
社会福祉事業　　地域福祉事業拠点区分

１．法人運営事業サービス区分

1.)会員加入状況

年　度 世帯数
一般会員
世帯数

一般会員
納入金額

納入割合

平成２８年度 7,411 5,784 5,784,000円 78.0%
平成２９年度 7,624 5,822 5,822,000円 76.4%
平成３０年度 7,809 5,907 5,907,000円 75.6%

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２８年度 ４２人 210,000円 ２４法人 170,000円 ３団体 70,000円
平成２９年度 ４０人 200,000円 ２４法人 165,000円 ３団体 70,000円
平成３０年度 ４３人 220,000円 ２５法人 130,000円 ２団体 60,000円

2.)役員会・評議員会開催状況
役員会

開催年月日 出席数 定数

議案第1号　吉岡町社会福祉協議会常務理事の選任について
議案第2号　吉岡町社会福祉協議会評議員の推薦について
議案第3号　吉岡町社会福祉協議会評議員選任解任委員会委員の選
　　　　　 任について
議案第4号　吉岡町社会福祉協議会苦情対応第三者委員の選任につ
　　　　　 いて
議案第5号　吉岡町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の招集
　　　　　 日程について
議案第1号　平成29年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出補正予算
　　　　　 （決算月）について
議案第2号　平成29年度吉岡町社会福祉協議会事業報告認定につい
　　　　　 て
議案第3号　平成29年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出決算認定に
　　　　　 ついて
議案第4号　社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会評議員会の招集
        　 日程について　
議案第1号　社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会事務処理規程の
　　　　　 一部改正について
議案第2号　社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会事務局職員就業
　　　　　 規則の一部改正について
議案第3号　平成30年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出補正予算
　　　　　 （第1号）について
議案第4号　社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会評議員会の招集
　　　　　 日程について
議案第1号　社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会事務局職員の給与
　　　　　 規程の一部改正について
議案第2号　平成30年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出補正予算
　 　　　　（第2号）について
議案第3号　社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会評議員会の招集
　 　　　　日程について
議案第1号　社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会定款変更について
議案第2号　平成30年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出補正予算
 　　　　　（第3号）について
議案第3号　平成31年度吉岡町社会福祉協議会事業計画（案）につ
　　　 　　いて
議案第4号　平成31年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出予算（案）
　 　　　　について
議案第5号　社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会評議員会の招集
　　　　　 日程について

            平成３０年度　吉岡町社会福祉協議会　事業報告書
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

議　　　題

30. 4. 2 9 10

30. 5.15 10 10

30. 9.11 8 9

30.12.11 9 9

31. 2.28 9 9
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評議員会
開催年月日 出席数 定数

議案第1号　平成29年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出補正予算
　　　　　 （決算月）について
議案第2号　平成29年度吉岡町社会福祉協議会事業報告認定につい
　 　　　　て
議案第3号　平成29年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出決算認定に
　 　　　　ついて
議案第1号　平成30年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出補正予算
　　 　　　（第1号）について
議案第1号　平成30年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出補正予算
　 　　　　（第2号）について
議案第1号　社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会役員の選任につ
　　 　　　いて
議案第2号　社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会定款変更について
議案第3号　平成30年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出補正予算
 　　　　　（第3号）について
議案第4号　平成31年度吉岡町社会福祉協議会事業計画（案）につ
 　　　　　いて
議案第5号　平成31年度吉岡町社会福祉協議会歳入歳出予算（案）
 　　　　　について

