
 

令和元年度社会福祉法人葛巻町社会福祉協議会事業報告書 

 

１.地域における支え合いの推進 

（1）地域福祉啓発活動 

 ①第 36 回福祉と健康の集い 

  期日：令和元年 11 月 10 日（日） 

  場所：葛巻小学校体育館 

  入場者：約 550 名（前年度：約 600 名） 

      ・福祉バザー（第 35 回） 

    売上額：125,400 円（前年度：98,262 円） 

   ・葛巻町社会福祉大会長表彰（第 33 回） 

    受賞者：14 名（社会福祉事業功労者 5名、地域福祉貢献者 9名） 

   ・講演会 

    内容等：演題「少しずつ、もしものときのことを考えてみません

か？」 

講師 岩手県二戸病院 副院長 髙橋 浩 氏 

   ・福祉チャリティーショー（第 36 回） 

    出演者：18 組 

    売上額：251,360 円（前年度：278,411 円） 

 ②社協だよりの発行（3 回） 

 ③ホームページの更新（随時） 

（2）地域福祉連携活動の推進 

 ①見守り活動の推進 

  ・シルバーメイト事業（地域の高齢者による地域の高齢者を見守る事業） 

   団 体 数：27 団体（前年度：27 団体） 

   対象者数：139 名（前年度：128 名） 

   活動人員：134 名（前年度：142 名） 

   訪問回数：7,970 回（前年度：8,828 回） 

   助 成 金：540,000 円（20,000 円×27 団体） 

  ・緊急時連絡カード整備事業 

                       （単位：人） 

登録者 一人世帯 高齢者世帯 その他 計 

今年度 269 66 30 365 

前年度 279 66 29 374 

 ②サロン活動の推進 

・ふれあいサロン「やすみっこ」事業 

   開催地区：23 地区（前年度：21 地区） 



 

元  木・田  代・平  船・垂  柳・小  田・田  子

新  町・浦 子 内・江刈馬渕・城内小路・遠 矢 場・車  門

山  岸・五 日 市・栗  山・泉  田・江  刈・寺  田

橋  場・四 日 市・市 部 内・名 前 端・田  野 

   開催状況          

開催回数 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回以上 合計 

地区数 10 2 6 1 4 23 

（3）地域福祉人材育成活動 

 ①福祉教育の推進 

  ・福祉推進校指定事業：8 校（町内全小・中・高校指定） 

  ・補助金：240,000 円（8 校×30,000 円） 

  ・ハンディキャップ体験への協力（講師・職員派遣、用具の貸出） 

 ②葛巻町シルバー人材センターの支援 

  会員数 31 名（男 20 名、女 11 名） 

  受注内容・件数  

項 目 件数 内  訳   （前年度） 

一般家庭 77 

(59) 

草取り 13 件（10）、草刈り 45 件（25）、 

窓ふき 1件（5）、掃除 2件（0）剪定１件（1）、除

雪 11 件（14）農作業４件（4）、 

    

２.地域活動の活性化の推進 

（1）ボランティア活動の推進 

 ①ボランティアの登録・斡旋・連絡調整 

  団体登録数：5団体、178 名（前年度：４団体、173 名） 

  個人登録数：67 名（前年度：64 名） 

 ②ボランティア団体助成事業（5団体） 

  ・助成金：180,000 円 

（ボランティア愛、精神保健ボランティア「はんぶんこの会」、食生活

改善推進員協議会、傾聴ボランティア「みんなの話」、シルバーリハく

ずまき） 

 ③町ボランティア養成講座＆交流会 

（令和 2年３月 23 日開催 新型コロナウイルス感染予防のため中止） 

（2）自殺予防対策の推進 

   こころの健康づくり連絡会等と連携し、自殺予防を推進。 

    本会の予防対策事業 

   ・心配ごと相談所の開設(相談事業)  

・生活困窮者自立支援事業(相談・資金貸付) 

    ・シルバーメイト事業 (声かけや話し相手による孤独感の解消) 

    ・ふれあいサロン活動、おたっしゃの会(孤独感の解消や社会参加活動) 



