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平成２８年度主要事業の実績について 

 

１．社会福祉法人運営 
本会が行う事業、活動、財務等の健全かつ適正な運営を図るための役員及び評議員会

の開催と職員等の育成を行いました。特に２８年度は、社会福祉法人改革による定款等

の改正により理事会開催回数が多くなりました。 

 

１－１理事会 
■第１回 

期  日   平成２８年４月１日（金） １４時から 

場  所   栄町役場２階第４会議室 

出席者数   ６名（他１名委任状提出） 

議  事 

議案第１号  会長・副会長の選任について 

議案第２号  業務担当理事の選任について 
 

■第２回 

期  日   平成２８年５月２５日（水） １０時から 

場  所   栄町役場２階第３会議室 

出席者数   ７名（他１名委任状提出） 

議  事 

議案第１号  評議員の選任について 

議案第２号  平成２７年度社会福祉法人栄町社会福祉協議会事業報告の認定について 

議案第３号  平成２７年度社会福祉法人栄町社会福祉協議会収入支出決算の認定につ

いて 

議案第４号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会定款の変更について 
 

■第３回 

期  日   平成２８年９月３０日（金） １０時から 

場  所   栄町役場２階第３会議室 

出席者数   ８名 

議  事 

議案第１号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会経理規程の一部改正について 

協議事項   社会福祉法人制度改革について 
 

■第４回 

期  日   平成２８年１２月１９日（月） １０時から 

場  所   栄町役場５階第１会議室 

出席者数   ６名（他１名委任状提出） 

議  事 

議案第１号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会評議員の選任について 

議案第２号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会評議員定款の変更について 

議案第３号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則の制

定について 

議案第４号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会資金収支予算書(第 1 次補正予算)の承

認について 

報告第１号  平成２８年度上半期事業の進捗状況について 
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報告第２号  社会福祉功労者について 

報告第３号  共同募金配分金助成事業（歳末たすけあい助成金）の交付について 

報告第４号  平成２８年社会福祉法人等指導監査の結果について   

協議事項   平成２９年度事業計画の方針について 
 

■第５回 

期  日   平成２８年１２月１９日（月） １６時３０分から 

場  所   栄町役場５階第１会議室 

出席者数   ５名（他２名委任状提出） 

議  事 

議案第１号  副会長の選任について 

議案第２号  業務担当理事の選任について 
 

■第６回 

期  日   平成２９年３月２４日（水） １０時から 

場  所   栄町役場２階第３会議室 

出席者数   ７名（他１名委任状提出） 

議  事 

報告第１号  専決処分の報告について(外出サポート事業実施要綱の一部改正) 

議案第１号  専決処分を報告し承認を求めることについて(第２次補正予算) 

議案第２号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会経理規程の一部改正について 

議案第３号  評議員選任・解任委員の選任について 

議案第４号  評議員選任候補者の推薦について 

議案第５号  平成２９年度社会福祉法人栄町社会福祉協議会事業計画について 

議案第６号  平成２９年度社会福祉法人栄町社会福祉協議会資金収支予算について 

 

１－２評議員会 
■第１回 

期  日   平成２８年５月２５日（木） １５時から 

場  所   栄町役場５階第２会議室 

出席者数   ２０名 

議  事 

議案第１号  平成２７年度社会福祉法人栄町社会福祉協議会事業報告の認定について 

議案第２号  平成２７年度社会福祉法人栄町社会福祉協議会収入支出決算の認定につ

いて 

議案第３号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会定款の変更について 
 

■第２回 

期  日   平成２８年１２月１９日（月） １５時から 

場  所   栄町役場５階第２会議室  

出席者数   １４名 

議  事 

議案第１号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会理事の選任について 

議案第２号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会定款の変更について 

議案第３号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会資金収支予算書(第１次補正予算)の承

認について 

報告第１号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則の制
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定について 

報告第２号  平成２８年度上半期事業の進捗状況について 

報告第３号  共同募金配分金助成事業(歳末たすけあい助成金)の交付について 

協議事項１  平成２９年度事業計画の方針について 
 

■第３回 

期  日   平成２９年３月２７日（木） １４時から 

場  所   栄町役場５階第２会議室 

出席者数   １３名 

議  事 

議案第１号  専決処分を報告し承認を求めることについて(第２次補正予算) 

議案第２号  平成２９年度社会福祉法人栄町社会福祉協議会事業計画について 

議案第３号  平成２９年度社会福祉法人栄町社会福祉協議会資金収支予算について 

 

１－３評議員選任・解任委員会 
■第１回 

期  日   平成２９年３月２４日（金） １３時から 

場  所   栄町役場２階第３会議室 

出席者数   ３名 

議  事 
議案第１号  社会福祉法人栄町社会福祉協議会評議員の選任について 

 

１－４監査 

■監事監査 
期  日   平成２８年５月１６日（火） 

場  所   栄町役場２階第３会議室 

出席者数   ２名 

監査事項    

１．平成２７年度事業報告について(社協・支会) 

２．平成２７年度決算について(社協・支会) 
 

■平成２８年度社会福祉法人等指導監査 
期  日   平成２８年１０月２１日（金） 

場  所   栄町役場２階第１会議室 

出席者数   千葉県印旛健康福祉センター監査指導課職員２名 

監査事項    

１．法人運営について 

２．会計管理について 
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１－５職員等研修 
職員等の専門性の向上及び技術の習得のため、各種研修会等に参加しました。 

