程の一部改正について 

6/27 34人 1人 
・平成29年度事業報告及び社会福祉事業、公益事業、収益事業会計計収

支決算について 

12/26 29人 0人 

・平成30年度社会福祉事業、公益事業、収益事業会計第一次補正予算に

ついて 

・訪問介護事業、障がい居宅事業、同行援護事業、移動支援事業の廃止

について 
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3/27 27人 0人 

・平成30年度社会福祉事業、公益事業、収益事業会計第二次補正予算に

ついて 

・平成31年度事業計画及び社会福祉事業、公益事業、収益事業会計当初

予算について 

・地域包括支援センター事業の受託実施について 

・役員等の報酬等に関する規程の一部改正の改定について 

・評議員等の報酬等に関する規程の一部改正の改定について 

 

③監査の開催（会場:さわやか会館） 

期日 出席者 内容等 

5/30 2名 平成29年度事業実施状況及び会計決算監査 

 

④各種委員会の開催 

委員会名 期日 内容等 

法人経営委員会 

11/22 

・台風24号の大雨による被害状況について 

・事業改善計画について 

・給与カットの状況について 

・平成30年度上期分介護保険事業等収支状況について 

・組織再編について 

H31.2/28 

・社会福祉法人指導監査における指摘事項について 

・訪問介護事業等廃止に伴う利用者の移行状況について 

・役員及び評議員の報酬等の改定について 

・平成30年度社会福祉事業、公益事業、収益事業会計第二次補正

予算案について 

・地域包括支援センター事業の受託実施について 

地域福祉推進 

委員会 

11/20 
・平成30年度主要中間事業報告 

・平成31年度の取り組み(案)について 

H31.2/25 ・平成31年度地域福祉事業の取り組みについて 

介護保険・ 

障がい福祉推進 

委員会 

11/19 
・平成30年度2/4期実績報告 

・平成30年度第一次補正予算について 

H31.3/1 

・平成30年度3/4期実績報告 

・平成30年度第二次補正予算について 

・次年度及び今後の方針について 

評議員選任・ 

解任委員会 
6/13 ・評議員の選任について 

 

⑤事務局体制の強化 

会議名 開催日・開催回数・会議名等 

幹部会 
毎週水曜日(第2水曜日除く) 

（会長・常務理事・事務局長・事務局次長・課長・相談支援センター所長） 

管理職員会議 毎月第2水曜日（会長・常務理事・管理職員） 

所長会 毎月第2水曜日（各総合福祉センター所長） 

担当者会議 1 各総合福祉センター関係 
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・地域福祉係長会議（年7回）所管：地域福祉課 

・日常生活自立支援事業ケース確認会（年12回）所管：地域福祉課 

・日常生活自立支援事業内部審査会（年12回）所管：地域福祉課 

・介護支援係長会議（年3回）所管：企画管理課 

・通所介護担当者会議（年4回）所管：企画管理課 

・訪問介護担当者会議（年4回）所管：企画管理課 

・給食担当者会議（年1回）所管：企画管理課 

・看護職員担当者会議（年1回）所管：企画管理課 

・居宅介護支援担当者会議（年4回）所管：企画管理課 

・小規模多機能型居宅介護担当者会議（年1回）所管：企画管理課 

 

2 専門機関関係  

・鳥取市ボランティア・市民活動センター分室担当者会議（年2回） 

・鳥取ファミリー･サポート･センター担当者会議（年1回） 

 

（２）会員の加入状況（カッコ内前年度実績） 

本会の主要財源である会費増収を図るため、一般会員の加入率向上と賛助会員、特別賛助会

員確保に努めたが、一般会員数、賛助会員数、特別賛助会員数は減少した。 

①一般会員、賛助会員、特別賛助会員      

地域 
会員数 

一般会員 賛助会員 特別賛助会員 
金額(円) 

鳥取 
会員数 36,599 （36,965） 2,714 （2,925） 88 （95） 

金額(円) 18,299500 (18,482,500） 5,857,500 （5,853,000） 895,000 （970,000） 

国府 
会員数 2,030 （2,025） 15 （16） 3 （3） 

金額(円) 1,015,000 （1,012,500） 39,000 （41,000） 30,000 （30,000） 

福部 
会員数 820 （824） 19 （22) 0 (0) 

金額(円) 410,000 （412,000） 42,000 (44,000) 0 (0) 

河原 
会員数 1,820 （1,811） 10 (11) 0 (0) 

金額(円) 910,000 （905,500） 24,000 (30,000) 0 (0) 

用瀬 
会員数 987 （1,013） 19 (17) 1 (0) 

金額(円) 493,300 （502,750） 38,000 (34,000) 10,000 (0) 

佐治 
会員数 660 （671） 15 (16) 1 (1) 

金額(円) 329,700 （335,500） 33,000 (37,000) 10,000 (10,000) 

気高 
会員数 2,360 （2,392） 40 (38) 1 (1) 

金額(円) 1,180,000 （1,186,000） 84,000 (80,000) 10,000 (10,000) 

鹿野 
会員数 1,040 （1,059） 35 (35) 3 (1) 

金額(円) 520,000 （529,500） 74,000 (74,000) 40,000 (20,000) 

青谷 
会員数 1,871 （1,896） 51 (61) 3 (3) 

金額(円) 935,500 （948,000） 110,000 (122,000) 30,000 (30,000) 

合計 
会員数 48,187 （48,656） 2,918 (3,141) 100 (104) 

金額(円) 24,093,000 (24,314,250） 6,301,500 (6,315,100) 1,025,000 (1,070,000) 
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②寄附の状況（本会受付分）  

件数は減少したが、金額は増加となった。 

地域 件数 金額（円） 

鳥取 78 (85) 3,545,574 (2,163,434) 

国府 25 (27) 429,370 (395,500) 

福部 13 (16) 265,000 (250,000) 

河原 32 (26) 537,500 (473,000) 

用瀬 22 (37) 255,000 (570,000) 

佐治 20 (15) 250,000 (197,500) 

気高 28 (30) 429,500 (707,500) 

鹿野 41 (38) 664,000 (570,000) 

青谷 51 (61) 625,000 (812,500) 

合計 310 (335) 7,000,944 (6,139,434) 

 

③物品寄附の状況 

本年度も多くの個人、団体、企業から物品寄附を頂き福祉活動に役立てた。 

地域 内容 寄贈団体等 

鳥取 

紙おむつ 個人9件 

ＣＤ、紳士肌着、タオル、文房具 個人 

電動ベッド１台 個人 

じゅうたん１枚 個人 

チューリップ、プランター、用土 農林中央金庫鳥取営業所 

冷蔵庫１台 個人 

食器、日用品 個人 

吸引器 個人 

タオル 個人 

国府 
座いす10台 個人 

こたつ 個人 

福部 

車いす１台 個人3件 

タオル、シーツ、夏布団 個人 

紙おむつ 個人 

シルバーカー１台 個人 

米15kg JA鳥取いなば女性会福部支部 

河原 紙おむつ 個人 

用瀬 

車いす1台 
㈱ツルハホールディングス 

クラシエホールディングス㈱ 

米30㎏ 個人 

米15㎏、もち米15㎏ 個人 

米10㎏ JA鳥取いなば女性会用瀬支部 



- 5 - 

 

米30㎏ 個人 

佐治 

米60㎏ 個人 

米15㎏ JA鳥取いなば女性会佐治支部 

車いす2台 第一生命労働組合鳥取支部 

気高 
シルバーカー 個人 

紙おむつ 個人 

鹿野 車いす1台 「ちいさな親切運動」山陰本部 

青谷 ラック、衣装ケース、掃除機、電子レンジほか 個人 

 

（３）広報啓発活動 

①広報紙「さざんか」の発行状況（年4回発行） 

発行日 発行部数 配布先 主な内容 

5月1日号 57,000部 市内全世帯 平成30年度事業計画、予算他 

8月1日号 57,000部 市内全世帯 平成29年度事業報告、決算他 

11月1日号 57,000部 市内全世帯 平成30年度市社会福祉大会他 

2月1日号 57,000部 市内全世帯 地域福祉川柳入賞作品他 

②ホームページの随時更新(アドレス http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/） 

事業の案内や各種福祉情報を提供した。 

③広報委員会（職場内）の開催 

定期的（年8回)に開催し、各部署からの意見を聞きながら、広報紙「さざんか」、 

ホームページの内容等広報活動の更なる充実を図った。 

 

（４）各種主催事業（カッコ内前年度実績） 

①金婚・ダイヤモンド婚祝賀式典の開催（市と共催）    

開催 

地域 
開催日／場所 

金婚 

祝賀対象組数 

ダイヤモンド婚 

祝賀対象組数 

鳥取 

東部 

平成30年5月31日（木） 

鳥取市民会館 
232組 (228組) 112組 (97組) 

南部 
平成30年6月1日（金） 

河原町コミュニティセンター 
16組 (22組) 6組 (9組) 

西部 
平成30年6月1日（金） 

青谷町総合支所 
25組 (34組) 23組 (22組) 

 

②鳥取市社会福祉大会の開催（市と共催） 

多くの福祉関係者が一堂に会し、永年の功労者に対し表彰、感謝状の贈呈を 

行った。記念講演では福祉の理解をさらに深めた。また小規模作業所連絡会 

の皆様が出店しオリジナル製品を販売するなど有意義な大会となった。 

期日 平成30年11月28日（水） 場所 市民会館 参加者 800人 

内容 

・社会福祉事業功労者表彰・感謝状贈呈 

・記念講演 「～大切な人が認知症になったらあなたはどうする？～ 

       若 年 性 ア ル ツ ハ イ マ ー の 母 と 生 き る 」 

講  師 フリーアナウンサー  

http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/
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岩 佐 ま り  氏 

・福祉作業所チャリティーバザー 

（さざなみ作業所、ねっこ、かたつむり工房、ふくし作業所青谷、ふくし作業所用瀬） 

 

③第38回ふれあい広場の開催(鳥取市と共催・障がい者福祉週間事業) 

・期日 平成30年6月2日（土） 

・会場 鳥取産業体育館／参加者 約800人 

 

２ 施設管理運営事業 

（１）老人福祉センター運営事業（市補助事業）（カッコ内前年度実績） 

市民が気軽に快適に利用できるようセンターの管理運営に努めた。 

施設名 設置者 利用者数（人） 

国府町老人福祉センター 本会 4,236 (4,234) 

河原町老人福祉センター 本会 4,009 (3,736) 

気高町老人福祉センター 本会 5,923 (3,468) 

青谷町老人福祉センター 本会 8,797 (9,067) 

合計 22,965 (20,505)  

    

（２）指定管理事業 （カッコ内前年度実績） 

施設によって利用者の増減があるが、各種関係機関等との連携や広報を行い利用者 

拡大に努めた。 

施設名 設置者 利用者数（人） 

佐治町老人福祉センター 市 9,201 (8,438) 

鹿野町老人福祉センター 市 10,213 (11,553) 

青谷町高齢者生活福祉センター 市 13,606 (13,855) 

合計 33,020 (33,864) 

 

（３）やすらぎ運営事業 生活支援ハウス運営事業（市受託事業）（カッコ内前年度実績） 

概ね65歳以上のひとり暮らしの方、高齢者世帯の生活に不安のある方に対して 

住居の提供を行い、生活援助員が生活の支援を行った。 

・実施地域：青谷 入居者数 9人内 2人は夫婦（前年度:9人内2人は夫婦) 

 

（４）障害者福祉センター運営事業（指定管理事業）（カッコ内前年度実績） 

さわやか会館管理、会議・研修等の利用のため会議室及び料理実習室を貸出した。 

区分 有料利用 無料利用 

会議室利用件数 13件 (18件) 2,037件 (1,784件) 

 

３ 在宅福祉サービス事業 

（１）在宅福祉サービス事業 



- 7 - 

 

①敬老事業の助成（カッコ内前年度実績） 

75歳以上の方を対象に各地区で多くのボランティアの協力のもと敬老事業を 

実施した。助成額：一人あたり700円（市） 

区分 実績 

対象者数 26,970人 (26,696人) 

助成金交付 41地区 (41地区) 

 

②高齢者福祉推進助成事業の取り組み 

・75歳以上の高齢者に一人あたり570円助成 

    ・敬老事業以外の高齢者事業にも活用可 

区分 実績 

対象者数 26,970人 

助成金交付 41地区 

 

③地区社会福祉協議会活動費助成事業 

会費の30％還元による地域福祉活動の推進を図った。(41地区社協へ助成) 

 

④高齢者買い物支援事業  

     各種団体と共催で、冬場等高齢者が買い物に出かけにくい時期にバスを利用し、 

     買い物支援を行った。 

  

    ⑤常設型サロン開設支援助成事業 

         地域において住民が主体となって自主的に運営する常設型サロンを新たに設置す 

       るための経費を一部助成し、地域のつどいの場づくりに対して支援を行った。 

審査（書類審査＋公開プレゼンテーション)の結果、1サロンに総額200,000円の 

助成を決定した。 

 サロン名 助成金額 

1 野寺里山サロン（大正） 200,000円 

 

    ⑥老人福祉センター活用サロン事業 

     本会の拠点を活用したサロンを実施し、居場所づくりの取り組みを行った。 

 

（２）ふれあいデイサービス事業（市受託事業） 

①鳥取地域（カッコ内前年度実績） 

地区公民館等を拠点として虚弱な高齢者を対象に、健康相談・レクリエーションを 

中心に、地域ボランティアの参画を得ながら実施している地区社会福祉協議会に 

支援した。 

 

地区 回数 参加者数（人） 地区 回数 参加者数（人） 

遷喬 6 (6) 227 (131) 賀露 4 (2) 131 (64) 

