かま生活支援・相談センターに関する事業報告
（コミュニティワークセンター）
1．総 括
生活支援・相談センターでは、困っている方が相談しやすいように、転送電話を利用し、24時間365日相談を受け付けました。生活課題を抱える方のちょっとした
困りごとに寄り添い、一緒に考えることから始まり、複雑な課題解決に向けた支援を行いました。
また、社協が気軽に相談できる窓口であることやどんなことをしているかを知ってもらうため、広報紙だけでなく、旬な情報をお届けするためにインターネットを使った
情報発信（ホームページ、ブログ、Facebook）を行ったり、校区を担当するコミュニティソーシャルワーカーが、担当地区にて出前講座を行うことで、社協活動の見え
る化に努めました。
出前講座では、地域で集い、顔の見える関係づくりをすることの大切さも伝えることができたので、これから新規サロンの設置や小地域福祉活動につなげていきな
がら、介護保険制度改正を踏まえた地域づくりを行います。
さらに、市内の社会福祉法人が集う会議を定期的に開催し、地域貢献活動についての意見交換をしました。地域に取り残された課題を解決するためには、お互
いの強みを生かした支援が必要であるため、委員会を組織することになりました。
２．事業実績
１．福祉情報を収集・発信するために
（1）広報紙による情報発信
①広報紙「えがお」の発行 発行回数12回（Ｎｏ.110〜Ｎｏ.121） 発行部数18,200部/1回（フルカラー）全戸配布
②広報紙「えがお」年間集約版の発行平成27年度の広報紙（№110～№121）を一冊にまとめた集約版を平成28年3月に発行しました。
②広報紙「えがお」年間集約版の発行
（2）ホームページの運用
①ホームページによる情報発信 アクセス数5,079件 更新回数487回
②ブログを使った情報発信 ブログで、社協や地域の情報を487回更新しました。
③SNS（ソーシャルネットワークサービス）を使った情報発信 Facebookで、社協や地域の情報を487回更新しました。いいね！103件

２．いろいろな困りごとの相談に応じるために
(1)相談件数 975件（来所94件 訪問246件 電話598件 メール12件 その他25）
(2)法律相談事業
①弁護士による相談窓口の開設 相談件数40件(稲築地区17件 碓井地区4件 山田地区10件 嘉穂地区8件 市外1件)
(3)心配ごと相談事業
①心配ごと相談員によるよろず相談窓口の開設 相談件数40件(稲築地区20件 碓井地区3件 山田地区8件 嘉穂地区9件)

