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平成３０年度 社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会 事業報告 

 

 第３次伊豆市地域福祉活動計画及び平成３０年度の事業計画に基づき、「だれもが安心して暮らせる地域づくり」の基本理念の

もと、役職員一同、行政、民生委員児童委員、福祉施設、福祉団体並びに関係機関との連携を図りながら、地域福祉の推進に取り

組んでまいりました。 

 今年度は、新たな市委託事業として権利擁護を支える担い手の養成を行う「市民後見人養成研修」を実施いたしました。また、

相談事業では、相談内容が複雑多岐になる中、日常生活自立支援事業、生活困窮者自立支援事業、貸付事業をはじめ、引き続き関

係機関と連携し相談体制の強化に努めました。 

 ボランティアセンター事業では、ボランティア養成講座等を開催し新たな人材育成を行い、ボランティアの活動支援に力を入れ

ました。小中学校福祉教育では、福祉を学ぶ機会の提供を継続して行いました。今年度も豪雨や地震による災害が全国各地で発生

しましたが、７月に起きた西日本豪雨災害では本会でも広島県呉市に職員を派遣し被災現場で支援活動に取り組みました。また、

災害発生時に援護が必要となる方の支援活動を効果的に展開できるよう、災害ボランティアセンターの機能強化に努めました。 

 生活支援コーデイネーター業務では、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域におけるネットワークの充実、地域課題の発

見、地域住民による課題解決の仕組みづくり、支え合いなどの活動を行政や関係機関と連携し進めてきました。 

 地域福祉委員会では、地域の現状にそったさまざまな事業を地域住民と行いました。 

 介護保険事業所では、安心して在宅生活が送れるよう居宅介護支援事業所及び訪問介護事業所とともに、信頼と介護サービスの

向上を図り健全な運営を目指しました。 

 法人としても、健全運営、経営基盤強化に努め、行政や関係機関、団体等との連携を図り、各種事業を進めました。 

 平成３０年度の事業のご報告をいたします。 

 

令和元年５月２９日    社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会 

                                                                              会   長    飯  田  正  志 



  

平成３０年度 社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会 事業報告書  
 

 

１ 会務の運営と体制整備 

（１）会員の拡充と基本財源の確保  

種類 会員数 加入率 会費実績 

一般会員 ９，１５６戸 ８０．２％  ４，５７８，０００円 

特別会員 １４９件 ４９．２％  ５９１，０００円 

合 計   ５，１６９，０００円  

※  加入率は各戸配布戸数（１１，４１９世帯）対比、総世帯数（１３，３５１世帯）では６８．６％ 

  特別会費は依頼数（３０３件）対比  

 

（２）定款の一部改正 改正日 平成３０年６月２１日（認可日）  登記日 平成３０年６月２５日  

理由 改正箇所 

市民後見人育成事業の受託及び新

たに法人後見事業を実施する為の

事業の追加。 

天城湯ヶ島支所移転による住所変更。 

第２条（事業）第１項第 14 号、成年後見制度に関する事業の追加。 

 

 

第５条（事業所の所在地）第２項 静岡県伊豆市湯ヶ島 161 番地の１に変更。 

 

 

 

 

 



 

（３）規程の整備  

【規程の改正】  

規程の種別 制定内容 施行日 

職員給与規程の一部改正 

給与規程第 13 条（勤勉手当）について、平成 29 年度人事院勧

告より、平成 30 年 6 月以降の勤勉手当の支給割合の変更に基づ

く改正。 

平成３０年４月 １日 

経理規程の一部改正 
成年後見事業サービス区分、市民後見人育成事業サービス区分

の追加に伴う改正。 
平成３０年８月 １日 

伊豆市社協訪問介護事業所運営規

程の一部改正 
介護保険法改正による、負担割合の変更に伴う改正。 平成３０年８月 １日 

経理規程の一部改正 
だるまっこくらぶサービス区分の追加。小口現金を設ける区分

の追記。 
平成３１年４月 １日 

 

【規程の制定】 

規程の種別 制定内容 施行日 

成年後見事業実施規程 新たに成年後見に関する事業を実施するにあたり規程の制定。 平成３０年９月１３日 

 

 

 

 

 

 



 

（４）理事会等の開催  

①理事会 

開催日 出席理事 出席監事 議決内容 

５月３１日 ９名 ２名 

議案第１号 伊豆市社会福祉協議会定款変更（案）について 

議案第２号 職員給与規程の一部改正について 

議案第３号 評議員選定委員の選任について 

議案第４号 評議員候補者の推薦について 

議案第５号 平成 29 年度事業報告（案）について 

議案第６号 平成 29 年度資金収支決算（案）について 

議案第７号 社会福祉充実計画について 

議案第８号 定時評議員会招集について 

９月１３日 ８名 １名 

議案第１号 成年後見事業実施規程について 

議案第２号 経理規程の一部改正について 

議案第３号 伊豆市社協訪問介護事業所運営規程の一部改正について 

議案第４号 平成 30 年度第１回資金収支補正予算（案）について 

議案第５号 評議員会招集について 

１月１７日 ６名 ２名 
議案第１号 経理規程の一部改正について 

議案第２号 職員給与規程の一部改正について 

３月１４日 ９名 １名 

議案第１号 平成 31 年度事業計画（案）について 

議案第２号 平成 31 年度資金収支予算（案）について 

議案第３号 小口資金貸付事業支払免除について 

議案第４号 評議員会招集について 

 



 

②定時評議員会・評議員会  

開催日 出席評議員 出席理事監事 議決内容 

６月１５日 １３名 ５名 

議案第１号 伊豆市社会福祉協議会定款変更（案）について 

議案第２号 平成 29 年度事業報告（案）について 

議案第３号 平成 29 年度資金収支決算（案）について 

議案第４号 社会福祉充実計画について 

議案第５号 理事の選任について 

９月２７日  １２名 ４名 議案第１号 平成 30 年度第１回資金収支補正予算（案）について 

３月２２日 １２名 ５名 
議案第１号 平成 31 年度事業計画（案）について 

議案第２号 平成 31 年度資金収支予算（案）について 

 

③正副会長会議  

開 催 日 会議名 出席委員人数 協議内容 

７月１２日 第１回正副会長会議 ３名 
（１）職員採用について 

（２）今後の事業展開について 

 

④監査  

開 催 日 監査名 監査内容 出席者 

  ５月７～８日 内部監査 平成 29 年度内部監査 １名 

    ５月２２日 社会福祉協議会監査  平成 29 年度会務、会計、事業監査 監事２名 

１１月５～８日 内部監査  平成 30 年度上半期内部監査 1 名 

１１月１４日 社会福祉協議会監査  平成 30 年度上半期会務、会計、事業監査 監事２名 



   １１月２８日 社会福祉法人指導監査  伊豆市社会福祉法人指導監査 市役所２名 

⑤委員会・部会   

開 催 日 会議名 出席委員人数 実施内容 

９月１０日 第１回総務委員会 ２名 

（１）平成 30 年度伊豆市社会福祉大会について 

（２）平成 30 年度社会福祉協議会会長表彰について 

（３）修善寺小学校区放課後児童クラブ運営について 

１１月１２日 第１回事業推進委員会 ３名 

（１）平成 30 年度上半期事業報告について  

（２）平成 30 年度上半期介護事業所実績報告について  

（３）平成 31 年度事業企画・予算積算について  

２月２６日 
第１回地域福祉活動計画推進

部会 
３名 

（１）第３次地域福祉活動計画の進捗状況及び評価に

ついて 

 

（５）評議員選定委員会 

開催日 出席委員 議決内容 

６月 ４日 ３名 議案第１号 新評議員の選任について 

 

（６）成年後見運営委員会  

開催日 出席委員 議事内容 

９月２５日 ７名 

（１）伊豆市社会福祉協議会成年後見に関する事業について 

（２）平成 30 年度伊豆市市民後見人育成事業について 

（３）市民後見人養成研修受講者について 



２月２２日 ７名 
（１）市民後見人候補者台帳登録について 

（２）法人後見受任の流れについて 

 

（７）役職員研修及び会議等 

[役員研修会]   

開 催 日 研修名 出席委員人数 実施内容 

９月２７日 役員・評議員研修会 

理 事 ４名 

監 事 ２名 

評議員１２名 

演題「成年後見制度の推進と地域共生社会の実現に向け

て」 

講師 静岡県社会福祉協議会生活支援部 

生活支援部長代理 松田 智氏 

 

［職員内部会議・研修等（法人・地域福祉事業）］  

開 催 日 研修又は会議名 場所 出席人数 

毎月 事務局会議（全１２回） 中伊豆保健福祉センター 延べ１１６名 

毎月 事業ミーティング（全１２回） 中伊豆保健福祉センター 延べ８３名 

毎月 責任者会議（全５回） 中伊豆保健福祉センター 延べ２０名 

毎月 くまっこくらぶ職員ミーティング（全１２回） くまっこくらぶ 延べ７０名 

毎月 ひがしっこくらぶ職員ミーティング（全１２回） ひがしっこくらぶ 延べ７２名 

毎月 といっこくらぶ職員ミーティング（全１２回） といっこくらぶ 延べ６０名 

３月８日 職員研修会「相談の聴き方とストレスマネージメント」 城山活動支援センター ２８名 

 

 

 



 

 

 