修立 10 (11) 98 (156) 湖山 16 (17) 269 (273) 

日進 3 (3) 108 (105) 湖山西 9 (9) 154 (227) 

明徳 41 (42) 486 (497) 末恒 9 (9) 327 (334) 
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富桑 12 (12) 315 (302) 松保 13 (10) 253 (156) 

稲葉山 10 (9) 202 (212) 湖南 12 (12) 224 (230) 

岩倉 4 (4) 138 (159) 倉田 12 (12) 225 (203) 

城北 10 (10) 620 (660) 面影 12 (12) 271 (264) 

中ノ郷 12 (12) 117 (181) 
合計 207 (205) 4,396 (4,395) 

美保南 12 (13) 231 (241) 

 

②新市域（佐治、気高、鹿野）（カッコ内前年度実績） 

実施地域 実施回数 参加者数（人） 

佐治 204 (204) 1,220 (1,265) 

気高 283 (260) 3,279 (3,094) 

鹿野 48 (47) 196 (126) 

 

（３）わが町支え愛活動支援事業（市、県社協助成事業）（カッコ内前年度実績） 

町内会・集落が主体となって、支え愛マップ等を作成し、障がい者やひとり暮らし 

高齢者等（要援護者）に対する災害時の避難支援の仕組みや平常時の見守り体制を 

つくるなど、要援護者が身近な地域で安全安心に暮らすための取り組みに対して 

助成金を交付した。 

事業名 件数 地域内訳 金額 

災害時要支援者対策促進事業 4 鳥取3、青谷1 200,000円 

災害時要支援者対策ステップアップ事業 2 鳥取2 200,000円 

 

（４）生活支援コーディネーター配置事業（市受託事業） 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、サービス提供の担い手の養

成等を行うとともに、高齢者福祉に関する地域資源の把握やネットワーク化を実施

し、多様な主体によるサービス提供体制の充実を図ることを目的に、生活支援体制

整備事業として、生活支援コーディネーター業務を受託し、生活支援コーディネー

ターを８人配置した。 

配置：第1層（1人）、第2層（7人） 前年度比1人増員 

 

①各地域聴き取り、訪問等、各種団体研修会参加 143回 

②地域活動の取り組み訪問・地域資源調査等 242回 

③関係機関、専門機関の訪問、意見交換等 110回 

④研修会、会議等 170回 

⑤鳥取市地域支え愛フォーラムの開催 

期日 平成31年3月24日（日） 場所 さざんか会館 参加者 120人 

内容 

講演「みんなでつくる福祉のまち」 

～「地域に住むもうひとりの家族になろう」を合い言葉に～ 

  講師：ＮＰＯ法人 たすけあい平田 理事長 熊谷美和子氏 

パネルディスカッション  

テーマ「住民主体の生活支援（支え合い）活動をどう進めていくか」 

進行者：ＮＰＯ法人たすけあい平田 理事長 熊谷美和子氏 
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発表者：オアシス宝木 代表 本部享司氏 

社会福祉法人地域でくらす会 副理事長竹本匡吾氏 

鳥取医療生活協同組合 組織部課長 井上明美氏 

⑥鳥取市生活支援・介護予防サービス検討会委員の参画 

４ ふれあいのまちづくり事業 

（１）ふれあいのまちづくり事業 

①各種相談事業（市補助事業） 

多様な相談に対応するため専門相談員を設置し、個々のニーズに即した相談体制を

整備し、市民の方の悩みごとや福祉問題の解決に努めた。 

〔相談体制〕 

相談の種類 回数 内訳 相談員 

心配ごと 

（一般） 
239 

鳥取131（心配ごと35、一般96）国府12  河原12  

用瀬24  佐治12 気高12  鹿野24  青谷12 

専門相談員 

民生児童委員 

専 

門

相

談 

法律 16 
鳥取12  国府1   福部0 河原0   用瀬0    

佐治1  気高1   鹿野1  青谷0 
弁護士 

司法書士 5 鳥取4  用瀬0   気高0   鹿野1 司法書士 

人権 84 
鳥取12  国府12  河原12  佐治12   

気高12  鹿野12  青谷12 
人権擁護委員 

行政 108 
鳥取12  国府12  河原12  用瀬24 

佐治12  気高12  鹿野12  青谷12 
行政相談員 

身障 4 佐治4 身障相談員 

教育 4 佐治4 主任児童委員 

〔相談内訳〕（カッコ内前年度実績）         

相談事項 件数 相談事項 件数  

生計 24 (11) 人権・法律 4 (14) 

年金 0 (0) 財産 19 (28) 

職業・生業 6 (5) 事故 1 (4) 

住宅 17 (11) 児童福祉 1 (13) 

家族 13 (23) 教育・青少年 3 (6) 

結婚 0 (0) 心身障がい児・者 4 (20) 

離婚 0 (7) 母子・父子保健 0 (0)  

健康・衛生 9 (4) 高齢者福祉 111 (26) 

医療 4 (1) 苦情全般 7 (2) 

精神・衛生 0 (0) その他 34 (37) 合計 257 (212)  

 

②福司サポートナビ（法テラス共催事業） 

福祉関係者対象の弁護士による相談所を開設、実施した。 

相談の種類 回数 相談件数 相談員 

福司サポートナビ 12 25 (25) 弁護士（法テラス） 

 

（２）福祉ボランティアのまちづくり事業 
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①ふれあい・いきいきサロン支援事業（自主事業及び一部市補助事業） 

ひとり暮らし高齢者等を対象に地域の中で気軽に立ち寄れる集いの場（サロン）を 

開設し、ボランティアが主体となって運営した。 

平成30年度新規結成サロン：44サロン 

実施地域 地区数 
サロン数 

計 
5人～10人 11人～20人 21人以上 

鳥取 30 27 93 103 223 

国府 1 0 3 7 10 

福部 1 0 4 2 6 

河原 1 2 14 4 20 

用瀬 1 3 8 16 27 

佐治 1 4 6 4 14 

気高 1 2 4 3 9 

鹿野 1 4 3 10 17 

青谷 1 0 7 15 22 

計 38 42 142 164 348 

 

②事業別ブロック研修会の開催（自主事業） 

各種事業のブロック研修会を開催し情報交換、情報共有を図った。 

 

 

Ａ 新任愛の訪問協力員・となり組福祉員合同研修会 

ブロック 日時 場所 参加者数（人） 

鳥取 

東部 

4/25(水)10:00～11:30 
さざんか会館 62(鳥取60,国府2)  

4/25(水)13:30～15:00 

南部 各地区で開催 

西部 各地区で開催 

Ｂ 愛の訪問協力員・となり組福祉員合同研修会 

ブロック 日時 場所 参加者数（人） 

鳥取 

東部 

愛の訪問協力員・とな

り組福祉員対象 

6/6(水)10:00～11:30 

さざんか会館 34(鳥取34) 

愛の訪問協力員・とな

り組福祉員対象 

6/6(火)13:30～15:00 

さざんか会館 35(鳥取35) 

南部 各地区で開催 

西部 9/28(金)13:30～15:00 鹿野町老人福祉ｾﾝﾀｰ 29（気高9,鹿野17,青谷3） 

Ｃ ふれあい型食事サービスボランティア研修会 

ブロック 日時 場所 参加者数（人） 

鳥取 

東部 

7/6(水)10:00～11:30 
さざんか会館 118(鳥取116,福部2) 

7/6(水)13:30～15:00 

南部 8/22(水)10:00～11:30 用瀬地区保健ｾﾝﾀｰ 39(河原14,用瀬19,佐治3) 
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西部 8/30(木)13:30～15:00 青谷町老人福祉ｾﾝﾀｰ 59(気高10,鹿野5,青谷44) 

Ｄ ふれあい・いきいきサロン研修会 

ブロック 日時 場所 参加者数（人） 

鳥取 

東部 

8/29(火)10:00～11:30 さわやか会館 30(鳥取28,国府2) 

8/30(水)13:30～15:00 さわやか会館 27(鳥取26,国府1) 

西部 2/25(月)13:30～15:00 気高町老人福祉ｾﾝﾀｰ 33 (気高15,鹿野5,青谷13) 

 

③地域福祉川柳コンテストの実施（自主事業） 

本会の活動や地域福祉に対する関心を一層深めてもらうため、「感謝」「まちづくり」

をテーマに川柳を募集した。入賞作品を鳥取市社会福祉大会会場で展示し、その後、

各総合福祉センターの巡回展示を行った。 

◇応募数 

区分 応募数 地域別応募数 

一般 76 
鳥取37、国府3、福部7、河原1、佐治1 

気高19、鹿野4、青谷4 

中学生 212 鳥取9、福部65、河原27、用瀬・佐治95、鹿野16 

小学生 602 
鳥取185、国府25、福部161、佐治47 

気高63、鹿野121 

計 890  

◇表彰式 11月11日（日）さわやか会館 

④地区社会福祉協議会活動総合支援事業（自主事業） 

各地区社会福祉協議会が地域の実態に即した活動推進を図るため、各種メニューを選

択できる事業。平成27年度からより使いやすい基準に変更した 

区分 実績 前年度 

〔組織強化事業〕   

・地区社協役員交流研修 
5地区5件（鳥取2地区2、河原1、

用瀬1、佐治1） 

1地区1件（鳥取1地区1） 

・小地域福祉活動計画策定 実績なし 実績なし 

〔広報啓発事業〕   

・地域福祉研修会 

19地区27件 

（鳥取16地区24、福部1、気高1、 

 鹿野1） 

17地区21件 

（鳥取14地区18、佐治1、

気高1、鹿野1 ） 

・福祉講演会 

11地区13件 

（鳥取7地区8、河原1、用瀬1、 

佐治1、気高2） 

13地区14件 

（鳥取10地区10,用瀬1,

佐治1、気高2） 

・地域福祉座談会  
5地区8件 

（鳥取3地区5、福部2、用瀬1） 

6地区9件 

（鳥取5地区6,用瀬3） 

〔地域実践事業〕   

・障がい者福祉推進事業 
2地区2件（鳥取2地区2） 2地区2件 

（鳥取2地区2） 

・地域ボランティア活動 1地区3件（鳥取1地区3） 1地区3件（鳥取1地区3） 

・地域福祉活動学習事業 5地区5件 3地区3件 
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（鳥取3地区3、気高1、鹿野1） （鳥取2地区2、気高2） 

・その他の実践活動 

11地区20件 

（鳥取9地区15、福部2、気高3） 

 

7地区15件 

（鳥取 4地区 8,福部 1、佐

治3、気高3） 

〔先駆的提案事業〕 

先駆的・モデル的・提案的 

事業 

1地区1件（鳥取1地区1件） 実績なし 

 

⑤ボランティア活動基金助成事業（自主事業） 

ボランティア活動基金の運用益を活用して市内のボランティア・市民活動団体を 

支援し、地域福祉活動の振興を図ることを目的に実施した。審査（書類審査＋公開 

プレゼンテーション)の結果、2団体に総額176,000円の助成を決定した。 

 助成団体名 事業内容 助成金額 

1 
鳥取コミュニティ

シネマ 

高齢者施設及び高齢者対象出前上映会の充実を図

るための映像機器（プロジェクター）の購入 
77,000円 

2 
城北ファミリーバ

ンド 

観客参加型コンサートの企画実施に伴う機材の購

入（プロジェクター、スクリーン他 
99,000円 

 合計 176,000円 

 ◇助成金贈呈式：8月9日（水）さわやか会館 

 

⑥レクリエーション用具貸出事業（自主事業）（カッコ内前年度実績） 

ふれあいデイサービス、ふれあい・いきいきサロン活動等で利用する用具の貸出を 

通じて地域福祉活動のさらなる活性化に向けて支援を行った。 

    〔貸出実績〕 

名称 保有 サロン等 その他 名称 保有 サロン等 その他 

思い出カルタ 2 3 (4) 3 (7) スマイル射的 1 2 (5) 6 (6) 

思い出カルタⅡ 1 1 (0) 2 (1) ゲームレール 1 5 (4) 3 (8) 

日本トランプ 1 0 (0) 1 (1) 
スキヤキ・ジャンケ

ンゲーム 
1 0 (7) 0 (1) 

慣用句カルタ 1 1 (3) 0 (0) 
ミニカップインゲ

ーム 
2 13 (23) 15 (12) 

お魚カルタ 2 1 (0) 3 (0) まとあて遊び 1 3 (4) 7 (8) 

江戸いろはカルタ 2 0 (4) 3 (0) 昭和スターカルタ 2 5 (6) 5 (5) 

四字熟語合わせ 2 3 (4) 2 (4) マナー鍋 2 4 (0) 6 (9) 

どうぶつ絵合わせ 2 1 (2) 2 (4) マナー豆 2 3 (4) 7 (3) 

羽根っこゲーム 2 10 (15) 3 (10) マナー豆腐 2 0 (0) 1 (2) 

どこでもわなげ 1 3 (11) 8 (7) 防災グッズカード 1 2 (0) 1 (0) 

 

（３）地区福祉活動への支援、連携 

①職員派遣事業 

◇地区社協、地区民児協等主催の研修会等 

◇サロン、町内会等の団体 
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センター名 派遣回数（回） のべ派遣職員数（人） 

鳥取 45 48 

国府町 3 5 

福部町 2 2 

河原町 0 0 

用瀬町 5 5 

佐治町 2 3 

気高町 4 5 

鹿野町 4 4 

青谷町 0 0 

 

②市地区社会福祉協議会連絡会の開催 

年5回 

 