研修日 研修内容 開催地 人 数 

平成２８年 ４月１４日（木） NPO法人市民後見センター講演会 佐倉市 職員１名 

平成２８年 ４月２３日（土） 福祉有償運送講習会 千葉市 職員１名 

平成２８年 ４月２４日（日） 福祉有償運送講習会 千葉市 職員１名 

平成２８年 ６月１４日（火） 安全運転管理者等講習会 成田市 職員１名 

平成２８年 ６月１４日（火） 市町村社協会長事務局長研修会 千葉市 職員１名 

平成２８年 ６月３０日（木） 
日常生活自立支援事業現任専門員

研修会 
千葉市 職員１名 

平成２８年 ７月２０日（水） 福祉有償運送講習会 鎌ヶ谷市 職員１名 

平成２８年 ７月２１日（木） 福祉有償運送講習会 鎌ヶ谷市 職員１名 

平成２８年 ８月 ６日（土） 生活困窮者自立支援セミナー 成田市 職員１名 

平成２８年 ９月 ５日（月） 市町村社協事務局長研修会 千葉市 職員２名 

平成２８年 ９月１６日（金） 千葉県 CSW育成研修 神崎町 職員１名 

平成２８年 ９月２３日（水） 
市町村地域福祉地区社協担当者 

スキルアップ研修会 
千葉市 職員１名 

平成２８年１０月２７日（木） 
千葉県市民活動センターボラン 

ティア研修 
千葉市 職員１名 

平成２８年１１月 ４日（月） 市町村社協事務局長研修会 千葉市 職員２名 

平成２８年１１月１８日（金） 中堅職員研修会 千葉市 職員１名 

平成２８年１１月３０日（水） 
千葉県放課後児童支援員認定資格

研修 
千葉市 指導員１名 

平成２８年１２月 ７日（水） 
千葉県放課後児童支援員認定資格

研修 
千葉市 指導員１名 

平成２８年１２月１２日（月） 
千葉県放課後児童支援員認定資格

研修 
千葉市 指導員１名 

平成２８年１２月１３日（火） 千葉県放課後児童支援員等研修会 千葉市 指導員３名 

平成２８年１２月１５日（木） 
千葉県放課後児童支援員認定資格

研修 
千葉市 指導員１名 

平成２９年  ２月２６日（日） 
習志野市社協災害ボランティア 

センター立ち上げ・運営訓練 
習志野市 

職員２名・ボラ

ンティア２名 

平成２９年 ３月１２日（日） 
介護予防生活支援サービス担い手

研修 
八街市 職員１名 

平成２９年 ３月２３日（木） 
介護予防生活支援サービス担い手

研修 
八街市 職員１名 
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１－６苦情解決 
本会が行う福祉サービスに対する苦情解決にあたり、苦情解決に関する第三者委員（２

名）を置き、利用者の権利を擁護し、福祉サービスの適正と信頼の確保に努めておりま

すが、平成２８年度苦情受付実績は、ありませんでした。 

苦情受付件数 苦情内容 苦情解決結果 

０件 ― ― 

 

２．運営組織体制の充実と財源の確保 
栄町社会福祉協議会（以下「本会という。」）は、地域に根ざし、町民同士が「大きな

家族」のように支えあって暮らしていける町づくりの実現に向け、さまざまな福祉活動

を展開しています。この活動のための財源を確保するとともに、社会福祉に貢献された

方や団体のための表彰式の開催や地域福祉活動をしている団体への後援等を行いました。 
 

２－１会員の加入促進 
会員加入は、本会の目的である地域福祉の向上を図り、町民一人ひとりがお互いに助

け合い、支え合いながら住みよい町づくりを目指すためにも、積極的に推進する必要が

あります。 

会費は事業を支える重要な活動資金としての自主財源となっていることから、自治会役

員会等に出向き、当会の事業内容等の説明と協力依頼を行い、会費の増加に努めました。 
 

（一般会員一世帯 500円 賛助会員 一口 1,000円 特別会員一口 5,000円） 

会員別会費 ２８年度 ２７年度 増 減 

一般会員会費 1,550,000円 1,379,489円 170,511円 

賛助会員会費 338,000円 361,000円 △23,000円 

特別会員会費 465,000円 465,000円 0円 

合  計 2,353,000円 2,205,489円 147,511円 

 

２－２寄附活動等 
本会が実施する社会福祉事業等に対する寄付や募金などにご協力をいただきました。 

■高齢者ボランティア基金（さざんか基金） 

年 度 ２８年度 ２７年度 増 減 

さざんか基金 
件数 金額 件数 金額 件数 金額 

3件 26,900円 5件 53,842円 △2件 △26,942円 

 

■一般寄附 

年 度 ２８年度 ２７年度 増 減 

一般寄附金 
件数 金額 件数 金額 件数 金額 

34件 478,188円 41件 685,241円 △7件 △207,053円 
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■募金箱 

年 度 ２８年度 ２７年度 増 減 

募金箱（２７箱） 152,254円 105,828円 46,426円 

 

