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平成２８年度事業報告 (総括) 

 

 本会は地域の福祉力の向上を目指す民間の組織として、自らの基盤強化を図

りながら、次の１６の重点目標を掲げ事業を進めてきた。これにより、本会の

目指す、地域の住民やボランティア、福祉・保健等の関係者や行政機関の協力

を得て、住民の福祉ニーズに対応し、だれもが安心して暮らせる町づくりの実

現に努めてきた。 

従前より取り組んできた地域福祉フォーラムの導入については、本年度新

たに岩山地区社協が取り組みを開始し、すでに地域福祉フォーラムを取り入れ

た菱田地区社協は、その活動を評価され昨年度に続き本年度も印旛地区の地域

福祉フォーラムブロック別研修会の事例発表を務めた。地域福祉フォーラムの

導入が地区社協活動活発化の起爆剤となっていることは間違いなく、今後も町

内全ての地区社協での導入を目指し、引き続き取り組んでいく。また、医療・

介護予防・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築に向けて

組織された町生活支援等サービス協議体の運営を新たに受託し、その運営に取

り組んだ。なお、本年度が最終年度であった福祉センター並びに福祉作業所運

営の指定管理について、再度指定を受けることができた。これは、今までの経

営努力が認められた結果であり、これからも経営の更なる効率化や利用者の利

便性・満足度の向上を図っていく。 

 

『重点目標』 

① 地域ぐるみ福祉事業の推進 

② 在宅福祉サービスの推進 

③ 地区社会福祉協議会の活動促進 

④ ホームヘルパー派遣事業の推進 

⑤ 福祉作業所の円滑運営 

⑥ 福祉センター「やすらぎの里」の円滑運営 

⑦ 屋内ゲートボール場「すぱーく芝山」の円滑運営 

⑧ シルバー人材センターの円滑運営 

⑨ 児童福祉の推進 

⑩ ボランティアの発掘と活動の促進 

⑪ 町福祉資金の効果的運用ならびに生活福祉資金、臨時特例つなぎ資金等 

 制度融資事業の活用 

⑫ ふくし相談事業の推進 

⑬ 日常生活自立支援事業の円滑実施 

⑭ 身体障害者および母子家庭等の援護の推進 

⑮ 福祉サービスに関する苦情への対応・解決 

⑯ 法外援護活動の推進 
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１．運営管理 
 

(1) 会  議 

 

《理事会》 

 

（第１回） 

期 日  ５月２５日（水） 

会 場  福祉センター「やすらぎの里」ボランティア室 

出席者  理事１０名（内、会議表決書提出による出席３名）、監事１名 

議 案 

第１号議案  新規事業（芝山町生活支援等サービス協議体事業）の受託に

ついて 

第２号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会芝山町シルバー人材セ 

ンター会員配分金規約の改正について 

第３号議案  平成２７年度事業報告について 

第４号議案  平成２７年度収支決算について 

第５号議案  補欠評議員の選任について 

 

（第２回） 

期 日  ７月１９日（火） 

会 場  町役場南庁舎第２会議室 

出席者  理事１２名、監事２名 

議 案 

第１号議案  平成２８年度敬老会事業について 

 

（第３回） 

期 日 １２月１９日（月） 

会 場  福祉センター「やすらぎの里」ボランティア室 

出席者  理事７名（欠員４名）、監事２名 

議 案 

第１号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会定款変更(案)について 

第２号議案  被顕彰者の選考について 

 

（第４回） 

期 日 ３月２３日（木） 

会 場  福祉センター「やすらぎの里」ボランティア室 

出席者  理事７名（欠員４名）、監事２名 

議 案 

第１号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会評議員選任候補者の推 

薦及び解任の提案並びに理事・監事の選任に関する規程の制

定について 

第２号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会評議員・役員及び非常 

勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程の制定について 

第３号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会評議員選任・解任委員 

会運営細則の制定について 

第４号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会芝山町福祉カー「日テ  

レ号」貸出事業実施要綱の制定について 

第５号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会職員給与に関する規則 

改正(案)について 

第６号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会経理規程改正(案)につ  

いて 

第７号議案  平成２８年度資金収支補正予算(案)について 
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第８号議案  平成２９年度事業計画(案)について 

第９号議案  平成２９年度資金収支当初予算(案)について 

第10号議案  評議員選任・解任委員の選任について 

第11号議案  評議員選任候補者の選定について 

 

《評議員会》 

 

（第１回） 

期 日  ５月２７日（金） 

会 場  福祉センター「やすらぎの里」講習室 

出席者  評議員１５名、理事１名、監事１名 

議 案 

第１号議案  新規事業（芝山町生活支援等サービス協議体事業）の受託に

ついて 

第２号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会芝山町シルバー人材セ 

ンター会員配分金規約の改正について 

第３号議案  平成２７年度事業報告について 

第４号議案  平成２７年度収支決算について 

 

（第２回） 

期 日 １２月２２日（木） 

会 場  福祉センター「やすらぎの里」講習室 

出席者  評議員１９名（欠員３名）、理事１名 

議 案 

第１号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会定款変更(案)について 

 

（第３回） 

期 日  ３月２７日（月） 

会 場  福祉センター「やすらぎの里」講習室 

出席者  評議員１７名（欠員３名）、理事１名 

議 案 

第１号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会評議員選任候補者の推 

薦及び解任の提案並びに理事・監事の選任に関する規程の制

定について 

第２号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会評議員・役員及び非常 

勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程の制定について 

第３号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会評議員選任・解任委員 

会運営細則の制定について 

第４号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会芝山町福祉カー「日テ  

レ号」貸出事業実施要綱の制定について 

第５号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会職員給与に関する規則 

改正(案)について 

第６号議案  社会福祉法人芝山町社会福祉協議会経理規程改正(案)につ  

いて 

第７号議案  平成２８年度資金収支補正予算(案)について 

第８号議案  平成２９年度事業計画(案)について 

第９号議案  平成２９年度資金収支当初予算(案)について 

 

《監事会》 

 

期 日  ５月２０日（金） 

会 場  福祉センター「やすらぎの里」ボランティア室 

出席者  監事２名、理事１名 
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監査事項 

１．平成２７年度の事業内容及び理事の業務執行状況について 

２．平成２７年度収支決算について 

 

《評議員選任・解任委員会》 

期 日  ３月２８日（火） 

会 場  福祉センター「やすらぎの里」ボランティア室 

出席者  委員３名、理事１名、職員１名 

 

《その他の会議等》 

 

〔県社協関係〕 

 