３．地域での生活を支援するために
(1)地域支えあい事業の推進
①相談、登録、コーディネート業務・サービス提供実績
提供回数147回（稲築地区45回 碓井地区13回 山田地区66回 嘉穂地区23回）
提供時間436時間（稲築地区143時間30分 碓井地区35時間30分 山田地区190時間30分 嘉穂地区66時間30分）
提供内容 草取り（74回 285時間30分）/草取り・庭木の剪定（5回 14時間）/草取り・除草剤まき（2回 6時間）
庭木の剪定（8回 21時間）/庭木の片づけ・除草剤をまく（1回 2時間）/住居などの掃除・整理整頓（42回 74時間30分）
プランターの片付け（1回 2時間）/生活必需品などの買物（3回 3時間）/草取り、住居などの掃除・整理整頓（1回 3時間）
草刈り（1回 4時間）/草とり・草刈り（1回 6時間）/住居などの掃除・整理整頓、生活必需品などの買物（1回 2時間）
荷物の移動・ごみ出し・住居などの掃除・整理整頓（1回 2時間）/衣類の洗濯・補修、住居などの掃除・整理整頓（2回 2時間）
家屋の小修繕（1回 2時間30分）/通院（3回 6時間30分）
②登録状況 利用会員203人（入会者25人 退会者数0人） 協力会員57人（入会者2人 退会者0人）
４．地域の安全と環境保全につなげるために
(1)空き家管理住まいるサービスの推進
①基本サービス・オプションサービスの提供
相談件数1件（稲築地区1件 碓井地区0件 山田地区0件 嘉穂地区0件 市外0件）
管理家屋8軒（稲築地区6軒 碓井地区1軒 山田地区0軒 嘉穂地区1軒）
基本サービス提供回数83回（稲築地区65回 碓井地区12回 嘉穂地区6回）
有事後の巡回29回（稲築地区24回 碓井地区4回 嘉穂地区1回）
基本サービス提供時間42時間59分（稲築地区12時間23分 碓井地区20時間6分 嘉穂地区10時間30分）
オプションサービス提供回数17回（草刈り9回 草取り7回 掃除1回）
オプションサービス提供時間46時間30分（草刈り29時間 草取り14時間30分 掃除3時間）
②広報紙掲載による事業啓発
平成28年11月1日発行の広報紙117号において、サービスの内容（対象家屋、申し込みの方法、サービス内容、利用料金など）を
案内した。
５．地域のつながりを育むために
(1)地域の交流拠点寄ってこハウスの運営事業
①ハウスの維持管理 フリースペースを開催する毎週木曜日に、ハウス室内の清掃を行った。
12月24日（木）に大掃除を行った。
②ハウス敷地内及び駐車場の草刈り 寄ってこハウス敷地内及び駐車場の草刈りを行った。平成27年5月11日（月）、9月3日（木）
③ハウスの利用状況 延べ利用者数357人 延べ利用時間103時間15分 利用料0円
(2)地域福祉部の設置・活動支援事業
①地域福祉部及び福祉推進員設置状況
地域福祉部設置数19ヵ所(稲築地区) 福祉推進員数25人（稲築地区）
②地域福祉部に対する活動助成 助成件数18件 助成額671,800円（稲築地区）
③福祉推進員会の開催 回数6回 延べ出席者数122人（稲築地区）
④福祉推進員代表者会の開催 回数6回 延べ出席者数27人（稲築地区）
⑤福祉推進員ブロック別懇談会の開催
第1ブロック 開催年月日 平成28年1月15日（金） 出席者数3人
内容／稲築才田公民館において、新地域支援事業についてや、各地区の活動状況・課題について話し合った。
第2ブロック 開催年月日 平成28年1月19日（火） 出席者数3人
内容／漆中央公民館において、新地域支援事業についてや、各地区の活動状況・課題について話し合った。
第3ブロック 開催年月日 平成28年1月13日（水） 出席者数3人
内容／山野第一公民館において、新地域支援事業についてや、各地区の活動状況・課題について話し合った。
第4ブロック 開催年月日 平成28年1月15日（金） 出席者数5人
内容／鴨生第一公民館において、新地域支援事業についてや、各地区の活動状況・課題について話し合った。
第5ブロック 開催年月日 平成28年1月23日（土） 出席者数4人
内容／平第二公民館において、新地域支援事業についてや、各地区の活動状況・課題について話し合った。
⑥地域福祉部活動の紹介及び映画上映等による活動支援
稲築地区 口春地域福祉部お助け隊に関について、行政区長と打ち合わせた。平成27年4月15日(水)
山野第一高齢者支援ネットワーク委員会へ出席した。平成27年4月22日（水）
山野第一ネットワーク委員会へ出席した。平成27年7月22日（水）

