議案第１号

別紙

平成２９年度社会福祉法人天栄村社会福祉協議会事業報告
１．組織・運営体制
（１）理事会の開催
①第１回（５月２５日）
内容 ア 平成２８年度天栄村社会福祉協議会事業報告について
イ 平成２８年度天栄村社会福祉協議会収支決算報告について
ウ 天栄村社会福祉協議会定時評議員会の開催について
エ 天栄村社会福祉協議会評議員の選出について
オ ボランティアセンター設置運営規則（案）について
②第２回（６月１４日）
内容 ア 天栄村社会福祉協議会理事及び監事の選出について
イ 天栄村社会福祉協議会社会福祉充実計画（案）について
③第３回（６月１４日）
内容 ア 天栄村社会福祉協議会会長及び副会長の選任について
④第４回（１２月１４日）
内容 ア 平成２９年度天栄村社会福祉協議会収支補正予算（案）について
イ 天栄村社会福祉協議会処務規程の一部改正について
ウ 天栄村社会福祉協議会給与規程の一部改正について
エ 天栄村災害ボランティアセンター規約（案）について
オ 平成２９年度天栄村社会福祉協議会事業執行状況について
カ 天栄村社会福祉協議会評議員会の開催について
⑤第５回（３月１５日）
内容 ア 平成２９年度天栄村社会福祉協議会収支補正予算（案）について
イ 平成３０年度天栄村社会福祉協議会事業計画（案）について
ウ 平成３０年度天栄村社会福祉協議会収支予算（案）について
エ 天栄村社会福祉協議会基金の設置、管理及び処分に関する規則の制定について
オ 天栄村社会福祉協議会就業規則の一部改正について
カ 天栄村社会福祉協議会福祉機器貸出規程の一部改正について
キ 天栄村社会福祉協議会生きがいサークル設置要綱の制定について
ク 天栄村社会福祉協議会訪問介護サービス全般に係る事業所独自割引の廃止について
ケ 天栄村社会福祉協議会訪問型サービス（独自）運営規程の制定について
コ 天栄村社会福祉協議会指定訪問介護事業所、指定訪問入浴介護事業所、指定介護予
防訪問入浴介護事業所運営規程の一部改正について
サ 福祉サービスに関する苦情解決事業「第三者委員」の選任について
シ 天栄村社会福祉協議会評議員会の開催について

（２）評議員会の開催
①第１回（６月１４日）
内容 ア 平成２８年度天栄村社会福祉協議会事業報告について
イ 平成２８年度天栄村社会福祉協議会収支決算報告について
ウ 天栄村社会福祉協議会社会福祉充実計画（案）について
エ 天栄村社会福祉協議会理事及び監事の選任について

②第２回（１２月２１日）
内容 ア 平成２９年度天栄村社会福祉協議会収支補正予算（案）について
③第３回（３月２６日）
内容 ア 平成２９年度天栄村社会福祉協議会収支補正予算（案）について
イ 平成３０年度天栄村社会福祉協議会事業計画（案）について
ウ 平成３０年度天栄村社会福祉協議会収支予算（案）について

（３）監査の実施
①監事監査(５月２２日)
内容 平成２８年度事業及び事業別会計収支
②外部会計監査(５月１５日、１０月１２日、３月５日)
内容 会計事務所による四半期毎の会計処理状況
③福島県指導監査（８月３１日）
内容 法人運営事業及び事業別会計収支

（４）評議員会選任・解任委員会の開催
①第１回（５月２９日）
内容 ア 天栄村社会福祉協議会評議員の選任について

（５）財政基盤の確立
①一般会員、特別会員及び法人会員の確保
平成３０年３月３１日現在
ア 一般会員
１,３３０件
７９８,０００円
イ 特別会員
６５件
１７９,５００円
ウ 法人会員
３９件
２３０,０００円
②自主財源確保のための社会福祉基金増資（通年）
ア 基本財産
平成２９年度積立額
０円
年度末保有額
２,０００,０００円
イ 財政調整積立金
平成２９年度積立額
０円
年度末保有額
０円
ウ 介護事業運営資金積立金
平成２９年度積立額
０円
年度末保有額
９２,０００,０００円