２．地域福祉事業サービス区分

1.)福祉ネットワ－ク推進事業
　(1) 事業概要

　　　　超高齢社会、核家族が進む中、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

      援護システム作りを目的とし、各自治会単位で交流事業や見守り活動を実施した。

　(2) 事業結果

     ①助成金

       吉岡町13自治会に対し平成30年度活動助成金支出

　　 ②福祉ネットワーク連絡協議会視察研修

　　 　・実施日　　平成３０年９月４日（火）

　　　 ・会場　　　埼玉県羽生市社会福祉協議会

　　　 ・参加人数　２２人

　 　　・内容　　　社協における生活支援体制整備事業の状況について

　　 ③福祉ネットワーク連絡協議会会議

　　　 ・実施日　　平成３０年１２月２０日（木）

　　 　・会場　　　吉岡町老人福祉センター

　 　　・参加人数　１２人

　 　　・内容　　　各自治会の福祉ネットワーク事業の実施状況について

　　　　　　　　　 福祉ネットワーク事業の在り方について

会費収入 1,491,501 円

町補助金収入 520,000 円

事業費 2,011,501 円

2.)社会を明るくする大会
　(1) 事業概要

　　　　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ことを目的に実施した。

　(2) 事業結果

  　 ・実施日　　平成３０年７月２日

     ・会場 　　町内

     ・内容 　 ア．町長へ法務省提唱のメッセージ伝達

　　　　　　   イ．広報車による宣伝活動

　　　　　　   ウ．街頭宣伝活動　「薬物乱用防止」に関する物品配付

     ・参加人数　　５８人　 会費収入 54,635 円

事業費 54,635 円

30. 9.27 19 20

30.12.20 17 20

議　　　題

20

31. 3.20 17 20

30. 5.31 18
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3.)障がい児・者交流事業
　(1) 事業概要

　　　　町内在住、在勤で身体・知的・精神障がい児・者とその家族を対象に、交流を図り、仲間づ

　　　くりの場となることを目的に実施した。

　(2) 事業結果

     ・実施日　　 平成３０年１０月２７日

     ・会場　　　 吉岡町老人福祉センター

     ・参加人数　 ３４人、 付添者６人、 手話通訳者２人

     ・内容　　　 ハロウィンパーティー 会費収入 19,901 円

事業費 19,901 円

4.)ボランティア育成活動推進事業

  (1) 事業概要

　　　　住民の福祉の向上を目指し、ボランティア活動の充実と地域社会の福祉を推進するために、

    　ボランティアの育成・活性化の推進、そして、団体の活動が一層主体性を活かせるように協力

　　　した。

　(2) 事業結果

　　①ボランティア活動保険助成事業

　　　・保険加入者数　　１９２人（１人当たり保険料 ３５０円）

　　②ボランティアポイント制度

　　　・制度利用者数　　２００人

　　　・表彰者数　　　　　５１人

　　③ボランティア交流会

　　　・実施日　　　　平成３１年３月６日

　　　・会場　　　　　吉岡町地域福祉交流施設（ROBAROBA）

　　　・参加人数　　　１５人

　　　・内容　　　　　移送・配食ボランティア交流会

　　④ボランティア協会団体助成金 町補助金収入 357,314 円

手数料収入 19,300 円

事業費 376,614 円

5.)シルバーカー購入費補助金交付事業
  (1) 事業概要

　(2) 事業結果

    ・交付決定者　　　５人 会費収入 25,000 円

事業費 25,000 円

　　　　高齢者の交通事故防止や振り込め詐欺、悪質商法被害等から高齢者を守ることを目的とした

　　　講話を実施した。

　(2) 事業結果

　　・実施日　　　　平成３０年１１月５日（月）

　　・会場　　　　　吉岡町老人福祉センター　　　　　

　　・参加人数　　　７３人

　　・内容　　　　　７０歳以上の運転者の運転免許更新について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　会費収入　　12,840 円

事業費　　　12,840 円

7.)老人福祉センター開放事業　
  (1) 事業概要

         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、地域住民が

       気軽に参加できる事業を行うことにより、コミュニケーションが図られ、より良い吉岡町を

　     創造して行くことを目的に実施した。

  (2) 事業結果

会費収入 20,000 円

事業費 20,000 円

　　 　 高齢者の歩行の補助としてシルバーカーを購入した場合、購入費の一部を補助し、費用負

      担の軽減と日常生活の利便を図ることを目的とした。

     ４教室　 　57人参加

6.）高齢者交通安全活動推進事業

　(1) 事業概要
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8.）福祉バザー
  (1) 事業概要

