
対　象　者

料金／回

利用可能回数

180円

週１回
※チェックリスト対象者とは…介護認定を受けていない方で質問票により生活機能の低下がみられた方です。

190円

週１回

200円

週２回

チェックリスト対象者 要 支 援 １ 要 支 援 ２

　７月３日㈪より、楢葉町保健福祉会館３階において
半日コースの介護予防事業が始まりました。
　対象となる方は、要支援１・要支援２・チェックリ
スト対象者です。
　５種類のリハビリマシンによる運動機能の維持・活
性化のほか、ボールやチューブなどを使った運動を取
り入れ、筋力・体力の向上を図ります。
　初日のこの日は、午前の部と午後の部で11名の方
が利用されました。
　自己紹介に続いて、体をほぐす運動や頭の体操をしたあと体力測定を行いました。　

楢葉町保健福祉会館で
介護予防事業が始まりました！

■ご利用の相談やお問合せは

楢葉町地域包括支援センター　☎ 0240－25－4155 へ

開所曜日　月　水　木（祝日・お盆・年末年始を除く）
時　　間　午前のコース（9:30～11:30）／午後のコース（13:30～15:30）
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介護保険収入
36,476,470円（5.2％）

貸付事業償還金収入
155,000円（0.1％）
利用料収入
3,115,482円（0.4％）

寄附金収入1,937,423円（0.3％）

前年度繰越金
5,514,625円（0.8％）

補助金収入42,525,990円（6.1％）

受託金収入
160,812,784円
（23.2％）

積立資産取崩収入
440,477,934円
（63.5％）

雑収入・利息収入
479,170円（0.1％）

次年度繰越金
6,277,411円（0.9％）

返還金支出
4,496,128円（0.6％）

固定資産取得支出
26,877,934円（3.9％）

サービス区分間繰入金支出
1,940,000円
（0.3％）

共同募金配分金事業支出
621,990円（0.1％）

寄附金支出
400,000,000円
（57.6％）

事務費支出30,806,190円
（4.4％）

事業費支出24,259,189円（3.5％）

貸付事業貸付金支出
150,000円（0.1％）

人件費支出
189,862,601円
（27.4％）

支
　出

退職給付金支出
8,143,435円（1.2％）

サービス区分間繰入金収入
1,940,000円（0.3％）

支出総額
693,434,878円

収入総額
693,434,878円

収
　入

平成28年度 楢葉町社会福祉協議会

事業・決算報告
事 業 報 告〈概略〉

１．組織・運営
理事会３回　　評議員会２回　　監事会１回
評議員選任・解任委員会１回
中期社会福祉活動ビジョンの策定

２．財源の確保
赤い羽根共同募金運動
①募金箱設置　３ヶ所　75,884円
②職域募金      １件　　58,395円

３．日本赤十字社楢葉町分区事業
多額寄付金納入者　 64件　 1,410,000円

４．広報調査活動　
⑴社協広報紙「はぴねす」発行　
　６回　計23,400部
⑵ホームページの開設

５．地域福祉サービス
⑴介護保険サービス事業
①居宅介護支援事業〈いわき〉
総合相談支援　2,672件　ケアプラン作成　829件
各種申請代行　　　4件　更新申請　　　　　31件
住宅改修工事　　 12件　福祉用具購入　　　5件
相談人数　 延1,617名
②通所介護事業
契約　34件　開所　251日　利用者　延3,702名

