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平成２７年度  

明日香村社会福祉協議会  社会福祉事業会計  事業報告  

 

Ⅰ 概要 

 

 平成２７年度は、明日香村社協が積極的に地域福祉活動に取り組むため、新たな

一歩を踏み出しました。 

 団塊の世代が７５歳を迎える平成３７年（西暦２０２５年）に向け、誰もが住み

慣れた地域でいきいきと暮らし続けるため、地域包括ケアシステムの構築が急がれ

ています。 

 本村においても、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者等がますます増

加することが予想され、医療、介護のサービス提供のみならず、民間企業、ボラン

ティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業主体と連携を強化し、住民

参加による多様な生活支援活動の充実を図ることが必要となっています。 

 このような状況の中で、本会の平成２７年度の事業については、地域福祉活動計

画の基本理念「わたしがつくる みんなでつくる 一人ひとりが“住みやすい”む

ら 明日香｣の実現を目指して、多くの関係機関・団体との連携と協力を得て、さま

ざまな事業を積極的に展開しました。 

 以下、実施事業については次のとおりです。 

 

 

Ⅱ 実施事業及びその内容 

 

 １．法人運営事業 

 （１）理事会・評議員会等の開催 

   定期的に役員会等を開催し、連携を密にしながら協議、検討を図りまし 

  た。 

  ＜理事会・評議員会の開催状況＞ 

  【第１回目】開催日 平成２７年５月２８日 

   ・平成２６年度社会福祉事業会計並びに公益事業会計事業報告について 

   ・平成２６年度社会福祉事業会計並びに公益事業会計収支決算について 

   ・定款の変更について 

   ・経理規程の変更について 

 

  【第２回目】開催日 平成２８年１月２８日 

   ・平成２７年度社会福祉事業会計補正予算（第１号）について 

 

  【第３回目】開催日 平成２８年３月２５日 

   ・副会長の選任について 
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   ・平成２７年度社会福祉事業会計補正予算（第２号）について 

   ・平成２８年度社会福祉事業会計事業計画について 

   ・平成２８年度社会福祉事業会計収支予算について 

 

  ＜三役会の開催状況＞ 

  【第１回目】開催日 平成２７年５月２２日 

   ・平成２６年度社会福祉事業会計並びに公益事業会計事業報告について 

   ・平成２６年度社会福祉事業会計並びに公益事業会計収支決算について 

   ・定款の変更について 

   ・経理規程の変更について 

 

  【第２回目】開催日 平成２８年１月１８日 

   ・平成２７年度社会福祉事業会計補正予算（第１号）について 

 

  【第３回目】開催日 平成２８年３月１７日 

   ・副会長の選任について 

   ・平成２７年度社会福祉事業会計補正予算（第２号）について 

   ・平成２８年度社会福祉事業会計事業計画について 

   ・平成２８年度社会福祉事業会計収支予算について 

 

  ＜監事会の開催状況＞ 

   開催日 平成２７年５月１５日 

   ・平成２６年度事業報告並びに社会福祉事業会計・公益事業会計の決算 

    における監査 

 

 （２）社協だよりの発行 

   村民のみなさまにより読んでいただきやすくするため、全紙面をカラー 

  印刷で広報紙「社協だよりあすか」を発行しました。村内の福祉に関する 

  情報や社協の活動などについて掲載しました。 

   【発行部数】 ９，６００部 

   【発行回数】 年間 ４回 

   【発 行 先】 村内各戸、健康福祉センターなど 

 

 （３）社協会員の募集 

   各自治会総代の協力を得て、個人会費にご協力いただきました。 

  賛助会費については、村内外の各事業者（所）などを訪問し、社協の活動 

  について理解と賛同をいただくことにより、賛助会員としてご協力いただ 

  きました。 

   【個人会員】 合計 １，７９２世帯  総額 ８９５，５５０円 

   【賛助会員】 合計    ５９会員  総額 ６００，０００円 
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 （４）寄附金等の募集 

  ＜寄附状況等＞ 

   ・寄附件数 ６件 

   ・寄附金総額 ６３５，６００円 
  

  ＜寄附者一覧＞ 

寄附年月日 寄附者 住所・氏名 金  額 備  考 

 平成２７年７月７日 匿名   ９，６００円 地域福祉のために 

平成２７年７月１７日 匿名  １０，０００円 地域福祉のために 

平成２７年８月２０日 匿名 １００，０００円 社会福祉のために 

平成２７年１２月９日 橿原市・ 

特定非営利活動法人 飛鳥様 

 １０，０００円 地域福祉のために 

平成２７年１２月１４日 明日香村仏教団様 ５００，０００円 歳末助け合い運動 

托鉢行脚の浄財より 

 平成２８年３月７日 匿名   ６，０００円 地域福祉のために 

寄 附 金 合 計 ６３５，６００円  
  

  ＜寄附金使途一覧＞ 

   ・事業補助金（福祉タクシー事業 他） 

 