５月１０日（火） 市町村地域福祉担当課長・社協事務局長会議 

                 県社会福祉センター、１名参加 

６月１４日（火） 市町村社協事務局長会総会 

県福祉センター、１名参加 

 ９月２３日（金） 地域福祉活動計画・地域福祉フォーラム推進会議 

           県社会福祉センター、１名参加 

１１月 ９日（水） 千葉県社会福祉大会・県民福祉セミナー 

千葉県文化会館、６名参加 

 

〔その他〕 

 

４月 ２日（土） 町保護司会・更生保護女性会総会 

町福祉センター、１名参加 

４月 ７日（木） 芝山中学校入学式 

          芝山中学校、１名参加 

４月 ８日（金） 芝山小学校入学式 

          芝山小学校、１名参加 

４月 ８日（金） 山武地域安全運転管理者協議会講習会 

山武市成東文化会館のぎくプラザ、１名参加 

４月１４日（木） 町区長会総会 

町役場南庁舎、３名参加 

４月２０日（水） 千葉社協職員連絡協議会三役会議 

県社会福祉センター、１名参加 

４月２７日（水） 民生委員児童委員協議会総会 

町役場南庁舎、１名参加 

５月１３日（金） 町身体障害者福祉会定例総会 

町福祉センター、２名参加 

５月２４日（火） 千葉社協職員連絡協議会役員会 

県社会福祉センター、１名参加 

５月２６日（木） 民生委員推薦会 

          町役場南庁舎、２名参加 

５月２６日（木） 町手をつなぐ親の会総会 

町役場、１名参加 

 

６月 ７日（火） 山武健康福祉センター・中核地域生活支援センター山武圏

域連絡調整会議 

          山武市山武市成東老人福祉センター、１名参加 

６月１３日（月） 民生委員推薦会 

          町役場南庁舎、２名参加 
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６月１３日（金） 千葉社協職員連絡協議会代議員会 

県社会福祉センター、２名参加 

６月１３日（金） 千葉社協職員連絡協議会役員会 

県社会福祉センター、１名参加 

６月１７日（木） 社会保険算定基礎説明会 

香取市小見川市民センターいぶき館、１名参加 

６月２０日（月） 県社会福祉事業共助会総会並びに研修会 

          千葉市オークラ千葉ホテル、１名参加 

６月２０日（月） 千葉社協職員連絡協議会研修打合せ 

県社会福祉センター、１名参加 

６月２２日（水） 社会を明るくする運動推進委員会 

町役場南庁舎、１名参加 

６月２９日（水） 民生委員推薦会 

          町役場南庁舎、２名参加 

７月 ７日（木） 芝山町地域公共交通会議 

          町役場南庁舎、１名参加 

７月１１日（月） 民生委員推薦会 

          町役場南庁舎、２名参加 

７月１９日（火） 民生委員推薦会 

          町役場南庁舎、２名参加 

８月 １日（月） 民生委員推薦会 

          町役場南庁舎、２名参加 

８月 ２日（火） 社会福祉法人制度説明会 

          県教育会館、１名参加 

８月 ４日（木） 二川苑納涼祭 

                 二川苑、２名参加 

８月１６日（火） 千葉社協職員連絡協議会役員会 

県社会福祉センター、１名参加 

８月１９日（金） 芝山苑納涼祭 

                 芝山苑、２名参加 

８月２４日（水） 町区長会臨時総会 

町役場南庁舎、２名参加 

８月２５日（木） 福祉懇談会 

          多古町釜屋支店、１名参加 

９月１１日（日） 芝山町防災フェア 

          町文化センター、１名参加 

９月２６日（火） 山武地区社会福祉協議会事務局長会議 

大網白里市福祉会館、１名参加 

１０月１８日（火） 東金市社会福祉大会 

東金市東金文化会館、２名参加 

１０月２７日（木） 町介護保険推進委員会 

                 町役場南庁舎、１名参加 

１０月２７日（木） はにわ祭実行委員会 

                 町役場南庁舎、１名参加 

１０月２８日（金） 読み聞かせ講習と親子読み聞かせ 

                 芝山小学校、１名参加 

１０月２８日（金） 町民生委員児童委員協議会研修旅行反省会 

           仙人、２名参加 

１０月２９日（土） 匝瑳市災害ボランティアセンター立ち上げ訓練 

匝瑳市民ふれあいセンター、１名参加 

１１月１１日（金） 山武市社会福祉大会 

山武市成東文化会館のぎくプラザ、２名参加 
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１１月１７日（水） 千葉県更生保護大会 

           香取市佐原文化会館、１名参加 

１１月３０日（水） 町社協三役会議 

           町福祉センター、４名参加 

１１月３０日（水） 町教育支援委員会 

           町文化センター、１名参加 

１２月１３日（火） 社会福祉法人制度改革説明会 

           千葉市県教育会館、２名参加 

       １月１８日（水） 町民生委員児童委員協議会定例会 

                 町役場南庁舎、２名参加 

１月２３日（火） 山武地区社会福祉協議会会長・事務局長会議 

大網白里市福祉会館、２名参加 

２月１０日（金） 山武地区地域福祉促進大会 

山武市成東のぎくプラザ、２名参加 

２月１８日（土） よこしばひかり福祉のつどい 

          横芝光町町民会館、２名参加 

２月２２日（水） 町指定管理選定委員会 

          町中央公民館、２名参加 

３月２３日（木） 町地域包括支援センター運営協議会 

町役場南庁舎、１名参加 

 

 

(2) 会員及び会費 

 

《一般会員》２０７５世帯、２０７５口、１，０３７，５００円 

 

《賛助会員》５０件、５４口、５４，０００円 

 

《特別会員》１件、１口、５,０００円 

 

 

(3) 寄付金品 

 

《一般寄付金》 

芝山手打そばの会 様             １０，０００円 

砂明利美子 様（小池６）         １００，０００円 

匿名 様（芝山）８回             ９，０００円 

丸朝チャリティーゴルフコンペ 様      ６６，１４８円 

芝山町衣料組合 様             ２０，０００円 

医療法人社団徳風会髙根病院理事長髙根宏 様 ５１，０００円 

手まりの会 様                ５，５００円 

芝山町まちづくり課 様            ９，７３０円 

芝山町酪農組合 様              ４，０８４円 

芝山町産業祭 様              ５４，５９５円 

匿名 様（大台西）             ２０，０００円 

日蓮宗千葉県東部宗務所 宗務所長 冨永観瑞 様 

２回 １００，０００円 

芝山町 様                  ５，０００円 

匿名 様（新井田）              ８，１００円 

匿名 様（山中東）              ３，３６３円 

       

一般寄付金合計 ２２件 ４６６，５２０円 
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《使途指定寄付》 

福祉作業所のために 

  山武郡市手をつなぐ親の会 会長 鈴木ゑみ 様 ３０，０００円 

 