③訪問介護事業
契約　 6件　訪問日数　延139日
訪問件数　延178件

④障害者ホームヘルプサービス事業
契約　 1件　訪問日数　延51日
訪問件数　延51件

⑵在宅福祉サービス事業（町受託）
①介護予防ホームヘルプサービス事業　延151件
②理美容サービス事業　０件
③家族介護用品支援事業（紙おむつ券支給）214,458円
④配食サービス事業　食数 延1,084食
⑤外出支援サービス事業　延34件
⑥車いす同乗軽自動車貸出　延7件　
⑦老人日常生活用具（緊急通報）貸与事業　11台
⑶介護予防事業　出張介護予防教室
（いわき地区…いわき市四倉・林城・相子島・飯
野・高久第５・６を除く仮設住宅集会所）
月曜日　空の家　　　　43回／　591名
　　　　高久第10（第１）2回／　 18名
火曜日　上荒川（第１） 46回／　 62名
　　　　上荒川（第３） 47回／　414名
　　　　サロンふらっと28回／　380名
水曜日　高久第８　　　47回／　383名　
木曜日　高久第９　　　47回／　279名
　　　　内郷白水　　　45回／　210名
金曜日　空の家　　　　48回／　527名
　　　　高久第10（第１）1回／　　7名
　　　　作町　　　　　49回／　368名
移動教室サイクリングターミナル（花見） 3回／　 55名
　　　　　　 　総計　406回／3,894名

６．高齢者福祉対策事業
⑴敬老会（協力）
⑵老人クラブ連合会事業（楢葉町老人クラブ連合会事務局）

７．障害者福祉対策事業
楢葉町手をつなぐ親の会（富夢想野の会）活動支援

８．児童福祉対策事業
児童館の運営（空の家）
　開所　238日／利用者　延2,865名

９．遺族福祉対策事業（楢葉町遺族会　事務局）
⑴福島県並びに双葉郡遺族会主催事業への参加　
⑵総会・役員会開催
⑶楢葉町戦没者追悼式慰霊祭（H28.11.18）

10．ボランティアセンター事業
⑴外出支援サービス運転
登録者　6名　活動　延15件／活動者 延15名
⑵サマーショートボランティアスクール
申込者　5名　活動　延13件／活動者 延22名
⑶育児ボランティア
登録者　4名　活動　1件／活動者　2名

11．心配ごと相談所の運営
通常相談　開所日数24日

12．地域包括支援センター運営事業（町受託）
⑴総合相談支援　相談件数　4,770件
　　　　　　　　申請代行　　208件
⑵権利擁護業務

⑶包括的・継続的ケアマネジメント
①介護支援専門員の情報交換・意見交換会の実施
②介護支援専門員からの相談に対する支援
③学習会の開催
⑷介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
①介護予防給付・総合事業対象者に対する介護予防
プランの作成及び評価　延643件

②総合事業のみ対象者に対する介護予防プランの作
成及び評価　延175件

⑸地域包括ケアシステム構築に向けた事業
①地域共生ケア会議の開催
いわき地区　月１回　　会津地区　月１回
随時ケース検討会　13回
②認知症施策の推進

13．楢葉町民生児童委員協議会運営事業（事務局）
⑴定例会開催（毎月１回）
⑵友愛訪問活動　延18,405回
⑶相談支援活動　延　　 38件　
⑷事業・会議・研修会参加他地域福祉活動　延1,106日
⑸年間活動日数　延　2,297日

14．各種福祉資金貸付事業
生活援助資金貸付事業
　貸付２件　1500,000円／償還３件　155,000円
生活福祉資金貸付事業【県社協受託】
　貸付０件　　　　0円／償還44件　648,460円

15．日常生活自立支援事業（あんしんサポート）
判断能力が低下している方の自立支援事業
契約　５件／援助　延95回

16．サポートセンターならは【いわき】
（楢葉町高齢者等サポート拠点）の運営
⑴介護予防教室　　　　　　230日／延3,307名
⑵各種ボランティア受入れ　126回／延　312名　
⑶会場貸出　　　　　　　　 24回／延　362名

17．サポートセンターならは【会　津】
（楢葉町高齢者等サポート拠点）の運営
⑴介護予防教室　　　　　　253日／延1,301名
⑵各種ボランティア受入れ　 89回／延　139名
⑶会場貸出　　　　　　　　 33回／延　296名
⑷血圧測定　　　　　　　利用者数／　1,450名

18．サポートセンター空の家
　　（楢葉町高齢者等サポート拠点）の運営

⑴介護予防教室　91回／延1,118名
⑵各種ボランティア受入れ
①ゆずり葉学習会（中学生対象の学習指導ボラン
ティア）　　　　　92回／延348名
②学生ボランティア　10回／延　42名
　　　　　　　総計　102回／　390名
⑶会場貸出利用回数　146回／延2,819名
民生児童委員協議会・老人クラブ事業・楢葉町
役場事業・行政区行事等

