
                              （平成25年4月1日～平成26年3月31日）

１．法人運営経理区分

1.)会員加入状況

年度 世帯数 納入世帯 納入金額 納入割合

平成２３年度 6,559 5,587 5,587,000円 85.2%

平成２４年度 6,726 5,729 5,729,000円 85.2%

平成２５年度 6,905 5,816 5,816,000円 84.2%

年度 賛助会員数 賛助会費 特別賛助会員 特別賛助会費 団体会員 団体会費

平成２３年度 ４４人 235,000円 ２２法人 115,000円 ２団体 60,000円

平成２４年度 ５４人 290,000円 ２３法人 215,000円 ２団体 60,000円

平成２５年度 ４６人 230,000円 ２３法人 215,000円 ２団体 60,000円

2.)理事会・評議員会開催状況

  理事会

開催年月日 出席数 定数

25.12.5 7 8

            平成２５年度　吉岡町社会福祉協議会（一般会計） 事業報告書

議　　　題

25.5.30 8 8

報告第1号　指定訪問介護事業運営規程の専決処分について

報告第2号　指定介護予防訪問介護事業運営規程の専決処分について

報告第3号　指定訪問入浴介護事業運営規程の専決処分について

報告第4号　　指定介護予防訪問入浴介護事業運営規程の専決処分について

報告第5号　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

　　　　    基づく（居宅介護及び重度訪問介護)運営規程の専決処分について

同意第1号　吉岡町社会福祉協議会評議員の選任について

議案第1号　平成２４年度事業報告認定について

議案第2号　平成２４年度一般会計決算認定について

議案第3号　平成２４年度地域包括支援センター事業特別会計決算認定について

25.9.26　 8 8
報告第1号　平成２５年度一般会計補正予算(第1号)の専決処分について

議案第1号　平成２５年度一般会計補正予算(第2号)について

25.12.5 7 8

議案第1号　苦情対応第三者委員の選任について

議案第2号　平成２５年度一般会計補正予算(第3号)について

議案第3号　平成２５年度地域包括支援センター事業特別会計補正予算（第１号）について

議案第1号　吉岡町社会福祉協議会副会長の選任ついて

26.3.20 8 8

承認第1号　理事及び顧問選考内規の一部を改正する内規に係る専決

　　　　　　処分の報告と承認を求めることについて

承認第2号　移送サービス事業要綱の一部を改正する要綱に係る専決

　　　　　　処分の報告と承認を求めることについて

承認第3号　配食サービス事業要綱の一部を改正する要綱に係る専決

　　　　　　処分の報告と承認を求めることについて

議案第1号　評議員選任規程の一部改正について

議案第2号　平成２５年度一般会計補正予算(第4号)について

議案第3号　平成２５年度地域包括支援センター事業特別会計補正予算（第2号）について

議案第4号　平成２６年度事業計画（案）について

議案第5号　平成２６年度一般会計予算(案)について

議案第6号　平成２６年度地域包括支援センター事業特別会計予算（案）について
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  評議員会