［職員外部会議・研修等（法人・地域福祉事業部門）］  

開 催 日 研修名 場所 出席人数 

 ４月２７日 3 市１町法人後見について 社協担当者打ち合わせ 三島市社会福祉協議会 １名 

 ５月 ２日 社会福祉法人のネットワーク化による協働推進事業説明会 三島市民文化センター １名 

 ５月１６日 市町社会福祉協議会事務局長会議 静岡県総合社会福祉会館 １名 

 ５月１８日 フードバンクふじのくに ストック品研修会 中伊豆保健福祉センター ５名 

 ５月２２日 伊豆市地域自立支援協議会 第１回定例会 修善寺生きいきプラザ ２名 

 ５月２８日 居場所、支え合い勉強会 修善寺生きいきプラザ １名 

５月２９日 三島地域生活保護受給者等就労自立促進事業協議会 ハローワーク三島 １名 

 ５月３０日 ３市１町市民後見人育成事業 行政・社協担当者打合せ 三島市社会福祉協議会 ２名 

 ６月 ５日 伊豆市食育推進会議 修善寺図書館内視聴覚室 １名 

 ６月１２日 支援者のための成年後見制度活用講座 もくせい会館 ２名 

 ６月１４日 働き方改革等説明会 三島労働総合庁舎 １名 

 ６月１９日 食育普及啓発キャンペーン カドイケ中伊豆店 ２名 

 ６月２２日 ３市１町市民後見人育成事業 社協担当者打合せ 三島市社会福祉協議会 １名 

 ６月２４日 ユニバーサルツーリズム研修 修善寺総合会館 ２名 

 ６月２６日 別荘地サミット 市役所中伊豆支所 ２名 

 ６月２９日 成年後見制度市長申立てに係る実務研修会 プラザヴェルデ ２名 

 ７月１２日 

   １３日 
コミュニティソーシャルワーカー養成研修会 静岡県総合社会福祉会館 １名 



 ７月１７日 市町社会福祉協議会会計実務研修会 静岡県男女共同参画センター １名 

 ７月２０日 静岡県の地域福祉を考えるブロック会議 三島市民文化センター １名 

開 催 日 研修名 場所 出席人数 

７月２０日 第１回伊豆市在宅医療連携推進協議会 修善寺生きいきプラザ １名 

７月２１日 市民後見人の普及啓発講演会＆相談会 三島市生涯学習センター ２名 

７月２５日 市町社協地域福祉・相談担当者合同会議 静岡労政会館 １名 

８月 ９日 中伊豆地区における地域内交通検討会 市役所中伊豆支所 １名 

８月１０日 市町社会福祉協議会総務担当者会議 静岡県総合社会福祉会館 １名 

８月２２日 共同募金勉強会 JR 静岡駅パルシェ １名 

８月２７日 日常生活自立支援事業担当者会議 静岡県総合社会福祉会館 １名 

８月２８日 第 1 回東部ブロック市町社会福祉協議会連絡会 東伊豆町保健福祉センター １名 

９月 ３日 社協経営基盤強化検討委員会 静岡県総合社会福祉会館 １名 

９月 ７日 第１回伊豆市地域ケア会議（本会議） 修善寺生きいきプラザ ２名 

９月１０日 生活困窮者自立支援制度担当者会議 静岡県男女共同参画センター １名 

９月１１日 静岡県成年後見制度利用促進協議会 プラザヴェルデ  １名 

９月２６日 ユニバーサルツーリズム修善寺フィールドワーク研修会 修善寺総合会館 １名 

９月２８日 別荘地サミット 伊豆市役所中伊豆支所 ２名 

１０月 ４日 第２回放課後児童クラブ担当者会議 市役所中伊豆支所 ６名 

１０月１０日 安全運転管理者講習会 プラザヴェルデ １名 

１０月１６日 伊豆市地域自立支援協議会 第２回定例会 修善寺生きいきプラザ １名 

１０月２９日 静岡県生活困窮者自立支援事業相談業務従事者研修 静岡県産業経済会館 1 名 

１１月１５日 平成 30 年度静岡県東部地域災害ボランティア連絡会 サンウェル沼津 １名 



１１月２６日 居場所・支え合い勉強会 修善寺生きいきプラザ １名 

１２月１２日 助け合い活動見学ツアー 三島市～函南町～裾野市 １名 

開 催 日 研修名 場所 出席人数 

１２月１５日 伊豆市地域自立支援協議会講演会 修善寺生きいきプラザ ２名 

１２月１８日 生活困窮者自立支援事業自立相談支援機関連絡会 JR 静岡駅パルシェ １名 

１２月１９日 社協経営基盤強化検討委員会 静岡県総合社会福祉会館 １名 

１２月２１日 
地域連携ネットワーク構築及び中核機関設置に向けた市

町・市町社協連絡会議 
静岡音楽館 AOI ２名 

１月１１日 天城における地域内交通検討会について 市役所天城湯ヶ島支所 ２名 

 １月１６日 中伊豆地区における地域内交通検討会 市役所中伊豆支所 １名 

 １月１８日 移動支援制度説明会・安全運転講習会 東部総合庁舎 １名 

 １月２１日 第２回 学習セミナー 静岡県男女共同参画センター 1 名 

 １月２１日 天城湯ヶ島地区地域ネットワーク会議 市役所天城湯ヶ島支所 １名 

 １月２８日 居場所・支え合い勉強会 修善寺生きいきプラザ １名 

 ２月 ５日 介護サービス提供事業所のヒアリング 修善寺生きいきプラザ １名 

 ２月 ７日 生活支援コーディネーター情報交換会 東部総合庁舎 １名 

 ２月１２日 市町社会福祉協議会トップセミナー クーポール会館 １名 

 ２月１３日 市町社会福祉協議会決算実務研修会 静岡市産学交流センター １名 

 ２月１３日 権利擁護懇話会 司法書士会館 １名 

 ２月１４日 ひきこもり支援地域連絡協議会 県東部総合庁舎 １名 

 ２月１５日 

   １６日 
コミュニティソーシャルワーカー養成研修 静岡県総合社会福祉会館 １名 



２月２２日 ホームレス自立支援東部地域推進会議 東部総合庁舎 １名 

３月 １日 平成 30 年度社会福祉協議会災害対応研修会 静岡県男女共同参画センター １名 

開 催 日 研修名 場所 出席人数 

３月 ６日 駿東田方圏域地域包括ケア推進ネットワーク会議 三島市立保健センター １名 

 ３月 ７日 静岡県生活困窮者自立支援事業相談従事者研修 静岡労政会館 1 名 

 ３月 ８日 第２回伊豆市食育推進会議 修善寺図書館内視聴覚室 １名 

 ３月１１日 市町社会福祉協議会生活福祉資金担当者会議 レイアップ御幸町ビル １名 

 ３月１４日 伊豆市地域自立支援協議会 第３回定例会 修善寺生きいきプラザ ２名 

３月２０日 別荘地サミット 伊豆市役所中伊豆支所 １名 

３月２８日 第２回介護事業所連絡会 修善寺生きいきプラザ １名 

３月２８日 
共同募金助成金交付説明会及び市町共同募金委員会事務

担当者打合会 
静岡県総合社会福祉会館 １名 

毎月第４月曜日 
伊豆市地域自立支援協議会事務局会議・相談支援事業検

討部会  
修善寺生きいきプラザ １名 

 

［職員内部会議・研修等（介護事業部門）］  

開 催 日 研修名 場所 出席人数 

毎月 ふれあい居宅介護事業所ミーティング（全４４回） 中伊豆保健福祉センター 延１７６名 

毎月 訪問介護事業所ミーティング（全１２回） 城山活動支援センター 延 ３６名 

 

