
平成３０年度事業報告書 

 

社会福祉協議会では、「住みやすく支え合いを実感できるまちづくり」を基本理念に掲げ、

住みやすい環境の中で、地域の人々がお互いに支え合い、誰もが生涯輝いて暮らせる地域

を目指し活動してきました。 

複合的な課題が山積する昨今、住民同士のつながりが希薄化していく一方で福祉ニーズ

も多様化し、地域住民や諸団体の参加と協力、協働による多様な福祉活動や福祉サービス

の一層の充実が求められています。また、近年の少子高齢化の進展や地域社会での相互扶

助機能の低下などにより、子育てに悩む家庭や障がいのある親族と暮らす家庭、要介護状

態にある高齢者などの日常生活に不安を抱える住民が、地域のなかで孤立してしまうこと

が懸念されています。その様な不安に対し、問題解決に向けた仕組みづくりについて市内

８地区に設置された地域支え合い協議体のなかでも盛んに議論が進められています。そこ

では、地域住民を中心に行政、関係団体が協働し住民同士で支え合い、自分にできる活動

の仕組みを構築し、それを広め、また発掘し、地域の福祉力を高める活動について検討が

なされています。 

社会福祉協議会では、公的な福祉サービスだけでは対応できない生活課題や、公的な福

祉サービスでの総合的な対応が不十分であることなどから生まれる問題等を、藤岡市はも

とより関係機関や団体等との緊密な連携を図りながら、平成３０年度事業計画で定めた重

点事業である「健全な法人運営の在り方」「介護保険事業の運営」「総合相談談窓口の運営」

「ボランティアセンターの運営」等に努め、以下の事業を実施いたしました。 

 

１．会員の状況    

会  員 ２０，０５７世帯 

賛助会員 １８６世帯 

特別賛助会員 ３３３社 

 

２．理事会・評議員会等開催状況 

理事会 ３回 

評議員会 ３回 

監査会   １回 

広報委員会   ３回 

評議員選任・解任委員会   ３回 

  

３．広報活動 

年３回発行している「社協だより」、「ＳＮＳ」と併せて、「広報ふじおか」にも掲載を

依頼するなど福祉事業のピーアールに努めました。  

 

 



４．指導・育成 

①本会役職員の研修について 

内部研修の他、他機関の研修会等への参加を通して資質の向上や知識の習得に努めま 

した。 

 

②実習生の受入れ 

  次世代を担う人材を育成するため、実習生の受け入れを行いました。対象は藤岡市在

住、在勤、在職者で、社会福祉士養成における相談援助実習や教員の介護現場実習等、

資格や単位取得に向けた内容の他、高校生や地元小中学生の体験学習の受入れも行いま

した。 

 

５．地域福祉活動   

心配ごと相談や結婚相談を定期的に開催し、社会不安の解消や結婚活動の相談等に努

めました。 

事業名 開催日数 相談件数 紹介件数 成立件数 

心配ごと相談事業 ４８日 ４２件 － － 

結婚相談事業 ３２日 ２３０件      ８件      ０件 

  

６．善意銀行  

市民の善意に基づく金品の寄付を受けました。 

種類 件数 金額  摘要 

一般寄付 １９件 １，２１０，０９８円  

愛の募金 ２件 １２，２８０円  

物品  ３４件 － 米、タオル、介護用品、その他日用品等 

 

７．福祉関係団体助成 

福祉関係団体等との連携を図って活動の推進に努めると共に、民児協、連合婦人会、

身障連、子ども会育成会、保育部会、支部社協に助成を行いました。 

 

８．収益事業 

（１）福祉バザー 

藤岡市民ホールを会場に区長会、民生委員児童委員協議会、連合婦人会、ボランティ

ア絡協議会と協働し福祉バザーを行いました。  

・開 催 日  平成３０年６月２４日（日） 午前１０時～             

・提供物品数     ４，５５６点 

・売 上 金 額   ７５０，６００円       

 

