事 業 報 告（総括）
茂原市社会福祉協議会では「第３次茂原市地域福祉活動計画」に基づき、住民参加による
福祉活動の中核として、関係機関・福祉団体・地域住民と協力のうえ、次の事業を通じて民間
福祉活動の計画的な推進を図りました。

１．会務の運営
（１）理 事 会
■第１回
開 催 期 日
出 席 者 数
報告第１号
認定案第１号
認定案第2号

平成２９年５月１７日（水）１５：００～
場所：総合市民センター
１４名（理事１２名／監事２名）
給与規程の一部改正について
平成２８年度茂原市社会福祉協議会事業報告について
平成２８年度茂原市社会福祉協議会決算認定について

監 査 報 告
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号

評議員選任・解任委員の選任について
評議員選任候補者の推薦について
社協運営委員の選任について
会員募集協力優秀自治会の顕彰について

■第２回
開 催 期 日
出 席 者 数
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号
議案第６号
議案第７号
議案第８号
■第３回
開 催 期 日
出 席 者 数
報告第１号
報告第２号
議案第１号
■第４回
開 催 期 日
出 席 者 数
報告第１号
報告第２号
報告第３号
報告第４号
報告第５号
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号

平成２９年６月２３日（金）１５：３０～
場所：総合市民センター
１７名（理事１５名／監事２名）
会長の選任について
副会長の選任について
顧問の選任について
評議員選任候補者の推薦について
社協運営委員・事業評価検討委員の選任及び任期の変更について
福祉金庫運営委員の選任について
歳末たすけあい募金配分委員の選任について
経理規程の一部改正について

平成２９年９月２９日（金）１３：３０～
場所：総合市民センター
１３名（理事１１名／監事２名）
平成２８年度地域福祉活動計画進捗管理・事業評価並びに
第３次地域福祉活動計画の総合評価について
茂原市地域福祉活動計画策定委員の選任について
第２８回茂原市社会福祉大会の顕彰者選考について

平成３０年３月２０日（火）１５：３０～
場所：総合市民センター
１４名（理事１２名／監事２名）
指導監査の結果報告について
大口寄附の報告について
茂原市地域福祉活動計画策定委員の選任について
給与規程の一部改正について
嘱託職員就業規則の一部改正について
副会長の選任について
平成２９年度茂原市社会福祉協議会資金収支補正予算（案）について
平成３０年度茂原市社会福祉協議会事業計画（案）について
平成３０年度茂原市社会福祉協議会資金収支予算（案）について

議案第５号
議案第６号
議案第７号
議案第８号
議案第９号
議案第10号
議案第11号

（２）評議員会
■第１回
開 催 期 日
出 席 者 数

定款の一部改正について
事務局規程等の一部改正について
個人情報取扱規程の制定について
育児休業及び介護休業等に関連する規則の一部改正について
経理規程の一部改正について
第４次茂原市地域福祉活動計画の策定について
評議員会の招集について

認定案第２号

平成２９年６月２３日（金）１３：００～
場所：総合市民センター
４１名（評議員３５名／理事４名／監事２名）
平成２８年度茂原市社会福祉協議会事業報告について
平成２８年度茂原市社会福祉協議会決算認定について

監 査 報 告
議案第１号
議案第２号

理事の選任について
監事の選任について

認定案第１号

■第２回
開 催 期 日
出 席 者 数
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号
議案第６号

平成３０年３月２６日（月）１３：３０～
場所：総合市民センター
３６名（評議員３４名／理事２名）
平成２９年度茂原市社会福祉協議会資金収支補正予算（案）について
平成３０年度茂原市社会福祉協議会事業計画（案）について
平成３０年度茂原市社会福祉協議会資金収支予算（案）について
定款の一部改正について
第４次茂原市地域福祉活動計画の策定について
理事の選任について