■物品等の寄付 

平成２８年度 平成２７年度 

切手・葉書き等 １件 切手・葉書き等 １件 

使用済み切手・葉書等 ６件 使用済み切手・葉書等 ３件 

プルタブ等 ５件 プルタブ ０件 

バザー用品 ４１件 バザー用品 ３１件 

その他（備品等） ０件 その他（備品等） １件 

 

■フードバンクちばの行う食品等の回収事業「フードドライブ」への協力 

回 数 期 間 キロ数 

第１３回 平成２８年５月１５日～ ６月３０日 ８５．７キロ 

第１４回 平成２８年９月１２日～１０月３１日 ３９５．３キロ 

第１５回 平成２９年１月１６日～ ２月２８日 １３０．３キロ 

合 計  ６１１．３キロ 

 

２－３社会福祉功労者表彰式 
社会福祉に対する理解と発展に寄与された方々に表彰状・感謝状を贈呈しました。 

 

表彰式 平成２８年１２月１９日（月） 栄町役場５階 大会議室 

 

 

 

 

 

 

特別表彰者 ４名 

優良社会福祉事業者関係者 １０名 

寄付個人 ２名 

寄附団体 ５団体 
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２－４共催・後援等 
本会の目的である「地域福祉の推進に資する」と認めた５団体が実施する行事に対し、 

共催・後援等を行いました。 

番号 区別 団 体 名 事 業 名 

１ 共催 栄町教育委員会 
ふれあいプラザさかえ自主事業映画会

「シェーン」 

２ 後援 
明るい社会づくり柏地区推進協

議会 

第３４回 明るい社会づくりポスター

コンクール 

３ 後援 
栄町婚活実行委員会 

事務局 栄町企画政策課内 
「さかえ婚活大作戦 Vol.5」 

４ 後援 さかえ市民みゅーじかるの会 
市民ミュージカル 第５回公演 

～さかえまち昔話～「印旛沼龍伝説」 

５ 後援 栄町さざんかクラブ連合会 栄町さざんかクラブ連合会芸能大会 

６ 後援 栄町さざんかクラブ連合会 
第１８・１９回栄町さざんかクラブ連合

会ふれ愛杯グラウンド・ゴルフ大会 

７ 後援 
栄町婚活実行委員会 

事務局 栄町企画政策課内 
「さかえ婚活大作戦 Vol.6」企業間 Ver 

８ 後援 
栄町婚活実行委員会 

事務局 栄町企画政策課内 
「さかえ婚活大作戦 Vol.7」 

９ 後援 さかえ市民みゅーじかるの会 
さかえミュージカル 第６回公演さか

えまち昔話第３話 「鬼は内」 

 

３．ボランティア育成・支援 
 ボランティア活動促進のため、相談受付、講演会、講座等を開催し、ボランティア活

動のきっかけ作りや、スキルアップを図りました。 

 

■ボランティア相談 
ボランティア活動に関する相談がありました。 

月 件 数 相談内容 

 ４月 １１件 福祉団体助成金等 

 ５月 ８件 運営方法等 

 ６月 ６件 運営方法等 

  ７月 ５件 個人ボランティア活動等 

  ８月 ７件 運営方法等 

  ９月 ４件 福祉団体助成金等 

１０月 １３件 ボランティア活動保険等 
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１１月 ２件 運営方法等 

１２月 ５件 ボランティア受け入れ等 

１月 ４件 個人ボランティア活動等 

２月 ４件 運営方法等 

３月 ５件 運営方法等 

 合  計 ７４件  

 

■夏休み親子手話教室の開催 
簡単な手話や手話ダンスなどの親しみやすい内容で、親子で聴覚障がい者や手話につ

いて関心を持ってもらうきっかけ作りの場とするため夏休みに親子手話教室を開催しま

した。 

期  日 会 場 講  師 参加者 

平成２８年８月６日（土） 
ふれあいプラザ

さかえ音楽室 
手話ダンスさかえ １７名 

 

■防災講演会の開催 
「自助・共助・公助～大切な人を守るためには何ができるか～」①減災に向けて、日

常から出来る事は？②自分自身や身近な人を守るには？③災害後、再建に向けできるこ

とは？をテーマに講演会を開催しました。 

期  日 会 場 講  師 参加者 

平成２９年２月１８日（土） 
ふれあいプラザ

さかえ視聴覚室 

ＮＰＯ法人日本防災士会 

高野 甲子雄氏 
７３名 

 

■町広報支援ボランティア 
個人ボランティアの協力を得て、町が発行している広報さかえの袋詰め作業を行いまし 

た。 

発行月 ボランティア数 

平成２８年４月号～平成２９年３月号 延べ２１名 

 

■傾聴ボランティア入門講座 
 高齢者の方などの心に寄り添ったコミュニケーションスキルとして、普段の生活にも

役立てられる傾聴の技法を習得することを目的に傾聴ボランティア入門講座（３回）を

開催しました。 

期  日 会 場 講  師 参加者 

平成２８年１１月２日（水） 役場大会議室 

ＮＰＯ法人スピリッツ 

理事長 北田知子 氏 

２５名 

平成２８年１１月９日（水） 役場大会議室 ２３名 

平成２８年１１月１６日（水） ふれプラ会議室 ２３名 
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４．福祉教育 
 ボランティア活動や福祉に対するきっかけづくりとして、関係機関と連携を図りな