 

３.福祉サービスの利用体制の確立 

（1）相談活動の充実 

 ①心配ごと相談所 

  開催日数：36 回（月 3 回） 

  相談件数：10 件（前年度：13 件） 

  相談内容：苦情、生計、医療、財産、その他 

  相 談 員：６名（前原 達雄・長岡 功・八幡 忍・入月 道子 

大石 ヒロ子・髙村 恵子） 

②電話相談 

  開 催 日：随時対応  

相 談 員：事務局員 

 ③生活困窮者自立支援事業 

  相談者数：24 名（前年度：28 名） 

  プラン作成：7件（前年度：20 件） 

  就職者数：1名（前年度：2名） 

  フードバンク事業の利用：延べ 8回（前年度：6回） 

  安心生活サポート事業の利用：２件（前年度：2件） 

 

４.福祉サービス利用への支援 

（1）福祉サービスの利用援助 

 ①資金貸付 

  相談件数：39 件（前年度：42 件） 

  ・生活福祉資金貸付事業（事業主体：県社協）  

   申請件数 3件（前年度：6件） 

決定件数 3 件（前年度：4件） 

貸付合計額 2,340,000 円（前年度：1,334,420 円） 

  ・たすけあい金庫貸付事業（事業主体：町社協）  

   申請件数 19 件（前年度：21 件） 

決定件数 19 件（前年度：20 件） 

貸付合計額 550,000 円（前年度：592,500 円） 

   貸付残額・件数 786,100 円・26 件（前年度：753,100 円・28 件） 

   原資：5,025,760 円（前年度：5,025,717 円） 

（2）利用者の権利擁護 

 ①日常生活自立支援事業「あんしんネット」 

  相談件数：2件（前年度：1件） 

  登録者数：4名・うち新規 1名（前年度：5名） 

  支援回数：77 回（前年度：97 回） 

 ②福祉サービス苦情解決事業 

  苦情件数：０件（前年度：0件） 

  相 談 員：３名（中崎 善吉・服部 正仁・荒谷 光子） 



 

 

５.地域の協働による地域福祉づくり 

（1）地域・事業者との協働 

 ①福祉活動補助事業 

  実施地区：23 自治会（前年度：25 自治会） 

交付金額：460,000 円（23 自治会×20,000 円） 

元  木・小 屋 瀬・田  代・平  船・垂  柳・小  田 

星  野・田  子・城内小路・新  町・浦 子 内・茶 屋 場 

遠 矢 場・車  門・山  岸・五 日 市・栗  山・江  刈

橋  場・四 日 市・上 外 川・市 部 内・田  野 

 ②地域交流機材の貸出 

  ・通信カラオケシステムの貸出 38 件（前年度：40 件） 

  ・ニュースポーツ用具の貸出 ４件（前年度：4件） 

（2）行政との協働 

 ①児童館の管理運営         （前年度実績） 

児童館 登録者数 開設日数 延べ利用者数 

吉ヶ沢 休 館 

冬 部 

 

幼児 2 名（5） 

学童２名（2） 

231 日 

（244） 

429 人 

（1,050） 

新型コロナウイルス感染防止のため 3月 2日から 13 日まで休館 

②あったかサロンの開設 

  保健センターの入浴日に併せて、お茶を提供し居場所づくりを行った。 

  開設日数：99 日（前年度：100 日） 

  場  所：町老人福祉センター 

  利用人数：延べ 2,406 人（前年度：2,379 人） 

   

６.安心して暮らせる地域づくり 

（1）緊急時・災害時の要援護者支援 

 ①民生委員と緊急時連絡台帳の情報を共有 

 ②災害見舞金の交付：火災見舞 0件（前年度：1件） 

 ③台風 19 号に係る普代村災害ボランティアセンターへの職員派遣 

（2）在宅福祉の支援 

 ①配食サービス事業 

  安否確認を兼ねて、ひとり暮らし高齢者等へ月３回昼食を提供した。 

  利用者：120 名（前年度：104 名） 

実施回数：36 回（前年度：36 回） 

 配食数：3,126 食（前年度：3,721 食） 

協力者数：40 名（前年度：42 名） 

 



