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【法 人 運 営 事 業】 

 

１．理事会の開催 

開催日 出席人数等 議         題 

平成 26年 

4月 5日 

13名(書面 2名) 

町役場 

第 3会議室 

議案第 1号 正副会長の選任 

平成 26年 

5月 23日 

14名(書面 1名) 

町役場 

第 3会議室 

議案第 1号 平成 25年度事業報告並びに決算 

監査報告  (5月 19日、監事 2名により監査実施) 

議案第 2号 評議員の選任 

平成 27年 

1月 20日 

15名(書面 1名) 

町役場 

第 3会議室 

議案第 1号 職員給与規則の一部改正 

議案第 2号 平成 26年度表彰者 

議案第 3号 評議員の選任 

平成 27年 

3月 27日 

15名（書面 4名） 

町役場 

第 3会議室 

議案第 1号 平成 26年度補正予算 

議案第 2号 平成 27年度事業計画並びに予算 

議案第 3号 定款の一部改正 

 

 

２．評議員会の開催 

開催日 出席人数等 議           題 

平成 26年 

5月 23日 

 

29名 

町役場 

第 3会議室 

議案第 1号 平成 25年度事業報告並びに決算 

監査報告  (5月 19日、監事 2名により監査実施) 

議案第 2号 理事の選任 

平成 27年 

3月 27日 

20名 

町役場 

第 3会議室 

議案第 1号 平成 26年度補正予算 

議案第 2号 平成 27年度事業計画並びに予算 

議案第 3号 定款の一部改正 

 

 

３．会員募集 

 社会福祉協議会会員の募集を行い財政基盤の整備を図った。 

                                        会員数 会費額 備   考 

一般会員  ５，７７８世帯 ２，８８９，１００円 町内各世帯 

特別会員 ６件 (７口)     ３５，０００円 福祉施設 

賛助会員 ３１件(４６口)   ２３０，０００円 法人・事業所・個人 

合 計  ３，１５４，１００円  
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【広 報 啓 発 事 業】 

 

１．広報紙の発行 

  福祉サービスの周知や社会福祉協議会に対する認識を深めるため、広報紙「社協よ

こしばひかり」を年３回(８月・１２月・３月)発行した。 

 

２．ホームページ配信 

  情報の提供、社会福祉協議会活動への理解を深めていただくため、ホームページを 

配信し、併せてホームページ上で町広報紙の音声サービスも行った。 

  掲載情報を更新するため、２６年度にホームページのリニューアルを行った。 

 

３．福祉のまちづくり標語・作文・ポスター募集 

  ふれあいと支えあいによる心豊かな福祉のまちづくりを進めるため、福祉教育の一

環として児童・生徒から標語・作文・ポスターを募集し福祉意識の高揚を図った。 

 

福祉のまちづくり標語・作文・ポスター作品募集（町内各小中学校）応募 314点 

【標語】210点(入選 3点)【作文】38点(入選 3点)【ポスター】66点（入選 7点） 

入選作品については１２月発行の広報紙に掲載し、福祉のつどいにて表彰した。 

 

４．第９回よこしばひかり福祉のつどいの開催 

  福祉関係者、福祉団体、一般町民が一同に会し、「だれもがありのままにその人ら

しく地域で暮らすことができる福祉のまち」を目指し一層の努力を誓い、併せて社会

福祉の発展に寄与された方々を表彰し、感謝の意を表した。 

期日 平成２７年２月２１日（土） 午後１時３０分開会 

  会場 町民会館 大ホール  参加者数  ２３０名 

  内容 ・表彰 会長表彰：２５名  感謝状：４団体 

まちづくり標語・作文・ポスター入選者：１３名 

・社会福祉協議会活動紹介 

・光ウィンドオーケストラ演奏 

   ・お楽しみ抽選会（震災復興目的） 
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【地域福祉活動の推進】 