開催年月日 出席数 定数

　(1) 事業概要

　(2) 事業結果

     ①助成金

事業費 1,881,600 円

　(1) 事業概要

　(2) 事業結果

    ①実施日　　平成２５年７月２日

    ②会　場　　町内

２．地域福祉事業経理区分

1)福祉ネットワ－ク推進事業

　　　　高齢化社会、核家族が進むなか、高齢者及び障がい者等援護を必要とする者への地域ぐるみの

      援助システム作りを目的とする。

       吉岡町13自治会に対し平成25年度活動助成金支出　  1,881,600円

26.3.20 20 20

承認第1号　理事及び顧問選考内規の一部を改正する内規に係る専決

議案第1号　評議員選任規程の一部改正について

2)社会を明るくする大会

議案第2号　平成２５年度一般会計補正予算(第4号)について

議案第3号　平成２５年度地域包括支援センター事業特別会計補正予算（第2号）について

議案第4号　平成２６年度事業計画（案）について

議案第5号　平成２６年度一般会計予算(案)について

　　　　社会を明るくする運動の一環として、青少年問題の現状と課題を明らかにして、青少年健全育

      成の推進に努める。

議　　　題

25.5.30 19 20

報告第1号　指定訪問介護事業運営規程の専決処分について

報告第2号　指定介護予防訪問介護事業運営規程の専決処分について

報告第3号　指定訪問入浴介護事業運営規程の専決処分について

報告第4号　指定介護予防訪問入浴介護事業運営規程の専決処分について

報告第5号　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

　　　   　基づく（居宅介護及び重度訪問介護)運営規程の専決処分について

議案第1号　平成２４年度事業報告認定について

議案第2号　平成２４年度一般会計決算認定について

議案第3号　平成２４年度地域包括支援センター事業特別会計決算認定について

25.9.26 20 20
報告第1号　平成２５年度一般会計補正予算(第1号)の専決処分について

議案第1号　平成２５年度一般会計補正予算(第2号)について

25.12.5 18 20

議案第1号　吉岡町社会福祉協議会役員の選任について

議案第2号　苦情対応第三者委員の承認について

議案第3号　平成２５年度一般会計補正予算(第3号)について

議案第４号　平成２５年度地域包括支援センター事業特別会計補正予算（第１号）について

　　　　　　処分の報告と承認を求めることについて

承認第2号　移送サービス事業要綱の一部を改正する要綱に係る専決

　　　　　　処分の報告と承認を求めることについて

承認第3号　配食サービス事業要綱の一部を改正する要綱に係る専決

　　　　　　処分の報告と承認を求めることについて

議案第6号　平成２６年度地域包括支援センター事業特別会計予算（案）について
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    ③内　容　 ア．町長へ法務省提唱のメッセージを手渡す。

