平成２４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２４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２４年５月２９日（火） 於 西袋公民館 講堂
議 題
・平成２３年度事業実施報告について
・平成２３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２４年１２月２５日（火） 於 中央公民館 講義室
議 題
・平成２４年度一般会計補正予算（第１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２５年２月２７日（水） 於 須賀川アリーナ 会議室
議 題
・職務代理者の選任について
・顧問の委嘱につき同意を求めることについて
・委員会委員の委嘱につき同意を求めることについて
平成２５年３月２８日（木） 於 西袋公民館 講堂
議 題
・平成２４年度一般会計補正予算(第２次)(案)について
・経理規程の改正について
・職員の定年等に関する規程の一部改正について

・平成２５年度事業計画(案)について
・平成２５年度一般会計資金収支予算(案)について
（２）評議員会
平成２４年５月２９日（火） 於 西袋公民館
議 題
・平成２３年度事業実施報告について
・平成２３年度一般会計収支決算書について
・理事の選任について

講堂

平成２４年１２月２５日（火） 於 中央公民館 講義室
議 題
・平成２４年度一般会計補正予算（第１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
平成２５年３月２８日（木） 於 西袋公民館 講堂
議 題
・平成２３年度一般会計補正予算(第 3 次)(案)について
・平成２４年度事業計画(案)について
・平成２４年度一般会計資金収支予算(案)について
・理事の選任について
（３）監事会
・平成２４年５月２４日（木） 於 須賀川アリーナ 会議室
平成２３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２４年６月１１日・１２日 一泊二日で開催 宮城、岩手方面
「大崎市・花巻市社会福祉協議会への視察、研修」参加者２６人
（５）創立６０周年記念式典並びに第９回須賀川市社会福祉大会の開催
日 時 平成 24 年 11 月 9 日(金) 午後 1 時 10 分～午後 4 時
場 所 須賀川市文化センター 大ホール

○記念講演
演 題 「心つないで」
講 師 ラジオ福島 専任局長・アナンサー 大和田 新 氏
○式 典
＜須賀川市社会福祉協議会長感謝＞
・元会長、理事、監事、評議員、サービス調整委員 ３８名
・ボランティア個人 １７名
・ボランティア団体 １９団体
・多額寄付（個人） １２名
・多額寄付（団体） １４団体
・多額物品寄付（団体） ２団体
＜特別表彰＞
・第２回「服部ケサ賞」の贈呈
本田 和正氏（長禄町）、伊丹 節子氏（本町）
＜福祉作文入選者表彰＞
・小学生の部
最優秀賞 １名、優 秀 賞 ３名
・中学生の部
最優秀賞 １名、優 秀 賞 ５名
２

広報活動
・ 社協だよりの発行（２４年６月、９月、２５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

２４件

１４，３６７，０００円

（２）生活援助資金の貸付

３件

１２２，０００円

（３）法外援護による生活困窮世帯の救済

１４件

２４５，０００円

（４）福祉的就労体験事業

活動先３ヶ所

参加者７名

（５）生活支援相談員配置事業
・４仮設住宅合計
１３１世帯・３０１人
・相談件数５９４件(内訳別紙)

(前年度：１６７世帯・４１３人)

（６）日常生活支援事業(あんしんサポート)
・相談件数
１９３件
・支援延件数 ２１２件
（７）心配ごと相談所の運営
（８）共同募金及び歳末たすけあい運動の充実
・共同募金
８，７００，６２３円
・歳末たすけあい募金
６，２６９，１２７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 ６５件
・２４年度活動登録者数（個人）
（団体）
・災害支援協力員登録者

３１人
４４団体
２８８人

（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）

１５件

（３）養成研修事業
・手話入門講習会の開催（全５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２回）
・日赤健康生活支援講習会
・傾聴ボランティア講習会
・長沼地区ボランティア研修会

