
令和２年度 事業報告書 

【 自 令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日 】 

 

 １．法人運営事業  

   ①会員制度の実施 

    ○会員数（目標） 

     ・一般会員 １，０６０口 

          （目標３，０００口 達成率 ３５．２％） 

     ・賛助会員  ６５口 

          （目標   ７０口 達成率 ９２．９％） 

    ○住民へのＰＲ活動の実施及び加入促進 

     ・周知 

       社協だより掲載   ６回 

       街頭ＰＲの実施   ０回 

       行事等での会員募集 ０回 

       社協ホームページへの掲載 随時 

 

②理事会・評議員会等の充実 

○理事会の開催 ７回 

＜第１回 ６月 新型コロナウイルスの影響により書面決議＞ 

〔議案第１号〕  ・評議員候補者の選任について 

〔同意第１号〕  ・令和元年度補正予算について 

〔同意第２号〕  ・評議員選任・解任委員の選任について 

〔承認第１号〕  ・令和元年度事業報告収支決算について 

〔議案第２号〕  ・令和２年度第１回評議員会（定時評議員会）の実施に 

          ついて 

〔報告第１号〕  ・ボランティア基金積立状況について 

＜第２回 ７月８日 出席理事８名（定数 理事１０名）出席監事１名＞ 

〔議案第３号〕  ・副会長の選任について 

〔同意第３号〕  ・部会員の選任について 

〔議案第４号〕  ・第４６回社会福祉大会について 

〔議案第５号〕  ・令和元年１１月２０日に社会福祉協議会内で 

発生した事件に係る協定について 

〔報告第２号〕  ・地域福祉基金の積み立てについて 

＜第３回 ８月２４日 出席理事９名（定数 理事１０名）出席監事１名＞ 

〔議案第６号〕  ・定款変更について 

〔議案第７号〕  ・事務決裁規程の一部を改正する規程について 

〔議案第８号〕  ・役員等の報酬及び費用弁償規程の一部を改正する規程に 

ついて 

〔議案第９号〕  ・副会長の選任について 

〔議案第１０号〕 ・顕彰者の選考について 



〔議案第１１号〕 ・令和２年度第２回評議員会の招集について 

〔報告第３号〕  ・部会の開催状況について 

＜第４回 １０月 書面決議＞ 

〔議案第１２号〕 ・令和２年度第３回評議員会の招集について 

＜第５回 １１月２４日 出席理事８名（定数 理事１０名）出席監事１名＞ 

〔同意第４号〕  ・令和２年度社会福祉事業会計資金収支補正予算（第１号） 

について 

〔議案第１３号〕 ・令和２年度第４回評議員会の招集について 

〔議案第１４号〕 ・令和元年１１月２０日に社会福祉協議会内で 

発生した事件について 

〔報告第４号〕  ・令和２年度第１四半期監査報告について 

＜第６回 ２月２２日 出席理事８名（定数 理事１０名）出席監事１名＞ 

〔同意第５号〕  ・評議員選任・解任委員の選任について 

〔議案第１５号〕 ・嘱託職員等の就業及び給与等に関する規則を廃止する 

規則について 

〔議案第１６号〕 ・パートタイム職員の就業及び給与等に関する規則の 

制定について 

〔議案第１７号〕 ・高齢者等買い物支援事業実施要綱の制定について 

〔議案第１８号〕 ・第５次発展・強化計画見直し計画の策定について 

〔議案第１９号〕 ・小地域福祉会活動補助金について 

〔報告第５号〕  ・令和元年１１月２０日に社会福祉協議会内で 

発生した事件について 

〔報告第６号〕  ・部会の開催状況について 

〔報告第７号〕  ・令和２年度第２四半期監査報告について 

＜第７回 ３月１５日 出席理事９名（定数 理事１０名）出席監事１名＞ 

〔同意第６号〕  ・令和２年度社会福祉事業会計資金収支補正予算（第２号） 

について 

〔同意第７号〕  ・令和３年度事業計画並びに資金収支予算について 

〔議案第２０号〕 ・令和２年度第５回評議員会の招集について 

〔議案第２１号〕 ・令和元年１１月２０日に社会福祉協議会内で 

発生した事件に係る対応について 

〔報告第８号〕  ・令和２年度第３四半期監査報告について 

 