　　　　　　   イ．広報車による宣伝活動

　　　　　　   ウ．街頭宣伝活動　「薬物乱用防止」に関する物品を配付する。

    ④参加者　　約６２名　

事業費 76,120 円

　(1) 事業概要

　(2) 事業結果

     ①和太鼓体験教室

     ・実施日　　平成２５年７月２７日

     ・参加者　　対象者４０人、付添者１２人　

     ②習字体験教室

     ・実施日　　平成２５年１１月９日

     ・参加者　　対象者７人、付添者３人　 事業費 20,829 円
     ③新春コンサート２０１４

     ・実施日　　平成２６年１月１３日（月）

     ・会場　　　吉岡町文化センター

     ・参加者　　出演者　３０名、来賓・一般他　約３４０名　 事業費 240,075 円

１９０人 ・表彰者 ５６人 事業費 66,750 円

参加延べ人数 １８名

事業費 10,781 円

  (1) 事業概要

  (2) 事業結果

   ・居宅訪問

年度 利用者人数

平成２５年度 ３人

  (1) 事業概要

3)障がい児・者交流事業

　　　　身体・知的・精神障がい児・者とその家族を対象に、障がい児・者交流事業を実施することで、五

　　　感を通して楽しさを感じ、交流や仲間づくりの場となることを目的とするとともに、また、広く町民

　　　一般にも参加を呼びかけ、交流を図ることで、日常的なサポート体制の礎につながることを目指す。

4)ボランティアポイント制度

　　　　ポイントカードを配布し、活動毎にスタンプを押し、感謝祭で活動回数に応じて表彰を行う。

　(2) 事業結果

  (1) 事業概要

　　　　社会福祉協議会ボランティアが充実して活動できるように、ボランティアを始めようとする

    　方にはボランティア活動に参加するきっかけとして実施し、ボランティア活動がより地域に密

　　　着た活動になり、福祉の街づくりの実現につなげていくことを目的とする。

　　・制度利用者　　　

5)ボランティア交流会

  (1) 事業概要

        社会福祉協議会の活動ボランティア(移送、配食、傾聴等)に対し、各事業に係る活動報告等に

　　  よる情報提供及び意見交換、研修を行い活動ボランティアの活性化を目的とする。

　(2) 事業結果

　　　①移送、配食、傾聴、金曜サロンボランティア

6)傾聴ボランティア派遣事業

　　　  自宅で暮らす高齢者の「誰かと話したい」「話を聴いてもらいたい」という要望にこたえ、

　　  地域との関わりの確保及び心のケアを通して在宅生活の継続を目的とする。

居宅訪問活動延べ回数

３９回

      理解を深め地域住民の生活に役立ててもらうことを目的に、職員の持っている知識や特技を生か

　　　した講座です。また、直接住民の方の声を聞くことで、今後の地域福祉に役立てていく。

7)職員出前講座

　　　　地域のふれあい・いきいきサロン会場や介護予防事業会場において、福祉や介護予防について
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　(2) 事業結果

　　・実施会場　　　　延べ　２８会場

　　・受講者　　　　　〃　４２６人 事業費 2,120 円

  (1) 事業概要

  (2) 事業結果

年度 登録人数 利用人数 利用延べ回数 利用延べ人数

平成２５年度  ２１人 　１９人 ２３２回 ３０４人

事業費 37,473 円

    ①契約者 １０人

　　②支援時間　　　　　 ４８時間 事業費 12,000 円

事業費 0 円
11)老人福祉センター開放事業　

  (1) 事業概要

  (2) 事業結果

268 人参加 事業費 121,306 円

  　①実施日

    ②場所

    ③協力者　　　　　　　　　　　 　　　　　２２人

    ④来場者　　　　　　　　　　　 　　　　　２０９人 事業費 40,838 円

　本事業は、利用者との契約に基づき、認知症や知的障がい及び精神障がい等により日常生活を営む

      のに支障がある者に対し、福祉サービスの利用に関する相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サ

8)移送サービス事業

　　　　ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等の方で通院・買い物等への交通手段がない方を対象に、移送

      サービスを実施することにより、積極的に外出する機会を確保し、閉じこもり等にならないように

      介護予防を行い、在宅生活の継続を目的とする。

　(2) 事業結果

　　①実施日　　　平成２６年１月２９日（水）　　　　　平成２６年２月７日（金）

　　②場所　　　　明治小学校(一年生)　　　　　　　　　駒寄小学校(一年生)