［職員外部会議・研修等（介護事業部門）］  

開 催 日 研修名 場所 出席人数 

４月 ２日 認定調査勉強会 修善寺生きいきプラザ ４名 



４月２３日 中伊豆地区事業所連絡会 中伊豆保健福祉センター  ４名 

４月２７日 プレミアムフライデー研修  修善寺生きいきプラザ １名 

開 催 日 研修名 場所 出席人数 

５月１５日 在宅医療ワーキンググループ研修会 修善寺生きいきプラザ １名 

５月１５日 中伊豆地区事例検討会 中伊豆保健福祉センター  ４名 

５月１７日 伊豆市ケアマネ連絡協議会 修善寺生きいきプラザ ２名 

６月 ８日 プレミアムフライデー研修  修善寺生きいきプラザ １名 

６月１４日 主任ケアマネ連絡会 修善寺生きいきプラザ ２名 

６月２３日 修善寺地区ネットワーク会議 修善寺生きいきプラザ １名 

６月２４日 ユニバーサルツーリズム研修 修善寺総合会館 １名 

７月１３日 プレミアムフライデー研修  修善寺生きいきプラザ ２名 

７月１８日 徘徊できる地域づくり 伊豆市役所中伊豆支所 １名 

８月２２日 リスクマネジメントについて 修善寺生きいきプラザ ４名 

８月２６日 伊豆市・伊豆の国市・函南町合同研修 アクシスかつらぎ ２名 

９月 ５日 介護保険サービス提供事業者説明会（集団指導） プラザヴェルデ ３名 

９月１２日 個別ケア会議 天城包括支援センター １名 

 ９月１２日 修善寺地区民生委員との交流会 修善寺生きいきプラザ １名 

９月１３日 主任ケアマネ連絡会 修善寺生きいきプラザ ２名 

９月１４日 中伊豆地区ケアマネ勉強会 中伊豆保健福祉センター ４名 

９月１８日 在宅医療ワーキンググループ研修会 修善寺生きいきプラザ １名 

９月１８日 第 1 回介護事業所連絡会 修善寺生きいきプラザ ２名 



９月２１日 スキルアップ研修「共感を得ることば」 静岡県総合社会福祉会館 １名 

１０月 ２日 在宅医療介護連携推進事業 修善寺生きいきプラザ 1 名 

開 催 日 研修名 場所 出席人数 

１０月１９日 事例検討会及び意見交換会（中伊豆・天城） 中伊豆保健福祉センター ２名 

１１月 １日 認定調査員現任研修 修善寺生きいきプラザ ４名 

１１月１３日 事例検討会及び意見交換会（土肥・中伊豆） 伊豆市役所土肥支所 ２名 

１１月２０日 在宅医療ワーキンググループ研修会 修善寺生きいきプラザ １名 

１２月 ７日 障害福祉サービス事業者説明会（集団指導） 静岡県総合社会福祉会館 １名 

１２月１１日 戸別ケア会議（ケース会議） 修善寺生きいきプラザ １名 

１２月１２日 アンガーマネジメント研修 修善寺生きいきプラザ ２名 

１２月１５日 介護者の為のがん患者ケア研修 静岡県立静岡がんセンター １名 

１月１５日 シズケアかけはし説明会 修善寺生きいきプラザ １名 

１月２１日 主任ケアマネグループ C 企画事例検討会 修善寺生きいきプラザ ２名 

１月２１日 プレミアムフライデー研修 伊豆赤十字病院 ２名 

１月２２日 カンファレンス 順天堂静岡病院 ２名 

１月３０日 徘徊できる地域づくり協議会 伊豆市役所中伊豆支所 １名 

２月 ５日 介護サービス提供事業所のヒアリング 修善寺生きいきプラザ １名 

２月２１日 中伊豆地区主任ケアマネ懇談会 特養中伊豆 ３名 

３月１４日 主任ケアマネ連絡協議会 修善寺生きいきプラザ ２名 

３月２８日 第２回介護事業所連絡会 修善寺生きいきプラザ ４名 

 

 



 

 

２ 広報・啓発事業  

（１）広報紙「はーとｔｏハート」の発行  

    年６回発行（５・７・９・１１・１・３月） 

 

（２）ホームページの作成・管理 （月平均 2300 ページビュー）  

 

（３）平成３０年度伊豆市社会福祉大会  

日 時：平成３０年１０月２７日（土） 

    場 所：修善寺生きいきプラザ及び伊豆市民文化ホール 

    参加者：地域住民 

内 容 

     ア．式典及びホールイベント 

   ホールイベント かえで友の会（手話歌）・放課後等デイサービスみらい音楽館（ミュージックベル演奏） 

           えーる（歌・踊り） 

        表     彰 １９人４団体 

     イ．活動発表ブース ５５ブース設置 

    ブース説明会：平成３０年１０月 ２日（火）修善寺生きいきプラザ  ４１団体参加 

    職 員説明会：平成３０年１０月１８日（木）中伊豆保健福祉センター １５人参加 

 

（４）ＦＭＩＳを活用した事業ＰＲ  

放送日 内容 

１０月～１２月号 伊豆市社会福祉大会告知ＰＲ、番組表（はなつーしん）に掲載 



３ 地域福祉事業 

（１）ふれあいサロンの推進  

ア．設置運営数   

項目 計 

既設サロン数 ５２箇所 

新設サロン数   ０箇所 

計 ５２箇所 

 

イ．研修会  

時期 内容 場所 参加者数 

６月２１日 修善寺地区連絡会（助成金交付、情報交換） 城山活動支援センター １５名 

６月２１日 土肥地区連絡会（助成金交付、情報交換） 伊豆市役所土肥支所 １３名 

６月２１日 天城湯ヶ島地区連絡会（助成金交付、情報交換） 天城保健福祉センター １４名 

６月２１日 中伊豆地区連絡会（助成金交付、情報交換） 中伊豆保健福祉センター  ７名 

１２月１１日 土肥地区サロンボランティア連絡会 伊豆市役所土肥支所 １２名 

 ２月 ４日 サロンボランティア研修・交流会 中伊豆保健福祉センター ４０名 

２月２６日 修善寺地区サロンボランティア交流会 城山活動支援センター ３３名 

３月 ６日 天城サロン研修会 天城保健福祉センター ２６名 

３月 ７日 中伊豆地区サロン連絡会 中伊豆保健福祉センター １８名 

３月１９日 土肥地区サロン研修会 伊豆市役所土肥支所 １１名 

 

 

ウ．助成金の交付  



サロン数 金額（１団体） 総額 

団体 ２０，０００円 １，０４０，０００円 

 

エ．日赤職員講師派遣協力  

時期 派遣先サロン名 派遣内容 場所 

４月１０日 ふれあいサロン屋形 院長先生の講話 屋形区公民館 

４月１８日 サロン牧之郷 院長先生の講話 牧之郷公民館 

４月２６日 下村ふれあいサロン 院長先生の講話  下村公会堂 

５月２５日 門野原ふれあいサロン 院長先生の講話  門野原公民館 

６月 ７日 大滝ふれあいサロン 院長先生の講話  大滝公民館 

 ６月１２日 長野ふれあいサロン 管理栄養士の講話 長野多目的集会場 

 ６月１９日 サロン嵐山 院長先生の講話  半経寺公民館 

 ７月  １日 田沢ふれあいサロン 院長先生の講話  田沢地区集会所 

 ７月１１日 サロン小立野 院長先生の講話  小立野公民館 

 ７月１３日 本柿木ふれあいサロン 院長先生の講話  本柿木多目的集会所 

 ７月１７日 サロン大野 リハビリ課長の講話・体操 大野コミュニティー集会場 

 ７月１８日 サロンかどの 院長先生の講話  加殿コミュニティーセンター 

９月１０日 サロン大堀山 院長先生の講話  堀切公民館 

１０月２５日 サロン柏久保 院長先生の講話  柏久保公民館 

１２月 ３日 サロン小川 
リハビリご担当者様の講話 

及び体操の指導  
小川公民館 

 

オ.サロン広報紙（３月発行・各戸配布）、必要機材の貸出（随時貸出）、新規立上相談（Ｈ３０年度３地区対応） 

（２）地域福祉委員会設置事業 



ア.設置状況  

名称 委員数 対象地区 設立時期 

八岳地域福祉委員会 １６名 
地蔵堂・菅引・原保・中原戸・戸倉野 

姫之湯・貴僧坊・筏場 
平成１７年 ９月 

大東地域福祉委員会 １７名 冷川・徳永・大幡野・沢口 平成１９年 ９月 

修善寺東地域福祉委員会 １３名 小立野・本立野・加殿・日向・田代・大平 平成１９年 ９月 

湯ヶ島地域福祉委員会 １９名 宿・大滝・茅野・長野・西平・金山・持越・市山 平成１９年 ９月 

土肥南地域福祉委員会 

（みなくる会） 
１７名 

小池・松原・西浜・上野・中島・長藤 

大久保・下村・中村・大木山・菅沼・坂の上 

米崎・小峰・藤沢 

平成１９年 ９月 

白岩地域福祉委員会 ２１名 
関野・元村・小川・西・清水・上和田 

ニューライフ 
平成２０年 ９月 

月ケ瀬地域福祉委員会 １４名 門野原・吉奈・月ヶ瀬・矢熊・田沢 平成２０年 ９月 

土肥地域福祉委員会 １４名 

大藪・中浜・平野・屋形・金山・馬場・水口 

中村・横瀬・天金・新田・平石・浜・黒根 

出口・入谷・土肥団地 

平成２０年 ９月 

熊坂地域福祉委員会 １４名 大沢・堀切・山田・熊坂・瓜生野 平成２０年 ９月 

中地区地域福祉委員会 １７名 
城・梶山・八幡・梅木・柳瀬・宮上 

パールタウン 
平成２１年 ９月 

狩野地域福祉委員会 ２５名 
上船原・下船原・青羽根・本柿木・大平柿木 

松ヶ瀬・佐野・雲金 
平成２１年１０月 

修善寺南地域福祉委員会 ２４名 
横瀬・牧之郷・駅前・柏久保・古川・年川 

大野 
平成２２年 １月 



名称 委員数 対象地区 設立時期 

修善寺地域福祉委員会 ２３名 

大下・半経寺・下神戸・中神戸・上神戸 

小坂・弁天町・小山・南町・本町・遊覧町 

桂町・芝山台・中里・紙谷・北又・湯舟 

雇用促進住宅 

平成２５年 ６月 

 

