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事業、障害福祉事業、地域包括支援センター事業並びに大洗かもめ保育園事業など積極的な事業

推進を図ってまいりました。

　また、新たな試みとして「新型コロナウイルス感染症自宅療養者等生活支援事業」を行政から

受託し、新型コロナウイルス感染症の影響により自宅等において療養生活を送る方に対し、日用

　以下、各種事業の実績等について報告いたします。

法人運営事業及び地域福祉事業

＜１．法人運営事業（総務グループ）＞

職員配置：常勤職員　　４.５名（総務係長は地域福祉グループ兼務）

　住民・行政・関係機関等との連携を図りながら、町民向けの福祉サービスや社協会費・共同

募金など事業財源の確保、各種事業の周知・広報、各種団体の支援を行いました。

　また、運営の中枢である「理事会」「評議員会」の開催をはじめ、社会福祉協議会の運営に

必要な各事業所の経営管理を行いました。

（１）理事会、評議員会の開催

①第１回理 事 会（令和３年　６月　３日　午後２時～　　　　　　健康教育室）

②第１回評議員会（令和３年　６月１８日　　　　　　　決議の省略による開催）

③第２回理 事 会（令和３年　６月２１日　午後２時～　　　　　　健康教育室）

④第３回理 事 会（令和４年　３月２２日　午後３時３０分～　　　健康教育室）

⑤第２回評議員会（令和４年　３月３０日　　　　　　　決議の省略による開催）

（２）業務監査及び会計監査

①令和２年度業務監査及び会計監査（加部東監事、田口監事、常務理事及び事務局）

令和３年　５月１８日（火）　午後１時～午後３時

②令和３年度上期業務監査及び会計監査（加部東監事、田口監事、常務理事及び事務局）

令和３年１１月２６日（金）　午前１０時～午前１２時

令和３年度社会福祉法人大洗町社会福祉協議会事業報告

地域福祉事業及び共同募金配分金事業

　当社会福祉協議会におきましては、大洗町地域福祉活動計画並びに全国・県社会福祉協議会事

業方針等を踏まえた事業計画に基づき地域福祉の更なる充実強化に向け、行政、関係機関・団体、

民生委員児童委員、地域の方々と連携、協力のもと福祉活動の推進に努めるとともに、介護保険

品等の支給を行いました。

91,839,427円



（３）自主事業（社協会費、共同募金、他事業所の収益が原資となります）

①ホームページの管理 随時更新・情報の発信

②広報誌「社協だより」の発行 ４回

③福祉団体支援事業 福祉団体（６団体）

④心配ごと無料弁護士相談事業 相談件数延べ４１件

⑤シルバービューティー事業 利用者延べ５名

⑥子育て支援事業 申請者１１５名　実績数２６９件

⑦福祉車両貸出事業 利用者延べ９４名

（４）委託事業（町・県社協）

①重度障害者タクシー助成事業 申請者２３名

②生活福祉資金貸付事業 相談者１２名（内申請者３名）

　　※生活福祉資金特例貸付事業 申請者延べ１５４名

③新型コロナウイルス感染症自宅療養者等生活支援事業 利用者延べ１７名

＜２．地域福祉事業（地域福祉グループ）＞

職員配置：常勤職員　　２.５名（総務係長は総務グループ兼務）

　　　　　非常勤職員　　 ４名（生きがい活動２名、日常生活自立支援２名）

　安心して自立した生活ができ、「大洗町に住んで良かった」と実感できる福祉社会を進める

ために、住民参加による地域に根ざした福祉の推進を目指し、住民・行政・関係機関等との連

携を図りながら、社協会費・共同募金などを財源として、各種ボランティア事業の推進やサロ

ン活動の普及、また、買い物支援等の住民向けサービス、福祉団体の支援を行いました。

（１）自主事業（社協会費、共同募金、他事業所の収益が原資となります）

①大洗健康福祉・長寿まつり 参加者５００名　協力者５０名

②ボランティアセンター運営事業 登録者４５０名

③ボランティア育成事業 ボランティア団体（８団体）

④ボランティア協力校育成事業 小学校２校・中学校２校・高校１校

⑤高年者クラブ育成事業 １６クラブ　２６２名

（２）委託事業(町・県社協)

