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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 

令和元年 

5月30日 

12名  

監事 2名 

役場第 4会議室 

議案第 1号 平成 30年度事業報告並びに決算 

監査報告  (5月 22日、監事 2名により監査実施) 

議案第 2号 評議員会の開催について 

令和元年 

6月 17日 

11名 

監事 2名 

役場第 4会議室 

議案第 1号 会長、副会長の選任 

令和 2 年

1月 27日 

10名  

監事 1名 

役場第 4会議室 

議案第１号 令和元年度被表彰者について 

議案第２号 居宅介護支援事業所運営規程の廃止 

議案第 3号 定款の一部改正 

議案第 4号 理事・監事・評議員選任規程の一部改正 

議案第 5号 事務局規程の一部改正 

議案第６号 役員等の報酬及び費用弁償費に関する規

程の一部改正 

議案第７号 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

の一部改正 

議案第８号 経理規程の一部改正 

議案第９号 第１次補正予算 

議案第 10号 評議員の選定 

議案第 11号 評議員会の開催について 

令和 2年 

3月 19日 

理事全員（13名）

の書面決議 

議案第 1号 職員就業規則の一部改正 

議案第 2号 臨時職員就業規則の一部改正 

議案第 3号 職員給与に関する規則の一部改正 

議案第 4号 第２次補正予算 

議案第 5号 令和２年度事業計画並びに予算 

議案第６号 評議員の選定 

議案第 7号 評議員会決議の省略を行うことについて 

議案第 8号 評議員会の開催について 
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２．評議員会の開催 

開催日 出席人数等 議           題 

令和元年 

6月 17日 

12名  

監事 2名 

役場第 4会議室 

議案第 1号 平成 30年度事業報告並びに決算 

監査報告  (5月 22日、監事 2名により監査実施) 

議案第２号 理事・監事の選任 

令和 2年 

2月 4日 

12名 

役場第 4会議室 

議案第１号 居宅介護支援事業所運営規程の廃止 

議案第 2号 定款の一部改正 

議案第 3 号 役員等の報酬及び費用弁償費に関する規

程の一部改正 

議案第４号 第１次補正予算 

令和 2年 

3月 26日 

評議員全員（14

名）の書面決議 

議案第１号 第２次補正予算 

議案第２号 令和２年度事業計画並びに予算 

議案第 3号 理事の選任 

 

 

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 ５，６１５世帯 ２，８０７，５００円 町内各世帯 

特別会員 １０件     ５０，０００円 福祉施設 

賛助会員 ４８件(７４口)   ３７０，０００円 事業所・個人 

合 計  ３，２２７，５００円  

 

 

【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４回(７月・１０月・１月・４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を行った。 
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３．福祉のまちづくり作文・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

環として町内各小中学校児童・生徒から作文・ポスターを募集し福祉意識の高揚を図

った。 応募総数 77点 

          小学生の部         中学生の部 

【作  文】 30点 (優秀賞 1点)         (最優秀賞 1点・優秀賞 2点) 

【ポスター】 47点（最優秀賞 1点・優秀賞 8点） (最優秀賞 1点・優秀賞 2点) 

最優秀賞・優秀賞作品 

広報紙掲載：１月発行の広報紙「社協よこしばひかり」 

展示：令和元年１２月１４日～１２月２２日（図書館１階ロビー） 

令和２年２月２２日～３月１日（町民会館ロビー） 

表彰：第１４回よこしばひかり福祉のつどいを中止したため各学校より賞状・記 

念品を渡していただく。 

 

４．第１４回よこしばひかり福祉のつどい 

  地域福祉の推進に寄与された方々を表彰し、感謝の意を表するとともに、地域福祉

活動への理解を深めていただくため開催予定だったが、コロナウイルス感染症の影響

により中止 

福祉のつどいにて表彰予定だった、被表彰者１３名に賞状・記念品を渡した。   

 

 

【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 
５月２９日 

  ９月 ５日 
１０月１１日 

 
１１月 ５日 

 
１２月１９日 
１月１４日 

１１月 
      

３月 

総会 

環境美化活動 安塚報徳碑清掃・プランター花植え 

ゆうあい訪問 独居高齢者宅（７０歳以上）へ慰問品配布 

福祉のつどい（地区敬老会） 

町民会館 ７０歳以上の方（１１６名参加） 

交流会 地区の６５歳以上の方を招待し、大総小学校と交流事業 

グラウンドゴルフを実施（６７名参加） 

環境美化活動 プランター花植え 

昔遊び 大総小学校１，２年生と昔の遊びを通じて交流 

防災教室 大総小学校全児童と地震・救急法について学習 

※台風の影響により中止 

ゆうあい訪問 独居高齢者宅（７０歳以上）へ慰問品配布 

※コロナウイルス感染症の影響により中止 
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【横芝地区社協】 