（６）大会・会議・研修・講習会等の参加
①県共募 赤い羽根共同募金配分交付式（４／２５・福島市）
②県日赤 地区分区担当課長・担当者会議（４／２６・福島市）
③県共募 市町村新任事務担当者研修（５／８・福島市）

④県日赤 地区分区新任事務担当者研修（５／１９・福島市）
⑤県社協 あんしんサポート新任担当職員説明会（６／６・福島市）
⑥県
社会福祉法人代表者会議（６／８・郡山市）
⑦県社協 福島県生活困窮者自立支援事業支援調整会議（６／１４・天栄村）
⑧県社協 ボランティア受入福祉施設等担当者研修（６／２８、７／１３・郡山市）
⑨県社協 会長・事務局長会議、連絡協議会（７／３・郡山市）
⑩県公安 安全運転管理者等講習会（７／１９・須賀川市）
⑪村
要保護児童対策地域協議会会議（７／２４・天栄村）
⑫県社協 連絡協議会、県中地区連絡会（８／８・郡山市）
⑬県社協 災害ボランティアセンター運営講座（８／１０・福島市）
⑭村
第１回高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画策定委員会（８／２５・天栄村）
⑮県共募 市町村事務担当者研修（８／２９・福島市）
⑯県社協 市町村社協職員研修・新任職員編（８／３０、８／３１・福島市）
⑰県社協 市町村社協職員研修・チームリーダー編（９／４、９／５・福島市）
⑱村
村職員地域づくり研修、村地域包括ケアシステム構築推進研修（９／２１・天栄村）
⑲村
まちづくり講演会「もっと豊かな地域をつくるには」（１０／７・鏡石町）
⑳村
第１回村障がい者計画策定委員会（１０／２５・天栄村）
㉑県社協 苦情受付担当者研修（１０／３０・郡山市）
㉒県社協 第１回専門委員会（１１／６・郡山市）
㉓県
社会福祉大会（１１／１０・白河市）
㉔県社協 社会福祉法人の地域における公益的取組研修（１１／２８・郡山市）
㉕県社協 第２回専門委員会（１２／１３・郡山市）
㉖県社協 職場におけるメンタルヘルス研修（１２／１９・郡山市）
㉗村
第２回高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画策定委員会（１／１０・天栄村）
㉘県社協 連絡協議会、県中地区連絡会（１／１６・郡山市）
㉙県社協 福島県生活困窮者自立支援事業支援調整会議（１／１７・天栄村）
㉚県社協 労務管理研修（１／３１・福島市）
㉛県日赤 福島県支部評議員会（２／６・福島市）
㉜県
県中地域社協情報交換会（２／２０・須賀川市）
㉝村
第３回高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画策定委員会（２／２０・天栄村）
㉞村
第２回村障がい者計画策定委員会（２／２０・天栄村）
㉟県社協 第３回専門委員会（２／２７・郡山市）
㊱県社協 連絡協議会、社会福祉トップセミナー（３／１・郡山市）
㊲須賀川社協 社会福祉法人の地域における公益的取組における須賀川・岩瀬地域法人間連絡協
議会担当者会議（３／６・須賀川市）
㊳県社協 社会福祉法人の地域における公益的取組セミナー（３／７・郡山市）
㊴県社協 あんしんサポート専門員担当職員学習会（３／１３・福島市）
㊵村
ケア会議（毎月１回・住民福祉課・包括・社協）

（７）広報啓発活動
①社協広報誌 社協だより「おてんとさま」の発行
ア 発行回数：年４回（５月・７月・１０月・１月）
イ 部
数：毎回１,８００部
ウ 送 付 先：一般会員・特別会員・法人会員・関係機関
②天栄村広報誌「広報てんえい」への掲載
③ホームページ運営

２．自立に向けた援助活動事業
（１）貸付事業
生活援助資金貸付事業の実施
取扱件数：５件
貸付額：２２００,０００円

３．ボランティア住民参加活動支援事業
（１）運営委員会の開催
①第１回（９月１３日）
内容 ア 委員長・副委員長の選任について
イ 平成２９年度事業計画（案）について
ウ 平成２９年度ボランティアグループの登録について