（３）監 査
■社会福祉協議会監査
開 催 期 日 平成２９年５月１０日（水）１３：００～
場所：総合市民センター
出 席 者 数 ２名（社会福祉協議会監事２名）
監 査 事 項 平成２８年度事業及び会計について
平成２８年度県共同募金会茂原市支会事業及び会計について
（４）会長・副会長会議

毎月開催し、会の運営及び事業等について協議

２．専門委員会の開催
（１）評議員選任・解任委員会
（２）社協運営委員会
（３）事業評価検討委員会
（４）地区社会福祉協議会事業推進委員会
（５）心配ごと相談所運営委員会
（６）共同募金委員会
（７）歳末たすけあい募金配分委員会
（８）もばら後見支援センター運営委員会
３．会議・研修会・大会への参加
（１）千葉県社会福祉大会
（２）関東ブロック郡市区町村社協職員合同研究協議会
（３）市町村社会福祉協議会会長・事務局長会議
（４）長生郡市社協連絡会会長・事務局長会議
（５）千葉県共同募金会々議

４．役員視察研修
■移送サービス事業について視察研修を行った。
期 日
平成３０年２月９日（金）
視察先
四街道市社会福祉協議会
参加者
２９名（理事３名／評議員２０名／職員５名）
５．福祉意識の啓発と広報活動
（１）広報活動
■当協議会やボランティア活動などの紹介及び福祉に関する住民意識の高揚を図った。
「社福もばら」の発行（５・７・１０・２月／年４回）／ホームページ及びＳＮＳの運営
（２）福祉教育の推進
■市内小中学校児童・生徒を対象に、ボランティア学習・体験学習を実施し、社会福祉への理
解と関心を高めるとともに、ふれあいと支え合いの心を育成した。
［講師派遣回数 １０回 （対前年度比 ＋４回）］
■５月５日、ショッピングプラザ アスモで開催された 『もばちゃいる』に参加し、児童を対象に車
いすやアイマスク体験を通して、社会福祉の理解と関心を高めた。
［体験者数 １１３名 （対前年度比 △１１１名）］
６．第２８回茂原市社会福祉大会の開催
期 日
平成２９年１０月２８日（土）
会 場
総合市民センター
内 容 ①活動発表(千葉県立茂原樟陽高等学校)
福祉功労者（団体）の顕彰
［顕彰者数 ５０名 （対前年度比 ＋２４名）］
［顕彰団体数 ４団体（対前年度比 ＋２団体）］
７．在宅福祉サービス事業の推進
（１）見守り型食事サービス
■７月、８月を除く月３回、地区ボランティア会の協力により市内９施設を活用し、献立・調理・配
食を実施した。なお、７月、８月は友愛訪問を実施した。
［利用者数 １４６名（対前年度比
△８名）］
［延食数 ３，９１５食（対前年度比 △２７４食）］
（２）ねたきり高齢者・重度身体障害者（児）への紙おむつ等の支給
■在宅でねたきり高齢者等を介護している方の負担の軽減を図るため、紙おむつ等を６月、１０月、
２月の年３回支給をした（紙おむつ１５０枚／年、防水シーツ１枚／年、尿取パット１８０枚／年）。
① ６月 １６０名（対前年度比 △２０名）
② １０月 １６０名（対前年度比 △２０名）
③ ２月 １５６名（対前年度比 △１６名）
（３）訪問理髪サービス
■在宅で６ヶ月以上ねたきりの高齢者や心身障害者（児）を対象に、本人及び介護者の精神的
経済的負担の軽減を図るため、訪問理髪を実施し利用料金の半額を助成することにより、在
宅介護を支援した（サービス利用券 １人４枚／年）。
［登録者数
２１名（対前年度比 ＋２名）］
［利用者数
１７名（対前年度比 ＋１名）］
［延べ利用回数 ３８回（対前年度比 ＋２回）］
（４）声の広報の貸出し
■朗読ボランティア『みずすまし会』の協力により、市広報誌「広報もばら」等を毎月カセットテー
プに録音し、目の不自由な方へ貸出した（作製回数 ２４回／年）。
［利用者数 １７名（対前年度比 ＋１名）］

