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令和２年度 社会福祉法人 

川場村社会福祉協議会事業報告 

 

 

１．地域福祉活動の推進  

（１）会務の運営 

  ①理 事 会 

    2. 6. 5    川場村保健センター機能訓練指導室に於いて開催。訪問介護事業 

並びに介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サー 

ビス事業の管理者の変更・運営規程の一部変更、通所介護事業運営 

規程並びに介護予防・日常生活支援総合事業における通所介護相当 

サービス事業の管理者の変更・運営規程の一部変更、居宅介護支援

事業の管理者の変更について報告した。 

平成３１年度事業報告及び社会福祉事業収入支出決算、川場村社 

会福祉協議会評議員選任規程の一部改正、川場村社会福祉協議会評 

議員の辞任に伴う補欠選任推薦、令和２年度第１回評議員会の開催、 

評議員選任・解任委員の選任の件について審議決定した。 

2.12. 2   川場村文化会館研修室に於いて開催。訪問介護事業並びに介護予 

防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サービス事業運営 

規程の一部変更、通所介護事業並びに介護予防・日常生活支援総合 

事業における通所介護相当サービス事業運営規程の一部変更、令和 

２年度社会福祉事業・介護保険事業の業務執行状況、新型コロナウ 

イルス感染症の対応状況、過去の苦情相談等について報告した。 

川場村社会福祉協議会福祉サービス苦情解決事業実施要項（案） 

設置についての件、川場村社会福祉協議会職員賞与に係る１２月分 

支給についての件について協議決定した。 

 3. 3.16   川場村文化会館研修室に於いて開催。令和２年度社会福祉事業収 

支予算の補正案、令和３年度川場村社会福祉協議会事業計画案、 

令和３年度川場村社会福祉協議会社会福祉事業収支予算案、福祉サ 

ービス苦情解決事業第三者委員の選任、理事及び監事選考内規の一 

部改正案、令和２年度第３回評議員会の開催について審議決定した。 

  ②評議員会 

2. 6.24   川場村文化会館研修室に於いて開催。訪問介護事業並びに介護予 

防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サービス事業の管 

理者の変更・運営規程の一部変更、通所介護事業運営規程並びに介 

護予防・日常生活支援総合事業における通所介護相当サービス事業 

の管理者の変更・運営規程の一部変更、居宅介護支援事業の管理者

の変更、川場村社会福祉協議会評議員選任規程の一部改正、川場 
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村社会福祉協議会評議員の辞任に伴う補欠選任推薦、評議員選任・ 

解任委員の選任について報告した。 

平成３１年度事業報告及び社会福祉事業収入支出決算の件につ 

いて審議決定した。 

2.12. 16   川場村文化会館研修室に於いて開催。訪問介護事業並びに介護予 

防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サービス事業運営 

規程の一部変更、通所介護事業並びに介護予防・日常生活支援総合 

事業における通所介護相当サービス事業運営規程の一部変更、令和 

２年度社会福祉事業・介護保険事業の業務執行状況、新型コロナウ 

イルス感染症の対応状況、過去の苦情相談等、川場村社会福祉協議 

会福祉サービス苦情解決事業実施要項（案）設置についての件、川 

場村社会福祉協議会職員賞与に係る１２月分支給についての件に 

ついて報告した。 

3. 3.24    川場村文化会館研修室に於いて開催。福祉サービス苦情解決事業 

第三者委員の選任、理事及び監事選考内規の一部改正案について報 

告した。 

令和２年度社会福祉事業収支予算の補正案、令和３年度川場村社 

会福祉協議会事業計画案、令和３年度川場村社会福祉協議会社会福 

祉事業収支予算案について審議決定した。 

  ③監  査 

    2. 5.27   ふれあいの館に於いて、1月～3月の会計収支について監査、平 

成３１年度決算監査を行なった。平成３１年度群馬県共同募金会川 

場村支会決算について監査を行なった。 

    2. 6. 5    理事会の席で監査報告を行なった。 

    2. 6.24   評議員会の席で監査報告を行なった。 

    2. 9.15    ふれあいの館に於いて、4月～7月の会計収支について監査を行 

なった。 

    2.12. 2   理事会に出席した。 

    3. 1.21    ふれあいの館に於いて、8月～11月の会計収支について監査を行 

なった。 

    3. 3.16   理事会に出席した。   

 