（２）自動販売機清涼飲料売り上げ代       

・収益金        １６１，０５１円 



 

９．歳末たすけあい運動  

「みんなで支え合う温かい地域づくり」を目指して、毎戸１００円以上のたすけあい

募金をお願いしました。 

地区名 平成２９年度 平成３０年度 前年対比 

藤  岡 ４４２，８１１円 ４４８，２６０円 ５，４４９円 

神  流 ２５６，５００円 ２５６，５００円 ０円 

小  野 ３７１，５００円 ３７３，７００円 ２，２００円 

美 土 里 ２３２，０００円 ２３２，０００円 ０円 

美 九 里 １６２，３００円 １６１，９００円 △４００円 

平  井 １２３，４００円 １２６，２００円 ２，８００円 

日  野 ５５，５００円 ５３，４００円 △２，１００円 

鬼  石 ２０１，３３０円 １９９，５００円 △１，８３０円 

合  計 １，８４５，３４１円 １，８５１，４６０円 ６，１１９円 

 

10．各種援助活動   

生活が困窮している社会的弱者を対象に、群馬県社会福祉協議会と連携のもと、相談

支援や資金の貸付を行い安定した生活が送れるよう制度の推進に努めました。 

（１）貸付、給付事業 

 

生活福祉資金貸付事業  
件数 貸付額 

総合支援資金（離職者支援資金含む） ０件 ０円 

福祉費 ０件 ０円 

緊急小口資金 ２０件 ７９０，０００円 

教育支援資金 ０件 ０円 

不動産担保型生活資金 ０件 ０円 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金 ０件 ０円 

臨時特例つなぎ資金 ０件 ０円 

合   計 ２０件 ７９０，０００円 

   

 

独自制度 
件数 貸付額 

小口生活資金貸付事業      ０件 ０円 

緊急時食料支援事業      ０件 ０円 

 

 

 

 

 



（２）災害見舞い 

種別 件数 見舞金詳細 

火災見舞い ４件 

全焼  １０，０００円／１件につき 

半焼   ５，０００円／１件につき 

死亡   １０，０００円／１人につき 

 

（３）行路者救済     

種別 件数 金額   備考 

行路者救済 ２件  ６００円 ３００円／１件につき 

 

11．日常生活自立支援事業 

主に判断能力が不十分な方が安心して生活ができるよう、日常的な金銭管理や通帳預

かり等の支援を行いました。また、適切な支援を行うことが出来るよう、生活支援員の

資質向上に向けた研修会等を開催しました。 

 ・実施状況 

 

 

 

※内訳：認知症高齢者２件、精神障害者５件 

・生活支援員 

登録数 延べ稼働時間 賃金 

２３人 ８３８．５時間 ８５０円／１時間 

 

12．生活困窮者自立支援事業  

藤岡市より生活困窮者自立支援事業の委託を受け、就労の支援その他の自立に関する 

問題について生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行いました。 

新規相談件数 相談支援事業申込件数 プラン作成件数 支援調整会議開催日数 

１１１件 １７件 ３０件 ６回 

 

13．生活支援体制整備事業 

  藤岡市より生活支援体制整備事業の委託を受け、地域における支え合いの体制づくり

の推進を目的として、各地区協議体や第一層に係わる会議の開催、協議体委員を対象と

した研修会の開催等を行いました。 

開催内容 開催数 

各地区協議体（市内８地区） ４８回 

第１層分科会（第１～４分科会） ２４回 

第１層全体会 ３回 

 

 

実利用者数 ４５人 

延べ利用者数 ５１３人 

相談件数 ７６８件 

契約件数 ７件 



・藤岡市地域支え合い研修会（全２回） 

 開 催 日    １回目：平成３１年１月３０日（水） 

２回目：平成３１年２月１２日（火） 

 のべ参加者数   １１８名 

 