　     造して行くことを目的とする。

　　③参加者　　　８６名　　　　　　　　　　　　　　　１２８名

12）福祉バザー

  (1) 事業概要

　　　　４回目を迎える福祉バザー、支援金を集める目的の他に、家庭で眠っている物品を必要な物と

　　　交換し、エコ生活を推進し、収益金は「今できる被災地へのボランティア」と題して、福島応援

     １０教室　

         老人福祉センターを開放し、この施設や社協の業務内容のＰＲを図りながら、地域住民の

       参加できる事業を行うことにより、コミュニケーションをとることで、より良い吉岡町を創

　　　買い物バスツアーを開催し、東日本大震災の支援に充てたい。

  (2) 事業結果

平成２５年１１月１７日（日）

老人福祉センター

     宜を供与すること、その他福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行うものである。

　(2) 事業結果

9）日常生活自立支援事業

  (1) 事業概要

   　 ービスの提供を受けるために必要な手続き又は福祉サービスの利用に要する費用の支払いに関する便

　(1) 事業概要

　　　　子供達とのふれあい教室で高齢者が昔の遊びを伝えることにより、世代を越えた交流を図る。

10）高齢者生きがい対策事業
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  (1) 事業概要

  (2) 事業結果

９１件

事業費 31,563 円

  (1) 事業概要

  (2) 事業結果

２５件

１４件 事業費 1,192 円

３．共同募金事業経理区分

　 一般募金配分事業

      新入学児童に置き傘を贈呈する。　

  (2) 事業結果

明治小学校 １２５本 （内８本予備）

駒寄小学校 １４２本 （内８本予備） 事業費 249,619 円

     　移送用ワゴン車の購入助成事業　

  (2) 事業結果

　　　　１０人乗りワゴン車　１台 事業費 3,070,000 円

　③調理室施設整備事業

      　冷蔵庫の助成事業　

  (2) 事業結果

　　　　食材管理用大型冷蔵庫　１台 事業費 204,750 円

  (1) 事業概要

  (1) 事業概要

13）福祉車両貸出事業

　　　 介護を必要とする者、車椅子を必要とする高齢者及び障がい者等にリフト付自動車を貸出し、

     その者の通院や買い物など日常生活を行う場合の利便性を図るとともに、行事やレクレーション

     等に積極的に参加する機会を確保する。

　　・貸出件数

14）福祉機器及び器具備品等貸出事業

　　　 福祉機器については、高齢者・身体に障がいのある者及び傷病のため自宅にて療養中の者、器

　　 具備品品については、自治会及び自治会に属する団体・福祉団体又は地域活動やボランティア活

　　　ネットワ－クが主体となり住民が中心となって小地域を単位としたふれあいの場を設け自主的・

     動を目的とするグループへ貸出すものとする。

　　・福祉機器

　　・器具備品等

1)一般募金事業

  ①児童・少年活動事業

  (1) 事業概要

　②市町村社協機動強化配分

  (1) 事業概要

　　　自発的に行う交流事業に対する支援を目的とする。

　　　　新入学児童

2)歳末募金配分金事業

   地域福祉関連

  ①ふれあい・いきいきサロン推進事業　

        本事業は、地域の中で孤独になる高齢者をつくらないという地域福祉の充実を図るため福祉
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  (2) 事業結果

　　①実施会場 平成２６年３月末現在　・高齢者サロン町内２７会場

                      ・子育てサロン町内　１会場

 　 ②助成金 事業費 580,000 円
  　③外出支援

　　④代表者視察研修

　　・実施会場　　長野県木曽郡大桑村社会福祉協議会

　　・実施日　　　平成２５年９月５日～６日

　　・参加者　　　ふれあいいきいきサロン代表者　２０名　社協理事２名　事務局３名

    ⑤代表者交流事業

　　・実施日　　　平成２６年３月１０日 参加者５０人

　　⑥はじめて講座

　　・実施日　　　平成２６年３月２５日 参加者３０人

　　・実施日　　　平成２６年４月１４日 参加者３０人

事業費 1,035,514 円

　(1)事業概要

　(2)事業結果

　　①実施日

　　②場所

　　③参加者 事業費 16,900 円

  (1)事業概要

  (2)利用対象者

　　　 おおむね６５歳以上のひとり暮らし老人、高齢者のみの世帯等で、調理が困難な者とする。

  (3) 事業結果　   (週５回実施)

年度 対象者数 実施日数 延べ人数 備考

平成２３年度 ４８人 ２４３日 ４，９７９人 年間

平成２４年度 ４６人 ２４４日 ４，９２６人 年間

平成２５年度 ４４人 ２４０日 ４，８２０人 年間 事業費 2,005,617 円

９５名 事業費 152,809 円

８７名 事業費 36,900 円

町内２８会場に対し平成２５年度活動助成金支出

・実施会場　１４会場 ・参加人数　２４１人

　②家族介護者交流事業

         家庭で介護に当たっている介護者を対象に、同じ立場である介護者同士が一同に集まること

       によって親睦を深め、介護にあたっての体験や悩み、心配ごとを解消していただくと共に、日

　　   頃の心身の疲れを癒しリフレッシュを図ることを目的とする。

　　平成２６年２月２６日（水）

　　町内カフェ

　　６名

  ③配食サービス事業

　     ひとり暮らし高齢者や障がい者に対し、月曜日から金曜日まで（週５回）食事サービスを実

　　 施することにより食生活の安定と健康保持に寄与し、もって対象者の安否確認と地域社会との

  ④歳末時期事業

  (1) 事業概要

        歳末募金の配分金を利用し、一人暮らしの高齢者等に年末年始を安心し快く過ごしていた

　　　だくために地域の福祉ネットワークの協力、ボランティア協会の会員の協力による手作り年

　　　越セットの配布を行う。

　 　交流を深める。

  (2) 事業結果

　　　・年越セットの配食

　　　・パン・カップ麺配布(新年安否確認)
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　　①開設日　　毎月第２木曜日(年１２回)