（５）点字活動
■ボランティアグループ「六点会」の協力により、目の不自由な方へ点訳カレンダー等を配付す
るとともに、障害者福祉活動を推進した。
（６）ひざ掛け等の配付
■ボランティアグループ「すずらんの会」の協力により、モチーフをつなぎ合わせて作られたひざ
掛け等を、在宅のひとり暮らし高齢者に配付した。
［配布枚数 １５９枚（対前年度比 △１２枚）］
（７）ひとり暮らし高齢者友愛訪問
［利用者数 １３３名（対前年度比 △１６名）］
８．高齢者福祉の推進
（１）米寿者へ記念写真の贈呈
■ボランティアグループ『写友会』『デジカメの会』『四季』の協力により、８８歳を迎えた方の自宅
へ伺い、記念写真を撮影し届けた（対象者４１８名）。
［贈呈者 １４７名（対前年度比 △３２名）］
（２）長寿クラブ活動への援助、支援
■長寿クラブ連合会及び単位クラブ活動を支援した。
［クラブ数
７２ （対前年度比 △１）］
［会員数 ２，１６３名（対前年度比 △６７名）］
９．障害者福祉の推進
（１）身体障害者郊外研修事業等の支援(宿泊・日帰研修）
（２）福祉野球教室の開催
■千葉ロッテマリーンズ現役選手と共にスポーツの楽しさを体験することで、社会参加と自立促
進を図る。
平成２９年１２月２日（土） 茂原市営野球場にて開催
（３）心身障害児（者）事業『クリスマス会』の支援
平成２９年１２月１７日（日） 総合市民センターにて開催
（４）車いすの貸出し
［貸出件数 ４２件（対前年度比 △１５件）］
１０．児童福祉の推進
（１）民間幼稚園・保育園・養護施設等への助成
■児童養護施設(1施設)
（２）放課後児童健全育成事業（１５頁 参照）
■家庭や地域の子育てを支援するため、学童クラブの運営を行った。
豊岡学童クラブ利用者数
１６６名 （対前年度比 △８６名）
二宮学童クラブ利用者数
２７８名 （対前年度比 ＋２０名）
東郷（第1・第2）学童クラブ利用者数
８７６名 （対前年度比 △１５名）
夏期茂原学童クラブ利用者数
７８名 （対前年度比 △１名）
※月別利用者数の合計
（３）福祉こどもまつり
期 日
会 場
主 催
共 催
後 援

平成２９年５月１４日（日）
茂原市総合市民センター
茂原市社会福祉協議会、茂原市ボランティア連絡協議会
大多喜ガス（株）茂原サービスセンター
茂原市

１１．生活援護活動の推進
（１）生活福祉資金の貸付（１６頁 参照）
本年度貸付件数
現在貸付中

１３件 （対前年度比 △１５件）
１５０件 （対前年度比 △８件）

（２）福祉金庫の貸付（１７頁 参照）
本年度貸付件数
現在貸付中

５９件 （対前年度比 △１１件）
３０件 （対前年度比 △１３件）

（３）応急援護資金の支給
災害見舞金（火災）
生活援護資金

１件 （対前年度比 ＋１件）
４１件 （対前年度比 △４０件）

（４）夏季一時金の支給
要援護世帯等へ支給

３８６世帯 （対前年度比 ＋２３世帯）

（５）歳末たすけあい募金の配分
要援護世帯等
福祉施設入所者
在宅重度障害者
ねたきり高齢者、身障者
ひとり暮らし高齢者
火災見舞
生活保護者
福祉関係団体活動助成

３８９世帯
２９名
２２名
１２１名
８５７名
１件
５０９名
７件

（対前年度比 ＋１５世帯）
（対前年度比 ±０名）
（対前年度比 ＋１名）
（対前年度比 △３名）
（対前年度比 △２０名）
（対前年度比 ±０件）
（対前年度比 ＋２１名）
（対前年度比 ±０件）