がら地域に出向き、講座等を行いました。 

子ども達に高齢者や障がい者に思いやりのある心を育てるために、町教育委員会や

小・中学校と連携し福祉教育の推進を図りました。 

 

４－１ふれあいボランティアパスポート事業等 
子どもたちのボランティア活動のきっかけづくりとして、町内の全小･中学校でボラン

ティアパスポート事業を行った他、ポスターコンクールの応募も行いました。 

学 校 名 生徒数 パスポート提出数 

栄中学校 ４３０人 ５４枚 

安食小学校 ２８８人 ２３６枚 

安食台小学校 ２３４人 ３８５枚 

布鎌小学校 ７７人 ６５枚 

竜角寺台小学校 １４２人 １０９枚 

 

■平成２８年度ボランティアパスポート学校賞 
 安食台小学校（回収率１６４％） 
 

■平成２８年度ボランティアパスポート感想文表彰 

（全国で１６人受賞）応募総数４８６人 

 栄中学校から中学生賞４名受賞（１年生２名、２年生２名） 

 安食台小学校から小学生賞１名受賞（４年生） 
 

■第３４回明るい社会づくりポスターコンクール県特別賞 
 栄中学校から１名受賞（１年生） 
 

４－２認知症サポーター養成講座 
認知症についての理解と地域で見守るための「認知症サポーター養成講座」を実施しま

した。 

学校名・団体 実施日 対象 受講数 

社会福祉協議会 平成２８年 ４月２０日（水） 登録ボランティア １３人 

栄町赤十字奉仕団 平成２８年 ６月２２日（水) 団 員 １６人 

安食台小学校 平成２９年  ２月 ２日（木) ５年生 ３７人 

 

 

 

 

 



 

－10－ 

４－３高齢者疑似体験・車イス体験 
栄町ボランティア・ＮＰＯ連絡協議会と連携して、町内の小学校等で福祉のこころを

育むことを目的に高齢者疑似体験や車イス体験を実施しました。 

学校名・団体名 実施日 学年 受講数 
ボラン

ティア 
内 容 

竜角寺台児童ク

ラブ 
平成２８年８月１日（月） 小学生 １１人 ７人 

高齢者疑似体験 

車イス体験 

安食台小学校 平成２９年２月１７日（金） ５年生 ４０人 ７人 
高齢者疑似体験 

車イス体験 

 

４－４福祉教育関係助成金  

福祉教育の実践を行う小・中学校に対して助成金を交付しました。     

団体名 活動内容 助成金額 

栄中学校 
生徒会活動・ボランティア活動を通して福祉活動の

充実を図りました。 
２０，０００円 

竜角寺台小学校 
地域社会との連携を図り、福祉活動の充実、発展に

努めることが出来ました。 
２０，０００円 

 

５．相談援助及び情報提供活動 
日常生活を送る上での不安や心配ごと、専門的な相談に応じるため、民生児童委員及

び主任児童員によるふれあい相談（心配ごと相談）・弁護士による法律相談・司法書士に

よる司法書士相談・社協職員によるよりそい相談を実施し、問題解決に努めました。 

また、社会福祉さかえの発行やホームページを活用して、各種情報を提供しました。 

 

５－１ふれあい相談 （心配ごと相談）  月２回 年間２４回実施 

平成２８年度（主な内容） 件数 平成２７年度(主な内容) 件数 

生計 ３件 生計 ４件 

その他 ２件 その他 ４件 

精神 ３件 精神 ３件 

家族 ２件 家族 ２件 

借金 １件 借金 １件 

合計 １１件 合計 １４件 
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５－２法律相談 （毎月１回年間１２回実施）臨時相談年３回（９月・１１月・２月） 

平成２８年度（主な内容） 件数 平成２７年度(主な内容) 件数 

相続 ２８件 相続 ２０件 

不動産 ３件 不動産 ９件 

離婚  ８件 離婚 ７件 

損害賠償  ０件 損害賠償 ５件 

境界  ４件 境界 ５件 

契約  ０件 契約 ２件 

交通事故  １件 交通事故 ２件 

借金  ７件 借金 ２件 

金銭トラブル  ４件 金銭トラブル １件 

雇用  ０件 雇用 １件 

その他（夫婦・著作権）  １４件 その他（夫婦・著作権） ２件 

合計 ６９件 合計 ５６件 

 

５－３司法書士相談（月１回 年間１２回実施） 

平成２８年度（主な内

容） 
件 数 平成２７年度（主な内容） 件 数 

相続 １９件 相続 ２３件 

遺言 １件 遺言  ５件 

不動産 ６件 不動産  ３件 

借金 ２件 借金  １件 

金銭トラブル ０件 金銭トラブル  １件 

離婚 ３件 離婚 ０件 

その他 ６件 その他 １件 

合計 ３７件 合計 ３４件 

 

５－４よりそい相談 
 社協職員による常時相談 １９３件 
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６．広報・啓発活動 
 地域福祉の大切さや本会の活動を多くの町民に知っていただき、支援や事業の活用

を図っていただくため、広報紙やホームページ、イベント等で広報、啓発活動を行いま

した。 

 