（４）地域福祉基金事業（市補助事業） 

①ふれあい型食事サービス事業(カッコ内前年度実績） 

ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯、ねたきり高齢者、障がい者等を対象に食事 

サービスを提供し、対象者の安否確認やボランティアの育成、支援を行った。 

実施 

地域 

実施 

地区社協 

実施内容 

回数 対象者数（人） 
ボランティア（人） 

調理 配達 

鳥取 30 (31) 464 (474) 16,136 (16,280) 4,545 (4,697) 3,664 (3,610) 

国府 1 (1) 45 (44) 1,694 (1,593) 299 (336) 351 (349) 

河原 1 (1) 40 (40) 2,080 (2018) 280 (280) 200 (200) 

用瀬 1 (1) 29 (29) 660 (756) 230 (203) 219 (174) 

佐治 1 (1) 51 (51) 965 (1,052) 260 (260) 292 (290) 

気高 1 (1) 9 (9) 408 (415) 84 (89) 0 (－) 

鹿野 1 (1) 98 (97) 2,900 (2,910) 699 (679) 451 (388) 

青谷 1 (1) 48 (48) 3,570 (23165) 446 (533) 240 (304) 

合計 37 (38) 784 (792) 28,413 (28,189) 6,843 (7,077) 5,417 (5,315) 

 

②地域・福祉活動コーディネーターの設置（9地区） 

地域福祉活動等（相談窓口、団体の連絡調整・活動及び育成支援、福祉マップづく

り）を行う人材を地区社会福祉協議会単位に配置し、支援した。 

実施地区：9地区（遷喬、富桑、城北、明治、末恒、河原、用瀬、気高、新:鹿野） 

 

③となり組福祉員設置事業（カッコ内前年度実績） 

小グループ（町内班に1人）の設置を目標として、地域ニーズの把握及び支援活動

を実施する。地区社会福祉協議会を通じて助成金を交付した。未設置地域（国府、

福部、河原、青谷）については今後地区社協を始めとする関係機関を通じて働きか

け設置に向けて推進していきたい。 

設置 実施内容 
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地域 地区数 福祉員数（人） 

鳥取 33 (33) 1,603 (1,633) 

用瀬 1 (1) 37 (41) 

佐治 1 (1) 29 (31) 

気高 1 (1) 65 (64) 

鹿野 1 (1) 46 (46) 

合計 37 (37) 1,780 (1,815) 

 

④愛の訪問協力員設置事業（市補助事業）（カッコ内前年度実績） 

ひとり暮らし高齢者等に、近隣の方に協力員を委嘱し、声かけ運動を中心に話し相

手や安否確認等の活動を実施した。未設置地域（鹿野）及び未設置地区（富桑、米

里、若葉台）については地区民協、地区社協等関係機関を通じて働きかけを強め設

置に向けて推進していきたい 

 

 

設置

地域 

実施内容 設置 

地域 

実施内容 

地区数 協力員数（人） 地区数 協力員数（人） 

鳥取  30 (30) 718 (739) 用瀬 1 (1) 51 (50) 

国府 1 (1) 26 (21) 佐治 1 (1) 43 (52) 

福部 1 (1) 48 (55) 気高 1 (1) 157 (152) 

河原 1 (1) 66 (61) 青谷 1 (1) 61 (61) 

 合計 37 (37)  1,170 (1,191)  

 

（５）いのちのバトン事業 

    高齢者や障がい者の救急時に備え、救急医療情報シート（かかりつけ医や緊急連絡先

などを記載）を入れて専用容器（バトン）を冷蔵庫に保管し、救急時に適切で迅速な

対応ができるよう実施した。 

       ・配布数（平成24年度からの累計）：約13,000本 

 

（６）福祉教育推進事業 

①図書カード贈呈事業〔贈呈式：8月29日（水）市教育委員会〕 

全市域の小、中学校（60校）、特別支援学校(4校)へ1校あたり1万円分の図書カ

ードを贈呈した。 

②ふくしのボランティア体験事業（総合福祉センター統一事業） 

小中学生を対象にした体験活動を通じて福祉の心を育み、デイサービス等を体験先 

とすることで本会の仕事を理解してもらうきっかけづくりの場とした。 

詳細は各総合福祉センターの項目を参照（P35～P44） 

③大型絵本贈呈事業〔贈呈式：9月21日（金）市立美保保育園〕 

     全市域の幼稚園、保育園、認定こども園等保育施設(72ヶ所)へ大型絵本を贈呈した 

 

（７）老人の明るいまち推進事業（市受託事業） 

実施地区  4地区(全市域・佐治・気高・鹿野) 

①全市域 
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区分 内容 

趣味の教室 

〔14教室〕 

高齢者の生きがいと健康・仲間づくりを目的として、自らの主体的な活

動を推進するため次の各種趣味教室の開設及び各種大会を開催した。 

・囲碁教室（月～土）月例大会 囲碁大会 

・将棋教室（月～土）月例大会 将棋大会 

・書道教室（月2回）作品展  ・民謡教室（月2回）発表会 

・手工芸教室（月2回）作品展 ・いけ花教室（月4回）作品展 

・謡曲教室（月2回）発表会  ・おどり教室（月2回）発表会 

・日本画教室（月2回）作品展・短歌教室（月2回）作品展 文集発行 

・俳句教室（月2回）作品展 文集発行・表装教室（月2回）作品展 

・詩吟教室（月2回）発表会・陶芸教室（月6回）作品展 

作品展 

趣味の教室事業の成果発表をするとともに創作意欲と生きがいを高める

ことを目的に開催した。出展作品223点 来場者245人 

期日 10月20日（土）～21日（日）/場所 市福祉文化会館 

囲碁・将棋大会 
囲碁将棋大会を通じ高齢者相互の交流を図った。 

期日 9月6日（木）参加者103人 場所 市高齢者福祉センター 

地域ぐるみ 

世代間交流事業 

地区社会福祉協議会を実施主体に、地域の高齢者、老人クラブ、園児、

子ども会組織等が世代を越えて交流を図る事業に取り組んだ。 

実施地区29地区 

社会奉仕活動 

老人クラブ会員が9月20日（老人クラブ社会奉仕の日）を中心として

春季と秋季に公共施設の奉仕活動、年間を通じての清掃活動に取り組ん

だ。実施地区40地区 

健康講座 

(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会) 

 

高齢者の社会参加、健康維持と親睦を図ることを目的に開催した。 

春季：期日6/12  場所 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 参加者 396人 

秋季：期日10/31 場所 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 参加者 385人 

ニュースポーツ 

講習会(ボッチャ) 

健康の保持増進と交流を図り、生きがいと健康づくりを促進するため開

催した。 

期日 3月8日(金)参加者75人 / 場所 県民体育館サブアリーナ 

 

②佐治地域 

Ａ 各種大会 

 

Ｂ 講習会 

名称 期日 場所 参加者数 

生け花 12/19 佐治町老人福祉センター 20人 

小物作り 11/30 佐治町老人福祉センター 20人 

Ｃ 美化運動 

名称 期日 場所 参加者数 

ユニカール 6/21 B＆G海洋センター体育館 18人 

囲碁 7/25 佐治町老人福祉センター 6人 

ユニカール 12/13 B＆G海洋センター体育館 21人 

ボッチャ 2/18 B＆G海洋センター中庭 30人 

ラージボール 2/12 B＆G海洋センター体育館 9人 

囲碁 2/27 佐治町老人福祉センター 4人 
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事業名 開催回数 場所 参加者数 

花いっぱい運動 2回 
各集落、小学校、保育所、作業所、公民館、 

山王ふれあい会館 
76人 

 

③気高地域 

事業名 開催回数 場所 参加者数 

焼物工房 74回 焼き物工房 延677人 

花いっぱい運動 3回 
中央公民館、気高あすなろ、中学校 

老人福祉センター、12単位老人クラブ、地区公民館 
70人 

 

④鹿野地域 

教室名 開催回数 活動内容 場所 会員数 

陶芸 週3回 
素焼き 4回/年  

本焼き 4回/年 
創作棟（老人福祉ｾﾝﾀｰ裏） 6人 

木工 週1回 盆・茶托・茶筒・花瓶等 小鷲河地区集会所（併設） 5人 

 

（８）慰霊祭事業（市補助事業） 

・実施地区…5地域（鳥取・国府・河原・用瀬・佐治） 

 

（９）福祉団体の活動支援 

福祉団体事務局を担い支援を行った（団体及び団体支部組織：54） 

地域 団体名 

本庁 

鳥取 

（14） 

①市地区社会福祉協議会連絡会②市民生児童委員協議会③市老人クラブ連合会 

④市連合母子会⑤市遺族連合会⑥市子ども会連合会 

⑦鳥取地区保護観察協会⑧市保育園後援会連合会⑨住民組織連絡会 

⑩鳥取県共同募金会鳥取市共同募金委員会⑪市手をつなぐ育成会 

⑫市肢体不自由児者父母の会⑬市身体障害者福祉協会⑭市身体障害者福祉協会連合会 

国府 

（7） 

①市国府町地域福祉推進協議会②市老人クラブ連合会国府町支部老人クラブ 

③国府町地区民生児童委員協議会④国府町身体障害者福祉協会⑤市国府町地域遺族会 

⑥市国府町赤十字奉仕団⑦日本赤十字社鳥取県支部鳥取市地区国府町分区 

福部 

（4） 

①福部町社会福祉協議会②市老人クラブ連合会福部町支部老人クラブ 

③市福部町赤十字奉仕団④日本赤十字社鳥取県支部鳥取市地区福部町分区 

河原 

（6） 

①河原町地域福祉推進協議会②市老人クラブ連合会河原町支部老人クラブ 

③市河原町赤十字奉仕団④河原町身体障害者福祉協会⑤河原町ボランティアの会 

⑥日本赤十字社鳥取県支部鳥取市地区河原町分区 

用瀬 

（5） 

①用瀬町社会福祉協議会②市老人クラブ連合会用瀬町支部老人クラブ 

③市用瀬町赤十字奉仕団④市用瀬町身体障害者福祉協会 

⑤日本赤十字社鳥取県支部鳥取市地区用瀬町分区 

佐治 

（6） 

①佐治町社会福祉協議会②市老人クラブ連合会佐治町支部老人クラブ 

③佐治町戦没者遺族会④佐治町身体障害者福祉協会⑤市佐治町赤十字奉仕団 

⑥日本赤十字社鳥取県支部鳥取市地区佐治町分区 

気高 

（3） 

①市老人クラブ連合会気高町支部老人クラブ②気高町身体障害者福祉協会 

③日本赤十字社鳥取県支部鳥取市地区気高町分区 



- 17 - 

 

鹿野 

（4） 

①鹿野町社会福祉協議会②市老人クラブ連合会鹿野町支部老人クラブ 

③鹿野町身体障害者福祉協会④日本赤十字社鳥取県支部鳥取市地区鹿野町分区 

青谷 

（5） 

①青谷町社会福祉協議会②市老人クラブ連合会青谷町支部老人クラブ 

③青谷町身体障害者福祉協会④青谷町手をつなぐ育成会 

⑤日本赤十字社鳥取県支部鳥取市地区青谷町分区 

 

 

（１０）えんくるり事業 

    鳥取県内の社会福祉法人が協働実施するもので、それぞれの法人に相談・支援担当者

を配置し、お互い連携・協働して、要支援者（生活のしづらさを抱える方）に対する

訪問・相談活動を通じて福祉課題・生活課題を把握し、利用可能な制度に繋ぎ、既存

の資源を活用し支援を行う。また、他に支援する手段がなく、制度の狭間で経済的に

緊急・逼迫した状況にあって、支援の実施により一定の生活の安定が見込める場合に

対して、迅速に現物給付による経済的援助を行うなど、要支援者の地域での自立を目

指した生活を継続的に支援する。 

現物支給 
対象者数(人) 実施回数 支援金額(円) 

7 (11) 11 (27) 89,990 (287,690) 

 

５ 福祉バス運行事業（市受託事業） 

鳥取・東部地域（鳥取、国府、福部）、南部地域（用瀬、河原、佐治）、西部地域（気高、

鹿野、青谷）の3ブロック単位で運行した。利用状況によりブロック間や高齢者介護予

防支援バスとボランティアバスの相互利用を行い利用機会の拡大と効率化を図った。 

（１）高齢者介護予防支援バスの運行（カッコ内前年度実績） 

高齢者の健康保持のための教養講座、レクリエーション等交流を図り、生きがいを 

高めるための高齢者福祉の増進を図ることを目的に運行した。 

①高齢者介護予防支援バス運行実績（3台））      

運行区分 利用回数 利用者数（人） 

鳥取・東部 219 (199) 4,313 (3,877) 

南部 188 (170) 2,982 (2,703) 

西部 216 (207) 3,698 (3,546) 

合計 623 (576) 10,993 (10,126) 

②公共交通機関等助成金利用実績（助成金＝基本運賃上限5万円の10/10） 

利用回数 延利用者数（人） 助成金額（円） 

117 (112) 3,222 (3,015)  5,706,000 (5,505,000)  

 

（２）ボランティアバスの運行（カッコ内前年度実績） 

社会奉仕活動及びその活動研鑽のための研修等及びボランティア活動を行う団体等

の利便を図ることを目的に運行した。 

〔運行実績〕（3台） 

運行区分 利用回数 利用者数（人） 

鳥取・東部 57 (57) 725 (713) 
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南部 4 (8) 40 (77) 

西部 4 (4) 51 (44) 

合計 65 (69) 816 (834) 

 

６ ボランティアセンター運営事業（市受託事業） 

（１）市民活動拠点アクティブとっとりの管理運営、利用促進（カッコ内前年度実績） 

区分 内容 

①登録団体 159団体 (156団体) 

②活動スペース、会議室等の利用   

・市民活動拠点アクティブとっとり会議室 582件 7,755人 (625件 8,020人) 

・ボランティア室 509件 4,782人 (482件 4953人) 

