
平成２６年度事業報告

Ⅰ 事業実績
（単位　円）

事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

01 法人運営事業 予算現額

執行済額

%

1 (101)理事会等 予算現額

○ 執行済額

%

2 (102)評議員会 予算現額

○ 執行済額

%

3 (103)職員管理 予算現額

○ 職員人件費。 執行済額

%

4 (104)法人運営事務 予算現額

○ 執行済額

%
○

○

02 退職金積立事業 予算現額

　職員の退職に備えた積立金の運用を行いました。 執行済額

%

5 (201)退職金積立事業 予算現額

○ 職員の退職に備えた積立金の運用を行いました。 執行済額

%

社会福祉法人新会計基準に準拠した新しい会計システ
ムを稼動し、平成２７年度の完全移行の準備を行いま
した。

193,590

執行率 65.2

281,000

執行率

159,020

91,418,000

98.4

平成２６年度は、「第３次地域福祉活動計画」＜つながりづくりプラン２１＞の最終年
度として、「住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指して、地域福
祉事業の推進に取り組みました。
重点事業の主な取組みとしては、総務関係では、新たな地域福祉の方向性を探るべく、

第４次地域福祉活動計画の策定を進めました。また、自主財源の確保として、社協会費の
拡大に努めました。
地域福祉関係では、地区社協組織化推進において、新たな地区社協設立の支援をおこな

いました。地域コミュニティ運営支援では、地域サロン事業など地域活動を支援しまし
た。また、権利擁護体制の取組みとして、市民後見人養成を実施しました。さらに、公共
施設等巡回福祉車両「ぬくもり号」運行事業において、新たなルートの試行運行を開始し
充実を目指しました。
在宅福祉関係では、介護保険制度の改正により、社協として今後の介護保険事業の取組

みと、新たな「新介護予防給付」について検討しました。
　平成２６年度の各種事業の実施状況については、次のとおりです。

　地域福祉の推進役としての役割を達成するため、効率的で
迅速な組織運営を行うことに努めました。また、第４次地域
福祉活動計画の策定を行いました。

89,926,246

執行率

297,000

56.6

11,000

11,000

11,000

11,000

89.7

80,719,875

9,869,000

8,853,761

80,971,000

100.0

100.0

99.7

執行率

評議員会を開催し、市内の様々な団体から選出された
評議員から事業運営等の意見を伺いました。(3回)

執行率

執行率

社協の円滑な運営と、社協の役割を果たすため計画的な
法人運営の推進を図りました。

執行率

平成27年度～平成29年度の3か年度計画として、第４次地
域福祉活動計画の策定を行いました。

理事会を開催し、法人としての方針を決定しました。
(4回)



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

03 調査研究事業 予算現額

執行済額

%

6 (301)調査研究事業 予算現額

○ 執行済額

%

04 企画・広報事業 予算現額

　福祉意識の高揚を図ることを目的として行いました。 執行済額

%

7 (401)広報事業 予算現額

○ 執行済額

%

○

○

8 (402)顕彰事業 予算現額

○ 執行済額

%

9 (403)会員増強事業 ＜決算資料　Ｐ.１＞ 予算現額

○ 執行済額

%

・一般会員

・賛助会員

＜会員数＞

一般会員
賛助会員

10 (404)福祉啓発事業 予算現額

○ 市民まつりにてブース出店しました。　 執行済額

%

(件)

77
100.9
114.2

介護保険事業の今後の取組みと、介護保険制度改革に
よる新しい施策について研究・検討しました。

執行率

49,000

社協ホームページや職員ブログにより、タイムリー
な福祉情報の提供を行いました。

社会福祉に功績のあった方々の顕彰を行いました。
(表彰２団体、感謝１１人、福祉作文２名、ともしび
ポスター・絵本６名）
・開催日 平成２６年１２月７日（日）
・場　所 海老名市立総合福祉会館

社協えびな「ぬくもり通信」を８ページで年３回発行
し、全戸配布しました。(160,800部)

1,320

49,000

うち企業等

1,320

2.7

30,619

対前年度増減

(件) 率(%)
区分

執行率

(件)
30,522

2.7

5,086,000

執行率

（会費1,413,000円）

124,000

266

24年度

執行率

89.5

4,748,699

3,662,000

3,506,918

93.4

95.8

執行率

自治会、企業及び各種団体等の協力を得て、一般会員
や賛助会員の加入促進を図りました。特に賛助会員に
ついては、商工会議所の協力をいただき、企業・事業
所などの加入を拡大することができました。

