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川内村社会福祉協議会 



平成３０年度 

川内村社会福祉協議会事業報告書 

＜重点目標＞  

 

１．組織体制の強化  

 （１）理事会・評議員会開催   

    ①  理  事  会  ５回   

     ３０年４月１６日～１７日（書面審議）評議員候補者推薦  

 ６月８日    事業報告・決算、補正予算、定款改正   

       １２月１２日   補正予算、給与規程、会長職務報告  

３１年  １月２３日  理事と職員の意見交換会  

 3 月 1８日  事業計画・当初予算、補正予算  

          会長職務報告  

    ②  評議員会  ４回  

     ３０年  ５月１０日  理事選任、事業報告・決算等  

６月２８日  事業報告・決算、補正予算、定款改正  

１２月１９日  補正予算、給与規程  

３１年  3 月 29 日  事業計画・当初予算、補正予算  

③  監  事  会  1 回  ６月５日  ２９年度分監査  

 

   ④  評議員選任・解任委員会１回  ３０年５月８日  

      評議員 (３名 )の選任について  

 （２）職員等研修会  

     事業所内研修、各種外部研修への参加等  

 

２．財政基盤の確立  

 （１）自主財源の確保と特別会員の増強  

    社協会員会費実績   

一般会費    ６５２名  ６５２ ,０００円（1 千円）   

 特別会費     ３２名   １０３ ,０００円（3 千円・5 千円）  

 法人会費     3７社   ３８０ ,０００円（1 万円を 1 口）  

 合  計        １，１３５，０００円   

        

３．地域福祉活動の推進  

 （１）心配ごと相談事業  



   ・相談所の開設   毎月 1 回    相談員  民生委員  

    基本（第 3 水曜日の午前中）  

    相談件数   6 件（電話での相談含む）  

   ・開設場所   ゆふね   12 回  

           

 （２）生活福祉資金貸付事業  

    福島県社会福祉協議会貸付事業の申請受付や相談業務。  

    ・貸付件数   ０件  相談件数３件  

 （３）生活援助資金貸付事業  

    ・貸付件    １件   相談件数３件  

 （４）日常生活自立支援事業（安心サポート事業）  

    ・本村利用者         ０名   

 （５）福祉バス車両の貸出事業   

    ・福祉団体行事等利用    2１日  

 

  

（６）子育てサロン  

    五社の杜サポートセンター  

   ２１回開催  １０６名参加  平均５人  

 

 

 （７）小物作り  

   ３０年度から自己運営となる。  

   

 （８）福祉団体援助協力  

   ・民生委員協議会活動への協力  

     毎月の定例会・研修会  

   ・母子寡婦福祉会に対する援助協力  

   ・遺族会に対する援助協力  

４．在宅福祉サービス事業の推進  

 （１）軽度高齢者（自立支援）ホームヘルプサービス事業（受託事業）  

・利用実人数  ０名   

 

 （２）福祉車両貸出事業（受託事業）（村車両貸与）  

   ３１年３月から社協で車輌購入し独自事業となる。  

    ・リフト付ワゴン車貸出件数  ７件  



 

 （３）外出支援サービス事業（受託事業）  

    ・サービス登録者   

    ９７名  

    ・サービス利用延人数   

   67８名 (村内４２２名、村外 25６名 ) 

・サービス利用回数    

  3９８回（村内 25４回、村外 1４４回）  

     

（３）福祉用具貸与事業（緊急時貸出）  

    ・車イス      ６件  その他イベント時に貸出  

 

 （４）一人暮らし高齢者・高齢者世帯ふれあい交流会  

   ①  ふれあい交流会  

・開催期日：平成３１年３月５日（火）1１：０0～1３：40 

・開催場所：かわうちの湯  ２階大広間  

・共   催：共同募金、川内村民生委員協議会、川内村婦人会  

・参  加  者：老人クラブ会員及び７５歳以上高齢者１６２名  

      民生児童委員、婦人会、スタッフ等５４名  

      合計２１６名  

・内   容：昼食交流、舟山恵美子歌謡ショー  

お菓子のつかみ取り  

         

 



 

５．老人福祉事業の推進  

 （１）ふれあい・いきいきサロンの実施  

    各地区（７ヶ所）２ヶ月に１回開催  

    計  年４２回開催   

延べ参加人数  4７8 名  

       

 （２）配食サービス事業（村委託事業）  

   対象：75 歳以上の独り暮らし及び高齢者のみ世帯、  

身体障がい者等に対し週水曜日実施  

    ・  登録者５５名    

延べ配食数 1,２８６食  

     

 

 

６．日本赤十字社事業の推進  

 （１）日赤社員増強運動（推進主体：民生委員）  

    実施期間  平成３０年５月１日～３１日  

    普通社員 264 人   特別社員 421 人  ７１９，０００  円  

 

 （２）災害時用大ナベ（2 台所有）備品の貸出事業  

  貸出回数  ６回  その他老人クラブ  

 

７．共同募金運動の推進  

 （１）「赤い羽根」共同募金運動（推進主体：行政区長）  

    実施期間  平成３０年 1０月１日～３１日  

   募金実績額  830,423 円（戸別 726,000 円、職域他 104,423 円） 

 

（２）歳末たすけあい募金運動（推進主体：婦人会）  

   村内法人及び職域他へ募金活動  

    実施期間  平成３０年 12 月１日～28 日  

    募金実績額 1,021,217 円（法人 420,000 円、戸別 601,217 円） 

     

 （３）共同募金イベント用テント貸出事業（６張所有）５回      



 

８．ボランティア活動の推進  

 （１）デイサービスセンターでのボランティア受け入れ  

    計９日  （保育園児・中学生、クオール薬局、演歌歌手等）  

 （２）サポートセンターでの鍼灸等  ５回３１２名参加  

 （３）ボランティア保険受付  ２件   

 

 

 

 

  

 

 

 

９．生活支援相談員の活動  

 （１）生活支援相談員配置  

    川内地区    ５名（五社の杜サポートセンター）  

 （２）高齢者の安否確認、見守り活動の実施  

    村内一円   ６５２件訪問  

 （３）サロン交流会の実施  

     五社の杜サポートセンター  ６８回   ４７９名参加  

     いきいきサロン応援     ４１回  相談員４５人参加  

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）各種研修会への出席  

・県社協や関係機関が主催する研修会及び連絡会への出席  

    ・毎月の社協内部ミーティングへの出席  １２回  

    

 

 

 



10．地域包括支援センターの活動  

平成 30 年度 7 月より受託し、「ゆふね」内に新事務所を構える  

（１） 包括的支援事業  

①  総合相談支援  

     訪問    １３０件      電話    31 件  

来所      ８件      その他   20 件  

②  権利擁護業務  

     成年後見制度  利用件数   0 件  

     高齢者虐待相談対応件数   0 件  

（２） 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援  

①  介護予防の相談    延べ  29 件  

②  介護予防サービス  

（３） 地域包括ケアシステムの推進  

①  地域包括ケア会議への開催支援・参加  １回  

②  介護予防活動支援  

 介護予防に関する知識の普及啓発活動（訪問、サロン）  

いきいきサロン支援     14 回  

③  医療・介護との連携  

     医療介護連携会議   毎月最終水曜日   ６回  

診療所・保健福祉課・居宅支援事業所・デイサービス・訪問介護

事業所・包括の職員が集まり、情報の共有・事例検討  

④  認知症対策  

 オレンジカフェ（認知症カフェ）の開催  

  平成 31 年 1 月から月 2 回開催   ６回  参加人数延べ 51 人  

     

 

 