・団体専用ロッカー(大25団体 小21団体) 46団体 (46団体) 

・団体専用情報ボックス 47団体 (56団体) 

③市駅南庁舎に市民活動団体専用掲示板 18件 8団体 (18件 9団体) 

 

（２）各種会議の開催 

・運営委員会の開催（2回 8/10、H31.3/4） 

 

（３）鳥取市社会奉仕活動等補償制度の登録及び受付窓口（カッコ内前年度実績） 

加入区分 実績 前年度 

公共的活動 126主催団体 57,227人 (143主催団体 59,515人) 

社会奉仕活動 772グループ 348,152人 (753グループ 345,486人) 

事故発生件数 

(補償金支払件数) 

23件 

・公共的活動   13件 

・社会奉仕活動  10件 

(26件) 

(・公共的活動   15件) 

(・社会奉仕活動  11件) 

 

（４）全国社会福祉協議会ボランティア活動保険加入受付（カッコ内前年度実績） 

加入区分 実績 前年度 

ボランティア活動保険 1,051人 (872人) 

ボランティア行事用保険 172件 5,994人 (71 件 4,845人) 

 

（５）各種相談、登録及び調査活動の充実 

①ボランティア・市民活動等の相談窓口（カッコ内前年度実績） 

内訳 件数 内訳 件数 

1 活動先紹介（団体・施設） 10 (5) 6 団体登録・アクティブ 8 (3) 

2 助成相談 18 (7) 7 介護ボランティア 4 (0) 

3 保険相談 18 (15) 8 団体紹介 18 (16) 

4 ボランティア募集 2 (6) 9 その他 28 (8) 

5 NPO（任意・法人） 5 (3) 計 111 (63) 

 

②イベントボランティア、イベント託児ボランティアの登録（カッコ内前年度実績） 
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登録種別 登録（人） 依頼件数（件） 参加内訳 

イベントボランティア 38 (36) 13 (11) 22 

＊3団体 

(22) 

＊4団体 

イベント託児ボランティア 24 (23) 14 (16) 21 (26) 

＊団体は施設への慰問団体等 

③介護支援ボランティア事業 

・登録対象者：介護保険第1号被保険者で介護認定を受けていない方 

・受入施設：市が指定した高齢者福祉施設、事業所  

・スタンプ：1時間1ポイント（1日最大2ポイント）を施設が押印 

〔登録実績〕  

地域 鳥取 国府 福部 河原 用瀬 佐治 気高 鹿野 青谷 計 

新規 7 0 0 0 0 0 0 0 1 8 

累計 115 4 3 15 0 2 3 0 7 149 

 

④ボランティア受け入れ機関ニーズ調査（調査施設数 224 回答数 127） 

冊子発行：活動入門冊子とっとりボランティア21～募集情報編～ 

⑤市民活動拠点アクティブとっとり登録団体アンケート調査 132団体回答 

 

 

（６）広報活動の強化、幅広い情報提供 

①各地区公民館への全事業情報提供及び広報活動の工夫 

②市報・社協だより・新聞・ＣＡＴＶの積極的活用 

③活動入門冊子「とっとりボランティア21」を活用した情報提供、活動紹介 

4種類【基礎入門編/募集情報編/活動グループ・団体編/ＮＰＯ編】 

④メールマガジンの定期的発行（毎月1回1日） 購読者数126人 

⑤情報紙「トリボラ通信」の定期的発行（毎月1回15日）発行部数275部 

関係機関配布場所 34箇所 

⑥ホームページ、ブログの更新 

・ＨＰ http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/  ・ブログhttp://blog.canpan.info/tvc/ 

⑦ボランティア・市民活動ビデオライブラリーの整備、貸し出し 1件 

⑧ボランティア・市民活動書籍の貸し出し 0件 

⑨備品貸し出しリストの作成 液晶プロジェクター97件／スクリーン37件 

（７）各分室（鳥取市社会福祉協議会各総合福祉センター内設置/8分室）との連携強化 

①情報コーナーの拡充、センターと連携を密にした事業展開 

②センター情報及び地域性のある分室情報の提供に取り組む 

③分室担当者会議（2回）4/27、11/7 

 

（８）ボランティア・ＮＰＯ・市民活動養成・研修事業 

①はじめてみませんか？～ボランティア入門講座～ 36回（カッコ内前年度実績） 

Ａ センター開催36回（月3回×12ヶ月）場所：市民活動拠点アクティブとっとり 

開催時間帯 回数 参加者数(人) 

午前の部（10:30～11:45） 16 (17) 16 (16) 

午後の部（14:00～15:15） 14 (13) 14 (13) 

http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/
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夜間の部（19:00～20:15） 6 (6) 3 (6) 

【土曜日開催】 【4】 (【6】) 【4】 (【2】) 

計 36 (36) 33 (35) 

 

Ｂ 分室開催9回（1回×9分室） 

分室名 日時 場所 参加者数(人) 

国府町 未実施 
  

福部町 H30.8/22（水）13:15～14:15 

H31.1/16（火）10:40～12:00 

福部町総合福祉セン

ター福部未来学園 

0 

鳥 取 H30.9/11（火）8:30～13：00 城北小学校（2回） 64 

河原町 H30.11/5（月）10:30～12:00 散岐小学校 
 

14 

用瀬町 H31.2/12（火）10:30～12:00 用瀬小学校 26 

佐治町 未実施   

気高町 H30.6/8（金）10:30～12:00 浜村小学校 36 

鹿野町 H30.9/27（金）10:45～12:15 鹿野学園 21 

青谷町 12/11（火）10:30～12:00 青谷小学校 32 

 

Ｃ 地域出前型1回  ＊3人以上の要請があれば随時実施 

№ 依頼団体・機関 日時 場所 参加者数(人) 

1 城北地区公民館 
H30.4/24（火） 

13:30:～15:00 
城北地区公民館 10 

2 
城北ボランティア 

ひまわり隊 

H30.8/1（水） 

14:00～15:30 
城北地区公民館ｰ 32 

3 ＮＰＯ法人十人十色 
H31.3.29(金) 

13:00～14:15 

ＮＰＯ法人十人十

色 
25 

②かんたんなレクリエーション講座（4回） 

Ａ センター開催 2回 場所：アクティブとっとり会議室 

日時 講師 参加者数(人) 

10/11（木）13:30～15:00 市レクリエーション協会 中嶋久美子 氏    10 

2/7（木）13:30～15:00 市レクリエーション協会 圓井佳子 氏 20 

Ｂ ブロック開催 2回（2ブロック×1回） 

ブロック 日時／場所 講師 参加者数(人) 

南部 
6/27（水）13:30～15:00 

河原町老人福祉センター 

市レクリエーション協会 

 猪迫由美 氏 
14 

西部 
8/20（月）13:30～15:00 

鹿野町老人福祉センター 

市レクリエーション協会 

 井戸垣 佳代子 氏 
20 

③ＮＰＯ法人設立アドバイス講座（1回）場所：鳥取県庁講堂 

№ 日時 備考 

1 3/6（水）12:45～16:10 
鳥取県、とっとり県民活動活性化センター主催

NPO法人説明会内で合同実施 
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 ④ＮＰＯなんでも相談会  12回（カッコ内前年度実績） 

開催時間帯 回数 参加者数（人） 

午前の部（10:00～11:30） 4 (4) 3 (2) 

午後の部（13:30～15:00） 4 (4) 3 (2) 

夜間の部（18:30～20:00） 4 (4) 5 (1) 

計 12 (12) 11 (5) 

⑤生活支援ボランティア交流会 3回（3ブロック×1回） 

ﾌﾞﾛｯｸ 日時／場所 テーマ／ゲスト 参加者数(人) 

西部 
7/19（木）13:30～15:00 

 気高町老人福祉センター 

こども食堂の取り組み 

ゲスト：中央人権福祉センター 

小出 真一 氏 

9  

南部 
8/23（木）13:30～15:00 

 河原町老人福祉センター 

地域食堂の取り組み 

ゲスト：中央人権福祉センター 

川口 寿弘 氏 

13  

東部 
2/26（火）10:00～11:300 

 国府町老人福祉センター 

防災～技術、知恵を学ぶ 

ゲスト:ガールスカウト 

 鳥取県第1団 倉本 弘美 氏 

14  

 

（９）各種ボランティア・ＮＰＯ・市民活動の育成強化・支援協力 

①市民活動団体助成金情報誌発行（毎月1回 20日発行） 

②市民活動団体のための助成金相談会  24回（カッコ内前年度実績） 

 開催時間帯 回数 参加者数(人) 

午前の部（10:00～11:30） 8 (6) 4 (4) 

午後の部（13:30～15:00） 4 (6) 2 (1) 

夜間の部（18:30～20:00） 12 (12) 8 (6) 

計 24 (24) 14 (11) 

③市民活動団体助成金申請の助言・指導（随時） 

④鳥取市市民まちづくり提案事業助成金（市民活動促進部門）   

まちづくり、福祉、子育て、地域文化・芸術・スポーツ、防犯・防災、環境、人権、

農林、観光などの地域の課題解決や活性化のために行う取り組みで、不特定かつ 

多数のものの利益の増進に寄与する事業に対し助成した。 

・対象団体：市民活動拠点アクティブとっとり登録団体 

   ・助成金コース／助成額（助成率） 

〔スタート型〕 

創造的な市民活動事業 

上限10万円 

（補助率10／10） 

設立後3年未満の団体、1団体1回限り 

〔ステップアップ型〕 

公益的な自主事業 

上限20万円 

（補助率4／5） 

設立後1年以上の団体、1団体3回まで 

     Ａ 審査会（審査:本センター／交付決定:鳥取市） 

日時 申請団体／採択団体（カッコ内前年度実績） 

5/23（水）13:30～14:10 

市民活動拠点アクティブとっとり会議室 

①スタート型     団体 0／ 団体(0) 

②ステップアップ型  団体 1／ 団体(4) 

    合計       団体 1／ 団体(4) 



- 22 - 

 

Ｂ 市民まちづくり提案事業助成金交付団体（市民活動促進部門） 

コース 団体名 事業名 事業概要 交付決定額 

ステップ

アップ型 
市民エネルギーとっとり 

災害時に役立つエコな

ライフスタイルと地域エ

ネルギーの普及・啓発

事業 

身近にある再生可能エネルギー（地域エ

ネルギー）が災害時にも役立つことを体

験し、その具体的な利用方法を知り、さら

に地域に分散してエネルギー供給拠点

を増やしていくことの重要性を共有す

る。 

200,000円 

⑤こんにちは!!とりぼら隊訪問事業 

    センタースタッフ（とりぼら隊）が市民活動拠点アクティブとっとり登録団体の活動

拠点等を訪問し、団体の現状や課題、今後の展望などのヒヤリングを行い、団体への

支援策や協働への取組を模索する。 

    ○訪問回数…2回 

 

（１０）ボランティア・ＮＰＯ・市民活動団体のネットワーク及び関係機関との連携 

①２０１８市民活動フェスタinとっとりの開催 

主催 実行委員会、鳥取市ボランティア・市民活動センター 

実行委員会 実行委員6人 会議4回（7/13、9/4、10/16、12/7） 

日時/場所 11/17（土）12:30～16:00／高齢者福祉センター 

参加団体 29団体 

内容 
市民活動団体による展示・紹介・販売・体験・飲食ブース、おもてなし（きの

こ汁、ジビエカレー、焼いも）、お楽しみ大抽選会など 

来場者数 約390人 

 

②ボランティア・NPO交流サロン「とりぼらカフェ」の開催 

開催日時／場所 テーマ（内容） 参加者数(人) 

7/23（月）13：30～15：30 

市民活動拠点アクティブとっとり 

「お金～資金調達って何？」 

ゲスト：とっとり県民活動活性化センター 

         寺坂 純子 氏 

11  

10/29（月）13：30～15：00(1部) 

      19：00～20：30(2部) 

市民活動拠点アクティブとっとり 

「市民活動フェスタ参加団体説明会 

＆交流会」 
32 

 

1/12（土）13:30～15：30 

市民活動拠点アクティブとっとり 

「わいわい交流会」 

 団体間の情報交換 
23 

 

③イベント情報配信サービス（登録団体イベント、助成金情報をメール配信） 

・配信日 毎月第2･4水曜日 

・配信先 市民活動拠点アクティブとっとり登録団体（100団体配信） 

④市民活動団体への電子メール事務連絡の活用 

 

（１１）総合学習、社会貢献活動への支援・協力 

①活動プログラムの開発 
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・小学生を対象とした福祉講座 

ボランティア入門講座と併せ高齢者疑似体験を実施（7小学校） 

②体験用車椅子の貸し出し 

③「社会貢献活動推進パンフレット」 

 

７ 共同募金配分金事業（鳥取市共同募金委員会から市社協への助成分） 

共同募金配分金事業により、「住民全般」、「高齢者」、「障がい児・者」、「児童青少年」、

「歳末たすけあい」等様々な分野の事業に助成し、福祉活動の推進を図った。 

 

 

（１）赤い羽根共同募金配分金内訳（カッコ内前年度実績） 

区分 内容 配分金（円） 

住民全般 
市社会福祉大会の開催、社会福祉たより発行 

地区社協活動助成、市民児協活動助成等 
9,078,038 住民全般 

高齢者 ひとり暮らし高齢者見舞事業 2,408,243 高齢者 

障がい児・者 手話、点訳、音訳講習会 180,000 障がい児・者 

児童・青少年 
子どもの遊び場整備、大型絵本贈呈事業、 

図書ｶｰﾄﾞ贈呈事業、市子連活動助成等 
1,815,887 児童・青少年 

計 13,482,168 (12,936,251) 

 