使途指定寄付金合計 １件  ３０，０００円 

 

《寄付物品》 

匿名 様（上吹入） タオル 多数 

堀越弘子 様（山田）    タオル 多数 

秋葉直子 様（飯櫃）         タオル 多数 

鵣沢洋子 様（菱田宿）２回        タオル 多数 

匿名 様（はにわ台南） タオル 多数 

伊藤恭子 様（境宮崎）２回      介護用品 多数 

平山邦男 様（加茂）２回         タオル 多数 

伊橋幸雄 様（川津場）２回      タオル 多数 

瀧澤高子 様（三和）         タオル 多数 

中村新一郎 様（山田）        おとこの料理教室食材 多数 

匿名 様（高田東） タオル 多数 

匿名 様（飯櫃）２回 タオル 多数 

菅沢敦子 様（菱田宿）        タオル 多数 

平田いづみ 様（はにわ台北１）２回  布地 多数 

八角菊枝 様（高田東）        給食サービス調味料 多数 

大木幸子 様（小池９） タオル 多数 

眞行寺正邦 様（小池２）       タオル 多数 

萩原敏子 様（菱田宿） タオル・使用済サラダ油 多数 

小川八重子 様（大台西）       バザー用品 多数 

匿名 様（辺田） バザー用品 多数 

匿名 様 園芸用花苗 多数 

手まりの会 様            手まり 多数 

太田英二 様（宝馬） バザー用品 多数 

社 英二 様（はにわ台東）      干物 多数 

大槻計子 様（辺田）         バザー用品 多数 

鈴木 喬 様（山中東） タオル 多数 

匿名 様（大台南） タオル 多数 

匿名 様（山中東） タオル 多数 

佐久間かつ子 様（小池５）      タオル 多数 

柏木洋子 様（ハニワ台ニュータウン） 医療用品 多数 

匿名 様（宝馬） タオル 多数 

小川良夫 様（川津場） タオル 多数 

酒井 昭 様（はにわ台東） タオル 多数 

 

寄付物品合計  ３９件 

 

《使途指定寄付物品》 

福祉作業所のために 

匿名 様（はにわ台東） 手芸用品 多数 

匿名 様（宝馬）           バザー用品 多数 

 

使途指定寄付物品合計 ２件 
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(4) 第１０回芝山町社会福祉大会（共同募金配分事業） 

 

  ・住民と社会福祉関係者が、社会福祉の制度が急速に変化する中、安心して暮らせる

町づくりに一層の努力を誓い、あわせて社会福祉の発展に寄与された方々を顕彰し、

感謝の意を表するために開催 

〔期 日〕 ２月１１日（土 祝日） 

〔会 場〕 福祉センター「やすらぎの里」 

〔参加者〕 ２１０名 

〔内 容〕 ・大会宣言の採択 

      ・福祉功労者の顕彰 

       （芝山町社会福祉協議会長表彰）…２１名（以下敬称略） 

        小川タミ子、五木田昇、郷間悦子、関根澄子、堀越義夫、 

萩原敏子、内山祐一、岩澤秀夫、木内光臣、戸井信雄、 

木川敦博、大野香代子、川島正江、文違洋子、石井登、 

岩澤とみ子、山田セツ、野村雄三、堀越則子、松本セツ子、 

久保田正秀 

           （芝山町社会福祉協議会長感謝）…８名（団体） 

            津田萬亀子、砂明利美子、日蓮宗千葉県東部宗務所、 

丸朝園芸農業協同組合ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ、 

医療法人社団徳風会髙根病院、匿名、匿名、匿名 

 

            ・福祉に関する作文・標語・ポスターコンクール入賞者の顕彰 

             ＜作文部門＞ 

            ３・４年生部 

最優秀賞 藤原波美（４年） 

            優秀賞  嶋浦屋 凛（３年）土屋莉歩（４年） 

            ５・６年生部 

            最優秀賞 砂明利尚輝（６年） 

            優秀賞  喜佐見海星（５年）藤田祐希（６年） 

            中学生部 

最優秀賞 堀越佑康（１年） 

            優秀賞  眞行寺結汰（２年）古作秋華（３年） 

＜標語部門＞ 

３・４年生部 

最優秀賞 鈴木俊介（３年） 

            優秀賞  井上結友（３年）齋藤音乃（４年） 

            ５・６年生部 

            最優秀賞 鈴木優菜（５年） 

            優秀賞  寺尾琴実（６年）石神侑夏（６年） 

            中学生部 

最優秀賞 越川佳太（２年） 

            優秀賞  内田朱音（２年）眞行寺結汰（２年） 

＜ポスター部門＞ 

３・４年生部 

最優秀賞 寺本実季（３年） 

            優秀賞  岩澤華和（３年）松本萌愛（３年） 

            ５・６年生部 

            最優秀賞 佐近美侑（６年） 

            優秀賞  戸田琉斗（６年）萩岡佳恋（６年） 

            中学生部 

最優秀賞 佐々木茜（２年） 

            優秀賞  稲垣結衣（２年）佐藤啓揮（１年） 

          ・児童生徒による福祉に関する作文発表・インタビュー 
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          ・記念講演 

            演題 「生涯現役！いつまでも輝くために 

～日常的に自分を磨く～」 

            講師 橋本 テツヤ 氏（ジャーナリスト・コラムニスト 

メンタルケア心理士、肥満予防健康管理士） 

〔実行委員会〕 ６月２９日、８月１０日、１月１２日 

 

 

(5) 各種役職員研修 

 

６月 ７日（火） 県社会福祉事業共助会新任事務担当者研修会 

         県社会福祉センター、１名参加 

６月１４日（火） 市町村社協会長・事務局長合同研修会 

県福祉センター、２名参加 

９月 ７日（水） 市町村社協事務局会研修会 

県社会福祉センター、２名参加 

９月 ９日（金） 千葉社協職員連絡協議会階層別研修会 

県社会福祉センター、１名参加 

９月２３日（金） 社協地域福祉・地区社協担当者スキルアップ研修 

          県社会福祉センター、１名参加 

９月２８日（水） コミュニティソーシャルワーカー育成研修 

千葉市文化センター、１名参加 

１０月１０日（月）～１０月１２日（水） 

          町民生委員児童委員協議会県外研修旅行 

           北海道方面、２名参加 

１０月１８日（火） 法テラス千葉地方協議会研修会 

          山武市山武市役所、１名参加 

１０月２９日（土）・１０月３０日（日） 

        コミュニティソーシャルワーカー育成研修 

千葉市きぼーる、１名参加 

１１月 ４日（金） 市町村社会福祉協議会事務局長会研修会 

                千葉市文化センター、２名参加 

１１月２２日（火） 町社会福祉協議会役職員研修会 

          多古町釜屋支店、３３名参加 

１２月１０日（土）・１２月１１日（日） 

コミュニティソーシャルワーカー育成研修 

千葉市きぼーる、１名参加 

１月１３日（金） 千葉社協職員連絡協議会一般研修会 

香取市光福寺、佐原街並み交流館、１名参加 

３月１５日（水） ボランティアセンター・市民活動支援センター合同研修会 

                千葉市県教育会館、１名参加  

 