14．総合相談窓口（新設） 

  平成３０年度に相談窓口を開設し、誰にも助けを求められずに、社会的に孤立してい

る人や制度の狭間で支援を受けられない人などに対し、コミュニティソーシャルワーカ

ー（ＣＳＷ）が様々な生活課題を抱える世帯への相談支援を行いました。 

・実施状況            

開所日数 相談件数 

 ２４６日 実件数  ８６件 延件数  ３３１件 

 

・実相談件数内訳 

相談内容 件数 相談内容 件数 

病気や健康・障害のこと ７件 ＤＶ・虐待 ０件 

家賃やローンの支払いについて ０件 収入生活費のこと １１件 

仕事探し・就職について ２件 衛生環境のことについて ３件 

家族との関係について ８件 地域との関係について ４件 

ひきこもり・不登校 ９件 介護関連のことについて １０件 

住まいについて ４件 生活福祉資金について １０件 

税金や公共料金等の支払について ３件 債務について １件 

仕事上の不安やトラブル ０件 食べるものがない ２件 

子育てのこと ２件 その他 １０件 

   

15．高齢者自立センター事業 

 介護認定審査により、結果が非該当で介護予防が必要と認められた高齢者を対象に、

事業を推進しました。 

藤岡市高齢者 

自立センター藤岡 

事業名 実施日数 延べ利用者数 

デイサービス事業 １５０日 １，２２５人 

ホームヘルプ事業 １７４日 ４３０人 

転倒骨折予防 ４３日 １５８人 

短期集中トレーニング ４４日 １８１人 

藤岡市高齢者 

自立センター鬼石 

デイサービス事業 １８３日 ６４２人 

ホームヘルプ事業 １４４日 １８２人 

転倒骨折予防 ４２日 １１５人 

短期集中トレーニング １４日 ４２人 

 

 



16．ミニデイサービス事業  

概ね７５歳以上の高齢者を対象に市内６８会場でミニデイサービスを開催し、地域に

暮らす高齢者の介護予防に努めました。 

延べ利用者数 ５，４０２人 

延べ実施回数 ７９０回（１会場につき月１回開催） 

会場数 ６８か所 

   

17．学童保育所運営事業 

仕事などの事情で昼間保護者がいない家庭の児童を預かる「みどの学童クラブ」の運

営を市から受託して行いました。  

開所日数 ２９６日 

登録児童数 ４８人（中途退所者１２名含む） 

 

18．栗須の郷運営事業 

浴場の利用やレクリエーションの場等を提供して、市民福祉の向上に努めました。                                                   

開所日数 ３０６日 

延べ利用者数 ７１，４３６人（内・市民６０，１００人 全体の８４．１３％） 

 

19．ふれあい型食事サービス事業 

住み慣れた地域で安心して暮らせることを目的とし、地域のボランティアを中心に７

０歳以上で近隣に子供のいない虚弱な高齢者等へ、食事を配達しながら安否確認を行い

ました。孤独感の解消を図るとともに、地域住民の福祉活動に対する意識を高め、近隣

でのたすけあいの輪が広がりました。 

実施地区 実施日数 延べ配食数 備考 

藤岡地区 ４４日 １，８３９食 月４回（第１～４木曜日） 

鬼石地区 ２４日 ２０９食 月２回（第２・４木曜日） 

 

20．ボランティアセンター（新設） 

平成３０年度に「ボランティアセンター藤岡」を新たに設置し、平日に加え第一土曜

日も開所することで相談機能の強化を図り、また、資質の向上とグループ間の交流を図

る事を目的に、各種講習会、研修会等を開催し、指導、育成に努めました。 

更に、ボランティアネットワークセンターウィズと協力し、活動を希望する個人や団

体、ボランティアの応援を受けたい人との橋渡しを行いました。 

また、近年多発している災害に備え、職員を対象に災害時のボランティアセンター開

設に向けた設置訓練や研修会を実施しました。 

 

 