 
１．地区社会福祉協議会活動 
 

【大総地区社協】 

５月２１日 
  ７月２９日 
  １０月４日 
  
１２月１５日 
 ３月１３日 

総会  運営委員会議 

福祉のつどい（文化会館 ７０歳以上の方） 

給食サービス ・小学校運動会招待者(高齢者)へお弁当配布 

・独居高齢者へお弁当お届け 

歳末訪問（給食サービス）、環境美化活動 

視察研修旅行 

 
【横芝地区社協】 

５月１４日 

 １０月２５日 
１２月１２日 
２月17～18日 

総会 

分会対抗ふれあいグラウンドゴルフ大会 

ふれあい食事会（文化会館 ７０歳以上の方のみでお暮しの方） 

研修旅行 

 
〔横芝地区社協分会〕 

上町分会 
敬老食事会、子ども会支援、グラウンドゴルフ大会、 

ふれあい餅つき・凧作り、環境美化活動 

本町分会 
ふれあい食事会、独居高齢者訪問、グラウンドゴルフ大会、 

子ども会支援、環境美化活動 

古川両国新田 
分会 

グラウンドゴルフ大会、子ども会ラジオ体操支援、ふれあい食事会、 

餅つき大会、金婚者お祝い、独居高齢者訪問、環境美化活動 

東町分会 
高齢者訪問、子ども会ラジオ体操支援、クリスマス会、 

高齢者食事会、環境美化活動 

栗山分会 
独居・高齢者世帯訪問、子ども会ラジオ体操支援、ふれあい食事会、 

餅つき大会・グラウンドゴルフ大会・環境美化活動 

南部１分会 
グラウンドゴルフ大会、子ども会ラジオ体操支援、独居高齢者訪問、 

福祉セミナー（サロン）、盆踊り、環境美化活動 

鳥喰分会 
子ども会ラジオ体操支援・親子餅つき大会・長寿の会（慰問活動）、 
クリスマス会・環境美化活動 

 
【上堺地区社協】 

  ５月２５日 
 

 
７月 ６日 

  ９月２０日 
１１月 ７日 
１２月２１日 
２月８～９日  

  ３月２２日 

総会 

上堺会館周辺清掃・花植え 

（ 5/25、7/6、10/19、11/15、3/22  年５回実施 ） 

屋形海岸清掃 

高齢者お弁当サービス 小学校運動会時 

福祉のつどい（上堺小 ６５歳以上の方） 

独居高齢者給食サービス 

研修旅行 

独居高齢者給食サービス 
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【日吉地区社協】 

５月１６日 
７月 ４日 

  ９月１２日 
 １１月 ８日 
１１月３０日 

  １月 ９日 
１月１６日 

総会 

伝承教室(七夕馬作り) 日吉小学校 

災害ボランティアスクール 日吉小学校 

日吉小のびっ子フェスタ時餅つき 

生き生きサロン（町民会館 ７０歳以上の方） 

世代間交流餅つき 日吉保育園 

伝承教室(昔の遊び) 日吉小学校 

 
 
 
【南条地区社協】 

  ５月２３日 
  ７月１０日 

 １１月１４日 
１２月 ９日 
１２月１６日 

総会 

災害ボランティアスクール 南条小学校 

敬老お楽しみ会（南条小学校 ７０歳以上の方） 

グラウンドゴルフ大会（光スポーツ公園野球場 ６０歳以上の方） 

伝承教室（しめ縄作り） 南条小学校 

 
 
 
【東陽地区社協】 

  ５月 ９日 
  ７月 ２日 
  ７月２４日 
１０月２３日 
１１月２８日 

 １２月 ４日 

総会 

伝承教室(七夕馬作り) 東陽小学校 

東陽小わくわく体験教室協力（竹とんぼ、紙鉄砲作り指導）  

交流会（東陽小学校 ７０歳以上の方） 

災害ボランティアスクール 東陽小学校 

グラウンドゴルフ大会（文化の森公園芝生広場 ６５歳以上の方） 

 
 
 
【白浜地区社協】 

４月２８日 
６月１６日 

  ９月３０日 
１０月１７日 
１１月１３日 
１２月 ７日 
２月 ３日 

総会 

木戸浜海岸清掃 

災害ボランティアスクール 白浜小学校 

しおさいスポーツ大会（しおさいスポーツ公園 ６５歳以上の方） 

しおさい交流会（白浜小学校 ７０歳以上の方） 

グラウンドゴルフ大会（しおさいスポーツ公園 ６０歳以上の方） 

伝承教室(昔の遊び)  白浜小学校 
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２．ボランティア活動推進 
・ボランティア連絡協議会の運営 