（２）ボランティア登録、受入施設・機関
①登録者数：６５名
②登録団体：５団体
翠の会 てんとう虫の会

赤十字奉仕団

民生児童委員協議会

③受入施設・機関：６カ所
住民福祉課 湯本支所 村地域包括支援センター
湯本ディサービスセンター

天栄ホーム

（３）ボランティアポイント登録関係
①登録者数：５４名
②還元申請数：６名（平成２９年度のみ３０年度に持ち越し可能）

（４）ボランティア活動
①ボランティア団体「翠（みどり）の会」
おはぎ・ぼた餅配食サービス事業（年２回）配食
参加ボランティア：延べ２５名
②ボランティア団体「てんとう虫の会」
ブックスタート事業・ブックスタート継続事業（年２回）
参加ボランティア：延べ９名
③赤十字奉仕団
傾聴活動（年８回）

参加ボランティア：延べ３４名

④民生委員
老人クラブ連合会「芋煮会」
身体障害者福祉会「芋煮会」

参加ボランティア：５名
参加ボランティア：４名

食生活改善推進員会

村ディサービスセンター

⑤食生活改善推進員会
調理講習会・弁当配食・おやつ提供（年１３回）

参加ボランティア：延べ６３名

⑥個人
身体障害者福祉会「芋煮会」 参加ボランティア：１名
買い物支援（年９回） 参加ボランティア：延べ１５名
弾き語り（年４回） 参加ボランティア：延べ４名

（５）児童・生徒のボランティア活動普及事業
①平成２９年度協力校：村内小中６校
②補助金交付（６月上旬）
補助金 ２６６,５００円

（６）ボランティア活動保険等への加入促進
加入者：８６名

４．高齢者福祉対策事業
（１）在宅福祉対策の推進
①寝たきり者等散髪サービス事業
ア 春季（４月中旬～下旬）
イ 夏季（７月下旬～８月上旬）
ウ 冬季（１２月上旬～中旬）

利用者：１１名
利用者：１０名
利用者：１０名

②１人暮らし高齢者・高齢者世帯等への「おはぎ・ぼた餅」配食
ア おはぎ（９月）
利用者：５１世帯６２名
イ ぼた餅（３月）
利用者：４９世帯６２名
③１人暮らし高齢者熱中症予防対策事業（７月中旬） 対象者：２３名

（２）天栄村敬老会への連携、協働、支援(９月１６日）
①米寿祝品贈呈
対象者：５４名
②賀寿祝品贈呈
対象者： ０名
③金婚夫婦表彰記念品贈呈
対象者：４組８名

５．児童福祉対策事業
（１）子供激励品交付
①新入学児童への入学記念品(反射材付き学童傘)の贈呈（４月）
対象者４２名（８４本）
牧本小学校１４名（２８本） 大里小学校 ６名（１２本）
広戸小学校２２名（４４本） 湯本小学校 ０名（ ０本）
②中学校新入生への入学記念品（漢和辞典）の贈呈（４月）
対象者５６名（５６冊）
天栄中学校５４名（５４冊） 湯本中学校２名（２冊）

③天栄幼稚園児、天栄・湯本保育所幼児への図鑑、遊具等の贈呈（５～６月）

（２）ブックスタート事業
①乳幼児への絵本読み聞かせ・贈呈、無料貸出
ア ブックスタート（４月・６月・８月・１０月・１２月・２月）
対象（９ヶ月児～１０ヶ月児）：２５組（親子）へ贈呈
イ ブックスタート継続事業①（５月・７月・９月・１１月・１月・３月）
対象（１歳６月ヶ月児）：３５組（親子）へ贈呈
ウ ブックスタート継続事業②（５月・７月・９月・１１月・１月・３月）
対象（３歳児）：３１組（親子）へ贈呈

