平成２５年度 事業報告書
社会福祉法人 大和町社会福祉協議会
事業計画

事業報告

備考

１ 運営に関する事業
(1) 企画・財政部会による ○ 企画財政部会の開催
社協事業の運営強化を
平成26年度事業計画(案)・予算(案)について
図る
【3月12日ひだまりの丘】
(2) 理事会、評議員会、監 ○ 理事会、評議員会の開催
事会の開催
定款の一部改正について
平成24年度事業報告、決算報告の承認について
理事の選任について（評議員会）
評議員の選任について（理事会）
【理事会・評議員会 5月22日ひだまりの丘】
○ 理事会の開催
副会長の選任について
新会計システム及び給与システムの導入について
【理事会7月31日ひだまりの丘】
○ 理事会、評議員会の開催
定款の一部改正について
理事、評議員の選任
諸規程の一部改正について
【理事会・評議員会1月30日ひだまりの丘】
○ 理事会、評議員会の開催
経理規程の全部改正について
平成26年度事業計画・予算の承認について
【理事会3月26日・評議員会 27日】
○ 監事会の開催
平成24年度事業並びに決算について
【5月2日ひだまりの丘】
○ 宮城県保健福祉部 法人指導監査
【7月25日ひだまりの丘】
【11月14日ひだまりの丘】
○ 町財政援助団体指導監査
（課題）会員名簿の作
(3) 会員加入の促進を図る ○ 会費取りまとめの依頼
各地区の福祉推進員（区長）に9月から取りまとめのご協力をいただ 成。（町内会予算で納
入いただいている地区
きました【一般・賛助】
の取り扱い。）
一般会員 4,965世帯（前年 4,858世帯）
賛助会員
296口 （前年
303口）
特別会員
63口 （前年
67口）

(5) 広報「社協だより」の ○ 年4回 9,300部/1回発行（4月、7月、10月、1月）
発行
広報部会（編集委員会）の開催
【5月29日・8月20日・12月16日・2月17日】
(6) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの適切な管
○ インターネットを活用した情報発信により事業の周知や会計等の報告
を行いました。
理・運用
http://www.taiwa-shakyo.or.jp
(7) 地域福祉活動計画の策 ○ 県社協及び仙台管内連絡会の情報交換、研修会への参加。
定の取組み
【11月20日仙台地方管内連絡会への参加】
(8) 職員の福利厚生事業の充 ○ 職員の健康診断の実施
実

（成果）社協だけの広
報誌ではなく、町内の
福祉施設、関係団体の
情報を広く発信し、参
加型の紙面づくりに取
り組んだ。
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２ 地域福祉事業
(1) 生活相談所の開設

(2) 法律相談所の開設

事業報告

○ 月1回（第2木曜日役場１階）行政相談・人権相談併設
（上半期相談件数１２件）
（下半期相談件数１４件）
合計 ２６ 件
○ 弁護士相談会
（30分×8件 予約制） ６月・２月
１６件
【6月13日・2月13日】

備考

（成果）困りごとの初
期相談として対応。関
係機関への紹介等を行
う。
（課題）弁護士相談会
の実施回数の検討。

(3) 日常生活自立支援事業 ○ 利用者 ４名（認知症高齢者2名 知的障害者2名）
（まもりーぶ）の実施
生活支援員 2名
通帳、印鑑の保管（ひだまりの丘）
日常的な金銭管理、支払い
郵便物の確認 など
○ 支援員研修会への参加 7月19日

（課題）事業の周知。
男性の支援員の確保。

(4) 「ひだまりの丘」「ま ○ 「ひだまり」高齢者お茶飲み会の実施
るごと茶屋」の各種事
月1回 平均10名参加/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ延べ51名
業への活用
○ 「まるごと」手話サークルへ会場提供
週1回
（島田飴まつりへの協力 12月）

（課題）利用者の拡大
等

(5) 震災避難者との交流会 ○ ようこそ大和町へ 月1回 開催「ひだまりの丘」
の支援
避難者同士の情報交換、大和町の紹介・情報提供。
月１回 延べ参加者229名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ140名
・お茶飲み会、昼食会