⑦行政区等での住民懇談会及び出前講座の開催
稲築地区 開催年月日/平成27年8月19日（水） 会場/グループホームけやき運営推進会議
内容/出前講座「社協って何しようと？」を行った。
山田地区 開催年月日/平成27年6月17日（水） 会場/上山田住民ホール
内容/上山田女性学級にて「支えあいのまちづくり」について出前講座を行った。
開催年月日/平成27年6月23日（火） 会場/筑紫行政区公民館
内容/筑紫行政区老人会で社協が実施している事業や市民の方から寄せられている相談の具体的な内容について説明した。
開催年月日/平成27年8月9日（日） 会場/福岡県社会教育総合センター
内容/音楽サークル トゥインクルキャッツの勉強会で、出前講座「介護保険が変わると私たちの暮らしはどうなると？」を行った。
開催年月日/平成27年9月20日（日）
内容/石ヶ崎老人会にて「介護保険が変わると私たちの暮らしはどうなると？」を行った。
開催年月日/平成28年3月25日（水） 会場/上山田住民ホール
内容/上山田女性学級閉校式でハンセン病問題啓発ＤＶＤ「壁を越えて」を上映し、学びを深めた。
嘉穂地区 開催年月日/平成27年8月18日（金） 会場/嘉穂老人福祉センター
内容/老人クラブ連合会の会合で、社協についてや介護保険制度の改正、地域支えあい事業等について説明した。
開催年月日/平成27年9月8日（火） 会場/千手いこいの家
内容/千手大学で出前講座「社協って何しようと？」を行った。
(3)ふれあい・いきいきサロンの設置・支援事業
①設置状況 31ヵ所（稲築地区17ヵ所 碓井地区7ヵ所 山田地区4ヵ所 嘉穂地区3ヵ所）
②碓井地区ふれあい・いきいきサロン代表者会の開催
開催年月日 平成27年4月2日（木） 参加者数/6人 会場/うすい人権啓発センターあかつき学習室
内容/1.平成27年度ふれあい・いきいきサロンに対する助成金について 2.ボランティア行事用保険の加入について
③ふれあい・いきいきサロンに対する活動助成
助成件数29件（稲築地区15件 碓井地区7件 山田地区4件 嘉穂地区3件）
助成額902,140円（稲築地区460,400円 碓井地区209,740円 山田地区138,500円

嘉穂地区93,500円）

④ふれあい・いきいきサロン活動の紹介及び映画上映等による活動支援
稲築地区 ・枝坂サロンを見学した。平成27年4月12日（日）
・鴨生町サロンで映画を上映した。平成27年4月24日（金）
・鴨生第一サロンを見学し、支えあいのまちづくりサポーター養成講座について案内した。平成27年6月12日（金）
・鴨生町サロンで映画を上映した。平成27年6月26日（金）
・鴨生第一サロンを見学した。平成27年7月10日（金）
・鴨生第二サロンを見学した。平成27年7月26日（日）
・山野第一サロンを見学した。平成27年7月27日（月）
・鴨生町サロンにて映画を上映した。平成27年7月31日（金）
・鴨生町サロンに、ボランティアの学生と参加した。平成27年8月7日（金）
・鴨生町サロンで映画を上映した。平成27年10月23日（金）
・鴨生第一サロンを見学し、社協への質問に答えた。平成28年2月12日（金）
・鴨生町サロンで映画を上映した。平成28年2月26日（金）
・鴨生第一サロンの活動を見学した。平成28年3月12日（土）
・鴨生町サロンで映画を上映した。平成28年3月25日（金）
碓井地区 ・上臼井サロンの活動を見学した。平成27年7月2日（木）
・平山サロンで打ち合わせを行った。平成27年7月13日（月）
・平山サロンで打ち合わせを行った。平成27年7月27日（月）
・平山サロンで次回サロンの打ち合わせを行った。平成28日2月23日（火）
山田地区 ・木城サロンで出前講座「かまこさんのお悩み解決」を行った。平成27年4月16日（木）
・木城サロンで映画を上映した。平成27年10月15日（木）
・神幸サロンで活動を見学した。平成28年3月2日（水）
嘉穂地区 ・中益公民館でサロン開始に向けた打ち合わせを行った。平成27年4月2日（木）
・中益サロンの活動を見学した。平成27年5月14日（木）
・中益サロンの活動を見学し、支えあいのまちづくりサポーター養成講座について案内した。 平成27年6月19日（金）
・中益サロンでボランティアの調整をし、会員のチラシをお配りして協力いただいた。 平成27年7月9日（木）
・具島サロンで、社協会員についてチラシもとに説明し、加入してもらった。 平成27年7月15日（水）
・中益サロンで、支えあいのまちづくりサポーター養成講座について案内した。 平成27年9月17日（木）
・中益サロンで実施するプログラムのため、ボランティアグループ「ウクレレ漫談」と調整した。 平成27年11月26日（木）
・ふれあい・いきいきサロン忘年会で映画を上映した。平成27年12月10日（木）
・中益サロンにて出前講座を行った。平成28年1月14日（木）
・具嶋サロン「グ～の会」で出前講座を行った。平成28年1月20日（水）
・具嶋サロン「グ～の会」で映画を上映した。平成28年2月17日（水）
・中益サロンの活動を見学した。平成28年2月18日（木）
・足白サロンで協議体勉強会の内容について話をしたほか、老人会の状況等を伺った。 平成28年2月18日（木）
・中益サロンの活動を見学し、来年度の打ち合わせを行った。平成28年3月10日（木）
・足白サロンの活動を見学した。平成28年3月17日（木）