○評議員会の開催 ５回 

＜第１回 ６月 新型コロナウイルスの影響により書面決議＞ 

〔議案第１号〕  ・理事の選任について 

〔承認第１号〕  ・令和元年度補正予算について 

〔承認第２号〕  ・令和元年度事業報告並びに収支決算について 

〔報告第１号〕  ・ボランティア基金の積立状況について 

＜第２回 ９月７日 出席評議員１３名(定数 評議員１５名)出席監事１名＞ 

〔議案第２号〕  ・定款変更について 

〔議案第３号〕   ・役員等の報酬及び費用弁償規程の一部を改正する規程に 



ついて 

＜第３回 １１月 書面決議＞ 

〔議案第４号〕  ・監事の選任について 

＜第４回 １１月 書面決議＞ 

〔承認第３号〕   ・令和２年度 社会福祉事業会計資金収支補正予算 

(第１号)について 

＜第５回 ３月２５日 出席評議員１２名(定数 評議員１４名)出席監事１名＞ 

〔議案第５号〕  ・役員等の報酬及び費用弁償規程の一部を改正する規程 

について 

〔承認第４号〕   ・令和２年度 社会福祉事業会計資金収支補正予算 

(第２号)について 

〔承認第５号〕   ・令和３年度事業計画並びに資金収支予算について 

〔報告第２号〕   ・令和２年度第１、第２、第３四半期監査報告について 

 

○監事による監査の実施 ４回（監事２名） 

・令和元年度決算監査       ５月２１日 

・令和２年度第１四半期監査    ８月１７日 

・令和２年度第２四半期監査    １２月１０日 

・令和２年度第３四半期監査    ２月２４日 

  

        ○理事会・評議員会及び監査機能の強化 

 ・部会の開催 

総務部会   ４回（うち２回新型コロナウイルスの影響により書面決議） 

地域福祉部会 ３回（うち１回新型コロナウイルスの影響により書面決議） 

 

③事務局体制の強化 

    ○役職員の配置 

     ・常務理事          １名 

・事務局長          １名 

・事務局次長         １名 

     ・総務係           ３名 

  ・地域福祉係         ３名 計９名 

    ○事務局機能の強化 

     ・人事評価制度の実施 

     ・職員研修の実施・参加 

       外部研修の積極的な参加  ５回 

       内部研修の開催      ４回 

 

   ④財政基盤の整備 

    ○ボランティア基金の有効活用 

     ・ボランティア基金の造成 

 積立総額  ８１，００７，８００円 



○地域福祉基金の有効活用 

・地域福祉基金の造成 

   積立総額           １，２９３，６９７円 

○活動・事業目的別寄附金の充実 

○共同募金配分金の有効活用 

○広報紙等有料広告の募集 

・掲載業者 ４業者 

・広告料収入 ２５５，７８０円 

＜内訳＞社協だより掲載分      ９０，０００円 

              リフトバス車外    １４０，０００円 

              リフトバス車内      ２５，７８０円 

 

⑤善意銀行の運営 

    ○前年度末残高 

     ・一般預託                    ４，１１５，７５３円 

     ・指定預託                      ５１０，２８２円 

○預託金額／件数                ２８０，７７３円／ ８件 

   ・一般預託                  １９７，０８９円／ ５件 

     ・指定預託                   ８３，６８４円／ ３件 

○払出金額／件数                １２９，９２３円／ ７件 

・指定預託                  １２９，９２３円／ ７件 

＜内訳＞           あゆみの家    １０，０００円／ １件 

               虹の家      １３，０００円／ ２件 

               ボランティア基金 ５６，９２３円／ １件 

（令和２年３月預託分） 

身体障害者福祉協会３０，０００円／ １件 

（令和２年１２月預託分） 

あゆみの家    １０，０００円／ １件 

               虹の家      １０，０００円／ １件 

（令和３年３月預託分） 

                 

⑥飯島町社協（友好姉妹社協）との交流 

 

⑦苦情解決窓口の運営 

○苦情件数  ０件 

○周知 社協だより毎号掲載 

 

   ⑧日常生活自立支援事業〈受託事業〉 

○利用件数  ７件 

○相談・問い合わせ １０件 

○周知 社協だより掲載 

 



２．退職積立事業 

   ①退職手当金の積立 

    ○全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金の納付 

     ・加入  平成３年４月１日から 

     ・対象職員（正規職員） 

      事務局長１名 総務係 ２名 地域福祉係３名 

       法人運営事業サービス区分から繰入れ          ２名 

       地域福祉活動推進事業サービス区分から繰入れ      ４名 

車椅子昇降用ﾘﾌﾄ付ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ管理運行事業サービス区分から繰入れ １名 