　　②相談時間　１時３０分～４時の間で、１人３０分

　　③相談員　　群馬弁護士会の弁護士

　　④相談件数　４５件　

　　⑤相談内訳

　２件 ・老人福祉問題 　３件

　３件 ・人権・法律 　３件

　７件 ・教育・青少年 　１件

　３件 ・事故問題 　６件

１５件 ・その他 　８件

事業費 352,362 円

  (1)事業概要

  (2)事業結果

３００人 事業費 135,450 円

４．受託事業経理区分

　(1) 事業概要

　(2) 事業結果

     ①実施日

　　 ②会　場　　吉岡町文化センター

　　 ③対象者

　　　　75歳以上 　　　１，６８１　名 　　　　　　  顕彰者　　　　　４６　名

　　　　90歳到達者     　  　４６　名　　　 　　　　金婚祝表彰者　　１７　組

　　　　91歳以上　　　　　 ２０２　名　　　 　 　　 介護表彰者　　　　７　名

　　　　　　　　計     １，９２９　名　　　 　　　　エンゼル表彰者　　５　組

事業費 688,400 円

  (1)  事業概要

  (2) 事業結果

　      平成２５年７月１０～１１日「みなかみ温泉の旅」

　　　 ひとり暮らし高齢者　４９名参加　　協力民生委員及び役職員  ２３名参加

事業費 873,966 円

  ⑤無料法律相談所　

  (1) 事業概要

        昨今の社会情勢に伴い、町民が抱える悩みごと等において法律に係る解決困難な相談が増加

　 　 している現状を考慮し、町民の皆様が少しでも不安を解消し、安心して生活していただけるよ

　　　う、無料の法律相談を実施する。

  (2) 事業結果

　　　・職業・生計について

　　　・住宅について

　　　・家族について

　　　・離婚について

　　　・財産について

　　　　　　　　 合計５１件　

  ⑥安心カード事業（緊急情報カード配布事業）

　     ひとり暮らし高齢者をはじめ、見守りを必要とする人達の安心・安全を確保することを目的

　　 として、現存する安心カード（緊急情報カード）を新規に作成し、統一し、緊急連絡先やかか

　　 りつけ医療機関等の緊急時に必要な情報を記載し、民生児童委員が個別訪問により配布する。

　　　　・配布者数

1)敬老福祉大会

　　　　町内の高齢者を一堂に招待し、慰安激励するとともに、結婚５０周年を迎えられたご夫婦を

　　平成２５年９月１６日（月）「敬老の日」

2)ひとり暮らし保養事業

　　　祝福する。

         ひとり暮らし高齢者を孤独感から解放し、当事者同士の交流を深め、お互い助け合って地域

　　　 で生活できる様支援することを目的とし交流の場を提供する。
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3)介護予防支援事業

