平成２９年度

事 業 報 告 並 び に 決 算 書
自

平成２９年４月 １ 日

至

平成３０年３月３１日

社会福祉法人

守谷市社会福祉協議会

事

業

報

告

守谷市社会福祉協議会（以下、「守谷市社協」という。）においては、近年の社会環境の
変化に伴い、引き続き厳しい財政状況にありますが、社会福祉法人改革など法人を取り巻
く状況の変化にも対応しつつ、子どもから高齢者、障がい児者や生活困窮世帯等にいたる
までの全市民を対象に、多くの市民の方々の支援、協力を得ると共に、行政や民生委員・
児童委員をはじめ、様々な関係機関の皆様にもご協力をいただきながら、通常事業を中心
に地域福祉活動を展開してまいりました。
さらに、今年度もこうした事業に加え、各地区においてそれぞれの地域福祉活動計画実
行委員会で課題解決に向け、さまざまな事業を展開するとともに、各地区の活動実績を継
承しつつ、各地区の地域福祉活動計画実行委員会や支部社協とも連携し、
「第２期守谷市地
域福祉活動計画」を推進しております。
また、受託事業の地域ケアシステム推進事業や日常生活支援事業、生きがい活動支援事
業（げんき館・ミナーデげんき館）につきましては、利用者は微増しております。
介護保険事業につきましては、居宅介護支援、訪問介護とも厳しい状況は続いているも
のの、障害福祉サービス事業の利用者数が微増しつつあることから、今後の状況を踏まえ
て対応を図ってまいります。

１ 年間実施事業
（１）理 事 会
期
日
H29.4.3

４回開催
主

な

議

・出席理事：１２名 欠席理事：３名
１）守谷市社協会長・副会長の選任

題
出席監事：２名

・出席理事：１１名 欠席理事：４名 出席監事：２名
１）平成２８年度守谷市社協在宅福祉サービス事業及び生きがい
活動支援事業補正予算専決報告
5.31

6.22

２）平成２８年度守谷市社協事業並びに決算報告
３）守谷市社協監査報告
４）守谷市社協社会福祉充実計画（案）
５）守谷市社協評議委員選任・解任委員会委員選任（案）
６）守谷市社協評議員候補者名簿（案）
７）諸規程の一部改正
・出席理事：１２名 欠席理事：３名
１）守谷市社協会長・副会長の選任

出席監事：２名

期

日

H30.3.15

主

な

議

題

・出席理事：１３名 欠席理事：２名 出席監事：２名
１）平成２９年度守谷市社協居宅介護支援事業並びに訪問介護区
分会計補正予算専決報告
２）平成２９年度守谷市社協法人運営事業災害支援活動並びに法
人運営事業区分会計補正予算
３）平成２９年度守谷市社協地域福祉活動推進事業子どもヘルパ
ー派遣事業並びにネットワーク事業及び法人運営事業区分
会計補正予算
４）平成２９年度守谷市社協ボランティア促進事業共催事業並び
にボランティアセンター運営事業及び法人運営事業区分会
計補正予算
５）平成２９年度守谷市社協受託事業生きがい活動支援事業区分
会計補正予算
６）平成２９年度守谷市社協受託事業地域ケアシステム事業区分
会計補正予算
７）平成３０年度守谷市社協事業計画並びに収入支出予算（案）

（２）評 議 員 会
期
日

H29.6.21

２回開催
主

な

議

題

・出席評議員：２０名 欠席評議員：１１名 出席監事：２名
１）平成２８年度守谷市社協在宅福祉サービス事業及び生きがい
活動支援事業補正予算専決報告
２）平成２８年度守谷市社協事業並びに決算報告
３）守谷市社協監査報告
４）守谷市社協社会福祉充実計画（案）
５）守谷市社協理事選任（案）
６）諸規程の一部改正

H30.3.26

・出席評議員：２６名 欠席評議員：５名
１）平成２９年度守谷市社協居宅介護支援事業並びに訪問介護区
分会計補正予算専決報告
２）平成２９年度守谷市社協法人運営事業災害支援活動並びに法
人運営事業区分会計補正予算
３）平成２９年度守谷市社協地域福祉活動推進事業子どもヘルパ
ー派遣事業並びにネットワーク事業及び法人運営事業区分
会計補正予算

４）平成２９年度守谷市社協ボランティア促進事業共催事業並び
にボランティアセンター運営事業及び法人運営事業区分会
計補正予算
５）平成２９年度守谷市社協受託事業生きがい活動支援事業区分
会計補正予算
６）平成２９年度守谷市社協受託事業地域ケアシステム事業区分
会計補正予算
７）平成３０年度守谷市社協事業計画並びに収入支出予算（案）
（３）評議員選任・解任委員会