 

 ２．地域福祉活動事業 

 （１）見守り配食事業 

   ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯等の生活を支える生活支援とし

て、民生児童委員、福祉人材登録バンク登録者及びボランティアの協力のもと、

手づくりのお弁当を宅配しました。 

  ＜配食状況等＞ 

   ・対象者 ２０名／年間平均 

   ・配食日数 ４６日 

   ・配食総数 ９１９食 
  

  ＜福祉人材登録バンク登録者＞ 

   ・実働のべ人数 １３６名／年間 

 

 （２）ふれあい訪問事業 

   民生児童委員が声かけ、見守り活動として訪問していただく時に、ひとり暮

らしの高齢者や高齢者世帯の方々に手づくりクッキーを配っていただきました。 

  ＜実施期間・対象者数＞ 

  【第１回目】・平成２７年４月１日～１７日 

        ・２９８名 

  【第２回目】・平成２８年２月３日～１５日 

        ・３０２名 
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 （３）ボランティア体験事業 

   将来を担う若い世代に『ボランティア』について学ぶ機会を提供し、また興

味をもっていただくため、聖徳中学校の生徒を対象に日本赤十字社 奈良県支部

の指導員による体験型の授業を実施しました。 

  ＜内容＞ 

   ・車椅子体験 

   ・アイマスク体験 

   ・高齢者疑似体験 
  

  ＜開催状況・参加者数＞ 

  【第１日目】平成２７年１１月２６日 

   ・中学生 ４１名  教諭 ３名  日赤指導員 ２名 

  【第２日目】平成２７年１２月７日 

   ・中学生 ４１名  教諭 ４名  日赤指導員 ２名 

 

 （４）世代間交流会事業 

   ふれあいの少ない世代間の交流を通じ、高齢者の孤独感を解消し、生きがい

や喜びを感じるとともに、民生児童委員やボランティアの方々の協力を得て、

高齢者と明日香幼稚園児がふれあう交流会を開催しました。 

  ＜開催状況＞ 

   ・開催日 平成２７年１２月１５日 

   ・参加者 高齢者    ３１名 

        幼稚園児   ７２名 

        教諭      ５名 

        民生児童委員 １１名 

        ボランティア  ３名 

 

 （５）移送サービス事業 【利用者＝要支援】 

※移送範囲は ①村内の医療機関、②近隣への買いもの 

   ・移送サービス部門の委託金収入  ： ８１，０００円 

         （昨年度の委託金収入   ６９，０００円） 

   ・移送サービス部門の自己負担金収入： ７２，９００円 

         （昨年度の自己負担金収入 ６２，１００円） 

   ・２７年度末現在の契約者数    ：     ２０人 

         （昨年度末の契約者数       ２３人） 

   ・新規契約者           ：      ９人 

         （うち２７年度末現在の利用者数   ９人） 

   ・のべ送迎件数          ：     ８１回 
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 （６）福祉タクシー事業 

   身体障がい者手帳１級・２級所持者及び療育手帳Ａ所持者の自立と社会参加

への支援として、福祉タクシーチケットを交付し、タクシーの基本料金を助成

しました。 

  ＜チケット交付者数＞  年間  ３３名 

  ＜チケット利用枚数＞  年間 ４７２枚 

 

 （７）福祉用具等レンタル事業 

   外出時や在宅での介護等を行うための福祉用具等を貸与しました。 

  ＜貸与物品＞ 

   ・車椅子  のべ貸与日数 ２２日 

 

 （８）ボランティア活動支援事業 

   地域福祉向上のため、地域福祉の担い手であるボランティアの活動を支援し

ました。 

  ＜ボランティア活動内容＞ 

   ・社会福祉施設等への清掃活動 

   ・配食サービス事業への参加 

   ・世代間交流会への参加 

   ・共同募金・街頭募金運動への参加 

   ・チャリティーバザーへの参加 

 

