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平成２７年度  社会福祉法人 
川場村社会福祉協議会事業報告 

 
１．役	 員	 会 
	 理	 事	 会 
	 	 27. 5.27	 	  川場村文化会館第二会議室に於いて開催。指定管理者の指定、通

所介護事業運営規定並びに介護予防通所介護事業運営規定の一部変

更、訪問介護事業運営規定並びに介護予防訪問介護事業運営規定の

一部変更について報告した。平成２６年度事業報告及び社会福祉事

業収入支出決算、任期満了に伴う評議員の選任同意について審議決

定した。 
27. 7. 1	 	  ふれあいの館に於いて開催。会長、副会長の選任、会長職務代理

者の指名について審議決定した。 
28. 3.30	 	  川場村文化会館第二会議室に於いて開催。介護保険事業の安定的

な事業運営の在り方検討会、介護保険事業の運営状況について報告

した。平成２７年度社会福祉事業収入支出予算の補正、平成２８年

度事業計画、平成２８年度社会福祉事業収入支出予算について審議

決定した。 
 

	 役員会 
28. 2. 4	 	  ふれあいの館に於いて開催。介護保険事業の運営状況について報

告した。介護保険事業の安定的な事業運営の在り方検討会について

協議した。 
 

	 評議員会 
	 	 27. 5.27	 	 川場村文化会館第二会議室に於いて開催。指定管理者の指定、通所

介護事業運営規定並びに介護予防通所介護事業運営規定の一部変更、

訪問介護事業運営規定並びに介護予防訪問介護事業運営規定の一部

変更について報告した。平成２７年度事業報告及び社会福祉事業収

入支出決算について審議決定した。 
	 	 27. 6.19	  	 川場村文化会館研修室に於いて開催。任期満了に伴う理事・監事

の選任同意について審議決定した。 
28. 3.30	 	  川場村文化会館第二会議室に於いて開催。介護保険事業の安定的

な事業運営の在り方検討会、介護保険事業の運営状況について報告

した。平成２７年度社会福祉事業収入支出予算の補正、平成２８年

度事業計画、平成２８年度社会福祉事業収入支出予算について審議

決定した。 
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	 監	 	 	 査 
	 	 27. 5.21	 	  ふれあいの館に於いて、平成２６年度の事業及び社会福祉事業収

入支出決算について監査を行なった。 
	 	 27. 5.27	 	  理事会・評議員会の席で監査報告を行なった。 
	 	 27. 8. 7	    ふれあいの館に於いて、4月～6月の会計収支について監査を行な

った。 
	 	 27.10.20	   ふれあいの館に於いて、7月～9月の会計収支について監査を行な

った。 
	 	 28. 1.26	    ふれあいの館に於いて、10 月～12 月の会計収支について監査を

行なった。 
	 	 28. 3.30	 	  理事会に出席した。 
	 	  
２．福祉対策の推進 
	 （１）啓発宣伝 
	 	 	 ①	 広報紙「かわば福祉」を発行した。（年 2回	 9月、2月） 
	 	 	 ②	 福祉バザーを実施した。（11月 3日） 
	 	 	 	 	 	 寄附物品	 1,256点	  売上金額	 141,965円 

	  募金	 6,680円	  災害義援金	 6,113円 
	 （２）各種研修会の開催 
	 	 	 ①	 女性ボランティア講座を開催した。（12月 6日	 44名参加） 
	 	 	 	 	 クリスマスプレゼント・独居高齢者への誕生プレゼントの作成。 
 
３．在宅福祉対策の推進 
	 （１）高齢者福祉 
	 	 	 ①	 77歳、80歳、88歳、90歳の高齢者に対し慶祝訪問を実施した。 

（9月 11日	 120名に羊羹セットを贈った） 
	 	 	 ②	 独居高齢者へクリスマスプレゼントを贈った。 
 
 
	 	 	 ③	 独居高齢者へ昼食サービスを実施した。 
	 	 	 	 	 ＊会食 2回	 （9月 25日	 16名参加	 健康講座を併せて実施 

	 	 	 協力：	 民生児童委員、川場村食生活改善推進協議会、 
	 	 	 	 	 	  地域包括支援センター） 
 （12月 18日 19名参加	 悠湯里庵 
	 川場幼稚園児、民生児童委員との交流会） 

