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≪事業報告≫ 

 

 

１． 法人運営事業 

 

（１）組織体制の強化 

①理事会・評議員会・監事会の開催 

＜理事会＞３回開催   

第１回 ５月２４日（午後） 理事出席１３名・欠席２名、監事出席２名 

議 案  令和２年度第５回補正予算の専決処分について 

令和２年度事業報告について 

令和２年度決算について 

評議員選任・解任委員の選任について 

評議員候補者の推薦について 

役員の選任案について 

評議員会の招集について 

第２回 ７月２日（午後） 理事出席１１名・欠席４名、監事出席２名 

議 案  会長及び副会長の選任について 

令和３年度地域歳末たすけあい配分計画について 

第３回 ３月１６日（午後） 理事出席１２名・欠席３名、監事出席２名 

議 案  定款の変更について 

令和３年度第１回補正予算の専決処分について 

令和３年度第２回補正予算の専決処分について 

令和４年度事業計画について 

令和４年度予算について 

地域包括支援センター担当地区の変更について 

令和４年度事業の契約締結について 

令和４年度利益相反取引について  

令和４年度役員等賠償責任保険契約について 

評議員会の招集について  

＜監事会＞２回開催   

第１回 ５月１１日（午前） 監事出席２名 

内 容  令和２年度決算審査等について 

第２回 １０月２６日（午前） 監事出席２名 

内 容  令和３年度中間決算審査等について 

＜評議員会＞２回開催   

第１回 ６月２２日（午前） 評議員出席２４名・欠席６名  

議 案  令和２年度第５回補正予算の専決処分について 

令和２年度事業報告について 

令和２年度決算について 

役員の選任について 
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第２回 ３月２８日（午後） 評議員出席２５名・欠席５名  

議 案  定款の変更について 

令和３年度第１回補正予算の専決処分について 

令和３年度第２回補正予算の専決処分について 

令和４年度事業計画について 

令和４年度予算について 

地域包括支援センター担当地区の変更について 

②評議員選任・解任委員会の開催 

第１回 ５月２４日（午後） 評議員選任解任委員出席３名 

議 案  評議員の選任について 

③福祉サービス適正運営事業 

④職員研修会の開催    

・職員スキルアップ研修  ＜開催日＞３月７・８・１０日 

⑤社協運営推進会議の開催    １０回開催 

⑥職員安全衛生管理事業    衛生委員会 １２回開催 

 

（２）自主財源の確保 

①社協会員の加入促進強化    ＜一般会員＞７，１４４件 

                        ＜賛助会員＞１８６件 

＜特別会員＞７４件  実績額４，４４１，０００円 

②共同募金活動の促進強化    ＜赤い羽根募金＞実績額４，３２８，１８８円 

＜歳末たすけあい募金＞実績額１，７６５，５６３円 

③自動販売機設置事業    ＜設置台数＞１２台 

（ふれあい活動センター３台、記念公園３台、丸山スポーツ広場２台、 

クリーンセンター2台、町立図書館１台、ふれあい福祉センター１台） 

            ＜収益額＞１，５１２，６１８円 

④介護保険等事業による収益の確保  ＜収益額＞１，８００，７８２円 

 

（３）広報啓発活動の推進 

①社協だよりの発行    ＜発行回数＞４回（６・８・１１・２月 全戸配布） 

②社協ホームページの管理運営 

③社協会員運動用パンフレット作成 

④ＳＮＳ等による情報発信システムの構築 

 

（４）事業継続計画（ＢＣＰ）の作成  ※作成中 

 

 

２． ボランティアセンター事業 
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（１）ボランティア活動の推進 

①ボランティア相談 ＜登 録 数＞１３団体１９４名、個人１１９名 ※３月末現在 

＜活動回数＞延べ２０２回 

②ボランティア情報誌の発行  ＜発行回数＞６回（偶数月にボランティアセンター登録者等へ） 

③ボランティア体験プログラム事業の実施  

 ・伊奈町手話の会（聴覚障がい者と会員との交流） 

＜開催日＞７月２８日・８月４日 ＜参加者数＞延べ５２名 

・朗読ボランティアグループ「鈴の音」（会員と交流・朗読テープの作成） 

  ＜開催日＞７月２９日 ＜参加者数＞５名 

・日本薬科大学ボランティア研究部（部員と交流・ゴミ拾い） 

＜開催日＞１１月２７日 ＜参加者数＞１０名 

④ボランティア講座の開催  ※開催できず 

⑤ボランティアのつどいの開催    ※開催できず 

⑥ボランティアセンター運営委員会の開催 

第１回 ７月１２日（午前） 令和２年度事業報告、令和３年度事業計画について 

第２回 ２月２２日（午前） 令和３年度事業報告、令和４年度事業計画について 

 