イ．委員会開催状況  

開催日 会議開催地域福祉委員会名 参加者数 内 容 

４月１３日 熊坂地域福祉委員会 １０名 今までの取り組み報告と危険箇所の検証報告について 

４月１８日 八岳地域福祉委員会 １５名 自己紹介、活動の振返り、今年度の活動の方向性 

４月２６日 修善寺地区地域福祉委員会連絡会 ４４名 地域福祉委員会について、各委員会の活動紹介等 

５月１６日 中伊豆地区地域福祉委員会連絡会 ４７名 地域福祉委員会について、各委員会の活動紹介等 

５月１７日 修善寺東地域福祉委員会 １０名 あいさつ運動日程について、情報交換 

５月２３日 
天城湯ヶ島地区地域福祉委員会連

絡会 
４３名 これまでの経過・地域福祉委員会について 

５月２９日 土肥地区地域福祉委員会連絡会 ２１名 顔合わせ、地域福祉委員会・昨年度取り組みについて 

５月３１日 修善寺地域福祉委員会 ２２名 
避難を中心とした防災に関する勉強会、かわら版 14 号

配布 

５月３１日 大東地域福祉委員会 ９名 地域の現状と活動の振返り、今年度の活動・役員選出 

６月 ６日 白岩地域福祉委員会 ７名 これまでの経過・地域の現状と課題について 

６月 ７日 中地区地域福祉委員会 １２名 委員会経過報告、地域の現状 

６月 ８日 熊坂地域福祉委員会 １１名 今年度の活動について 

６月１４日 土肥地域福祉委員会 １０名 顔合わせ、これまでの振り返り・今年度事業について 



開催日 会議開催地域福祉委員会名 参加者数 内 容 

６月１８日 湯ヶ島地域福祉委員会 １２名 あいさつ運動・今年度事業の検討について 

６月１９日 みなくる会 １０名 顔合わせ、これまでの振り返り・今年度事業について 

６月１９日 修善寺南地域福祉委員会 １５名 昨年度の活動について・委員会だよりの発行ついて 

６月２０日 八岳地域福祉委員会 １２名 地域の困り事・気になる事、今年度の活動内容 

６月２１日 狩野地域福祉委員会 ２１名 あいさつ運動・地域の現状と課題について 

６月２１日 修善寺東地域福祉委員会 １０名 今年度の活動について意見交換 

６月２２日 月ヶ瀬地域福祉委員会 １３名 あいさつ運動・地域の現状と課題について 

６月２８日 修善寺地域福祉委員会 １２名 かわら版 15 号配布、意見情報交換 

７月 ２日 白岩地域福祉委員会 １５名 地域の現状と課題・今年度事業の検討について 

７月 ５日 中地区地域福祉委員会 １２名 今年度の活動内容、代表者選出 

７月１９日 修善寺東地域福祉委員会 ８名 地域で横のつながりを持つために 

７月２３日 月ヶ瀬地域福祉委員会 ８名 今年度事業の検討について 

７月２４日 修善寺南地域福祉委員会 １３名 今年度の活動として緊急ホイッスルの配布について 

７月２４日 土肥地域福祉委員会 ７名 土肥地域の移動に関するサービスについて 

７月２６日 大東地域福祉委員会 ８名 地域の現状、今年度の活動内容 

７月２７日 みなくる会 １０名 人と会う、集まる場所・機会増加について検討 

７月２７日 熊坂地域福祉委員会 ５名 「うたごえ」視察 

７月２７日 修善寺地域福祉委員会 １８名 緊急ホイッスル配布について 

８月 ８日 八岳地域福祉委員会 １３名 前回（居場所・サロン等）の振返り、今年度の活動内容 

８月１０日 熊坂地域福祉委員会 １０名 「うたごえ」の視察の報告、今後の活動について 

８月２２日 湯ヶ島地域福祉委員会 １２名 今年度事業の検討について 

８月２３日 修善寺地域福祉委員会 １６名 かわら版 16 号配布について、緊急ホイッスル配布作業 



開催日 会議開催地域福祉委員会名 参加者数 内 容 

８月２８日 修善寺南地域福祉委員会 １４名 緊急ホイッスルの配布に伴う作業 

８月２８日 土肥地域福祉委員会 ７名 移動に関するサービスを学ぶ、伝える 

８月２９日 みなくる会 １４名 蜂トラップと空き缶風車の作製 

８月３０日 大東地域福祉委員会 ９名 ハザードマップを活用した危険箇所の確認 

８月３０日 狩野地域福祉委員会 １９名 今年度事業の検討について 

９月 ６日 中地区地域福祉委員会 １１名 ホイッスル配布の検討、防災訓練の報告 

９月１８日 修善寺東地域福祉委員会 １１名 あいさつ運動地区での呼びかけについて 

１０月１１日 修善寺地域福祉委員会 １７名 緊急ホイッスル配布についてふり返り、地域の情報交換 

１０月１６日 土肥地域福祉委員会 ７名 移動に関するサービスについてまとめ 

１０月１７日 八岳地域福祉委員会 １５名 ベンチの設置、交通安全看板のメンテナンスについて 

１０月１９日 みなくる会 １４名 蜂トラップと空き缶風車の作製 

１０月２４日 中地区地域福祉委員会 ２名 中伊豆中学校生徒への腕輪式緊急ホイッスル贈呈 

１０月２５日 大東地域福祉委員会 １０名 防災訓練の報告、ヘルメット購入補助、意見交換 

１１月 ８日 中地区地域福祉委員会 ４名 生活雑貨を使った緊急時の対応について 

１１月 ８日 熊坂地域福祉委員会 ９名 「歌声サロン」の報告及び実施について 

１１月１３日 修善寺南地域福祉委員会 １２名 緊急ホイッスルの配布の報告、たよりの配布について 

１１月１４日 修善寺東地域福祉委員会 ６名 今年度たよりの作成について 

１１月２２日 土肥地域福祉委員会 ９名 移動に関するサービスのクリアフォルダ作製案 

１１月２３日 八岳地域福祉委員会 １１名 ベンチ作製作業 

１１月２６日 白岩地域福祉委員会  １４名 クリアファイルの作製について 

１１月２７日 狩野地域福祉委員会  １６日 危険個所の交通安全について 

１１月２７日 みなくる会 １３名 ペットボトル風車の作製 



開催日 会議開催地域福祉委員会名 参加者数 内 容 

１１月２８日 月ヶ瀬地域福祉委員会  ９名 今年度事業の検討について 

１１月２９日 湯ヶ島地域福祉委員会  １１名 今年度事業の検討について 

１２月 ６日 修善寺地域福祉委員会 １４名 かわら版１７号配布について、次年度に向けて 

１２月１２日 八岳地域福祉委員会 １３名 
ベンチ作製、看板メンテナンス、地域福祉委員会全体研

修会とアンケートについて 

１月 ９日 熊坂地域福祉委員会 １１名 「歌声サロン」の参加者について 

１月１６日 みなくる会 １３名 パペロ紹介、HUG の実施、今年度の振り返り 

１月２２日 修善寺南地域福祉委員会 １２名 たよりの配布について 

１月２７日 八岳地域福祉委員会 ９名 ベンチ作製作業 

１月２２日 土肥地域福祉委員会 ８名 クリアフォルダ校正、今年度の振り返り 

１月２４日 大東地域福祉委員会 １０名 
ヘルメット購入の集計及び配布、地域福祉委員会全体研

修会とアンケート、委員改選について 

   １月２９日 修善寺東地域福祉委員会 ８名 今年度たよりの配布について、次年度に向けて 

１月３０日 月ヶ瀬地域福祉委員会  ８名 啓発カードの各戸配布について 

１月３１日 湯ヶ島地域福祉委員会  １１名 看板配布について 

１月３１日 中地区地域福祉委員会 ９名 
ローリングストック、地域福祉委員会全体研修会とアン

ケート、委員改選について 

２月  ４日 白岩地域福祉委員会  １１名 クリアファイルの配布 

２月  ５日 狩野地域福祉委員会 ２０名 交通安全看板の設置について 

２月 ８日 熊坂地域福祉委員会 １１名 「歌声サロン」の参加者について最終確認 

２月１３日 八岳地域福祉委員会 １３名 ベンチ製作、委員改選について 

２月２３日 熊坂地域福祉委員会 １２名 「歌声サロン」への参加及び今後についての意見交換 



開催日 会議開催地域福祉委員会名 参加者数 内 容 

２月２８日 大東地域福祉委員会 １２名 ヘルメット配布、委員改選について 

３月２３日 八岳地域福祉委員会 ９名 ベンチ作製作業、各地区への配送・設置 

３月 ５日 地域福祉委員会全体研修会 ５４名 研修「西日本豪雨災害派遣から住民に期待する事」 

毎月第１月曜 天城湯ヶ島地区あいさつ運動の日  各地区にて小中学生にあいさつ運動 

毎月第１水曜 修善寺東地区あいさつ運動の日  各地区にて小中学生にあいさつ運動 

毎月第３水曜 修善寺南地区あいさつ運動の日  各地区にて小中学生にあいさつ運動 

 

ウ．地域福祉委員会活動助成金  

    組織化され、前年度事業化した委員会を対象に申請した委員会に助成金交付 

（１委員会あたり上限 100,000 円）  

ＮＯ 交付団体 実施内容 

１ 中地区地域福祉委員会 「地域の安心・安全」をテーマに、地域住民への啓発活動実施 

２ 修善寺地域福祉委員会 当該地区住民の孤立を防ぎ、助け合う生活の環境を作る為、緊急ホイッスル配布 

３ 修善寺南地域福祉委員会 「住民の顔が見える」活動に繋げるよう、あいさつ運動実施や緊急ホイッスル配布 

４ 白岩地域福祉委員会 防犯活動に地域で取組み、安心して暮らせる地域を目指す 

５ 湯ヶ島地域福祉委員会 地域の課題に沿った看板を制作し地域住民や来訪者への呼びかけ実施 

６ 月ヶ瀬地域福祉委員会 地域福祉委員会のＰＲ及び災害啓発として各世帯に配布するカードの作成 

７ 狩野地域福祉委員会 地域の危険箇所に交通の注意喚起する看板や表示の設置及び危険箇所への対策 

８ 大東地域福祉委員会 ヘルメットの購入補助をする事により、地域の防災意識を高める 

９ 八岳地域福祉委員会 住民が気軽に集える場所づくりの一環として、ベンチを作成・設置する。 

10 修善寺東地域福祉委員会 日頃の活動を報告する便りを各戸配布し、ＰＲ・周知を図る 



（３）福祉教育実践校事業  

ア．助成金の交付  市内小中学校１０校（１校あたり３０,０００円、土肥小中一貫校は前期・後期） 

 

イ．福祉教育実践校連絡会の開催  

第１回：平成３０年 ５月１４日  

第２回：平成３１年 ２月 ８日 

小学校福祉教育実践校連絡会の開催 

期 日：平成３０年 ５月１４日 

 

