
平成２９年度社会福祉法人森町社会福祉協議会事業報告書 

１ 理事会・監査会の開催 

種  別 開催年月日 出席者 会   場 議事及び議決事項 

第１回監査会 29．5．11 監事 2名 森町保健福祉センター 平成 28年度一般会計決算・事業及び財産に関する監査 

第２回監査会 29．11．27 監事 2名 森町保健福祉センター 平成 29年度前期一般会計に関する監査 

第１回理事会 29．5．26 
理事 10名 

監事 2名 
森町保健福祉センター 

・評議員の一部選任について 

・平成２８年度事業報告の承認について 

・平成２８年度一般会計資金収支決算の承認について 

・平成２９年度一般会計資金収支補正予算(第１号)について 

第２回理事会 29．6．12 
理事 8名 

監事 2名 
森町保健福祉センター 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会経理規程の一部改正について 

・会長及び副会長の選定について 

第３回理事会 29．12．7 
理事 10名 

監事 1名 
森町保健福祉センター 

・平成２９年度一般会計資金収支補正予算（第２号）について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について 

第４回理事会 30．3．26 
理事 7名 

監事 1名 
森町保健福祉センター 

・平成２９年度一般会計資金収支補正予算(第３号)について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会パートタイマー等の就業規程の一部

改正について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会指定介護予防訪問介護事業運営規程

の一部改正について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会「森町三倉デイサービスセンター」

運営規程の一部改正について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会「森町もりデイサービスセンター」

運営規程の一部改正について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会「森町園田デイサービスセンター」

運営規程の一部改正について 

・平成３０年度事業計画について 

・平成３０年度一般会計資金収支予算について 



２ 評議員会の開催 

種  別 開催年月日 出席者 会   場 議事及び議決事項 

定時評議員会 29．6．12 
評議員 14名 

監事 1名 
森町保健福祉センター 

・理事及び監事の選任について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会役員等の報酬に関する規程の承認に

ついて 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会会員会費等規程の承認について 

・平成２８年度事業報告の承認について 

・平成２８度一般会計資金収支決算の承認について 

・平成２９年度一般会計資金収支補正予算(第１号)について 

第２回評議員会 29．12．7 
評議員 13名 

監事 2名 
森町保健福祉センター 

・平成２９年度一般会計資金収支補正予算(第２号)について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について 

第３回評議員会 30．3．26 
評議員 13名 

監事 1名 
森町保健福祉センター 

・平成２９年度一般会計資金収支補正予算(第３号)について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会パートタイマー等の就業規程の一部

改正について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会指定介護予防訪問介護事業  運営

規程の一部改正について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会「森町三倉デイサービスセンター」

運営規程の一部改正について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会「森町もりデイサービスセンター」

運営規程の一部改正について 

・社会福祉法人森町社会福祉協議会「森町園田デイサービスセンター」

運営規程の一部改正について 

・平成３０年度事業計画について 

・平成３０年度一般会計資金収支予算について 

３ 委員会の開催 

社会福祉事業功労者 

   選考委員会 
29. 12. 14 委員 6名 森町保健福祉センター 社会福祉事業功労者の選考 

作文コンクール 

   選考委員会 
29. 12. 14 委員 7名 森町保健福祉センター 

第 29回子どもの描く福祉のまちづくり作文コンクール入選者の選考 

応募作品総数 小学生 7名  中学生 167名 



 

４ 主な事業・活動 

事 業 内 容 実    施    状    況  

組織の充実 
 会員加入状況  普通会員 ５，２７４世帯（一世帯 900円） 

         賛助会員 ６団体（1,000円／１口） 
  

地域福祉推進事業 

（1)ミニふれあい事業 

  

三倉地区 

 

天方地区 

 

森北地区  

 

森中地区 

 

森南地区 

 

一宮地区 

 

園田地区 

  

 

 