19．グループホームならは（短期滞在施設）の運営
事業・イベントの会場としての貸出
　いわき　１日／６名　会津　23日／延256名

20．生活支援相談員配置事業（いわき21名・会津2名）
⑴借上げ住宅・仮設住宅訪問
　仮設住宅　　　　　　　延125,918件
　借り上げ住宅　　　　　延　5,407件
　楢葉町内　　　　　　　延　4,446件
　他地域での生活再建　　延　1,714件
　その他　　　 　 　 　 延　　751件
　総訪問件数　　　　　　　138,236件
⑵町民交流サロンの運営
　いわき　　　　　　　25回
　会　津　　　　　　　14回
　楢葉町（ふらっと）　236回
　総開催数　　　　　 275回

▲老人クラブ会員と児童館児童との世代交流会

❷ ❸



介護保険収入
36,476,470円（5.2％）

貸付事業償還金収入
155,000円（0.1％）
利用料収入
3,115,482円（0.4％）

寄附金収入1,937,423円（0.3％）

前年度繰越金
5,514,625円（0.8％）

補助金収入42,525,990円（6.1％）

受託金収入
160,812,784円
（23.2％）

積立資産取崩収入
440,477,934円
（63.5％）

雑収入・利息収入
479,170円（0.1％）

次年度繰越金
6,277,411円（0.9％）

返還金支出
4,496,128円（0.6％）

固定資産取得支出
26,877,934円（3.9％）

サービス区分間繰入金支出
1,940,000円
（0.3％）

共同募金配分金事業支出
621,990円（0.1％）

寄附金支出
400,000,000円
（57.6％）

事務費支出30,806,190円
（4.4％）

事業費支出24,259,189円（3.5％）

貸付事業貸付金支出
150,000円（0.1％）

人件費支出
189,862,601円
（27.4％）

支
　出

退職給付金支出
8,143,435円（1.2％）

サービス区分間繰入金収入
1,940,000円（0.3％）

支出総額
693,434,878円

収入総額
693,434,878円

収
　入

平成28年度 楢葉町社会福祉協議会

事業・決算報告
事 業 報 告〈概略〉

１．組織・運営
理事会３回　　評議員会２回　　監事会１回
評議員選任・解任委員会１回
中期社会福祉活動ビジョンの策定

２．財源の確保
赤い羽根共同募金運動
①募金箱設置　３ヶ所　75,884円
②職域募金      １件　　58,395円

３．日本赤十字社楢葉町分区事業
多額寄付金納入者　 64件　 1,410,000円

４．広報調査活動　
⑴社協広報紙「はぴねす」発行　
　６回　計23,400部
⑵ホームページの開設

５．地域福祉サービス
⑴介護保険サービス事業
①居宅介護支援事業〈いわき〉
総合相談支援　2,672件　ケアプラン作成　829件
各種申請代行　　　4件　更新申請　　　　　31件
住宅改修工事　　 12件　福祉用具購入　　　5件
相談人数　 延1,617名
②通所介護事業
契約　34件　開所　251日　利用者　延3,702名
③訪問介護事業
契約　 6件　訪問日数　延139日
訪問件数　延178件
④障害者ホームヘルプサービス事業
契約　 1件　訪問日数　延51日
訪問件数　延51件

⑵在宅福祉サービス事業（町受託）
①介護予防ホームヘルプサービス事業　延151件
②理美容サービス事業　０件
③家族介護用品支援事業（紙おむつ券支給）214,458円
④配食サービス事業　食数 延1,084食
⑤外出支援サービス事業　延34件
⑥車いす同乗軽自動車貸出　延7件　
⑦老人日常生活用具（緊急通報）貸与事業　11台
⑶介護予防事業　出張介護予防教室
（いわき地区…いわき市四倉・林城・相子島・飯
野・高久第５・６を除く仮設住宅集会所）
月曜日　空の家　　　　43回／　591名
　　　　高久第10（第１）2回／　 18名
火曜日　上荒川（第１） 46回／　 62名
　　　　上荒川（第３） 47回／　414名
　　　　サロンふらっと28回／　380名
水曜日　高久第８　　　47回／　383名　
木曜日　高久第９　　　47回／　279名
　　　　内郷白水　　　45回／　210名
金曜日　空の家　　　　48回／　527名
　　　　高久第10（第１）1回／　　7名
　　　　作町　　　　　49回／　368名
移動教室サイクリングターミナル（花見） 3回／　 55名
　　　　　　 　総計　406回／3,894名