ボランティアの育成・活動支援等ボランティア活動を推進した。 
ボランティア連絡協議会加入数 ２６団体（４７０名）・個人６２名 

  ・ボランティアルーム開設 
    毎月第２・第３・第４金曜日にボランティアルームを開設し情報収集・提供・

相談に応じた。  
開設日数 ３６日 ボランティアコーディネーター配置 

・ボランティア派遣事業 相談：９件 派遣：９件 
・ボランティア広報紙「つながり」年３回発行（７月・１２月・３月） 

 
３．ふれあいサロン推進事業 
  小地域を単位に高齢者等を対象として、グループによる親睦・交流会（お茶飲み会
等ミニデイサービス的なもの）を行うふれあいサロン事業の推進を図り、併せて活動
費の助成を行った。 

上堺地区 木曜会 ５０回(週 1回) 
     桜台 １０回（５月から新規開設 月１回） 
日吉地区 篠本１区・篠本２区・篠本３区 各１回 

新井・宝米・二又 各２回 
東陽地区 はしば １１回 

 
４．相談事業 

住民の悩みごとの相談に応じ、住民の福祉増進を図ることを目的に実施した。 
一般相談（心配ごと相談） 

   開 設 日 毎月第２・第４火曜日 午後１時３０分～午後４時 

    場  所 文化会館・町民会館 

    開設日数 ２４日     相談件数 １９件 

法律相談（弁護士相談） 

      開 設 日 毎月第１・第３火曜日 午後１時３０分～午後４時 

    場  所 文化会館・町民会館 

    開設日数 ２４日  相談件数 １０３件 

 
５．小中学生の福祉体験学習会（福祉教育推進事業） 

福祉の心を育み、福祉教育を推進する目的で、日本赤十字社千葉県支部を視察見学。
義肢製作所では義足体験を行った。 

  開催日 平成２６年８月１１日（月） 

 会 場 日本赤十字社千葉県支部 

  参加者 小学生１１名 

 

６．歳末たすけあい見舞 

７５歳以上の高齢者世帯６７２世帯に見舞品（お茶葉）・低所得困窮世帯２７世帯 

に見舞金(１世帯５，０００円)を贈った。 

 

７．小川基金見舞金 

生活保護受給世帯 １４０世帯に見舞金(１世帯５，０００円)を贈った。 
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８．応急援護 

  被災者に災害見舞金を支給  住居火災：２件   

 
９．子どもの遊び場管理 
  遊具の点検 ３ヶ所（本町・古川・鳥喰新田） 
  
10．福祉資金貸付事業 

  低所得世帯等に対して、経済的自立と生活意欲の助長を図ることを目的に資金の貸

付を行った。 

  相談 ５２件(県貸付含む貸付全般について)  貸付 ４２件 

 

11．高額療養費貸付事業 

高額療養費の支払が困難なものに対し生活の安定を図ることを目的に資金の貸付

を行った。 

相談 １１件   貸付 ９件 

 
 
【福祉サービス利用支援】 
 
１．日常生活自立支援事業 
  千葉県後見支援センター（すまいる）が行う、日常生活自立支援事業（在宅の高齢
者や障害者に福祉サービスの利用に関する援助、財産管理、財産保全サービス）の相
談受付、援助を行った。 

  利用者 １４名 

 

２．生活福祉資金・高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金(老障資金)貸付 

  県社協が行う低所得者・障害者・高齢者等に対する貸付事業の事務委託を受け、貸

付相談受付等を行った。 

  相談 ５件    貸付 ０件 

 

【高齢者及び障害者日常生活支援事業】 

 

１．さわやかスポーツ大会(町委託事業) 

  体力の維持、増強、機能回復等残存能力の向上を図ることを目的に身体障害者を対

象に軽スポーツ大会を開催した。 

  期 日  平成２６年６月２６日（木） 午後２時開会 

  会 場  町体育館    参加  ２３名 

 
２．布団乾燥・丸洗いサービス(町委託事業) 

  町内在住の６５歳以上の独居高齢者及び高齢者世帯を対象に布団の乾燥消毒（月１ 

回）及び丸洗い（年１回）を行った。３月末利用登録者数 ３名 

  年間延利用者数 ３６人  延実施数 乾燥３３回・丸洗い３回 
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３．福寿会(町委託事業) 

  毎月１回ひとり暮らし高齢者を招待し、食事サービスやレクリェーション・健康相

談・血圧測定を行った。 

   参加延人数 ８９０人  ボランティア活動者延人数 ５３４人 

 
４．紙おむつ支給(町委託事業) 
    町内在住の寝たきり高齢者で介護上おむつを必要とする者に月６０枚の紙おむつ 

を支給した。３月末利用者数 １５４人 

  年間延利用者数 １，９５９人  延支給枚数 １３８，３００枚 

 
５．配食サービス(町委託事業) 

