
事　　業　　及　　び　　内　　容 経　　過

昭和37年  1月 　任意社会福祉協議会（役場福祉課内）

昭和59年 10月 　社協法人化事務開始　　　　　　　　　　　

昭和60年  1月 　社協法人化認可（昭和60年2月15日登記）

昭和60年  4月 　家庭奉仕員派遣事業受託　（玉東町）

　　（平成7年度より名称がホームヘルパー派遣） ～平成１１年度まで

　　  　　　　4月 　玉東町福祉資金貸付事業開始 ～現在

　　  　　　　4月 　玉東町老人クラブ連合会活動支援　平成26年度より名称変更　玉東町オレンジクラブ連合会 ～現在

　　  　　　　4月 　玉東町身体障害者福祉協議会活動支援 ～現在

　  　　　　　8月 　1日父親旅行開始(ひとり親家庭一日旅行)　 ～現在

　　  　　　　9月 　日本船舶振興会へ福祉センター建設補助金申請　　

　　  　　　　9月 　高齢者学級開催（教育委員会と共催） ～現在

昭和61年  8月 　福祉センター起工式

　　　  　　　8月 　社会福祉医療事業団へ福祉センター建設借入金申請

　　　　  　　9月 　県事務所、民協、社協３者で独居老人、寝たきり老人の訪問調査

昭和62年  2月 　玉東町福祉センター落成　　　　　　　　　

昭和62年  9月 　ヤクルト配布事業開始（週２回）　　　 ～現在

昭和63年  2月 　第１回福祉大会 　H28　第30回　　　～現在

昭和63年5～6月 　町内６０歳以上者を対象に実年調査

　　　　　　8～9月 　第１回要介護老人調査（H14 名称変更　安心生活訪問調査 ） ～平成17年度　第18回まで　

　      　　　8月 　ふれあい会食会開始(中央公民館）

　　　　平成3年より弁当形式へ変更　（各地域公民館） ～平成25　第26回まで

平成元年  8月 　介護者だより「ともに歩む」発行（２ヶ月に１回介護者宛郵送） ～平成5年度まで

平成2年   9月 　町広報紙に「社協だより」掲載 ～平成11年度まで

平成3年   7月 　９人乗ワゴン車キャラバン購入（熊本県共同募金会助成）

　　   　　　7月 　小学生ワ－クキャンプ開始（たまきな荘） 6年生　H27～5年生へ移行 　H28　26回　　　～現在

　 　　 　　12月 　子供会へ助成開始 ～平成18年度まで

平成4年   2月 　事務局通信発行開始（毎月発行） ～平成11年度まで

平成4年   4月 　栄養士採用　　　　　　　　　　　　　　　 ～平成11年3月まで

　　   　　　8月 　ファミリ－手話教室開始 ～平成25年度　第22回まで

平成5年   4月 　県ボランティア指定校（３年間、山北小 ） ～平成7年度まで

　   　　　　8月 　中学生ワークキャンプ開始（きくすい荘） ～平成16年度まで

平成6年   2月 　パートヘルパー登録開始　　　　　　　　　

平成6年   4月 　ホームヘルパー　チーム制開始

　　　   　　7月 　[老人クラブ]ふれあいクラブ活動支援開始　平成19年度より名称変更　友愛クラブ ～現在

　　　   　　8月 　大人のワークキャンプ開始（きくすい荘） ～平成13年度まで

　　   　　　8月 　いきいき料理教室開始（小学生と老人クラブ） 　H28　第23回　　　～現在

　　   　　　9月 　車椅子昇降機付車両購入（キリン福祉財団より助成）

平成7年   4月 　福祉用具、車椅子昇降機付車両貸出 ～現在

　　   　　　4月 　県ボランティア指定校（３年間、木葉小） ～平成9年度まで

　   　　　　8月 　点字教室開始 ～平成25年度　第19回まで

　　　   　　8月 　地域福祉活動計画策定委員会開始　　　　　 ～平成9年3月まで

　　　   　　2月 　地域福祉活動計画　住民アンケート実施　　

平成8年   4月 　なかよしクラブを社協事業として毎日運営　（町地域福祉振興基金助成） ～平成13年5月まで

　　   　　　4月 　福祉センタ－ シャワ-室を浴室に改造

　　   　　　4月 　ボランティア指定校助成金交付（山北小、平成10年～　木葉小、平成12年～玉東中）　　

　　　平成16年度より名称変更　福祉教育推進校助成金交付 ～現在

　　　   　　7月 　軽自動車ミニカ(地域福祉号)　寄贈　　

　　　   　　8月 　やさしい町づくり推進隊開始 ～平成22年度まで

　　　   　　10月 　広報誌朗読ボランティア「フレンズ」活動支援 ～平成23年度まで

平成9年　 3月 　地域福祉活動計画策定　　　　　　　　　　

平成9年   4月 　福祉センタ－ 湯沸室を調理室に改造（熊本県共同募金会助成）

　　　　     4月 　県ボランティア指定校３年間（玉東中） ～平成11年度まで

　　   　　　5月 　ヘルパ－だより発行（隔月発行） ～平成11年度まで

　　   　　　7月 　ふれあいのまちづくり事業指定（５年間）（熊本県） ～平成14年度まで

　   　　　　7月 　ホ－ムヘルパ－２４時間体制試行開始（午前7:00～午後9:00） ～平成11年度まで

法　人　の　沿　革　
社会福祉法人 玉東町社会福祉協議会
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事　　業　　及　　び　　内　　容 経　　過