①高齢者等買物支援事業（お買い物ツアー・シルバーほっと大洗）

登録者７１名　利用者延べ５２９名

②大洗町元気づくりサロン事業（１７ヶ所）

登録者４４０名　利用者延べ１,６７５名

③生きがい活動支援通所事業（火、水、木曜日開催で５グループ）

登録者５１名　１０回／月　利用者延べ８１３名

④生活支援体制整備事業 生活支援コーディネーターを配置し、関連検討

会議や研修会に参加

⑤日常生活自立支援事業 利用者９名

支出総額

158,400円

723,250円

680,000円

240,000円

5,000円

347,000円

328,020円

836,300円

支出総額

520,000円

250,000円

348,800円

2,095,000円

7,460,000円

4,203,458円

888,702円

2,966,575円

885,652円



３．居宅介護支援事業所の経営事業

職員配置：常勤職員　　４.５名（業務統括は包括支援センター長兼務）

　　　　　非常勤職員　 　１名

　要介護認定者に対し介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、適切なケアマネジメントを

行いました。また、高齢者の元気づくりと健康増進・介護予防を目的に介護予防教室「まいけ

んクラブ」を実施しました。

（１）居宅介護支援事業

①居宅介護支援

利用者数 目標　１４０名／月 実績　平均１３４名／月

②介護予防支援

利用者数 目標　　２５名／月 実績　平均　２４名／月

（２）介護予防事業（まいけんクラブ）

開催時期：令和３年５月８日 ～ 令和４年２月１９日

登録者２１名　　参加人数　延べ２１０名

（３）町外介護保険認定調査事業 ６件／年

（４）職員の資質向上のための研修 ９回／年

４．訪問介護（介護）事業所の経営事業

職員配置：常勤職員　　３名（相談支援事業所兼務者含む）

　　　　　非常勤職員　６名

　要支援、要介護認定を受けた高齢者が、自立して安心した日常生活を営むことができるよう

にするため訪問介護事業所を経営しております。

　年末年始（１２月３１日～１月３日）を除き、毎日午前７時から午後８時まで、利用者ごと

のケアプランに基づき自宅へホームヘルパーを派遣して身体介護や生活援助サービスの提供を

行いました。

（１）訪問介護（介護保険）及び訪問介護予防（介護保険）事業

延べ利用者数 目標　２５５名／月 実績　平均３２４名／月

内訳 身体介護 実績　平均１５６名／月

身体介護及び生活援助 実績　平均　３９名／月

生活援助 実績　平均　５５名／月

予防訪問介護 実績　平均　７４名／月

33,818,987円

35,169,092円

介護保険事業



５．通所介護事業所の経営事業

職員配置：常勤職員　　３名

　　　　　非常勤職員　７名

　要支援、要介護認定を受けた高齢者が、孤立感の解消や身体機能の維持などを図るため、通

所介護事業所を経営し、身体介護や入浴、生活援助サービスの提供を行いました。

（１）通所介護及び通所介護予防事業

①延べ利用者数 平均　１１.９名／日（定員１８名）

事業対象者 平均　　　　　９名／月

要支援１ 平均　　　８．６名／月

要支援２ 平均　　２８．３名／月

要介護１ 平均　　４９．５名／月

要介護２ 平均　　９４．２名／月

要介護３ 平均　　　　４４名／月

要介護４ 平均　　１７．３名／月

要介護５ 平均　　　２．７名／月

②外出支援及びイベントの実施

・プチ運動会（10/11 ～ 10/15） ５７名参加

・避難訓練（11/5） １２名参加

・お楽しみランチ（12/27、12/28） ３３名参加

30,941,702円



６．地域活動支援センターの経営事業（町からの委託事業）

職員配置：常勤職員　　２名

　「ワークスしおかぜ」を支えていただいている地域のボランティアと共にコミュニケーショ

ンを取りながら、「一人ひとりの個性をそれぞれが認め学ぶ大事な場所」をスローガンに掲げ、