 （２）社会福祉の推進 

  ①かわば福祉広報を発行（年 3回 7月、11月、2月） 

  ②福祉バザー（11月 3日 ＊新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、中止） 

③女性ボランティア講座（ひとり暮らし高齢者へのプレゼントの作成） 

 （＊新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、中止） 

  ④ホームページの運用 
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（３）生活支援体制整備協議体（運営と生活支援コーディネーターの委託） 

 ①協議体 

我が事、丸ごとの地域共生社会の実現に向けた、お互いさまの村づくり 

期 日 内 容 備 考 

8月 6日 協議体第１回会議  

12月  日 
協議体第２回会議 

（書面による報告） 
中止（新型コロナウィルス感染拡大の為） 

3月 23日 協議体第３回会議  

  ②高齢者世帯等閉じこもり予防事業 

外出機会の少ない高齢者世帯等の方たちの親睦と交流を図るとともに、外 

    出の機会を作り、気分転換や買い物など、閉じこもり予防を行う 

期 日 場 所 参加者 ボランティア 

6月 29日 ベイシア沼田店  12人 5人 

7月 29日 ベイシア沼田店・田プラで昼食  17人 4人 

8月 31日 ベイシア沼田店  11人 4人 

9月 24日 ベイシア沼田店  11人 3人 

10月 28日 ベイシア沼田店  15人 3人 

11月 26日 ベイシア沼田店 13人 4人 

  計 6回（6回中止） 79人 23人 

            （平均参加者数：13.2 人  担い手：3.8人） 

     ＊新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、４・５月、１２月～３月は中止 

③居場所づくり 

   ・自主グループによる居場所（村内６ヶ所で開催） 

会の名称 開催回数 平均参加者 開催場所 

ふじやま活性化協議会 月１回程度 10人 谷地）富士山・代表者宅 

上界戸サロン 月１回程度 5人 谷地）上界戸バス停・代表者宅 

岩田お茶飲み会 月２回程度 4人 谷地）岩田・代表者宅 

生協楽しみ会 週１回程度 9人 生品）代表者宅 

吾亦紅 月１回程度 5人 谷地）吉芦・代表者宅 

生品分校 週１回程度 12人 なましな居宅介護支援事業所内 

 ・合同ふれあいいきいきサロン（＊新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、中止） 

   ・KAWABA組の開催 

（＊新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、４・５月、１２月～３月は中止） 

日 時 場 所 参加者 内容 

月 2回開催 

第 2・第 4木曜日 

13：30～15：30 

学童クラブ 誰でも参加可能 

囲碁・将棋・卓球

など（子供達との

交流も有り） 
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 ・ふれあいカフェの開催（社協の展示室・相談室など） 

日 時 参加者 内 容 

１０月 ４日 ２５名 お茶飲みとおしゃべりを中心に、折り紙・脳

トレ・レクなど自由に過ごしてもらう ボランティア：４名、スタッフ：７名 

④ふれあい昼食会 

    ひとり暮し高齢者の交流と昼食会（＊新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、中止） 

     ＊代替事業に振替（災害時の非常食の配布） 

       ひとり暮し高齢者：８３名、ふたり暮し高齢者世帯：２９世帯 

⑤ふれあいいきいきサロンや介護予防教室、各地区へ出向き、地域の課題やニ 

ーズの把握等、解決策を考えるために関係機関と連携を図った 

⑥利根沼田地域まち・ひと・しごとづくりセンター“ささえあい”会議に参加 

 