　　　　住民が福祉について考え、理解し、より良いまちづくりの実現へとつなげていくことを目的

　　　に福祉バザーを実施し、収益金を団体への助成や災害義援金として活用した。

  (2) 事業結果

　　 ・実施日　　　　平成３０年１２月２日

　　 ・会場　　　　　吉岡町老人福祉センター

　　 ・協力者数　　　４４人

　　 ・来場者数　　　２０３人

     ・寄付物品　　　１，４１４点

　　 ・売上金等　　　200,666円

　　 ・募金　　　　　　4,435円 会費収入 39,410 円

事業費 39,410 円

     ・団体助成金　　　１４団体　　　　　　　　　　　　65,000 円

　　 ・平成３０年度北海道胆振東部地震災害義援金　　　　70,050 円

　　 ・平成３０年７月豪雨災害義援金　　　　　　　　　　70,051 円

寄付金収入 205,101 円

事業費 205,101 円

9.)職員出前講座

  (1) 事業概要

　　　　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

　　　生かした講座を行った。

　(2) 事業結果

　　・実施会場　　　　　　１２会場

　　・参加延人数　　　　１６２人

10.)認知症カフェ事業　
  (1) 事業概要

        認知症の方やその家族、地域住民誰もが気軽に集い、楽しいひと時を過ごせるよう地域のボ

      ランティアの協力による「元気になるカフェ」を実施した。また、ボランティア（ささえ隊・

　　　もてなし隊）を対象とした意見交換のための会議や勉強会、認知症サポーターキッズを対象と

　　　したカフェお手伝い体験を実施して、カフェの充実を図った。

  (2) 事業結果

　　 ①デイサービスＪＡげんき喫茶室

　　４８回 　毎週木曜日　午前１０時から１２時まで開設

　　　・参加延人数　　　　　　　８８５人

　　  ・ボランティア延人数　　　２１３人

　　 ②よしおか ＲＯＢＡＲＯＢＡ（地域福祉交流施設）

　４８回 　毎週木曜日　午前１０時から１２時まで開設

　　　・参加延人数　　　　　１，３２８人

　　  ・ボランティア延人数　　　２２６人

　　 ③ささえ隊会議

　　　・実施日　　　平成３０年６月３０日

　　　・会場　　　　よしおかＲＯＢＡＲＯＢＡ

　　　・参加人数　　２５人

　　 ④元気になるカフェボランティア講演会及び交流会

　　　・実施日　　　平成３０年１２月１７日

　　　・会場　　　　いこいの家八幡大広間

　　　・参加人数　　３３人

　　 ⑤夏休み！元気になるカフェ お手伝い体験企画（小学５年生～中学３年生）

　　　・実施日　　　３回（８月２日、９日、２３日）

　　　・参加延人数　８人 積立資産取崩収入　　　209,969 円（介護保険基金）

事業費　　　　　　　　209,969 円

　　　・実施回数　

  (3) 収益金の活用

　　　・実施回数　
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11.)移送サービス事業
  (1) 事業概要

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

      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

      継続を目的に移送サービスを実施した。

  (2) 事業結果

年度 登録人数 利用人数 利用延回数 利用券販売額

平成３０年度  ３２人 　２０人 ２６０回 93,000 円

移送サービス事業収入　 78,000 円

事業費　　　　 　　　　72,300 円

12.)福祉車両貸出事業
  (1) 事業概要

　　　 高齢又は障がい等により歩行が困難な方で車椅子を必要とする方に、リフト付自動車を貸出

     した。通院や買い物など日常生活の利便性を図ると共に、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した。

  (2) 事業結果

　　・貸出件数 ２３件 福祉車両貸出事業収入　　7,440 円

事業費　　　　　　　　　7,440 円

13.)福祉機器及び器具備品等貸出事業
  (1) 事業概要

　　　 福祉機器は、高齢者や身体に障がいのある方及び傷病のため自宅にて療養中の方へ貸出し、

　　 器具備品は、自治会及び自治会に属する団体や福祉団体又は地域活動やボランティア活動を

     目的とするグループへ貸出しを行った。

  (2) 事業結果

　　・福祉機器 ２５件

　　・器具備品等 １６件 会費収入　　 3,240 円

事業費 3,240 円

14.)日常生活自立支援事業
  (1) 事業概要

　(2) 事業結果

    ・契約者 １５人 町補助金収入 17,375 円

  　・利用料助成対象者 ９人 事業費 17,375 円

15.)生活福祉資金貸付事業
  (1)  事業概要

　　　　低所得世帯、障がい者世帯及び高齢者世帯に対し、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた

      資金の貸付と相談支援を行うことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会

      参加を図り、その世帯の安定した生活を確保することを目的とし、事業を実施した。

　(2)  事業結果

　　・新規貸付 　　 ４人

　　・平成30年度末貸付世帯数　１２世帯　内訳 　総合支援資金　　　　　　２　世帯

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　福祉資金　　　　　　　　２　世帯　

　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育支援資金　　　　　　５　世帯

　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要保護世帯向け不動産　　０　世帯

　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緊急小口資金            ４　世帯

　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　１３　世帯　

県社協受託金収益　　　116,000 円

前期末支払資金残高 　 　　269 円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　　　　　　　　116,269 円

