
令和元年度 

事 業 実 績 報 告 書 

社会福祉法人桑折町社会福祉協議会 



①庶務的事項 

（１）登記事項 

(ｱ)定款変更登記 なし 

(ｲ)役員変更登記 令和元年６月 18日付けで熊谷孔隆氏を理事長として登記(令和元年６月 27 日登記) 

(ｳ)資産変更登記 資産の総額  215,559,334 円(令和元年６月 27 日登記)  

(ｴ)不動産登記  なし 

（２）許認可・指定事項 常勤の業務執行理事とした副会長の選任及び理事会への報告頻度の変更のための定

款変更(令和元年６月 28日県知事認可) 

（３）役員・評議員の異動 

(ｱ)理事、監事の異動 ６月 18日任期満了に伴う一斉改選。熊谷孔隆理事を会長に、室井峰夫理事を副

会長に、石幡正則理事を常務理事に選定。定款変更に伴い、６月 28日付けで室

井峰夫理事の副会長職の辞任により、７月 10日付けで石幡正則理事を副会長に

選定した。 

(ｲ)評議員の異動   なし 

②会務運営状況

（１）理事会の開催  ７回（報告３件、認定２件、議案 30 件） 

（２）評議員会の開催 ３回（報告２件、議案 11件） 

（３）監査の実施   ２回（平成 30 年度事業実施状況及び一般会計資金収支決算状況、令和元年度上半期

事業実施状況及び一般会計資金収支状況） 

③地域福祉事業の推進 

   福祉バスの運行 118 件  年間走行距離 9,141km（走行累計  68,779km） 

④ボランティア活動の推進 

（１）各種事業 

   ・サロン活動の支援（講師派遣、運営者会議） 

   ・学習活動の支援（福祉教育事業「福祉とボランティア」、「高齢者疑似体験」） 

   ・サマーショートボランティアスクールの開催 

   ・「陽だまり」の発行（第 209 号～第 220 号） 

   ・コーディネイト件数 91 件 

（２）ふれあい館利用状況 207 件 

（３）ふれあい・いきいきサロン設置推進事業 

   ・高齢者サロン 活動中 31ヶ所（休止中２ヶ所） ・子育てサロン２ヶ所 ・健康ﾏｰｼﾞｬﾝｻﾛﾝ１ヶ所 

（４）ふれあい・いきいきサロン開催回数 381 回（高齢者 337 回、子育て 22回、健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 22 回） 

