令和元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
令和元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。

Ⅰ
１

組織体制の充実
会議等の開催

（１）理事会
令和元年６月６日（木） 於 須賀川市役所 ４階
議 事
・平成３０年度事業実施報告について
・平成３０年度社会福祉事業資金収支決算について
・諸規程の一部改正について

大会議室

・理事及び監事候補者の選任について
・令和元年度第 1 回評議員選任・解任委員会の招集について
・評議員候補者の推薦について
・令和元年度定時評議員会の招集について
令和元年６月２５日（火） 於

須賀川市役所

４階

大会議室

報 告
・評議員の選任結果について
議 事
・会長、副会長、常務理事の選任について
・顧問及び参与の委嘱について
・委員会委員の委嘱につき同意を求めることについて
令和元年１２月４日（水） 於 須賀川市役所 ４階 大会議室
報 告
・令和元年台風１９号の豪雨による被害対応について
・令和元年度事業中間報告について
・須賀川市第３次地域福祉活動計画(中間報告)について
議 事
・令和元年度社会福祉事業資金収支補正予算(第１次)について

・職員の給与に関する規程の一部改正について
・評議員候補者の推薦について
・令和元年度評議員選任・解任委員会委員の招集について
・理事候補者の選任について
・令和元年度１２月臨時評議員会の招集について
令和２年３月１８日(水)(コロナウィルス感染拡大防止のため書面議決)
議 事
・令和元年度社会福祉事業資金収支補正予算(第２次)について
・令和２年度事業計画について
・令和２年度社会福祉事業資金収支予算について
・須賀川市第３次地域福祉活動計画について
・委員会委員の委嘱につき同意を求めることについて
・理事候補者の選任について
・長沼・岩瀬支所長の選任について
・令和２年３月臨時評議員会の招集について
（２）評議員会
令和元年６月２５日（火） 於
報 告
・評議員の選任結果について
議 事

須賀川市役所

４階

大会議室

・平成３０年度事業実施報告について
・平成３０年度社会福祉事業資金収支決算について
・理事及び監事の選任について
令和元年１２月１２日（木）
報 告
・評議員の選任結果について

於

須賀川市役所

４階

大会議室

・令和元年台風１９号の豪雨による被害対応について
・令和元年度事業中間報告について
・須賀川市第３次地域福祉活動計画(中間報告)について
議 事
・令和元年度社会福祉事業資金収支補正予算(第１次)について
・理事の選任について
・役員等の報酬等に関する規程の一部改正について

令和２年３月２６日(木) (コロナウィルス感染拡大防止のため書面議決)
議 事
・令和元年度社会福祉事業資金収支補正予算(第２次)について
・令和２年度事業計画について
・令和２年度社会福祉事業資金収支予算について
・須賀川市第３次地域福祉活動計画について
・理事の選任について
（３）評議員選任解任委員会
令和元年６月６日（木）

於 須賀川市役所

４階

大会議室

議 事
・評議員の選任について
令和元年１２月４日（水）
議 事
・評議員の選任について

於

須賀川市役所

４階

大会議室

（４）監事会
令和元年５月３０日（木） 於 須賀川市役所 １階 会議室
平成３０年度一般会計収支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
（５）須賀川市第３次地域福祉活動計画策定委員会
令和元年５月２８日（火）於 須賀川市役所 ２階
協議事項
・須賀川市第３次地域福祉活動計画策定について
・今後の策定スケジュールについて
・その他
令和元年７月３１日（水）於 須賀川市役所
協議事項
・第２次地域福祉活動計画評価について
・地区懇談会の結果について
・基本理念・基本目標・基本計画について
・その他

３階

ウルトラ会議室

光会議室

令和元年９月２６日（木）於
協議事項
・実施計画について
・その他

須賀川市役所

２階

令和元年１１月２８日（木）於 須賀川市役所 ２階
協議事項
・須賀川市第３次地域福祉活動計画素案について
・その他

ウルトラ会議室

ウルトラ会議室

令和元年１２月１８日（水）於 須賀川市役所 １階 多目的室
協議事項
・須賀川市第３次地域福祉活動計画案を社協会長へ報告について
・その他
（６）地区懇談会
令和元年６月１７日～７月２日 於 各公民館、市役所(１０ヵ所で開催)
・地域での生活課題(福祉課題)を共有しながら、福祉の今後のあり方や
方向性をワークショップ形式での話し合いを実施。
参加者数

３１２人(町内・区役員、民生児童委員、老人クラブ会員、
健康づくり推進員、食生活改善推進員、各地域に所在する
福祉施設、地域住民等)