 （９）生活支援体制整備事業 

   誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けるため、コーディネーターを

配置し、生活支援サービスを担う事業主体やボランティア等との連携の強化、

また多様な日常生活上の支援体制の充実を図ることを目的に事業を実施しまし

た。 

  ＜住民主体の集いの場等のヒアリング調査＞ 

   ・２１大字／３９大字 
  

  ＜村内外の先進事例（サロン活動）の視察＞ 

   ・明日香村 ３ヶ所 

   ・大淀町  ３ヶ所 

 

 （１０）介護予防一次予防事業 

   高齢者ができる限り介護状態にならないよう、健康に生きがいのある日常生

活が送れるよう、介護予防に係る各種サービスを提供することにより、自立生

活の助長を図り、もって在宅福祉の向上を目的に実施しました。 

 

  ①いきいき体操 

   転倒予防を目的とした教室で、イスに座っての有酸素運動を高める体操をし

ました。 
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  ②元気アップ体操・ステップアップ体操 

   イスに座って楽しくボールを使用しながら、 

  体操をし、いきいき体操よりも運動量が少し 

  多く､筋力トレーニングが中心の体操をし 

  ました。 

 

  ③脳の若返り教室 

   早期からの予防を行い脳の健康維持ととも 

  に交流や生きがいづくりを目指し、明るく活 

  力のある地域社会づくりに繋げることを目的 

  に実施しました。 

 

  ④健康塾 

   介護予防の実践について、寝たきり予防と 

  生活習慣病の二方面からの実践を行うことで、 

  早期からの予防を行う動機づけをし、正しい 

  知識をもって習慣化を促し、座談会によって 

  自分たちの生活の場で明るく活力のある健康 

  的な地域づくりを考えるきっかけづくりを行 

  いました。 

 

  ⑤脳元気会 

   脳元気会は、認知症予防を目的として活動 

  している自主グループで、認知症を予防した 

  い方が、『くもん学習療法』の教材等をもとに、 

  音読、計算、数字盤等で脳のトレーニングを図 

  りました。 

 

  ⑥にこにこクッキング 

   にこにこクッキングは、自主サークルで、 

  栄養バランスをはじめ、骨粗しょう症、高血 

  圧症、糖尿病等の生活習慣病予防のための講 

  座や調理実習と交流会の支援をしました。 

 

  ＜筋力維持＞  

事 業 名 開催期間 回数 のべ参加者数 

いきいき体操 ４月～３月 ２４回 ５７８人 

元気アップ体操 ４月～３月 １２回 ２５２人 

ステップアップ体操 ４月～３月 １２回 ２３９人 
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  ＜認知症予防＞ 

事 業 名 開催期間 回数 のべ参加者数 

脳の若返り教室 ４月～７月 １６回 １６７人 

健康塾 ９月～11月  ３回  ５５人 

 

  ＜自主活動支援＞  

事 業 名 開催期間 回数 のべ参加者数 

脳元気会 ４月～３月 ２３回 ３６７人 

にこにこクッキング ４月～３月 １２回 １９４人 

 

 

 ３．居宅介護サービス等事業 

 （１）介護保険法によるサービス 

  ＜訪問介護の実績＞ 

   ・訪問介護部門の総収入   ：１０，４２８，９８０円 

          （昨年度の総収入 ５，５１０，４５３円） 

   ・２７年度末現在の利用者数 ：        ２３人 

          （昨年度末の利用者数      １５人） 

   ・新規契約者        ：        １３人 

          （うち２７年度末現在の利用者数  ９人） 

   ・のべ訪問日数／時間 ：３，５８３日／３，５０１時間 

 

  ＜予防訪問介護の実績＞ 

   ・予防訪問介護部門の総収入 ： ４，３４９，８８２円 

          （昨年度の総収入 ２，８３５，９９６円） 

   ・２７年度末現在の利用者数 ：        １７人 

          （昨年度末の利用者数      １３人） 

   ・新規契約者        ：        １０人 

          （うち２７年度末現在の利用者数  ９人） 

   ・のべ訪問日数／時間 ：１，２７５日／１，２７２時間 

 

  ＜通所介護・予防通所介護の実績＞ 

   ・通所介護部門の総収入   ： ６，００３，２９５円 

          （昨年度の総収入 ５，４４５，９６６円） 

   ・２７年度末現在の要介護者数：         ９人 

          （昨年度末の要介護者数      ３人） 

   ・要介護者の新規契約者   ：         ６人 

          （うち２７年度末現在の利用者数  ３人） 

   ・２７年度末現在の要支援者数：         ８人 

          （昨年度末の要支援者数      ７人） 

   ・要支援者の新規契約者   ：         ５人 
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          （うち２７年度末現在の利用者数  ２人） 