 ①一次予防施策

　(1) 事業概要

　(2) 事業結果

　　①介護予防普及啓発事業

実施回数 　５回 参加延べ人数 ２２３人

実施回数 　４回 参加延べ人数 ２３７人

　　　・体力測定 実施回数 　１回 参加延べ人数 　５２人

事業費 112,960 円

実施回数 　２４回 参加延べ人数 ４３４人

事業費 149,040 円
 ②二次予防施策

　(1) 事業概要

  (2) 通所型実施日

　(3) 事業結果

実施回数 参加実人数 参加延人数

40 58 428

15 20 72

55 78 500

事業費 1,444,599 円

　(1) 事業概要

  (2) 実施日

　　　平成２５年　７月　２日～平成２５年１２月１０日　毎週火曜日　全２３回

　　　受講者 １３名

事業費 283,774 円

５．生活福祉資金事業経理区分

  (1)  事業概要

　　　　聴覚障がい者の社会参加促進に必要とされる手話を通じて、聴覚障がい者についての基礎

　　　知識識・生活について学ぶとともに、あいさつや自己紹介程度の会話ができる手話技術を習

　　　得した手話奉仕員を養成するための講座

　　　　高齢者が出来る限り介護状態にならないよう、健康で生きがいのある日常生活が送れるよう

      介護予防に係る各種サービスを提供することにより、自立生活の助長を図り、もって在宅福祉

　  　の向上を目的とする。

　　　「町広報」「社協だより」等・町老人クラブ連合会・筋トレ・サロンを通じて介護予防に関す

　　⑤はつらつクラブ

        地域の高齢者が介護保険法における要支援・要介護状態になる前から介護予防を推進するこ

      とにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を維持することができるよう、自立保持の

　　　ための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を図る。

　　　①平成２５年１０月１８日（金）～平成２５年１２月２５日（金）

　　　る事業や制度の案内を実施。

　　②知識の泉講座

　　③いきいき講座

　　④地域介護予防活動支援事業

（介護予防サポーター延べ協力者数１２人）

　　　②平成２６年　１月１０日（金）～平成２６年　３月１４日（金）

プログラム

運動器の機能向上

口腔機能の向上

          計

　　　　他からの借入が困難な所得の少ない世帯や、介護の必要なお年寄りのいる世帯、または身体

4.)意思疎通支援事業（手話奉仕員養成講座）

      障がい者の方がいる世帯の方々に、低利子または無利子で資金を貸し付けるもの。

      貸付は各市町村社協を窓口とし、県社協が行う。
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　(2)  事業結果