６．共同募金配分金事業
（１）運営委員会の開催
①第１回（５月２５日）
内容 ア 平成２８年度天栄村共同募金委員会事業経過報告について
イ 平成２８年度天栄村共同募金委員会収支決算報告について
ウ 平成２９年度天栄村共同募金委員会事業計画（案）について
エ 平成２９年度天栄村共同募金委員会収支予算（案）について
②第２回（６月１４日）
内容 ア 天栄村共同募金委員会運営委員及び監事の選任（補充）について
③第３回（６月１４日）
内容 ア 天栄村共同募金委員会運営委員会副会長の選任について
④第４回（３月１５日）
内容 ア 平成３０年度天栄村共同募金委員会事業計画（案）について
イ 平成３０年度天栄村共同募金委員会収支予算（案）について
ウ 天栄村共同募金委員会会則の一部改正について
エ 天栄村共同募金委員会運営委員及び監事の選任について
オ 天栄村共同募金委員会会長及び副会長の選任について
カ 天栄村共同募金委員会審査委員の選任について

（２）審査委員会の開催
①第１回（２月２６日）
内容 ア 平成２９年度天栄村社会福祉協議会への助成結果（見込み）について
イ 平成３０年度天栄村社会福祉協議会への助成計画（案）について
ウ 平成２９年度歳末たすけあい運動助成結果報告について
エ 平成３０年度歳末たすけあい運動助成計画（案）について

（３）監査の実施
①監事監査(５月２２日)
内容 平成２８年度事業及び事業別会計収支

（４）共同募金運動の推進
①歳末たすけあい運動の推進
ア 天栄村民生児童委員会への協力依頼（１１月）
イ 天栄村民生児童委員会との助成検討会（１２月８日）
ウ 各民生児童委員へ見舞金・事業配布依頼（１２月２２日）
エ 歳末たすけあい運動助成結果報告（１月）
②募金活動（１０月～３月）
平成２９年度募金総額：１,７５７,０４４円
内訳：赤い羽根９４８,１４９円、歳末たすけあい運動８０８,８９５円
③歳末たすけあい運動見舞金贈呈(１２月２１日～３１日)
助成先：寝たきり、一人暮らし高齢者、心身障がい者等
助成額：５８件 ２９０,０００円
④歳末たすけあい運動事業
ア お供え餅・しめ縄贈呈（１２月２１日～３１日）
助成先：一人暮らし高齢者、高齢者夫婦等
助成額：６３世帯 １３４,６９４円
イ 図書カード贈呈（１２月２１日～３１日）
助成先：母子父子家庭（児童扶養手当受給世帯のみ）
助成額：２３世帯 ９３,０００円

(５)共同募金助成活動の推進
①助成活動（通年）
ア 平成２８年度共同募金会助成（赤い羽根募金）
助成内容：平成２９年度天栄村社会福祉協議会在宅福祉サービス事業
助成額：５２１,６４３円
イ 平成２８年度共同募金会助成（歳末たすけあい運動募金）
助成内容：平成２９度天栄村社会福祉協議会在宅福祉サービス事業
助成額：２１７,４２８円
ウ 平成２９年度共同募金会助成（歳末たすけあい運動募金）
助成内容：平成２９年度歳末たすけあい見舞金、お供え餅・しめ縄、図書カード贈呈
助成額：６４３,６２２円
エ 福島県共募 赤い羽根共同募金配分交付
助成内容：災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル作成、研修会開催及び備品
の整備
助成額：８９０,０００円

７．赤十字事業
（１）社員増強運動（６月）
①社員（社費）の確保 １,３９８件

８４３,０００円

（２）支援・援助
①天栄村赤十字奉仕団へ補助金交付（９月）

ア
イ
ウ
エ
オ

村
４０,０００円
社協
４０,０００円
日赤天栄村分区
３０,０００円
日赤福島県支部
２５,０００円
日赤福島県支部県中地区 ２０,０００円

②災害救護
救援物資補充：毛布・緊急セット・バスタオル（各１０セット）
災害用資材整備：移動炊飯釜（１ヶ）・ガスバーナー（１ヶ）・ワンタッチテント（１ヶ）
③福祉活動
高齢者作品展日赤県支部長顕彰：天栄村文化祭、湯本文化祭
村内献血活動への協力