飯田地区 

・三倉小学校児童とのふれあい輪投げ大会（8月 1日） 参加者 76人 

  子どもからお年寄りまで集い、輪投げ大会を実施し交流を図った。 

・住民ふれあいウォーキング（11月 12日） 参加者 80人 

子どもから高齢者まで集い太田川ダム周辺健康ハイキングを実施し交流を図った。  

・ミニふれあい広場（8月 20日） 参加者 150人 

子どもからお年寄りまで集い、ゲームを交え交流を図った。 

・ミニふれあい広場（8月 27日） 参加者 80人 

  子どもからお年寄りまで集い、輪投げ、ビンゴゲームを実施し交流を図った。 

・ミニふれあい広場（9月 17日） 参加者 180名 

子どもからお年寄りまで集い、ラジオ体操、輪投げ、順送球等を実施し交流を図った。 

・三世代交流輪投げ大会（8月 20日） 参加者 100名 

子どもからお年寄りまで集い、輪投げ大会を実施し地域住民の連帯と交流を図った。 

・園田ふれあい広場（9月 24日） 参加者 159人 

  子どもからお年寄りまで集い、クイズ、ゲーム、体操、輪投げ等を実施し交流を図った。 

・生き生きクラブ交流会（2月 9日） 参加者 39人 

  一人ぐらし高齢者の方を招き、園児との交流等を実施。 

・三世代交流会ふれあいウォーク（11月 26日） 参加者 118人。 

子どもからお年寄りまで集い、神社、第２東名見学ウォーキングを実施し交流を図った。 

 （2) ボランティア活動 

     ボランティアの育成と連絡調整 
 

 



事 業 内 容 実  施  状  況 

地域福祉推進事業 

（3）福祉教育体験講座の開催  

場 所  天竜厚生会研修センター及び各施設 

内 容  福祉についての講義と施設での体験学習 

泉陽中学校 1年生  ５月２３日（火）  １２人 

森中学校 1年生   ９月１５日（金）  ５５人 

（4）中高生ボランティア体験講座 

開 催  ７月 ～ ８月 （１０回２５時間） 

会 場  森町保健福祉センター 森町内 

内 容  体験講話 レクリエーション実技 点字 施設体験 町内各行事参加など 

受講者  ４３人 

（5）森町・袋井市合同災害ボランティア支援本部立ち上げ研修      

開 催  ９月１６日（土）・１０月４日(水）・１１月１日（水）・１２月１６日（土）・１月１３日（土） 

会 場  森町総合体育館、袋井市総合健康センター 

内 容  南海トラフ沿いの大規模地震を想定し、森町、袋井市合同による広域的連携を目的とした、災害支援本部 

設置立上研修、訓練 

参加者  ５８人（職員、民生委員児童委員、災害ボランティア森町、ボランティア６グループ会員） 

（6）地域ボランティア育成講座 

    開催場所 各地区公民館等  ６１回 

 参 加 者 シニアクラブ会員他、地域住民  １，０４９人 

共  催 役場保健福祉課 森町シニアクラブ連合会 袋井警察署交通安全協会袋井地区支部交通指導員 

         ボディトークを楽しむ会 地域包括支援センター 元気もりもりサポーター 

（7）第３７回森町社会福祉大会 

      月 日  １月２７日（土） 

      会 場  森町文化会館 小ホール 

      参集者  １５５人（来賓 被表彰者 役員など） 

      表 彰  社会福祉事業功労者の表彰 ４人・感謝状贈呈 ７人 

            第２７回子どもの描く福祉のまちづくり作文コンクール入選者の表彰 

               小学生３名  中学生１０名 

作文コンクール入選作品の朗読   小学生１人 中学生２人 

講演｢高齢社会で健康に生活するために｣    

～今求められる地域の福祉力～  講師 磐田市民生委員児童委員、介護相談員 栗原寛美 先生 



 

事 業 内 容 実    施    状    況  

地域福祉推進事業 

（8）平成２９年度静岡県健康福祉大会 

     日 時  １０月２５日（水）午後１時 ～ 午後４時 

    会 場  静岡市民文化会館 

    参加者  １名 

（9）第４０回静岡県ボランティア研究集会 

        月 日  ２月１４日（水） 

    場 所  湖西市 新居地域センター 

    参加者  １７名 

（10）平成３０年度生涯学習担当者研修会 

        月 日  ３月６日（月） 

    場 所  森町文化会館研修室 

（11）高齢者ふれあいサロン活動への支援  ９団体 ２１５，０００円 

（12）出前講座開催 

・認知症サポーター養成講座 講師：地域包括支援センター･キャラバンメイト（認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座講師） 

              ９月１１日 泉陽中学校 1年生(13人) 

              ９月１４日 森中学校１年生(59人)                

・小中学生とのふれあい交流事業（ぼた餅づくり） 共催：森地区更生保護女性会 

９月 １回 森中学校 59人 

１０月 １回 飯田小学校 35人 

１１月 ２回 森小学校 64人・泉陽中学校 11人 

             １２月 ２回  天方小学校 13人・宮園小学校 52人 

              ２月 １回 旭が丘中学校 88人 

   ・減災セミナー   １１月２１日  飯田小学校 5年生(35人)  講師：日赤静岡支部 

   ・点字を体験しよう １０月 ２日 森小学校 4年(60人)  講師：点字サークルやまぼうし 

   ・手話を学ぼう   １１月１６日 三倉小学校 3・4年(8人)  講師：社協職員、聴覚障碍者、手話通訳者  

  