  （４）ボランティアセンターの運営 

 ①ボランティアセンターの啓発活動 

  ・周知活動：チラシの全戸配布、各種団体への協力呼びかけ 

  ・ボランティア募集のチラシ配布やホームページの活用 

  ・ボランティア登録者の状況（令和３年３月３１日現在） 

性 別 人 数 備 考 

男性 11人 前年比±０人 

女性 31人 前年比＋２人 

計 42人 前年比＋２人 

団体 １団体（老連） 前年比＋１団体 

 ②生活支援サービスマッチング事業 

  ・依頼者と担い手のマッチング事業を行った。 

③ボランティア活動育成事業（ボランティア１時間：１ポイント） 

 ・様々なボランティア活動に対し、ポイント換算し、川場村商品券を交換 

延べ人数： ４５名 

（前年：１２０名） 

総ポイント数：１４２ポイント 

（前年：３２９ポイント） 

④除雪支援 

・生活支援体制整備協議体と連携し、各地区区長、民生児童委員の協力のもと 

除雪困難想定者の拾出しを行い、関係機関との連絡体制、降雪時の状況確認 

や声掛けなど安否確認を行い除雪支援の体制を整備 

  ⑤災害ボランティアセンター設置に向けた体制整備 

  ⑥研修会、視察、訓練等の開催 

    ＊予定していた、研修会、視察、訓練等は、新型コロナウィルス感染拡大の為、中止 
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 （５）行政と連携し、新たな移動手段の構築 

     ・交通空白地有償運送などの立ち上げに向けた取り組み 

      「新たな移動手段の導入支援事業」のモデル地区実証実験を参考に、行 

政と連携した移動手段検討会の実施 

  １２月１６日 役場大集会室 

  役場 総務課、村づくり振興課、健康福祉課、社協で開催 

 

（６）福祉対策の推進 

①高齢者福祉 

     ・77歳、80歳、88歳、90歳の高齢者へ慶祝品の贈呈を行った 

対象年齢 人 数 備 考 

77歳  35人 

タオルセット 

80歳  26人 

88歳  19人 

90歳  35人 

99歳   3人 

 118人  

・90歳、100歳の高齢者に対し慶祝訪問を実施した。 

期 日 対象年齢 人 数 

9月 16日  90歳 7人 

9月 16 日・3 月 29 日 100歳 2人 

     ・ひとり暮らし高齢者へ災害時の非常食の配布（＊代替事業に振替） 

・ひとり暮らし高齢者へ誕生日プレゼントを届け、見守り活動を実施 

     ・ひとり暮らし高齢者ひな祭り配食を実施。（3月 3日 70名） 

  ②児童福祉 

     ・小学校、中学校の福祉活動に助成し、福祉体験学習等を通じて福祉教育 

を推進（＊子ども園、小学校、中学校との交流会は中止） 

  ③障害者福祉（団体事務局） 

     ・川場村手をつなぐ親の会活動に協力 

・身障連川場村分会活動に協力 

     ・身障者温泉保養事業は中止（＊代替事業にて対応） 

  ④母子福祉 

     ・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 

      （28家庭 43名の児童へ） 

     ・母子・父子家庭等の中卒者を激励。 

（6名 民生委員へ依頼） 

     ・若年母子・父子家庭等の集いは中止（＊代替事業にて対応） 
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  ⑤低所得者対策 

     ・県社協と連携し、生活困窮者自立支援事業、生活福祉資金制度の相談、 

啓発に努めた 

  ⑥権利擁護事業への対策 

     ・県社協、基幹社協と連携し、日常生活自立支援事業の生活支援の体制づ 

くりを推進 

     ・「成年後見制度利用促進計画」に沿った利用促進に向け、行政と連携し、 

総合的・計画的に推進 

  ⑦ボランティア団体の活動促進（事務局） 

     ・ボランティア連絡協議会活動に協力 

  ⑧福祉団体等活動支援（団体事務局） 

・老人クラブ連合会活動に協力 

・川場村遺族会活動に協力（戦没者遺族の援護） 

     ・更生保護女性会活動に協力 

  ⑨地域包括支援センターと連携し、福祉対策の推進に努めた 

 

２．介護保険サービス事業  

 （１）ホームヘルパー事業 

事業名 延べ利用者数 サービス提供回数 事業収入 

訪問介護 
146人  

（前年 139人） 

1,856回   

（前年 2,063回） 

6,447,510円   

（前年 7,054,590円） 

介護予防・日常

生活支援総合

事業（訪問介護

相当サービス） 

56人  

（前年  49人） 

381回   

（前年  346回） 

1,473,050 円   

（前年 1,289,260円） 

計 
202人  

（前年 188人） 

2,237回   

（前年 2,409回） 

7,920,560円   

（前年 8,344,210円） 

         ※一日平均 6.23回  （前年  6.69 回） 

 