(成果)避難者同士、Ｖ
との交流により避難生
活や新生活の孤独化の
軽減が図られた。

（成果）利用者の権利
擁護

(6) まほろば夏まつり等へ ○ 8月4日 まほろば夏まつり かき氷店出店
の参加
売上855杯

（成果）V友の会のﾊﾞ
ｻﾞｰと併設して出店し、
義援金の協力を呼び掛
亘理町仮設住宅ｻﾛﾝへのかき氷提供の事業費(29,038円)及び秋田県・
け被災地への支援活動
岩手県豪雨災害への義援金(35,744円)として送金
を行った。

(7) 成年後見制度に関する相 ○ 研修会への参加（黒川郡内役職員研修）1/24 成年後見制度について
談や受任等の体制整備

3 高齢者福祉事業・配食サー
ビス事業
(1) 配食サービスの実施

○ 在宅配食サービスの実施
（成果）安否確認によ
利用者の安否確認を兼ねて昼食弁当の配達を週3回実施。 【利用者38 る利用者の安全確保。
（課題）配達Ｖの確保
名】

水曜日 調理４班・配達１ｸﾞﾙｰﾌﾟ、個人ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
月曜・金曜日 調理業務委託、配達 個人ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
延べ 143回 延べ 2,558食
(2) 老人クラブ連合会に対 ○ ゲートボール等の健康増進事業の実施
する活動支援
○ 芸能大会の開催、町民文化祭の参加
○ ひとり暮らし高齢者会員への訪問活動等
○ 振り込め詐欺防止等の研修会の実施
(3) となりぐみ活き生きｻﾛﾝ ○ ｹﾞｰﾑ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の用具貸出し 年間 45件
の支援
貸出し用ゲームの購入
○ 活き生きサロン向けレクリエーション体験の開催
（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ友の会主催事業：3月7日 60名参加）
(4) ひとり暮らし高齢者へ ○ 25年度 60件配布（H16～延べ586件配布）
の非常持ち出し袋の配
【12月～1月担当地区民生委員より配布】
布

（課題）新会員の加入
促進。役員の成り手不
足。

（成果）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ友の会
会員へ様々なﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
の紹介を行い、活動へ
繋げてもらいました。
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備考

4 障害者福祉事業・地域活動
支援センター事業
(1) 地域活動支援ｾﾝﾀｰ「工 ○
房ななつもり」の運営

軽作業 割り箸袋入れ、お菓子の袋詰め等
作品つくり、調理実習、生活訓練、1分間ｽﾋﾟｰﾁ
25年度末 登録 13名 延べ190日開所・1,475名通所

(成果)生活リズムの安
定・促進
(課題）登録者数増員へ
の取り組み

5 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業・ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ育成事業
(1) 活動希望者の相談・登録 ○
(2) ニーズの調整

○

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険 922件、うち被災地活動保険 35件
活き生きサロン保険27件
行事保険10件
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ依頼 52件中斡旋 50件

(3) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ友の会との連携 ○

施設の清掃奉仕作業等の連絡調整、各種事業の協力

(4) 情報誌の発行

○

社協だよりに併記

(5) 手話講座の開催

○

手話講座 11月7日から5回 受講者 12名

(6) 福祉教育事業の実施

○

夏休み小学生手話講座 8/1 20名参加
高齢者体験 点字体験 8/2 9名参加
配食ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 交流研修会 1/28
県出前講座「食中毒等の予防について」
仙台都市圏域担当者会議
亘理町仮設住宅交流ｻﾛﾝへの参加
かき氷の提供 延べ5回(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ友の会協力）

(7) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交流研修会の開催 ○
(8) 災害復興支援に関する ○
関係機関との連携・協 ○
力

6 貸付資金事業
(1) 生活安定資金の貸付及 ○ 上半期 相談46件 貸付17件
593,000円
び債権の管理
下半期 相談32件 貸付19件
700,000円
合計
相談78件 貸付36件 1,293,000円
(2) 生活福祉資金貸付事務 ○ 上半期 相談 9件 貸付 0件
の一部受託
下半期 相談16件 貸付 0件
合計
相談25件 貸付 0件
○ 緊急小口資金【特例】償還状況（震災関係）
貸付186件 27,150,000円
取下げ
1 件
自己破産 4 件（県社協対応）
死亡
1 件（親族全額弁済）
完済
36 件
償還計画どおり
25 件
遅滞（6ヶ月未満） 28 件
滞納（6ヶ月以上） 91 件