登録団体数 ５０団体（延１，０３０人） 

個人ボランティア登録数 ６７人 



 ・災害時ボランティアセンター設置訓練  ４回（群馬県総合防災訓練参加含む）  

  研修会「テーマ：災害時における社協の役割及びＢＣＰ策定の必要性」  

    平成３０年１２月１０日（月） ２８名参加（市職員、ボランティア、社協職員） 

 

・点訳奉仕者養成講座    土曜日コース   ３日間 

 体験コース    １日間  

延べ参加者数  ７人参加 

 

21．老人福祉車（手押し車）の一部購入補助事業    

老人福祉の向上を目的に、高齢者の日常生活を支援するため、老人福祉車（手押し車）

を購入する費用の一部を助成しました。 

 ・補助台数       ２５台 

 ・助 成 額  １２５，０００円（１台につき５，０００円を補助） 

 

22．福祉車両貸出事業  

藤岡市より福祉車両貸出事業の委託を受け、介護を必要とする高齢者や障害者等に、

車いすごと移動可能な自動車を貸し出し、社会参加と生活圏の拡大を図ることを目的と

した事業を行いました。 

・貸出件数  ３８件 

 

23．福祉教育推進事業 

児童・生徒が体験学習の機会を通じて、社会福祉への理解と関心を高めると共に、日

常生活面での相互扶助、社会連帯が大切なことを認識させるため、小・中学校を対象に

福祉教育の推進を図りました。また、体験用具の貸出や実習実施の補助として福祉教育

の推進に努めました。  

 

24．安心カード交付事業       

緊急連絡先、かかりつけ医、服薬等の情報を記載したカードを冷蔵庫に保管しておく

ことで、緊急時や急変時に対応が出来る、安心・便利な「安心カード」の配布を行いま

した。 

この事業は平成２４年度から、藤岡市民生児童委員協議会と共催で実施しています。 

 

・累計配布状況 

配布先 世帯数 

６５歳以上一人暮らし世帯 １，２９４世帯 

障害者（児）のいる世帯 ８８世帯 

その他の世帯 １８９世帯 

合 計 １，５７１世帯 

 



25．見守り支援推進事業 

   様々な生活課題が地域に山積している中、ひきこもりに焦点をしぼり、ひきこもりの

家族の方がリフレッシュ出来ることを目的としたサロンの実施、啓発を目的とした講演

会の開催等を行いました。  

・「ほっとサロン」実施状況 

延べ開催数 １２回 

延べ参加者数 ２２名 

 

・ひきこもりの家族を支える講演会 

開 催 日    平成３１年３月２６日（火） 

演    題  「ひきこもりの方の理解とコミュニケーションのとり方、ひきこもりの家族

への支援」 

参加者数    ８１名 

 

26．在宅福祉サービス 

（１）介護保険サービス   

サービス種別 営業日数 実施状況 

居宅介護支援 ２４８日 延べケアプラン作成数   １，４３３件 

通所介護（デイサービス） ３０４日 延べ利用者数       ４，６４０人 

 

(２）介護保険外サービス 

サービス種別 開所日数 実施状況 

在宅介護支援センター栗須 ３６５日 延べ相談件数（訪問含む） １，２１０件 

在宅介護支援センター鬼石 ３６５日 〃         １，４１３件 

 

サービス種別 営業日数 実施状況 

通所介護（身障者デイサービス） ３０４日 延べ利用者数          ２２９人 

 

サービス種別 営業日数 実施状況 

介護タクシー １２０日 延べ稼働数           ２９８回 

          

27．障害福祉サービス事業所さくらの家の事業経営 

  障害福祉サービス事業所の指定を受け事業経営を行いました。 

種別 開所日数 年間利用者数 登録人数 平均工賃（月額） 

生活介護事業 ２４５日 ２，４３３人 １１人 ４，１６７円 

就労継続支援Ｂ型事業 ２４５日 ２，４０８人 １４人  ９，３６８円 

 

 