６．地域の福祉について考えるために
（1）地域福祉推進委員会
①地域福祉推進委員会の開催
稲築地域福祉推進委員会 3回（第25回～第27回） 延べ出席者数19人
碓井地域福祉推進委員会 4回（第25回～第28回） 延べ出席者数28人
山田地域福祉推進委員会 3回（第23回～第25回）延べ出席者数22人
嘉穂地域福祉推進委員会 3回（第25回～第27回） 延べ出席者数19人
②任期満了に伴う委員の改選 各地区の関係団体等からの推薦を得て、地域福祉推進委員会委員の改選を行った。
（任期は平成28年3月1日から平成30年2月28日まで）
７．いざという時に備えるために

(1)地域における要援護者の把握

把握件数541件（一人暮し高齢者357件

高齢者世帯113件

障がい者世帯26件

一人親世帯1件

その他44件）

(2)福祉ベル・電動ブザー設置事業
①設置状況
福祉ベル／年度当初件数20件／撤去件数0件 年度末件数20件（稲築地区、嘉穂地区）
電動ブザー／年度当初件数1件／撤去件数0件 年度末件数1件（嘉穂地区）

８．子育てを支援するために
(1)子育て用品リユースセンターの運営
①運営状況 利用者数861人 寄附物品数8,786点
リユース品数6,279点（幼児用衣類、おもちゃ、コンビラック、かばん、チャイルドシート、ジュニアシート、マタニティ、
絵本、ベビー ベッド、ベビー布団、木馬、エプロン、机、歩行器、水着、靴、長靴、サンダル、体操服、学生服、ナップサックなど）
(2)おしゃべりサロンの開催
①子育てグループと連携した子育てサロンの開催
・第1回 開催年月日／平成27年10月26日（月） 参加者数／2人
内容／消しゴムハンコをつくりながら、おしゃべりを楽しんだ。
・第2回 開催年月日／平成28年1月23日（土） 参加者数／7人
内容／スクラップブッキングをしながら、おしゃべりを楽しんだ。

９．在宅での介護を支援するために
(1)在宅介護者の集い
①定例会の開催 11回 延べ参加者数75人
(2)在宅介護者リフレッシュ事業の開催
開催年月日／平成27年7月9日（木） 参加者数／8人
内容／春日市クローバープラザ福祉用具展示室、九州国立博物館の見学

10．共同募金運動に協力するために
（1）街頭募金への協力
①募金ボランティアの募集
福岡県共同募金会嘉麻市支会が市内のスーパー等の店頭で実施した街頭募金において、募金ボランティアの募集及び調整を行った。
（2）戸別募金への協力
①募金使途についての啓発
福岡県共同募金会嘉麻市支会と連携して、共同募金の配分の流れや使途状況をまとめたチラシを作成した。
（このチラシは、嘉麻市支会が各地区行政区長会の協力を得て、全戸に配布した。）
(3)職域募金への協力
①地域活動をつうじた職域募金協力先の開拓