（２）手話講習会の開催 

①通訳者養成Ⅱ・Ⅲ  ＜開催期間＞４月～９月 ２３回（全４８回） ＜参加者数＞５名 

②入門  ＜開催期間＞１０月～３月 １６回（全２０回） ＜参加者数＞１５名   

 

（３）災害支援時の整備 

①災害時用紙オムツの保存  

   ＜高齢者用＞２，１００枚 ＜児童用＞１４，９０５枚 ＜パッド＞６，４８０枚 

②災害時障がい者用簡易トイレの保存  ＜保有数＞２２セット 

③災害時用食料の保存    ＜保有品＞アルファ米、水 

④被災者への災害見舞金支給    ＜支給件数＞０件 

⑤災害時救援体制の確立及び訓練 

 

 

３． 地域福祉推進事業 

 

（１）福祉教育の推進 

①社会福祉協力校の指定と助成  ＜指定校数＞町内１０校(小学４校、中学４校、高校２校） 

②福祉教育連絡会議の開催  ※開催できず 

③町内各学校への福祉教育・ボランティア学習協力  ＜支援件数＞１件(小学校１件） 

④福祉教育講座の開催  ※開催できず 
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（２）福祉情報の提供 

①視覚障がい者への朗読テープ提供 

 ＜作成回数＞１６回（社協だより・広報いな発行時） ＜利用者数＞延べ９４名 

②福祉ビデオ・ＤＶＤ等の貸出    ＜貸出回数＞５回 

 

（３）イベントを活用した啓発活動 

①福祉大会の開催    ※開催できず 

②町文化祭への参加 ※参加なし 

③地域のイベントへの参加    ※参加なし 

④綿菓子機、かき氷機、ポップコーン機の貸出  ＜貸出件数＞７件 

 

（４）支え合う体制の充実 

①福祉協力員設置事業 

  ＜利用世帯数＞３７世帯 ＜福祉協力員数＞１６名 

②ファミリーサポート事業 

  ＜登録者数＞利用会員１５２名、協力会員３０名 ※３月末現在 

 ＜活動件数＞延べ１，０５７件 

③地域ふれあい事業「サロン」「子ども食堂」 

 ＜実施地域＞１３ヶ所 ＜実施回数＞延べ８０回 ＜参加者数＞延べ１，３５９名 

④ひとり暮らし高齢者交流会 

＜開催日＞１２月２３日 ＜参加者数＞（午前）２５名 （午後）１９名 

⑤視覚障がい者交流会    ※開催できず 

⑥障がい児日帰り保養招待  

  ＜開催日＞３月２９日〔西武園ゆうえんち〕 ＜参加者数＞２４名 

⑦社協事業交流会の開催    ※開催できず 

⑧地域懇談会の開催    ※開催できず 

⑨フードドライブ＆フードパントリー  

・フードドライブ  ＜開催日＞１月２２日・２３日 ＜受付件数＞６６件 

・フードパントリー ＜開催日＞２月１９日・２０日 ＜提供件数＞３０件 

 

（５）関係福祉団体自主活動の支援 

①地域福祉活動費助成金交付事業  ＜助成地区数＞２２地区 

②関係福祉団体振興助成費補助金交付事業  ＜助成団体数＞１３団体 

③長寿クラブ連合会の支援 

④身体障害者福祉会の支援 

⑤遺族会の支援 

⑥赤十字会員増強運動への協力  ＜実績額＞２，１３３，６７０円 

                     会員１７名、協力会員２６９名 
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４． 生活相談支援事業 

 

（１）相談体制の充実 

①心配ごと相談所の運営    ＜相談件数＞８件 ＜開設日数＞２４日 

             ＜研究協議会＞１回 

②結婚相談所の運営  ＜相談件数＞２９件 ＜開設日数＞１２日 

＜登録者数＞男性７７名、女性１４名 ※３月末現在 

＜見合い件数＞４件 ＜婚姻成立件数＞０件 

③彩の国あんしんセーフティネット事業 

④生活困窮者自立支援事業との連携 

⑤総合相談窓口の設置準備 

 

（２）ニーズ把握のシステムづくり 

①要援護高齢者等のニーズ把握     

②ニーズ把握会議の開催    ※開催できず 

 

（３）貸付事業の実施 

①福祉資金の貸付  ＜貸付件数＞１７件 ４１５，０００円 

②福祉資金貸付運営委員会の開催 

第１回 ７月１２日（午前） 福祉資金の貸付・償還状況について 

第２回 ２月２２日（午前） 福祉資金の貸付・償還状況について、償還免除について 

③生活福祉資金等の貸付  ＜貸付件数＞・生活福祉資金１件 

・離職者支援資金０件 

・総合支援資金０件 

・特例貸付 緊急小口資金１０８件 

・特例貸付 総合支援資金１１３件 

・特例貸付 総合支援資金<再貸付>１４５件 

④生活福祉資金調査委員会の開催 

第１回 ７月１２日（午前） 生活福祉資金等の貸付・償還状況について 

第２回 ２月２２日（午前） 生活福祉資金等の貸付・償還状況について 

 

