平成２２年度社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会事業実施報告書
平成２２年度事業計画に基づき、関係機関及び団体と協調し、次の事業を実
施した。

事 業 内 容

１ 組織体制の充実
１ 会議等の開催
（１）理事会
平成２２年５月２７日（木） 於 市総合福祉センター
報 告
・平成２２年度一般会計補正予算(第１次)会長専決処分の報告について
議 題
・平成２１年度事業実施報告について
・平成２１年度一般会計収支決算書について
・評議員の委嘱につき同意を求めることについて
平成２２年１２月２０日（月） 於 市総合福祉センター
報 告
・職員の給与に関する規程の一部改正に係る会長専決処分の報告について
議 題
・平成 22 年度一般会計補正予算（第２次）
（案）について
・評議員の委嘱につき同意を求めることについて
平成２３年３月２４日（木） 於 市総合福祉センター
議 題
・平成 22 年度一般会計補正予算(第 3 次)(案)について
・平成 23 年度事業計画(案)について
・平成 23 年度一般会計資金収支予算(案)について
・職務代理者の選任について
・委員会委員の委嘱について

（２）評議員会
平成２２年５月２７日（木） 於 市総合福祉センター
報 告
・平成２２年度一般会計補正予算(第１次)会長専決処分の報告について
議 題
・平成２１年度事業実施報告について
・平成２１年度一般会計収支決算書について
平成２２年１２月２０日（月） 於 市総合福祉センター
議 題
・平成 22 年度一般会計補正予算（第２次）
（案）について
・理事及び監事の選任について
・会長及び副会長の選任について
（３）監事会
・平成２２年５月２５日（火） 於 市総合福祉センター
平成２１年度一般会計決算及び事業実施状況について監査を実施し、適
正執行と認められる
（４）理事・監事・評議員先進地視察研修の実施
・平成２２年７月１３日・１４日 一泊二日で開催 宮城方面
「柴田町社会福祉協議会への視察、研修」参加者２３人
２ 広報活動
・ 社協だよりの発行（２２年６月、９月、２３年１月、３月）

２ 地域福祉の充実
１ 生活福祉活動
（１）生活福祉資金の貸付

４３件 １９，０７５，９１６円

（２）生活援助資金の貸付

１３件

３６５，０００円

（３）法外援護による生活困窮世帯の救済 ３４件

５７３，０００円

（４）心配ごと相談所の運営

（５）共同募金及び歳末たすけあい運動の充実
・共同募金
９，３４０，１５８円
・歳末たすけあい募金
６，７８０，０８８円
２ 福祉ボランティアのまちづくり事業の推進
（１）情報の提供・登録・斡旋
・相談件数 ４４件
・２２年度活動登録者数（個人）
（団体）

５１人
３９団体

（２）福祉教育の推進
・学校教育への協力（福祉機器の貸し出し、講師派遣等）

１８件

（３）養成研修事業
・手話入門講習会の開催（全１５回）
・サマーショートボランティア
・ふくしレクリエーション講習会（全４回）
・日赤健康生活支援講習会（全３回）
・傾聴ボランティア講習会（全１回）
・岩瀬地区ボランティア講習会（全１回）

１７人
６８人
３２人
２１人
８１人
１７人

受講者
受講者
受講者
受講者
受講者
受講者

（４）収集ボランティア関係
・プルタブ（アルミ）収集
収集実績 ３，８８０ｋｇ
・古切手・使用済みテレホンカード・ベルマーク収集
★ 収集ボランティア活動は、２２年度で一旦終了。
（５）組織化事業
・ボランティア連絡協議会の育成
（６）活動基盤づくり事業
・ボランティア活動保険加入の推進
３ ふれあいのまちづくり事業の推進
（１）ふれあい福祉センター設置事業
・福祉相談室の設置

加入１４団体

・福祉相談員の設置
法律相談 【須賀川地区】
毎月第１・３土曜日 午後３時～７時
総合福祉センター
相談件数 １１６件
相談員 吉川幸雄弁護士
【長沼地区】
年４回(５月・８月・１１月・２月)
長沼老人福祉センター
相談件数
１６件
相談員 吉川幸雄弁護士
【岩瀬地区】
年４回(４月・７月・１０月・１月)
岩瀬老人福祉センター
相談件数
７件
相談員 吉川幸雄弁護士
電話相談 毎週月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時
相談件数 ７６３件
相談員 社協事務局職員
（２）地域生活支援事業
・まごころ福祉サービス事業
利用会員３７人、協力会員６人
移動介助サービス １，０６０件
身体介助サービス
０件
家事援助サービス
０件
・一人暮らし高齢者親睦旅行
平成２２年１０月７日(実施 於 福島市方面 参加者２５名)
（３）住民参加による地域福祉活動事業
・ふれあい事業
実施地区数 １６町内・区 １６０，０００円助成
・福祉講演会
平成２３年１月２１日 於 グランシア須賀川
「発信力を高め市民満足度の向上を目指して」
聴講者 １２２人
講 師 須賀川市長 橋本 克也 氏