６－１広報誌  
 配布先（各自治会を通じてから世帯配布及び回覧・関係機関等へ配布） 

福祉に関する広報・啓発の推進として栄町社会福祉協議会だより「社会福祉さかえ」

を１回発行しました 

号 数 発行月 発行部数 主な配布先 内  容 

８７号 ７月 
9,000

部 

自治組織・ 

関係機関等 

ミニデイサービス/すくすく赤ちゃんサポート事業 

理事、監事、評議員のお知らせ/事業計画/事業予算 

主なサービス/事業報告/寄付のお知らせ/伝言版 

 

６－２イベント等での啓発活動 
 町行事等に参加し、啓発活動を行いました。 

行 事 名 日  程 内  容 

栄町産業まつり 平成 28年 10月 8日(土) 
事業紹介/ボランティアアン

ケート/福祉車両展示等 

いっさいがっさいフェスティバル 平成 28年 12月 4日(日) 福祉バザー/福祉車両展示等 

2017さかえリバーサイドマラソン 平成 29年 2月 5日(日) 事業紹介/募金活動等 

 

６－３ホームページ 
ホームページの充実を図るため、ボランティアの協力を得て情報発信に努めました。 

 

 

７．栄町地域支え合い体制づくり事業 
 高齢者等の孤立防止と日々の見守り体制の構築による「顔の見える関係づくり」を地

域に広げるため、地域の中の助け合い活動を行うボランティア等に対して、訪問、助言

及び助成等を行いました。また、冬季における高齢者の見守り活動やサロン活動の充実

につなげました。 

なお、酒直台自治会では、地域づくりのあり方、取り組み方を考えていくため、千葉

県地域ぐるみ福祉振興基金を活用し、各事業に取り組みました。 
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■サロン訪問 
訪問期間 地 区 サロン名 

平成２８年８月から１２月 

安食・安食台地区 

けやきサロン「陽だまり」 

いきいきサロン「ふれあいの場」 

ふれあいサロン「風楽っと」 

フォー・ユー・サロン 

ひだまりカフェ 

辺引いきいき体操クラブ 

安食台 2 丁目麻雀教室“まごこ

ろ” 

酒直・酒直台地区 
サロン酒直台 

ほほえみサロン 

布鎌地区 

南ヶ丘「四季のサロン」 

わらべの会 ～童謡を歌う会～ 

南ヶ丘健康麻雀教室 

竜角寺・竜角寺台地区 

たんぽぽの会 

ほのぼの塾 

ゆったりサロン 
 

■地域フォーラム設置支援事業（酒直台自治会） 
事業名 開催数 内 容 参加人数 

交流会 
平成 28 年 5 月から平成

29年 3月にかけ計 6回 

地域のブロックごとに分かれ、それ

ぞれの地域課題について計 5 回の協

議を行った他、地域住民全員を対象

とした津軽三味線ライブを開催しま

した。 

350名 

茶話会 平成 28年 11月に計 5回 

地域のブロックごとに、誰もが気軽

に参加し、自由に意見交換が出来る

場を設けました。 

94名 

高齢者訪問活動 
平成 28 年 5 月から平成

29年 3月 

実行委員が安否確認のため、独居高

齢者宅の訪問を行いました。 
8名 

ワークショップ 平成 29年 1月 15日 

作新学院大学女子短期大学部教授坪

井真氏を講師に迎え、自治会役員及

び班長を対象として、ワークショッ

プを行いました。 

午前：「支え合い・助け合いの課題と

取り組みを考える」（役員・班長対象） 

午後：午前のワークショップから見

る「生活の困りごとから始まる自治

会の取組み」（役員対象） 

60名 

 

■サロン用貸出備品状況 

物品名 貸出回数 物品名 貸出回数 

わたあめ機 ３回 ポータブルマイク １２回 

ポップコーン機 ６回 プロジェクター ２４回 
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ピンマイク ４回 スクリーン ２９回 

輪投げ ２回 高齢者疑似体験 ２回 

歌唱カルタ ２回 ＤＶＤデッキ ２回 

紐とおし １回 フルーツキューブ ２回 

ラジカセ １回 マイクスタンド ２回 

ハンズフリーメガホン 1回 ポータブルナビ １回 

かき氷機 1回 PCプレゼンポインター １回 

シャッフル＆ゴルフセット 1回   

 

８．すくすく赤ちゃんサポート事業 
 子どもの虐待や育児放棄といった問題の予防として、民生委員による赤ちゃん用品の

配布を通じて訪問活動を行い、地域の身近な相談者づくり・見守れる体制づくりを行い

ました 

受付月 平成２８年度 平成２７年度 増減 

４月 ５名 ２名 ３名 

５月 １２名 ３名 ９名 

６月 １１名 ６名 ５名 

７月 ９名 ７名 ２名 

８月 ８名 ８名 ０ 

９月 ６名 ９名 △３名 

１０月 ４名 ８名 △４名 

１１月 ４名 ７名 △３名 

１２月 ５名 ６名 △１名 

１月 ３名 ８名 △５名 

２月 ８名 ５名 ３名 

３月 ９名 ５名 ４名 

合計 ８４名 ７４名 １０名 
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９．福祉団体助成金 
 「助け合い」の輪を広げるため、社会福祉及び地域福祉を目的とした活動を行う団体