　　 　 認知症高齢者や知的障がい及び精神障がい等により判断能力が不十分な方が地域において自

      立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用の支援、日常的な金銭管理、お預かりサービス

　　　を行った。
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３．共同募金配分金事業サービス区分

１.)一般募金事業（一般募金配分事業）

      新入学児童に置き傘を贈呈した。　

  (2) 事業結果

明治小学校 　１２１本 （内５本予備）

駒寄小学校 １１４本 （内５本予備）

共同募金配分金収入　　241,110 円

事業費    　　　　　　241,110 円

2.)歳末たすけあい募金配分金事業（地域福祉関連）
  ①ふれあい・いきいきサロン推進事業　

  (1) 事業概要

        地域の中で孤独・閉じこもりがちな高齢者、子育て中の親子、障がい者や弱者などをつくらな

　　　いという地域福祉の充実を図るため、福祉ネットワ－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・自発的に行う交流事業に活動費の助成、外出支援や

　　　交流会を行った。

  (2) 事業結果

　　 ①運営・整備補助金交付

　　 　平成３１年３月末現在　　・高齢者サロン　２９会場　 　・子育てサロン　１会場

　　　　 　　　　　　　　　　　・共生型（複合型）サロン　１会場　　　  合計３１会場

   　②外出支援

　  　・実施会場　　　１８会場　

　  　・参加人数　　　２８１人

　　 ③助けあいの町づくりサロン

　  　・実施回数　　　３回

　  　・会場　　　　　吉岡町老人福祉センター

　　  ・参加人数　　　１３６人（２４サロン）

共同募金配分金収入　　815,788円

事業費                815,788円

  ②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、更に対象者の安否確認と地域社会との交流

     を深めることを目的に実施した。

  (2)利用対象者

　　　 概ね６５歳以上のひとり暮らし高齢者及び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 利用者数 実施日数 延べ食数 利用券販売額

平成２８年度 ３３人 ２４３日 ４，８２３食 1,387,200円

平成２９年度 ３９人 ２４４日 ５，２６１食 1,480,200円

平成３０年度 ３９人 ２４４日 ４，６０８食 1,290,000円

共同募金配分金収入　　497,729 円

負担金収入　　　　　1,382,400 円

事業費　　　　　　　1,880,129 円

  ③歳末時期事業

  (1) 事業概要

        福祉ネットワークの調査から上がってきた、ひとり暮らし高齢者、障がい者、及び高齢者

　　　二人世帯を対象とし、年末年始にボランティア協会の協力を得て、地域住民からの声かけと

　　　見守りにより、慰労と安否確認を行った。

  (2) 事業結果

　　・実施日　　　平成３０年１２月２９日

　　・対象者数　　５７人

　　・内容　　　　年越しセットの配食　　 共同募金配分金収入　　155,912 円

事業費　　　　　　　　155,912 円

　　　　新入学児童

  ①児童・少年活動事業

  (1) 事業概要

  (1)事業概要
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　　・実施日　　　平成３１年１月４日

　　・対象者数　　５３人

　　・内容　　非常食セットの配布（新年安否確認） 共同募金配分金収入 　　94,414 円

事業費　　　　　　　　 94,414 円

  ④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、安心して生活できるように弁護士

　　　による無料の法律相談所を開設した。

  (2) 事業結果

　　・開設日　　　毎月第２木曜日（年１２回）

　  ・相談時間　　午後１時３０分～４時の間　　１人３０分

　　・相談員　　　群馬弁護士会所属の弁護士

　　・相談件数　　５３件

　　・相談内訳

　　　ア 家族について 　１１件 オ 生計について　 　　　 ３件
　　　イ 財産について 　１０件 カ 離婚について　　 　　 ２件
　　　ウ 人権・法律について　１０件 キ その他　　　 　　 　１３件