１２．介護保険事業の推進（１８頁 参照）
■要介護認定を受けた者が、介護サービスを適切に利用できるよう介護計画を作成すると伴に、
日常生活を営むのに支障のある高齢者の在宅生活を支援した。
（１）居宅介護支援
８７６件 （対前年度比 ＋５８件）
（２）介護予防支援
１０４件 （対前年度比 △４件）
（３）訪問介護事業
３９１件 （対前年度比 ＋３６件）
（４）介護予防訪問介護事業
１６２件 （対前年度比 ＋９件）
１３．障害福祉サービス事業の推進
（１）障害者居宅介護事業（１９頁 参照）
■障害者総合支援法に基づき、障害支援区分認定を受けた障害者の日常生活を支援した。
［居宅介護 ９４件（対前年度比 ＋７件）］
［同行援護 ８８件（対前年度比 ＋１２件）］
（２）福祉作業所あゆみの家
■障害者の自立と社会参加に努め、適切な障害福祉サービスを利用できるよう支援した。
就労継続支援Ｂ型事業（２０頁～２２頁 参照）
特定相談支援事業（２３頁 参照）
１４．心配ごと相談所の開設
（１）一般相談所（２４頁 参照）
日 時
毎週水曜日 ９：００～１５：００
場 所
総合市民センター ３階 相談室
相談員
常勤相談員 ２名／一般相談員 １０名
（２）無料法律相談（２５頁 参照）
日 時
毎月第４水曜日 １３：００～１６：００（１人当り２５分程度）
場 所
総合市民センター ２階 会議室
相談員
河邊義範顧問弁護士

１５．もばら後見支援センターの推進（２５頁 参照）
（１）日常生活自立支援事業
■成年後見の利用対象にならない高齢者や障害者に対し、福祉サービスの利用手続きの援助
や代行及び金銭管理等を実施した。
［利用者数
２８名（対前年度比 ＋２名）］
［相談･訪問調査件数
１８９件（対前年度比 ＋５件）］
［登録支援員数
２６名（対前年度比 ±0名）］
（２）法人後見受任事業
■判断能力が十分でない高齢者や障害者（原則として紛争性がない者）等を対象に、身上監護
や財産管理等の後見業務を実施した。
［受任件数
３名（対前年度比 ＋３名）］
［相談・訪問調査件数 ６７件（対前年度比 ＋３６件）］
（３）第１回法人後見支援員養成講座の開催
■当会管理のもと、地域住民という身近な立場で後見活動を行っていく法人後見支援員を養成
することを目的として講座を開講した。
期 日
平成３０年２月７日（水）、２月２１日（水）、３月７日（水）
会 場
総合市民センター
［受講者数
３０名］
［修了者
２２名］
［登録支援員数 １７名］
１６．指定管理
（１）心身障害者福祉作業所「あゆみの家」の管理運営（２０頁～２２頁 参照）
（２）総合市民センターの管理運営（２６頁～２７頁 参照）
（３）二宮福祉センターの管理運営（２８頁～２９頁 参照）
（４）豊田福祉センターの管理運営（３０頁～３１頁 参照）
（５）五郷福祉センターの管理運営（３２頁～３３頁 参照）
（６）豊岡福祉センターの管理運営（３４頁～３５頁 参照）
（７）東郷福祉センターの管理運営（３６頁～３７頁 参照）
１７．ボランティア活動の推進
■市民のボランティア活動に関する理解と関心を深めるとともに、ボランティア活動の推進を図る
ため、相談・登録・斡旋・養成事業を行った。
（１）ボランティアコーディネーターの配置 ２名
（２）ボランティア相談
月～金曜日 午前８時３０分～午後５時 場所：総合市民センター
［相談件数 １１７件（対前年度比 △１９件）］
（３）ボランティアグループの援助・育成
ボランティアセンター登録グループに対し、ボランティア保険加入手続き・活動先の斡
旋等、援助・育成を行う。
（４）ボランティア登録者
[団体登録数 １，０９９名（対前年度比 ＋９５名）／６２団体（対前年度比 ＋２団体）］
[個人登録者数
７４名（対前年度比 ＋３名）］
[登録者合計 １，１７３名（対前年度比 ＋９８名）］