・一人暮らし高齢者とのふれあい電話
対 象 者
１０７人
対話件数
４４１件
登録ボランティア １１人
（４）福祉施設協働事業
・在宅介護者リフレッシュ事業(須賀川地区)
平成２２年８月２６日・２７日 一泊二日で開催 参加者２０人
内容 介護者のリフレッシュ、講話（うつ病について）
・在宅介護者リフレッシュ事業(長沼・岩瀬地区)
平成２２年１０月１８日・１９日 一泊二日で開催 参加者１９人
内容 介護者のリフレッシュ、グループ懇談、講話(65 才からの健康と
生活機能評価)
・在宅介護者リフレッシュ事業(須賀川地区)
平成２２年１０月２２日
日帰りで開催 参加者１１人
内容 介護者のリフレッシュ、交流
４ ふれあいコミュニティ活動支援事業
（１）須賀川市総合福祉センター利用実績 延２８０，５８３人
・一日平均
７８２人
(最終集計日：３月１０日)
（２）市民交流機能
・交流スペースの利用、市民ギャラリーの利用
（３）市民ボランティア活動情報発信機能
・コミュニティ活動支援コーディネーターの設置、ボランティアの登録・
斡旋
５ 高齢者福祉活動
高齢者福祉活動
（１） 敬老会の開催（市と共催）
平成２１年９月１８日（土）
【須賀川地区】
・７４歳以上の高齢者 ７，９１５人招待

於 須賀川アリーナ
平成２１年９月１９日 (日)
【長沼地区】 ・７４歳以上の高齢者 １，００３人招待
於 長沼体育館
平成２１年９月１８日 (土)
【岩瀬地区】 ・７４歳以上の高齢者
８４０人招待
於 いわせ農業者トレーニングセンター
（２）老人クラブ連合会助成

１４０，０００円

（３）高齢者スポーツ大会助成

１１０，０００円

（４）老人作品展に対する協力援助 １０，０００円
（５）一人暮らし高齢者等への給食サービス
【須賀川地区】
（秋の彼岸及び年末）
年２回 １，７７１食配食
【長沼地区】 （秋の彼岸及び年末）
年２回
１２５食配食
【岩瀬地区】 （年１２回実施 月 1 回及び年末）
３７３食配食(月平均３１食)
（６）デイサービスセンター事業（通所介護）
【須賀川市デイサービスセンター】
・年間延利用者数 ４，５５４人
・年間実施日数 ３５８日 １日平均利用者数 １２．７人
【須賀川市いわせデイサービスセンター】
・年間延利用者数 ２，４２６人
・年間実施日数 ２３８日 １日平均利用者数 １０．２人
（７）ホームヘルプサービス事業（訪問介護）
【訪問介護事業所】
・年間延利用時間 １５，６３１．５時間
（身体介護 ５，０３５．５時間，生活援助 １０，５９６時間）

【長沼ヘルパーステーション】
・年間延利用時間
９，６１８．５時間
（身体介護 ２，６８４．５時間，生活援助 ６，９３４時間）
【岩瀬ヘルパーステーション】
・年間延利用時間 ３，９４４．５時間
（身体介護 ２，１５１．５時間，生活援助 １，７９３時間）
（８）居宅介護支援事業（居宅介護支援）
【居宅介護支援事業所】
・年間延利用者数 ３６６人（月平均３０．５人）
【いわせ居宅介護支援事業所】
・年間延利用者数 ７５１人（月平均６２．６人）
（９）地域包括支援センター事業（介護予防サービス）
【中央地域包括支援センター】
○介護予防事業 (生活支援、介護予防サービス支援<配食・緊急通報・生
きがいデイ等>特定高齢者マネジメント等)
・年間延利用件数
３１５件
○新予防給付事業 (要支援１・２)
・年間延利用件数
３，１７６件
○介護保険 (ケアマネ支援等)
・年間延利用件数
１，２４９件
○その他 (総合相談)
・年間延利用件数
６５２件
○利用手続き代行件数（介護保険関係・高齢福祉関係・その他）
・年間延利用件数
３１３件
（10）軽度生活援助事業（長沼・岩瀬地区のみ）
【長沼ヘルパーステーション】
・年間延利用時間
８時間
【いわせヘルパーステーション】
・年間延利用時間
３９時間
（11）生きがい支援ふれあい事業
【須賀川地区】(週５回：月曜日～金曜日)