(成果)男性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの参
加促進

(成果）ﾉﾛｳｲﾙｽ等の予防な
ど、衛生管理の徹底について
確認しました

(成果）復興支援事業へ
の協力

(課題)長期滞納者への
償還指導

(課題)償還滞納者への
指導

7 共同募金配分金事業
(1)赤い羽根共同募金配分金 ○ 福祉団体への助成 （歳末配分とあわせて実施）
事業の実施
○ 児童生徒書初め大会の後援
(2)歳末たすけあい運動募金 ○ 募金の取りまとめ（11月から区長依頼）
の実施
○ 配分対象者調査（11月から民生委員依頼）
平成25年度実績 3,064,667円（昨年比 94.1％）

(課題)集金方法の検
討。運動への理解・周
知。
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8 福祉用具貸与事業所の運営
(1)利用者の立場に立ったｻｰﾋﾞ ○ 車イスの貸出し（短期期間：5件）
ｽの相談・提供・貸与用具のﾒﾝ
ﾃﾅﾝｽ

【平成25年5月31日事業廃止】

9 関係機関との連絡調整
(1)行政との連携

○ 保健福祉課との連絡調整
○ ひだまりの丘の管理補助
（県社協・仙台地方
○ 県社協会長局長会議 6/13～14 局長会議 1/9・3/6
黒川郡連絡会） ○ 仙台地方会長局長会議 6/16 局長会議 9/17
○ 黒川郡内社協連絡会総会 6/26
○ 黒川郡内社協役職員研修会 1/24
成年後見制度について（富谷町成田公民館）

（成果）県内市町村社
協との情報交換。
黒川郡内社協広域研修
の実施。

(2)団体の事務局
民生委員児童委員協議会 ○

総会4/18・定例会（月１回：地区会長）
臨時総会12/2（一斉改選）
研修 移動研修10/3～4（山形県舟形町）
新任委員研修 2/13（大崎市）
2/25（町民児協主催）
○ 災害時一人も見逃さない運動
災害時一人も見逃さない運動
・要援護者マップの作成（更新作業）

○
○

遺族会（町・吉岡）

○
○
○
○

ボランティア友の会

○ 災害時一人も見逃さない運動
総会 5/23
○ 災害時一人も見逃さない運動
役員研修会 大崎市（ﾘｻｲｸﾙ工場見学）8/29
○ 災害時一人も見逃さない運動
会員研修 寄せ植え研修会 3/6
（各事業の協力）

老人クラブ連合会

○
○
○
○
○
○

(3)支援・協力団体
身体障害者福祉協会

災害時一人も見逃さない運動
役員会 町遺族会5/27、10/23、11/26
災害時一人も見逃さない運動
役員会 吉岡遺族会6/3、10/2
災害時一人も見逃さない運動
総会 吉岡遺族会 6/28、町遺族会 7/3
災害時一人も見逃さない運動
常盤台霊苑清掃 6/2 県会長会議 7/2

災害時一人も見逃さない運動
総会 4/15・役員会 5/20 7/29 9/30 12/16 3/10
災害時一人も見逃さない運動
女性委員会 6/17 移動研修会9/10 川崎町交流会11/28
災害時一人も見逃さない運動
ＧＢ大会6/25 NS大会8/26、9/5
災害時一人も見逃さない運動
県ｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂ10/8 郡老連ＧＢ大会10/29
災害時一人も見逃さない運動
町民文化祭11/3 一泊研修11/13～14
災害時一人も見逃さない運動
芸能大会2/20

○ 災害時一人も見逃さない運動
仙台地方理事会 5/15 7/1 2/3 代議員会 7/23
○ 災害時一人も見逃さない運動
仙台地方体育大会 8/1
○ 災害時一人も見逃さない運動
県身障協会大会 6/22
○ 手をつなぐ育成会（町民文化祭バザー）
災害時一人も見逃さない運動
○ 母子福祉会
災害時一人も見逃さない運動
○ 日赤奉仕団（ひだまりの丘除草作業及び研修会
災害時一人も見逃さない運動
6/7）
○ 保護司会
災害時一人も見逃さない運動
○ 更生保護女性会
災害時一人も見逃さない運動

(成果)災害時の対応に
重点をおき、委員一人
ひとりの活動に対する
意識が高まった。

（課題）会員の高齢
化。財源不足。

（成果）特殊詐欺や交
通安全等の研修、講習
に取り組み会員内への
周知、意識の向上につ
ながった。