（５）ボランティア連絡協議会
ボランティアセンターの基幹団体であるボランティア連絡協議会の事務局を行う。
[連協団体数 １７団体（対前年度比 ±０団体）］
[合計会員数 ３１９名 （対前年度比 ＋９名）］
【活動内容】
□郊外研修の開催(国際子ども図書館)
□共同募金運動への協力（１０月、１２月街頭募金）
□ボランティア講座の開催 ：ボランティア研修会の開催
□社会福祉協議会事業への協力
□会員増強事業の実施 ：見学会・体験教室の開催 (秋のボランティアウィーク)
□視察研修受入：印西市女性の会 「見守りサービスについて」
（６）災害ボランティア活動保険への加入

[加入者数

７名（対前年度比

△６名）］

（７）ボランティア活動参加延人数

[参加者数 １３，９４０名（対前年度比＋４５９名）］

（８）ボランティア研修会等の開催
□ボランティア連絡協議会郊外研修

[参加者数

７５名（対前年度比 ＋１０名）］

□傾聴ボランティア養成講座
[参加者数
第1回「傾聴スキルの基本」
講師：北田知子（ＮＰＯ法人スピリッツ）
第2回「高齢者への理解」
講師：林正貴（デイサービスセンター長生東）
「障がい者への正しい理解」
講師：伊藤孝浩（鈴木神経科病院）
第3回「電話相談から学ぶ傾聴スキル」
講師：相談員（千葉いのちの電話）

３１名］

□連協主催ボランティア研修会
[参加者数
「新しいボランティア活動」
講師:丸岡一人（子どもの食と貧困を考える会）
講師:井上英樹（パラスポーツ茂原）

７０名（対前年度比 ＋１５名）］

□ささえるつながる福祉講座
[参加者数
３８名（対前年度比
「２０２０年ボランティアで参加するには」
講師:仁平貴子(千葉県県民生活・文化課)
講師:野口美一(ロンドンパラリンピック日本選手団副団長)
（９）夏休みボランティア体験

[参加者数

＋６名）］

５１２名（対前年度比 ＋７名）］

（10）ボランティアセンター備品の貸出（３８頁 参照）
１８．福祉関係団体の支援・育成
■福祉関係団体に助成金を交付し、活動を支援した。
地 域 福 祉 民生委員児童委員協議会／保護司会／更生保護女性会／
遺族会／自治会長連合会／社会を明るくする運動推進委員会
障害者福祉 身体障害者福祉会／原爆被爆者友愛会／聴覚障害者協会／
長生茂原心身障害児者親の会／神経難病者の会（歳末）／
言語障害者の会（歳末）／視覚障害者の会（歳末）／
長生郡市精神障害者家族会（歳末）／長生・山武自閉症協会（歳末）
児 童 福 祉 ことばの教室親の会／子ども会育成連合会／連合婦人会／
青少年相談員連絡協議会／ダウン症児親の会（歳末）／
おもちゃ図書館（歳末）