日頃の地域活動をつうじて、職域募金への新規協力先を4ヵ所開拓した。

（4）法人募金への協力
①地域活動をつうじた法人募金協力先の開拓

日頃の地域活動をつうじて、法人募金への新規協力先を3ヵ所開拓した。

11．会員を増やしていくために
(1)会員の募集及び拡充
①会員加入状況
会員数1,349件
会費額1,559,000円(個人会員1,224件 1,265,000円 法人・団体会員25件 194,000円
在宅福祉サービス利用会員＜地域支えあい事業35件 35,000円 チャイルドシート利用会員59件 59,000円
空き家管理サービス利用会員6件 6,000円＞）
②会員募集チラシの配布
本会の事業をわかりやすくまとめたチラシを作成し、福祉推進員（稲築地区）、会員募集世話人（山田地区）が会員への加入を呼びかけやすいよう、
配布した。また、このチラシは、行政区をつうじて全戸に配布した。
③山田地区会員募集世話人会の開催
開催年月日/平成27年6月15日（月） 参加者数/26名 開催場所/山田ふれあいハウス会議室
内容/1.会長挨拶 2.平成27年度会員募集のお願いについて(世話人別会員募集資材等について) 3.会員募集に関する意見交換について
4.法人設立10周年記念事業について ・第3回支えあいのまちづくりサポーター養成講座について
④事業パンフレットの活用をつうじた会員の拡充（地域の会合等での説明）
④事業パンフレットの活用をつうじた会員の拡充
山田地区・筑紫行政区老人会において、事業パンフレットにもとづき、会費の使途について説明した。平成27年6月23日（火）
⑤平成27年度カレンダーの配布をつうじた会員の募集
・本会の法律相談や心配ごと相談等の日程、会員の募集等について記載したカレンダーを全戸に配布した。また、市内の社会福祉施設、関係機関
にも配布した。平成27年4月1日（水）
12．社会福祉法人の社会貢献活動を広げるために
（1）社会貢献活動を学ぶ研修会の開催
開催年月日 平成28年1月22日（金） 参加者数／18施設22人
内容／香川おもいやりネットワーク事業の取り組みについて
講師／香川県社会福祉協議会 事務局次長 地域福祉部長 草加直和さん
（2）社会貢献活動に取り組むための話し合い
第1回 開催年月日 平成27年6月19日（金） 参加者数／11施設15人
内容／地域貢献活動についての意見交換
第2回 開催年月日 平成27年10月8日（木） 参加者数／11施設16人
内容／地域貢献活動についての意見交換
第3回 開催年月日 平成28年1月22日（金） 参加者数／18施設22人
内容／平成28年度の取り組みについての意見交換
13．その他の事業活動