　　　エ 住宅について 　　４件

　　　　　　　　 合計　５３件　

共同募金配分金収入　　361,692 円

事業費　　　　　　　　361,692 円

  ⑤情報提供（社協だより発行）　

  (1) 事業概要

　　　　地域住民に広く当協議会事業の周知及び社会福祉に対する啓発を目的に広報を発行した。

  (2) 事業結果

　　　・発行回数　　　　　　　　３回

　　　・発行部数　　　２３，８５４部 共同募金配分金収入　 425,668 円

事業費　　　　　　　 425,668 円

  ⑥家族介護者交流事業

  (1) 事業概要

　　　　家庭で介護をしている介護者を対象に、同じ立場である介護者同士が集い、介護の悩みや心配

　　　ごとを話し合うことで、リフレッシュを図るための交流会を開催した。

  (2) 事業結果

　　　・実施回数　　　２回

　　　・会場　　　　　地域福祉交流施設（ROBAROBA） 共同募金配分金収入　　33,165 円　　　

　　　・参加延人数　　２９人 負担金収入　　　 　　　8,700 円

事業費　　　　　　　　41,865 円

　⑦学童クラブ図書事業

     　学童クラブ６か所において、図書の充実を図った。　

  (2) 事業結果

　　　　子ども新聞、本、ＤＶＤの購入。 共同募金配分金収入　　 66,836 円

事業費　　　　 　　　　66,836 円

　⑧避難訓練事業

  (1) 事業概要

　　　　自治会で行われる避難訓練に合わせてボランティア協会の協力の下、炊き出し訓練を実施し、

　　　　災害発生時に備えると共に防災倉庫内の防災用品の拡充を図り、いざという時に活用できる

　　　　ように、二つ折担架、毛布及び簡易トイレ等を自治会へ寄贈した。

  (2) 事業結果

　　　・実施日　　平成３０年１１月１８日（日）　　下野田自治会

共同募金配分金収入　  118,540 円

事業費　　　　　　　　118,540 円

  (1) 事業概要
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４．受託事業サービス区分

1.)敬老福祉大会
　(1) 事業概要

　　　　町内の高齢者を一堂に招待し、多年の労をねぎらい長寿を祝福すると共に、結婚５０周年を迎

　　　えられたご夫婦に金婚祝を実施した。

　(2) 事業結果

　　 ・実施日　　　 平成３０年９月１７日 (月) 「敬老の日」

　　 ・会場　　　　 吉岡町文化センター

　　 ・参加人数　　 表彰者・招待者　　３２６人 町受託金収入 845,281 円

事業費 845,281 円

2.)ひとり暮らし保養事業
  (1)  事業概要

         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

　　　 で生活できるよう支援することを目的として実施した。

  (2) 事業結果

　　 ・実施日　　　平成３０年１０月４日

　　 ・会場　　　　太田市運動公園市民体育館

　　 ・参加人数　　ひとり暮らし高齢者　５４人、協力民生委員及び引率者等　３３人

　　 ・内容　　　　大相撲秋巡業「太田場所」観戦 町受託金収入　   　　　488,581 円

負担金収入　　　　　　 327,000 円

事業費　　　　　　　　 815,581 円

3.)意思疎通支援事業（手話奉仕員養成講座・基礎課程）
　(1) 事業概要

　　　　障害者福祉の基礎、聴覚障害者活動及び関連する福祉制度等についての知識と日常会話を行う

　　　のに必要な手話表現技術を取得した手話奉仕員を養成するため、厚生労働省の手話奉仕員養成講

　　　座（新）基礎課程カリキュラムに基づき開催した。

  (2) 事業結果

　　 ・実施日　　平成３０年５月８日～平成３０年１１月６日　毎週火曜日　全２６回

　 　・会場　　　吉岡町老人福祉センター

　 　・受講者　　１１人 町受託金収入 322,358 円

事業費 322,358 円

4.)障がい者のつどい事業
　(1) 事業概要

　　　　吉岡町に在住する障がいのある方もない方もが、一緒になって音楽を通じて交流を図ることを

　　　目的として実施した。

  (2) 事業結果

　 　 新春コンサート２０１９　～ 音楽っていいな ～

　　  ・実施日　　　平成３１年１月２０日

　  　・会場　　　　吉岡町文化センター 町受託金収入 60,000 円

　 　 ・参加人数　　３５４人 会費収入 104,257 円

事業費 164,257 円
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5.)介護予防・日常生活支援総合事業
 ①一般介護予防事業
　(1) 事業概要

　　　　６５歳以上の方及びその支援のための活動に係わる方を対象に、介護状態にならないように、

      　また、介護状態になった場合でも、それ以上に悪化させないための介護予防事業を実施した。

　(2) 事業結果

　　①介護予防・普及啓発事業

　　 　「社協だより」「老人福祉センターだより」「社協ホームページ」に事業の開催について掲載

　　　した。また、各種福祉団体等にも介護予防事業の普及啓発を行った。

　　　　◎老人福祉センターにおける介護予防教室　　　◎老人福祉センターにおける介護予防教室

　　　　　町内の６５歳以上の全ての方を対象とし、専門職種（健康運動指導士）による運動教室を

　　　　継続的に開催し、日常生活の安定と健康維持、高齢者同士の交流活動を目的に実施した。

はつらつ体操 げんきアップ体操 ずーと食べ体操

 実施回数 　　２４回 　　　２４回 　　　１８回

 参加延人数 　６５８人 　　４６４人 　　４１８人

　　　◎町民対象とした介護予防事業

　　　　体力測定会

　　　　・実施日 　　　平成３０年７月９日（月） ・会場 　　老人福祉センター

　　　　・参加人数　 　２３人 ・内容 　　身長、体重、握力外４項目

　　　　貯筋運動

　　　　・実施回数　 　２回 ・会場 　　老人福祉センター

　　　　・参加延人数　 ６０人 ・内容 　　「貯筋運動」座位・立位ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
　　②地域介護予防活動支援事業