（３）赤十字奉仕団事業援助
天栄村赤十字奉仕団（団員２１名）
設立総会（９月） 委員会（年２回）
傾聴ボランティア活動（年６回）

８．福祉団体支援事業
（１）福祉団体等への支援・援助
①補助金交付（５月）
ア 天栄村身体障害者福祉会
イ 天栄村遺族会

炊き出し訓練（１０月）

研修（１２月）

１４０,０００円（村９５,０００円・社協４５,０００円）
９０,０００円（村４５,０００円・社協４５,０００円）

②事業援助
ア 天栄村身体障害者福祉会（会員５６名）
定期総会（４月） 理事会（年１回） 自動販売機管理（通年） 芋煮会（１０月）
会員研修（３月）
イ 天栄村遺族会（会員１６３名）
定期総会（４月） 理事会（年２回） 物資販売（６月） 靖国神社参拝（１１月）
小田山忠霊堂慰霊祭（９月） 天栄村戦没者追悼式慰霊祭（８月）
高齢者会員友愛訪問（９月）

９．受託事業
（１）天栄村委託事業の運営（通年）
①ホームヘルパー派遣事業
ア 要援護高齢者への居宅介護
イ 身体障がい者への訪問入浴
②湯ったりミニディサービス事業

（年間利用者：３名・年間訪問回数：３３回）
（年間利用者：０名・年間訪問回数：０回）
（年間開催数：３６回・参加者数：延べ６９８名）

③ミニディサービス事業（カラオケ・下松本）
（年間開催数：２４回・参加者数：延べ３４２名）
④いきいきサロン事業

（年間開催数：３６回・参加者数：延べ６７８名）

⑤元気アップ事業

（年間開催数：３６回・参加者数：延べ４０１名）

１０．介護保険事業
（１）介護サービス制度活用(通年)
①訪問介護「天栄村ホームヘルパーステーション」
（年間利用者：延人数３３１名・年間訪問回数：６,７８８回）
②介護予防及び総合事業「天栄村ホームヘルパーステーション」
（年間利用者：延人数１０３名・年間訪問回数：７８５回）
③訪問入浴「天栄村ホームヘルパーステーション」
（年間利用者：延人数８０名・年間訪問回数：３６４回）

（２）各種研修会・会議の参加
①実務者研修会
ア 県
介護保険事業者集団指導（６／２０・玉川村）
イ 県
障害福祉サービス事業者等集団指導（７／１２・玉川村）
ウ 県
介護保険制度改正に係る説明会（３／２２・玉川村）
エ 村
ケア会議及び公開ケア会議（隔月１回・介護事業所）
②ホームヘルパー研修会
ア 県社協 訪問介護員テーマ別技術向上研修Ⅰ（８／１８・郡山市）
イ 県社協 訪問介護員適正実施研修Ⅰ（９／２６、９／２７・郡山市）
ウ 県
高齢者の自立支援に向けた介護事業所向け研修（９／２７・郡山市）
エ 須賀川地方地域自立支援協議会 統合失調症とその対応について（９／２９・須賀川市）
オ 県社協 訪問介護員適正実施研修Ⅱ（１０／１６、１０／１７・郡山市）
カ 協議会 須賀川ホームヘルパー協議会研修（１０／２０・須賀川市）
キ 県社協 介護職員の包括的腰痛予防研修

１１．在宅福祉サービス事業
（１）障がい者自立支援事業の実施
①ホームヘルパー派遣体制の確立（通年）
居宅介護（年間利用者：２名・年間訪問回数：３５９回）
（２）福祉機器の貸出事業（通年）
平成３０年３月３１日現在
①福祉介護ベッド貸出
②車イス貸出台数

２５台
７台

１２．災害対策事業
（１）災害ボランティアセンター
①設置・運営マニュアル及び災害備品の整備

１３．その他の事業
（１）福祉バス運行事業 (通年)
①年間運行回数：１８１回
②利用料収入額：２,８３４,４６０円

（２）心配ごと相談所の開設(７月２７日・２月１３日)
年２回開催（弁護士依頼）：相談者数８名

（３）預託金品の運営(通年)
６１件 ２,０８６,８１０円
（内訳）
故人の遺志による金員寄付 ：５３件
篤志による金員寄付
： ８件

１,８４０,０００円
２４６,８１０円

（４）社会福祉充実計画事業の実施
①買い物支援事業
（年間開催数：９回・参加者数：延べ５３名

ボランティア数：延べ１５名）

②家事支援事業
（年間利用者：１名・年間訪問回数：２９回）
③除雪支援事業
（年間登録者：３２名・年間利用者：１５名・年間利用回数：６２回）

