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１ 平成２８年度月別事業報告 

 

 ４月 

  ○単身高齢者配食サービス（３３２食） 

５月 

○日赤社員増強運動月間 

○監査会 

○理事会 

○評議員会 

○第２６回秩父郡市福祉ゲートボール大会（秩父市） 

○単身高齢者配食サービス（３２５食） 

６月 

 ○社協だより第９１号発行 

 ○心配ごと相談員連絡協議会 

 ○単身高齢者配食サービス（手作り１６５食、業者１７３食） 

７月 

 ○子供球技大会（鹿中グラウンド他） 

 ○社協会員募集強調月間 

○ボランティア体験プログラム事業（８月まで） 

   福祉施設ボランティア等 

 ○単身高齢者夏季慰問事業（町指定可燃ゴミ袋配付 ４４４袋） 

８月 

 ○単身高齢者夏季慰問事業（絵手紙配付 ４４４名） 

９月 

○社協だより第９２号発行 

○老人福祉作文募集（町内小学校） 

○作文審査会（町内小学校） 

○敬老会米寿の寄せ書き 

○老人福祉作文発表 

 ○敬老会 

 ○秋分の日 忠魂碑等参拝（各地区自由参拝） 

 ○単身高齢者配食サービス（手作り１６７食、業者１６１食） 

１０月 

  ○シルバースポーツ大会（熊谷市） 

  ○赤い羽根共同募金運動月間 

○単身高齢者配食サービス（手作り１６３食、業者１６９食） 
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１１月 

  ○単身高齢者配食サービス（３３７食） 

１２月 

  ○社協だより第９３号発行 

  ○歳末たすけあい運動月間 

  ○歳末募金配分委員会 

  ○歳末募金配分（別紙のとおり） 

  ○歳末慰問（別紙のとおり） 

  ○単身高齢者配食サービス（４３５食） 

  （単身高齢者全てに、つくだ煮セットを配付する） 

  ○母子・父子家庭施設（両神温泉薬師の湯）利用料助成２月まで 

平成２９年 

１月 

  ○単身高齢者配食サービス（３２０食） 

２月 

 ○単身高齢者配食サービス（手作り１６８食、業者１５０食） 

 ○第４４回小鹿野町少年剣道大会協賛 

  （主催小鹿野剣友会） 

３月 

 ○社協だより第９４号発行 

 ○春分の日 忠魂碑等参拝（各地区で実施） 

 ○理事会 

 ○評議員会 

 ○単身高齢者配食サービス（３２４食） 

 

通  年 

○弔辞の交付 

○デイサービス事業受託（小鹿野、両神、倉尾デイサービスセンター） 

  ○福祉有償運送事業（ハッピー・パートナー）                                                                                                                                    

○福祉サービス利用援助事業 

 ○地域支え合いボランティア事業 

 ○いきいきサロン事業 

 ○心配ごと相談所開設 

 ○声の広報「おがの」作成、配付 

○地域活動支援センター事業受託（おがのふれあい作業所） 
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２ 会務の運営 

（１） 理事会の開催 

[第１回理事会] 平成２８年５月２４日（火） 

小鹿野町役場第１会議室  午前１０時開会 

    定員１５名、現員１５名、出席者 １５名 

  〈議案〉 

   ・平成２７年度事業報告の認定について         （認定） 

   ・平成２７年度一般会計収支決算の認定について     （認定） 

   ・評議員の選任について                （同意） 

    

    [第２回理事会] 平成２８年１２月２１日（水） 

    小鹿野町役場第１会議室  午前１０時開会 

    定員１５名、現員１５名、出席者 １５名 

〈議題〉 

   ・社会福祉協議会定款の一部を改正する定款について 

   ・社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程について 

   ・社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の選任について 

   ・社会福祉協議会評議員選出規程について 

   ・社会福祉協議会評議員の推薦について 

   ・社会福祉協議会副会長の選任について 

 

    [第３回理事会] 平成２９年３月２４日（金） 

    小鹿野町役場第１会議室  午前１０時開会 

    定員１５名、現員１５名、出席者 １５名 

〈議題〉 

   ・平成２９年度事業計画の承認について         （承認） 

   ・平成２９年度予算の承認について           （承認） 

   ・社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程について  （認定） 

   ・社会福祉協議会評議員の費用弁償に関する規程について （認定） 

   ・社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程について （認定） 

  

（２）評議員会の開催 

   [第１回評議員会] 平成２８年５月２４日（火） 

   小鹿野町役場第１会議室   午後１時３０分開会 

   定員３１名、現員３１名、出席者 ２０名 
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〈議題〉 

   ・平成２７年度事業報告の認定について        （認定） 

   ・平成２７年度一般会計収支決算の認定について    （認定） 

   ・理事の選任について                （同意） 

    