（1）法人設立10周年記念事業
①支えあいのまちづくりサポーター養成講座の開催
・第1回
開催年月日/平成27年4月24日（金） 参加者数/19人 内容/テーマ「社会福祉法人の社会貢献活動」
講師/熊本県健康福祉部健康福祉政策課 福祉のまちづくり室 地域福祉班 平嶋伸幸さん
会場/夢サイトかほ
・第2回
開催年月日/平成27年5月27日（水） 参加者数/25人
内容/テーマ「ハンセン病～人生（いのち）を奪われた人たちからの問いかけ」
講師/NPO法人 ちくほう共学舎「虫の家」 事務局長 髙石伸人さん
会場/夢サイトかほ
・第3回
開催年月日/平成27年6月26日（金） 参加者数/50人 内容/テーマ「新しい地域支援を考える」
講師/公益財団法人 さわやか福祉財団 さわやかインストラクター 石井義恭さん
・第4回
開催年月日/平成27年7月31日（金） 参加者数/53人
内容/テーマ「夏の線引き～平和の大切さについて考える～」
講師/アーサー・ビナードさん
会場/夢サイトかほ 文化ホール
・第5回
開催年月日/平成27年8月3日（月） 参加者数/13人
内容/国立療養所菊池恵楓園でのフィールドワーク
講話：菊池恵楓園入所者 中央委員 杉野芳武さん、菊池野編集長 杉野桂子さん
・第6回
開催年月日/平成27年9月25日（金）参加者数/42人 内容/テーマ「いつまでも住み慣れた地域で暮らしたい」
講師/宅老所よりあい 施設長 村瀬孝生さん
会場/稲築地区公民館
・第7回
開催年月日/平成27年10月14日（水） 参加者数/35人
内容/テーマ：「ハンセン病差別の中で生きて」
講師/国立療養所菊池恵楓園 菊池野編集長 杉野桂子さん
会場/稲築地区公民館
・第8回
開催年月日/平成27年11月18日（水） 参加者数/31人 内容/テーマ「水俣病と家族の歩み」
講師/水俣病資料館 語り部 杉本肇さん
会場/稲築地区公民館
・第9回
開催年月日/平成27年12月11日（金） 参加者数/26人
内容/テーマ「児童虐待の加害と被害〜経験者として〜」
講師/office kei カウンセラー 中島晶さん
会場/夢サイトかほ
・第10回
開催年月日/平成28年2月11日（木） 参加者数/145人
内容/テーマ「居場所の力〜生きているだけですごいんだ〜」不登校、ひきこもりの現場から
講師/NPO法人 フリースペースたまりば 理事長 西野博之さん
会場/なつき文化ホール
②法人設立10周年記念式典の開催
開催年月日/平成28年2月11日（木）来場者/145人
内容/第1部 記念式典
（表彰状授与者）(1)本会の役員、評議員として10年にわたり在職した者で、本会の発展に寄与し、その功績が顕著な者
大山博之さん 和田秀美さん 竹島信江さん 村上曙生さん 島田睦男さん
（特別表彰状授与者）(2)本会の役員、評議員の任期途中で死亡により退任した者で、本会の発展に寄与し、その功績が顕著な者
竹島寿男さん 坂口陸海さん
(感謝状授与者）(3)本会の地域福祉推進委員会委員、福祉推進員を10年にわたり務めた者で、地域福祉の進展に寄与し、その功績が顕著な者
中並美潮さん 西野眞奈美さん 赤間秀人さん 佐田スエ子さん 藤原美知恵さん 堀初さん 富﨑政勝さん
上提政明さん 西坂勝正さん 藤田義輝さん 東美那子さん 山下三千代さん
第2部 記念講演 テーマ「居場所の力〜生きているだけですごいんだ〜」不登校、ひきこもりの現場から
講師 NPO法人 フリースペースたまりば 理事長 西野博之さん
会場/なつき文化ホール
③事前学習フィールドワーク
開催年月日/平成27年9月10日（木）、9月11日（金）
内容/市内見学、水俣病歴史考証館、「ほっとはうす」見学
会場/熊本県水俣市
（2）嘉麻市地域福祉計画策定のための住民ワークショップへの参加
・第1回
開催年月日/平成27年7月9日（木） 参加者数/26人
内容/ワークショップについての説明、地区ごとに伸ばすべきところ・変えたいところを発表、次回について
会場/うすい人権啓発センターあかつき
・第2回
開催年月日/平成27年7月23日（木） 参加者数/24人
内容/前回の意見の整理、やるべきことについて話し合い、自助、公助、共助の項目に分けて地区毎で発表
会場/夢サイトかほ
・第3回
開催年月日/平成27年8月6日（木） 参加者数/26人
内容/報告書（案）をもとに各地区で修正・追加を行い発表
会場/稲築地区公民館
（3）平成27年度筑豊ブロック市町村社協連絡協議会 コミュニティワーカー研修会
・第1回
開催年月日/平成27年8月26日（水） 参加者数/21名
内容/1.開会のあいさつ 2.参加者自己紹介 3.福岡県地域福祉活動職員連絡会における筑豊ブロック代表幹事の選出について
4.各社協で実施している事業や取り組みについての情報交換 5.平成27年度における筑豊ブロックの取り組み事項についての意見交換、
県社協・実習生から感想 6.閉会のあいさつ
会場/稲築住民センター2階会議室
・第2回
開催年月日/平成27年11月6日（金） 参加者数/14人
内容/事例検討：「複合的に課題を抱える家庭と地域への対応」 討議内容：課題の整理、ソーシャルワークの視点による対応、目指すべき将来像、
取り組みの方向性や方策
会場/稲築住民センター2階会議室

（4）平成27年筑豊ブロック市町村社協連絡協議会エリア別事業 公開講演会
開催年月日/平成27年9月2日（水） 参加者数/88人
内容/ テーマ「障がい者の虐待と差別を防止するために」
講師/しょうがい生活支援の会すみか 代表理事 芹田洋志さん
会場/なつき文化ホール
（5）新地域支援事業の打ち合わせ
開催年月日/平成27年11月19日（木） 参加者数/9人
内容/高齢者介護課、さわやか福祉財団、嘉麻市社協で新地域支援事業についての打ち合わせを行った。
会場/山田庁舎