手作り品や依頼品の製作、社会貢献活動などに取り組みました。

作業生登録 ７名 作業生勤務人数 延べ１,４９２名

協力ボランティア人数 延べ１４２名

販売協力店舗　３店 販売場所提供　２ヵ所

（１）作業等による売り上げ

①手作り品及び飲み物

（手提げ、手拭き、袋物、小物、雑巾、アームカバー）

売上収入 ５６６，５２５円 ／年

②注文に応じて製作

（メモ帳のスタンプ押し、護摩木の判子押し、わくわく科学館教材作り、裾直し

チュニック作成、入園・入学準備セット等）

作業収入 ５７，６００円 ／年

（２）行事

ランチクッキング（１２回）、避難訓練（６回）、社会貢献（６回）※ゴミ拾い

　※視察研修、出張販売、忘年会、日帰り研修は感染症の影響により中止。

７．訪問介護（障害）事業所の経営事業

職員配置：訪問介護（介護）事業所の常勤職員及び非常勤職員が兼務

　障害支援区分認定を受けた障害者が、自立して安心した日常生活を営むことができるように

するため訪問介護事業所を経営しております。

　年末年始（１２月３１日～１月３日）を除き、毎日午前７時から午後８時まで、利用者ごと

のケアプランに基づき自宅へホームヘルパーを派遣し身体介護や家事援助、通院介助、同行援

護及び移動支援サービスの提供を行いました。

（１）自主事業

訪問介護事業

延べ利用者数 目標３３７名／月 実績　平均２９６名／月

内訳 居宅介護（身体介護、生活援助、通院介助）実績　平均２７０名／月

同行援護 実績　平均　２２名／月

10,795,651円

13,180,393円

障害福祉事業



（２）町からの委託

移動支援委託事業

延べ利用者数 目標　　３名／月 実績　平均　　４名／月

８．相談支援事業所の経営事業

職員配置：常勤職員　　１名（その他他事業所職員２名が兼務）

　障害者が障害福祉サービスを利用するのに必要なサービス計画を作成することや、障害者や

その家族の抱える問題解決の一端を担うための相談受付業務を行いました。

（１）自主事業

計画相談支援

延べ利用者数 目標　　１６名／月 実績　平均１７.６名／月

（２）町からの委託

①相談支援

延べ利用者数 目標　　１２名／年 実績　　１９名／年

3,034,965円



９．大洗かもめ保育園の経営事業

職員配置：常勤職員　　　１７名

　　　　　非常勤職員　　１０名

　認定こども園として６年目を迎え、認定こども園教育・保育要領を基本としてこども園の役

割及び機能の充実を図り、こども園の目的を達成するため教育・保育課程に基づき教育と保育

の一体性を重視して運営を行いました。

　また、新型コロナウイルスの影響がある中におきましても、園児の笑顔のため、可能な範囲

で工夫を凝らしながら行事を行うことが出来ました。

　園児数につきましては、１２５名でのスタートとなりましたが、年度途中での入園希望が多

くあり、年度末には定員いっぱいの１３５名で終えることが出来ました。

＜園児年間人数（延べ１,５５９名）＞

０歳児・・・延べ１２８名 １歳児・・・延べ１７８名 ２歳児・・・延べ２３９名

３歳児・・・延べ３０９名 ４歳児・・・延べ２６４名 ５歳児・・・延べ４４１名

（１）特別保育事業

①休日保育 人数　延べ７８名　　１日平均園児数　　　 ４.３名

②延長保育 夕方（１８時０１分～１９時） 月平均園児数　　延べ２６名

③一時預かり事業 人数　３名

④のびのび英会話教室、スポーツ教室（サッカー）、リトミック教育

（２）園内外での行事の実施状況

・第１４回入園式 ・内科検診 ・歯科検診 ・食育指導 ・散歩

・かもめまつり（園児及び役員で実施） ・お泊り保育（夜までわくわく保育）

・運動会（全クラス） ・親子交通教室

・親子陶芸教室（園内で実施） ・クリスマス発表会（４、５歳児実施

・親子遠足（イバライド） ・生活発表会（全クラス）

・第１４回卒園式

（３）毎月の行事

・誕生会　　・身体測定　　・保育室点検　　・遊具点検

（４）避難訓練実施状況

①地震避難誘導訓練（4/23、5/14、6/14）

②不審者対応避難誘導訓練（6/25、11/29)