　　　◎地域筋力トレーニング（※鬼石モデル筋力トレーニング実施）

　　　　町内　　　　１９か所

　　　◎社協職員による介護予防 出前講座

　　　　・実施回数　　　４回　　 ・参加延人数　　３８人
　　　◎歯科医師によるオーラルフレイル（口腔機能の衰え）予防

　　　　・実施回数　　　５回　 ・参加延人数　　７１人

町受託金収入 281,862 円

事業費 281,862 円

6.)地域支援事業・包括的支援・任意事業
 ①生活支援体制整備事業
　(1) 事業概要

　　　　総合事業を行うため、高齢者の生活支援サービスを担う事業主体と連携をしながら、支援体制の

　　　充実、強化を図ると共に、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とし、事業を

　　　実施した。

　(2) 事業結果

　　　協議体勉強会

　　　・実施日　　　平成３０年８月９日（木） ・会場　　　吉岡町役場

　　　・参加人数　　９２人

　　　・内容　　　　地域の助け合い活動の創出に向けた勉強会

　　　助けあいの町づくりサロン運営協力　　協力回数　３回

　　　地域資源把握

　　　　　コーディネーターによる地域の社会資源の現状把握を実施。

　　　　　町内の筋トレ・サロン会場（２０会場）に出向き、現在の活動状況を確認。

　　　　　また、参加者に生活課題や地域内の困りごと等の聞き取り調査を実施。

町受託金収入 1,206,621 円

事業費 1,206,621 円

 ②認知症サポーター養成講座
　(1) 事業概要

　　　　地域住民や企業、小学校４年生等を対象に、講座・啓発を通して認知症についての正しい知識を

      学び、地域で認知症の人を見守ることで、認知症の人やその家族が地域で安心して暮らしていける

      地域づくりを目指すことを目的に講座を実施した。
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　(2) 事業結果

　　①養成講座

　　　　実施回数　３回　　　　参加延人数　　　  ２３７人

　　②ステッカー配布　　　　　個人　５人　　　企業　０社

町受託金収入 86,715 円

事業費 86,715 円

５．善意銀行貸付事業サービス区分
  (1) 事業概要

　　　  低所得世帯の一時的な生活費や医療費等の生活資金の支出困難者に対して、必要な資金

　　　の貸付けを行い、低所得世帯の更生と福祉の増進を図ることを目的とし、事業を実施した。

  (2) 事業結果

　　 ・貸　付 ０件 　　0 円 ・返済金 現年度分       0 円

　 　・援護費　　行旅人 １件 　　　　 　500 円 過年度分  10,000 円

　　 ・火災見舞金 ０件   0 円 　    ・平成30年度不納欠損額  　 　0 円

　　 ・平成30年度末貸付残高　 １件  　15,000 円

６．退職手当積立金事業サービス区分
  (1) 事業概要

　　　  全国社会福祉団体職員退職手当基金制度に退職積立金を行う。

  (2) 事業結果

　　　① 加入職員数　：　１２人

　　　② 掛金合計　　：　32,476,530円（平成３１年３月３１日現在）

７．老人福祉センター指定管理事業サービス区分

  老人福祉センタ－管理状況

   (1)利用状況　

年度 年間利用者数 年間開所日数 一日平均 利用料 備考

22,062人 ２７８日 79.3人

(14,372人) （２４５日） （58.6人）

22,213人 ２５７日 86.4人

(14,245人) （２２３日） （64.2人）

18,515人 ２７８日 66.6人

(12,743人) （２４６日） （51.8人）

 （　　）内は入浴利用者数 前期末支払資金残高 3,109,455 円

町受託金収入 16,007,000 円

利用料外収入 329,800 円

事業費 17,811,123 円

８.学童クラブ指定管理事業サービス区分
  (1) 事業概要

　　　　平成２３年４月以降、町から指定管理を受けた学童クラブの管理状況は下表のとおりとなった。

  (2) 事業結果(平成30年4月～平成31年3月)

支援の単位 年間開所日数 年間利用児童数 一日平均

Ａ 290日 7,105人 24人
Ｂ 240日 6,449人 26人

　明治第２学童クラブ 239日 3,704人 　　15人
Ａ 257日 7,244人 28人
Ｂ 226日 7,206人 31人
Ａ 243日 7,329人 30人
Ｂ 226日 7,154人 31人
Ａ 252日 7,090人 28人
Ｂ 231日 5,939人 25人
Ａ 244日 5,084人 20人
Ｂ 221日 4,558人 20人