・年間延利用者数 ２，４６６人 １日平均利用者数 １０．５人
【長沼地区】(週 1 回：水曜日)
・年間延利用者数
４９３人 １日平均利用者数 １０．７人
【岩瀬地区】(週 1 回：金曜日)
・年間延利用者数
４６４人 １日平均利用者数
９．８人
（12）老人のつどい事業（長沼・岩瀬地区のみ）
【長沼地区：だるま会】
（年 1２回開催）
・年間参加者延人数 １７０人 月平均１４人
作品作り(水彩画等)、市外研修等
【岩瀬地区：りんどうの会】
（年３回開催）
・年間参加者延人数 ２５人 １回平均 ８．３人
健康教室、講演会、市外研修等
６ 児童福祉活動
（１）若葉児童館の管理
・自由来館児等数
５４１人
・児童クラブ延児童数
１７，３２８人
・子育て支援事業(わかばくらぶ) 延人数
２，５８７人
年１２０回開催、３８組８３名の親子が参加
（２）白鳩保育園の指定管理
・延保育園児数
１，１７４人 １ヶ月平均 ９７．８人
・延長保育園児数
１３７人 １ヶ月平均 １１．４人
（３）青少年健全育成会助成

８０，０００円

（４）愛護育成会助成

７０，０００円

（５）交通遺児激励金の支給 ５人２５，０００円支給
（６）ファミリーサポートセンター事業の推進
・利用会員２４１人、提供会員８５人、両方会員１９人、合計３４５人
・利用実績１，１８０件（保育所、幼稚園、児童クラブへの送迎及び預か
り、

休園日、休校日の預かり、保護者の短時間、臨時的就労時の預かり等）
・会員研修会等（全会員対象）
期 日

研修会・交流会名

場 所

参加人数

１０月 ５日 ヨーガ・セラピー教室
から
１０月２６日
まで
（計４日）

老人福祉センター

延べ
３９名

１１月 ２日 育児サポート講習会
から
１１月２５日 ２２時間
まで
（計９日）

総合福祉センター
保健センター
須賀川消防署

延べ
９８名

・広報活動
センターだより発行（２２年９月、２３年３月）
社協だより等への掲載（２２年６月、９月、２３年１月、３月）
７ 障がい者福祉活動
障がい者福祉活動
（１）身体障がい者福祉会助成
（２）障がい者支援団体助成(１団体)

１１０，０００円
３０，０００円

（３）視力障がい者に対する声の広報テープの貸出し 年間延貸出３２０本
テープ作成内容 ・広報すかがわ １２本
・社協だより
４本
・その他
４本
利用数 １６人
（４）障害者自立支援法に基づくホームヘルプサービス事業
【訪問介護事業所】
・年間延利用時間
８，９８３．５時間
（身体介護４，２２３．５時間、生活援助４，７６０時間）
【長沼ヘルパーステーション】
・年間延利用時間 １，７５９時間
（生活援助１，７５９時間）

【いわせヘルパーステーション】
・年間延利用時間
０時間
（５）身体障がい者デイサービス事業
【須賀川市デイサービスセンター】
・年間延利用者数 ３３６人
・年間実施日数 １０３日 １日平均利用者数 ３．２人
８ その他の福祉活動
（１）介護福祉等
・ホームヘルパー現任研修事業
平成２２年１０月１９日～１１月１６日(５日間)開催 受講者２６人
・善意の金品等の預託
・福祉機器の無料貸出し
【本
所】介護支援ベット１２３台、車いす１６５台、エアーマット２８台
【長沼支所】介護支援ベット
９台、車いす
４台、エアーマット ０台
【岩瀬支所】介護支援ベット
５台、車いす １３台、エアーマット １台
（２）歳末たすけあい募金配分事業
・小地域世代交流事業 (１７町内会・区)
４４８，６６０円
・障がい者支援団体配分事業
(５団体)
１００，０００円
・歳末たすけあい義援金贈呈事業(２８７世帯) １，８０５，０００円
（３）民生児童委員協議会との協力体制の充実
・寝たきり、一人暮らし高齢者、母子及び父子世帯等に対する生活相談・
指導
・要保護世帯の調査及び生活福祉資金の償還状況調査及び指導
（４）遺族連合会助成

４０，０００円

（５）災害世帯に対する援助
・火災見舞
３件

３０，０００円

（６）最新福祉機器展示会(産業フェスティバル出展)
平成２２年１０月２３・２４日 須賀川アリーナ

来場者数 約２００人
（８）福祉バスの運行
【本
所】
・運行回数
９８回
・利用者数 ２，７３６人
【長沼支所】
・運行回数
１５６回
・利用者数 ２，０８３人
【岩瀬支所】
・運行回数
１０８回
・利用者数 １，１１４人