   ・２７年度末週間延べ利用者数：        ２５人 

          （昨年度末の週間のべ利用者数  ２０人） 

   ・開所日数         ：       ２５５日 

 

  ＜デイサービスでの主な年間行事＞ 

   ・お花見   （４月）   ・端午の節句  （５月） 

   ・七夕    （７月）   ・敬老会    （９月） 

   ・大衆演劇 （１０月）   ・クリスマス会（１２月） 

   ・新年のお茶会（１月）   ・節分の豆まき （２月） 

   ・ひなまつり （３月） 

   

＜居宅介護支援の実績＞ 

   ・居宅介護支援部門の総収入 ： ５，５３７，２２２円 

          （昨年度の総収入 ４，８９４，８９４円） 

   ・２７年度末現在の利用者数 ：        ４２人 

          （昨年度末の利用者数      ３１人） 

   ・新規契約者        ：        １３人 

          （うち２７年度末現在の利用者数 １０人） 

   ・のべケアプラン作成件数  ：       ４７３件 

          （昨年度の件数        ４２６件） 

 

  ＜予防介護支援の実績＞ 

   ・予防介護支援部門の総収入 ：   ４９４，３００円 

          （昨年度の総収入   ４７６，１００円） 

   ・２７年度末現在の利用者数 ：         ７人 

          （昨年度末の利用者数      １４人） 

   ・新規契約者        ：         ４人 

          （うち２７年度末現在の利用者数  ２人） 

   ・のべケアプラン作成件数  ：       １３７件 

          （昨年度件数         １３０件） 

 

 （２）障害者総合支援法によるサービス 

  ＜障がい者居宅介護の実績＞ 

   ・障がい者居宅介護部門の総収入：４，６１３，３２２円 

          （昨年度の総収入 ４，７３９，２４７円） 

   ・２７年度末現在利用者数   ：       １２人 

          （昨年度末の利用者数      １２人） 

   ・新規契約者         ：        ０人 

   ・のべ訪問日数／時間 ：１，３９４日／１，８６９時間 
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  ＜障がい者移動支援の実績＞ 

   ・障がい者移動支援部門の総収入：  ３７８，０５０円 

          （昨年度の総収入   ４１０，４４０円） 

   ・２７年度末現在利用者数   ：        ６人 

          （昨年度末の利用者        ６人） 

   ・新規契約者         ：        ０人 

   ・延べ訪問日数／時間 ：１３７日／１２１時間 

 

  ＜特定相談支援の実績＞ 

   ・特定相談支援部門の総収入  ：  ２２９，２４１円 

   ・２７年度末現在の利用者数  ：       １１人 

          （昨年度末の利用者        ７人） 

   ・新規契約者         ：        ４人 

 

 （３）ケース会議 

   明日香村における医療・保健・福祉の拠点である健康福祉センターにおいて、

診療所・地域包括支援センター・村内の各福祉施設・社会福祉協議会の担当者

による会議をしました。 

   内容は、様々な介護に関する事例を医療面と介護面で検証し、情報の共有化

を目的とした会議で、専門知識の習得や、それぞれの立場での意見交換が活発

に行われました。 

 

 （４）介護職員の指導・育成 

   介護職員のスキル向上のための研修のほか、社会福祉士、介護福祉士、居宅

介護支援専門員（ケアマネージャー）などの資格取得のための講座に積極的に

参加し、居宅介護・障害福祉事業の充実を図りました。 

  ＜資格の取得＞ 

   ・介護福祉士    ３名 

   ・介護支援専門員  ２名 

 

 

 ４．募金配分金事業 

 （１）赤い羽根の共同募金運動事業 

   各大字総代、民生児童委員をはじめとする共同募金委員会が中心となり、多

くの団体の協力のもと、募金運動を村内で展開

しました。 

   ２７年度は総額１，４３１，６６７円の募金 

  が集まりました。 

  ＜共同募金委員会 理事会の開催＞ 

   ・開催日 平成２７年８月１９日 
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  ＜街頭募金＞ 

   ・実施日及び場所 

    １０月１２日 飛鳥駅前、川原寺、橘寺、岡寺前、夢販売所 

    １０月１７日 石舞台古墳周辺、飛鳥寺、石舞台、夢の楽市 

    １０月１８日 石舞台古墳周辺、中央公民館前 

    １０月２４日 飛鳥駅前、夢販売所、石舞台古墳周辺 

    １０月２５日 石舞台古墳周辺 

    １０月３１日 石舞台古墳周辺 

 