ウ．小学生向け福祉講座開催  

盲導犬を理解しよう！！ 

期 日：平成３０年８月６日   

内 容：盲導犬の里 富士ハーネス 

参加者：市内小学生４年～６年 計２２名 

 

エ．中学生向け福祉体験 

期 日：平成３０年８月２２日   

内 容：考えてみよう、災害時のコト 

参加者：市内中学生 ５名、高校生 ２名 計７名 

 

オ．子ども地域体験事業  こども農園クラブ １０名登録（ボランティア団体）へ助成金交付  

第１回：平成３０年５月１２日 参加者：子ども１０名  保護者１名  ボランティア６名 

第２回：平成３０年９月８日  参加者：子ども１３名  保護者１名  ボランティア５名 

 



カ．福祉教材の貸出し                                  （単位：台） 

貸出日 学校・団体名 高齢者疑似体験 車イス アイマスク 白杖 

４月１２日 天城中学校 １０ １０ ０ ０ 

６月 ４日 修善寺南小学校 ８  ０ ０ ０ 

６月 ５日 天城小学校 ８  ０ ０ ０ 

１０月 ５日 修善寺小学校 ８ ０ ０ ０ 

１１月 ８日 中伊豆小学校 ８ ０ ０ ０ 

１１月 ８日 中伊豆中学校 １０ １０ ０ ０ 

１２月１１日 土肥小中一貫校 ６ ６ ０ ０ 

１２月２０日 修善寺東小学校 ５ ５ ０ ０ 

合 計 ６３ ３１ ０ ０ 

 

キ．講師派遣・紹介及び指導  

派遣日 学校名 内容 対応 

４月１２日 天城中学校 車イス・高齢者疑似体験 職  員 

４月１７日 天城中学校 視覚障害者と盲導犬 外部講師 

４月２５日 天城中学校 聴覚障害者の理解と手話 外部講師 

４月２７日 修善寺小学校 福祉について講話 職  員 

５月２３日 修善寺南小学校 福祉について講話 職  員 

５月２５日 天城小学校 福祉について講話 職  員 

６月 ４日 修善寺南小学校 高齢者疑似体験 職  員 

６月 ５日 天城小学校 高齢者疑似体験 職  員 



派遣日 学校名 内容 対応 

６月１１日 修善寺小学校 聴覚障害者の理解と手話 外部講師 

６月１８日 修善寺小学校 視覚障害者と盲導犬 外部講師 

６月２９日 天城小学校 視覚障害者と盲導犬 外部講師 

９月１１日 天城小学校 聴覚障害者の理解と手話 外部講師 

１１月 ８日 中伊豆中学校 車イス・高齢者疑似体験 職  員 

１１月２０日 中伊豆小学校 視覚障害者と盲導犬 外部講師 

１２月１１日 土肥小中一貫校 車イス・高齢者疑似体験 職  員 

１２月２０日 修善寺東小学校 車イス・高齢者疑似体験 職  員 

１月  ９日 修善寺南小学校 手話体験（手話歌指導） 外部講師 

１月１５日 修善寺東小学校 視覚障害者と盲導犬 外部講師 

２月２６日 土肥小中一貫校 災害について 職  員 

３月  ７日 土肥小中一貫校 視覚障害者と盲導犬 外部講師 

 

（４）高校生福祉体験事業  

伊豆総合高校の生徒を対象として、夏季休暇期間を利用した福祉体験を実施。今年度は複合施設ふらっと月ヶ瀬にて職場

体験を通じて幼児・障害・高齢の各施設の異なる特性を学んだ。静岡県青少年指導者級別認定事業。 

開催日 内容 参加者数 場所 

７月２０日 開講式・オリエンテーション ９名 静岡県立伊豆総合高等学校 

７月２７日 事前研修 ６名 複合施設ふらっと月ヶ瀬 

８月 ８日 実施期間（一日目） ８名 複合施設ふらっと月ヶ瀬 

８月 ９日 実施期間（二日目） ９名 複合施設ふらっと月ヶ瀬 

８月１０日 実施期間（三日目） ９名 複合施設ふらっと月ヶ瀬 



開催日 内容 参加者数 場所 

８月２０日 事後研修 ８名 複合施設ふらっと月ヶ瀬 

８月２９日 閉講式（認定証・修了証書授与） ９名 静岡県立伊豆総合高等学校 

    ※ 静岡県指導者級別認定 初級認定 ６名、中級認定 ３名（総時間数３６時間） 

 

（５）ボランティア活動の推進  

ア.ボランティア養成研修会・講座  

開催日 研修名 参加者数 内 容 

９月２６日 福祉サポーター講座 1 回目 １４名 

・住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らす

ために～楽しみながら考える～ 

・高齢者のことを知ろう（身近な認知症のは

なし、車椅子・福祉車両体験） 

１０月 ３日 福祉サポーター講座２回目 １５名 

・大人の福祉教育（視覚・聴覚障がいの理解） 

・社協事業の紹介 

・ボランティアさんの声を聴こう 

１２月 ５日 福祉サポーターフォローアップ講座 ２０名 

伊豆市にオリンピック・パラリンピックがや

ってくる 

・ベロドローム見学会、競技について 

・パラリンピック選手のはなし 

３月１８日 ボランティア講座 ５２名 
人の話を聴く・傾聴コミュニケーションセミ

ナー 

 

 

 



イ.ボランティアビューローの運営  

場 所 利用件数 延べ利用者数 

ふれあいプラザボランティアビューロー １４６件 １，７４１名 

 

ウ.ボランティア活動保険  

区 分 実績 

加入者件数   ７４９件 

 

エ.ボランティア行事用保険  

区 分 実績 

加入者件数      ３７件 

人数 １，２４１名 

 

オ.ボランティア関係の相談                 （単位:件） 

内 容 件数 

ボランティア活動参加に関すること  １３件 

ボランティア依頼に関すること  １６件 

ボランティア活動内容に関すること  ５５件 

各グループ入会に関すること   ０件 

福祉教育に関すること  ３３件 

福祉教育実践校に関すること  ２６件 

その他  ８４件 

合 計 ２２７件 



カ.移送サービス事業  

①車椅子車輛の無料貸出事業と運転・介助ボランティアの派遣 

貸出車輛  ４台  

運転ボランティア登録人数  １８名  

貸出回数  １０１回  

貸出延人数  １０１名  

貸出実人数  ２５名  

運転ボランティア派遣回数  ８回  

土日祝利用回数  １６回  

   ②移送ボランティア研修会 

開催日 研修名 参加者数 内容 

２月 ８日 修善寺地区移送ボランティア連絡会 ３名 車イス操作・福祉車輛確認 

２月１５日 中伊豆地区移送ボランティア研修会 ３名 車イス車輛操作確認・情報交換 

３月１８日 天城湯ヶ島地区移送ボランティア研修会 ３名 乗車確認・意見交換 

３月１９日 土肥地区移送ボランティア研修会 ８名 現状報告・操作の確認・情報交換 

 

キ．住民参加型在宅福祉サービス事業（おたがいさまサービス） 

①協力会員の派遣と依頼内容  

利用会員登録数 ９名  

協力会員登録数 ６６名  

派遣件数（全体） ６５回  

掃除 ３０回  

私書箱郵便物の引取 ３５回  

協力会員派遣延時間 ７２時間  



   ②協力会員研修会・養成講座 

開催日 研修名 参加者数 内容 

３月１９日 新規ボランティア養成講座 ９名 事業説明・ボランティアの声・利用者の特性等について  

３月２８日 既存協力会員連絡会[中伊豆会場] １４名 事業報告・サービス内容確認 

３月２８日 既存協力会員連絡会[土肥会場] ８名 事業報告・サービス内容確認 

 

ク.ボランティア連絡会への協力（各地区ボランティア連絡会への協力）  

地区 期日 内容 場所 

修 善 寺 

５月１１日 H29 年度報告、H30 役員選出 城山活動支援センター 

５月２９日 H30 活動計画 城山活動支援センター 

６月２８日 しじみ貝殻ストラップ作成 城山活動支援センター 

８月  ９日 しじみ貝殻ストラップ作成 城山活動支援センター 

９月２６日 社会福祉大会準備 城山活動支援センター 

２月１５日 今年度のふり返り、使用済み切手回収作業 城山活動支援センター 

３月２８日 次年度に向けて 城山活動支援センター 

土   肥 
４月２６日 土肥海岸清掃への参加・協力 松原公園、土肥海岸 他 

９月２７日 伊豆市社会福祉大会への参加・協力準備 伊豆市役所土肥支所 

天城湯ヶ島 

４月 ２日 役員会：総会について 伊豆市役所天城湯ヶ島支所 

５月１７日 天城湯ヶ島地区ボランティア連絡協議会総会 伊豆市役所天城湯ヶ島支所 

５月２２日 ゴギリ団子作り 市山公民館 

６月１４日 ゴギリ団子作り 天城農村環境改善センター 

９月 ７日 役員会：修学旅行・社会福祉大会について 伊豆市役所天城湯ヶ島支所 

１１月１３日 役員会：修学旅行・社会福祉大会の反省 伊豆市役所天城湯ヶ島支所 



地区 期日 内容 場所 

天城湯ヶ島 
１月２３日 役員会：今年度事業の反省・総会について 伊豆市役所天城湯ヶ島支所 

毎月 花壇の手入れ 花壇 

中 伊 豆 
９月２７日 社会福祉大会協力依頼について 中伊豆保健福祉センター 

１０月２６日 社会福祉大会準備協力について 中伊豆保健福祉センター 

 