５月３１日 
 １０月２７日 

９月２７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 １３３名参加 

横芝地区敬老会 

文化会館 ７５歳以上の方 ２０３名参加 

視察研修 各分会事業報告・情報交換・韮山反射炉視察（静岡県） 

 
〔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（中止）、 

ふれあい餅つき・凧作り、環境美化活動、ボッチャ大会 

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、ふれあい餅つき 

古川両国新田 
分会 

グラウンドゴルフ大会、ラジオ体操、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、ふれあい談笑室、環境美化活動 

東町分会 
高齢者訪問、ラジオ体操、クリスマス会、ふれあい食事会 

環境美化活動 

栗山分会 
独居・高齢者世帯訪問、ラジオ体操、ふれあい食事会、餅つき大会 

グラウンドゴルフ大会（中止）・環境美化活動 

南部１分会 
グラウンドゴルフ大会、ラジオ体操、独居高齢者訪問、盆踊り 

環境美化活動、ふれあい食事会 

鳥喰分会 
ラジオ体操、長寿の会（慰問活動）、クリスマス会、餅つき大会 
ふれあい食事会、環境美化活動、グラウンドゴルフ大会 

 
 
【上堺地区社協】 

  ５月 ９日 
５月２７日 
６月１２日 
９月 ８日 
９月２０日 

 
１０月２４日 
 

１１月２０日 
11月 24～25日 
  ３月１９日 
 

総会 

屋形海岸清掃 上堺小学校全児童と海岸清掃 約１２０名参加 

交流会 地区の７０歳以上の方を招待 ７６名参加 

ゆうあい訪問 独居高齢者宅（７０歳以上）へ慰問品を配布 

グラウンドゴルフ大会 地区の６５歳以上の方を招待し、 

上堺小学校３，４年生と交流 ※台風の影響により中止 

福祉のつどい（地区敬老会） 

文化会館 ６５歳以上の方 ９２名参加 

昔遊び 上堺小学校１，２年生と昔の遊びを通じて交流４７名参加 

視察研修（九十九里ヴィラ 外房 千葉県） 

ゆうあい訪問 独居高齢者宅（７０歳以上）へ慰問品を配布 

※コロナウイルス感染症の影響により中止 

環境美化活動 年間１０回（上堺会館及び周辺の清掃と花壇花植え） 

全 体 6 月・7 月・8 月・１２月・３月 

班ごと 4 月・5 月・９月・１０月・１１月 
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【日吉地区社協】 

５月１７日 
７月 ２日 

 １０月１２日 
 １１月２７日 
 １１月２７日 
  １月１７日 

総会 

伝承教室（七夕馬作り） 日吉小学校 

生き生きサロン（地区敬老会） ※台風の影響により中止 

長寿のお祝い ９０歳以上の方 ４６名 

防災研修 町民会館 

伝承教室（昔の遊び） 日吉小学校 

 
 
【南条地区社協】 

  ５月１０日 
  ７月１０日 

 １０月２６日 
 
１１月１５日 
１２月 ５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（地区敬老会） 

 南条小学校 ７０歳以上の方 ８０名参加 

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１４日 
  ６月２５日 
  ７月２３日 

９月１５日 

 
１２月 ８日 
１月１５日 
１月２４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（地区敬老会）  

町民会館 ６０歳以上の方 ※台風の影響により中止 

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 

障がい者スポーツ（ボッチャ）体験教室 

伝承教室（昔の遊び） 東陽小学校 

 
 
【白浜地区社協】 

４月２５日 
６月２９日 
 
７月下旬 

９月 ７日 
  
１０月１８日 
 
１０月２３日 

１月１６日 
  ３月下旬  

総会 

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 

※雨天中止 

独居高齢者（８０歳以上）友愛活動 

白浜地区敬老会  

白浜小学校 ７０歳以上の方 １１７名参加 

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 

※台風の影響により中止 

さつま芋収穫体験 白浜保育園児 ※台風の影響により中止 

伝承教室（昔の遊び） 白浜小学校 

独居高齢者（８０歳以上）友愛活動 
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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 ２４団体（３３４名）・個人３５名 