（２）歳末たすけあい配分金事業 

統一事業：ひとり暮らし高齢者歳末事業（500円×5,452人） 

 （３）図書カード贈呈事業 

全市域の小、中学校(65校)へ1校あたり1万円分の図書カードを贈呈した。 

贈呈式：8月29日（水）市教育委員会 

 

（４）大型絵本贈呈事業 

     全市域の幼稚園、保育園、認定こども園等保育施設(72ヶ所)へ大型絵本を贈呈した。 

     贈呈式：9月21日（金）市立美保保育園 

 

（５）福祉ボランティア講習会の実施（カッコ内前年度実績） 

①手話講習会〔運営委託：ボランティアグループ「久松手話サークル」〕 

聴覚障がい者及び手話への普及理解に努めた。 

区分 期間 受講者数（人） 修了証書授与者（人） 

入門 6/14～10/11 （計15回） 10 (17) 7 (15) 

初級 11/8～H31.3/28（計17回） 6 (12) 4 (9) 

 

②点訳・音訳講習会〔運営委託：ボランティアグループ「桑の実会」〕 

視覚障がい者及び点字、音訳への普及理解に努めた。 

区分 期間 受講者数（人） 修了証書授与者（人） 

点訳 4/26～10/25 （計11回） 6 (7) 5 (7) 

音訳 4/26～10/25 （計11回） 8 (3) 8 (2) 
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８ ファミリー・サポート・センター運営事業（市受託事業） 

（１）育児型（カッコ内前年度実績） 
子どもを持つ親が、安心して子育てできるように、依頼会員と提供会員との会員 

組織を構成し地域で助け合う相互援助活動を行った。 

提供・両方会員についてアンケートを送付し、活動内容、活動可能曜日、時間帯 

等の把握及び登録人数の把握に努めた。 

①会員数（カッコ内前年度実績）                    
依頼会員（人） 提供会員（人） 両方会員（人） 合計（人） 

946 (957)  72 (77) 19 (20) 1,037 (1,054) 

 

②活動件数（カッコ内前年度実績） 
月 件数 月 件数 

4 169 (139) 10 137 (154) 

5 137 (121) 11 161 (162) 

6 136 (133) 12 136 (152) 

7 171 (157) 1 103 (123) 

8 149 (139) 2 139 (143) 

9 168 (135) 3 170 (187) 

 計 1,776 (1,745)  

③事前打ち合わせ（カッコ内前年度実績） 

 援助活動依頼希望者に対し、依頼会員親子、提供会員のマッチングに職員が立ち会

い、円滑な援助活動の推進に努めた。 

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 

14 5 7 7 6 4 7 4 5 6 6 15 86 

(11) (8) (11) (7) (6) (2) (10) (7) (5) (5) (8) (20) (100) 

 

④ファミサポ説明会（計6回 10:00～12：00） 

 場所：さざんか会館、さわやか会館 

提供会員、両方会員の登録希望者を対象とした説明会を実施した。     

実施日 
計6回（6/15,6/20,6/25,10/24，

10/25，10/29） 

参加人数 計9人 

     

⑤育児サポート基礎研修会の開催（5日間×年2回開催） 

場所：さわやか会館、さざんか会館 

提供会員、両方会員の登録希望者及び登録者で3年以上講習を未受講の方を 

対象とした研修を実施した。 

実施内容 講師 実施日 参加者数 

育児支援と心得 こども家庭課職員 
7/2（月） 2人 

11/1（木）  4人 
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乳幼児の発育・発達、 

子どもの遊び 
こども家庭課職員 

7/3（火） 3人 

10/31（水） 4人 

乳幼児の救急安全 赤十字幼児安全法指導員 
7/4（水） 16人 

11/2（金） 9人 

乳幼児のケアーと援助 中央保健センター職員 
7/3（火） 3人 

10/31（水） 6人 

子どもの事故と安全 センター職員 
7/5（木） 3人 

11/7（水） 4人 

遊びの実技 センター職員 
7/2（月） 2人 

11/1（木） 4人 

提供会員としてスタート

するために 
センター職員 

7/6（金） 3人 

11/8（木） 3人 

ロールプレイ・グループ

ワーク 
センター職員 

7/6（金） 3人 

11/8（木） 3人 

提供会員登録人数  合計 3人 

 

⑥各種研修会、交流会の開催 

会名称 内容 日時 参加者数 

会名称 内容 日時 参加者数 

提供・両方会員 

研修会 

計2回開催 

・こどもの発達理解と関わり方 

 講師：鳥取市こども発達支援ｾﾝﾀｰ職員 

    平戸由美氏、麻木美紀氏 

1/29（火） 

9:30～11:45 
15人 

・傾聴～こどもの話の聞き方～ 

講師：池本道子氏 

・交流会 

2/19（火） 

9:30～12:00 
21人 

子育て支援事業 

の参加 

会名称 

・つながろう子育ての輪 

 ～未来へテイクオフ！～ 

 会場：青翔開智中学校・高等学校 

内容 

8/19（日） 

 

託児8 

提供7 

計15人 

日時 参加者数 

 

⑦「ファミサポ広場」の開催（毎月1回開催 金曜日9:15～15:30） 

  場所：さざんか会館2階 教養娯楽室 

提供会員宅での託児に不安のある会員に対して託児場所の提供を行い、利用機会 

の拡大を図った。また自宅での託児ができない提供会員、また新人会員や活動が 

少ない提供会員に対して活動の機会を図った。 

実 施 日 

計14回 

(4/13,5/18,5/25,6/12,6/22,7/20,8/3,9/21,10/12,11/16,12/14,1/25,2/22, 

3/8) 

利用人数 依頼会員 計45人 託児（子ども）人数  計46人 

 

⑧広報啓発活動 

 Ａ 「ファミサポ出張説明会」の実施 
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  子育て支援センターに職員とサブリーダーが出向き、ファミサポの事業内容説明 

と活動紹介を行い、ファミサポ周知と会員入会促進を図った。また、おやこ遊び 

等で参加者との交流を図った。 

場所 実施日 参加者数 依頼会員入会 

あいあい子育て支援センター（美保保育園内） 5/17(木) 親子  6組 4人 

Ｂ ファミサポ担当者会 

日時/場所 4/27（金）15：00～17：00 さわやか会館  

内 容 事業内容説明、現在の援助活動状況、情報交換、質疑応答 

参加者 各町総合福祉センター担当職員5人 

Ｃ 事業説明 

地区 団体名等 期日/場所 

鳥取 

大正地区老人クラブ研

修会 

・概要説明・質疑応答 

2/21（木）参加者50人 

会場：大正地区公民館 

福部 

民生児童委員協議会定

例会 

・概要説明・質疑応答 

7/5（木）会場：福部町総合支所 

Ｄ 情報紙（センターだより）の発行 

項目 内容 

センターだより 年1回 (3月発行)  発行部数2,000部 

配布先 
全会員、公民館、保育園、幼稚園、子育て支援センター、保健セ

ンター、図書館、県・市公共機関、各関係機関等 

Ｅ リーフレットの配布、活用 

内 容 事業内容、登録の仕方等がわかる3ツ折タイプ 

配布先 

保育園、幼稚園、子育て支援センター、保健センター、公民館、図書館、医療

機関、郵便局、大型スーパー、県・市公共機関、各関係機関等 

保健師や母子保健推進員に新生児訪問の際、全家庭への配布を依頼。 

保健センター「こそだてらす」来訪者への配布を依頼。 

保健センター主催の「子育てネットワーク全体会」(5/31)参加者に配布。 

鳥取県「子育て支援員研修」参加者対象に配布を依頼。 

Ｆ 本会HPや機関紙「さざんか」に会員募集、説明会、研修会の案内等を掲載 

 

⑨アドバイザー・サブリーダー会議の開催 毎月第一木曜日9:30～11:00開催 

内 容 
援助活動状況や会員数等報告、ＰＲ活動の協力、ファミサポ広場、説明会、研

修会、交流会等の協力について 

参加者 サブリーダー7人 延べ68人 

 

（２）生活援助型（カッコ内前年度実績） 

簡単な家事等の援助を必要としている高齢者やその家族と簡単な家事等の協力が 

できる人との会員組織をつくり、住民同士の支え合いによって高齢者等やその家族が 

地域の中で安心して生活ができるよう、相互援助活動を行った。 

また、会員について活動状況等の精査を行い正確な登録数と情報の把握に努めた。 
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①会員数（カッコ内前年度実績） 

依頼会員 協力会員 両方会員 合計 

834 (825) 479 (485) 0 (0) 1,313 (1,310) 

 

②活動実績（カッコ内前年度実績） 

月 内容別回数 活動時間数（時間） 活動件数（件） 

4 1,064 (1,137) 946.0 (995.0) 559 (553) 

5 1,116 (965) 896.5 (862.0) 589 (516) 

6 1,024 (1,006) 825.5 (858.5) 577 (530) 

7 993 (915) 821.5 (792.5) 550 (502) 

8 916 (931) 742.0 (815.0) 527 (521) 

9 816 (950) 692.0 (833.5) 487 (516) 

10 956 (1,025) 784.0 (874.0) 543 (564) 

11 901 (969) 731.0 (760.5) 519 (509) 

12 918 (917) 735.5 (749.5) 521 (513) 

1 846 (866) 704.5 (700.0) 497 (493) 

2 873 (809) 694.5 (688.0) 498 (468) 

3 821 (879) 677.5 (685.0) 461 (482) 

計 11,244 (11,369) 9250.5 (9,613.5) 6,328 (6,167) 

 

 

③協力会員講習会の開催（3回開催）場所：さわやか会館3階多目的室他 

協力会員の資質向上と会員間の情報共有を行い、今後の活動の充実を図った。 

内容 日時 参加者数(人) 

基本講習 ・センターの現状報告と援助活動について 

・事例発表：協力会員2人  ・情報交換会 

5/18(金) 

13：30～15：30 
36 

救急法 ・普通救命講習Ⅰ（3時間講習） 

講師：鳥取消防署 職員 

8/29（水） 

9：00～12：00 
20 

講演 「これからの地域の助け合い」 

講師：鳥取ファミリー・サポート・センター所長兼生活

支援コーディネーター 山本 哲也 

12/13(木) 

13：30～15：00 
27 

 

④交流会の開催 

・ブロック単位 

協力会員を対象に開催し会員同士の親睦交流、未入会者に対し事業の紹介と入会 

促進を図った。 

ブロック 内容 日時/場所 参加者数(人) 

高草 

千代水 

・レクリエーション「ゆる操」 

 講師 ゆる体操正指導員 

田中 美幸氏 

・事業説明とセンター現状報告 

・情報交換 

6/18(月) 

10：00～12：00 

高齢者福祉センター 17 
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桜ヶ丘 

・調理実習 

 ～身近な材料を使ってでき

る簡単調理～ 

 講師 サブリーダー 大橋 

真智子氏 

1/18（金） 

10：00～13：00 

さざんか会館 19 

・全体交流会（全会員対象） 

会員同士の親睦交流、事業周知と入会促進を図った。また、依頼会員送迎車を運行

し、依頼会員の参加拡大を図った。 

全体会 内容 日時/場所 参加者数(人) 

おたのしみ 

交流会 

協力会員による舞踊、寸劇などの催し 

クイズやレクリエーションで会員交流 

10/26（金） 

11：00～14：30 

さざんか会館5階 

大会議室 

120 

 

⑤担当職員・サブリーダーの資質向上 

区分 視察先・場所 日時 参加者数(人) 

視察研修 
NPO法人たすけあい平田 

（出雲市） 

7/27（金) 

13：00～15：

00 

14 

ファミサポ

担当者会 

現状報告と情報交換会 

（さわやか会館） 

4/27（金) 

15：00～17：

00 

5 

 

⑥広報啓発活動 

 ・広報活動 

会報紙の発行 

部数 
ファミサポ通信 1,500部（年1回） 

センターだより 2,000部（年1回 

配布先 
全会員、老人福祉センター、地域包括支援センター、各地区公民館、

その他関係機関 

パンフレット

の配布 

老人福祉センター、地域包括支援センター、各地区公民館、居宅介護保険事業所、

民協研修会、愛の訪問協力員・となり組福祉員研修会、日赤奉仕団、各地区サロ

ン等 

紙面による 

会員募集 

市報：5月号、10月号 

さざんか（本会機関紙）：5月号 

・事業説明 

地区 団体名等 期日/場所 

福部 民生児童委員 7/5(木)    福部総合支所 

河原 民生児童委員 10/10（水）  河原総合支所 

大正 老人クラブ H31/2/21(木) 大正地区公民館 

 

⑦アドバイザー・サブリーダー会議の開催（毎月1回） 

・サブリーダー数14人 
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日時 内容 場所 参加者数(人) 

毎月第一（水）13:30～15:00 定例会 さわやか会館 

さざんか会館 
延べ168 

10/25（木）9：00～ 交流会前日準備、リハーサル 

 

⑧入会及び事前打ち合わせ（カッコ内前年度実績） 

入会依頼希望者に対し職員が訪問し事業説明と入会手続きを行った。また、初回の 

マッチングは職員が立ち会い円滑な援助活動の推進に努めた。 

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 

53 

(49) 

47 

(50) 

48 

(63) 

50 

(57) 

54 

(42) 

24 

(42) 

42 

(53) 

36 

(39) 

37 

(40) 

29 

(45) 

39 

(30) 

40 

(58) 

499 

(568) 

 

９ コミュニケーション支援事業 

（１）専任手話通訳者の設置（市受託事業）（カッコ内前年度実績） 

手話をコミュニケーション手段とする聴覚障がい者等からの依頼に応じさわやか 

会館等で手話通訳を行った。                                                

内容 件数 内容 件数 

医療 3 (1) 社会生活 69 (64) 