等に対して助成金を交付しました 

団体名 活動内容 助成金額 

布鎌ふれあいボラ

ンティア 

高齢者と児童との交流を図り、昔の布鎌の生活を伝承し

ました。 
２０,０００円 

たんぽぽの会 
竜角寺台地区の高齢者を対象に、サロン活動や送迎サー

ビス、家事援助を行いました。 
３０,０００円 

サロン酒直台 
月２回サロンを実施し、誰もが立ちよれて顔の見える地

域のつながりを広げました。 
３０,０００円 

NPO法人生涯学習栄

カルチャークラブ 

生涯学習に関する各種講座・発表会・相談室を開催しま

した。 
３０,０００円 

セーフティネット 

すまいる 

暮らしの安心・安全、地域社会で孤立化防止のため、見

守り活動や電話による相談を行いました。 
３０,０００円 

辺引いきいき健康

体操クラブ 

毎週火曜日にラジオ体操、ダンベル運動等を行い、地域

の高齢者の介護予防や健康づくり行うとともに交流を

図りました。 

３０,０００円 

栄町さざんかクラ

ブ 

連合会 

健康でいきいきとした高齢者活動を支援し健康の増進

を図りました 
３０,０００円 

栄町ボランティア・ 

ＮＰＯ連絡協議会 

町の地域福祉向上としてボランティアグループ及び個

人ボランティア・ＮＰＯ団体との情報交換を図りまし

た。 

８０,０００円 

ボランティアグル

ープ「ゴルゴ会」 

軽音楽を聴きながら茶話会やイベントを行い地域の交

流を図りました。 
３０,０００円 

劇団あかり 

寸劇を通じて、認知症の正しい理解の啓発普及活動に取

り組み、認知症の正しい理解者を増やすことが出来まし

た。 

１０,０００円 

 

１０．日常生活自立支援事業 
 日常生活を送る上で、十分な判断ができない方や、体の自由がきかない方が地域で安

心して生活できるように支援するため、専門員（２名）・生活支援員（３名）を配置し、

福祉サービスの利用援助や財産管理等を行いました。 

初回相談分を除く相談・訪

問調査等延回数 
契約締結者数 支援延べ件数 

２回 ２名 
２０回 

（内１８回支援員対応） 
 

 

 

 

 



 

－16－ 

１１．災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練 
災害時に備え、習志野市社会福祉協議会主催の災害ボランティアセンター運営・立ち

上げ訓練に参加しました。 

期  日 参加人数 

平成２９年２月２６日（日） 職員２名・ボランティア２名 

 

１２．外出サポート事業 
高齢者（要介護者・要支援者）や障害のある方で、外出することが困難な方に対し移 

送サービスを行いました。（低所得者対象） 

月別 

平成２８年度 平成２７年度 増 減 
備 考 

人数 件数 人数 件数 人数 件数 

 ４月 ７人 ９件 ７人 ９件 ０ ０ 
 

 ５月 ７人 ８件 ８人 １０件 △１人  △２件  

 ６月 ７人 ９件 ７人 ９件 ０ ０  

 ７月 ９人 １２件 ７人 ８件 ２人  ４件  

 ８月 ８人 ９件 １０人 １０件 △２人 △１件  

 ９月 ６人 ９件 ７人 １７件 △１人 △８件  

１０月 ７人 １０件 １０人 １４件 △３人 △４件  

１１月 ８人 １１件 ９人 １０件 △１人  １件  

１２月 ７人 ７件 ８人 １０件 △１人 △３件  

 １月 １０人 １３件 ９人 １１件 １人 ２件  

 ２月 ７人 １６件 ７人 １１件 ０人 ５件  

 ３月 １０人 ２３件 ８人 １３件 ２人 １０件  

合 計 ９３人 １３６件 ９７人 １３２件 △４人 ４件  
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１３．給食サービス 
６５歳以上のひとり暮らしの方、高齢者世帯で食事の支度が困難な方、ひとり暮らし

の障害者の方等に毎週金曜日にお弁当を届けることで、民生委員が日常生活状況の把握

及び安否を確認し、併せて良き話し相手、相談相手となることによって、孤独感、不安

感を取り除き、虚弱な高齢者等の見守り強化と在宅福祉の充実を図りました。 

月別 
平成２８年度 平成２７年度 増  減 

回数 利用数 回数 利用数 回数 利用数 

４月 ５回 １４５食 ４回 １０６食 １回 ３９食 

５月 ４回 １２６食 ５回 １２０食 △１回 ６食 

１０月 ４回 １２４食 ５回 １２５食 △１回 △１食 

１１月 ４回 １２４食 ４回 １０２食 ０回 ２２食 

１２月 ４回 １２８食 ４回 １００食 ０回 ２８食 

１月 ４回 １２９食 ４回 １０７食 ０回 ２２食 

２月 ４回 １３８食 ４回 １１３食 ０回 ２５食 

３月 ５回 １６６食 ４回 １１２食 １回 ５４食 

合 計 ３４回 １，０８０食 ３４回 ８８５食 ０回 １９５食 

■配食ボランティア 

民生・児童委員２７名、個人ボランティア６名 

■調理協力店 

 ナリタヤ食彩館、いしはら弁当店、八郎治、金田屋、NPO法人ねむの里、あえり弁当  

 