６．高齢者福祉対策事業
⑴敬老会（協力）
⑵老人クラブ連合会事業（楢葉町老人クラブ連合会事務局）

７．障害者福祉対策事業
楢葉町手をつなぐ親の会（富夢想野の会）活動支援

８．児童福祉対策事業
児童館の運営（空の家）
　開所　238日／利用者　延2,865名

９．遺族福祉対策事業（楢葉町遺族会　事務局）
⑴福島県並びに双葉郡遺族会主催事業への参加　
⑵総会・役員会開催
⑶楢葉町戦没者追悼式慰霊祭（H28.11.18）

10．ボランティアセンター事業
⑴外出支援サービス運転
登録者　6名　活動　延15件／活動者 延15名

⑵サマーショートボランティアスクール
申込者　5名　活動　延13件／活動者 延22名

⑶育児ボランティア
登録者　4名　活動　1件／活動者　2名

11．心配ごと相談所の運営
通常相談　開所日数24日

12．地域包括支援センター運営事業（町受託）
⑴総合相談支援　相談件数　4,770件
　　　　　　　　申請代行　　208件
⑵権利擁護業務

⑶包括的・継続的ケアマネジメント
①介護支援専門員の情報交換・意見交換会の実施
②介護支援専門員からの相談に対する支援
③学習会の開催

⑷介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
①介護予防給付・総合事業対象者に対する介護予防
プランの作成及び評価　延643件

②総合事業のみ対象者に対する介護予防プランの作
成及び評価　延175件

⑸地域包括ケアシステム構築に向けた事業
①地域共生ケア会議の開催
いわき地区　月１回　　会津地区　月１回
随時ケース検討会　13回

②認知症施策の推進
13．楢葉町民生児童委員協議会運営事業（事務局）

⑴定例会開催（毎月１回）
⑵友愛訪問活動　延18,405回
⑶相談支援活動　延　　 38件　
⑷事業・会議・研修会参加他地域福祉活動　延1,106日
⑸年間活動日数　延　2,297日

14．各種福祉資金貸付事業
生活援助資金貸付事業
　貸付２件　1500,000円／償還３件　155,000円
生活福祉資金貸付事業【県社協受託】
　貸付０件　　　　0円／償還44件　648,460円

15．日常生活自立支援事業（あんしんサポート）
判断能力が低下している方の自立支援事業
契約　５件／援助　延95回

16．サポートセンターならは【いわき】
（楢葉町高齢者等サポート拠点）の運営
⑴介護予防教室　　　　　　230日／延3,307名
⑵各種ボランティア受入れ　126回／延　312名　
⑶会場貸出　　　　　　　　 24回／延　362名

17．サポートセンターならは【会　津】
（楢葉町高齢者等サポート拠点）の運営
⑴介護予防教室　　　　　　253日／延1,301名
⑵各種ボランティア受入れ　 89回／延　139名
⑶会場貸出　　　　　　　　 33回／延　296名
⑷血圧測定　　　　　　　利用者数／　1,450名

18．サポートセンター空の家
　　（楢葉町高齢者等サポート拠点）の運営

⑴介護予防教室　91回／延1,118名
⑵各種ボランティア受入れ
①ゆずり葉学習会（中学生対象の学習指導ボラン
ティア）　　　　　92回／延348名
②学生ボランティア　10回／延　42名
　　　　　　　総計　102回／　390名