法　人　の　沿　革　
社会福祉法人 玉東町社会福祉協議会

　　  　　　12月 　ふれあいのまちづくり推進委員会

平成10年　2月 　ふれあい総合相談（法律・医療・心配ごと・行政相談）開始 平成28年度より名称変更 福祉相談所　　　　　　　　　　～現在

　　　医療相談　H14まで、行政相談　H16まで、法律相談　H27まで

平成10年  4月 　在宅介護支援センタ－受託（玉東町）　　　　　　　　 ～平成18年3月まで

　　  　　　　5月 　長野オリンピック使用車カルディナ　トヨタより寄贈

　　　　　　10月 　小学４年生点字学習・手話学習開始 ～現在

平成11年  1月 　老人デイサ－ビス受託に伴う準備開始　　　　　

平成11年  4月 　老人デイサ－ビス事業受託（玉東町）　　　　　　　　　　 平成12年3月まで

　　  　　　　8月 　社会福祉援助技術現場実習受入れ（相談援助実習） ～現在

　　  　　　　9月 　小学校、総合学習によるデイサービス交流開始　（ふれあいの丘デイサービス） 平成28年度まで　18回

　　  　　　　9月 　玉東町デイサービスを支える会「かたつむり」活動支援開始 ～現在

　　（ふれあいの丘デイサービス Ｈ28まで 通所介護はぶのＨ29～　）

　　　　　　11月 　居宅介護支援事業所ふれあいの丘　居宅介護支援指定（熊本県） 平成24年4月更新

　　　　　　11月 　介護保険認定訪問調査受託　（玉東町）　　　　　　　 平成12年3月まで

　　　　　　11月 　地域福祉権利擁護事業　生活支援員選任

　　　　　　12月 　歳末たすけあい援護　施設入居者への配分中止（玉名郡内一斉）

平成12年  1月 　出生祝金交付開始 ～現在

　　　　  　　3月 　居宅介護支援事業所玉東町社会福祉協議会　居宅介護支援指定（熊本県） 平成18年8月休止、19年廃止

　　　  　　　3月 　玉東町社協ホームヘルパーステーション　訪問介護指定（熊本県） 平成26年4月更新

　　  　　　　3月 　玉東町ふれあいの丘デイサービスセンター　通所介護指定（熊本県） 平成29年3月廃止

　　　利用定員　45名　

平成12年  4月 　預かりサービス（少額現金預かり）開始　玉東町社協ホームヘルパーステーション　 平成22年10月移行

    　　　　　5月 　社協だより　創刊号　発行　のちに名称「おれんじの風」 ～現在

　　　隔月発行　平成13年3月まで、毎月発行　平成18年4月まで、隔月発行　平成18年5月から

　　　　 　　6月 　学童保育に関するアンケート実施

　　　 　　　8月 　小学生ふれあいの丘デイサービス夏まつりボランティア開始 平成28年度まで　第16回