＊ 配食 1回 （3月 3日ひな祭り配食を実施	 44名） 
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	 	 	 ④	 老人クラブ連合会活動に協力した。 
	 	 	 ⑤	 独居高齢者へ誕生日プレゼントを届け、見守り活動を実施。 
	 （２）児童福祉 
	 	 	 ①	 幼稚園・小学校・中学校の福祉活動に助成し、一人暮らし高齢者やデイ 
	 	 	 	 	 サービス利用者との交流や福祉体験学習等を通じて福祉教育を推進した。 
	 （３）障害者福祉 
	 	 	 ①	 身障連川場村分会活動に協力した。 
	 	 	 ②	 川場村手をつなぐ親の会活動に協力した。 
	 	 	 ③	 身障者温泉保養事業を実施した。（共同募金配分事業） 
          	 （12月 15日	 10名参加	 奥平温泉 遊神館） 
	 （４）母子福祉 
	 	 	 ①	 母子・父子・養育家庭の児童へクリスマスプレゼントを贈った。 
	 	 	 	 	 	 （29家庭	 46名の児童へ） 
	 	 	 ②	 母子家庭等の中卒者を激励した。（1名 民生委員へ依頼） 
	 	 	 ③	 若年母子家庭等の集いを開催した。 
	 	 	 	 	 	 （2月 14日	 横浜中華街ほか日帰り旅行	 14名参加） 
（５）低所得者対策 
	 	 	 ①	 生活福祉資金制度の相談、啓発に努めた。 
	 	  
４．介護保険事業 
	 （１）居宅介護支援事業	 	 	 	 年間延べ利用者	 707人	 	 月平均 59人 
	 （２）通所介護事業	 	 	 	 	 	 年間延べ利用者 6,018人	 一日平均 19.47人 
	 （３）訪問介護事業	 	 	 	 	 	 年間延べ利用者 1,964人	 一日平均 5.45人 
	 （４）介護予防通所介護事業	 	 年間延べ利用者  942人	 一日平均 3.04人 
	 （５）介護予防訪問介護事業	 	 年間延べ利用者	  29人	 一日平均 0.08人 
 
５．福祉有償運送事業 
	 	 	 	 	 平成２７年度利用状況	 528件	  
 
 
６．在宅福祉事業等の受託 
	 	 ①	 独居高齢者等配食サービス（587食	 毎週火曜日・金曜日） 
②  独居高齢者保養交流事業 （11月 17日	 新潟方面	 27名参加） 

	 	 ③	 在宅介護者の集いを実施した。（3月 14日 ふじやまの湯	 13名参加） 
④	 生活支援事業及び軽度生活援助事業 

	 	 ⑤	 介護予防教室、「湯ったり教室」「湯けむり教室」をそれぞれ毎月 1回開催 
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７．川場村老人デイサービスセンターの指定管理 
	 	 	 	 指定管理者としてふさわしい、善良な施設の保持と利用を行った。 
 
８．要介護認定調査の受託（村内：64件、村外 57件）	 121件 
 
９．戦没者遺族の援護 
	 （１）川場村遺族会活動に協力した。 
 
10．民生・児童委員協議会との連携 
	 （１）民生児童委員協議会定例会に参加し連携を図った。 
 
11．ボランティア活動の促進 
	 （１）ボランティア保険への加入を推進した。（265名加入） 
	 （２）ボランティア連絡協議会活動に協力した。 
	 （３）花いっぱい運動を推進した。 
	 （４）ふれあいいきいきサロン事業等に助成・協力した。 
 
12．共同募金運動 
	 （１）10月 1日より 10月 31日までの期間中、共同募金会川場村支会として 
	 	 	 赤い羽根共同募金目標額を早期に達成。 
	 （２）12月 1日より 12月 31日までの期間中、共同募金会川場村支会として 

明るい越年運動を実施した。 
 
13．災害救助 
	 （１）災害時における救助対策に備えた。 
         
14．日常生活自立支援事業 
（１）日常生活自立支援事業に協力した。 

 
 
15．福祉関係団体育成援助 
	 （１）更生保護女性会の活動に協力した。 
 
16．その他 
	 （１）県社協の主催する研修会、諸行事に参加、協力した。 
	  
	  