ケ.災害ボランティア講座・支援  

期日 内容 場所 参加人数 

７月 ８日 伊豆市災害ボランティアセンター立上訓練 伊豆市役所天城湯ヶ島支所 ５８名 

７月 ８日 伊豆市災害ボランティアセンター立上訓練 伊豆市役所土肥支所 ２５名 

7 月２１日 伊豆市災害ボランティアセンター立上訓練 伊豆市民文化ホール ５１名 

7 月２１日 伊豆市災害ボランティアセンター立上訓練 中伊豆保健福祉センター ３３名 

７月２３日 

～２７日 
広島県呉市災害ボランティアセンター職員派遣（第 3 ｸｰﾙ） 呉市災害 VC 天応サテライト １名 

７月２６日 

～３０日 
広島県呉市災害ボランティアセンター職員派遣（第 4 ｸｰﾙ） 呉市災害 VC 天応サテライト １名 

８月２２日 

～２６日 
広島県呉市災害ボランティアセンター職員派遣（第 13 ｸｰﾙ） 呉市災害 VC 天応サテライト １名 

９月 ２日 伊豆市総合防災訓練 修善寺小学校体育館 １名 

９月 ５日 修善寺地区ライオンズクラブ災害研修会 修善寺総合会館 ２名 

１０月２８日 地震・津波防災訓練 土肥小中一貫校・海岸 １名 

１２月  ９日 
伊豆市災害ボランティアセンター災害ボランティア登

録者研修会 
中伊豆保健福祉センター ５２名 



期日 内容 場所 参加人数 

１月２２日 駿豆線沿線市町と伊豆箱根鉄道(株)による旅客誘導訓練 修善寺駅・修善寺南小学校 ２名 

３月 ５日 地域福祉委員会全体研修会災害研修会 中伊豆保健福祉センター ５４名 

３月１０日 
伊豆市災害ボランティアセンター登録者対象災害ボラ

ンティアセンター立上訓練 
中伊豆保健福祉センター ４６名 

  

コ.伊豆市災害ボランティアセンター 災害ボランティア登録制度   ２０３名登録  

 

サ.ボランティアグループへの助成金交付  

項目 区分 団体数 人数 金額 

登録ボランティアグループ数 既存グループ ３３団体 ５８９名 ３３０，０００円 

各地区ボランティア連絡会 ４連絡会 ４３４名 １２０，０００円 

 

（６）高齢者福祉活動 

  ア．一人暮らし高齢者等食事サービス事業（会食型） 

実施回数 ５回 

利用実人数 ３２６名 

    ※民生委員児童委員、ボランティア、ふれあいサロン協力で実施 

 

 

 

 

 

 



（７）児童福祉活動  

ア．子育て支援事業（赤ちゃん訪問） 

項 目 件数 

訪問件数 ９３件 

   

イ．チャイルドシート貸出し事業  

所有台数 
既存 ７５台 （内、新規０台） 

廃棄 ０台 

通常（２年間）貸出し台数 ２５台 

一時（１ヶ月）貸出し台数 ２３台 

 

ウ.チャイルドシート補助金交付事業   ４８ 件 ４０５，２００ 円 

 

エ.子育て支援事業協力  

開催日 会場 内容 

７月 ５日 修善寺生きいきプラザ 子育て支援センター会議 

９月 ７日 修善寺生きいきプラザ わんぱく広場と老人クラブ交流 

９月１１日 中伊豆保健福祉センター 子育て支援関係者打ち合わせ 

９月１３日 伊豆市役所土肥支所 主任児童委員打ち合わせ 

９月１９日 なかいず認定こども園 ひよこくらぶと老人クラブ交流 

１０月２３日 土肥こども園 にこにこフロアと老人クラブ交流 

１１月１７日 湯ヶ島子育て支援センター あいあいキッズと老人クラブ交流 

１１月２６日 原保保育園 ちびっこサロンわらぼと老人ラブ交流 



開催日 会場 内容 

２月 ４日 修善寺生きいきプラザ 子育て支援センター会議 

２月１４日 あゆのさと すいすいと老人クラブ交流 

２月２８日 城山活動支援センター 子育て支援関係者打ち合わせ 

 

オ．こども広場 in いず 

   期 日：平成３０年１１月１８日（日） 

   参加者：こども１０４名・保護者１０３名   計２０７名 

   場 所：中伊豆保健福祉センター 

内 容：木のおもちゃ、グッド・トイ、高学年向けボードゲーム、手作り体験、伝承遊び、人形劇、子育て支援情報 

    パン・おにぎりの販売 

 

カ．託児ボランティア 

①研修会・講座  

開催日 研修名 参加者数 内 容 

７月１９日 託児ボランティア養成講座 １５名 
楽しむためのヒントと心がまえ 

子どもの心をつかむわらべうた・手あそび・歌あそび 

１１月２９日 託児ボランティア養成講座 ９名 絵本の読み聞かせあれこれ 

２月２５日 託児ボランティア交流会 １２名 
H30 活動報告、H31 活動予定 

ヨガ講座～自分の体をケアして元気になろう～ 

②ボランティア登録人数  ３２名登録  

 

 

 



③ボランティア派遣 

派遣日 会場 派遣延数 内容 

９月 ７日 修善寺生きいきプラザ ２名 
ファミリーサポートセンター講習会 

（キャンセル） 

９月２８日 修善寺生きいきプラザ ３名 
ファミリーサポートセンター講習会 

（キャンセル） 

１０月１３日 修善寺生きいきプラザ ３名 婦人科検診 

１０月２５日 修善寺生きいきプラザ ３名 虐待防止事業子育て講座「ほっと」 

１０月３１日 修善寺生きいきプラザ ２名 虐待防止事業子育て講座「ほっと」 

１１月 ６日 中伊豆交流センター ３名 婦人科検診 

１１月 ８日 修善寺生きいきプラザ ３名 虐待防止事業子育て講座「ほっと」 

１１月１０日 あまぎ認定こども園 ２名 ファミリーサポートセンター講習会 

１１月１４日 修善寺生きいきプラザ ２名 虐待防止事業子育て講座「ほっと」 

１１月１９日 修善寺生きいきプラザ ３名 
ファミリーサポートセンター講習会 

（キャンセル） 

１１月２３日 ふらっと月ヶ瀬 ２名 ひとり親移住体験ツアー 

１２月１５日 修善寺生きいきプラザ ２名 伊豆市地域自立支援協議会講演会 

１月２７日 中伊豆ワイナリー ３名 ひとり親移住体験ツアー 

 

（８）援護活動  

ア.介護用具の貸出  

機 器 名 利用延人員 

車椅子 ７８名 

 



イ.小口資金貸付事業  

①相談実績   延べ３９件 

②貸付実績 

項目 
既貸付 新規貸付 計 

返済額 
免除額 貸付残 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

実績 ６件 175,000 円 

合計２件 60,000 円 

８件 235,000 円 158,000 円 ２件 47,000 円 １件 30,000 円 
通常 件 円 

特例２件 60,000 円 

緊急 件 円 

 

ウ.生活福祉資金貸付事業（県社会福祉協議会実施主体事業）   

①相談実績  延べ７件 

②貸付実績 

項目 
既貸付 新規貸付 計 

返済額 
貸付残 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

実績 １８件 

3,352,433 円 

+   126,432 円 

【利子】 

 

０件 

 

０円 １８件 3,478,865 円 110,000 円 １７件 3,368,865 円 

  

 

 

 

 

 

 



エ.日常生活自立支援事業    

①相談実績  延べ５８３件（利用者含む） 

②契約実績 

 

 
既契約件数 新規契約件数 解約件数 現契約件数 

契約内容内訳 

福祉利用援助 日常的金銭管理 書類等預かり 

実績 １６件 ２件 ４件 １４件 １４件 １４件 ５件 

③契約締結審査会 

開催日 場所 
審査状況 

対象者 審査結果 内容 

５月２４日 静岡県総合社会福祉会館 知  的 可 福祉利用援助・日常的金銭管理 

１０月１１日 静岡県総合社会福祉会館 精  神 可 支援計画の変更 

１０月１１日 静岡県総合社会福祉会館 知  的 可 支援計画の変更 

１２月１３日 静岡県総合社会福祉会館 精  神 可 契約の解除 

１２月１３日 静岡県総合社会福祉会館 知  的 可 契約の解除 

１２月２８日 静岡県総合社会福祉会館 高齢認知 可 福祉利用援助・日常的金銭管理 

１月３０日 静岡県総合社会福祉会館 知  的 可 支援計画の変更 

 ④生活支援員 伊豆市 １３名登録 

開催日  場所  参加者数  内容  

 ２月 ６日  プラザヴェルデ  ２名  日常生活自立支援事業現任生活支援員研修会  

 ３月 ６日  城山活動市恵やセンター  ６名  日常生活自立支援事業生活支援員連絡会  

 

 

 

 



オ.相談件数一覧                                          （単位：件） 

月 相談件数 
相談 内訳件数 

日常生活自立支援事業  生活福祉資金 小口資金貸付 その他の相談 

 ４月 ６１ ５３ ２ ６ ０ 

 ５月 ７１ ６８ ０ ３ ０ 

 ６月 ５２ ４９ ０ ３ ０ 

  ７月 ６７ ５８ ３ ４ ２ 

 ８月 ４８ ４３ ０ ５ ０ 

 ９月 ５０ ４４ ０ ６ ０ 

１０月 ６１ ５５ ０ ６ ０ 

１１月 ５３ ５１ ０ ２ ０ 

１２月 ４８ ４６ ０ ２ ０ 

１月 ４４ ４２ ０ ２ ０ 

２月 ３９ ３９ ０ ０ ０ 

３月 ３８ ３５ ２ ０ １ 

計 ６３２ ５８３ ７ ３９ ３ 

 