   [第２回評議員会] 平成２８年１２月２１日（水） 

   小鹿野町役場第１会議室  午後１時３０分開会 

   定員３１名、現員３１名、出席者１７名 

〈議題〉 

   ・社会福祉協議会定款の一部を改正する定款について 

 

   [第３回評議員会] 平成２９年３月２４日（金） 

   小鹿野町役場第１会議室  午後１時３０分開会 

   定員３１名、現員３１名、出席者２５名

  〈議題〉 

   ・平成２９年度事業計画の承認について         （承認） 

   ・平成２９年度予算の承認について           （承認） 

   ・社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程について  （認定） 

   ・社会福祉協議会評議員の費用弁償に関する規程について （認定） 

 

（３）監査会の開催 

   平成２７年度一般会計決算監査 

   平成２８年５月１７日（火）（小鹿野町児童館相談室） 

 

（４）選任・解任委員会の開催 

   [第１回選任・解任委員会] 平成２９年２月１５日（水） 

   小鹿野町児童館２階  午後１時３０分開会 

   定員５名、現員５名、出席者４名

  〈議題〉 

  ・評議員選任・解任委員会運営規程について 

  ・委員長の選出について 

  ・評議員の選任について 

 

（５）社協会員募集月間  ７月 
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３ 事業の推進 

（１） 児童福祉事業 

・子供球技大会  平成２８年７月２日（鹿中グラウンド他） 

    ・第４４回小鹿野町少年剣道大会協賛（主催小鹿野剣友会） 

      平成２９年２月１２日（小鹿野町民体育館） 

 

（２） 母子・父子福祉事業 

・母子・父子家庭施設利用料・食事利用券助成（両神温泉薬師の湯） 

      １１月～２月 

      施設利用  大人４８名、 子供２０名、  計 ６８名 

      食事券利用                  ３７件 

 

（３） 老人福祉事業 

・老人クラブ活動助成 

・敬老会開催（町共催）平成２８年１０月１２日、１３日 

 対象者 ７５歳以上 ２，２８７名 

・弔辞の交付 ２２４名 

    ・単身高齢者配食サービス事業 

      ４月、５月、６月、９月、１０月、１１月、１２月、１月、２月、

３月  延べ３，３８９名 

 

（４） 障害者福祉事業 

・身体障害者福祉会活動助成 

 

（５） 戦没者遺族福祉事業 

・遺族会活動助成 

・忠魂碑等参拝  平成２９年３月２０日 

 

（６） 福祉援護対策事業 

・通所介護サービス事業（小鹿野、両神、倉尾デイサービスセンター） 

    ・声の広報「おがの」作成、配付（毎月） 

    ・地域活動支援センター事業（おがのふれあい作業所） 
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（７） 地域福祉対策事業 

・ボランティア団体活動費助成 虹の会 ヘルパーコスモスの会  

 赤十字奉仕団 福寿の会 

・ボランティア体験プログラム事業 ７月～８月 延べ１４９名参加 

 特養小鹿野苑介助体験 ２名   

 特養「花菖蒲・両神」介護体験 ６名 

 小鹿野デイサービス介助体験 １０名 

 両神デイサービス介助体験 ５名 

 花菖蒲･両神デイサービス介助体験 ２名  

両神保育所ボランティア ５名 

  小鹿野幼稚園ボランティア ７名    

  災害時炊き出し訓練 １６名 

  小鹿野保育所ボランティア １６名 

小鹿野学童遊ボランティア ４名 

  子育て支援センターボランティア ４名  

   町内クリーンアップ １６名 

  七夕フェスティバル出店ボランティア ６名   

 まごころメール便 ４１名 

  クッキングボランティア ９名        

・第２６回秩父郡市福祉ゲートボール大会 ５月１６日 ４チーム参加 

  

４ 共同募金事業 

（１） 赤い羽根共同募金（運動期間 平成２８年１０月） 

・目標額１，０６０，０００円   募金１，４４６，５７７円  

達成率１３６．５％ 

     ・募金実績 

      戸別募金  １，２０７，０００円 

      職域募金    ２３９，５７７円 

      合  計  １，４４６，５７７円 
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（２）歳末たすけあい募金（運動期間 平成２８年１２月） 

   ・目標額 １，５３４，０００円  募金 １，３４０，９１０円  

達成率 ８７．４％ 

   ・募金総額 １，３４０，９１０円 

   ・配分額  １，０８５，２８２円 

   ・事務費        ８６４円 

   ・差引残金   ２５５，６２８円 

   ・配分の実績 

     

    在宅（地域）要支援者 

     母子父子世帯   ３０世帯     １８１，０００円 

     心身障害者世帯  ４３世帯     ２５６，０９６円 

     その他世帯    ２４世帯     １６７，１２０円 

     事務費                   ８６４円 

 

     小  計     ９７世帯     ６０５，０８０円  

 