受講者
受講者
受講者
受講者
受講者
参加者

２６人
１００人
２９人
３０人
２５人
１１人

・岩瀬地区配食ボランティア視察研修
・災害時支援協力員研修（７地区）

参加者
受講者

２３人
２１３人

（４）組織化事業
・ボランティア連絡協議会の育成

加入１４団体

（５）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(相談員)の設置
法律相談 【須賀川地区】
年２０回(毎月第１・３土曜日

午後３時～７時)

須賀川アリーナ
相談件数
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
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
相談員 吉川幸雄弁護士
電話相談

９５件

１７件

３件

毎週月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時
相談件数 ４５８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２６人、協力会員４人
移動介助サービス
８５２件
身体介助サービス
１３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２４年１０月４日(実施 於
（３）住民参加による地域福祉活動事業
・ふれあい事業

那須塩原方面

参加者２５名)

実施地区数 １２町内・区 １２０，０００円助成
・福祉講演会
平成２５年１月３０日 於 グランシア須賀川
講演会「民生委員・児童委員活動の基本と活動のポイント」
聴講者 １２２人
講 師 KT 福祉研究所代表 松藤 和生氏
・一人暮らし高齢者とのふれあい電話
対 象 者
１２３人
対話件数
２，８２１件
登録ボランティア １７人
（４）在宅介護者交流等事業
・在宅介護者リフレッシュ事業(須賀川地区)
平成２４年８月３０日・３１日 二本松方面
内容 介護者のリフレッシュ、講話

参加者１８人

・在宅介護者リフレッシュ事業(長沼・岩瀬地区)
平成２４年１０月１８日・１９日 新潟方面
内容 介護者のリフレッシュ、講話

参加者１４人

・在宅介護者リフレッシュ事業(須賀川地区)
平成２５年３月１５日 猪苗代方面 日帰り
内容 介護者のリフレッシュ、交流

参加者１１人

４ 高齢者福祉活動
（１） 敬老会の開催（市と共催）
平成２４年９月１５日（土）
【須賀川地区】・７５歳以上の高齢者
於 須賀川アリーナ
平成２４年９月１７日 (月)

７，４８５人招待

【長沼地区】 ・７５歳以上の高齢者
９４７人招待
於 いわせ地域トレーニングセンター
平成２４年９月１７日 (月)
【岩瀬地区】 ・７５歳以上の高齢者
７９０人招待
於 いわせ地域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】（春・秋の彼岸及び年末）
年３回 ２，７６３食配食
【長沼地区】 （春・秋の彼岸及び年末）
年３回
１６９食配食
【岩瀬地区】 （年１２回実施 月 1 回及び年末）
３６３食配食(月平均３０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 ６，７３６人
・年間実施日数 ３５９日 １日平均利用者数

１８．７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 ２，３０７人
・年間実施日数 ２４５日 １日平均利用者数

９．４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 １１，２０７時間
（身体介護 ３，４５５時間，生活援助

７，７５２時間）

【長沼ヘルパーステーション】
・年間延利用時間 ７，９５９時間
（身体介護 ２，０２９時間，生活援助

５，９３０時間）

【岩瀬ヘルパーステーション】
・年間延利用時間 ２，８７０時間
（身体介護 １，６３６時間，生活援助

１，２３４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 ３３５人（月平均２７．９人）
【いわせ居宅介護支援事業所】
・年間延利用者数 ７６６人（月平均６３．８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】
・利用者（相談者）数
３，６９７名
内訳
① 介護認定非該当者
１４８名
② 二次予防事業対象者
（元 特定高齢者：虚弱高齢者）
１６０名
③ 要支援認定者（要支援１・２） ２，０４４名
④ 要介護認定者（要介護１～５）
９４８名
⑤ その他
３９７名
・相談内容実績（累計） ３，７６９件
（日常生活／介護サービス利用に関して・包括的継続的支援[地域ケアマネ
との協働等]など）
・出前講座 １６回開催（生活不活発病についてなど）
・介護予防事業の開催 （３地区・月１回開催）
（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
０時間
【いわせヘルパーステーション】
・年間延利用時間
７０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 ２，４１３人
【長沼地区】(週 1 回：水曜日)
・年間延利用者数
４２７人
【岩瀬地区】(週 1 回：金曜日)
・年間延利用者数
５８４人