１４．友愛訪問 
給食サービス事業休止期間中（6 月･7 月･8 月･9 月）、民生委員・児童委員が給食サー

ビス利用者宅を、粗品、ふれあいカードを持って訪問し、日常生活状況の把握及び安否

を確認し、併せて良き話し相手、相談相手となることによって、孤独感、不安感を取り

除き、虚弱な高齢者等の見守り強化と在宅福祉の充実を図りました。また、協力幼稚園・

保育園等には、利用者からのお礼状が届けられました。 
 

■ふれあいカード協力：幼稚園・保育園・福祉施設 

実施月 協力団体 ふれあいカード配布数 

６月 布鎌児童クラブ ４０枚 

７月 酒直幼稚園・ながと幼稚園 ７０枚 

８月 安食保育園・デイサービスセンター成田利用者 ７０枚 

９月 みなみ栄保育園・デイサービスセンター成田利用者 ７０枚 

合 計  ２５０枚 
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１５．生きがい対応型デイサービス 
高齢者の孤独感の解消、生きがいの発見及び寝たきり予防を図るため、協力ボランテ

ィアと一緒に企画・立案し、事業を実施しました。 

回数 実施日 主な内容 
参加 

者数 

ボラン

ティア 
会 場 

１回 平成 28年 4月 13日（水） 
事業説明 

脳トレ・健康体操 
36名 14名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

２回 平成 28年 4月 27日（水） 脳トレ・健康体操 34名 15名 
ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

３回 平成 28年 5月 11日（水） 
合唱・交通安全教室 

オレオレ詐欺 
36名 16名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

４回 平成 28 年 5 月 25 日(水) 
道の駅で買い物 

ホテルで食事 
31名 17名 

道の駅「くりもと」 

成田ビューホテル 

５回 平成 28年 6月 1日（水） 
幼稚園児とのふれあ

い・脳トレ・健康体操 
34名 15名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

６回 平成 28年 6月 29日（水） 芸能大会 34名 13名 
ふれあいプラザさかえ 

文化ホール 

７回 平成 28年 7月 13日（水） 
七夕づくり 

脳トレ・健康体操 
34名 16名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

８回 平成 28年 7月 20日（水） お買い物 29名 15名 成田イオン 

９回 平成 28年 8月 10日（水） 
合唱・脳トレ・健康

体操 
33名 15名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

10回 平成 28年 8月 24日（水） ぶどう狩り 25名 15名 
菅谷ぶどう園 

風土村レストラン 

11回 平成 28年 9月 14日（水） 
レクレーション 

脳トレ・健康体操 
35名 15名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

12回 平成 28年 9月 28日（水） ふうせんバレー 34名 14名 
ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

13回 平成 28年 10月 3日（水） 台風の影響で中止 0名 0名  

14回 平成 28年 10月 19日（水） 
道の駅で買い物 

バイキング 
34名 14名 

道の駅「くりもと」 

成田ビューホテル 

15回 平成 28年 11月 2日（水） 
DVD上映 

脳トレ・健康体操 
35名 11名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

16回 平成 28年 11月 16日（水） 
脳トレ・健康体操 

傾聴ボラ実習 
34名 15名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

17回 平成 28年 12月 7日（水） 
タブレット 

健康体操 
35名 14名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

18回 平成 28年 12月 21日（水） 
お買い物 

懐石料理 
28名 16名 

成田イオン 

成田ビューホテル 
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19回 平成 29年 1月 11日（水） 
お正月遊び 

脳トレ・健康体操 
35名 13名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

20回 平成 29年 1月 25日（水） 
宗吾霊堂初詣 

懐石料理 
28名 13名 

宗吾霊堂 

成田ビューホテル 

21回 平成 29年 2月 8日（水） 
歯科検診 

脳トレ・健康体操 
27名 14名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

22回 平成 29年 2月 22日(水) 
いちご狩り 

お買い物 
20名 12名 

熱田農園・ 

米屋物産センター 

23回 平成 29年 3月 1日（水） 
紙スリッパ作成 

脳トレ・健康体操 
31名 13名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

24回 平成 29年 3月 23日（水） 
手遊び 

脳トレ・健康体操 
33名 11名 

ふれあいプラザさかえ 

大会議室 

合計   735名 311名  

 

１６．紙おむつ配付 
経済的な負担軽減などをはかるため、在宅で寝たきりの高齢者や障害者の方に紙おむ

つを年４回支給しました。 

配付月 平成２８年度 平成２７年度 増 減 備 考 

５月 ７４名 ５６名   １８名 
 

７月 ７３名 ６０名   １３名  

１０月 ７６名 ５８名   １８名 歳末たすけあい事業 

１月 ７４名 ６５名   ９名 
 

合 計 ２９７名 ２３９名  ５８名  

 

１７．日常生活用具の貸出 
在宅福祉の向上を図るため、必要な方に日常生活用具を貸出しました。 

用 具 名 
保有 

台数 

貸出件数 

平成２８年度 平成２７年度 増 減 

車椅子 ４９台 ４５件 ４２件 ３件 

松葉杖 ８組 ２件 ５件 △３件 

四脚バランスステッキ ３本 １件 ０件 １件 

歩行器 ２台 ０件 ０件 件 
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１８．福祉カーの貸出 
高齢者や心身障害者の方の外出を支援するため、本会所有車両の貸出を行いました。 