その他 

 ねたきり高齢者慰問品  １６名       ８０，１９２円 

 単身高齢者慰問品   ４４２名      ４００，０１０円 

    小  計              ４８０，２０２円 

 

     配分合計            １，０８５，２８２円 
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７ 啓発事業 

  ・社協だよりの発行 年４回（６月、９月、１２月、３月） 

 

８ その他福祉事業 

  ・福祉団体助成    小鹿野町民生児童委員協議会活動費助成 

  ・心配ごと相談所   毎週木曜日開設 

  ・日赤社員増強運動月間  ５月 

  ・福祉有償運送（登録者数４２８名  利用件数１，８４８件） 

 

９ 受託事業 

（１） デイサービスセンター運営事業 

（小鹿野町より受託  利用者  延べ１４，２１５名） 

  ・小鹿野デイサービスセンター（４月１日受託） 

    所在地  小鹿野町下小鹿野２５５１番地 

    運営日  日曜、祝祭日、年末年始を除き週６日 

    職員体制 管理者１名 生活相談員２名 介護員４名 看護師１名 

    利用状況 日数２９３日、延べ人員４，８０８名 

                              （人） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

４０２ ３６６ ４１８ ４１２ ４２８ ４３３ ４４５ 

 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合  計 

３９０ ３５７ ３８６ ３５７ ４１４ ４，８０８ 

 

 

  ・両神デイサービスセンター（４月１日受託） 

    所在地  小鹿野町両神薄２３９５番地 

    運営日  日曜、祝祭日、年末年始を除き週６日 

    職員体制 管理者１名 生活相談員３名 介護員５名 看護師１名 

    利用状況 日数２９３日、延べ人員４，６９１名 

                              （人） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

４３１ ３９３ ４１９ ３７４ ３８５ ３８７ ３９９ 

 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合  計 

３９２ ３６４ ３７３ ３６７ ４０７ ４，６９１ 
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  ・両神デイサービスセンターA 型（４月１日受託） 

    所在地  小鹿野町両神薄２３９５番地 

    運営日  日曜、祝祭日、年末年始を除き週３日（月・水・金） 

    職員体制 管理者兼務介護員１名 

    利用状況 日数１４５日、延べ人員６２２名 

                              （人） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

５９ ４８ ５０ ５５ ４９ ５１ ５１ 

 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合  計 

４３ ４２ ５１ ６０ ６３ ６２２ 

 

 

・倉尾デイサービスセンター（４月１日受託） 

    所在地  小鹿野町日尾１２２９番地２ 

    運営日  日曜、祝祭日、年末年始を除き週６日 

    職員体制 管理者１名 生活相談員２名 介護員３名 看護師２名 

         調理員１名 

    利用状況 日数２９３日、延べ人員４，６８５名 

                              （人） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

３５１ ３３３ ３９０ ３６９ ３７３ ３５０ ３６５ 

 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合  計 

３３５ ３１２ ２９３ ２９８ ３２５ ４，０９４ 

 

（２） 地域活動支援センター運営事業 

・おがのふれあい作業所（４月１日受託） 

所在地  小鹿野町小鹿野２７４番地 

運営日  金曜、土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除き週４日 

職員体制 施設長１名 指導員６名 

利用状況 日数１９５日、延べ人数２，５３４名 
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 （３）いきいきサロン事業（介護予防ケアマネジメント事業） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

会場数 ０ １０ １３ １３ ６ １２ 

延べ参加

人数 
０ １１６ ２１０ １５６ ９４ １６７ 

 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

会場数 １１ １１ ６ ４ １６ ８ １１０ 

延べ参

加人数 
１１５ １４６ ８６ ２９ ２０１ １３３ １，４５３ 

 

会場数 １１０会場、延べ参加人数 １，４５３人 

 

 （４）小地域福祉活動（自主サロン） 

  モデル地区５か所（三田川１－１区、三田川３区、倉尾７、８区 

           両神２区、両神１２区） 

  ・定期的な集いの場づくり（輪投げ、お茶のみ、介護予防体操とサロン） 

  ・地域の多世代間の交流づくり（ハイキング、柿の渋抜き教室など） 

 

  三田川１－１区 

  ラジオ体操２０名、グラウンドゴルフ３３名、ハイキング２５名、 

  柿の渋抜き教室３０名 

 

  三田川３区 

  伊達巻きつくり１４名、ハイキング２８名 

 

  倉尾７、８区 

  郷土料理作り２８名、会食会（カレー）３１名、お出かけサロン２０名、 

  認知症予防講演２０名、津軽三味線・ポップス尺八演奏２５名 

 

  両神２区 

  第１・３月曜輪投げ練習、お茶のみ 

 

  両神１２区 

  認知症予防講演・会食会（カレー）２０名、町立病院出前講座２１名 

  お出かけサロン１６名 