町受託金収入 16,313,653 円

学童保育料収入 23,749,000 円

事業費 40,062,653 円

    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２８年度 7,400円 年間

平成２９年度 29,800円 年間

平成３０年度 17,800円 年間

学童クラブ名

　明治学童クラブ

　駒寄第１学童クラブ

　駒寄第２学童クラブ

　駒寄第３学童クラブ

　中央学童クラブ

年度 契約者 要介護1    要介護2    要介護3   要介護4   要介護5 報酬累計21年度 30       4         6          6        8      6      360,000円年度 契約者 要介護1    要介護2    要介護3   要介護4   要介護5 報酬累計21年度 30       4         6          6        8      6      360,000円
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９．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日から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　　　　5,752世帯　　　2,301,000円    　納入率　72.7 %

　　　・学校、イベント募金等　　 　　　 　90,336円

　　　　　合計　　　　　　　　　　　　 2,391,336円

  2) 歳末たすけあい募金　

　　　　１２月１日から町内全世帯(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、募金趣旨の啓発と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、

　　　更に民生児童委員・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　　　　5,700世帯　　　1,710,000円       納入率　71.9 %

　　　・法人募金　　　　　275法人　　　1,336,000円

　　　・団体募金    　　　　1団体　　　　 30,000円

　　　・個人募金            3人　　　　　 20,000円

　　　・イベント募金等 　　　　　 　　 　168,755円

　　　　合　計　　　　　　　　　　　　 3,264,755円

 3) 支会運営委員会（Ｈ24. 8.17 設立）
  (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) 運営委員会開催状況

開催年月日

運営委員の選任について

正副会長の選任について

監事の選任について

平成３０年度 共同募金地域配分基準の制定について

平成３０年度 吉岡町支会共同募金推進計画について

30. 9.11 平成３０年度 共同募金運動実施について

平成３０年度 共同募金配分申請書の審査について

平成３０年度 吉岡町支会共同募金推進計画の変更について

10．吉岡町民生委員児童委員協議会
　　　　平成２７年４月、町から事務局が移管された。民生委員児童委員協議会の主な活動状況は以下の

　　　とおりだった。

　　　・毎月１回　　役員会、定例会、子育てサロンよしおか開催。

　　　・視察研修　　平成３０年　６月１９日　茨城県立茨城学園　　

　　　　 　　　　　 平成３０年１０月２３日～２４日　福島県会津若松市

　　　・各種研修会（県、渋川市）に参加

11.各種福祉団体支援

会員数 補助金額

９１人 ０円

５８１人 １９０，７９８円

１４１人 ２２０，０００円

１５人 ０円

　　３０人 ７２，０００円

６人 １８，０００円

１１７人 １１４，０００円

身体障がい者自立更生会
総会、県・町主催事業(秋の研修旅行)への協力
支援

　　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　　題

30. 5.25

31. 2.28

団　体　名 支　援　内　容

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（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会、輪投
げ大会）への協力支援

知的障がい児（者）親の会 会議開催等への協力支援

遺　族　会
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

ボランティア協会
総会、会主催事業（研修旅行、新年研修、環境
美化等）、町内小学２校家庭科協力、給食への

協力支援・福祉バザーへの協力

母子保護連盟 総会、会主催事業への協力支援
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社会福祉事業　　介護保険事業拠点区分

１．介護保険事業サービス区分

1.)居宅介護サービス
　(1) 事業概要

　　 　  ホームヘルパーが障がいのある方の居宅に訪問し、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、

   　  洗濯、掃除等の家事を行う、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス。

　(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 居宅介護給付費

平成28年度 1,018回  956.25ｈ  1,861,241円
平成29年度 680回  722.5ｈ  1,346,102円
平成30年度 699回  771.0ｈ 1,431,952円

2.)訪問介護事業
　(1)  事業概要

　　　　ホームヘルパーが利用者の居宅に訪問し、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除

　　　等の家事を行う、介護保険法に基づくサービス。

　(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28年度 347人 4,877.50h 477.50h 3,620.00h  780.00h 14,089,365円
平成29年度 405人 5,776.50h 527.00h 3,963.00h  1,286.50h 16,949,284円
平成30年度 376人 5,122.75h 549.50h 3,320.00h  1,253.25h 15,558,998円

　　　介護予防・日常生活支援総合事業集計表

年度 人数 訪問時間 報酬総額

平成28年度 174人 980.00h 3,119,063円
平成29年度 257人 1,564.75h 5,121,695円
平成30年度 231人 1,268.00h 4,217,891円