電話通訳 143 (145) 団体通訳 169 (131) 

会館創作活動・プール 97 (140) そよかぜ通訳 12 (34) 

生活介護・デイサポート関係 46 (32) 通訳依頼補助 29 (28) 

会館予約関係 11 (26) 手話普及活動 20 (21) 

その他 405 (680) 合計 1,004 (1,302) 

 

（２）電話リレーサービス事業（市受託事業） 

聴覚障がい者に対してファックス及びメールを利用して、市報、行政等の各種福祉情

報、また聴覚障がい者団体の情報等をわかりやすく提供した。 

・実施方法 1ヶ月に1回（毎月第3月曜日） 

臨時送信8回（熱中症警報・消費者詐欺・メール119番・インフルエンザ警報・ 

訂正文） 

・対象世帯 FAX送信79世帯（前年度:79世帯）・メール送信15人 

 

１０  障がい福祉サービス事業 

（１）生活介護事業・基準該当生活介護事業（自主事業）（カッコ内前年度実績） 

身体能力･日常生活能力の維持･向上を目的に食事や入浴、排泄等の介助や日常生活 

上の支援を行い、創作活動の機会を提供した。 

・対象…障がい支援区分3以上、または50歳以上の方は障がい支援区分2以上の方  

事業所 延利用者数（人） 収入（千円） 

鳥取 6,697 (7,156) 68,209 (64,927) 

青谷 0 (0) 0 (0) 

佐治 0 (0) 0 (0) 
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合計 6,697 (7,156) 68,209 (64,927) 

 

（２）デイサポート事業（市補助事業）（カッコ内前年度実績） 

さわやか会館内で自立と社会参加を目指して、創作活動の機会を提供した。 

・対象…障がい支援区分2以下の方で50歳未満の方 

延利用者数(人) 669 (1,091) 

収入 1,250 (1,420千円) 

 

（３）リハビリプール（市受託事業）（カッコ内前年度実績） 

さわやか会館内プール（縦15ｍ×横7ｍ×深さ110ｃｍと70ｃｍの2段）での 

歩行訓練により体力維持･健康増進の場を提供した。    

・対象…障がい者（等）及び高齢者（65歳以上） 

区分 延利用者数（人） 

障がい者 3,256 (3,336) 

高齢者 1,066 (1,361) 

リハビリプール教室 336 (361) 

 

（４）児童特殊入浴事業（市受託事業） 

家庭での入浴が困難な重度肢体不自由児を対象にさわやか会館内の特殊入浴機を 

利用した入浴サービスを行った。 

・延利用者数… 169人（前年度: 199人） 

 

（５）移動支援事業（市補助事業）（カッコ内前年度実績） 

移動困難な障がい者の外出のための支援を行った。 

事業所 延利用者数（人） 収入（千円） 

国府 0 (0) 0 (0) 

用瀬 0 (0) 0 (0) 

気高 0 (3) 0 (23) 

合計 0 (3) 0 (23) 

 

（６）居宅介護事業（自主事業）（カッコ内前年度実績） 

在宅障がい者に対し、家事援助・身体介護・移動介助等の介護サービスを提供した。 

事業所 生活援助 身体介護 重度訪問介護 同行援護 収入（千円） 

国府 904 (1,256) 179 (193) 0 (0) 304 (397) 4,214 (5,043) 

用瀬 705 (764) 2 (2) 0 (0)   1,908 (1,918) 

気高 1,753 (1,673) 103 (106) 0 (0) 6 (23) 4,149 (4,058) 

合計 3,362 (3,693) 284 (301) 0 (0) 310 (420) 10,271 (11,019) 

 

１１ 障がい者相談支援事業（市受託事業） 

（１）障がい者支援センターそよかぜ（相談員6人） 

障がいのある方々に対して地域で安心して自立した生活を送ることが出来るよう、 

障がい者福祉施策に関わる説明や情報提供、専門機関の紹介・各種相談を行った。 
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〔相談実績〕（カッコ内前年度実績） 

相談内容 件数 相談内容 件数 

福祉サービス関係 5,576 (5,385) 就労社会参加 72 (121) 

保健・医療等 1,322 (1,227) 教育・権利・人権関係 19 (41) 

生活・生計関係 215 (234) 他機関連携・その他 1,646 (1,892) 

家族・人間関係 172 (118) 合計 9,022 (9,018) 

〔認定調査：件数〕（カッコ内前年度実績） 

認定調査件数 207 (128) 

〔サービス等利用計画作成：件数〕（カッコ内前年度実績） 

計画作成者数 475 (418) 

モニタリング 667 (586) 

   

（２）鳥取市基幹相談支援センター（相談員2人） 

本市における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援事業所の 

後方支援、計画相談の推進、自立支援協議会への参画、研修の企画、情報発信を 

行った。 

 

１２ 障がい児者デイサービス事業 

（１）放課後等デイサービス事業（自主事業）（カッコ内前年度実績） 

特別支援学校・障がい児学級に通う児童、生徒を放課後、休日等に預かり介護者の

負担軽減を図った。       

延利用者数(人) 3,296 (2,212) 

収入 22,815千円 (22,224千円) 

 

（２）児童発達支援事業（自主事業）（カッコ内前年度実績） 

   心身の発達に問題や障がいのある未就学児（0才～6才）を預かり介護者の軽減を図った。 

延利用者数(人) 242 (189) 

収入 2,842千円 (2,120千円) 

 

（３）日中一時支援事業（市補助事業） ※平成25年4月から休止中  

 

１３ ふくし作業所事業（自主事業） 

通常の事業所で働く事が困難な障がいのある方を対象とした通所型作業所で、各種

作業を通し自立のための指導・訓練を行い、出勤日数や作業能力に応じて工賃を支払

った。（カッコ内前年度実績）                                             

事業所 延利用者数（人） 収入(千円) 作業内容 

用瀬 1,868 (1,821) 11,979 (10,843) 

清掃作業、コーヒー・菓子販売、割箸・菓

子袋の下請け作業、自主製品作成販売、ア

ルミ缶等の回収、ペットフードの包装・フ

ルーツキャップ作成、柿の皮むき 
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青谷 2,398 (2,710) 14,887 (15,032) 

下着・和紙・マット等下請け作業、、自主製品

作成販売、菓子・食品販売、アルミ缶等の回

収、おしぼりたたみ 

合計 4,266 (4,531) 26,866 (25,875)  

 

１４ 介護保険関係事業 

（１）訪問介護事業（自主事業）（カッコ内前年度実績） 
訪問介護員が自宅を訪問し入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活の援助を行った。 

事業所 介護給付利用回数 総合事業利用回数 収入（千円） 

国府 3,157 (4,742) 848 (1,314) 15,288 (20,268) 

用瀬 2,970 (4,418) 747 (1,304) 12,659 (17,704) 

気高 3,473 (4,535) 1,602 (2,049) 17,335 (21,251) 

合計 9,600 (13,695) 3,197 (4,667) 45,282 (59,223) 

 

（２）通所介護事業（自主事業）（カッコ内前年度実績） 

デイサービスセンターに通所していただき、入浴・排泄・食事等の介護、その他、 

日常生活の支援、レクリエーション等利用者個々の身体状況に応じた援助を行った。 

国府・福部・佐治・気高・鹿野は営業日の変更を行い、7事業所（青谷しいの実を 

除く）で日曜日営業に取り組んだ。 

事業所 介護給付利用回数 総合事業利用回数 収入（千円） 

国府 6,830 (8,116) 899 (805) 65,751 (77,998) 

福部 5,341 (5,091) 1,331 (1,365) 57,551 (59,053) 

用瀬 7,800 (7,718) 1,687 (2,297) 84,832 (88,224) 

佐治 4,683 (3,776) 1,983 (1,919) 53,734 (45,590) 

気高 6,010 (5,013) 866 (934) 63,740 (56,092) 

鹿野 5,026 (5,950) 849 (813) 56,823 (66,392) 

青谷 6,975 (7,218) 1,901 (2,663) 83,123 (84,041) 

合計 42,665 (42,882) 9,516 (10,796) 465,554 (477,390) 

 

（３）居宅介護支援事業（自主事業）（カッコ内前年度実績） 

介護支援専門員（ケアマネージャー）が介護の相談援助・ケアプラン作成等を行った。 

事業所 職員数 介護給付者 予防給付者 認定調査数 収入（千円） 

国府 3 (2) 953 (937) 297 (274) 84 (106) 14,760 (11,677) 

福部 1 (1) 525 (475) 110 (104) 76 (85) 6,468 (6,184) 

河原 1 (1) 406 (428) 25 (31) 59 (61) 5,219 (5,273) 

用瀬 3 (3) 1,027 (873) 74 (142) 145 (145) 15,928 (13,812) 

佐治 2 (2) 575 (565) 228 (340) 87 (132) 9,095 (9,262) 

気高 3 (3) 1,271 (1,168) 302 (303) 128 (174) 20,193 (19,006) 

鹿野 2 (2) 688 (736) 215 (115) 92 (105) 9,323 (9,538) 

青谷 3 (4) 1,226 (1,177) 387 (754) 181 (259) 20,150 (22,110) 

合計 18 (18) 6,671 (6,359) 1,638 (2,063) 852 (1,067) 101,136 (96,862) 
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（４）訪問看護事業（自主事業）（カッコ内前年度実績） 

訪問看護員3人が医師と連携し、在宅療養生活の援助を行った。   

事業所：青谷（訪問看護ステーションやすらぎ） 

介護給付利用回数 予防給付利用回数 収入（千円） 

991 (982) 161 (60) 18,933 (8,818) 

      ※医療給付 利用回数: 873回 収入:8,232千円（利用回数:623 収入:6,034千円) 

 

（５）小規模多機能型居宅介護事業（自主事業）（カッコ内前年度実績） 

「通所介護」「訪問介護」「宿泊(ショートステイ)」の3事業のサービスを組み合わせ、  

24時間365日体制で実施した。 

事業所：佐治（とちの実）、青谷（ほのぼの） 

事業所 介護給付利用回数 予防給付利用回数 収入（千円） 

とちの実 

（佐治） 

件数 231 (216) 件数 63 (68) 

50,659 (47,971) 
通所 3,497 (3,471) 通所 599 (588) 

訪問 2,294 (2,587) 訪問 144 (410) 

宿泊 1,007 (1,393) 宿泊 73 (184) 

ほのぼの 

（青谷） 

件数 243 (233) 件数 55 (55) 

56,781 (50,529) 
通所 5,010 (5,199) 通所 340 (469) 

訪問 1,105 (1,209) 訪問 430 (149) 

宿泊 230 (204) 宿泊 24 (41) 

 

（６）生活管理指導員派遣事業（市受託事業）（カッコ内前年度実績） 

生活機能が低下しているが、生活を自立的に行うことが出来る見込みのある人に 

指導員を派遣し、調理や掃除の指導援助などを行い生活機能の向上を図った。 

事業所 実利用者数（人） 延利用回数 

国府 0 (0) 0 (0) 

用瀬 0 (0) 0 (0) 

気高 6 (24) 25 (93) 

 

（７）地域包括支援センター（市受託事業） 

市内4箇所の包括支援センターへ職員を出向（中央1、南1、東1、西1） 

 

（８）地域介護支援センター（市受託事業） 

介護保険及び高齢者福祉の制度、サービスに対する疑問等を抱える相談者に対し 

相談窓口となり包括支援センターへ取次ぎ等を行った。 

・事業所 福部、用瀬、佐治、青谷 

 

 

１５ 権利擁護支援センター事業 
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（１）日常生活自立支援事業（県社協受託事業） 
日常生活に不安を抱える高齢者や障がいのある方が住み慣れた地域や施設、 
病院などで安心して生活が送れるよう福祉サービスの利用援助、日常金銭管理 

サービス、書類等の預かりサービスなどを行った。 

〔相談件数及び利用者数〕（カッコ内前年度実績） 

対象 相談件数 利用者数（人） 

高齢者 798 (662) 21 (18) 

知的障害者 568 (360) 23 (20) 

精神障害者 630 (306) 16 (15) 

その他 110 (108) 2 (4) 

合計 2,106 (1,436) 62 (57) 

 

（２）成年後見事業（市補助事業） 
①成年後見制度の利用に関する相談及び申立支援事業 

成年後見制度に関する相談に適切に対応し、申立書類の作成及び手続き支援を行った。 

②法人後見受任事業 

     紛争性が無く、身上監護と日常的な金銭管理を必要とし、首長申立をする方で 

他に適切な成年後見人等が得られない方、原則として高額な財産を所有せず、他 

に適切な成年後見人等が得られない方、日常生活自立支援事業利用者で判断能力 

が低下した方に本会が法人として後見人を受任した。 

〔相談件数及び受任件数〕（カッコ内前年度実績） 

相談件数 受任件数 

514 (719) 16 (10) 

③法人後見運営委員会（4月～毎月第2木曜日午後） 

 法人後見業務の実施にあたり、受任の適否の判断、後見業務の指導を行い、適正な 

 後見業務を担保する目的のため実施した。 

 〔委員構成〕県弁護士会、成年後見センター・リーガルサポート鳥取支部 

県東部医師会、県社会福祉士会、市、本会 

 

（３）市民後見人養成事業（市受託事業） 
誰もが地域で安心して暮らすことをめざす地域福祉活動として、判断能力が十分で

ない方の生活を身近な立場で支援し、後見活動を行っていく「市民後見人」の養成

を行った。 

〔受講者数及び修了者数〕（カッコ内前年度実績） 

受講者数（人） 修了者数（人） 

14 (13) 13 (11) 

 