 

(6) 社会福祉法人変更登記 

 

・資産総額変更登記               ５月３０日 

 

 

(7) 各種調査報告 

 

・社会福祉法人現況報告             ６月２２日 

・生活福祉資金借受世帯援助記録票整備状況報告 １０月２８日 
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(8) その他 

 

・千葉県社会福祉法人等指導監査         １月２６日 

・定款変更認可                 １月２７日 

 

 

２．地域ぐるみ福祉事業 
 

(1) 一般事業 

 

《基本福祉圏》 

・地域ぐるみ福祉事業の広報啓発 

事業内容掲載のチラシ、全戸配布…４月 

はにわ祭でのバザーの実施…１１月１３日 

・福祉教育の推進 

福祉体験学習会の開催 

小学生を対象に、障害擬似体験、視覚障害者ガイドヘルプ体験、車椅子の試

乗・介助法講習、バリアフリー体験などを行う 

芝山小学校…１０月３１日・１１月１７日（５年生対象） 

福祉教育推進指定外校への助成金交付 

…芝山中学校、芝山小学校 

小学校「総合的な学習の時間」への協力 

 芝山小学校３年生を対象。に、盲導犬ユーザーの視覚障害者の普段の生活 

や盲導犬についての講話および歩行見学…６月９日 

中学生「障害について考える」への協力 

 芝山中学校２年生を対象。障害のある方の講話とゲーム等での交流 

…９月２６日 

芝山小学校３年生を対象。むかし遊びを通して地域のお年寄りと交流 

…１１月３０日 

保育所児を対象とした活動を通じての福祉教育の推進 

一人暮し高齢者への友愛訪問…毎月

ミニ・デイサービスでの高齢者・障害者との交流活動…６月,１２月,２月 

ボランティア活動に対する感謝状の贈呈…３月 

・在宅要援護高齢者実態調査の実施…５月中旬～６月下旬 

〔目的〕在宅要援護高齢者の把握 

〔対象〕ひとり暮らし高齢者世帯・高齢者だけで暮らす世帯及び昼間ひとり暮

らし高齢者世帯、他 

・ミニ・デイサービス事業の実施…後記 

・在宅要援護高齢者等への給食サービス事業の実施…後記 

・一人暮し高齢者のつどいの実施…後記 

・介護用品の貸出…後記 

・敬老会の実施…後記 

・町内地区社協委員研修会開催 

〔期 日〕  ３月２日（木） 

〔会 場〕  大網白里市中部コミュニティセンター 

〔参加者〕  ２４名 

〔内 容〕  大網白里市社会福祉協議会増穂支部の活動状況とサロン

の運営について視察し、今後の活動につなげる。          

  ・地域福祉フォーラムブロック別研修会【印旛ブロック】実践発表 

〔期 日〕  ３月１７日（金） 

〔会 場〕  成田市保健福祉館 
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〔参加者〕  ３名（内、発表者２名） 

〔内 容〕  芝山町における地域福祉フォーラムの取り組みについて、菱 

田地区社会福祉協議会の実践例を発表 

 

《各地区社協関係》 

・別紙１の通り 

 

《地域福祉フォーラム》 

岩山地区社協が、平成２８年度から平成３０年度の３年間、千葉県地域ぐるみ

福祉振興基金から地域福祉フォーラム設置支援事業助成金を受け、地域福祉フォ

ーラム事業を新規に実施 

〔開催日〕  ７月１６日、９月３日、１０月２８日、１２月９日、 

２月９日 計５日 

〔内 容〕  地域にどのような課題があるか、地区社協が取り組むべき課題

は何か、その解決方法等について話し合った 

 

(2) ボランティア傷害保険事業 

 

・ボランティア傷害保険加入者数  １９０名 

 

(3) ボランティア活動促進事業 

 

・登録ボランティア ３７７名 

（内訳：グループ登録 ２３グループ３２３名、個人登録 ５４名） 

・活動状況 

〔登録ボランティア延べ活動人数〕 

グループ４，８５０名、個人４１８名 

合 計 延５，２６８名 

主な活動内容…友愛訪問、施設奉仕、施設交流、給食サービス、朗読・音訳サ

ービス、環境美化、青少年非行防止運動 

・ボランティア養成講座の開催 

〔期 日〕 ７月３０日 

〔参加者〕 １２名 

〔内 容〕 防災マップについて体験的に学び、日常生活で災害に備えることの

大切さを知る 

・スマートフォンを利用したフィールドワーク 

 
 
３．在宅福祉サービス事業 
 

(1) ホームヘルパー派遣事業…後記 

 

(2) ミニ・デイサービス事業（共同募金配分事業） 

 

・在宅虚弱一人暮し高齢者等を対象に、健康チェック・給食・レクリェー

ション等を盛り込み実施 

・ ４月１９日（火）…２４名    ・ ５月１２日（木）…１７名 

・ ６月１６日（木）…２１名    ・ ７月 ７日（木）…２２名 

・ ８月 ４日（木）…２２名    ・１０月 ６日（木）…１９名 

・１１月１６日（水）…１６名    ・１２月 １日（木）…２０名 

・ １月 ６日（金）…１３名    ・ ２月 ３日（水）…１１名 

・ ２月１２日（日）…１８名 
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 (3) 身体障害者ミニ・デイサービス事業（共同募金配分事業） 

 

・在宅身体障害者を対象に、健康チェック・給食・レクリェーション等を

盛り込み実施 

・ ４月１３日（水）…１５名    ・ ７月２５日（月）…１５名 

・１１月 ８日（火）…１５名    ・１２月 １日（木）… ６名 

・ １月２４日（火）…１５名    ・ ２月１２日（日）… ９名 

 

 

(4) 給食サービス事業 

 

・ひとり暮らしの高齢者や在宅で援護を必要とする方々に定期的に給食(夕

食)を届け、食生活の支援を図りながら、安否の確認も同時に行う。 

実施回数    ２４回（月２回） 

利用者実数   ４７件６１食 

延配食数    １，４００食 

協力員登録数  調理協力員   ４７人 

配食協力員   ４２人 

食材購入協力員  ３人 

延協力員稼働数 調理協力員  １６３人 

配食協力員  １５３人 

食材購入協力員 １４人 

給食サービス事業運営委員会の開催 ３月１３日…出席者７名 

 