（７）理事・監事社協関連施設及び須賀川地方衛生センター視察研修
令和元年８月５日（月）於 白鳩保育園、一小児童クラブ館、須賀川市
デイサービスセンター、社協岩瀬支所、社協長沼支所、須賀川地方衛生
センター
（８）理事・監事・評議員先進地視察研修の実施
令和元年９月１１日～１２日 一泊二日で実施 栃木・埼玉方面
「栃木市障がい児者相談支援センター・社会福祉法人けやきの郷
への視察、研修」

２

広報活動
・ 社協だよりの発行(令和元年６月、９月、令和２年１月、３月)
・ 社協だより別冊号の発行(令和２年１月)
・ 長沼支所だよりの発行(令和元年１０月、令和２年３月)
・ 岩瀬支所だよりの発行(令和元年８月、令和２年３月)
・ ホームページによる情報発信

Ⅱ

地域福祉の充実

１ 生活福祉活動
（１）相談支援包括化推進員設置事業
・相談者数
３１８人
・相談件数
４８１件(生計、債務、就労、住宅、家族、高齢、障がい
医療、災害、引きこもり等)
（２）生活福祉資金の貸付

１８件

３，４５２，０００円

（３）生活援助資金の貸付

１０件

４２４，５００円

（４）法外援護による生活困窮世帯の救済

１７件

２７９，０００円

（５）食料品等緊急給付事業
・利用者数
３７人(米、乾麺、インスタントラーメン、缶詰等)
（６）日常生活自立支援事業(あんしんサポート)
・利用者数
２１人(仮契約４人)
・相談件数
１５６件
・支援延件数 ３９４件
（７）生活困窮者就労準備支援事業
・利用者
１２人
・支援回数
２３６回
（８）心配ごと相談所の運営

（９）共同募金及び歳末たすけあい運動の充実
・共同募金
９，１４９，９３２円
・歳末たすけあい募金
５，８９３，２８９円
・他県災害義援金
４２，７２５円
(台風１５号千葉県災害義援金・台風１９号災害義援金)

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 ７０件
・活動登録者数（個人）
３４人
（団体）

５８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）
・企業等への協力

９件
４件

（３）養成研修事業
・サマーショートボランティア
・ふれあい電話ボランティアスキルアップ
講習会
・音訳ボランティアと市広報係の懇談会
・岩瀬地区ボランティアグループ視察研修
（４）組織化事業
・ボランティア連絡協議会の育成

受講者

１３０人

受講者
参加者
参加者

２２人
１４人
３０人

加入１２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
（６）災害ボランティアセンター設置運営
（台風１９号豪雨による水害で被災された世帯への支援）
令和元年１０月１６日設置・運営開始
令和元年１１月３０日閉鎖
ボランティア 県内 延べ８５４人（７２．０％）
県外 延べ３２５人（２８．０％）
合計 延べ１，１７９人
ニーズ（要請）

２７７件

マッチング（活動） ３２８件（複数回要請含む）
（活動内容） 泥出し、家財搬出、畳出し、ピアノ搬出、
流れて来た藁の片づけなど
完 了 ２４２件(キャンセル３５件)
未

了

０件

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１２回(毎月第３土曜日
須賀川市役所
相談員 吉川幸雄弁護士
【長沼地区】
年２回(６月・１１月)
長沼老人福祉センター
相談員 吉川幸雄弁護士
【岩瀬地区】
年２回(８月・１月)
岩瀬老人福祉センター
相談員 吉川幸雄弁護士
電話相談

午後３時～７時)
相談件数 ５６件

相談件数

０件

相談件数

５件

毎週月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時
相談件数 ４５７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３２人、協力会員１６人
移動介助サービス
選定委員会

２４８件
８回開催

・家事援助サービス事業
向陽町をモデル地区として実施
利用会員 ２人、協力会員 ４人
ゴミ出し・草むしり支援 ６５件

・買い物支援事業
岩瀬地区をモデル地区として令和元年９月から実施
月１回開催(３月：コロナウィルス感染拡大防止のため中止)
行き先 ヨークベニマル須賀川西店
延利用者数
１９人(利用登録数１２名)
ボランティア数 ７人(運転ボランティア含む)
・一人暮らし高齢者親睦旅行
令和元年１０月１６日(台風１９号の影響により中止)
（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 ３４町内・区 ３４０，０００円助成
・一人暮らし高齢者とのふれあい電話
対 象 者
１５０人
対話件数
１，５５０件
登録ボランティア １４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
令和元年９月２６日 石川町方面
内容 講話、健康体操等