 

 ②外出支援サービス事業 

  公共交通機関等の利用が困難な方の外出を支援した。 

  登録者数：39 名（前年度：39 名） 

  利用回数：町内 71 回、町外 6回 （前年度：町内 75 回、町外 14 回） 

  協力者数：運転 5名、介助 2名  （前年度：運転 5名、介助 2名） 

 ③家族介護者リフレッシュ事業 

  在宅で介護をしている方のリフレッシュを図りました。 

  第１回 

   期 日：令和元年 9月 4日（水） 

   場 所：町保健センター 

   参加者：9 名 

   内 容：介護講座「褥瘡予防について」 

        講師 葛巻病院看護師 嵯峨 なつき 氏 

       会食、情報交換 

  第２回 

   期 日：令和 2年 1月 22 日（水） 

   場 所：八幡平市 八幡平ハイツ 

   参加者：4 名 

   内 容：認知症講座「認知症の理解について」 

        講師 町健康福祉課 主任主事 橋場 翔 氏 

       会食、入浴、情報交換 

 ④おたっしゃの会 

  第１回 

   期 日：令和元年８月 28 日（水） 

   場 所：くずまき高原牧場「もく・木ドーム」 

   参加者：103 名（94 名） 

   内 容：カラオケサークル こぶし会 

  第２回 

   期 日：令和 2年 2月 26 日（水） 

   場 所：ふれあい宿舎グリーンテージ 

   参加者：114 名（99 名） 

   内 容：健康レクリエーション 

        町健康福祉課 主任保健師 工藤 希真恵 氏 

 ⑤日常生活用具の貸出 

  ・車イス 

貸出件数：5件（前年度：12 件） 

保有台数：18 台（購入２台、受贈２台、廃棄１台） 

貸出中：11 台、在庫：9台 

  ・介護ベッド貸出件数： 1 件（前年度：1件） 

 保有台数：20 台（購入２台、廃棄１台） 



 

 貸出中：18 台、在庫：２台 

 ⑥子育て支援事業 

  ・エンゼル事業（おむつ給付券（一人 2,000 円×10 枚）の交付） 

   出生人数：21 人（前年度：14 人） 交付人数：17 人（前年度：11 人） 

   未交人数：4人（前年度： 3 人）※4月中に交付済み 

  ・チャイルドシートの貸出 

   貸出件数：7件（前年度：8件） 

  ・子育て支援ボランティア派遣 

   派遣人数：7人（幼児歯科検診 5回） （前年度： 12 人） 

  ・子どもの遊び場維持管理 

   修繕・塗装：茶屋場地区（前年度：元木地区） 

 ⑦歳末たすけあい激励金の配分 

  激励金配分額：1,216,000 円（304 件×4,000 円） 

区  分 件数 

ねたきり高齢者（60 歳以上） 9（15）   

認知症高齢者（65 歳以上） 10（7）   

ひとり暮らし高齢者（75 歳以上） 232（224）   

在宅重度心身障害者 27（29）   

母子父子世帯 26（31）   

合計 304（306）   

 ⑧葛巻町ぬくもり助成事業（くずまき商品券交付） 

  町社会福祉協議会交付額：617 件×3,000 円 

区  分   件数（前年度） 

高齢者世帯（65 歳以上） 549（544） 

障がい者       55（57） 

ひとり親世帯       12（15） 

震災被災者 1（1） 

合計      617（617） 

  交付内訳：町 5,000 円+社協 3,000 円+商工会 500 円 

 ⑨３障がい交流会 

  第１回 

   期 日：令和元年 7月 26 日（金） 

   会 場：森のこだま館 交流館等 

   参加者：40 名 

   内 容：炭焼き体験＆カラオケ 

  第２回 

   期 日：令和元年 12 月 20 日（金） 

   会 場：町保健センター 

   参加者：40 名 



 