 

(5) 一人暮らし高齢者誕生日祝品配布（共同募金配分事業） 

 

・保育所児の作成したプレゼントと手紙を添えて、保育所児とともにひとり暮

らし高齢者宅を訪問し祝い品を贈呈。安否確認と同時に個別のニードを把握。 

４月…５名、５月…５名、６月…５名、７月…６名、８月…４名、 

９月…８名、１０月…７名、１１月…３名、１２月…１名、 

１月…１５名、２月…６名、３月…６名、 計７１名 

 

 

(6) 介護用品貸出事業（共同募金配分事業） 

 

・在宅寝たきり者等への介護用品等の無料貸出を実施 

床ずれ防止エアーマット…本年度新規貸出０件、延０件 

車椅子…本年度新規貸出８件、延１３件 

車椅子（介護用）…本年度新規貸出０件、延０件 

洗髪器…本年度新規貸出０件、延０件 

ハンディーシャワー…本年度新規貸出０件、延０件 

車椅子用スロープ…本年度新規貸出１件、延１件 

ポータブルトイレ用手摺り…本年度新規貸出０件、延０件 

シルバーカー…本年度新規貸出０件、延０件 
 
 

(7) ふくし相談事業…後記 
 
 

(8) 福祉カー貸与事業（町補助事業） 

 

・車イスのまま乗車できる福祉カー「タカラ号」の貸し出し 

利用件数 ２２件 
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      ・公益社団法人２４時間テレビチャリティ委員会よりスロープ付き自動車

（スズキエブリィワゴン）を寄贈される 

        贈呈式…１２月１４日 東京都日本テレビタワー、２名出席 

        納車…３月２３日  

      ・福祉カー貸与事業実施要綱の改廃 ３月２７日 

 

 

(9) 日常生活自立支援事業 

 

《生活支援員の登録》 

４月 １日 ３名（山口栄子 戸井一雄、怒賀友惠） 

１１月 １日 １名（八角眞希子） 

《生活支援員の現任登録》 

４月 １日 ２名（山口栄子 戸井一雄、怒賀友惠） 

生活支援員の現任登録更新 

１１月 １日 １名（八角眞希子） 

生活支援員の新規現任登録 

《生活支援状況》 

４月 １日～ 女性１名継続（担当：山口栄子） 

４月 １日～ 男性１名継続（担当：戸井一雄） 

４月 １日～ 女性１名継続（担当：怒賀友惠） 

４月２０日～ 男性１名保佐開始取消による解約（担当：戸井一雄） 

５月 ６日～ 男性１名再契約（担当：戸井一雄） 

１１月 １日～ 男性１名開始（担当：八角眞希子） 

２月 ８日～ 女性１名後見開始よる解約（担当：山口栄子） 

 

《会議・研修等》 

４月１９日  契約締結審査会 

        電話会議、１名参加 

７月１９日  日常生活自立支援事業説明 

        町役場南庁舎、１名参加 

９月 ５日  日常生活自立支援事業連絡会議 

        県社会福祉センター、２名参加 

１０月 ７日  社協役職員向け成年後見制度研修会 

         県経営者会館、１名参加 

１０月１８日  契約締結審査会 

        電話会議、１名参加 

１０月２６日  生活支援員養成研修会 

         県社会福祉センター、１名参加 

１１月２２日  日常生活自立支援事業生活支援員・担当者等研修会 

        千葉市生涯学習センター、４名参加 

２月２８日  日常生活自立支援事業連絡会議 

        県経営者会館、１名参加 

３月２１日  契約締結審査会 

        電話会議、１名参加 

 

《広報啓発》 

・チラシ、ポスターの掲示による事業内容広報 

・まごころの輪第９０号へ広報記事掲載 

 

 

 

 



- 14 - 

 

(10) おとこの料理教室 

 

・男性を対象に料理教室を開催し自立を援助 

〔開催日・参加者〕 

６月２４日…１０名、７月２２日…９名、１１月２９日…６名、 

２月３日…６名   計４回、年間延べ３１名 

〔講 師〕  町保健推進員、芝山手打ちそばの会 

 

 

４．広報啓発事業 

 

(1) 社協広報紙「まごころの輪」発行 

 

第９４号…６月１日、２,６５０部発行 

・編集委員会  ４月２７日 出席者 ４名 

５月１３日 出席者 ５名 

 

第９５号…９月１日、２,６５０部発行 

・編集委員会  ７月２７日 出席者 ５名 

８月１０日 出席者 ５名 

 

第９６号…１２月１日、２,６５０部発行 

・編集委員会 １０月２８日 出席者 ５名 

１１月 ９日 出席者 ４名 

 

第９７号…３月１日、２,６５０部発行 

・編集委員会  １月３１日 出席者 ４名 

２月 ８日 出席者 ４名 

 

号外…６月１日、２,６５０部発行 

 

 

・４月２７日 企画広報委員会開催、出席者９名 

 

(2) ホームページによる情報提供 

 

アドレス http://www.shibayama-shakyo.jp/ 

 

(3) その他の啓発事業 

 

・事業内容掲載のチラシ配布…４月（全戸） 

・事業別チラシの配布…通年 

 

 

５．ふくし相談事業（町補助事業） 

 

(1) 弁護士無料法律相談所の開設 

４月２６日（火）、５月３１日（火）、７月２６日（火）、 

８月３０日（火）、９月２７日（火）、１１月２９日（火）、 

１２月２０日（火）、１月３１日（火）、３月２８日（火） 

午後１時３０分～３時３０分 

・開設日数…９日 
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・相談所利用者数…２８名 

・相談件数…２８件 

 

(2) ふくし駆け込みテレホンの開設 

 

月～金曜日、午前９時～午後５時（祝祭日・年末年始を除く） 

・相談所利用者数…０名 

 

(3) 広報活動 

 

・町広報紙への相談所開設日程の掲載…毎月 

・まごころの輪への相談所開設日程の掲載…毎号 

・事業内容掲載のチラシ配布…４月（全戸） 

 

 

６．法外援護事業 

 

(1) 身体障害(児)者福祉事業 

 

・介護用品等の貸出…前記 

・視覚障害者への「声の広報」送付 

毎月、朗読ボランティアが録音した町広報のカセットテープを送付 

延２４件 

・視覚障害者、一般住民への「声の文庫」貸し出し 

朗読ボランティアが録音した図書のカセットテープを随時貸し出し 

 

(2) 母子家庭等要援護児童福祉事業 

 