参加者２１人

４ 高齢者福祉活動
（１）すかがわ見守り・SOS ネットワーク事業
・要援護者登録数
１０１人
・支援者登録数
４６４人
・支援事業所
・検索件数

４３事業所(市内郵便局、銀行、タクシー業等：
支店含む)
４件(発見４件)

（２）介護予防ボランティア支援事業
・ボランティア登録者 ４５人
・延べ活動時間

８８２時間

延べ活動人数

５０２人

（施設ボランティア
（通いの場ボランティア

５６２時間，延べ活動人数
３２０時間，延べ活動人数

（３）老人クラブ連合会助成

１４０，０００円

（４）高齢者スポーツ大会助成

１１０，０００円

（５）老人作品展に対する協力援助

３２１人）
１８１人）

１０，０００円

（６）一人暮らし高齢者等への給食サービス
【須賀川地区】春の彼岸及び年末
年２回 １，９２５食配食
【長沼地区】 春・秋の彼岸及び年末
(３月：コロナウィルス感染拡大防止のため中止)
年２回
１１７食配食
【岩瀬地区】 年１１回実施 月１回及び年末
(３月：コロナウィルス感染拡大防止のため中止)
４５９食配食(月平均４２食)
（７）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】
・延べ利用者数 ４，８０２人
・実施日数 ２８１日 １日平均利用者数

１７人

【須賀川市いわせデイサービスセンター】
・延べ利用者数 ４，１２０人
・実施日数 ２５７日 １日平均利用者数

１６人

（８）ホームヘルプサービス事業（訪問介護）
【訪問介護事業所】
・延べ利用時間 １０，０２１時間
（身体介護 ３，４６４時間，生活援助

６，５５７時間）

（９）居宅介護支援事業（居宅介護支援）
【居宅介護支援事業所：令和２年３月３１日閉所】

・延べ利用者数

５４３人（月平均４５人）

（10）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
２，８４１人
内訳
① 介護認定非該当者
３０４人
② 二次予防事業対象者
３５人
③ 事業対象者(総合事業)
８４人
④ 要支援認定者（要支援１・２） １，５６６人
⑤ 要介護認定者（要介護１～５）
４２７人
⑥ その他
６１３人
・相談内容実績（累計） ４，８１８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
・通いの場支援

３０回
５４回

（11）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】
・延べ利用時間
４６時間
（12）生きがい支援ふれあい事業
(令和２年３月１６日からコロナウィルス感染拡大防止のため休止)
【須賀川地区】(週５回：月曜日～金曜日)
・延べ利用者数
１，４５６人
事業日数 ２０８日 １日平均利用者数
７人
【長沼地区】(週 1 回：水曜日)
・延べ利用者数
４４５人
事業日数
４７日 １日平均利用者数
【岩瀬地区】(週 1 回：金曜日)
・延べ利用者数
７１４人
事業日数
４６日 １日平均利用者数

９．５人

１５．５人

（13）老人のつどい事業（長沼・岩瀬地区のみ）
【長沼地区：だるま会】（１２回開催）
・参加者延べ人数 １１６人 月平均９．６人
作品作り、市外研修等
【岩瀬地区：りんどうの会】（２回開催）
・参加者延べ人数 ２２人 １回平均 １１人
市外研修等
（14）認知症カフェ運営事業（ボータンカフェかわせみ）月１回開催
(３月：市民温泉、稲田公民館、岩瀬公民館はコロナウィルス感染
拡大防止のため中止)
・実施回数 １５回開催 (市民温泉・テッテ・仁井田公民館)
・延べ利用者数 ４４１人
１回平均２９人
５

児童福祉活動

（１）一小児童クラブ館の受託運営
・延べ児童数 ３５，７０５ 人
開館日数 ２９０日 １日平均
（２）白鳩保育園
・延べ保育園児数

１２３人

２２，１２４人

開園日数 ２９０日 １日平均 ７６．２人
・延べ延長保育園児数 ２９８人
開園日数 ２９０日 １日平均 １人
（３）・子育て支援事業（白鳩保育園２階にて実施）
(令和２年３月３日からコロナウィルス感染拡大防止のため休止)
延べ乳幼児数 １６０人
実施日数

２０７日

（４）愛護育成会助成
（５）交通遺児激励金の支給

１日平均

０．７人

７０，０００円
７人分

３５，０００円支給(5,000 円/人)

（６）ファミリーサポートセンター事業の推進
・利用会員３１２人、提供会員５７人、両方会員２６人、合計３９５人
・利用実績８２６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）
・ 講習会・研修会等
期