   内 容：悪徳商法予防かるた＆カラオケ 

 ⑩地域活動支援センター、すずらん工房の運営 

  ◇運営に関すること 

   ・定員：地域活動支援センター25 名 

       すずらん工房 15 名 

   ・利用登録者数：地域活動支援センター22 名（前年度：21 名） 

           すずらん工房 21 名（前年度：20 名） 

  ◇開所日数 

   ・年間開所日数：244 日（前年度：244 日） 

   ・月平均開所日数：20.3 日（前年度：20.3 日） 

  ◇利用者数 

   ・年間延べ利用者数：2,885 人（前年度 2,970 人） 

   ・一日平均利用者数：11.8 人（前年度：12.1 人） 

  ◇授産活動の成果 

作業区分 内  容 金額（前年度） 

縫製関係 そば枕 333,564 円  

（331,090 円） 

食品関係 コーヒー・焼き鳥等 3,975,060 円  

（3,891,106 円） 

受託関係 草取り、公園トイレ清掃（2か所） 

保健センター浴室管理 

1,378,280 円  

（1,348,600 円） 

計 5,686,904 円 

（5,570,796 円） 

  ◇工賃支給について 

   ・年間工賃支給総額    2,908,670 円（前年度：2,651,880 円） 

   ・一人当たり月平均支給額   13,528 円（前年度：  10,656 円） 

    ◇助成について 

   ・施設利用助成 サービス利用料自己負担額の１０％を助成 

   ・インフルエンザ予防接種料金助成(自己負担額を助成) 

 ⑪葛巻型地域食堂 

   子ども同士や親、地域の大人と交流ができたりする「安心・安全な居場

所」を目指して、葛巻型地域食堂を関係機関と連携し試行した。 

   開催日：令和２年１月 12 日（日） 

   場所：町保健センター 

   連携機関：葛巻町健康福祉課、一般社団法人ふたば 

   内容：調理、会食、学習等 

 ⑫くずまきオレンジカフェ 

  認知症の高齢者やその家族が安心して相談及び交流できる認知症カフェの開設

（令和 2年３月 13 日開催 新型コロナウイルス感染予防のため中止） 



 

 

７.社会福祉協議会の組織・財政基盤の強化 

（1）理事会 

 開催月日 出席者 

内  容 

第 1 回 令和元年 6 月 11 日 理事 10 名・監事３名 

〇報告事項 

・会長職務執行状況 

〇議  事 

・平成 30 年度事業報告、収支決算 

・令和元年度収支補正予算（第 1号） 

・役員候補者の選任 

・評議員候補者の推薦 

・評議員選任・解任委員会招集事項 

・第 101 回評議員会招集事項 

第 2 回 令和元年６月 25 日 理事 9名・監事３名 

〇議  事 

・会長、副会長の選任 

・各委員会委員の委嘱 

第３回 令和元年 10 月 16 日 理事 8名・監事３名 

〇議  事 

・第 33 回葛巻町社会福祉大会被表彰者の決定 

第４回 令和２年 2 月 17 日 理事 9名・監事３名 

〇報告事項 

・会長職務執行状況 

〇議  事 

・定款の一部変更 

・役員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正 

・定款施行細則の一部改正 

・事務処理規程の一部改正 

・経理規程の一部改正 

・施設整備に係る要望書 

・第 102 回評議員会開催日時 

第５回 令和２年 3 月 16 日 理事 9名・監事３名 

〇報告事項 

・令和元年度役職員研修視察 

〇議  事 

・令和元年度収支補正予算（第 2号） 

・令和 2 年度会員会費額 



 