③火災総合避難誘導訓練（12/22）

④地震・火災避難誘導訓練（7/30、8/19、9/25、1/21、2/25、3/18）

⑤台風・竜巻避難誘導訓練（9/22）

⑥全国瞬時警報訓練　※Ｊアラート（10/20）

150,564,603円

保育園事業



１０．大洗町地域包括支援センターの経営事業

職員配置：常勤職員　　５.５名（包括支援センター長は業務統括兼務）

　　　　　非常勤職員　 　１名

（１）総合相談支援事業

①相談対応件数 延べ１,０９９件

②地域ケア会議 ３種類　１８件

③高齢者相談センターとの定例会 ３回

（２）介護予防事業

①要支援者・事業対象者のケアマネジメント 延べ２,２１０件

②ミニ認知症講座 １１件

③ケアプラン自己チェック

④委託プランのチェック

（３）包括的・継続的ケアマネジメント事業

①ケアマネジャー向け勉強会 ７回

②町内病院とケアマネの情報共有のしくみづくりへの意見交換

③災害対策としてハザードマップにより町内危険地域の把握等

（４）権利擁護事業

①高齢者虐待研修 WEB研修視聴　　スピーチロック研修

虐待事例への対応 延べ２５件

②消費者被害啓発 消費生活センターとの情報交換 ５回

実態把握訪問時に聞き取り、啓発

③成年後見制度 事業所内等研修開催

成年後見制度、日常生活自立支援事業の活用支援 延べ７３件

（５）高齢者実態把握事業

　２０２５年までに介護が必要となる可能性が高くなる年代（７５～８０歳の高齢者）で家

族と同居している方を対象に自宅を訪問。町内を４つのエリアに分け４年間で対象となる高

齢者宅を訪問し、包括支援センターの周知、消費者被害防止のための啓発、災害時の避難場

所や避難方法、家族との連絡方法の確認を行いながら、災害時に取るべき行動の意識づけを

図ることを行った。また、福祉課、高齢者相談センターから情報提供を受けた際、状況確認

などが必要な方への訪問を実施した。

　訪問件数１１２件（不在含む）　※R３年度は東光台、明神町地区を中心に訪問

（６）認知症地域支援推進事業

①認知症の方と地域住民とのつながりを見える化する為のマップ作成

②ケアパスの見直し、素案の作成の為の町民への聞き取り

　　オレンジ井戸端会議（サロン７ヶ所及び社協で実施）

※声かけ練習（かけらっしょ）はコロナ禍のため未実施

38,769,841円

受託事業（公益事業）



職員配置：居宅介護支援事業所の職員が兼務

　在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者及びその介護者の介護等に関す

るニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるよう、町関係行政機関、

サービス実施機関等との連絡調整等を行い福祉の向上を図ってまいりました。

（１）高齢者実態把握事業

　大洗町地域包括支援センターや関係機関と協働しながら、独居、高齢者世帯の状況確認

や相談対応を行いました。

訪問件数　　　３５６件

内訳 把握 １８３件 不在 １０４件

ポスティング ４５件 住所不明 ２４件

（２）地域住民からの相談対応

　介護保険関係、介護の悩み、生活支援などの在宅介護に関する様々な相談に対し、在宅

介護の方法などについて助言を行いました。相談方法としまして、来所、訪問、電話等に

より総合的に応じました。

合計相談件数 延べ７５件

内訳 来所件数 １２件 訪問件数 ２０件

電話件数 ４３件

3,000,000円１１．大洗町北地区高齢者相談センターの経営事業
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