１６ 生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業） 

低所得者、障がい者又は高齢者等の経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに社会

参加の促進を図り、安定した生活が送れるよう民生委員・児童委員の指導、協力の

もと資金の申込援助や相談支援を行った。 
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（１）相談、申請等、貸付件数（カッコ内前年度実績） 

区分 件数 

相談件数 244 (263) 

申請件数 18 (31) 

貸付件数 18 (31) 

延滞利息支払免除申請 0 (0) 

償還猶予申請 1 (0) 

 

（２）貸付内訳（カッコ内前年度実績） 

資金名 資金種類 申請件数 貸付件数 金額（単位:円） 

福祉資金 
福祉費 4 (9) 4 (9) 1,080,000 (1,131.000) 

緊急小口資金 8 (12) 8 (12) 730,000 (1,050,000) 

教育支援 

資金 

教育支援費 

就学支度費 
6 (10) 6 (10) 2,617,000 (5,288,000) 

総合支援 

資金 

生活支援費 0 (0) 0 (0) 0 (303,000) 

住宅入居費 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

一時生活再建費 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

不動産担保型 

生活資金 

不動産担保型生活資金 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

要保護世帯向け不動

産担保型生活資金 
0 (1) 0 (1) 0 (5,642,000) 

臨時特例つなぎ資金 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

（３）現在の貸付金額（未償還残高：元金ベース）（カッコ内前年度実績） 

件数 504 (521件) 

金額 200,248,977 (206,729,214円) 

 

１７ 収益事業 

（１）福祉有償運送事業 

高齢者や障がい者等で公共交通機関の利用が困難な方へ通院、買物等の外出支援を 

行い、また在宅生活を継続、支援するための重要な事業として実施した。 

・事業所 佐治町総合福祉センター(佐治、用瀬地域対象) 

・登録者数   25人（28人） 

 

〔運行実績〕（カッコ内前年度実績）                                                                                                    

月 実利用者数(人) 延利用者数(人) 月 実利用者数(人) 延利用者数(人) 

4 12 (14) 23 ｄ(44) 10 11 (14) 33 (39) 

5 10 (17) 25 (42) 11 12 (13) 33 (48) 

6 9 (17) 23 (48) 12 10 (12) 30 (39) 

7 9 (18) 24 (42) 1 12 (10) 31 (26) 

8 9 (15) 30 (42) 2 11 (11) 35 (31) 
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9 11 (14) 31 (49) 3 12 (8) 29 (21) 

 計 128 （163) 347 (471) 

 

（２）公共交通空白地有償運送事業 福部循環バス「らっちゃんバス」（市補助事業） 

公共交通空白地域の解消や公共交通を補完するものとして、事業を実施した。 

・事業所 福部町総合福祉センター／運行数 1日8便運行（6～9月は9便） 

・利用料 1回200円（小学生、障がい者、満70歳以上の方は100円） 

〔運行実績〕（カッコ内前年度実績） 

月 運行日数 100円 200円 定期券 利用者計（人） 

4  21 (21) 135 (129) 45 4  21 (21) 135 (129) 

5  21 (20) 115 (81) 54 5  21 (20) 115 (81) 

6 21 (22) 117 (114) 71 6 21 (22) 117 (114) 

7 21 (20) 110 (88) 48 7 21 (20) 110 (88) 

8 23 (22) 152 (126) 36 8 23 (22) 152 (126) 

9 19 (21) 70 (101) 44 9 19 (21) 70 (101) 

10 23 (22) 119 (156) 50 10 23 (22) 119 (156) 

11 22 (21) 76 (192) 56 11 22 (21) 76 (192) 

12 19 (20) 142 (216) 55 12 19 (20) 142 (216) 

1 19 (19) 170 (190) 54 1 19 (19) 170 (190) 

2 19 (19) 220 (189) 76 2 19 (19) 220 (189) 

3 20 (21) 142 (153) 74 3 20 (21) 142 (153) 

計 248 (248) 1,568 (1,732) 663 計 248 (248) 1,568 (1,732) 

 

 

１８ 総合福祉センター事業 

（１）鳥取総合福祉センター 

①地域交流機材の貸出（カッコ内前年度実績） 

機材 貸出件数 機材 貸出件数 

綿菓子 57 （59) カローリング 9 (4) 

ポップコーン 37 (36) ペタンク 4 (5) 

もちつきセット 11 (16) 輪投げ 1 (3)  

かき氷機 31 (31) 合計 150 (157) 

 

②車椅子貸出  41件（前年度:33件） 

③地区社協主催座談会、研修会への職員派遣 

派遣回数 36回37人（33回 35人） 

地 区 研修会名 期日 場所 参加職員数 

富 桑 となり組福祉員研修会 5/12 地区公民館 1人 

賀 露 ふれあい・いきいきサロン説明会 5/16 地区公民館 1人 

津ノ井 福祉関係者合同研修会 5/18 地区公民館 1人 

湖山西 となり組福祉員研修会 5/19 地区公民館 1人 
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松 保 となり組福祉員研修会 5/24 地区公民館 1人 

若葉台 ふれあい・いきいきサロン説明会 5/29 地区公民館 1人 

稲葉山 福祉座談会 6/25 地区公民館 1人 

美保南 地区社協・民児協合同研修会 7/3 対翠閣 1人 

美 保 食事サービスボランティア研修会 7/5 地区公民館 1人 

明 徳 サロン研修会 7/6  1人 

米 里 食事サービスボランティア研修会 7/10 対翠閣 1人 

湖 山 となり組福祉員・愛の訪問協力員研修会 7/20 地区公民館 1人 

久 松 となり組福祉員研修会 7/21 地区公民館 2人 

岩 倉 となり組福祉員・愛の訪問協力員研修会 7/21 地区公民館 1人 

日 進 
となり組福祉員・民生児童委員研修

会 
7/25 地区公民館 1人 

美 保 となり組福祉員・愛の訪問協力員研修会 7/31 地区公民館 1人 

醇 風 食事サービス事業研修会 8/30 地区公民館 1人 

醇 風 となり組福祉員研修会 9/29 地区公民館 1人 

賀 露 となり組福祉員研修会 10/5 地区公民館 1人 

富 桑 ふれあい・いきいきサロン研修会 10/31 地区公民館 1人 

末 恒 ひとり暮らし高齢者のつどい 11/2 地区公民館 2人 

久 松 愛の訪問協力員研修会 11/3 地区公民館 1人 

美保南 支え合いのマップづくり 11/4 地区公民館 1人 

明 徳 愛の訪問協力員研修会 11/8 地区公民館 1人 

湖 南 民生児童委員・愛の訪問協力員・と

なり組福祉員合同研修会 

11/9 

 
地区公民館 1人 

美保南 食事サービスボランティア研修会 11/21 ウェルネス因幡路 1人 

湖 南 社会福祉合同研修会 H31.1/18 地区公民館 1人 

美保南 となり組福祉員研修会 H31.2/16 地区公民館 1人 

東 郷 社会福祉を担う見守り活動研修会 H31.2/17 地区公民館 1人 

湖 南 ふれあい・いきいきサロン説明会 H31.2/22 地区公民館 1人 

修 立 合同福祉研修会 H30.3/18 地区公民館 1人 

大 正 地域福祉研修会 H31.2/26 地区公民館 1人 

浜 坂 となり組福祉員研修会 H31.3/2 地区公民館 1人 

賀 露 となり組福祉員研修会 H31.3/3 地区公民館 1人 

末 恒 となり組福祉員研修会 H31.3/3 地区公民館 1人 

中ノ郷 となり組福祉員研修会 H31.3/3 地区公民館 1人 

賀 露 食事サービスボランティア研修会 H31.3/27 対翠閣 1人 

計 36回  37人 

④地区民児協等主催研修会への職員派遣 

派遣回数 5回 5人（前年度: 12回 12人） 

研修会 期日 場所 参加職員数 

東・国府ブロック民生児童委員協議会研修会 

（生活福祉資金制度等） 
7/17 稲葉山地区公民館 1人 
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南ブロック民生児童委員協議会研修会 

（生活福祉資金貸付制度等） 
9/6 美保地区公民館 1人 

江山・桜ケ丘中ブロック民生児童委員研

修会 
9/18 米里地区公民館 1人 

宮長いなば団地支えあいマップづくり 11/4 美保南地区公民館 1人 

高草・湖南ブロック民生児童委員協議会研修会 

（生活福祉資金貸付制度等） 
H31.3/11 松保地区公民館 1人 

計 5回 5人 

教育の支援 

学校、地域等からの依頼に基づいて職員が講師となって車椅子体験、高齢者疑似 

体験等の福祉体験学習を行った。 

派遣回数：10回 51人（前年度:8回 31人 

学校・団体・企業等 期日 内容 参加職員数 

富桑小学校4年生 6/5 車椅子体験 4名 

富桑小学校4年生 6/20 高齢者疑似体験 4名 

浜村小学校 6/8 高齢者疑似体験、車椅子体験 用具のみ貸出 

賀露小学校3年生 6/28 車椅子体験 4名 

城北小学校4年生 9/11,12 高齢者疑似体験 8名 

鳥取東高等学校2年生 9/19,20,

21,10/15 

高齢者疑似体験 12名 

鳥取医療センター 10/24 高齢者疑似体験 用具のみ貸出 

鹿野学園4年生 9/27 高齢者疑似体験 用具のみ貸出 

鳥取地方・家庭裁判所 11/29 講義,高齢者疑似体験,事例研究 4名 

浜村小学校4年生 10/22 視覚障がい者体験 用具のみ貸出 

鳥取県障がい者スポーツ協会 10/28,29 車椅子体験 用具のみ貸出 

散岐小学校４年生 11/5 視覚障がい者体験,高齢者疑似体験  用具のみ貸出 

修立小学校4年生 11/26 車椅子体験 用具のみ貸出 

浜村小学校4年生 11/17 視覚障がい者体験学習発表会 用具のみ貸出 

久松小学校4年生 12/3 高齢者疑似体験 4名 

青谷小学校4年生 12/11 高齢者疑似体験 用具のみ貸出 

福部未来学園3年生 1/16 高齢者疑似体験 用具のみ貸出 

浜坂小学校3年生 2/6 高齢者疑似体験 4名 

湖山小学校4年生 1/18 高齢者疑似体験、車椅子体験 4名 

美保小学校3年生 2/14 高齢者疑似体験 3名 

用瀬小学校3年生 2/12 高齢者疑似体験 用具のみ貸出 

散岐小学校４年生 2/16 視覚障がい者体験 用具のみ貸出 

(用瀬)NPO法人十人十色 3/29,30 高齢者疑似体験 用具のみ貸出 

 

（２）国府町総合福祉センター  

①総合福祉センターだよりの発行（年4回発行） 

②福祉座談会 

実施場所 期日 参加者数 参加職員数 
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谷地区公民館 6/22 24人 2人 

③相談員研修事業 

実施場所 期日 参加者数 内容 

国府地区保健セン

ター 

7/4 25人 事例研修 

④ふくしボランティア体験事業（総合福祉センター統一事業） 

実施期間 7/23～8/24 参加対象 国府中学校生徒 

体験施設 
本会国府町総合福祉センター通所介護事業 

老人保健施設 ふたば 

体験内容 バスの送迎補助、食事補助、施設の掃除、レク手伝い、話し相手、移動介助等 

参加者数 13人（通所介護9人,ふたば4人 

 ⑤老人福祉センター活用サロン 

期日 内容 参加者数(人) 

4/19 レクリエーション、お話し 4 

5/17 文化財見学 9 

6/21 レクリエーション、お話し 3 

7/19 レクリエーション、お話し 4 

9/20 レクリエーション、お話し 5 

10/18 レクリエーション、お話し 4 

11/15 紅葉狩り 8 

12/20 クリスマスケーキ作り 10 

H31.1/17 レクリエーション、お話し 6 

H31.2/21 レクリエーション、お話し 4 

 ⑥車椅子貸出   3件 

 

（３）福部町総合福祉センター 

①総合福祉センターだよりの発行（年4回） 

②ふくしボランティア体験事業（総合福祉センター統一事業） 

実施期間 8/1～3 参加対象 福部中学校生徒 

体験施設 福部保育園 

体験内容 保育士の仕事体験、園児との交流 

参加者数 4人 

③介護予防事業「ふれあいミニデイサービス」 

実施回数 50回（毎週金曜日） 参加対象 65歳以上高齢者 

実施場所 福部砂丘温泉ふれあい会館 

登録者数 12人 

実施内容 健康チェック、レクリエーション、温泉入浴等 

④障がい者施設入所者里帰り事業 

実施日 10/2 参加者数 施設5人 

実施場所 福部砂丘温泉ふれあい会館 

実施内容 海と大地の自然館見学、バスで町内巡り 

  ⑤高齢者買い物支援 
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期日 場所 参加者数(人) 

8/10 マルイ国府店 7  

⑥車椅子貸出  0件 

 

（４）河原町総合福祉センター 
①総合福祉センターだよりの発行（年4回） 

②老人福祉センター活用事業「ほのぼの教室」の開催 

№ 期日 内容 参加者数(人) 

第1回 
H31 

1/22 

健康体操教室 

講師：健康運動指導士  高木 氏 

（株式会社さんびる） 

17 

③祭壇貸出事業（祭壇数:2）貸出件数  4件 

④ふくしボランティア体験事業（総合福祉センター統一事業） 

実施期間 7/25～8/3 参加大賞 河原中学校生徒 

体験施設 西郷保育園(7/25,26) 河原あゆっこ園(8/1,3) 

体験内容 保育体験等  

参加者数 10人 

⑤「たまりばカフェ よっといで！！」事業 

・月1回（第2火曜日）イベント 

期日 内容 参加者数(人) 