町内在住の６５歳以上の独居高齢者及び高齢者世帯を対象にお弁当（昼食）を週１

回届けた。３月末利用登録者数 ８０人 

  年間延利用者数 １，００１人  延配食数 ３，９８３食 

調理及び配達 特別養護老人ホーム第二松丘園 

 
６．外出支援サービス(町委託事業) 

町内在住のねたきりの状態にある者、虚弱の高齢者等で公共交通機関の利用が困難 

 な方の病院等への送迎を行った。 
 ３月末利用登録者数 ３８０人   延実施数 ２，０３６件 

 
７．福祉カー貸付(町委託事業) 

心身障害者(児)及び高齢者等にリフト付車両(ゆうあい号)の貸出を行い、外出支援 
 と社会参加を促進し、福祉の向上を図った。   貸出件数 ２件 
 

８．地域活動支援センターの管理・運営(町委託事業) 

  心身に障害があり雇用されることが困難な、１５歳以上で通所できる者に対し、設

備を提供して仕事を与えると共に生活指導を行った。 

  定員 １３名  ３月末所員１１名  開所日数 ２４１日 

  ボランティア活動者 延３８２名 

作業内容  広報紙の地区別仕分け、幼児用玩具の組み立て、植木鉢の洗浄、 

ＥＭぼかし製造販売、ブラインド部品組み立て、 

        カーテンやブラインド部品組み立て・グリス塗り 
 
９．車いす貸出 
  高齢者や一時的に車いすが必要となった方等に車いすの貸付を行った。 

延貸付数 ３７件 

 

10．声の広報サービス 
目の不自由な方や高齢者等への情報提供のため、町広報等をカセットテープに吹き 

 込んだ声の広報の作成とホームページ上での音声サービスを行った。 

録音・希望者へお届け 声のボランティア「ぼいす」 

  役場住民課・町民会館・図書館・町社協にテープ配置 
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【団体活動支援等】 

 

１．各種団体助成金交付 

  福祉団体等１６団体へ助成金を交付した。 

 

２．老人クラブ活動支援 

  老人クラブ連合会事務局として連合会事業及び単位老人クラブ(４５クラブ)    

の活動支援を行った。 

 

３．共同募金会横芝光町分会事務 

  共同募金会横芝光町分会事務及び募金運動を行った。 

 赤い羽根募金 歳末たすけあい募金 

各 世 帯 ２,８２６，６００円 １,７２４，６００円 

学  校 １１８，５３３円  

法人・事業所 １４４，０００円  ２５，０００円 

職域・個人他 １５３，７３４円 ７２，９５９円 

計 ３，２４２，８６７円 １，８２２，５５９円 

 
４．日本赤十字社横芝光町分区・日赤奉仕団事務 
  日本赤十字社横芝光町分区・日赤奉仕団事務及び社資・義援金の募集を行った。 
 
 日本赤十字社資 

各世帯 事業所・個人 計 

２,７７１，６００円 １３８,０００円 ２,９０９，６００円 

  

東日本大震災義援金 ７０，０００円  累計 ８，６３９，０５７円 

 

５．靖国神社参拝事業協力 

  １１月２６日（水）  参加者 ８７名 

 

６．福祉体験学習協力 

期 日 学校名・学年 内 容 

５月２２日（木） 横芝中学校 １、２年生 ２３２人 車いす・高齢者疑似体験 

６月１２日（木）  横芝中学校 ３年生   １４１人 車いす・高齢者疑似体験 

７月１４日（月） 大総小学校 ６年生    １２人 車いす・高齢者疑似体験 

９月１９日（金） 東陽小学校 ３年生    ４２人 高齢者疑似体験 

２月２５日（水） 南条小学校 ４年生    １３人 車いす・高齢者疑似体験 
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【介護保険事業（公益事業）】 

 

１．居宅介護支援事業 

  要介護者等の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう適切な援助計画を提供するとともに、総合的なサービスの充実が

図れた。 

 

居宅介護支援計画 ３月末利用者８２名     介護認定調査 １１３件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

介護度 計画作成数 

介護予防 ３１件 

介護度１ ２８９件 

介護度２ ３０９件 

介護度３ １２６件 

介護度４  ８１件 

介護度５ ４２件 

計画作成計 ８４３件 