 

３．地域福祉活動推進事業 

   ①小地域福祉活動の組織化支援と活動の促進 

○組織化支援（３月末現在 ５２地区・うち休止団体２地区 ） 

 ・新規設立 ３地区 

新規設立 １地区（夕陽ヶ丘見回り隊） 

既存団体からの分離独立 ２地区 

（峨瀬第一地区小地域福祉会・橋西北地区小地域福祉会） 

     ・解散届 ２地区（笠町地区福祉会・岡本地区福祉会） 

・小地域福祉会エリア別連絡会の開催（第１回） ７月１５日開催 

  西小学校区・６地区 東小学校区・１２地区 斑鳩小学校区・１６地区 

・小地域福祉会エリア別連絡会の開催（第２回） ３月１日開催 

  西小学校区・６地区 東小学校区・１３地区 斑鳩小学校区・１８地区 

 

    ○活動支援 

     ・活動補助金申請   １，４１０，０００円／４９地区 

         ＜内訳＞      ２０，０００円×１９地区 

                   ３０，０００円×１７地区 

                   ４０，０００円×１３地区 

     ・活動拠点確保補助金  ５，７７６円/４地区 

     ・地区学習会の支援   ７件 

      ・相談支援・情報提供  ３５件 

     ・職員担当制の実施   訪問回数 延べ ３７０回 

 

②車椅子貸与事業 

○利用件数   延べ ４３件（新規・継続決定件数）（実利用者 ２５名） 

 

   ③録音ＣＤ貸出し事業 

○貸出回数  １７５回（実利用者５名〔施設５名・個人０名〕） 

 

④福祉関係団体への支援 

 

⑤人材バンクの運営 



    ○人材の発掘、登録、需給調整（団体、施設、あらゆる社会資源を含む） 

・登録者 個人１３名 団体 １４団体 

・問い合わせ ２件 

 

⑥出前講座 

    ○開催回数   １０回 

○講座メニューの開発、整理 

  生活支援サポーター養成講座（全３回）を新たに追加 

 

⑦町行事への参加 実績なし 

 

⑧各種ＰＲ活動 

○チラシの作成、配布（全体、各係、事業毎） 

○会員募集 

・街頭ＰＲ ０回（再掲） 

・町行事等 ０回（再掲） 

・その他  ０回（再掲） 

 

⑨交流事業     

 〇身体障害者ふれあいのつどい、心身障害者（児）ふれあいの集い、 

  一日里親会の開催 

 ・今年度は新型コロナウイルスの影響により中止 

 

⑩計画の管理及び評価 

    ○第５次発展・強化計画の評価の実施・見直し計画の策定 

     ・内部評価の実施 １回 

・評価委員会の点検・評価 

第１回評価委員会の開催 ９月２８日開催 

第２回評価委員会の開催 １１月６日開催 

計画承認の表決（書面表決） １２月 

       計画の答申 １月１４日 

 

   ⑪ボランティアの育成と活動の促進 

    〇多様なボランティアの発掘、把握 

     ・登録者 個人１３名 団体 １４団体（再掲） 

    〇ボランティア連絡協議会の支援 

    〇ボランティアグループ活動補助 

     ８５，０００円／７団体（辞退 ５団体） 

    〇ボランティア推進校活動補助 

     ４，２１８円／１校（申請校のうち１校は補助金を活用せず実施） 

    〇ボランティア活動保険加入促進 

     ・加入者 １，１０９名／５８件 



○ボランティア活動需給調整 

・ボランティアに関する相談 ６件 

    〇福祉ボランティア体験事業（ボランティア活動のきっかけづくり） 

       『災害ボランティア講座』 1月２７日開催 参加者 １８名 

 

   ⑫高齢者社会参加促進事業 

    〇各種大会参加への交通費補助 

     実績なし 

 

   ⑬福祉懇談会の開催 実績なし 

 

⑭高齢者等外出支援事業 

  １コース（錦ヶ丘・緑ヶ丘）       利用者数 延べ   ６５３名 

  ２コース（神南・北庄・高塚町・西の山） 利用者数 延べ   ７９５名 

  ３コース（白石畑・三井・岡本・東里）  利用者数 延べ １，７２７名 

 〇運行の見直しの検討及び準備 

 

４．生活福祉資金貸付事業〈受託事業〉 

    ○受付相談業務   相談・問い合わせ 延べ１７７件 

    ○決定件数              延べ２６１件 

〇借受・償還中（新規・据置中含む）  延べ２３２件 

 