（6）平成27年度 新地域支援事業立ち上げ勉強会
・第1回
開催年月日/平成27年6月22日（月） 参加者数/53人
内容/総合事業の予算や費用管理、協議体の編成、社協の役割について意見交換
会場/稲築住民センター2階会議室
・第2回
開催年月日/平成27年10月19日（月） 参加者数/43人
内容/生活支援体制整備と総合事業の早期移行について、生活コーディネーターと協議体について
会場/稲築住民センター2階会議室
・第3回
開催年月日/平成27年12月22日（火） 参加者数/13人
内容/テーマ：体制整備事業と総合事業の違い、コーディネーターや協議体の基本的理解
講師/さわやか福祉財団 さわやか九州1ブロック リーダー 阿部かおりさん
会場/稲築保健センター1階多目的室
（7）「新しい地域支援事業を考える」ための勉強会
開催年月日/平成28年1月29日（金） 参加者数/79人
内容/講義1.「改正介護保険制度と地域づくりについて」
講義2.「高齢者を支える地域づくり」のためにどうすればよいか
グループワーク 地域のサービスを検証しましょう
講師/さわやか福祉財団 さわやか九州1ブロック インストラクター 竹下順一さん
さわやか福祉財団 さわやか九州1ブロック リーダー 阿部かおりさん

（8）職員自主勉強会
・第1回
開催年月日/平成27年6月23日（火） 参加者数/28人
内容/テーマ：生活支援・介護予防の体制整備
講師/嘉麻市社会福祉協議会 事務局長 木山淳一
会場/稲築住民センター2階会議室
・第2回
開催年月日/平成27年10月9日（金） 参加者数/22人
内容/若者支援と生活困窮
講師/嘉麻市社会福祉協議会 事務局長 木山淳一
会場/稲築住民センター2階会議室
・第3回
開催年月日/平成27年11月15日（日） 参加者数/15人
内容/国立療養所菊池恵楓園でのフィールドワーク
講話/杉野芳武さん、杉野桂子さん
会場/国立療養所菊池恵楓園
・第4回
開催年月日/平成27年12月16日（水） 参加者数/16人
内容/テーマ「水俣病事件の真実と意味」
講師/水俣病センター相思社 永野三智さん
会場/稲築住民センター2階会議室
・第5回
開催年月日/平成28年1月16日（土）、17日（日） 参加者数/16人
内容/・16日 「ほっとはうす」施設、ワークショップ見学、水俣市内見学、「ほっとはうす」水俣病から宝物を伝えるプロジェクト参加
・17日 福田農場、水俣病歴史考証館（葛西伸夫さん）、熊本県環境センター、水俣病資料館（杉本肇さん）
場所/熊本県水俣市

（9）視察研修の受け入れ
・山野第一ネットワーク委員会の取り組みについて学ぶため、太刀洗町社協職員・高樋校区役員12人が視察に訪れた。平成27年5月11日（月）
・配食サービスについて学ぶため、大木町社協役員26人が視察に訪れた。平成27年9月1日（火）
・嘉麻市社協が取り組む地域福祉活動について学ぶため、筑後市社協職員・校区福祉役員24人が視察に訪れた。平成27年9月3日（木）
・ひきこもり支援事業について学ぶため、筑後市社協職員・校区福祉役員24人が視察に訪れた。平成27年9月4日（金）
・山野第一ネットワーク委員会の取り組みについて学ぶため、うきは市社協職員・福富地区福祉員・民生委員25人が視察に訪れた。
平成27年10月20日（火）
・嘉麻市社協が取り組む地域福祉活動について学ぶため、美祢市社協職員・美東町ふくしの輪づくり運動推進協議会13名が視察に訪れた。
平成27年11月26日（木）
・広報活動について学ぶため、岡垣町社協職員5人が視察に訪れた。平成27年12月4日（金）
・山野第一ネットワーク委員会の取り組みについて学ぶため、志免町社協職員・町内会長・福祉推進委員53人が視察に訪れた。平成28年1月29日（金）