（５）ふれあい・いきいきサロン延参加者数：5,950 名（高齢者 5,034 名、子育て 349 名、健康ﾏｰｼﾞｬﾝ 567 名） 

（６）ボランティア登録者数(3 月末現在)  現登録者数 193 名

⑤高齢者福祉事業の推進 

（１）地域包括支援センター事業（町受託事業） 

   実相談者数 2,978 名、相談件数 4,536 件、予防プラン数 1,592 件

（２）通所型サービスＡほほえみの提供（町受託事業） 

   利用延人数 （月）347 名、（水）257 名 

   実施日数  （月）42日、（水）50日 

   １日平均実利用者数 （月）8.3 名、（水）5.1名 

（３）やすらぎあんしん自費サービス (自費ホームヘルプサービス)の提供 

   利用時間数 114.25 時間 利用回数 110 回 月平均実利用者数 3.0 人 

（４）寝具乾燥消毒事業の実施（対象 寝たきり高齢者等） 

第１回 ８月実施 22 名利用  第２回 １月実施 20 名 

（５）家族介護者交流会を実施 

第１回 ９月実施 16 名参加 於 穴原温泉 山房月之瀬 

 内容 ・介護相談 ・講演、実演 「介護をする上でのマッサージ方法」 

   第 2回 ３月に予定したが新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止 

（６）シニアいきいきの集いの開催（対象者 ひとり暮らし高齢者） 

   第 1回   10 月 16 日 62 名参加 於 穴原温泉 吉川屋 内容 歌謡ショー、笑いヨガ 

   第 2回   10 月 23 日 47 名参加 於 宮城方面     内容 定義如来西方寺見学 

（７）介護者激励金（10,000 円）の贈呈（対象 寝たきり高齢者の介護者） 対象者 29 名 

（８）70歳以上の一人暮らし高齢者世帯及び 80歳以上の高齢者のみの世帯に対し義援金（3,000 円）を贈呈 

    一人暮らし高齢者世帯 327 世帯    高齢者のみの世帯    101 世帯 



（９）日常生活用品引換券（10,000 円分）の贈呈（対象 寝たきり高齢者） 利用者 29 名 

（10）一人暮らし高齢者及び高齢者世帯に対して除雪の実施（シルバー人材センター業務委託） 

   12 月から 3月を実施期間としたが、記録的少雪のため、実施なし 

（11）大かや園デイサービスセンター推進会議を開催 

（12）地域ネットワーク会議を開催 

（13）賀状及び祝金（20,000 円）を贈呈（対象 100 歳を迎えた高齢者） 対象者７名 

（14）認知症カフェ「もんもカフェ」を偶数月に開催した。 

⑥障がい(児)者福祉事業の推進 

（１）ふれあいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業の開催（町受託事業） ６回開催 延参加者数 137 名 

（２）介護者激励金(10,000 円)の贈呈（対象 寝たきり重症障がい(児)者の介護者） 対象者１名 

（３）義援金を贈呈（対象 身体障がい者団体、知的障がい者団体） ２団体合計 150,000 円 

（４）日常生活用品引換券（20,000 円分）を贈呈(対象 寝たきり重症障がい(児)者） 利用者１名 

⑦児童福祉事業の推進 

（１）児童遊び場(７ヶ所)の管理運営 

   (ｱ)遊具の点検 3/3～4実施（職員による点検） 対応 遊具の洗浄、塗装及び看板の書き直し 

   (ｲ)遊具の一部撤去 なし   (ｳ)遊び場の廃止 なし 

（２）準要保護児童のいる世帯 35世帯に義援金(3,000 円)を贈呈 

（３）子育てサロン２ヶ所に義援金(各 20,000 円)を贈呈

（４）社会貢献事業として子ども食堂を実施(7月から月１回実施） 延参加者数 154名 

    ３月は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

⑧低所得世帯の援護 

（１）生活援助資金貸付 

 (ｱ)元年度貸付分 ７件(うち未償還 ７件 284,170 円：高額療養費含む)  (ｲ)償還免除  なし 

 (ｳ)償還期限経過分(貸付から 1年以上経過) ９件 348,000 円

（２）生活福祉資金貸付（県社協より貸付事務受託事業、3月末現在） 

(ｱ)貸付状況(未償還分) ７件 5,176,432 円 

(ｲ)東日本大震災の被災者に対しての緊急小口資金の特例貸付（未償還分） 23 件 3,683,400 円 

（３）義援金を贈呈(対象 生活困窮世帯) 

    対象世帯数及び贈呈額  ８世帯、世帯主を除く家族８名 (＠10,000 円×８世帯)＋(＠5,000 円×

８名)＝120,000 円 

⑨福祉活動等の支援 

（１）ふれあいいきいきサロン(高齢者サロン)・子育てサロン・マージャンサロンへ活動支援 

    活動費の助成 サロン数 34 サロン 開催回数 404 回 助成額 442,500 円 

（２）研修講師費用の助成（町一部補助事業） 全講師数 ７名、１団体 16 回 

（３）活動活性化助成（「うぶかの郷」を利用したサロンの開催）（町一部補助事業） 

    参加者数 509 名（大畑サロン、わだいサロン、サロン上成田、ぽかぽかクラブ、スマイルは実施なし） 

     助成額 603,545 円 

（４）福祉団体等への活動費の助成 ９団体 846,000 円 

⑩社会福祉事業の周知 

（１）社協だよりの発行   第 76 号、第 77 号、第 78 号、第 79 号発行 

⑪福祉総合相談所の開設 

  町民の福祉全般にかかる相談及び苦情を処理するための福祉総合相談所の開設 

（１）相談件数 13 件（定例弁護士相談 11件、臨時相談２件） 

    定例相談 桑折公民館 ４件、睦合公民館 ３件、伊達崎公民館４件、半田公民館２件 

⑫権利擁護事業

（１）日常生活自立支援事業（あんしんサポート） 

(ｱ)利用件数 ０件 (ｲ)生活支援員数 １名 (ｳ)解約件数 ０件 (ｴ)年度末契約件数 ０件 

（２）法人後見業務 

   被後見人等になりうる者がなく、町長申し立ての場合に限って本会が行う法人後見業務 

    (ｱ)対象者 被保佐人 1 名（女性、昭和 28 年生まれ：知的障がい者、福島市内の医療機関に入院中） 

    (ｲ)保佐業務の内容  入院費の支払い等 

⑬寄付金等 

（１）寄付金受入 120 件 3,999,920 円 

（２）物品寄付受入 ９件 



⑭会費等の募集 

（１）社協会費  普通会員会費 3,558,000 円 法人会員会費  678,000 円 特別会員会費 70,000 円 

          合計 4,306,000 円(予算対比 97.6％)                       