 ・ボランティア運営委員会（兼ボランティアルーム） 
  毎月第２金曜日に開催し、事業の実施、情報収集・提供、ボランティア派遣事業の 
コーディネートを行った。※コロナウイルス感染症の影響により２月・３月は中止 
・ボランティア派遣事業 派遣：７件 延ボランティア数：１５５名 
・ボランティア広報紙「つながり」年２回発行（７月・２月） 

 
３．ボランティア養成研修の開催 
  健康教室やサロン活動等で使えるレクリエーションの実技や演習に加え、レクリエ 

ーションのコツやポイントなどについて学ぶ。 

  日時 令和元年１１月２９日（金） 午後１時００分 

  場所 横芝光町文化会館 集会室  参加者１７名 
  講師 公益財団法人 日本レクリエーション協会 
 
４．横芝光町災害ボランティアセンター開設 
  令和元年９月に発生した台風１５号により被災された方や家屋等の応急処置を 
支援するため、ボランティアセンターを開設した。 

  内容 ボランティアによる屋根のブルーシート張り・瓦等の片づけ等 
  開設日 令和元年９月１４日～９月２８日 
  ボランティア派遣依頼数 ３７９件（完了１９７件） 

  ボランティア登録者数  ２２４名（延活動者７８３名） 
 
５．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。 
大総地区 ・長倉 ８回 

横芝地区 ・輝き健康クラブ(大六天) ３８回(週１回) 
       ・ひまわり会(栗山南部２) ４２回（週１回） 

上堺地区 ・木曜会(屋形荒場) ４７回(週 1回)  
 ・入間 １０回 

日吉地区 ・篠本１区 ５回  ・篠本２区 １１回  ・篠本３区 １１回 
南条地区 ・小川台 ２３回（月２回） 
東陽地区 ・はしば ９回  ・原方 １０回 
白浜地区 ・浜友会（白磯） １１回 
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６．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・社会福祉協議会 

    開設日数 ２１日     相談件数 ２３件 

  ※台風とコロナウィルス感染症の影響により３回中止 
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・社会福祉協議会 

    開設日数 ２４日  相談件数 １０３件 

 

７．子どもの遊び場管理 ※児童遊園とは異なる 
  遊具管理 ３ヶ所（本町・古川・鳥喰新田） 年３回点検 
 
 
【援護事業】 
 
１．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 ４５件(県貸付含む貸付全般について)  貸付 １１件 

 
２．高額療養費貸付事業 

高額療養費の支払い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 ８件   貸付 １０件（内２件は３０年度相談者） 

 
３．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)貸付事務 

  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（相談、受

付、申請、償還援助等）を受け、貸付事務を行った。  貸付 ２件 

※老障資金の新規貸付は平成２６年度末で終了したため、償還・援助業務を行った。 

 

４．歳末たすけあい見舞 

７５歳以上の高齢者世帯８８７世帯に見舞品（お茶葉・海苔・醤油）を贈った。 

 
５．小川基金による歳末見舞金・入学祝金 
  歳末見舞金：要保護・準要保護世帯の児童生徒 ７５世帯 １１０名×5,000円 
  入学祝金：要保護・準要保護世帯の新入学生  １７世帯 １８名×10,000円 

※令和２年４月に小中学校へ入学する児童・生徒 

 

６．応急援護 
  被災者に災害見舞金を支給  住居火災（全焼） ２件 
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【高齢者及び障害者支援事業】 

 

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 １３名（令和２年３月３１日現在） 

 

２．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エーション・健康

相談・血圧測定を行った。 ※コロナウイルス感染症の影響により２月・３月中止 

   参加者延人数 ４４１人  ボランティア活動者延人数 ３０４人 

 
３．外出支援サービス(町委託事業) 

町内在住の介護保険認定者、障害者等で町の認定を受けた方に対し病院等への送迎 

を行った。    実施数 １，１１１件 

 
４．福祉カー貸付（町委託事業) 

高齢者・心身障害者(児)等にリフト付車両の貸付を行い、外出支援と社会参加を促 
進し福祉の向上を図った。   貸付件数 １５件 

 