　２人

１０世帯

内訳 総合支援資金 ２世帯

　 福祉資金 ３世帯

教育支援資金 ３世帯

１世帯

緊急小口資金 ２世帯

　 計 １１世帯

事業費 41,861 円

６．介護保険事業経理区分

　(1) 事業概要

  (2) 事業結果

　　　支援相談事業と老人ﾍﾙﾊﾟｰ・有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ

派遣

回数

平成23年度 112回 118回 79,176円

平成24年度 102回 102回 70,074円

平成25年度 45回 45回 30,915円

　(1) 事業概要

　(2) 事業結果

　　　障がい者　訪問介護集計表

　　年度 訪問回数 利用時間 町負担額

平成23年度 730回 832.5ｈ 1,594,200円

平成24年度 1,047回 1,214.5ｈ 2,286,685円

平成25年度 1,120回 1,257.75ｈ 2,379,431円

　　　障がい者　訪問入浴集計表

　　年度 訪問回数 町負担額 個人負担額

平成23年度 83回 1,020,900円  16,600円

平成24年度 75回 922,500円 　15,000円

平成25年度 169回 2,078,700円 　34,000円

　　　　新規貸付　

　　　　貸付件数

要保護世帯向け不動産

1)在宅介護支援相談所事業

　　 　 在宅介護支援相談所事業は、在宅介護支援相談事業及びホームヘルパー派遣事業の２種類

　　　があります。

      ① 在宅介護支援相談事業は、町内に在住する高齢者または障がい者及び在宅で介護する介護

    　　 者、援護者等に福祉サービス事業などの紹介や、心配事相談、介護技術等を、訪問して提

      ② ホームヘルパー派遣事業とは、介護保険を利用しない老人自立者への有料ホームヘルプサ

年度
有料ホームヘ
ルプサービス

有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
利用料計

2)在宅障がい者生活支援事業

　　　  平成15年度より、従来の身体障がい者制度が障がい者総合支援制度に移行したもので、身

      体障がい者、知的障がい児・者の方々に介護保険制度と同様、市町村窓口に申請することに

      より、利用者の意向にそったサービスを利用できるものです。

　　　　供する事業です。

　　　　ービスです。
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　(1)  事業概要

　(2)  事業結果

　　　訪問介護集計表

年度 人数 介護総時間 身体介護 生活援助 身体生活 報酬総額

平成23年度 358人 7,389.50ｈ 1,418.50h 3,698.00h 2,273.00h 21,895,922円

平成24年度 351人 6,304.25ｈ 1,129.25h 2,855.75h 2,319.25h
 19,810,229

円
平成25年度 412人 7,213.50ｈ 1,026.50h 3,352.00h 2,835.00h 22,244,567円

　　　予防訪問介護集計表

年度 人数 訪問時間 報酬総額

平成23年度 137人 619.0ｈ 2,109,260円

平成24年度 123人 771.0ｈ 2,433,459円

平成25年度 125人 833.0ｈ 2,605,980円

　(1)  事業概要

  (2) 事業結果

     入浴事業集計表

年度 契約者 実施日数 延利用者数 報酬額計

平成23年度 62人 134日 207人 2,536,260円

平成24年度 89人 114日 169人 2,134,570円

平成25年度 41人 88日 109人 1,427,130円

  老人福祉センタ－管理状況

   (1)利用状況　　　（　　）内は入浴利用者数

年度 年間利用者数 開所日数 一日平均 利用料 備考

25,681人

(19,158人)

25,017人 ２９０日 86.2人

(17,999人) （２４５日） (73.4人)

23,130人 ２９1日 79.4人

(16,239人) （２４８日） (65.4人)

事業費 19,513,630 円

８．善意銀行事業経理区分

  (1) 事業概要

  (2) 事業結果

５件 432,000円 返済金 現年分 484,000円

３件 1,500円 過年分 182,000円

９件 729,000円

3)訪問介護事業

　　　　介護保険制度内で、ホームヘルパーが居宅で入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活

　　　のお世話を行います。

4)訪問入浴介護事業

　　　　介護保険制度内で、居宅を訪問し浴槽搭載の入浴車等使い、浴槽を提供することにより

  　  行われる入浴の介護です。

７．老人福祉センター事業経理区分（指定管理）

    平成１８年４月から町より指定管理者を受けた管理状況は下表のとおりでした。

平成２３年度 ２４６日 104.3人 1,400円 年間

平成２４年度 12,000円 年間

平成２５年度 7,200円 年間

　　　　地域住民の善意の預託を受けて、これを効果的に社会のために運用することとし、なかで

    　も集まった寄付金を効果的に運用するため、無利子で１件２００，０００円まで貸付を行う。

　　　① 貸　付

　　　② 援護費 　行旅人　　

　　　④平成25年度末貸付残高
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累計開所日数 延利用児童数 １日平均 保育料収入

明治学童クラブ 290日 12,762人 44人 円

駒寄第１学童クラブ 289日 12,065人 41人

駒寄第２学童クラブ 289日 10,857人 37人

事業費 20,406,500 円

開催年月日

25･9.19

監事の選任について

平成２５年度吉岡町支会共同募金推進計画の変更について

平成２５年度共同募金（平成２６年度事業）配分申請書の審査について

26.2.20

25.5.27

議　　　　　題

副会長の選任について

監事の選任について

平成２５年度共同募金地域配分基準の制定について

平成２５年度吉岡町支会共同募金推進計画について

平成２５年度共同募金（赤い羽根共同募金）運動実施について

９.学童クラブ事業経理区分（指定管理）

  (1) 事業概要

　　　　平成２３年４月より町から指定管理を受け、保護者の労働等により放課後家庭が留守と

　　　なる小学校第１学年から第３学年までの児童に対し、放課後適切な遊び及び生活の場を与

　　　え児童の健全な育成を図ることを目的とする。

  (2) 事業結果

学童クラブ名

12,006,500

１０.群馬県共同募金会・吉岡町支会業務

  1) 一般募金　(赤い羽根共同募金)