 

事 業 内 容 実    施    状    況  

地域福祉推進事業 

（13）ふれあい機器の無料貸出 延べ貸出台数  

かき氷機(26台)・綿菓子機(22台)・ポップコーン機(5台)・輪投げ(52台)・トーンチャイム(9台) 

おせおせオセロ(14台) 

（14）遊園地遊具の修理助成 ３件 ２０３，７６４円（片瀬、谷中、中川上町内会） 

（15）もりふれあいまつり 

日時 平成２９年１０月１６日（日） 

場所 森町総合体育館（森アリーナ） 

内容 福祉・ボランティア団体の発表、バザー、及び展示、販売、抽選会、輪投げ、餅投げ等 

  

在宅福祉事業 

（1）障害者福祉事業  心身障害者通所施設（ワークスつばさ もみの木分場）の事業への協力 

（2）福祉総合相談の開設 

    相談員  福祉総合相談員 1人（非常勤） 

    相談日  月曜日～金曜日 

    相談件数 ２２件（生活上の困りごと等） 

（3）心配ごと相談所の開設 

     相談員数  ８人（民生委員児童委員） 

    開設日数 ２４日（毎月第一・第三月曜日） 

     相談件数 １６件（財産 生計 家族 住宅 人権・法律 年金 精神衛生等） 

（4）介護用品の無料貸出 

     車いす貸し出し ５４件  

（5）歳末たすけあい運動（12月 1日～12月 31日） 

     歳末たすけあい募金  ９５３，８６１円 

町内要援護者の訪問  要援護者への激励と金品の贈呈 

                   日 時  １２月下旬 

                   訪問先  要援護者（６０人） 寝たきり高齢者（２３人） 

                   訪問者  地区担当民生委員 

 



 

事 業 内 容 実    施    状    況  

在宅福祉事業 

歳末地域福祉事業支援      上川原憩いの場みのり「交流クリスマス会」       20,000円 

福田地福の会「福田地福の会歳末交流会」        20,000円 

             片瀬おたっしゃ会「三世代交流ふれあいクリスマス会」 20,000円 

１００サロン飯田「歳末たすけあい地域福祉事業」   20,000円 

                          もりの居場所森のこかげ「森のこかげ歳末交流会」   20,000円 

             川原町笑いの会「笑いの会歳末クリスマス会」     20,000円 

 

福祉団体育成事業 

（1）助成金の交付 

助成金額   ６３６，０００円 

助成団体（４団体） 森町手をつなぐ育成会 森町子ども会育成連合会 森町遺族会 

 静霊奉賛会周智郡森町支部   

（2）福祉団体の自主的活動のための育成強化 

（3）福祉団体の開催する総会、役員会、行事等へ出席 

（4）事務局を担当している団体 

森町共同募金委員会 森町手をつなぐ育成会 森町子ども会育成連合会 森町ボランティア連絡会 

南磐田地区保護司会森支部 森地区更生保護女性会  森町シニアクラブ連合会 森町遺族会  

 

受 託 事 業 

（1）緊急通報システム整備事業 

稼働台数  ２３台（ＮＴＴレンタル） 

通報協力者 袋井消防署 民生児童委員 町民など ４６人 

作動件数  １件（内、搬送１） 

（2）森町児童館管理運営事業（指定管理事業） 

職 員   ２人（館長 厚生員） 

開館日数  ２９３日 

利用人数  ２４，１２８名（内、町外利用者６，８２２人） 

業務内容  児童館講座 母親クラブ・子ども会育成連合会事務局など 

移動児童館事業 

開催場所 三倉小学校・天方小学校・宮園小学校・飯田小学校 

開館日数 ３７日 幼児 ３７人 ・小学生 １，３２２人 ・大人 ２３４人  

合計 １，５９３人（平均 ４３.１人／日） 

 



 