カ.専門相談                                  （単位：件） 

開催月日 場所 司法書士相談 

  ４月１０日 中伊豆保健福祉センター １ 

  ５月 ８日 城山活動支援センター ０ 

  ６月１２日 伊豆市土肥支所 ０ 

  ７月１０日 伊豆市天城湯ヶ島支所 ０ 



開催月日 場所 司法書士相談 

  ８月１４日 城山活動支援センター ０ 

９月１１日 中伊豆保健福祉センター １ 

１０月 ９日 伊豆市天城湯ヶ島支所 １ 

１１月１３日 伊豆市土肥支所 ０ 

１２月１１日 中伊豆保健福祉センター ０ 

１月１５日 城山活動支援センター １ 

２月１２日 伊豆市土肥支所 ０ 

３月１２日 伊豆市天城湯ヶ島支所 ２ 

合  計 ６ 

   

４ 受託事業 

（１）放課後児童健全育成事業 

ア.ひがしっこクラブ  

①地  区 修善寺東小学校の通学区 

   ②場  所 城山活動支援センター 

  ③開所日時 月曜日から金曜日: 下校時～午後６時３０分   

土曜日・長期休暇: 午前７時３０分～午後６時３０分 

   ④事業実績 

実施回数 ２４９回  

実利用人数 ２０名  

利用延人数 ２，３４７名  

   ⑤そ の 他 ボランティアとの調理実習、ひがしっこだより発行、お誕生日会、避難訓練、クリスマス会、お別れ会 

             



イ．くまっこくらぶ  

①地  区 熊坂小学校の通学区 

   ②場  所 熊坂小学校 

   ③開所日時 月曜日から金曜日:下校時～午後６時３０分 

         土曜日・長期休暇: 午前７時３０分～午後６時３０分 

   ④事業実績 

実施回数 ２８８回  

実利用人数 ５４名  

利用延人数 ６，１５４名  

⑤そ の 他 くまっこだより発行、歓迎会、お誕生日会、避難訓練、保護者説明会、買物デー、夏休みｲﾍﾞﾝﾄ 

（くまっこまつり、ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟｰﾃｨｰ、手品鑑賞、ジオ講座、お化け屋敷、お話し会、ｷﾝﾎﾞｰﾙ等）、 

 ボランティアによる将棋、ハロウィンパーティー、クリスマス会、お別れ会 

 

ウ．といっこくらぶ   

①地  区 土肥小中一貫の通学区 

   ②場  所 土肥小中一貫校内 

   ③開所日時 月曜日から金曜日:下校時～午後６時３０分 

         土曜日・長期休暇: 午前７時３０分～午後６時３０分 

   ④事業実績 

実施回数 ２６２回 

実利用人数 １６名 

利用延人数 ２，１９２名 

⑤そ の 他 避難訓練、保護者懇談、恵明学園とのカンファレンス、といっこだより発行、誕生日会クリスマス会、お別 

れ会、保護者説明会 



（２）城山活動支援センター管理運営事業 

 ①施設名称 城山活動支援センター（伊豆市本立野５３１－１） 

    ②開館日時 月～日曜日（年末年始は除く。）午前９時～午後９時 

    ③管理内容 利用者管理、防災点検、会館内修繕、草取、会館内清掃、避難訓練等  

 ④利用実績  

年間利用件数    ３６８件  

年間利用者数 ６，４０２名    

 

（３）中伊豆保健福祉センター管理運営事業  

①施設名称 伊豆市中伊豆保健福祉センター（伊豆市八幡３３－１） 

   ②開館日時 月～日曜日（年末年始は除く。）午前９時～午後９時 

   ③管理内容 利用者管理、防災点検、会館内修繕、草取、会館内清掃等 

   ④利用実績  

年間利用件数 ４８２件  

年間利用者数 １０，６６５名  

⑤内容詳細 草刈、芝刈、草取、除草剤散布、花壇整備、防災訓練、会館内修繕、各種警報器作動確認（温泉ポンプ、 

トイレ）、水道断水対応、消防署立入検査、東部保健所立入検査、消防設備日常点検等  

 

（４）手話奉仕員養成講座（入門編・基礎編）[平成３０年 ５月 ７日～平成３１年 ２月１２日] 

開講回数 講座 
４０回 

（全４０回） 
講義 

２回 

（全２回） 

開催場所 修善寺生きいきプラザ 

参加者人数  ７名 

内修了者人数  ６名 



（５）生活困窮者自立支援事業  

①自立相談支援事業 

相談件数                                （単位：件） 

月 新規相談総件数 プラン作成 支援調整会議開催 

４月 ４ ０  

５月 ５ ０  

６月 ２ ０  

７月 ３ ３ プラン作成：３、評価：４ 

８月 ３ ０  

９月 ５ ２ プラン作成；２、評価：１ 

１０月 ９ ０  

１１月 ６ ０  

１２月 ６ ３ プラン作成：３ 

１月 ４ ０  

２月 ６ ３ プラン作成：３、評価２ 

３月 ６ ０ 評価２ 

合計 ５９ １１ ２０ 

 

 

 

 

 

 

 



②家計相談支援事業 

相談件数                                (単位：件) 

月 新規相談総件数 プラン作成 支援調整会議開催 

４月 ０ ０  

５月 ０ ０  

６月 ０ ０  

７月 １ １ プラン作成：１、評価３ 

８月 ０ ０  

９月 ２ ２ プラン作成：２、評価１ 

１０月 ０ ０  

１１月 ０ ０  

１２月 １ １ プラン作成：１ 

１月 ０ ０  

２月 １ １ プラン作成：１、評価１ 

３月 ０ ０ 評価１ 

合計 ５ ５ １１ 

③食料支援実施件数   １１世帯・１３名・１９回  

 

 

 

 

 

 

 



（６）生活支援コーディネーター設置事業 

開催日 会議・研修名 主 催 内 容 

４月 ８日 駅前コミュニティ会館打合せ 地域住民 よってこ駅前のコミュニティ会館使用について 

４月 ８日 ニュータウン居場所打合せ 地域住民 友笑会（サロン・地域交通）打合せに参加 

４月２０日 ののはな打合せ 地域住民 修善寺温泉場地域の居場所づくり準備 

４月２５日 ひまわりの会訪問 修善寺包括 牧之郷地区高齢者の集いの場へ訪問・話し合い 

５月 ２日 ののはな打合せ 地域住民 修善寺温泉場地域の居場所づくり現地確認 

５月１２日 友笑会館オープニングセレモニー 地域住民 友笑会館（居場所）の開所式、市長参加 

６月２６日 別荘地サミット 中伊豆包括 中伊豆圏域の別荘地関係者による協議体 

７月１８日 徘徊できる地域づくり協議会 中伊豆包括 中伊豆圏域の認知症対応策のための協議体 

７月２５日 天城湯ヶ島ネットワーク会議 天城湯ヶ島包括 天城湯ヶ島圏域の関係者による協議体 

８月 ４日 友笑会館ビアガーデン 地域住民 友笑会館を活用した納涼イベント 

８月 ５日 ののはな開所式 地域住民 修善寺温泉場地域の居場所開所式、ロコトレ実施 

８月 ７日 八木沢協議体（パペロ） 国リハ 八木沢地域の関係者によるパペロ活用の協議体 

８月１０日 天城地域内交通検討会 総合戦略課 湯ヶ島地域の地域内交通の検討委員会 

８月１９日 筏場屋台村 地域住民 敬老会を兼ねた地域住民交流の場 

８月２８日 いいかげんな介護 中伊豆包括 中伊豆圏域の介護者のつどい 

９月 ７日 伊豆市ケア会議  長寿介護課 包括、関係機関、地域住民との協議体 

９月１９日 ＳＣ養成研修事例報告  県社協 県内東部地域のＳＣ養成研修での事例報告 

９月２１日 伊豆の国市居場所交流会事例報告  伊豆の国市社協 伊豆の国市居場所交流会での事例報告 

９月２６日 福祉サポーター講座 社協 住民向け福祉サポーター講座での講義 

９月２８日 別荘地サミット 中伊豆包括 中伊豆圏域の別荘地関係者による協議体 

１０月１２日 八木沢協議体（パペロ） 国リハ 八木沢地域の関係者によるパペロ活用の協議体 



開催日 会議・研修名 主 催 内 容 

１０月２４日 お買い物ツアー(大東会) 地域住民 法人車両を活用した運動＋食事・買い物ツアー 

１０月３０日 いいかげんな介護 中伊豆包括 中伊豆圏域の介護者のつどい 

１１月 ７日 持越ふれあいサロン 地域住民 つくしんぼ会員によるロコトレ指導 

１１月１６日 ミニ講座（がんばろう会） 地域住民 ロコトレＯＢ会に向けた啓発講座 

１１月１９日 きらきら隊井戸端会議 土肥包括 きらきら隊、つくしんぼ会員向け啓発講座 

１１月２１日 支えあいの会(仮) 社協(ＳＣ) 介護者ＯＢを中心とした支えあい勉強会 

１１月２２日 ミニ講座（木曜会） 地域住民 ロコトレＯＢ会に向けた啓発講座 

１１月３０日 お買い物ツアー(がんばろう会) 地域住民 法人車両を活用した運動＋食事・買い物ツアー 

１２月 ３日 介護予防ボランティア養成講座 長寿介護課 介護予防ボランティア養成講座にて話 

１２月 ５日 伊豆市ケア会議  長寿介護課 包括、関係機関、地域住民との協議体 

１２月 ６日 お買い物ツアー(木曜会) 地域住民 法人車両を活用した運動＋食事・買い物ツアー 

１月１１日 天城地域内交通検討会 総合戦略課 湯ヶ島地域の地域内交通の検討委員会 

１月２１日 天城湯ヶ島ネットワーク会議 天城湯ヶ島包括 天城湯ヶ島圏域の関係者による協議体 

１月２２日 修善寺ケア会議 修善寺包括 修善寺圏域の関係者による協議体 

１月２３日 

１月３０日  

２月 ６日  

生活支援サービス担い手養成研修

（CHOCOTTO ～ちょこっと～） 
社協(ＳＣ) 