　　　　　　10月 　介護保険専門相談員設置事業受託（熊本県） 平成13年3月まで

　　　　　　10月 　子育て座談会ウェルカムベビー開始 平成13年3月まで

　　　　　　10月 　小学生疑似体験学習　　 ～現在

　　　　　　11～2月 　ふくし公開セミナー（3級ホームヘルパー養成講座）

平成13年　3月 　会計電算システム導入

　　　　　　3月 　介護保険事業安定化基金組入れ 平成22年度取崩し

　　　　　　3月 　玉東町ボランティア連絡協議会活動支援開始 ～現在

　　　　　　7月 　介護ホーム運営委員会設置

　　　　　　8月 　介護ホーム住宅改修開始（県共同募金助成）

　　　　　　9月 　介護ホームはぶの　開所　（住宅型有料老人ホーム） ～現在

　　　利用定員5名、Ｈ20.4より　定員9名　

　　　　　　9～11月 　第2回ふくし公開セミナー（3級ホームヘルパー養成講座）

　　　10～12月 　共同募金職域募金に町内特産品販売(竹炭、竹酢液、野菊みそ）

　　H15　べにあずま　追加　～H20まで、H16　みかん　追加　～H24まで

　　H19　るぴなすクッキー　追加、H21　糖みつ　追加　～H26まで　　

　　H25　玉東産米　追加、　H26　浦田の水　追加　　

　　H27　黒砂糖　追加　　

平成14年  3月 　第1回子育て支援講座　Ｈ29より　ファミリーサポートセンター養成講座 　H28　第16回　　　～現在

　　　　　　　3月 　住民参加型子育て支援の会「たんぽぽ」活動支援開始 　～現在

平成14年  4月   三障害（身体、精神、知的）ヘルパー派遣受託（玉東町） ～平成15年3月まで

　　　　　　　4月 　いきいきサロン助成金交付開始 ～現在

             6～12月   「ザ・介護塾」  介護予防・生活支援セミナー・痴呆予防セミナー

               6月 　介護ホーム　台所改修（社会福祉医療事業団助成）

平成15年  3月 　支援費制度（身体・児童・知的）居宅介護事業所指定(熊本県) ～平成18年3月まで

平成15年  4月 　地域福祉権利擁護事業開始（契約締結）　　　 ～現在

　　　　平成16年9月　熊本県社協より一部委託

　　　  　　　6月 　シルバー人材センター管理運営受託(玉東町） ～現在

　　  　　　　7月 　介護ホームはぶの　第１回夕涼み会 　H28　第14回　　　～現在

　　  　　　　8月 　玉名地域一市八町社会福祉協議会合併協議会設置

4―2
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法　人　の　沿　革　
社会福祉法人 玉東町社会福祉協議会