⑶会場貸出利用回数　146回／延2,819名
民生児童委員協議会・老人クラブ事業・楢葉町
役場事業・行政区行事等

19．グループホームならは（短期滞在施設）の運営
事業・イベントの会場としての貸出
　いわき　１日／６名　会津　23日／延256名

20．生活支援相談員配置事業（いわき21名・会津2名）
⑴借上げ住宅・仮設住宅訪問
　仮設住宅　　　　　　　延125,918件
　借り上げ住宅　　　　　延　5,407件
　楢葉町内　　　　　　　延　4,446件
　他地域での生活再建　　延　1,714件
　その他　　　 　 　 　 延　　751件
　総訪問件数　　　　　　　138,236件
⑵町民交流サロンの運営
　いわき　　　　　　　25回
　会　津　　　　　　　14回
　楢葉町（ふらっと）　236回
　総開催数　　　　　 275回

▲老人クラブ会員と児童館児童との世代交流会

❷ ❸



　平成29年４月１日に社会福祉法の一部が施行され、福祉サービスの供給体制の整
備と充実を図るため、社会福祉法人制度において、組織経営のガバナンスの強化と
事業運営の透明性の向上等の改革が進められました。これに伴い、本会の評議員・
理事・監事の構成等が次のように変わりました。

理　　事
社会福祉事業の経営に関する
識見を有する者や福祉に関する
実情に通ずる者等として、本会
では行政区長や民生児童委員協
議会等の代表者６名以上８名以
内で構成しています。
全ての理事で理事会を構成し、
本会の業務執行の決定や理事の
職務の執行の監督、理事長の選
定及び解職等の職務を行います。

評 議 員
社会福祉法人の適正な
運営に必要な識見を有す
る者として、本会では、関
係団体の代表７名以上12
名以内で構成しています。
全ての評議員をもって
評議員会を構成し、本会
の基本的なルールや体制
の決定を行う議決機関と
して職務を行います。

監　　事
社会福祉事業の経

営に関する識見を有
する者及び財務管理
に関して識見を有す
る者２名で構成して
います。
監事は、理事の職

務の執行及び財務を
監査し、監査報告書
を作成します。

社会福祉法の一部改正に伴なう定款変更により

楢葉町社会福祉協議会の運営体制が新しくなりました

■経営組織の概要

定款変更、
決算承認等の
議案提出

財務等の監査報告

理事の選任・解任

職務執行・決算書類の監査・調査、行為差し止め

選任・解任

評議員会
（議決機関）

理 事 会
（執行機関）

監　　事
（監査機関）

おめ
でと
うございます

祝
100歳
祝
100歳

　５月21日にめでたく満100歳になられた
磐城さんの長寿をお祝いし、楢葉町社会
福祉協議会並びに楢葉町老人クラブ連合
会よりお祝金を贈呈いたしました。
　明るく陽気なミヨノさん。これからも
ますますお元気で! !

磐城　ミヨノ さん
（下小塙）

❹



楢葉町民生児童委員協議会
６月２日、厚生労働大臣の委嘱状が松本幸英町長より下記の方々へ伝達されました。

平成28年度　民生児童委員活動報告

大和田　一治 委員
（松　館）

能々　慶子 委員
（下繁岡）

早川　仁子 委員
（上小塙）

山内　ハマ子 委員
（北　田）

鈴木　裕子 委員
（下井出）

■訪問回数
①友愛訪問 …………… 18,358回
②その他の訪問 …………… 47回

合計 18,405回

■連絡調整回数
①委員相互 …………………763回
②その他の関係機関 ………766回

合計 1,529件

■活動件数
①調査・実態把握 ……………………… 236件
②行事・事業・会議への参加協力 …… 215件
③地域福祉活動・自主活動 …………… 59件
④民児協運営・研修 …………………… 585件
⑤証明事務 ……………………………… 11件

合計 1,106件
年間活動日数　　延2,297日

　６月８日㈭、大谷集会所と上小塙集会所は久しぶりに近隣住民の笑い声に包まれました。
　声をかけ合い乗り合わせて参加した方、25分かけて歩いて来た方など、集会所に来る
までの間に支え合いや介護予防の場面が見られ、自分たちの地域を元気にするための意見
もたくさん聞かれました。
　地域の方々が集い、身体を動かし、近況報告などのおしゃべりに「６年ぶりに集会所が
よろこんでいる！」とつぶやいた方もいます。