　　　　１０月１日より町内全世帯に自治会を通してチラシ等を配布し、募金趣旨の啓発、募金

　　　の協力を呼びかけた。

　　　・個別募金　　　　5,668世帯　　　2,264,500円    　納入率　81.5 %

　　　・学校,、イベント募金等　　　　　　 60,745円

　　　　　合計　　　　　　　　　　　　 2,325,245円

 　2) 歳末たすけあい募金　

　　　　　１２月１日より町内全世帯(生活保護及び施設入居者は除く)に自治会を通じて募金使

　  　　途チラシ等を配布し募金趣旨の啓発、募金の協力を呼びかけた。又、町内法人には高崎

　　　　法人会吉岡地区会並びに吉岡町商工会等を通じて募金趣旨を啓発、募金の協力を呼びか

　　　　け、さらに民生児童委員・社協役職員による訪問を行い募金活動を実施した。

　　　・個別募金　　　　5,732世帯　　　1,719,600円       納入率　82.2 %

　　　・法人募金　　　　　274法人　　　1,264,000円

　　　・団体募金　　　　　　　　　  　　　30,000円

　　　・個人募金　　　　　　　　　    　　42,995円

　　　・イベント募金　　　　　　　　　　　18,271円

　　　　　合計　　　　　　　　　　　　 3,074,866円

   3) 支会運営委員会　

　　　(1)事業概要

　　　　　県共募の定める諸計画に基づき、町内の地域福祉向上の推進のため、住民の参加を図

　　　　り民意を十分に反映し共同募金運動を行うことを目的に設置する。

　　　(2)事業結果

　　　　　運営委員会開催状況
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会員数 補助金額

９３人 ０円

９３８人 ２１１，２７２円

１５６人 ２２０，０００円

１４人 ０円

　　５９人 １４４，０００円

９人 １８，０００円

１５５人 １１４，０００円

2,155 件

15 件

6 件

2 件

2 件

108 件

4 回

15 件

75 人

1,426 人

1,016 件

295 件

24 件

127 人

54 人

　(5) 民生委員会での事例発表等　　　　　

6 回

実施回数 　２回 参加延べ人数 １２２人

実施回数 　２回 参加延べ人数 １５７人

実施回数 １３回 参加延べ人数 ２５０人

実施回数 ２３回 参加延べ人数 ６００人

事業費 22,464,505 円

更生保護女性会
総会、社会を明るくする大会、研修旅行等へ
の協力支援

老人クラブ連合会
総会、県・会主催事業（囲碁将棋大会、ｸﾞﾗｳ
ﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会、輪投げ大会）への協力支援

総会、会主催事業（研修旅行、新年研修、環
境美化等）、給食への協力支援・介護予防事
業への協力支援

母子保護連盟
総会、会主催事業（夏期生活学校等）協力支
援

身体障がい者自立更生会

１１.各種福祉団体支援

総会、県・町主催事業(春、秋の研修旅行)へ
の協力支援

団　体　名 支　援　内　容

　　　　・総合相談延件数

　　　　・高齢者虐待通報・相談件数

　　　　・処遇困難事例　

　　　　・消費者被害相談　

　　　　・成年後見　

知的障がい児（者）親の会

遺　族　会

平成２５年度　吉岡町地域包括支援センター（特別会計）事業報告書

　(1) 総合相談支援・権利擁護業務　　　　　

　(2) 包括的・継続的ケアマネジメント業務

　　　　・ケアマネ支援

　　　　・支援事業(研修会等)実施 

        ・事業所把握

        ・延べ参加人数

　(3) 介護予防関系ケアマネジメント業務

　　　　・要支援者延人数

　　　　・予防プラン作成延件数

　　　　　　(委託件数)

        ・  要介護認定調査委託件数

　(4) 二次予防事業業務

        ・  二次予防対象者把握人数

　　　　・実施回数

        ・  プラン作成数

  (6)  講演会等の開催

      　・  認知症サポーター養成講座

      　・ 消費者被害予防啓発・講演　　

      　・ サロン、筋トレ会場出前講座

ボランティア協会

      　・ 熱中症予防ミニ講座

                              （平成25年4月1日～平成26年3月31日）

会議開催等への協力支援

総会、護国神社（みたま祭・例大祭）、研修
旅行、県戦没者追悼式への協力支援
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　　　　高齢化社会、核家族が進むなか、高齢者及び障がい者等援護を必要とする者への地域ぐるみの
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　　　　身体・知的・精神障がい児・者とその家族を対象に、障がい児・者交流事業を実施することで、五

　　　感を通して楽しさを感じ、交流や仲間づくりの場となることを目的とするとともに、また、広く町民
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      介護予防に係る各種サービスを提供することにより、自立生活の助長を図り、もって在宅福祉
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