・母子家庭への見舞品配布…６５件（共同募金配分事業） 

 

(3) 法外緊急援護事業 

 

・低所得世帯等緊急援護…４件 

・日常生活用品緊急貸出…０件（共同募金配分事業） 

 

(4) 歳末たすけあい事業（共同募金配分事業） 

・歳末たすけあい受配対象者調査…１１月中旬 

・歳末たすけあい援護金配分…１２月２２日（木） 在宅：２４件 

 

 

７．屋内ゲートボール場設置運営事業（町補助事業） 

 

(1) 屋内ゲートボール場の運営 

 

・開場時間 午前９時から午後９時 

・休場日  毎週月曜日（休日にあたる場合はその翌日） 

祝祭日 

１２月２８日から翌年１月４日 

・利用料  １面につき（町内）午前９時から午後５時…  ２１０円 

（ 〃     ）午後５時から午後９時…  ４２０円 

（町外）午前９時から午後５時…  ５２５円 

（ 〃     ）午後５時から午後９時…１,０５０円 
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 (2) 利用状況 

 

・延利用件数   ６４件 

・延利用人数   １，５５５人 

・延使用時間   ２９７．０時間 

 

 

８．苦情解決事業 

 

(1) 第三者委員   西海茂子 

平山邦男 

 

(2) 苦情解決責任者 飯田晴雄 

 

(3) 苦情受付担当者 宮澤英子 

 

(4) 苦情受付件数    ０件 

 

(5) 啓発・研修等 

・チラシ、ポスターの掲示による事業内容広報 

 

 

９．芝山町福祉資金貸付事業 

 

(1) 貸付事業 

 

《原資保有額》 

前年３月末現在    １,１７０,０００円 

本年３月末現在    １,２２４,３３６円 

本年度中の原資増額    ５４，３３６円 

 

《貸付金》 

前年３月末現在 ０件        ０円 

本年度中の貸付 １件    ４０,０００円 

本年度中の償還 １件    ４０,０００円 

本年３月末現在 ０件        ０円 

 

《広報啓発》 

・事業内容掲載チラシ配布…４月 

 

 

 

１０．生活福祉資金等貸付事業（県社協委託事業） 

 

(1) 生活福祉資金 

 

《貸付状況》 

前年３月末現在   １２件 

本年度中の新規貸付  ５件 

本年度中の償還完了  ６件 

本年３月末現在   １１件 
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    《関係会議・研修会》 

５月２６日（木） 成田・印旛地域生活保護受給者等就労自立促進事業協議会 

                成田市加良部公民館、１名参加 

１１月１日（火） 教育支援資金事務取扱説明会 

          千葉県社会福祉センター、１名参加 

１２月１６日（金）市町村社会福祉協議会貸付担当者研修会 

                千葉県社会福祉センター、１名参加 

 

《委員会》 

（第１回） 

期 日  ３月１５日(水) 

会 場  町福祉センターやすらぎの里ボランティア室 

出席者  委員６名、理事１名、担当民生委員１名、職員２名 

議 案 

 第１号議案  生活福祉資金借入申請調査について 

 

《監査会》 

      貸付事業市町村社協指導監査 

会 場  町福祉センターやすらぎの里教養娯楽室 

出席者  理事１名、職員２名 

 

 

《広報啓発》 

・事業内容掲載チラシ配布…４月 

・広報「まごころの輪」９６号へ事業内容掲載 

 

 

 (2) 臨時特例つなぎ資金 

 

《貸付状況》 

前年３月末現在   ０件 

本年度中の新規貸付 ０件 

本年度中の償還完了 ０件 

本年３月末現在   ０件 

 

・貸付け申請件数  ０件 

・貸付け決定件数  ０件 

 

《広報啓発》 

・事業内容掲載チラシ配布…４月 

 

 

 

 

１１．ホームヘルパー派遣事業（町委託事業） 

 

(1) ホームヘルパー活動状況 

 

延べ派遣対象者数     ５５名 

延派遣回数     １，３７３回 
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(2) 活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．福祉作業所運営事業（町委託事業） 

 

(1) 芝山町福祉作業所の運営 

 

《開所時間》 

 

月～金曜日、午前９時から午後４時（年末年始・祝日を除く） 

 

《開所日数》 

 

２３３日（１週間の開所日数…５日） 

 

《利用状況》 

 

利用者数 本年度当初の利用者数    ９人 

本年度中の新規利用者数   ０人 

本年度中の利用解除者数   １人 

本年３月末利用者数     ８人 

延利用人数…１，５７０人 

１日当たりの平均利用者数…６.７４人 

 

(2) (3) (5)
ア イ ウ エ オ カ ア イ
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理

衣
服
の
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・
補
修

住
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等
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係
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絡

生
活
必
需
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の
買
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物

そ
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他
必
要
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事

助
言
及
び
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生
活
・
身
上
・
介
護
の
相
談

指
導

そ
の
他
の
相
談
・
助
言
及
び

４月 13 0 22 2 29 0 50 1 0 0 42 159 135
５月 14 0 22 7 31 0 50 3 0 0 5 132 83
６月 13 0 29 3 35 0 49 1 0 0 1 131 120
７月 14 0 25 2 27 0 46 1 0 0 73 188 151
８月 14 0 28 1 30 0 38 0 0 0 48 159 118
９月 13 0 25 3 27 0 53 0 0 0 29 150 106
10月 12 0 22 3 20 0 37 0 0 0 35 129 100
11月 12 0 27 2 18 0 43 0 0 0 41 143 124
12月 15 0 22 1 25 0 42 0 0 0 29 134 98
１月 15 0 21 1 28 0 41 0 0 0 37 143 106
２月 11 0 20 5 24 0 44 0 0 0 32 136 102
３月 13 0 29 11 33 0 42 0 0 0 37 165 130
年計 159 0 292 41 327 0 535 6 0 0 409 1769 1373

(1) (4)

安
否
確
認

件
数
合
計

訪
問
回
数
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/
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等
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(2) 指導内容 

 

《作業訓練指導》 

・安全安心用品の組み替え、袋詰め、仕分け、シール張り、ワックス塗り、梱包

作業 

・町広報誌・町議会だよりの区分け、チラシ差し込み、チケットナンバリング、

折り畳み名刺折り作業 

・紙花作り作業 

・投票カード仕分け、再生作業 

・布製小物、雑巾等の製作 

・廃油せっけんの製作 

・牛乳パック再利用による小物入れの製作 

自主製作作品の展示販売 

はにわ祭…１１月１３日(日) 

第１・第２・第３保育所在所児・新入所児説明会…３月４日（土） 

常設…町福祉センターロビー、第１・第２・第３保育所ロビー 

 