・令和 2 年度事業計画 

・令和 2 年度収支予算 

（2）評議員会 

 開催月日 出席者 

内  容 

第 101 回 令和元年 6 月 25 日 評議員 9名・理事７・監事３名 

〇議  事 

・平成 30 年度事業報告、収支決算 

・令和元年度収支補正予算（第 1号） 

・役員の選任 

第 102 回 令和２年 3月 16 日 評議員 11 名・理事 5名・監事 3名 

〇報告事項 

・定款施行細則の一部改正 

・事務処理規程部改正 

・経理規程の一部改正 

〇議  事 

・定款の一部変更 

・役員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正 

・令和元年度収支補正予算（第 2号） 

・令和 2 年度会員会費額 

・令和 2 年度事業計画 

・令和 2 年度収支予算 

（3）監事会 

 開催月日 出席者 

内  容 

第 1 回 令和元年 5 月 24 日 監事３名 

・平成 30 年度第 4四半期 業務施行状況、出納調査 

・平成 30 年度事業報告、収支決算 

第 2 回 令和元年 7月 31 日 監事３名 

・令和元年度第 1四半期 業務施行状況、出納調査 

第３回 令和元年 10 月 28 日 監事３名 

・令和元年度第 2四半期 業務施行状況、出納調査 

第４回 令和２年１月 31 日 監事３名 

・令和元年度第 3四半期 業務施行状況、出納調査 

（4）評議員選任・解任委員会 

 開催月日 出席者 

内  容 

 令和元年 6月 21 日 委員 3名 



 

・評議員補充選任（1名） 

（5）法人指導監査 

 開催月日 出席者 

内  容 

 令和元年 9月 20 日 会長・副会長・監事 3名 

・所轄庁（岩手県）による法人指導監査 

（6）各種委員会 

会議の名称 開催月日 

内   容 

第１回福祉事業推進委員会 令和元年 10 月 16 日 

・令和元年度福祉事業補助金 

第１回企画財政委員会 令和 2年 2月 12 日 

・定款の一部変更 

・役員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正 

・定款施行細則の一部改正 

・事務処理規程の一部改正 

・経理規程の一部改正 

・施設整備に係る要望書案 

第１回たすけあい金庫貸付委員会 令和元年 7 月 23 日 

・令和元年度たすけあい金庫貸付相談状況 

・特別貸付審査 

心配ごと相談員連絡会議 令和 2年 2月 28 日 

・令和元年度事業実施状況 

・令和 2 年度事業計画 

（7）研修等 

研修等名・出席者 開催月日 

内   容 

生活福祉資金貸付事業担当者研修（新任研

修）・鍋倉主事補 

令和元年 5月 23 日 

・制度の概要等について 

・相談支援の実践発表 

生活支援体制整備事業フォーラム「ゆいっこ

座談会」・鍋倉主事補 

令和元年７月 3日 

講演 

演題「地域あるある物語 みんなで考えよう地域の仕組みづく」 

 講師 ご近所福祉クリエーター 酒井 保 氏 

実践報告 

 テーマ 住民による地域の仕組みづくり 



 

 演者 高松団地自治会長等 

かるまいの「結」を広げよう！助け合いの地

域づくり講演会・鍋倉主事補 

令和元年７月 7日 

講演 

演題「住み続けられるかるまいを目指して」 

 講師 軽米町生活支援コーディネーター 中里 早苗 氏 

基調講演 

 演題「みんなでつくろう かるまい助け合い地域」 

 講師 公益財団法人さわやか福祉財団 鶴山 芳子 氏 

地域福祉活動コーディネーター養成講座・

神谷主事 

令和元年７月 30・31 日 

11 月 5・6 日  

講義・演習 

・コミュニティソーシャルワークの活用と展開 

・個別アセスメント、地域アセスメント 

・実践プランニング 

資源開発研修・上野主査 令和元年 8月 28 日 

    8 月 29 日 

講義・演習 

・「地域福祉における『資源開発』とは何か」 

・人口減と高齢化が進む山間地域におけるコミュニティーワーク 

・地域福祉におけるコミュニケーションを考える 

講師 

関西学院大学 人間福祉学部 社会福祉学科教授 藤井 博志 

社会福祉法人 淡路市社会福祉協 議会 事務局次長 岩城 和志 

ＮＰＯ法人ハンズオン埼玉 理事 西川 正 

県央地区社協連絡協議会職員研修・丹内事務

局長他 

令和元年 8月 29 日 

研修 働き方改革と障がい者雇用について 

講師 伊藤玲子社会保険労務士事務所 伊藤 玲子 氏 

研修 労働等にかんする Q＆A 

講師 みちのく法律事務所 弁護士 細川 亮 氏 

県央地区社協連絡協議会先進地視察・神谷副

会長他 

令和元年 9月 26 日 

9 月 27 日 

視察先 北海道当別町社会福祉協議会 

内 容 共生型地域福祉ターミナル 

生活支援コーディネーター等勉強会・神谷主

事 

令和元年 10 月 15 日 

演習 

演題「SDGs 入門講座」 



 