308,000

58,151

30,885世帯 （会費6,166,900円）

275,742

46.9

529 542 619
30,885

執行率 89.6

96 105 171

311,000

278,504

執行率

　社協が、今後どのような役割を果たしていくべきかを調査
研究を行いました。

619人　

66 162.9

25年度 26年度
(件)

「ぬくもり通信」に企業等の有料広告を掲載し、
発行の財源としました。（延べ22社広告料612,000
円）



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

11 (406)ふれあい福祉事業 予算現額

○ 執行済額

%

②「ともしびショップぱれっと」との共同企画講座

③障害者週間キャンペーン

④ともしびﾎﾟｽﾀｰ絵本ｺﾝﾃｽﾄ市内応募作品表彰及び展示

05 助成事業 ＜決算資料　P.２＞ 予算現額

執行済額

%

12 (501)協力者育成事業／共同募金配分事業 予算現額

○ 執行済額

%

13 (502)福祉団体育成事業 予算現額
○ 執行済額

%

執行率

執行率

　各種団体の運営や活動を支援しました。

社協の活動に協力いただいた団体に対し、活動費を助
成しました。（６団体）

681,000

92.4

629,384

2,400,448

3,141,000

99.9

2,402,000

99.6

執行率 99.9

735,984

3,136,432

739,000

執行率

福祉団体に対し、活動費を助成しました。（14団体）

①ふれあい交流会
　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会・障害者団体連合会との共催
　開催日　　平成26年11月24日（月）
　内　容　　クリスマスコンサート（協力団体による
            生演奏・ダンス等）
　参加者　　障がい者と家族81名、ボランティア39名
　協力団体　Sapling Music Park Ebina実行委員会70名
　　　　　　(市内高校生及びOBによる音楽活動等)

ともしび運動の普及啓発を目的に、障がい者との交流
や支援を様々な事業を通じ実施しました。

市役所１階にある、ともしびショップの利用促進と市民
へのＰＲ、そして仲間づくりのきっかけを目的に開催

・ロザフィー教室（バラのアクセサリーづくり）
　　開催日  平成26年5月23日・27日・29日
　　参加者　27名

・アロマ教室（香りのスプレーづくり）
　　開催日  平成26年10月27日・29日・31日
　　参加者　33名

・ちりめん細工体験教室（布小物づくり）
　　開催日  平成27年1月26日・30日・2月3日
　　参加者　34名

障がい福祉課、こころのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ実行委員会の協力
　　期　間  平成26年12月3日～12月9日
　　場　所  市役所ロビー
　　内　容  ｸﾘｱﾌｫﾙﾀﾞｰ・チラシ配布
　　配　布  1,000部

　神奈川県社会福祉協議会主催の標記ｺﾝﾃｽﾄに応募
した市内応募作品（61作品）を市社協賞の地区審
査を実施した。(ﾎﾟｽﾀｰ小学低学年2作品、高学年2
作品、中高2作品、絵本1編)
　また、市役所ロビーにて作品の展示を行った。



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

06 ふれあいのまちづくり推進事業 ＜決算資料　P.6～9＞ 予算現額

執行済額

%

14 (705)ふれあいのまちづくり推進事業

○ ふれあいのまちづくり事業

%

○ サロン等の運営支援

・サロン助成金の交付　（６箇所）

・企画、運営の助言・支援

・新規立ち上げの支援　（１箇所）

○ 高齢者ふれあい見守り事業（常設サロン）

・ハッピーサロン銀の椅子（東柏ヶ谷）

・にこにこサロン（さつき町）

・ふれあいかみいま（上今泉）

・休憩所サロン（国分寺台）※新規立ち上げ支援

○ ふれあい訪問事業

・利用登録者　　105人

○ イベント機器の貸出し

15 (706)高齢者地域ふれあい事業／市委託事業 予算現額
○ 執行済額

%

５９自治会／補助額20,125,500円

対象者(75歳以上)／12,237人
参加者(全体)／3,521人(28.8％)