楢葉町地域包括ケアシステム構築へ
　～ステップ①～ 地域ミニデイが動き出しました！

　そこに暮らす人々が集い、つながり、“支え合い”や“助け合い”が日常の
一部分となって、すでに楢葉町の地域づくりは始まっています。

■大谷ミニデイ　　毎月第２木曜日 10:00～12:00（大谷集会所）
■上小塙ミニデイ　毎月第２金曜日 10:00～12:00（上小塙集会所）

定期開催中！
皆さんの参加を
お待ちして
ま～す。

from 楢葉町地域包括支援センター

上　小　塙大　　　谷

❺



社会福祉
法　　人 楢葉町社会福祉協議会

サポートセンター 空の家
〒970-0225
いわき市平上山口字小喜目作34-1
事務局／児童館／介護予防事業
電話 0246－38－8680
FAX 0246－28－2072

地域包括支援センター
電話 0246－38－8681
FAX 0246－28－2072デイサービスセンター やまゆり荘

〒979-0513
双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入31-1
通所介護事業／訪問介護事業
居宅介護事業／総合事業
電話 0240－25－1077
FAX 0240－25－1078
Mail:yamayuri@orion.ocn.ne.jp

サポートセンターならは（会津）
〒969-6207
大沼郡会津美里町字宮里96（宮里仮設住宅内）
介護予防事業・生活支援相談員事務所（会津）
電話 0242－55－0177
FAX 0242－54－7879

サポートセンターならは（いわき）
〒970-0226
いわき市平下山口字大沢1-7（高久第10仮設住宅内）
介護予防事業／居宅介護支援事業所
電話 0246－46－2090
FAX 0246－29－2792

サロンふらっと
〒979-0604
双葉郡楢葉町大字北田字中満296-1
（あおぞらこども園　子育て支援センター内）
電話 0240－23－6227
FAX 0240－23－6228

生活支援相談員事務所（いわき）
〒970-0226
いわき市平下山口字大沢1-7（高久第10仮設住宅内）
電話 0246－84－7151
FAX 0246－84－7152

楢葉町保健福祉会館
〒979-0604
双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-5
事務局
電話 0240－25－4157
FAX 0240－25－4620
Mail:narahashakyo@oboe.ocn.ne.jp

地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護予防事業
電話 0240－25－4155
FAX 0240－25－4156
Mail:naraha-houkatsu@car.ocn.ne.jp

心配ごと、なやみごとは

楢葉町心配ごと相談所へ

開所時間：13：00～16：00
場　　所：楢葉町保健福祉会館

開所日

７月
８月
９月

25日
8日・22日
12日・26日

毎月第２・４火曜日開所（祝日をのぞく）
※予約不要・秘密厳守

善意のご寄付ありがとうございました（平成29年4月1日～5月31日）

地区摘　　　要氏　　　名
渡辺　敏正 様
根本　正広 様
草野　和治 様
佐藤　清美 様
斎藤　一彦 様
齋藤　育孝 様
木幡　豊志 様
矢内　𠮷友 様
猪狩　光雄 様
渡部　　昇 様
西川　和稔 様
鈴木　洋一 様
大内　良友 様
宮本　法秀 様
新妻　一芳 様

故 渡邉清隆様御遺志金
故 根本ツネ子様御遺志金
故 草野仲子様御遺志金
故 坂本慶江様御遺志金
故 齋藤アヤ子様御遺志金
故 齋藤カツ子様御遺志金
故 木幡京子様御遺志金
故 矢内ヨシ子様御遺志金
故 猪狩マサ子様御遺志金
故 渡部千秋様御遺志金
故 西川和行様御遺志金
故 鈴木多喜男様御遺志金
故 大内義次郎様御遺志金
故 宮本洋子様御遺志金
故 新妻芳太郎様御遺志金

上井出
上井出
下井出
上井出
北　田
山田岡
北　田
前　原
山田岡
下井出
上小塙
繁　岡
下井出
波　倉
大　谷

❻

※この広報紙の発行にあたっては、台湾共同募金配分金を使用させていただいております。