日

研修会・交流会名

４月１９日 安全運転教室

７月３日 育児サポート講習会
から
９月１８日
まで
（計１１日）
１０月５日 傾聴研修

１１月１８日 リスクマネージメント
実践セミナー

場

所

参加人数

市役所 (ウルトラ
会議室)

１０人

市役所 (光の会議

１０人

室)

市役所 (ウルトラ
会議室)
東京都

令和２年 ヒヤリ・ハット研修会
１月１８日

市民交流センター
テッテ

３月１４日 スキルアップ研修会

コロナウィルス感
染拡大防止のため
中止

９人

アドバイ
ザー２人
１０人

・広報活動
センターだより発行（１０月、令和２年３月）
社協だより等への掲載（６月、９月）
３・４カ月乳児健診と１歳６カ月児健診でのファミサポチラシ配布
と説明
（７）家庭訪問型子育て支援事業
・オーガナイザー ２人、ホームビジター ２１人
・利用登録者
６人、活動件数 ５３回
・研修会等

期

日

研修会・交流会名

場

所

参加人数

市役所 (ウルトラ
会議室)

１０人

５月２２日 ホ ー ムス ター ト 白河 と 須賀川市民交流セ
の合同研修会
ンターテッテ

２０人

４月１９日 安全運転教室

５月３１日 全国オーガナイザー・ト 東京都
～６月１日 ラスティ交流研修会

オーガナイ
ザー１人

７月２６日 ホ ー ムス ター ト 若松 と 市役所 (光の会議
の合同研修
室)

１８人

市役所 (ウルトラ
会議室)

９人

二本松市

１人

１０月５日 傾聴研修

１２月 オーガナイザー養成
１３～１５日 研修
３月１４日

スキルアップ研修会

コロナウィルス感染
拡大防止のため中止

（８）産前産後家庭支援ヘルパー派遣事業
・利用登録者 ５人 活動件数 ４回
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
延貸出 ２８０本
作成内容
・広報すかがわ ２４本
・社協だより
４本
利用数 １８人

（４）相談支援事業
・利用者数（身体、知的、精神、その他）６７０人
・支援内容延件数内訳
① 福祉サービスの利用等に関する支援 １，００８件
②
③
④
⑤
⑥
⑦

障がいや病状の理解に関する支援
健康・医療に関する支援
不安の解消・情緒安定に関する支援
保育・教育に関する支援
家族・人間関係に関する支援
家計・経済に関する支援

⑧ 生活技術に関する支援
⑨ 就労に関する支援
⑩ 社会参加・余暇活動に関する支援
⑪ 権利擁護に関する支援
⑫ その他
相談内容実績（累計）

４３６件
４１４件
１６０件
１件
１０６件
７７件
６４件
５９件
８件
３０件
３１件
２，３９４件

（５）障害者総合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】
・年間延べ利用時間
６，２６３時間
（身体介護３，２４６時間、生活援助３，０１７時間）
（６）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】
・年間延べ利用者数 ２９０人
・年間実施日 １０３日 １日平均利用者数

２．８人

７ その他の福祉活動
（１）介護福祉等
・社会福祉従事者(市内勤務・３年以内)支援・交流事業
(コロナウィルス感染拡大防止のため中止)
・社会福祉事業に対する寄付金

５３件

２，４４７，５２５円

・福祉機器の無料貸出し延台数
【本

所】介護支援ベット

８２台、車いす１１８台

【長沼支所】介護支援ベット
【岩瀬支所】介護支援ベット

２台、車いす
１台、車いす

１台
８台

（２）歳末たすけあい募金配分事業
・小地域世代交流事業 (２２町内会・区)
・歳末たすけあい義援金贈呈事業 (１１６世帯)

６０９，０５０円
６４４，０００円

（３）令和元年度台風１９号による災害見舞金(令和２年３月支給分まで)
・住宅の全壊
(見舞金１万円) １８２件
１，８２０，０００円
・住宅の大規模半壊・半壊
(見舞金５千円) ８６６件
計

１，０４８件

４，３３０，０００円
６，１５０，０００円

（４）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
（５）遺族連合会助成

４０，０００円

（６）須賀川ホームヘルパー協議会

３０，０００円

（７）福祉バスの運行
【本
所】
・運行回数
１４２回
・利用者数 ４，２０９人(１回あたり平均２９．６人乗車)
【長沼・岩瀬支所】
・運行回数
・利用者数

１７３回
１，９５６人(１回あたり平均１１．３人乗車)