　 　　　　　10月 　外出支援サービス事業受託(玉東町） ～現在

　　 　　　　10月 　子育て安心ほっと事業受託(玉東町）

          10～12月 　福祉センター改修（日本財団助成）　　

          10～12月 　ふくし公開セミナー（介護保険活用塾）

              12月 　福祉施設備品整備支援事業助成金交付開始 ～現在

平成16年  2月 　通所介護事業所はぶの　通所介護指定（熊本県）　 平成28年3月まで　制度改正

平成16年9～11月 　ふくし公開セミナー（痴呆予防教室）

              12月 　日本赤十字社災害救護車整備（熊本県支部より）（スズキ　エヴリィ） 平成25年10月まで

平成17年  2月 　育児支援家庭訪問事業受託（玉東町）　　平成24年度より名称　養育支援訪問事業 ～現在

               2月 　24時間テレビより車椅子対応車（プレマシー）贈呈

               3月 　ボランティア団体助成金交付開始 ～現在

               3月 　玉名地域一市八町社会福祉協議会合併協議会解散

平成17年  8月 　中高生の保育園体験 ～平成18年度まで

            9～11月 　ふくし公開セミナー（目指せ福祉のまちづくり）

平成18年  3月 　食品衛生営業許可

平成18年  4月 　介護保険サービス介護予防事業所申請(玉東町社協ホームヘルパーステーション） 平成29年3月まで　制度改正

　介護保険サービス介護予防事業所申請(玉東町ふれあいの丘デイサービスセンター） 平成29年3月廃止

　介護保険サービス介護予防事業所申請(通所介護事業所はぶの） 平成29年3月まで　制度改正

　介護予防支援業務受託　居宅介護支援事業所ふれあいの丘　 平成29年3月まで　制度改正

              4月 　障害福祉サービス事業所みなし指定（居宅介護）

              4月 　収益事業ふれあいの丘販売事業開始 ～平成22年12月廃止

              4月 　子育て支援事業助成金交付開始　（たんぽぽ利用料　託児・一時預かり） ～現在

            6～7月 　地区説明会　（事業説明、会員制度導入願い、歳末たすけあい募金廃止）

              7月 　苦情解決委員会（第三者委員設置） ～現在

              8月 　介護ホームはぶの　有料老人ホーム設置届提出、熊本県受理

              9月 　介護ホームはぶの　5周年記念及び敬老祝賀食事会

10月 　障害福祉サービス事業所指定（居宅介護） 平成24年10月更新

            11月 　社協会員制度導入（一般会員１世帯５００円） ～現在

            12月 　熊本県生命保険協会よりふれあい号（プレオ）贈呈

平成19年 1月 　介護サービス情報の調査・公表開始

              2月 　福祉大会２０年の歩み～小中学生作文集～作成

              2月 　日本赤十字社熊本県支部よりAED整備

平成19年  10月 　特定高齢者介護予防事業（よかよかクラブ）受託（玉東町） 平成29年3月まで　

            10月 　地域福祉活動計画第２次策定委員会開始　　　　　 平成22年6月まで

　日本財団助成（車椅子対応軽自動車　ワゴンR）　

平成20年 4月 　介護ホームはぶの増築（居室２・交流スペース・デイホール・浴室・キッチン・相談室）落成

              4月 　地域福祉活動計画　全世帯アンケート「玉東町地域支え合いのための意向調査」

              5月 　地域福祉権利擁護事業　玉東町生活支援員協議会設立 平成25年消滅

平成21年 2月 　福祉大会　玉東ボランティアの歌（町内保育園年長児･コールのばら） ～現在

平成21年 9月 　介護ホームはぶの　スプリンクラー設置（熊本県共同募金会助成）

平成22年 7月 　総合相談事業（地域包括支援センター）受託　（玉東町） 平成26年3月まで

           7～10月 　ボランティアアドバイザー養成講座

             10月 　介護職員処遇改善交付金対象事業者承認 平成24年5月まで

             10月 　預かりサービス（少額現金預かり）開始　（有料） ～現在