５．車いす貸出 
  一時的に車いすが必要となった方に車いすの貸出を行った。  貸出件数 ４１件 

 

６．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、ボランティアの協力を得て、町広 

 報紙をＣＤに録音した「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。 

CD お届け：４名 

CD 配置：文化会館・町民会館・図書館・健康づくりセンター・上町郵便局 

町社協 

 

７．住民たすけあいサービス 
  地域住民の参加と協力を得て、援護を必要とする方に対し、低額な料金で家事援助・
買い物代行等生活支援サービスを行った。 

  協力会員１４名  利用会員１０名 

 

８．地域活動支援センター「たんぽぽ」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方に対し、作業

訓練と生活指導を行った。 

  定員 １３名  ３月末所員１２名  開所日数 ２２９日 

  ボランティア活動者 延１６６名 

作業内容  広報紙の地区別仕分、幼児用玩具の組立、植木鉢の洗浄、 

ＥＭぼかし製造販売、ブラインド・キッチンキャビネット部品組立等 
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９．生活支援コーディネーター業務 

  町で行っている介護予防・日常生活支援総合事業の体制整備を進めるため、資源開

発・ネットワーク構築・ニーズと取組のマッチング等を業務とする「生活支援コーデ

ィネーター」２名がコーディネーター業務を行った。 

 

10．声の訪問サービス 

  ６５歳以上の 1 人暮らしで見守りが必要な方にボランティアが定期的に電話をか

けて様子を伺った。 

  利用者 ９名（令和２年３月３１日現在） 

 

 

【福祉教育推進事業】 

 

１．福祉体験会 
千葉県西部防災センターで防災等について体験学習（地震体験・暴風雨体験・消火

体験等） 

   開催日 令和元年８月９日（金） 

  行先き 千葉県西部防災センター（松戸市） 

  対象者 町内の小学４～６年生及び中学生（保護者同伴可） 

   参加者 ２８名（小中学生 ２１名  保護者 ７名） 

   

  福祉の仕事（理学療法士）について学ぶ 

   開催日 令和元年８月２２日（木） 

   会 場 文化会館（集会室） 

   対象者 町内の小学５～６年生及び中学生（保護者同伴可） 

   講 師 九十九里病院職員（理学療法士）２名 

   参加者 ６名（小中学生４名・保護者２名） 

 

２．福祉体験学習協力 

期 日 学校名・学年 内  容 

６月２５日（火） 白浜小学校 ４年生 ２０人 
アイマスク・車いす 

高齢者疑似体験 

９月２６日（木) 横芝小学校 ３年生 ４７人 車いす・高齢者疑似体験 

１０月２９日（月） 東陽小学校 ３年生 ４７人 車いす・高齢者疑似体験 

１１月１３日（水） 光中学校  １年生 ８４人 車いす・高齢者疑似体験 

令和２年２月１４日（金） 南条小学校 ４年生  ８人 車いす・アイマスク体験 

 ※白浜小学校、横芝小学校、東陽小学校、光中学校では、九十九里病院から講師 

（作業療法士・理学療法士）を派遣していただき実施 
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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．生き生きクラブ活動支援 

  生き生きクラブ事務局として事業及び単位クラブ(４０クラブ)活動支援を行った。 

 

３．共同募金会横芝光町支会事務 

  共同募金会横芝光町支会事務及び募金運動を行った。 

共同募金実績 

 赤い羽根募金 歳末たすけあい募金 

各 世 帯 ２，７３６，４００円 １，６６４，７００円 

学  校 １０１，１５０円  

事 業 所 １９１，０００円  ８０，０００円 

職域・個人他 １４１，９３５円 ８７，４０８円 

計 ３，１７０，４８５円 １，８３２，１０８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。 

 
  日本赤十字社資実績 

各世帯 事業所・個人 計 

２，６５９，６００円 ２０２，０００円 ２，８６１，６００円 

  

義援金 

・令和元年台風第１５号千葉県災害義援金 ２名 ４０，０００円 

 

５．戦没者追悼式  

  １１月２１日（木） 文化会館  参加者５５名 
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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           介護認定調査 ６９件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※居宅介護支援事業については令和元年度で廃止 

介護度 計画作成数 

介護予防 ６６件 

介護度１ １３６件 

介護度２ １７１件 

介護度３ ７６件 

介護度４     ２３件 

介護度５ ３４件 

計画作成計 ５０６件 