《日常生活訓練指導》 

日常生活指導…常時 

調理実習…５月２６日、７月２１日、１１月１７日、２月１５日 

社会見学…４月８日、６月２０日、７月４日、９月１５日、１月２５日、３月２

８日 

芸術鑑賞会…１２月１５日 

軽スポーツ大会…１０月２７日 

 

(3) 研修及び関係会議等への参加 

 

《関係会議等》 

５月２４日（火）  利用者支援会議 

           町福祉センター、２名参加 

６月 ８日（水）  東金特別支援学校卒業生事後支援会議 

町福祉作業所、１名参加 

８月５日（金）・８月８日（月）・８月３１日（水）・９月１４日（水） 

芝山中学校２年生ふれあい交流会事前打合せ 

 芝山中学校、延べ９名参加 

８月１９日（金）  第１３回山武地区スポーツ・レクリエーション大会 

東金アリーナ、１４名参加 

８月２８日（日）  山武ブロック福祉作業所連絡協議会研修会 

山武市山武福祉センター、５名参加 

９月２６日（月）  芝山中学校２年生ふれあい交流会 

           芝山中学校、９名参加 

１０月１８日（火） 東金特別支援学校卒業生事後支援会議 

町福祉作業所、１名参加 

      １月２４日（火）  近隣福祉作業所交流会事前担当者会議 

                 山武市成東福祉作業所、１名参加 

      ２月１０日（金）  第２５回山武地区地域福祉促進大会 

山武市文化会館、３名参加 

２月２４日（金）  近隣福祉作業所（山武市成東・山武市山武・山武市松尾・ 

横芝光町・芝山町）交流会 

横芝光町図書館・町民会館、９名参加 

３月１３日（月）  利用者支援会議 

町福祉センター、１名参加 
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(4) その他 

 

・運営委員会の開催 

３月１４日（火）出席者７名 

・保護者会の開催 

４月２８日（木）・８月１０日（水）・１２月２０日（火） 

・見学の受入れ 

２２件 

    ・避難訓練 

       ４月１８日、５月１２日、６月２日、９月１日、１０月４日、１１月２１日、 

１２月２７日、１月１７日、３月６日 

・消防訓練（福祉センター合同） 

７月２６日（火）、２月２３日（木） 

・消防設備点検 

７月２５日（月）、１月３０日（月） 

・防火対象物点検 

１月３０日 不備欠陥事項なし 

 

 

 

 

 

１３．敬老会事業（町委託事業） 

 

(1) 敬老会の開催 

 

〔期 日〕 ９月１８日（日） 

〔会 場〕 芝山文化センター 

〔参加者〕 敬老者       ４９０名 

来賓         １３名 

区長会等      １０４名 

主催・社協関係者   ４４名 

計６５１名 

〔内 容〕 式典、アトラクション 

 

《事前準備》 

９月１６日 会場設営、防災打合せ、リハーサル 

 

(2) 敬老祝品の配布 

 

《町祝品》 

・敬老者…１６４６名（超大判バスタオル） 

・結婚５０周年夫妻…１９組（夫婦茶碗） 

日本郵便株式会社による個別配布 

 

《９０歳敬老者への表敬訪問》 

・敬老祝品の贈呈 

〔期 日〕 ９月５日 

〔訪問者〕 町長・社協会長 

〔件 数〕 ２４件 
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１４．シルバー人材センター運営事業（町委託事業） 

 

(1) シルバー人材センターの運営 

 

・町内の６０歳以上の住民を対象に、生きがいづくりや経済援助を目的として会員を

募集、同時に事業所・一般家庭などからの作業依頼も広く募集し、シルバー人材セン

ターを運営する 

 

《実績》 

月 
受託 

件数 

就業 

実人

数 

就業 

延人数 

売り上げ合計 

（円） 

 

（配分金） （事務費） (材料費等) 

４ 15 32 263 1,510,835 1,331,300 133,129 46,406 

５ 24 55 313 1,880,256 1,621,850 162,184 96,222 

６ 36 78 330 1,917,325 1,668,650 166,863 81,812 

７ 47 94 360 2,292,040 1,935,425 193,543 163,072 

８ 23 47 300 1,844,558 1,579,528 174,493 90,537 

９ 29 61 326 2,085,158 1,775,806 177,582 131,770 

１０ 37 66 185 1,109,405 887,308 88,731 146,566 

１１ 30 56 186 1,054,395 850,903 85,091 118,401 

１２ 28 49 205 1,158,493 960,175 96,018 102,300 

１ 11 23 135 783,443 630,325 63,033 90,085 

２ 14 20 121 632,034 542,050 54,206 35,778 

３ 15 20 133 703,847 602,490 60,249 41,108 

計 309 601 2,857 16,971,789 14,385,810 1,455,122 1,144,057 

 

登録会員数（年間）…３６人 

 

《広報啓発》 

・事業内容掲載チラシ配布…４月 

・会員加入促進用パンフレット作製配布…４月 

・利用促進用チラシ作製配布…６月 

・広報「まごころの輪」９４号へ事業内容掲載 

 

 

《その他》 

・総会の開催 ４月１５日(金)  出席者１３名 

・利用料金の改定 ６月１日 
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１５．福祉センター経営事業（町委託事業） 

 

(1) 福祉センターの経営 

 

《開館時間》（月曜日・祝日・１２月２８日から１月４日を除く） 

午前９時～午後５時まで（特に必要と認められた場合午後９時まで） 

 

《開館状況》 

開館日数 ２９０日 

 

(2) 利用状況 

 集会室 図書室 調理室 講習室  

月 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数  

４ 16 348 25 162 8 125 12 266  

５ 17 241 23 188 11 160 18 517  

６ 16 238 26 179 9 146 14 673  

７ 24 987 26 271 13 203 14 454  

８ 16 255 25 317 11 177 14 360  

９ 14 249 23 189 7 93 14 426  

１０ 13 288 25 189 9 171 14 623  

１１ 15 460 24 171 13 293 13 354  

１２ 19 442 22 190 14 236 11 263  

１ 13 220 22 187 9 138 11 294  

２ 14 361 23 182 8 114 23 702  

３ 13 346 21 138 7 104 19 741  

計 190 4,435 285 2,363 119 1,960 177 5,673  

          