  ＜街頭募金活動協力団体＞ 

   ・総代会       ・民生児童委員協議会  ・ボランティア明日香 

・老人クラブ連合会  ・遺族会        ・身体障害者福祉協会 

・ボーイスカウト   ・聖徳中学校 生徒会  ・明日香小野球部 

・少年柔道『誠志館』 ・楽スポあすか 

                           計 １１団体  

  ＜共同募金一覧＞ 

区 分 金  額 備   考 

戸別募金   ８６４，２６０円 各家庭より 

街頭募金   ２１２，７６０円 飛鳥駅前、高松塚古墳周辺、石舞台古墳周辺、

飛鳥寺前 他３ヶ所 

法人募金   １０５，０００円  

学校募金    ２６，４１７円 明日香幼稚園、明日香小学校、聖徳中学校、

明日香養護学校 

職域募金   １１５，０００円  

そ の 他   １０８，２３０円 募金箱、イベント募金 等 

合 計 １，４３１，６６７円  

 

 （２）歳末たすけあい募金事業 

   新たに『歳末たすあい募金』を実施し、２７年度は総額５８４，１２８円の

募金が集まりました。 

  ＜歳末たすけあい募金一覧＞ 

区 分 金  額 備   考 

戸別募金   ５２３，２０３円 各家庭より 

職域募金    １５，０００円  

そ の 他    ４５，９２５円 募金箱、イベント募金 等 

合 計   ５８４，１２８円  

 

 （３）募金配分金事業 

   募金配分金として、総額１，３１６，３３０円が配分され、地域福祉のため

に活用しました。 
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＜募金配分金一覧＞ 

内  容 配 分 額 配 分 内 容 

福祉団体活動支援事業    ６０，０００円 身体障害者福祉協会 

児童・青少年育成援助事業   ２７９，９８８円 少年野球チーム、幼稚園、 

養護学校等へ備品の支給 

地域福祉育成援助事業   ９２６，３４２円 村内の８大字に 

『災害非常用持出セット』を贈呈 

ボランティア活動育成事業    ５０，０００円 ボランティア明日香 

合  計 １，３１６，３３０円  

 

 （４）防災対策援助事業 

   村内の自主防災意識向上のため、善意銀行運営事業と連携して、８大字に『災

害非常用持出セット』を配布しました。 

  ＜配布先大字＞ 

   ・御園大字  ・桧前大字  ・越大字 

   ・稲渕大字  ・阪田大字  ・祝戸大字 

   ・雷大字   ・小山大字 

 

 （５）歳末たすけあいチャリティーバザー 

   ２７年度から、たくさんの協賛団体の協力のもと、歳末たすあいチャリティ

ーバザーを開催しました。 

   開催日 平成２７年１２月２３日 

  ＜協賛団体＞ 

   ・民生児童委員協議会 

   ・ボランティア明日香 

   ・福祉の家を支える会 

   ・アスカ美装（株） 

   ・御園屋 

 

 

 ５．善意銀行運営事業 

 （１）善意銀行の運営 

  ＜預託状況等＞ ・預託件数 ６件  ・預託金総額 ３７３，８００円 
  

  ＜預託者一覧＞ 

預託年月日 預託者 住所・氏名 金  額 備  考 

 平成２７年８月２７日 御園屋様   ５，０００円 明日香幼稚園 

夜空のつどいの売上より 

平成２７年１０月１９日 明日香村婦人会様   ５，０００円 文化祭バザーの売上より 

 平成２７年１２月７日 浄土宗 寺庭婦人会 

奈良教区第６組様 

 １０，０００円 歳末助け合いを地域福祉

のために 
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平成２７年１２月２５日 明日香村農林商工祭

実行委員会様 

 ４５，８００円 農林商工祭の農産物の

売上より 

 平成２８年１月２８日 御園屋様   ８，０００円 歳末チャリティーバザー

等の売上より 

  平成２８年２月２日 奥山・米川悦宏様 ３００，０００円 亡母のご供養として 

預 託 金 合 計 ３７３，８００円  

 

 （２）防災対策援助事業 

   村内の自主防災意識向上のため、共同募金配分金事業と連携して、８大字に

『災害非常用持出セット』を配布しました。 

  ＜配布先大字＞ 

   ・御園大字  ・桧前大字  ・越大字  ・稲渕大字  ・阪田大字 

   ・祝戸大字  ・雷大字   ・小山大字 

 

 

 