　地域の団体(自治会や地区社協等)に、地域活動やイ
ベントで使用する機器の貸出しを無料で行いました。

　(綿菓子機･ポップコーン機･かき氷機･的当てゲー
ム・プロジェクター・スクリーンなど)
貸出し件数215件

市の委託を受けて、自治会が実施する高齢者地域ふれ
あい事業（敬老事業）に対し、補助金を交付するとと
もに、実施にあたり送迎や運営などの協力をいたしま
した。

執行率

執行済額 8,805,612

85.3

予算現額 13,376,000

35,348,000

30,162,776

執行率

21,972,000
21,357,164

執行率

65.8

97.2

地域のふれあいを大切にし、共に支えあう地域づくりを目
指すことを目的とし、自治会や民生委員児童委員、老人クラ
ブ、子ども会、婦人会などの地域団体と連携を図りながら住
民主体の地域福祉活動を支援しました。市内５地区（東部・
中部・西部・北部・南部）にそれぞれ地区担当職員を配置
し、地域の特性に応じた取り組みの支援を行いました。

　自治会または自治会と協働して地域福祉の推進を自
発的に取り組む地域の団体が実施する、地域内のふれ
あい・支え合いの活動に対して事業費の一部補助（１
自治会上限20,000円）と活動の支援を行いました。
（助成金交付：２３自治会）

　地域の空き店舗や空き家を活用し、いつでも気軽に
立ち寄れる常設サロンの運営・新規立ち上げの支援を
行いました。

　高齢者等宅に定期訪問し、ごみ出しの補助を行いな
がら、見守り・安否確認を行いました。



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

07 地区社会福祉協議会活動支援事業 ＜決算資料　P.10＞ 予算現額

執行済額

%

16 (2701)地区社会福祉協議会活動支援事業 予算現額

○ 執行済額

%

・国分寺台３・４・５丁目地区社協「樽井まちづくり会」

　平成27年3月8日設立

○ 地区社協連絡会の開催

・実施日：平成２６年６月２５日　　参加者数：６４名

・内容：実践報告（下今泉地区社協・国分寺台地区社協）

・講義「育てよう！私たちの暮らしを支える力」

・講師：よこはま地域福祉研究センター　佐塚玲子氏

○ 地区社協活動支援

08 ボランティアセンター活動事業 予算現額

執行済額

%
17 (801)福祉体験学習事業

○

%

(1) ふくし教室

市内小学校13校で実施

内容 ・ 車いす教室

・ 手話教室

・ 点字教室

・ 誘導法教室

・ 筆記通訳教室

(2) 出前ふくし講座

市内小中高等学校・団体を対象とした

講座を実施

内容 ・ 手話講座

・ 点字講座

・ 車いす講座

17回

3回

2回

3回

地区社協設置に向けた推進計画（平成20年４月策定）に
基づき、新たな地区の設立を支援しました。（住民懇談会３
回 ・ 設 立 準 備 会 ４ 回 開 催 ）

市内１１地区社協の情報交換と機能強化を目的に連絡会
を開催しました。

市内１１地区社協に担当を配置し、運営・活動にあたり支
援を行いました。

51回

「ともに支え合う地域社会づくり」を目指し、ボランティ
アの人材育成やボランティア活動への支援に努めました。

「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指し
て、地域の福祉活動を促進することを目的に地区社会福祉協
議会（地区社協）の活動支援と、新たな地区社協の設置に向
けた支援を行いました。

13回

執行率 81.9

15,192,000

12,448,727

81.9

15,192,000

12,448,727

執行率

執行済額 721,871

7,067,000

5,981,651

予算現額

市内の児童、生徒及び学生を対象に、福祉への理解を
深めるため福祉体験教室などの学習の機会を提供しま
した。また、高齢者施設の職員を対象とした「ボラン
ティア活動」について講座を実施しました。

執行率 84.6

3回

執行率 88.4

817,000

12回

12回

11回



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

・ 音声訳講座

・ 座間キャラバン隊

・ 災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

・ 視覚障がい者理解

・ 誘導法

・ 介助犬

・ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動について

(3) 総合的学習「福祉教育」

有馬高等学校1学年を対象とした学習

プログラムを作成し実施。

内容 ・ 点字学習

・ 講演会

(4) 夏休みユースボランティア活動体験

中学生以上を対象に福祉・保育・リサイクル・国際・

地域交流の分野のボランティア体験を実施

実施日 7月23日～8月29日の３日間程度

参加者 86名

体験施設 ・保育コース

・福祉コース

・リサイクルコース

・リサイクル・国際交流コース

・地域交流コース

(5) 親子ふくし教室

開催日 8月9日（土）

参加者 親子１７組

内　容 介助犬の役割って？

（社福）日本介助犬協会

18 (802)福祉講習会等事業
○

%

(1) 手話講習会

(2) 音声訳講習会

(3) 点訳講習会

(4) 誘導法講習会

(5) 筆記通訳講習会

(6) パソコン講習会

(7) おやじのｸｯｷﾝｸﾞ

(8) 精神保健ボランティア養成講座

15名

1回 (5日間) 16名

1回

1回

(3日間)