 講師 岩手県中小企業家同好会 事務局長 菊田 哲 氏 

令和元年度第２回コミュニティソーシャル研

究会・神谷主事 

令和元年 10 月 25 日 

実践報告 

 テーマ 地域と連携した新しいサービスの創出等 

 演者 紫波町社会福祉協議会 職員 

演習 

 演題 地域の強みと生活課題を探る SWTO 分析 

 講師 岩手県社会福祉協議会 職員 

三者連携に向けた災害時における初動対応研

修会・神谷主事 

令和 2年 2月 12 日 

講義 官民参加型「情報共有会議」に関する基礎知識 

事例紹介 「初動時の現地調査におけるポイント＆被害表現 

 講師 NPO 法人全国ボランティア支援団体ネットワーク 鈴木 

氏 

 

町社協役職員先進地視察研修・神谷副会長他

役職員 

令和 2年 2月 20 日 

２月 21 日 

視察先 西和賀町 デイサービスセンターかたくりの園 

内 容 支援ハウスについて 

（8）会費 

種 類 金額（前年度） 内訳 

一般会費 2,368,000 円（2,404,000 円） 2,368 世帯×1,000 円 

賛助会費 196,000 円（  210,000 円） 98 名×2,000 円 

団体会費 12,000 円（   12,000 円） ４団体×3,000 円 

合計 2,576,000 円（2,626,000 円）  

（9）積立資産の状況 

 ①福祉基金積立資産 

   ・年度末の額 125,259,387 円（前年度：126,939,016 円） 

   ・積立額 2,110,371 円（前年度：1,926,838 円） 

    内訳 寄付金 1,674,523 円・36 件（前年度：1,425,946 円・38 件） 

       チャリティー売り上げ 251,360 円（前年度：278,411 円） 

       バザー売上 125,400 円（前年度：98,262 円） 

       利息収入 59,088 円（前年度：124,219 円） 

 ②施設整備等積立資産 

   ・年度末の額 18,895,270 円（前年度：16,895,102 円） 

   ・積立額 2,000,168 円（前年度：1,000,162 円） 

    内訳 事業収入 2,000,000 円（前年度：1,000,000 円） 

       利息収入 168 円（前年度：162 円） 



 

８．共同募金運動の推進 

（1）赤い羽根共同募金実績 

種類 金額（前年度） 内訳 

戸別募金 1,211,500 円（1,200,000 円） 2,423 世帯×500 円 

学校募金 83,951 円（   69,739 円） 7 件 

職場募金 59,394 円（   64,501 円） 23 件 

法人募金 10,000 円（   64,501 円） 1 件 

その他 19,382 円（   31,163 円） 3 件 

合計 1,384,227 円（1,365,403 円）  

（2）歳末たすけあい募金実績 

種類 金額（前年度） 内訳 

戸別募金 1,185,500 円（1,199,500 円） 2,371 世帯×500 円 

法人募金 225,000 円（   83,000 円） 12 件 

その他 16,887 円（   12,027 円） 3 件 

合計 1,427,387 円（1,294,527 円）  

９.福祉団体への協力援助 

１．葛巻町共同募金委員会の事務支援 

２．日本赤十字岩手県支部葛巻町分区の事務支援 

３．葛巻町民生児童委員協議会の事務支援 

４．葛巻町老人クラブ連合会の事務支援 

５．葛巻町身体障害者福祉協議会の事務支援 

６．葛巻町手をつなぐ親の会の事務支援 

７．葛巻町シルバー人材センターの事務支援 

８．ボランティア団体の事務支援 

 

 以上、社会福祉法人葛巻町社会福祉協議会及び関係団体の事業、行事の実施

状況を記して事業報告といたします。 

 

 

 

  

 

 