（４）権利擁護の促進 

①福祉サービス利用援助事業    ＜利用者数＞延べ１０名 

＜相談件数＞延べ３７２件 

＜利用回数＞延べ１２４回 

②福祉サービス苦情解決事業 

③成年後見制度利用相談・啓発 ＜相談件数＞延べ７件 

＜リーフレット作成＞全戸配布 

④成年後見講座の開催  ※開催できず 
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５． 在宅福祉サービス事業 

 

（１）在宅福祉サービス事業の充実 

①訪問理美容サービス事業    ＜利用者数＞延べ４２名 

②チェアキャブ貸出し事業    ＜貸出回数＞１４回 

③紙オムツ支給事業    ＜利用者数＞延べ１，６００名 

④夏季見舞品支給事業    ＜支給件数＞３８４件（タオルセット、お買物券） 

⑤歳末たすけあい配分事業    ＜支給件数＞３９４件（お買物券） 

⑥要保護・準要保護生徒卒業祝金支給事業    ＜支給件数＞５件 

⑦母子父子家庭児童入学祝金支給事業    ＜支給件数＞１４件 

⑧行旅者旅費支給事業    ＜支給件数＞０件 

 

 

６． 介護サービス事業 

 

（１）居宅介護支援事業    ＜介護計画作成数＞延べ４３４件 

＜介護予防支援計画作成数＞延べ３７件 

 

（２）訪問介護事業・訪問型サービス    ＜利用者数＞３２名 

 ＜派遣時間数＞３，２３５．０時間    

 

（３）居宅介護等事業    ＜利用者数＞１３名 

 ＜派遣時間数＞２，０３０．０時間 

 

 

７． 受託事業 

 

（１）伊奈町ふれあい福祉センターの管理運営 

①生活介護事業「障害福祉サービス事業所まつぼっくり」  ＜通所者数＞２２名 

②心身障害児通園事業「いちご」  ＜通園児数＞７名 

③福祉活動支援事業（貸館事業、福祉機器リサイクル事業、自主事業） 

・貸館事業  ＜利用者数＞ 延べ３，９８２名 

・福祉機器リサイクル事業  ＜貸出件数＞・車椅子 延べ５０件 

     ・介護用ベッド 延べ２１件 

         ・エアマット ０件 

 ・自主事業  終活講座『人生１００年時代の片づけ術』 

＜開催日＞２月２８日・３月６日 ＜参加者数＞延べ１６名 

④福祉センター全体の維持管理・運営業務 
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（２）地域包括支援センター事業 

①地域包括支援センター運営事業 

 ・介護予防ケアマネジメント事業 

＜介護予防支援計画作成数＞ 延べ３，２３１件 

     （包括作成分 延べ１，８５１件・委託分 延べ１，３８０件） 

 ・総合相談支援事業 

    ＜相談件数＞延べ９２０件（権利擁護相談 延べ４９件含む） 

 ・権利擁護事業 

   地域の集いの場等に出向いた普及啓発活動（「認知症サポーター養成講座」内で実施） 

＜実施日＞１２月２日・１０日 ＜参加者数＞延べ１２名 

 ・包括的・継続的ケアマネジメント 

   ケアマネジャー研修会  ＜開催日＞１月１８日 ＜参加者数＞１５名 

医療・介護・福祉をつなぐ会  ＜開催日＞１０月２１日 ＜参加者数＞５５名 

 地域ケア会議  ＜実施回数＞８回  

 ケアマネジャーに対する個別支援  ＜相談件数＞２２件 

②家族介護支援等事業 

 ・介護者学習交流会   

＜実施回数＞３回 ＜開催日＞７月１５日・９月２８日・３月２９日 

＜参加者数＞延べ２７名 

・認知症サポーター養成講座 

  ＜実施回数＞５回 ＜参加者数＞延べ１６８名 

日本薬科大学(オンライン) １１月１２日 １４３名 

地域包括支援センター主催（基本講座）１２月２日・１０日 延べ１２名 

地域包括支援センター主催（小学生向け）１２月２２日 ６名 

地域包括支援センター主催（ステップアップ講座）２月２５日 ７名 

 

（３）要介護認定調査  ＜調査件数＞１３件 

 

（４）ホームヘルプサービス事業  ＜派遣件数＞０件 

 

 

 

 

 

なお、事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の付属明細書は作成し

ていない。  