24名

3名

8名

44名

ボランティア講座を充実し、社会福祉活動への住民参
加の促進、ボランティアの発掘・育成・確保に取り組
みました。

1回

4回

1回 (5日間) 18名

1回

47名

1回

1回

3回

1回

(2日間)

1回 11名

1回 5名

1回

1回

4名

(5日間)

1回

(5日間)

9名

1回 (5日間)

(5日間)

11名

11名

予算現額 755,000

63.7

執行済額 481,226

執行率



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

19 (804)地域ボランティア育成事業 ＜決算資料　P.14＞
○

%

・ 相談件数／派遣依頼438件、活動相談170件

・ 派遣コーディネート人数／延べ511名

○ えびなボランティアフェスタ

日時 平成２６年１１月２日（日）

場所 総合福祉会館

内容

参加者 1,100名

○ ボランティア保険

○ 海老名市介護ボランティアポイント制度／市委託事業

（クラブ員登録数） 148名 （内：活動者数　115名）

（受入施設登録数） 21施設

（高齢者世帯登録数） 31世帯

○ ボランティア連絡協議会の開催（毎月１回）

20 (805)ボランティアグループ活動助成事業
○

%

09 災害救援活動事業

%

21 (2801)災害救援活動事業

○

%

一人でも多くの市民の方々に、ボランティア活動を
知っていただくことを目的として、「つながりの輪を
広げよう」をスローガンに開催しました。

84.6

850,000

予算現額

・ボランティア団体による活動ＰＲや体験
・市内企業による体験講座
・軽食、模擬店の出店
・共同募金会によるイベント　ほか

予算現額 4,641,000

執行済額 3,928,554

854,000

執行率

執行率

執行済額

執行率 99.5

60.7

予算現額 281,000

執行済額 170,604

予算現額 281,000

170,604

60.7執行率

執行済額

各種団体がボランティア保険等に加入する際の事務取
次ぎを行いました。（286件、14,402名）

高齢者施設や地域の高齢者世帯で社会貢献活動を行い
介護予防を推進し、活動実績に応じて地域特産品と交
換しました。

ボランティアグループの安定した活動を支援すること
を目的として、１０団体に活動費を助成しました。

　災害時における災害救援ボランティアセンターの運営を検
討するとともに、災害救援ボランティアセンターの円滑な開
設にむけた環境整備を進めました。また、海老名市及び海老
名災害ボランティアネットワークとの連携を図りました。

災害救援ボランティアセンター開設訓練の実施
 災害発災時における社協職員としての行動を認識・
理解するとともに、日頃からの危機管理意識を共有す
ることを目的に、8月31日に訓練を実施しました。
　社協職員　３０名
　海老名災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ会員　　 ９名
　海老名市ボランティア連絡協議会　５名　計４４名

ボランティア相談員により、「ボランティアをした
い。して欲しい。」という相談に応じ、そのコーディ
ネートを行いました。



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

○

○

○ 災害用備蓄品の整備

10 援護事業

%

22 (902)要保護者等援護事業
○ 行旅人（31名）に対し、旅費の貸付を行いました。

○ %

(904)理髪サービス事業
○

%

23 (905)福祉機器貸出事業

○

%
車いす　(個人用)76台、(団体用)14台、

高齢者体験ｼﾐｭﾚｰﾀｰ77組、点字板30組、白杖27本、

アイマスク78個、ＯＨＰ51台、スクリーン15台

11 一般共同募金配分金事業

%

24 (1001)年末たすけあい運動事務
○

%

12 年末たすけあい配分金事業 ＜決算資料　P.23＞

%

25 (1101)年末たすけあい援護事業
○

%

13 福祉サービス利用援助事業

%

海老名市及び海老名災害ボランティアネットワークと
の定例会（12回）

平成25年度で事業終了に伴い清算処理を行ないまし
た。

執行済額

予算現額

予算現額

執行済額

執行率

305,000

4.2

執行済額 80,475

執行済額 8,260

予算現額 198,000

執行率 26.4

予算現額

予算現額

執行率

予算現額

執行率

個人や団体に対し、車いす、高齢者シミュレーターや
福祉ビデオ等の貸出しを行いました。

執行率

407,000

共同募金会海老名市支会と連携しながら年末たすけあ
い共同募金の啓発活動を実施しました。

11,155,000

62.6

91,000予算現額

56,951

16,000

15,264

95.4

執行済額

執行率

予算現額

執行済額地域福祉の推進を図るため、地域で自主的・先駆的に
福祉事業を実施する団体やグループ等に対し、活動費
や整備費を助成しました。
　平成24年度 ⇒ 26団体 2,011,400円
　平成25年度 ⇒ 23団体 1,552,900円
　平成26年度 ⇒ 26団体 1,392,772円