貸出車輛 
貸出件数 

備 考 
平成２８年度 平成２７年度 増 減 

ハイゼット（軽自動車）  １７件  ２６件 △ ９件 スロープ付 

アルファード １２件 １０件 ２件 スロープ付 

エミーナ  ０件  ２件 △２件 セダン登録 

ガイア  ０件  ０件 ０件 
外出サポート 

事業専用車両 

バネット  ３件   １０件 △７件 スロープ付 

合   計 ３２件 ４８件 △１６件  

 

１９．歳末たすけあい配分金 
  歳末時期に、地域の支え合いや助け合いなどの活動支援団体等に対して助成金を交

付しました。 

団体名 活動内容 助成金額 

ボランティアグルー

プ「ゴルゴ会」 

クリスマスパーティーを実施し、バンド演奏と一緒

に歌ったり、ゲームをしたり楽しい一時を過ごすこ

とが出来、地域住民の繋がり、助け合いを深めるこ

とが出来ました。 

３０,０００円 

セーフティーネット 

すまいる 

クリスマスパーティーを開催し、地域住民と交流を

持ち、更なる地域ネットワークづくりを図ることが

出来ました。 

３０,０００円 

たんぽぽの会 

健康講座と終活セミナーを開催し、健康的な過ごし

方や悔いが残らない人生について学び、楽しい一日

を過ごしました。 

３０,０００円 

たすけあいネットワ

ークフレンズ 

クリスマスサロンのイベントを開催し、住民の方々

の交流をはかりました。 
３０,０００円 
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２０．低所得者等対策 

生活相談に応じて、比較的所得が尐ない世帯、（低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世

帯）に対して資金の貸付と食料支援、民生員等が相談支援を行うことによって、その世

帯の経済的な自立と生活の安定を図りました。 

 

２０－１貸付事業 
経済的自立支援のため、各種貸付を行ったほか、フードバンクの活用を図りました。 

 平成２８年度 平成２７年度 

相 談 件 数 貸付金額 相 談 件 数 貸付金額 

生 活 福 祉 資 金 
（生業・福祉・教育等） 

1件 １件 500,000円 6件 １件 183,200円 

生 活 福 祉 資 金 
（総合支援資金） 

0件 0件 0円 0件 0件 0円 

生 活 福 祉 資 金 
（緊急小口資金） 

１件 1件 100,000円 １件 0件 0円 

要保護向け不動産担

保型貸付 
1件 1件 5,929,000円 0件 0件 0円 

福 祉 貸 付 一 時 金 
（ 緊 急 小 口 資 金 ） 

5件 5件 92,616円 18件 13件 130,000円 

福 祉 貸 付 一 時 金 
（ 生 活 資 金 ） 

2件 2件 200,000円 0件 0件 0円 

フ ー ド バ ン ク 18件 18件  24件 24件  

 

２０－２交通遺児援護基金 
 交通遺児を援護・激励することを目的として、千葉県社会福祉協議会から民生委員を

通じて奨励金を配布しました。 

対象世帯 奨励金 備考 

１件 ６０，０００円 高等学校卒業 

 

 

２１．児童クラブ運営事業 
働く保護者の支援と放課後児童の健全育成のために、布鎌小学校区の児童クラブ（布

鎌小学校内）を行いました。 
 

■児童クラブ実施状況 

月 登録者数 利用者数 開設日数 延べ人数 

４月  ５名 ３名 ２１日 ４６名 

５月  ７名 ５名 ２１日 ６０名 

６月  ７名 ５名 ２４日 ７８名 
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７月  ８名 ７名 ２１日 ６６名 

８月  ８名 ７名 １９日 ８０名 

９月  ５名 ５名 ２１日 ７３名 

１０月  ５名 ５名 ２３日 ５９名 

１１月  ５名 ５名 ２２日 ５４名 

１２月  ９名 ８名 １９日 ５６名 

１月  ９名 ８名 ２１日 ５５名 

２月  １０名 ７名 ２２日 ５７名 

３月  １０名 ９名 ２３日 ６２名 

計  ７４名 ２５７日 ７４６名 

 

■夏休み・冬休み・春休み等の行事 

実施日 内 容 

平成２８年 ７月２７日（水） 昼食作り（カレーライス） 

平成２８年 ８月 ３日（水） 大相撲千賀ノ浦部屋夏合宿見学 

平成２８年 ８月 ８日（月） 昆虫館見学（成田西陵高校） 

平成２８年 ８月 ９日（火） プール 

平成２８年 ８月１０日（水） プール 

平成２８年 ８月２６日（金） 子ども映画会・夏のおはなし会（ふれあいプラザ） 

平成２８年１２月２７日（火） クリスマス会（ケーキ作り） 

平成２９年 ３月３１日（金） 卒業生を送る会 

 

２２．収益事業（自動販売機設置） 
収益事業である自動販売機の設置による手数料収入を、社会福祉協議会が実施する事

業費に充当しました。 

年 度 ２８年度 ２７年度 増 減 

自動販売機 

設置収益 

台数 金 額 台数 金 額 台数 金 額 

28台 1,519,540円 28台 1,576,694円 0台 △57,154円 

 