 （２）デイサービス事業 

事業名 延べ利用者数 サービス提供回数 事業収入 

通所介護 
448人  

（前年 522人） 

5,680回   

（前年 6,360回） 

     55,692,840円   

（前年 60,250,910円） 

介護予防・日常

生活支援総合

事業（通所介護

相当サービス） 

186人  

（前年 189人） 

1,107回   

（前年 1,123 回） 

5,937,380円   

（前年 6,225,530円） 

計 
634人  

（前年 711人） 

6,787回   

（前年 7,483回） 

61,630,220円   

（前年 66,476,440円） 
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※一日平均 22.03人（前年 24.21人） 

 

 （３）居宅介護支援事業 

事業名 延べ利用者数 事業収入 

居宅介護 
729人 

（前年 732人） 

    12,148,870円 

（前年 12,036,710円） 

※一月平均 60.75人（前年 61.00人） 

 

 （４）その他介護保険に関する事業 

  ①要介護認定調査の受託 

事業名 村内 村外 計 

認定調査 
0件 

（前年 0件） 

23件 

（前年 58件） 

23件 

（前年 58件） 

  ②福祉有償運送事業 

事業名 運送回数 事業収入 

福祉有償運送事業 
395回 

（前年 487回） 

206,300円   

（前年 243,200円） 

 

（５）川場村老人デイサービスセンターの指定管理 

  ①指定管理者として新型コロナウイルス感染症予防を徹底し、善良な施設の保持

と利用を行った 

 

３．在宅福祉事業等の受託  

 （１）独居高齢者等配食サービス（618食 毎週火曜日・金曜日） 

 

（２）独居高齢者保養交流事業は中止（＊代替事業にて対応）  

（対象者 106名に、コロナ・インフル予防グッズを配布） 

 

 （３）在宅介護者の集い（リフレッシュ事業） 

期 日 場 所 参加者 内 容 

9月 18日 
群馬パース病院研修室 

ティア・ツリー 
13名 

脳トレ・体操など 

食事と交流会 

12月 14日 小住温泉 19名 
ハーバリウム作り 

食事と交流会 

2月 18日 
＊新型コロナウイルス感染

症拡大に伴い、中止 
   名 

 

計  32名  
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（４）生活支援事業及び軽度生活援助事業 

     

 （５）介護予防教室「ほっこり教室」を毎月 2回開催（毎月第 2・第４月曜日）   

実施日数 場 所 参加人数 

13日 

（6月～12月） 

保健センター 

＊4・5月、12月以降は中止 

213名 

（前年 343名） 

  

（６）その他地域福祉に関する業務 

  ①ボランティア活動の促進 

     ・ボランティア保険への加入を推進（249名加入） 

     ・花いっぱい運動を推進。 

  ②災害救助 

     ・災害時における救助対策に備えた 

     ・令和２年１２月豪雪に伴う除雪支援活動（ボランティア） 

      日時：令和 2年 12月 23日 ボランティア１名（主催：みなかみ町社協） 

③県社協の主催する研修会、諸行事に参加、協力 

 

４．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・情報共有を図った 

 

 （２）地域課題解決のための協力と連携を行い地域福祉活動の推進を図った 

 

 （３）ふれあいいきいきサロンへ協力し、連携を図った 

 

５．共同募金運動  

 （１）赤い羽根共同募金 

     ・1 0月 1日より 10月 31日までの期間中、村民の皆様にご協力いただき 

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 

    実績 571,978 円 

戸別募金 職域募金 学校募金 イベント募金 

487,000円 

974戸 

64,845円 

22件 

20,133円 

2校 

―円  ―件 

（福祉バザー等、イベント中止の為） 

  

（２）歳末たすけあい募金 

・12月 1日より 12月 31日までの期間中、村内の個人・企業の皆様に 

ご協力いただき、共同募金会川場村支会として明るい越年運動を実施 
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実績 1,990,450 円 

戸別募金 高額寄付者（法人） 高額寄付者（個人） 

547,450円 

    858戸 

 565,000円 

      63件 

878,000円 

  201件 

 

（３）ふれあいいきいきサロン、自主グループによる居場所づくり、子育てサロン 

事業等に活動費の助成 

 

（４）歳末たすけあい募金配分金を利用した地域福祉事業 

     ・ひとり暮らし高齢者「ふれあい昼食会・交流会」の開催（＊代替事業に振替） 

     ・母子・父子家庭へクリスマスプレゼントの贈呈 

     ・ひとり暮らし高齢者友愛訪問（見守り活動）事業の実施 

     ・地域福祉活動事業に関する研修会、講演などの開催 