執行済額 287,870

287,870

1,635,000

1,392,772

70.7

407,000

70.7

85.2

執行率 85.2

執行済額 1,392,772

執行率

予算現額 1,635,000

10,549,054

執行率 94.6

執行済額

　生活困窮世帯や様々な理由で援護が必要な世帯に対し、日
常生活に必要な援護活動を行いました。

 　共同募金会海老名市支会と連携を図りながら事業を実施し
ました。

　判断能力が不十分な高齢者や障がい者等が安心して日常生
活を送ることができるよう、権利擁護の視点から援助を行い
ました。

災害救援ボランティアコーディネーター養成講座の実
施
　市内での災害発生時に全国から駆けつけるボラン
ティアと被災者の間に立ち、ボランティアの派遣調整
を行うコーディネーターを養成することを目的に実施
しました。受講者12名

県社協の委託による、交通遺児世帯に対する見舞金及
び激励金の支給はありませんでした。

　地域福祉の推進を図るため、地域で自主的・先駆的に福祉
事業を実施する団体やグループ等に対し、活動費や整備費を
助成しました。



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

26 (1201)日常生活自立支援事業 ＜決算資料　P.18＞
○

%

(1) 福祉サービス利用支援及び日常的金銭管理

サービスのみ利用
(2) 書類等預かりサービスのみ利用

(3) 上記（1）（2）の両方利用

(4) 生活支援員２名

(5) 日常生活自立支援事業審査会の開催

27 (1202)法人後見事業 ＜決算資料　P.18＞
○

%

(1) 利用者

（内訳）

被補助人０名、被保佐人１名、被後見人４名

生活支援員２名 支援回数

(2) 法人後見事業審査会の開催

○

(1) 権利擁護ネットワーク「えびなネット」

〔第１回〕７月17日（木）出席者23名　
市民後見人養成事業について

ネットワークを活用した事例検討

〔第2回〕10月16日（木）出席者18名
第三者後見人の各専門性について

ネットワークを活用した事例検討

〔第3回〕1月15日（木）出席者16名

(2) 地域づくりネットワーク研修「つなぎ人講座」

市内介護事業所（高齢・障がい）対象に３回実施

11月21日(28名)・12月10日(28名)・1月14日(20名)

28 (1203)市民後見人養成研修事業／市委託事業
○ 市民後見人養成実践研修

%

10月3日（金）～12月11日（木）全8日間

【受講人数】13名　【修了人数】13名

ネットワークを活用した事例検討／情報交換

執行済額

執行率

15件

（活動回数437回）

福祉サービスの利用手続きや支払いが困難な方に対
し、福祉サービスの利用支援・日常的金銭管理サービ
ス・書類等預りサービスを提供しました。
（実利用者15名、終了件数5件、新規件数2件）

予算現額

執行率

98.3執行率

5,312,000

2,929,000

執行済額 5,220,496

2,914,000

2,823,628

2,504,930

予算現額

執行済額

85.5

予算現額

2回

96.9

権利擁護センター機能事業
　相談支援機関が積極的権利擁護の視点で支援できる
よう、専門職のスキルアップとネットワーク機能の充
実を図りました。

市長による審判開始の申し立てが行われ、他に適当な
法定後見人がいない場合に「補助人」・「保佐人」・
「後見人」を引き受けます。

　地域における第三者後見人として身近な地域住民と
しての特性を活かし、市民の権利擁護に取り組む「市
民後見人」の養成を行いました。

72回

4件

５名

4回

0件



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

14 居宅介護支援事業 ＜決算資料　P.20＞

%

29 (1301)居宅介護支援事業
○

%

15 介護認定調査事業

%

30 (1401)介護認定調査事業／市委託事業
○

%

16 居宅介護等事業（介護保険事業） ＜決算資料　P.21＞

%
31 (1501)訪問介護事業（介護保険事業）

○

%

17 居宅介護等事業

%

32 (1603)移送サービス事業 ＜決算資料　P.15＞

○

%

対前年度増減

33 (1604)ヘルパー養成研修事業
○

%
同行援護従業者養成研修　　修了者26名

　海老名市からの委託を受け、介護保険認定申請者に
対し、介護認定に係る調査を行いました。
　介護保険認定調査件数／延べ51件

一定の要件を満たした有償ボランティアドライバー
(運転会員)が、公共交通機関では外出が困難な高齢の
方、障がいのある方(利用会員)を対象に、セダン型
(自家用車)による有償送迎サービスを実施しました。