4/10 空き缶、瓶のフタで小物入れ作り、レクリエーション 17、あゆみ工房8 

5/8 読み聞かせ、紙芝居、レクリエーション 14、あゆみ工房5 

6/12 ペットボトルで花瓶、牛乳パックで箱作り、ぬり絵 16、あゆみ工房7 

7/10 ぬり絵、間違いさがし、歌に合わせて手の体操 17、あゆみ工房10 

8/7 うちわ作り、レクリエーション 14、あゆみ工房7 

9/11 ハーバリウム、特殊詐欺についての話を聞く 21、あゆみ工房8 

10/16 クラフト写真立作り、頭の体操（大人のことわざ） 15、あゆみ工房7 

11/13 ビニール傘にデザイン、レクリエーション 20、あゆみ工房6 

12/11 紙コップでクリスマスツリー作り、ハンドベル演奏を聴く 15、あゆみ工房8 

H31.1/8 切り絵、ちぎり絵（花、干支など）、認知症予防について 15、あゆみ工房8 

H31.2/19 デコパージュ、レクリエーション 17、あゆみ工房9 

H31.3/12 読み聞かせ、紙芝居、河原城へお出かけ 16、あゆみ工房9 

 
                                              計 197 

あゆみ工房92 

   ・コーヒーカフェの日（第3木曜日） 

平成25年度からボランティア2人の協力のもと実施（8月は実施せず） 

開催日 参加者数(人) 開催日 参加者数(人) 開催日 参加者数(人) 

4/12 25 9/20 14 H31.1/18 19 

5/17 17 10/25 51 H31.2/21 25 

6/21 14 11/15 22 H31.3/14 18 

7/19 15 12/20 20 計 240 

⑥高齢者買い物支援 
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期日 場所 参加者数(人) 

4/19 砂の美術館、マルイ国府店他 23 

7/5 佐治町歴史民族資料館、ハピーマート他 23 

12/6 コナン空港、かにっこ館、ラ・ムー他 19 

⑦車椅子貸出  3件 

 

５）用瀬町総合福祉センター 
①総合福祉センターだよりの発行（年4回）  

②地域福祉座談会  

実施地区 期日 参加者数 参加職員数 

大村 H31.2/17 28人 2人 

用瀬 H31.2/17 23人 2人 

江波 H31.2/20 15人 1人 

社 H31.2/24 23人 2人 

③相談援助者研修会  

期日 場所 内容 参加者数(人) 

H31.2/7 用瀬地区保健センター 多重債務問題と法テラスの利用につい

て 

21 

④在宅介護者研修会 

回 期日 場所 参加者数(人) 

第1回 9/26  用瀬地区保健センター 10 

第2回 H31.3/19 用瀬地区保健センター 14 

⑤ふくしボランティア体験事業（総合福祉センター統一事業） 

実施期間 7/23～8/24 参加対象 小・中学校生徒 

体験施設 
本会用瀬町総合福祉センター通所介護事業、用瀬町保育園 

ひなの里 

参加者数 4人 

⑥いきいき教室事業（介護予防事業を目的に開催） 

    年4回 延利用者数30人 

    内容 送迎、健康チェック、昼食、健康体操、季節行事、コーラス他 

⑦共生型ふれあいサロンひなの里 

対象 高齢者、障害者、孤立傾向にある方等どなたでも参加可 

開設日 毎月第2・4火曜日  計24回 

延参加者数 312人 

運営委員会 年2回   

⑧となり組福祉員・愛の訪問協力員合同研修会 

期日 場所 内容 参加者数(人) 

H31.3/11 用瀬地区保健センター 

ACP（アドバンス・ケア・プランニ

ング）のすすめ 

活動の進め方と役割について 

21 

⑨高齢者買い物支援 

期日 場所 参加者数(人) 
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7/26 山陰海岸学習館・きなんせ岩美買い物 19 

11/9 知事公邸・わったいな、愛菜館買い物 25 

12/21 やまびこ館・愛菜館買い物 24 

H31.3.6 わらべ館・ラムー買い物 28 

⑩車椅子貸出  8件 

 

 

 

（６）佐治町総合福祉センター  

①総合福祉センターだよりの発行（年4回） 

②ふくしボランティア体験事業（総合福祉センター統一事業） 

実施期間 
7/23～8/17（参加対象：佐治小） 

7/23～8/17（参加対象：千代南中学校） 

体験施設 
本会佐治町総合福祉センター通所介護事業 

本会小規模多機能施設とちの実、佐治町保育所 

参加者数 0人 

③地区社協等主催研修会への職員派遣 

研修会 期日 場所 参加職員数 

サロン代表者会 6/6 老人福祉センター 3人 

となり組福祉員、愛の訪問協力員、民生

児童委員合同研修 

（活動内容） 

H31.3/8 老人福祉センター 3人 

④高齢者買い物支援 

期日 場所 参加者数(人) 

12/20 市内スーパー、鍛屋温泉、食事交流 17 

⑤老人福祉センター活用サロン(年11回) 

期日 内容 参加者数(人) 

4/27 レクリエーション、茶話会 6 

5/25 ストレッチ体操、茶話会 6 

6/29 ちまき作り、ボッチャ体験 4 

7/27 保健師さんの話（熱中症予防）、茶話会 6 

8/31 釜焼き作り、茶話会 7 

9/28 懐かしの映像鑑賞、茶話会 11 

10/26 ピザ作り、茶話会 7 

11/30 手芸、干支の押し絵、茶話会 4 

12/21 竹パン作り、茶話会 15 

H31.1/25 ストレッチ体操、オセロゲーム 4 

H31.2/22 カラオケ、茶話会 5 

H30.3/23 ゲーム、茶話会 5 

  ⑥車椅子貸出  2件 

 

（７）気高町総合福祉センター 
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①総合福祉センターだよりの発行（年4回） 

②祭壇貸出事業 貸出件数 5件 

③備品貸出事業 貸出件数 ﾃﾝﾄ 2件、放送設備2件 

                    レクリエーション道具（下記実績） 

道具 サロン等 
ふれあい 

デイサービス 
道具 サロン等 

ふれあい 

デイサービス 

玉入れかご 0 0 糸巻きダービー 1 3 

玉入れ(玉) 0 3 スカットボール 6 36 

十二支ビンゴ 1 11 シャッフルゴルフ 3 31 

お手玉(100個) 0 31 ボウリング 1 3 

ぐらぐらゲーム 1 6 スカイクロス 1 0 

大型トランプ 1 21 ゲームレール 1 26 

ホールインワンボール 0 0 じゃんけんゲーム玉入れ 0 0 

サイコロゲーム 0 0 陣取り輪投げ 6 3 

サイコロ 1 0 魚釣り 2 0 

的あてペットボトル 0 0 のっけテーブル 4 3 

セブンパズル 0 0 すごろく 3 7 

点鳥ルーレット 2 0 言葉作りカード 0 49 

もぐらたたき 1 0 的あて 0 0 

いろはかるた 0 0 すきやきゲーム 0 4 

羽根っこゲーム 0 10 紙芝居 0 0 

ふくわらい 0 0 ﾘﾊﾋﾞﾘ体操テープ 1 150 

開運お手玉ボード 3 0    

歌パズル 0 12 合計 39 409 

④ふれあい・いきいきサロン研修事業 

レクリエーション等を通じて、ふれあい・いきいきサロンの今後の活動を充実させて 

いくことを目的に西ブロック合同で研修会を開催した。 

期日 場所 内容 参加者数(人) 

2/25 気高町老人福祉

センター 

レクリエーション 33 

⑤ひとり暮らし高齢者会食会（対象:男性65歳以上・女性70歳以上） 

高齢者の閉じこもり防止、介護予防対策として年2回会食会を開催した。 

期日 7/10、11/22 場所 気高町老人福祉センター 

利用者数 会食延べ103人 

協力者 (ボランティア,赤十字奉仕団,民生児童委員,食生活改善推進委員等) 

⑥ふくしボランティア体験事業（総合福祉センター統一事業） 

実施期間 7/23～8/3（夏休み期間） 参加対象 気高中学校生徒 

体験施設 
本会気高町総合福祉センター通所介護事業、気高あすなろ、浜村保育園 

ひかり保育園 

参加者数 20人 

体験内容 
保育士の仕事を体験、園児との交流。 

通所介護（デイサービス）のレクリエーション補助、話し相手等介護の 
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仕事を体験し、利用者と交流。 

⑦福祉教育の支援 

    学校からの依頼に基づいて、職員が講師となり、高齢者疑似体験等の福祉体験学習

を行った。 

学校名 日時 参加者 参加職員数 

市立浜村小学校 6/8（金）10:30～12:00 35人 2人 

市立浜村小学校 10/22 (月) 14:00～14:45 35人 1人 

⑧老人福祉センター活用サロン 

期日 内容 参加者数(人) 

8/31 レクリエーション・茶話会 4 

9/28 レクリエーション・茶話会 3 

10/26 レクリエーション・茶話会 2 

12/21 レクリエーション・茶話会・お風呂 4 

1/25 レクリエーション・茶話会・お風呂 4 

2/22 レクリエーション・茶話会・お風呂 4 

3/22 レクリエーション・茶話会 3 

⑨車椅子貸出  19件 

 

 

（８）鹿野町総合福祉センター 

①総合福祉センターだよりの発行（年4回） 

②祭壇貸出事業 貸出件数1件 

③ふくしボランティア体験事業（総合福祉センター統一事業） 

実施期間 7月～8月（夏休み期間） 参加対象 鹿野中学校生徒 

体験施設 本会鹿野町総合福祉センター通所介護事業 

体験内容 
通所介護（デイサービス）・ふれあいデイサービスの利用者送迎、レクリ

エーション補助、話し相手など介護の仕事を体験し、利用者と交流。 

参加者数 8人 

④あったかハートおたがいさま事業（県社協補助事業） 

住み慣れた地域で安心して暮らしていけるネットワーク事業の推進 

     ・研修会、関係機関会議、講演会、モデル地域での関係者会議等を実施 

講習会の開催 

1『地域支え合い講習会の開催』 

・鹿野町支部老人クラブ講習会 

・鹿野町社会福祉協議会研修会 

・サロン交流会3回実施 

・老人クラブ役員研修会 

・ボランティア交流会 

・老人クラブふれあい事業研修会 

地域見守り活動の

実施 

1『見守り・支え合いの実践』 

・単位老人クラブ役員が交代で、小学生・中学生・高齢者等の 

週一回の見守り活動の実施とニーズの発見。（通年） 

・となり組福祉員・民生児童委員合同研修会開催による、ニーズ 
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発見時の連絡体制の強化の実施。 

・専任職員2名による独居老人、高齢者世帯の定期的訪問による 

ニーズの発見活動の実施。 

2『地域見守り会議の実施』6回実施 

 

 ⑤高齢者買い物支援 

期日 場所 参加者数(人) 

7/18 若葉台「パオ」 30 

11/9 鏡野町夢広場・三朝町楽市楽座 29 

3/26 道の駅「かわはら」 11 

⑥車椅子貸出  5件 

 

⑦老人福祉センタ活用サロン 

期日 内容 参加者数(人) 

6/6 しゃんしゃん体操・交流会 15 

8/21 血圧測定・レクリエーション・茶話会 9 

9/21 レクリエーション・茶話会 10 

10/16 レクリエーション・茶話会 9 

11/20 足湯・レクリエーション・茶話会 15 

12/18 クリスマス会・茶話会 12 

1/22 どら焼きづくり・茶話会 11 

2/19 ひな祭り・桜餅づくり・茶話会 15 

3/26 お出かけ（花見） 11 

 

 

（９）青谷町総合福祉センター 

①総合福祉センターだよりの発行（年4回） 

②地域交流機材貸出事業    

貸出件数 レク道具他 110件、車椅子7件 

品名 件数 品名 件数 

スカットボール 18 ゲームレール 1 

輪投げ 21 大型トランプ 0 

のっけテーブル 1 あいうえおカード 0 

お手玉セット 2 シャッフルゴルフ 4 

ビンゴゲーム 2 ことわざカルタ 1 

紅白玉 1 唱歌カルタ 1 

ソフトカーリング 2 ものしりカルタ 0 

的リックス 2 もちつきセット（杵・臼） 1 

室内用ＧＧボール 3 低床型玉入れ 10 

グラウンドゴルフセット（外用） 3 ＧＧセット 5 

玉入れカゴ（外用） 2 魚釣りセット 1 

ペタンク（室内用） 1 輪投げポール(外用) 2 
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ストラックアウト 3 竹用の輪 1 

どうぶつ絵合せ 0 ハンドベル 0 

レクボウリング 6 老人車 0 

羽根っこ 5 テント 0 

DVDプロジェクター・スクリーン 0 ボーリングピン 3 

カーリング 8 車椅子 7 

レクリエーションDVD 0 合計件数 168 

③ふくしボランティア体験事業（総合福祉センター統一事業） 

実施期間 7/24～7/30 参加対象 青谷中学校生徒 

体験施設 本会青谷町総合福祉センター、すくすく保育園、 

体験内容 保育士の仕事を体験し、園児との交流を行った。 

参加者数 7人 

④高齢者買い物支援 

期日 場所 参加者数(人) 

7/12 賀露市 5 

11/19 賀露市 8 

11/22 鹿野おもしろ市 9 

⑤老人福祉センター活用サロン 

期日 内容 参加者数(人) 

5/17 あやめ池散策 8 

6/21 しいの実・ゲーム交流 6 

7/12 鳥取空港見学 5 

8/20 お好み役作り 6 

9/13 敬老会 3 

10/26 ことわざカルタ 9 

11/22 もみじ狩り・買い物 8 

12/28 ものしりカルタ 8 

1/16 とんどさん 5 

⑥車椅子貸出  7件 

 

 

 