１回開催

H29.6.21 守谷市社会福祉協議会評議員の選任
（４）配分委員会 １回開催
H29.11.15 (平成２９年度歳末贈呈金配分方法を見直し検討)
・平成２９年度歳末贈呈金
（ひとり暮らし高齢者・障がい児者・交通遺児・準要保護家庭）
贈呈者数 ３３０件
（５）児童福祉関係
・新入学児童祝品(ノート２冊)の贈呈
配布者数 ６９６名
・要・準要保護児童・生徒への福祉対策(入学卒業祝) 贈呈者数 ３１名
（６）母子、父子福祉関係
・小、中学校入学祝、中学校卒業祝
贈呈者数
２６名
・新生児祝(乳幼児用歯ブラシセット)の贈呈 配布者数
６０１名
・ひとり親子ふれあい１日遠足
大宮方面・参加者１９組４３名
（７）障がい者(児)福祉関係
・障がい者(児)団体への助成
・福祉機器の貸出
車いす等貸出延べ件数 ２４８件
（※月平均 ２０.６件）
・福祉車両貸出事業（通院、外出、移送等)
件数 ３６件
（※月平均
３.０件）
・買ってＮｅｔバザール（近隣障がい者施設・団体等参加）開催
会場：イオンタウン守谷 ７月８日・９日

◇車イス･福祉車両貸出件数
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計
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（８）高齢者福祉関係
・ひとり暮らし高齢者ふれあい遠足
館林方面・参加者 ４８名
・高齢者世帯１日遠足
富岡方面・参加者 ５６組１１２名
・高齢者健康水中体操実施
(常総広域屋内プール･参加者数:２６名
１年間延べ 931 名)
・水中体操リーダー養成コース
受講者
６名
(修了生による自主水中体操クラブ設立 ９８名活動中)
・守谷市元気わくわくスポーツ大会・いばらきねんりんスポーツ大会協力
（９）福祉教育推進関係
・高野子どもヘルパー事業（高野支部・みずき野支部事業）
実施期間：平成２９年７月 ～ 平成３０年３月 参加者数：２６名
（高野小学校４年生・５年生・６年生、松ケ丘小学校４年生・５年生・
６年生、郷州小学校４年生・６年生）
・市内小中学校・高校福祉教育担当者研修会
参加者 １４名
伊奈特キャラバン隊講座や車いす・目かくし歩行体験
・市内小中学校・高校福祉活動助成（１校：３万円を限度）
（市内１５校中１４校が申請・助成）
・市内小学校での福祉体験学習を支援（５校）
（10）ボランティア活動の推進
・ボランティア相談、連絡調整、情報提供
・ほほえみサービス協力会員養成講座（３回コース） 参加者 ２０名
・育成活動、交流研修会
①傾聴ボランティア等養成講座（４回コース）
参加者 ２７名
②ボランティア協会会員研修会
脳わくわくし隊による認知症予防の脳トレーニング
シルバーリハビリ体操
参加者 ３５名
③ボランティア協会運営委員会
２回
・活動保険への加入・促進
加入者 １,１３６名
（保険料の一部を本会善意銀行から助成支援）

（11）地域福祉活動計画実行委員会
・みずき野地区（全体会６回）
主な活動：みずき野ふれあい朝市、郷州小学校朝のあいさつ運動、福祉
協力員活動、防犯パトロール、夏祭り、郷州小おとな同窓会、
ティーふれ、郷州小子どもヘルパー、高齢者食事交流会
・守谷地区（全体会６回：２ヶ月毎、各ブロック会議）
主な活動：「あいさつ運動キャンペーン」（春・秋 各５日間開催）、あい
さつ看板設置、「わくわく亭」（年６回開催）、「わくわく体操」
（年７回）、脳トレクッキング、守谷地区広報誌「ささえあう
街・もりや」発行、シニアつどい（Ａブロック）、地域敬老会
事業（Ａ・Ｂ・Ｃブロック）、昔あそび・世代間交流（Ｃブロック）、
地域協働・花壇花苗植え、ティーパーティー、フェイスブック
情報発信（Ｄブロック）
・高野地区（全体会６回・臨時含む、チームリーダー会議５回、各チーム会議）
主な活動：高野地区子どもヘルパー活動、高野地区ボランティア講座、
（うたごえ、肩こり・腰痛、七福神介護講座：３回）、松ケ丘小
学校区防犯マップ製作・対象児童等へ配布、地区内サロン活動
調査、地区内自治会モデル事業（茶話会活動）、高野地区広報誌
「きずな」年４回発行
・大野地区（全体会６回、地域ふくしまつり委員会３回）
主な活動：地域ふくしまつり開催、彼岸花まつり、かかしコンテスト、
太子堂花まつり、二十三夜様祭礼
・大井沢地区（全体会２回、西板戸井６回、東板戸井６回、立沢３回、
大山新田２回、大木５回）
主な活動：あいさつ運動、秋まつり、あわんとり、じゃんけん大会、
地域交流会、花見ふれあいまつり、炊き出し訓練、防災訓練
・北守谷地区（全体会１２回、ぶらぶら亭部会３回、広報委員会１８回）
主な活動：どこでも茶屋ぶらぶら亭（北守谷遊歩道・大山公園・立沢公園）、
どこでも茶屋くわがた亭（くわがた公園）、福祉グラウンドゴルフ
部会、異世代交流部会、協力員制度部会（各区長、民生委員情報
交換会）、広報誌「ふれあい北守谷」発行
・全体活動