　ふれ愛サービス国分寺台事業所において、介護認定調査を
行いました。

84.5

84.5

20,075,000

予算現額 20,075,000

執行済額 16,961,497

16,961,497
執行率

　ふれ愛サービス国分寺台事業所において、居宅介護支援を
行いました。

介護保険対象者のケアプランを作成するとともに介護
保険に関する相談等を実施しました。
　ケアプラン作成数／延べ1,254件

予算現額
執行済額

予算現額 252,000

執行済額

執行率 89.1

予算現額 252,000

執行済額 224,640

89.1執行率

執行済額 224,640

執行率

執行済額

23,451,759

36,870,000

36,870,000

予算現額

予算現額

執行済額 27,019,205
執行率 73.3

26,195,000

27,019,205

執行率

予算現額

73.3

　居宅での日常生活を支援するために介護保険サービス等を
行いました。

　介護保険対象者に対し、居宅サービス計画に基づ
き、訪問介護員が必要な生活援助、身体介護及び介護
予防を行いました。
　実利用者43名、派遣回数3,628回、
　派遣時間4,113時間40分

　居宅での日常生活を支援するために福祉サービスを行いま
した。

執行済額

94.6

4,984,000予算現額

4,713,500

執行率

執行率

89.5

率(%)

7.72,555

(実績)

平成26年度平成25年度

87 95

2,439 2,626

9.2

△ 22.2運 転 会 員 31

(実績)
区分

平成24年度

(実績)

27 21 △ 6

予算現額

執行済額 261,567

執行率

315,000

83.0

187

利 用 会 員 99

利 用 延 人 数

在宅福祉サービスの充実を図るための人材育成を目的
として、同行援護従業者養成研修を実施しました。

8



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

34 (1605)公共施設等巡回福祉車両運行事業 ＜決算資料　P.16＞
○

%

18 老人デイサービス事業（介護保険事業）

%

35 (1701)通所介護事業（介護保険事業） ＜決算資料　P.20＞
○

%

○

○

36 (1702)施設実習等事業（付随的公益事業）
○

%

19 老人デイサービス受託事業 ＜決算資料　P.21＞

%

国分寺台ケアセンター職員の専門性を活かし、
ご利用者の家族や地域の方を対象に、
「介護者教室」を行いました。　参加者11名

　介護実習の受入れはありませんでした。そのほかコ
ピー機等の利用を有料で行いました。

　居宅における自立した日常生活を支援するため、介護保険
対象外の高齢者に対し、デイサービスを行いました。

国分寺台ふれあい文化祭・大谷公民館まつりに出店
し、ご利用者が製作したドレスタオルやブローチを販
売。売上を国分寺台地域福祉協議会・大谷地区社協
「みんなのひろば」へ寄附しました。

◇ぬくもり１号：下今泉ルート
　　利用延べ人数　7,022人（24.0人/日）
◇ぬくもり２号：南部循環ルート
　　利用延べ人数　6,028人（20.6人/日）
◇ぬくもり３号：南部循環ルート
　　利用延べ人数　5,153人（17.6人/日）
◇ぬくもり４号：上今泉ルート（7月より運行）
　　利用延べ人数　1,259人（11.8人/日）
◇ぬくもり５号：南部循環ルート（10月より運
行）
　　利用延べ人数　2,629人（18.5人/日）

国分寺台ケアセンターにおいて、レクリエーション、
入浴及び食事サービスを通し、高齢者の心身機能の維
持向上を図ることを目的として、デイサービスを行い
ました。
　延べ利用者 5,381名、実施日数307日
　入浴利用者（一般入浴）延べ1,813名
　　  　　　（特殊入浴）延べ1,649名