平成23年  1月 　デイサービス緊急短期間宿泊サービス試行（通所介護事業所はぶの）

               2月 　成年後見審判　法人後見受任 ～現在

平成23年  4月 　地域生活支援事業（日中一時支援事業）受託（玉東町）　　通所介護事業所はぶの　 ～現在

               4月 　地域生活支援事業（日中一時支援事業）受託（玉東町）　ふれあいの丘デーサービス 平成29年3月まで

               4月 　地域福祉支援体制強化事業受託（熊本県社協）

               4月 　生活福祉資金相談等体制整備事業受託（熊本県社協） 平成27年度まで

               4月 　法人成年後見事業検討委員会設立 ～現在

　　　　　　　6月 　安心生活支援活動推進事業「法人後見受任事業」（熊本県社協助成）

              10月 　デイサービス緊急短期間宿泊サービス開始（通所介護事業所はぶの） ～現在

　　　　 10～3月 　デイサービス緊急短期間宿泊サービスニーズ調査事業受託（玉東町・厚生労働省）

平成24年  2月           　ボランティアセンター設置　　災害ボランティアマニュアル作成
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法　人　の　沿　革　
社会福祉法人 玉東町社会福祉協議会

平成24年  11月 　火の国ボランティアフェスティバル荒玉（荒玉ボランティア連絡協議会・荒玉社協）

平成25年　6月 　安心生活支援活動推進事業「高齢者の生活支援と子育て支援」（熊本県社協助成）

　　　　　　　7月 　介護ホームはぶの駐車場整備

　　　　　　　8月 　地域共生くまもとづくり事業「はぶの縁がわ交流事業」（熊本県）

　　　　　　10月 　生活困窮者総合相談支援モデル事業受託　玉名郡4町共同体（熊本県） 平成27年3月まで

　　　　　　10月 　日本赤十字社災害救護車整備（熊本県支部より）　（三菱　ミニキャブ）

平成26年　12月 　地域の縁がわ彩り事業　介護ホーム「はぶの」ひさし延長工事（熊本県）

平成27年　3月 　玉東町社協相談支援センター　開始　（特定相談支援事業所） ～現在

　　　　　　　3月 　ホームページ、フェイスブック開設

平成27年　4月 　生活困窮者等自立相談支援事業　（熊本県社協業務実施協定） ～現在

　　　　　　　4月 　子育て世代包括支援事業（産前産後サポート事業、家事支援産後ケア事業）受託（玉東町） ～現在

　　　　　　　6月 　地域の絆づくり推進事業受託（熊本県） 平成30年3月まで

　　　　　　　6月 　安心生活支援活動推進事業「玉東子育て応援事業」（熊本県社協助成）

平成28年　4月 　通所介護事業所はぶの　地域密着型通所介護へ移行　　

　　　利用定員10名、Ｈ29.4より15名

　　　　　　　4月 　玉東町ファミリーサポート事業受託（玉東町） ～現在

　　　　　　　4月 　玉東町生活支援体制整備事業受託（玉東町） ～現在

　　　　　　　4月14,16日　熊本地震　避難所（福祉センター）5日間

　　　　　　　4月～11月 　熊本地震　災害ボランティアセンター職員派遣（甲佐町、西原村、益城町）

　成年後見センター等体制整備事業（熊本県社協助成）

平成29年　2月 　通所介護事業所はぶのテラス改修（デイホール・キッチン拡張）

平成29年　3月 　評議員選任・解任委員会設置

平成29年　4月 　居宅介護支援事業所ふれあいの丘　介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務受託　　

　　　　　　　4月 　玉東町社協ホームヘルパーステーション　介護予防・生活支援サービス事業へ移行　　

　 　訪問型サービス　Ａ１（みなし）、Ａ３（独自/定率） ～現在

　　　　　　　4月 　通所介護事業所はぶの　　　　　　　　　　　介護予防・生活支援サービス事業へ移行　　

　 　通所型サービス　Ａ５（みなし） ～現在

平成29年　4月 　玉東町介護予防・生活支援サービス事業通所サービス事業受託（玉東町）　シャキッと ～現在

　　　　　　　4月 　玉東町介護予防・生活支援サービス事業訪問サービス事業受託（玉東町）　シルバー人材センター ～現在

　　 　 　　　8月 　小学生はぶのデイサービス夏まつりボランティア開始 ～現在
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