５．リフト付乗用車移動支援事業〈受託事業〉 

   ○利用者数 延べ２７回（実利用者３名） 

 

６．車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業〈共同事業〉 

    ○利用者数／件数      １９８人/１９件 

    〇新型コロナウイルスの影響による申請後のキャンセル件数 ３１件 

 

 ７．共同募金配分金事業 

   ①社協だよりの発行 

・発行回数  ６回 

・発行部数  １１，４５０部／回 

・配布先   町内全戸、関係機関（町内公共施設、県内社協、町外賛助会員） 

    ○社協かわら版の発行  ６回 

 

②ホームページ開設による情報発信 

    ○ホームページ管理運営 更新 ３３回 

 

③社会福祉大会の開催 

 今年度は新型コロナウイルスの影響により中止し、功労者表彰のみ別途開催 

  



④社会福祉事業推進功労者表彰 

 １１月１１日（水）開催 表彰者 １２名 

 

⑤学校対象啓発事業 

    ○児童・生徒のボランティア活動の広報啓発 

○相談・問い合わせ  なし 

 

⑥福祉教育 

    ○体験等のきっかけづくり 

     １０月１９日（月）開催（斑鳩西小学校４年生） 車椅子体験講座   ８２名 

     １０月２６日（月）開催（斑鳩西小学校４年生） 不自由さの体験講座 ８２名 

○プログラム開発 

    ○福祉教育セミナーの開催 

・新型コロナウイルスの影響により開催を中止 

 

⑦いきいき体験教室 

 〇健康麻雀、折紙教室 

・新型コロナウイルスの影響により開催を中止 

 

⑧ボランティアの育成と活動の促進 

 ○ボランティアグループ活動補助 

８５，０００円／ ７団体（辞退 ５団体）（再掲） 

 

⑨相談援助事業 

○相談種別 

・一般相談（月～金曜日 ９時～１７時） 

・専門相談（月～金曜日 ９時～１７時） 

法律、税金、年金、福祉、教育・発達 

○相談件数    延べ２１２件 

・生活不安（経済的不安） 延べ１８６件 

（うち１７７件は生活福祉資金貸付に関する相談） 

・就労          延べ ５件 

・フードレスキュー    延べ１２件 

・その他         延べ ９件 

    ○周知 社協だより毎号掲載 

    ○出張心配ごと相談     実績なし 

 

⑩歳末激励訪問    １，９５９，０００円 

 

⑪緊急情報キット（安心カプセル）配布事業 

○町内全世帯対象  

 ○配布本数  ４９本（世帯） 



 

８．小口資金貸付事業の実施  ２件 

 

９．ボランティア基金事業 

    ○ボランティア活動の助成 

・ボランティア活動経費助成  実績なし 

○周知 団体宛個別通知 

    ○ボランティア基金の造成 

 

10. 聴覚障がい者支援事業〈受託事業〉 

   ○手話奉仕員養成事業 

・手話奉仕員養成講座（入門編）全２３回 

新型コロナウイルスの影響により会場の確保ができず今年度未開催 

・手話奉仕員養成講座（基礎編）全３０回 参加者 １２名 修了者 ９名 

   ○聞こえのサポーター養成講座 

・体験講座の開催 全４回 参加者 ５名 

 

11．生活支援コーディネーター配置事業〈受託事業〉 

○生活支援コーディネーターの配置  ２名 

○生活支援サポーター養成講座の実施 

 ・受講地区 ２地区  修了者数 １０名 

 ・生活支援サポーター養成講座フォローアップ講座の開催 

  １１月２６日（木） 受講人数 ４地区・９名 

〇地域ケア会議への出席 ３８回 

〇生活支援体制整備事業ワーキングチーム会議への出席 

 ・１１月３０日（月） 

〇第一層協議体会議への出席 

 ・１２月２１日（月） 

〇第二層協議体の運営 

 第１回会議 

 ・斑鳩小学校区  １０月２７日（火） 

 ・斑鳩東小学校区 １０月２９日（木） 

 ・斑鳩西小学校区 １１月 ２ 日（月） 

第２回会議 

・斑鳩小学校区   ２月 ２ 日（火） 

 ・斑鳩東小学校区  ２月 ３ 日（水） 

 ・斑鳩西小学校区  ２月 ５ 日（金） 

    〇生活支援ガイドブックの作成・更新 

     ・１月 更新 

○地域ニーズの把握及び分析 

 各種会議や生活支援サポーター養成講座において実施 

 