事 業 内 容 実    施    状    況  

受 託 事 業 

（3）子育て支援センター運営事業 

     事業内容  子育てについての悩み相談、子育てに不安を抱えるお母さん達が集まることができるよ 

う遊び場の提供。子育て講座、セミナーの開催。 

     子育て支援センター相談受付件数 １４４件 

移動子育て支援センター事業 

開催場所 三倉地区・天方地区・一宮地区・園田地区・飯田地区 

開館日数 １０日 

利用者別人数  幼児 ３４人 大人 ３３人  合計 ６７人 

（4）結婚相談事業 

相談事業  ４市（菊川、掛川、袋井、磐田）との連絡調整のもとに結婚の相談並びに紹介。 

開催日数  １２回（毎月第２日曜日） 

相 談 員  ６人 

登 録 者  ３６人（男性 ２７人・女性 ９人）（内成立 １人（女性）） 

来 場 者  ７７人（男性 ６４人・女性 １３人） 

連 絡 会  ４市１町結婚相談員連絡会 ４回（相談員・事務局 5/19、8/29、11/17、2/19） 

（5）生活支援体制整備事業（生活支援コーディネイター １人） 

高齢者の生活支援、介護予防の体制整備推進を目的に、サービス提供体制に向けたコーディネイト機能を

果たすため職員を配置。 

・三倉地区ワークショップ開催、地域支え活動の推進、生活支援等ニーズ把握及びサービスのマッチング 

・生活支援等の担い手の養成及びサービスの開発推進 

（6）日常生活自立支援事業  生活支援員数 ５人 

     問い合わせ件数 １５件 ・初回相談件数 ４件 ・相談援助件数 ６６３件 ・実利用者 ７人 

（7）静岡県生活困窮者自立相談支援事業 

新規相談受付件数 ２３件 ・新規相談申込件数 ６件 ・プラン策定件数 ９件 ・支援決定件数 ９人 

延べ支援実績 ４００回 （面談・訪問同行支援・支援調整会議等） 

（8）学習支援事業  学習支援員 ３人 

開催日数   ５３日（定期３９日・夏季１０日・冬季４日） 

参 加 者    １２人（小学生 ８人・中学生 ４人） 参加延べ人数 １９６人 

  



 

事 業 内 容 実    施    状    況  

介護保険事業 

（1）居宅介護支援事業  延べ利用者人数１，３３８人 

    訪問調査、ケアプランの作成 

（2）訪問介護事業 ・介護予防･日常生活支援総合事業  利用者実人員４８ 訪問回数３，０７８回  

     身体介護（身体の清拭、洗髪、食事介助、排泄、衣類着脱、入浴介助、その他身体介護） 

    生活援助（調理、洗濯、清掃、買い物、その他家事援助） 

（3）通所介護事業・介護予防･日常生活支援総合事業 

    バイタルチェック、入浴、入浴介助、機能訓練、娯楽、食事提供、送迎 

      三倉デイサービスセンター 開所日数 ２９３日  延べ利用者数 ５，５６２人 

      もりデイサービスセンター 開所日数 ２９３日  延べ利用者数 ４，７３０人 

   園田デイサービスセンター 開所日数 ２９３日  延べ利用者数 ３，２６８人 

 

障害者総合支援 

事業 

（1）居宅介護(ホームヘルプ)事業  利用者実人員６人 派遣回数３１７回 

身体介護－入浴や排泄、食事などの介助 ・ 家事援助－調理、洗濯、掃除など生活の援助 
 

資金貸付業務 

（1）小口福祉資金 (生活費他) 申込 198,397円（7件） 決定 198,397円（7件） 

  

（2）生活福祉資金  

           

          

           

 

(生活支援費)  

(住居入居費)  

(一時生活再建費） 

(福祉費） 

(緊急小口資金） 

申込 

申込 

申込 

申込 

申込 

0円（0件） 

0円（0件） 

0円（0件） 

333,900円（1件） 

0円（0件） 

決定 

決定 

決定 

決定 

決定 

0円（0件） 

0円（0件） 

0円（0件） 

321,400円（1件） 

0円（0件） 

 

 

 

 

 

広報啓発事業 
（1）社協だよりの発行   全戸配布 ５月１５日・７月１５日・１０月１５日・２月１５日 

（2）ホームページの運営  ホームページによる事業の広報（随時更新） 
 

共同募金事業 

「国民たすけあい共同募金運動」による募金の啓蒙  １０月 １日～１２月３１日 

  戸別募金・事業所募金・職域募金・篤志者 他 

   赤い羽根募金     募金実績額 １，６１８，１３２円  

   歳末たすけあい募金  募金実績額    ９５３，８６１円 

 

その他の業務 

（1）県及び市町社会福祉協議会事業への参加と連絡調整 

（2）民生児童委員活動及び定例民生委員協議会等への参加 

（3）実務者会議等町行政福祉諸事業への参加協力 

（4）職員会議の実施 

  