（２）日赤社費  合計 1,828,900 円（目標額対比 98.2％） 

（３）義援金の募集(日本赤十字社桑折町分区として募集） 

      (ｱ)「令和元年 8月豪雨災害」 10 月募集 １月 14 日送金 送金額 353,295 円 

   (ｲ)「令和元年台風第 15号千葉県災害」10月募集 1月 14 日送金 送金額 379,395 円 

⑮共同募金 

（１）募金目標額  2,020,000 円（県共同募金会決定額） 

（２）募金実績額  2,061,029 円（目標額対比 102.0％） 

（３）配分金の受配  ・地域福祉事業配分金（Ｂ募金配分）       1,101,727 円 

           ・地域歳末たすけあい募金による令和元年度事業費   76,373 円 

           ・地域福祉活動推進用車両の整備事業費      1,500,000 円 

⑯歳末たすけあい募金 

（１）募金目標額   2,350,000 円（県共同募金会決定額） 

（２）募金実績額   2,333,657 円（目標額対比 99.3％） 

（３）配分実績額   2,287,990 円（配分残額は翌年度に配分） 

（４）配分金充当事業 

   ・生活困窮世帯義援金配分事業           120,000 円 

   ・寝たきり高齢者等介護者激励金配分事業      300,000 円 

   ・70 歳以上の一人暮らし高齢者世帯義援金配分事業  981,000 円 

   ・80 歳以上のみの高齢者世帯義援金配分事業     303,000 円 

   ・準要保護児童のいる世帯             105,000 円 

   ・障がい者団体活動支援金配分事業         150,000 円 

   ・子育てサロン活動支援金配分事業          40,000 円 

   ・日常生活用品引換券給付事業                      288,990 円  合計 2,287,990 円 

⑰その他 

（１）職員の研修参加 延 49 種の研修へ参加 

（２）元気シニアクラブの運営 社協職員等による有償ボランティアにて実施 

月 利用者数(実施日) 月 利用者数(実施日) 月 利用者数(実施日) 月 利用者数(実施日)

４ 延 52 名(３日) ７ 延 73名(４日) 10 延 59 名(３日) １ 延 63名(３日)

５ 延 54名(３日) ８ 延 49名(３日) 11 延 75 名(４日) ２ 延 80名(４日)

６ 延 68名(４日) ９ 延 52名(３日) 12 延 72 名(４日) ３ 延 17人(１日)

    ※３月については新型コロナウイルス感染拡大防止のため 1回のみの開催 

（３）台風第 19 号による浸水被害への対応 

    (ｱ)福祉避難所開設の要請により、11 世帯 28 名の被災者に対して職員 4名が対応 

    (ｲ)町内会の依頼により募集した災害ボランティア 町内外から 28名 

    (ｳ)床上浸水の被害にあった７世帯に対し、町と一緒に 1世帯当たり 20,000 円の見舞金を贈呈 

（４）在京桑折会への出席 8月 3日 東京御茶ノ水 会長、副会長出席 

（５）やすらぎデイ避難訓練 3/27 

（６）やすらぎデイサテライトもんも避難訓練 11/21 

（７）大かやデイ避難訓練 5/6～5/11 

   大かやデイ・ほほえみデイ合同避難訓練 5/8、10/7 

（８）実習生研修受け入れ 

   ・東北福祉大学 社会福祉士実習研修 地域包括支援センター 8/5～8/8 1 名 

   ・小中学校新採用教員研修 やすらぎデイ 8/6～8/7、8/8～8/9 各 1 名 

   ・福島医科大学地域医療体験研修 ふれあいいきいきサロン 7 名 

   ・福島学院大学 相談援助実習 8/19～9/21 1 名 

   ・福島大学 介護等体験受入 10/28～11/1 1 名 

（９）桑折町社会福祉協議会職員向け安全運転研修 11/8 

（10）有償助け合いサービス活動者研修会 1/29 参加者 3 名 

 (11) 町内社会福祉法人及び介護事業所等連絡会の開催 5/31、12/10 