3.)吉岡町移動支援事業
　(1)  事業概要

　　　　ホームヘルパーが居宅に訪問し、屋外での移動に困難がある障がい者に対して、外出のため

　　　の支援を行う、吉岡町が実施主体の事業。

　(2)  事業結果

　　　移動支援事業集計表

年度 人数 訪問時間 町負担額

平成30年度 1人 10h 46,000円

事業活動による収入　　21,254,841 円

総事業費　　　　　　　21,113,188 円

公益事業　生活困窮者自立相談支援事業拠点区分

１.生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

　(1) 事業概要

　　　　平成２８年、県社協からの委託事業として、県内８町村社協に相談支援員が配置された。

　　　　生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援

　　　事業の実施やその他の支援を実施した。

　(2) 事業結果

年度 電話相談 面談 訪問同行支援 他機関と会議 電話照会 その他

平成３０年度 ５９件 ６０回 １９件 １３回 １９３件 １件

県社協受託金収入　　4,468,000 円

事業費　　　　　　  4,468,000 円
年度 契約者 要介護1    要介護2    要介護3   要介護4   要介護5 報酬累計21年度 30       4         6          6        8      6      360,000円年度 契約者 要介護1    要介護2    要介護3   要介護4   要介護5 報酬累計21年度 30       4         6          6        8      6      360,000円
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公益事業  地域包括支援センター事業拠点区分

１.地域包括支援センター事業サービス区分

　(1) 総合相談支援・権利擁護業務

　　　・利用者基本情報新規作成件数 135 件

　　　・総合相談延件数 2,969 件

　　　・高齢者虐待通報・相談件数 12 件

　　　・成年後見　 11 件

　　　・消費者被害 2 件

　(2) 包括的・継続的ケアマネジメント業務

　　　・ケアマネ支援 84 件

　　　・研修会 3 回

参加延人数 60 人

       ・事業所把握 11 件

　(3) 地域ケア会議

　　　・個別ケース 8 回

　(4) 在宅医療介護連携推進関係

　　　・会議への参加 14 回

　　　・医療看護介護連携フォーラムへの参加 1 回

　　　・講演会への参加 2 回

　　　・ケアマネサロンの協力 1 回

　　　・渋川地区退院調整ルール検討部会への参加 1 回

　　　・地域ケア会議 1 回

　(5) 認知症初期集中支援

　　　・対象者数 2 人

　(6) 生活支援体制整備関係

　　　・勉強会への参加 1 回

　　　・町づくりサロンへの参加 3 回

　(7) 介護予防支援業務関係

　　　・要支援者延人数 1,964 人

　　　・予防プラン作成延件数 885 件

　　　　（内 委託件数） 386 件

      ・無報酬プラン等作成件数 6 件

      ・要介護認定調査委託件数 1 件

　(8) 民児協での事例発表等

　　　・実施回数 12 回
　(9) 講演会等の開催

　　　・熱中症予防啓発 1 回　　参加人数　   93人

    　・サロン、筋トレ会場出前講座 6 回　　参加延人数　 62人
町受託金収入 22,280,267 円

介護報酬収入 3,913,500 円

雑収入 66,040 円

事業費 26,259,807 円

　(10) 地域支援事業（介護予防ケアマネジメント）

　　 　・基本チェックリスト実施人数 50 人
　　 　・総合事業プラン等作成件数 591 件
　　　　（内 事業対象者） 103 件
　　　　（内 委託延作成件数） 170 件
 　　　・生活機能の低下が疑われる人の実態把握 12 件

町受託金収入 3,158,775 円
介護報酬収入 2,675,500 円
事業費 5,834,275 円

年度 契約者 要介護1    要介護2    要介護3   要介護4   要介護5 報酬累計21年度 30       4         6          6        8      6      360,000円年度 契約者 要介護1    要介護2    要介護3   要介護4   要介護5 報酬累計21年度 30       4         6          6        8      6      360,000円

年度 契約者 要介護1    要介護2    要介護3   要介護4   要介護5 報酬累計21年度 30       4         6          6        8      6      360,000円年度 契約者 要介護1    要介護2    要介護3   要介護4   要介護5 報酬累計21年度 30       4         6          6        8      6      360,000円
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年度 契約者 要介護1    要介護2    要介護3   要介護4   要介護5 報酬累計21年度 30       4         6          6        8      6      360,000円年度 契約者 要介護1    要介護2    要介護3   要介護4   要介護5 報酬累計21年度 30       4         6          6        8      6      360,000円
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