執行率

執行済額

予算現額

予算現額

執行済額 18,476,692

執行率 88.4

50,408,665

20,896,000

78.4

64,715,000

執行済額 50,733,665

予算現額 64,390,000

執行率 78.3

予算現額 325,000

予算現額 19,873,000

執行済額 325,000

執行率 100.0

執行済額 18,191,356

執行率 91.5

高齢者や障がい者の外出支援及び自立生活の助長を目
的に、ワゴン型車両「ぬくもり号」を5台体制で運行
しました。

　居宅における自立した日常生活を支援するため、デイサー
ビスを行いました。



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

37 (1802)通所型介護予防事業／市委託事業

○

%

○

○

○

20 障害福祉サービス事業 ＜決算資料　P.21＞

%

38 (2601)障害福祉サービス事業
○

%

実利用者54名、派遣回数3,649回、派遣時間4,541時間

21 地域包括支援センター事業 ＜決算資料　P.20＞

%

39 (2501)国分寺台地域包括支援センター事業／市委託事業
○

%

○

国分寺台、浜田町、大谷地域内の高齢者が地域で自立
した生活ができるよう医療、保健及び福祉の面から支
援しました｡
　相談件数8,633件、実利用者651名

　一般高齢者を対象とした骨々貯筋体操や介護教室な
どの地域支援事業を開催しました。年18回

障がい者（身体、知的、児童、精神）に対し、居宅介
護計画に基づき、訪問介護員が家事援助、身体介護及
び新たに同行援護等のサービスを行いました。

　海老名市からの委託を受け、地域住民の保健医療の向上及
び福祉の増進を包括的に支援しました。

　障がい者の居宅における日常生活を支援するため、ホーム
ヘルプサービス等を行いました。

「のびのび元気アップ体操教室」及び「脳の健康楽習
教室」の啓発のための体験会を行いました。
  ・のびのび体験会：実施日数６日、実利用者161名
　・脳楽体験会：実施日数１日、実利用者50名

国分寺台ケアセンターの地域貢献事業の一環として、
国分寺台商店街休憩所「いこいの場戸崎」において、
認知症予防・仲間づくりのための「認知症予防サロ
ン」を行いました。
  実施日数８日、実利用者16名、延べ利用者111名

65歳以上の高齢者を対象に、認知症予防の
ための「脳の健康楽習教室」を行いました。
  実施日数96日、実利用者75名、
　延べ利用者1,498名（1回あたり平均16.6名）

65歳以上の高齢者を対象に、地域のコミュニティセン
ター等で、介護予防のための運動教室「のびのび元気
アップ体操教室」を行いました。
　また、のびのび元気アップ体操教室の中で、地域で
の自主的な健康づくり活動を促進するために、地域の
既存の体操教室の紹介や自主グループ化の支援を行い
２団体が立ち上がりました。
  実施日数200日、実利用者590名
　延べ利用者4,721名（1回あたり平均23.6名）

予算現額 19,873,000

18,191,356

執行率 91.5

執行率 85.6

予算現額 17,343,000

執行率 85.6

予算現額 22,683,000

執行済額

17,343,000

執行済額 14,853,008

14,853,008

予算現額

執行済額

執行済額 20,334,295

22,683,000予算現額

執行済額 20,334,295

執行率 89.6

執行率 89.6



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

22 生活福祉資金貸付事業 ＜決算資料　P.5＞

%

40 (2001)生活福祉資金貸付事務／県社協委託事業
○

%

（単位　円）

対前年度増減

※貸付者数・貸付額は県社協の決定による。

23 小口生活資金貸付事業 ＜決算資料　P.5＞

%

41 (2101)小口生活資金貸付事業
○

%

（単位　円）

対前年度増減

24 ふれあい基金運営事業 ＜決算資料　P.3～4＞

%

42 (2201)寄附金配分事業
○ 寄附金及びふれあい基金を有効に事業等に配分しました。

%

＜受入＞ （単位　円）

対前年度増減

低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯及び失業者
世帯などに対し、世帯の自立を目的に貸付を行いまし
た。なお、執行済額は、貸付に伴う事務経費です。

区分
平成24年度

9

　低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯及び失業者世帯
などに対し、貸付を実施しました。

151 △ 9

　低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯及び失業者世帯
などに対し、貸付を行いました。

2,598,102

予算現額

率(%)

2,610,000

平成25年度 平成26年度

(実績)(実績) (実績)

2,610,000

執行済額

2,598,102

予算現額

執行率 99.5

執行率 99.5

執行済額

69.2

相 談 件 数 166 160

貸 付 者 数 44 13 22

△ 5.6

貸 付 額 13,760,970 4,081,000 3,640,000 △ 441,000 △ 10.8

予算現額 1,066,000

執行済額 824,952

執行率 77.4

予算現額 1,066,000

執行済額 824,952

1 2.0

区分
平成24年度 平成25年度

相 談 件 数 34 51 52

執行率 77.4

平成26年度

(実績) (実績) (実績) 率(%)