 浴室 教養娯楽室 その他 合計 夜間 

利用 月 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

４ 13 55 5 32 72 684 151 1,672 5 

５ 12 66 6 35 55 744 142 1,951 10 

６ 13 34 5 40 60 746 143 2,056 8 

７ 12 39 7 59 65 2294 161 4,307 7 

８ 12 43 3 22 50 559 131 1,733 7 

９ 11 29 6 38 53 799 128 1,823 6 

１０ 12 38 5 33 56 680 134 2,022 6 

１１ 12 46 4 140 55 1,065 136 2,529 8 

１２ 12 71 6 64 63 1,298 147 2,564 6 

１ 11 59 3 16 67 564 136 1,478 5 

２ 11 43 3 14 77 1,280 159 2,696 6 

３ 12 54 2 12 75 1,059 149 2,454 8 

計 143 577 55 505 748 11,772 1,717 27,285 82 

 

(3) 利用料 

２７３,９００ 円 

 

(4) 自主事業の実施 

 

・リハビリ教室（毎月第１・３水曜日） 

  ２２回実施 延９２名参加 
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・気功･太極拳教室（毎週金曜日） 

  ５０回実施 延２,０４５名参加 

・いきいきライフ調理実習教室（６月～３月の第３金曜日） 

  １０回実施 延１７８名参加 

・健康体操講座（毎月第２水曜日） 

  １２回実施 延２３５名参加 

 

(5) 運営委員会の実施 

 

３月１４日 ７名出席 

 

(6) その他 

 

・図書延貸出冊数 ３，４９４冊 

  ・図書棚卸の実施 

２月２７日～３月６日 蔵書数３０,２８８冊 

・消防訓練（福祉作業所合同） 

７月２６日（火）、２月２３日（木） 

・消防設備点検 

７月２５日（月）、１月３０日（月） 

・防火対象物点検 

１月３０日 不備欠陥事項なし 

 

１６．生活支援等サービス協議体運営事業(町委託事業) 

 

(1) 生活支援等サービス協議体運営事業の新規受託 ７月１日 

 

(2) 会議の開催 

   ・８月２２日(月) １２名出席 

   ・３月２８日(火) １２名出席 

 

(3) 生活支援等サービスに係る住民意向調査の実施 

   ・芝山町で実施した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」に設問を 

組み入れ実施 

   ・対象 町内在住の６５歳以上の男女及び介護認定されている方の中から 

   １,４９０名無作為抽出 

   ・調査方法 郵送よりアンケート用紙を配布、回収 

   ・回収数 ８５７票 

   ・回収率 ５７.５％ 

 

１７．その他の事業 

 

(1) 千葉県共同募金会芝山町支会事務局 

 

・一般募金の募集 

戸別募金      １，６４０，８００円 

街頭募金              ０円 

学校募金              ０円 

職域募金         ５２，０１２円 

イベント募金            ０円 

その他の募金       ４４，１８５円 

計       １，７３６，９９７円 
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・歳末たすけあい募金の募集 ４１０，２００円 

 

・広報啓発活動 

まごころの輪第９５・９７号へ広報記事掲載 

 

    ・会議、研修等 

４月１９日（火）千葉県共同募金会支会事務担当者会議 

千葉県社会福祉センター、１名参加 

７月 ５日（火）千葉県共同募金会支会事務局長会議 

千葉県社会福祉センター、１名参加 

８月２５日（木）千葉県共同募金会支会事務担当者会議 

千葉県社会福祉センター、１名参加 

３月１４日（火）千葉県共同募金会支会事務局長会議 

千葉県社会福祉センター、１名参加 

 

 

 

(2) 日本赤十字社千葉県支部芝山町分区事務局 

 

・社資の募集 

一般社員  ２,０４９件  １,０２４,５００円 

大口個人     ２７件     ６３,０００円 

法人・団体    ６３件    １５４,０００円 

計   ２,１３９件   １,２４１,５００円 

 
    ・災害見舞の実施   ０件 

 

    ・災害救援物資受払 
 

 

 
毛 

布 

敷 

布 

ガ
ー
ゼ
ケ
ッ
ト 

日
用
品
セ
ッ
ト 

バ
ス
タ
オ
ル 

救
護
用
品
収
納
袋 

ギ
フ
ト
Ｂ
Ｏ
Ｘ 

前 期 繰 越 22 26 21 22 17 27 2 

当期受入数 0 0 0 0 0 0 0 

当期払出数 0 0 0 0 0 0 0 

当期末在庫数 22 26 21 22 17 27 2 

 

・広報啓発活動 

・全世帯へパンフレット配布（５月） 

・はにわ祭での奉仕団員によるパンフレット、広報資材配布等の広報活動実施 

・まごころの輪９４・９５号へ特集記事掲載 

・町広報紙５０１・５０３号(５・７月号)へ広報記事掲載 

 

    ・赤十字奉仕団 

・９月１１日（日）町防災フェア 

            町文化センター、２８名協力 

・１０月１３日（木）赤十字救急法フェスタ２０１６ 

            千葉県総合スポーツセンター体育館、４名参加 
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      ・１０月２３日（日）芝山町一日赤十字を開催 

            【会場】福祉センター「やすらぎの里」 

      【参加者】３２名 

      【内容】・非常食(町防災備蓄食料)炊き出し訓練 

          ・救急法講習「心肺蘇生法とAEDによる救命処置法」 

                「三角巾による包帯法」 

          ・健康生活支援講習「災害時に役立つ技術」 

・１１月１３日（日）「芝山はにわ祭」での広報活動 

            芝山公園、６名参加 

・ 

・２月４日（土）東南ブロック「赤十字のつどい」 

          大網白里市中央公民館、４名参加 

 

    ・会議、研修等 

・４月１９日（火）千葉県赤十字地域奉仕団第１回地区町村委員長会議 

千葉県赤十字会館、１名参加 

・４月２１日（木）地区・分区長会議 

千葉県赤十字会館、１名参加 

・４月２５日（月）日赤地区分区事務委員研修会 

千葉県赤十字会館、１名参加 

・９月３０日（火）東南ブロック「赤十字のつどい」打合せ会議 

大網白里市中央公民館、２名参加 

・１０月６日（木）千葉県赤十字地域奉仕団第２回地区町村委員長会議 

千葉県赤十字会館、１名参加 

・１月１２日（木）千葉県赤十字地域奉仕団第３回地区町村委員長会議 

東京グランドホテル、１名参加 

・２月９日（水）赤十字社千葉県支部評議員会 

千葉県赤十字会館、１名参加 

・２月２２日（水）日赤地区分区事務委員連絡会議 

千葉県赤十字会館、１名参加 

・３月２日（水）千葉県赤十字地域奉仕団第４回地区町村委員長会議 

千葉県赤十字会館、１名参加 

 

 

(3) 芝山町老人クラブ連合会事務局 

      ・別紙２の通り 

 

 (4) 各種福祉団体等への協力 

 

・芝山町身体障害者福祉会への協力 

・芝山町手をつなぐ親の会への協力 

 

 