１日平均利用者数

９．８人

１日平均利用者数

８．７人

１日平均利用者数

１１．９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 １９９人 月平均１７人
作品作り、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 ３５人 １回平均 １１．６人
講演会、市外研修等

５ 児童福祉活動
（１）若葉児童館の指定管理
・自由来館児等数
４２１人
・児童クラブ延児童数
１９，０６２人
・子育て支援事業(わかばくらぶ) 延人数
１，２３１人
年１２０回開催、２４組５６名の親子が参加
（２）白鳩保育園の指定管理
・延保育園児数
２３，９４１人
・延長保育園児数
９人
（３）愛護育成会助成

１ヶ月平均
１ヶ月平均

１，９１１．７人
７．６人

７０，０００円

（４）交通遺児激励金の支給

８人４０，０００円支給

（５）ファミリーサポートセンター事業の推進
・利用会員２５３人、提供会員６１人、両方会員１５人、合計３２９人
・利用実績７１７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

１０月１３日 語り部による昔話・牛乳 須賀川アリーナ
パックを使ってのオモチ
ャ作り
１１月

２日 育児サポート講習会
から

須賀川アリーナ

参加人数
１７名

延べ
６０名

１１月２７日
まで
（計６日）
３月１６日 読み聞かせ、予防接種
について

須賀川アリーナ
８名

・広報活動
センターだより発行（２４年１０月、２５年３月）
社協だより等への掲載（２４年６月、９月、２５年１月、３月）

６ 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(CD・デイジー図書・テープ)の貸出し
年間延貸出３０６本
テープ作成内容 ・広報すかがわ ２４本
・社協だより
８本
・選挙公報
利用数

２本

１８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
８，７８３時間
（身体介護３，５９６時間、生活援助５，１８７時間）
【長沼ヘルパーステーション】
・年間延利用時間 ２，５２３時間
（生活援助２，５２３時間）
【いわせヘルパーステーション】
・年間延利用時間
１４１時間
（生活援助
１４１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 ３３４人
・年間実施日数 １０２日 １日平均利用者数

３．２人

７ 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２４年９月５日・１２日・１９日・２５日(４日間)開催
受講者３０人
・善意の金品等の預託
・福祉機器の無料貸出し延台数
【本
所】介護支援ベット１４７台、車いす３５７台、エアーマット４５台
【長沼支所】介護支援ベット
８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
６台、車いす １５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 (２５町内会・区)
・障がい者支援団体配分事業
(６団体)

６３２，７２０円
１２０，０００円

・歳末たすけあい義援金贈呈事業(２３１世帯) １，４６７，０００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
（５）火災見舞金の支給

４０，０００円
８件

１１５，０００円

（６）災害見舞金の支給
災害により被災した方に対し、社協の住民相互のたすけあいの趣旨に
基づき見舞金を支給しました。
○東日本大震災被害への対応
住家の全壊 一世帯につき１万円

住家の半壊 一世帯につき５千円（大規模半壊含む）
災害による死亡 一人につき１万円
（支給額）（平成２５年３月３１日現在）
死亡者（行方不明者含む） １１人
１１０，０００円
住家の全壊
１，５９６件
１５，９６０，０００円
住家の半壊
３，５７０件
１７，８５０，０００円
（大規模半壊含む）
合
計
５，１７７件（人） ３３，９２０，０００円
（７）福祉バスの運行
【本
所】
・運行回数
９９回
・利用者数 ２，６２５人
【長沼支所】
・運行回数
１３６回
・利用者数 １，４９８人
【岩瀬支所】
・運行回数
１２０回
・利用者数 １，２３０人