「６地区地域福祉活動計画実行委員会」

２回開催

（12）その他の福祉団体助成
・守谷市ボランティア協会他２団体
・母子保健推進委員会（乳幼児歯ブラシ配布協力）
（13）広報活動
・社協情報の周知、情報提供のため｢社協だより｣を年 4 回発行
(発行部数：＠21,800×4 回、＝87,200 部)
・社協ＰＲＤＶＤ｢あなたと共に福祉のまちづくり｣の貸出・活用
（14）援護活動
・貸付調査委員会
３回開催
・貸付相談件数
１２０件
・低所得世帯等小口資金貸付
◆利用件数
１件
金額
・生活福祉資金貸付
◎生活資金 ◆利用件数
１件
金額
◎総合支援 ◆利用件数
０件
金額
◎教育支度資金◆利用件数 ２件
金額

２０,０００ 円
１００,０００円
０円
５,７５７,０００円

◎不動産担保◆利用件数
０件
金額
０円
※生活福祉資金貸付金については、茨城県社協より直接貸し付けとなります。
・法外援護(１件あたり 300 円)
◆利用件数
１件
金額
３００円
・災害援護(火災見舞金)
◆対象件数
２件
金額
４０,０００円
（15）ふ く し 相 談 (毎月第１月曜日 午後２時～４時)
年金労務相談 (毎月第 2 月曜日 午後２時～４時)
◆相談利用件数
（16）電話相談

４件

開設日数：２４日

(毎週金曜日 午前 10 時～午後３時)
◆相談利用件数 ３１件 開設日数：４８日

（17）ふれあい電話訪問 (隔週火曜日・水曜日 午後１時～午後３時)
◆訪問利用件数
７件 開設日数：４７日

（18）善 意 銀 行
・金銭預託件数
・物品預託件数

・金銭払出件数

・物品払出件数

（19）社 会 福 祉 基 金
・取扱件数

３４件

金額
７５０,９２８円
（プルタブ：１７０ｋｇ：１４,６８８円）
１２４件 （古切手､使用済みテレカ､プルタブ、未使用
タオル・雑巾、未使用切手・テレカ、車いす、
玄米他）
３５件

６件

１件

金額
１,０７３,７２６円
（古切手郵送料、福祉車輌維持費、ボランティ
ア保険助成金、ボランティア活動印刷機リー
ス料、ふれあい電話訪問事業、地域福祉活動
助成金等）
(払出先：日本キリスト教海外医療協力会、茨城県
社会福祉協議会、在宅援護者､市内福祉施設等)

金額

１００,０００円

（20）受託：地域ケアシステム推進事業
・医師､訪問看護､福祉施設､民生委員・児童委員､ボランティア、行政関係者を会議
員として調整会議、研修会を開催
調整会議 ６回 講演会・研修会 １回（参加者約１００名）
ファミリーケア ５件、ケアチーム数 ７８チーム、
クイック会議 ３２１回、在宅ケアチーム構成メンバー数
延べ１７２名、延べ相談件数 ５６３件
（21）日常生活自立支援事業
・判断能力が不十分な方を対象に、福祉サービスの利用援助や金銭管理などのサー
ビスを行うための相談、専門員、生活支援員との連絡調整
福祉サービス訪問 ７６１回、調整 ７５件 延べ回数 ８３６回
（22）入れ歯リサイクル事業
・不要になった入れ歯やアクセサリーなどの貴金属を精製、換金し、ユニセフを通
じ、恵まれない子供たちへ、また、東日本大震災孤児を支援する事業へ協力・回
収ボックスを設置 換金総額：７３３円（内、２９３円が手数料として社協へ）

（23）フードバンクシステム促進事業
・賞味期限内で安全で食べられるにも関わらず、規格外、包装ミスなど、様々な理
由で流通できず、廃棄されてしまう食品を関連企業や農家などから、また、家庭
などで眠っているお米や缶詰、調味料などを寄付していただき、必要としている
施設や団体、生活困窮世帯等に無償で提供する事業
○利用状況：約２３０ｋｇの食品の提供を受け、生活困窮世帯等３７世帯に配布
○寄付食品：乾パン、缶入りパン他、計 １０箱をフードバンクへ届け活用

（24）その他表彰関係
・第６７回 茨城県社会福祉大会（常総市地域交流センター豊田城）
守谷市からの顕彰者
県知事表彰：２名、１団体
県社協会長表彰：２名、１団体
県共募会長表彰：１名、１団体