　低所得者に対する緊急時の一時的なつなぎ資金とし
て貸付を行いました。生活福祉資金貸付制度の中の緊
急小口貸付で対応したケースが多く、本貸付では、生
活保護受給までのつなぎの生活費としての貸付が多く
なりました。

50

822,000

償 還 額 414,500 863,000 830,000 △ 33,000 △ 3.8

予算現額

貸 付 額 660,500 762,000

貸 付 者 数 22 47

7.9

4,580,325

60,000

3 6.4

執行済額

　市民等から寄せられる寄附金品の受入と、寄附者の意向に
沿って社会福祉事業を展開するため、寄附金の配分、ふれあ
い基金の配分を行いました。

4,581,000

執行済額 4,580,325

執行率 100.0

予算現額 4,581,000

執行率 100.0

(実績) 率(%)

59.51,841,676 687,266

平成26年度
区分

平成24年度 平成25年度

(実績) (実績)

58.91,818,351

寄附金合計 2,474,101 1,154,410

一 般 2,284,101 1,144,410

指 定 190,000 10,000

673,941

基 金 取 崩 2,899,000 1,850,000 450,0002,300,000

23,325 13,325 133.3

24.3



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

＜配分＞

対前年度増減

25 会館等運営受託事業

%

43 (2301)総合福祉会館運営事業／市指定管理事業

%

（単位　円）

○ 菜園ひろば　定例会（毎月第２金曜日）延144人参加

　　　　　　菜園活動（毎週金曜日）　延576人参加
○ お茶セミナー　２月１７日（火）　　　　 18人参加

（株）伊藤園の協力を得て、お茶の基礎知識や歴史
文化等を学ぶ講座を実施しました。

44 (2303)国分寺台ｹｱｾﾝﾀｰ施設管理運営事業／市指定管理事業

%

26 団体事務

団体事務 神奈川県共同募金会海老名市支会事務局

海老名ゆめクラブ連合会事務局

　海老名市の指定管理者として、通所介護事業を実施する
老人デイサービスセンターとして施設維持管理業務を行い
ました。

　指定管理者制度に基づき、海老名市の指定管理者として、
福祉施設の管理運営等を行いました。

　海老名市の指定管理者として、社会福祉の拠点である総
合福祉会館を福祉団体及びボランティア等が利用しやすい
施設管理とサービス向上に寄与しました。
　また、指定管理独自事業との新規企画として「お茶セミ
ナー」を開催したほか、通年事業として「菜園ひろば」を
実施しました。

13,325

率(%)

133.3

平成26年度

(実績)

平成25年度

450,000 24.3

区分
平成24年度

(実績) (実績)

1,850,000 2,300,000

指 定 寄 附 10,000 23,325190,000

95.2

予算現額 25,520,000

執行済額 24,304,889

執行率

21,570,000

20,970,676

97.2

4,966 5,297

(実績)

対前年度増減

う ち 有 料 88

4,322

201 49 24.4

平成26年度

331

3,834

(実績) (実績)

平成24年度 平成25年度

　赤い羽根共同募金及び年末たすけあい募金を実
施しました。

　高齢者の仲間作り・健康づくり・社会参加活動
の取組みを行う、老人クラブ連合会の事務局を担
当しました。

6.7

8.5

利 用 料 69,400 141,800 303,800

54,622 61,499

予算現額 3,950,000

執行済額 3,334,213

執行率 84.4

301

9.167,066

250

率(%)

5,567

162,000 114.2

予算現額

執行済額

執行率

利 用 者 数
ヘルストロン利用者数 3,020 3,533

区分

貸室利用件数

1,312,156 2,257,000基 金 積 立 2,098,000

社 協 事 業 2,899,000

※平成26年度にふれあい基金と財政調整基金及び介護保険財
政調整基金を統合したため、基金積立には統合した財政調整基
金27,104円と介護保険財政調整基金449,495円を含む。

944,844 72.0



事業名（経理区分） 事業概要等 事業費

27 その他
　国際ソロプチミスト海老名が運営する「やまぼうし基金」の預金管理事務を一部委
託で実施しました。

「やまぼうし基金」は、高校生に対する「奨学金制度」と、ＤＶ被害等の女性に
対する「一時的な臨時資金貸付制度」があり、臨時資金貸付制度について、資金
の出入金を依頼に基づき実施しています。