伊豆市における生活支援サービス担い手の養成研

修。伊豆市のカリキュラムに従い、外部講師によ

る３日間の研修 

１月３０日 徘徊できる地域づくり協議会 中伊豆包括 中伊豆圏域の認知症対応策のための協議体 

２月２２日 土肥圏域ネットワーク会議 土肥包括 土肥圏域の関係者による協議体 

３月 １日 ミニ講座（金曜会） 地域住民 ロコトレＯＢ会に向けた啓発講座 

３月 １日 クラブ柏久保打合せ 地域住民 男性の為の居場所について相談・対応 

３月１２日 土肥個別ケア会議 土肥包括 による協議体 



開催日 会議・研修名 主 催 内 容 

３月１５日 ミニ講座（城） 地域住民 ロコトレＯＢ会に向けた啓発講座 

３月１８日 お買い物ツアー(大東会) 地域住民 法人車両を活用した運動＋食事・買い物ツアー 

３月２０日 別荘地サミット 中伊豆包括 中伊豆圏域の別荘地関係者による協議体 

３月２６日 つくしんぼ井戸端会議 土肥包括 つくしんぼ会員、ロコトレＯＢ会による話し合い 

３月２７日 ミニ講座（八岳） 地域住民 ロコトレＯＢ会に向けた啓発講座 

毎週木曜日 よってこ駅前訪問 地域住民 平均５０名程度参加する伊豆市を代表する居場所 

毎月第 1･3 火曜日 生涯現役プロジェクト 地域住民 高齢者の活動意欲を引き出すＰＰＫ作戦、協議体 

毎月第 1･3 木曜日 
柏久保居場所 in 老人憩いの家 

⇒クラブ柏久保  
地域住民 

男性の為の居場所、ロコトレ体操実施中 

毎月第２日曜日 友笑会打合せ 地域住民 友笑会メンバーによる打合せ・意見交換 

毎月第３木曜日 地域包括支援センター連絡会 長寿介護課 ４半期ごとＳＣ主体で包括との情報・意見交換 

毎月第３木曜日 修善寺包括との打ち合わせ 修善寺包括 修善寺圏域におけるＳＣと包括の情報・意見交換 

毎月末（目安） 天城湯ヶ島包括との打ち合わせ 天城湯ヶ島包括 天城圏域におけるＳＣと包括の情報・意見交換 

毎月末（目安） 中伊豆地域戦略会議 中伊豆包括 中伊豆圏域におけるＳＣと包括の情報・意見交換 

偶数月第４月曜日 居場所・支えあい勉強会 社協(ＳＣ) 居場所・支えあい活動の勉強、情報交換会 

 

 

 

 

 

 

 

 



（７）市民後見人育成事業  

  ①市民後見人養成研修 

開催日 内 容 会 場 

８月２４日 市民後見人養成研修説明会 三島市社会福祉会館 

８月２７日 市民後見人養成研修説明会 韮山福祉保健センター 

１０月 ４日 市民後見人養成研修３市１町打ち合わせ 三島市社会福祉会館 

１０月１６日 市民後見人養成研修（第１回） 三島市社会福祉会館 

１０月２３日 市民後見人養成研修（第２回） 三島市社会福祉会館 

１０月３０日 市民後見人養成研修（第３回） 三島市社会福祉会館 

１１月 ８日 市民後見人養成研修（第４回） 三島市社会福祉会館 

１１月１５日 市民後見人養成研修（第５回） 三島市社会福祉会館 

１１月２０日 市民後見人養成研修（第６回） 三島市社会福祉会館 

１１月２７日 市民後見人養成研修（第７回） 三島市社会福祉会館 

１２月 ５日 市民後見人養成研修（第８回）体験実習 ふらっと月ヶ瀬 

１月１５日 市民後見人養成研修（第９回） 三島市社会福祉会館 

１月２２日 市民後見人養成研修（第 10 回） 三島市社会福祉会館 

１月２９日 市民後見人養成研修（第 11 回） 三島市社会福祉会館 

２月 ５日 市民後見人養成研修（第 12 回） 三島市社会福祉会館 

  ②研修受講者   ４名  

  ③研修修了者   ４名  

 

 

 

 



５ 介護保険事業所 

（１）居宅介護支援事業【ふれあい居宅介護支援事業所】 

ア．要介護利用実績  （単位：件） 

職員配置（常勤専従） ４ 

実績件数 １,１６６ 

内
訳 

要介護１ ４１０ 

要介護２ ３７０ 

要介護３ ２４６ 

要介護４ ９７ 

要介護５ ４３ 

 

イ．介護予防居宅介護支援事業（単位：件） 

実施件数 ３２１ 

 

ウ．総合事業               （単位：件） 

ケアマネジメントＡ １３６  

ケアマネジメントＢ ３３  

 

エ．要介護認定調査事業   （単位：件） 

伊豆市内 ９４  

伊豆市外 ５  

合  計 ９９  

 

 



（２）訪問介護事業【伊豆市社協訪問介護事業所】  

ア.職員配置                （単位：人） 

職種 就業形態 人数 

管理者 常勤兼務 １ 

サービス提供責任者 
常勤専従 １ 

常勤兼務 １ 

介護職員 
常勤専従 １ 

非常勤専従 １０ 

合計 
常勤 

専従 ２ 

兼務 １ 

非常勤専従 １０ 

 

イ.介護保険実績 

①利用実績                           （単位:人） 

合計 
介護度別延人数内訳 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

２５７ ９４ ７４ ５３ ８ ２８ 

 

②派遣内容実績 

区分 派遣回数 派遣時間 

身体介護 ９９５回 ５８９時間 

生活援助 ７９７回 ７５９時間 

身体生活 ５７１回 ６８１時間 



ウ.総合事業介護相当サービス事業 

利用延人数 ２４２名  

利用実人数 ５０名  

派遣時間数 １，８５２時間  

 

エ.総合事業訪問型サービスＡ事業 

利用延人数 １０７名  

利用実人数 ２１名  

派遣時間数 ３８８時間  

 

６ 障害福祉サービス事業 

（１）伊豆市社協訪問介護事業所 

ア.職員配置                （単位：人） 

職種 就業形態 人数 

管理者 常勤兼務 １ 

サービス提供責任者 
常勤専従 １ 

常勤兼務 １ 

介護職員 
常勤専従 １ 

非常勤専従 １０ 

合計 
常勤 

専従 ２ 

兼務 １ 

非常勤専従 １０ 

 

 



イ.実績 

①利用実績                                      （単位：人） 

合計 
介護度別延人数内訳 

区分なし 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

２３４ ２７ ４３ ６８ ６０ １２ １２ １２ 

 

②派遣実績 

区分 派遣回数 派遣時間 

身体介護 ６９４回 ６５９時間 

家事援助 １，５１４回 ９９４時間 

同行援護 ２１５回 ２７９時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 社会福祉充実計画について   

計 画 名  平成２９年度～平成３８年度社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会 社会福祉充実計画 

残額総額    平成３０年度末現在 ５０,２２０,０００円 

使  途   

検討順 検討結果 

①社 会 福 祉 事 業 及

び公益事業（小規模

事業） 

（1）居宅介護支援事職員の業務環境の改善、事業所の拡充のため車両の購入。 

実施時期  平成３０年７月１日から平成３１年３月３１日 

事業費積算    １,１６０,０００円 

平成３０年度実績   ８７９,０８０円車両購入（ダイハツミライース） 

（2）地域福祉委員会を軸とした、地域共生社会の実現に向け、支え合う地域づく

り強化のため、新たな人材の雇い入れを行う。 

 実施時期  平成３０年７月１日から平成３９年３月３１日 

   事業費積算    ４９,０６０,０００円 

②地域公益事業 ①の取組を実施する結果、残額は生じないため実施はしない。 

③ ①及び②以外 

の公益事業 

①の取組を実施する結果、残額は生じないため実施はしない。 

 

８ その他 

（１）共同募金事業への協力  

 

（２）伊豆市民生委員児童委員協議会活動への協力  

ア.伊豆市民生委員児童委員協議会会議への出席（毎月１回） 

イ.各地区民生委員児童委員協議会会議への出席（４地区毎、月１回） 

 



（３）福祉団体等自主的運営の支援  

伊豆市老人クラブ連合会、伊豆市手をつなぐ育成会、伊豆市戦没者遺族会 

 

（４）福祉団体等補助金の交付  

団体名 補助金交付額 

伊豆市民生委員児童委員協議会 ５，２４９，０００円 

伊豆市老人クラブ連合会 ３，２７４，０００円 

伊豆市手をつなぐ育成会 ６６０，０００円 

伊豆市戦没者遺族会 ９９３，０００円 

 

（５）静霊奉賛会会費納入  

無縁仏供養助成金支払（土肥・修善寺） 

  

（６）伊豆総合高等学校文化祭協力（ブース設置）  

    期 日：平成３０年６月３日（日） 

    内 容：高校生活動ＰＲ、社協事業ＰＲ・チラシ配布、高校生福祉体験 in いずの報告・ＰＲ、共同募金ＰＲ 

 

※ 事業報告付付属明細書 該当事項ありません 