１９．地域福祉の推進
（１）基本福祉圏事業の推進
■市内における在宅福祉サービスの現状と福祉対象者の把握に努めるとともに、各地区社会福
祉協議会内での活動推進が円滑にできるよう、広報啓発や各種ボランティアの養成に努めた。
（２）地区社会福祉協議会事業の推進
■地域の実情に応じた在宅福祉サービスの一層の提供を図るため、各地区委員が福祉対象者
の現状を把握しながら対策について協議し、地区住民参加のもと次のような事業を展開した。
① 設 置 数 １３地区社会福祉協議会
② 会
議 地区社会福祉協議会事業推進委員会を開催（年２回）
③ 実 施 事 業 ふれあいいきいきサロン／敬老祝賀会／高齢者の集い／会食会
ひとり暮らし高齢者の集い／ひとり暮らし高齢者友愛訪問／地域交流会
ねたきり老人身体障がい者友愛訪問／ハガキ慰問
（３）地区たすけあいサービス事業の推進
■高齢者の在宅生活を支援する仕組みとして、地域住民の相互扶助によるたすけあい活動を組
織化し、福祉への住民参加の増進と福祉ネットワークの構築を目的とした事業の推進に努めた。
利用会員数 協力会員数 利用実績
① 実施地区と実績
北部地区社協
１６名
３３名
11件 （対前年度比 △４件）
中の島地区社協
２８名
２６名
３１件 （対前年度比 ＋７件）
中央地区社協
４名
１３名
４件 （対前年度比 ＋１件）
② 地区社会福祉協議会事業推進委員会による先進地区視察研修の実施
期 日
平成２９年１２月７日（木）
視察先
船橋市社会福祉協議会（夏見地区）
参加者
３９名（地区社協委員３６名／職員３名）
２０．災害時の支援体制
（１）災害ボランティアセンター設置運営訓練
期 日
平成２９年７月２３日（土）
会 場
総合市民センター
参加者
１３１名（対前年度比 ＋６３名）
（２）災害ボランティア協力者登録制度
■大規模災害に備える取り組みとして、災害時にボランティア活動をすることができる個人や団
体に、事前登録をしてもらうほか、平時においては訓練に参加をしてもらった。
［個人登録
２５名（対前年度比
＋５名）］
［団体登録 ３１９名（対前年度比 ＋１７５名）／７団体（対前年度比 ＋４団体）］
［登録者数 ３４４名（対前年度比 ＋１８０名）］
２１．会員の増強
（１）会員募集説明会（自治会、商工会議所総会で説明）
（２）会員募集（自治会、法人、個人、団体、施設等）
［会員数
２３，９３０件（対前年度比
＋７５２件）］
［会費
９，３９２，８５０円（対前年度比 ＋１２９，０００円）］
（３）優秀自治会表彰
［１５自治会（対前年度比 △２自治会）］

２２．共同募金運動への協力
（１）赤い羽根共同募金運動への協力 （１０月１日～３月３１日）
目 標 額
９，１３０，０００円 （対前年度比
±０円）
募金実績額
７，６８４，３５３円 （対前年度比 △３８９，０３０円）
達 成 率
８４．１％ （対前年度比 △４．３ポイント）
（２）歳末たすけあい募金運動への協力 （１２月１日～１２月３１日）
目 標 額
３，６４０，０００円 （対前年度比
±０円）
募金実績額
３，３２５，７５１円 （対前年度比
＋６，１３２円）
達 成 率
９１．３％ （対前年度比 ＋０．２ポイント）
配分実績額
３，２４９，９１１円 （対前年度比 △１１６，６８３円）
２３．自主財源の確保
（１）収益事業 （自動販売機の設置）
収入額
１，０４１，２０２円
（２）寄附
① 寄附件数
寄附額

※平成２９年度から設置

９６件 （対前年度比
＋１７件）
８，６１３，１８３円 （対前年度比＋６，３３２，９２５円）
※ 大口寄附 １件 ５，０００，０００円

うち１０万円以上
寄附件数
寄附額

１２件 （対前年度比
＋７件）
７，３２９，２８９円 （対前年度比＋６，３２４，２８９円）

② 第１０回もばら福祉チャリティーゴルフ大会
■「福祉チャリティーを通して、住民相互の連帯と福祉力の醸成を図ると共に、市民の健康づく
りと地域福祉力の資源を確保すること]を目的として、実行委員会により開催された。
１０回目の記念大会となり、大会を通じて集まったチャリティー募金が当会に寄附された。
期 日
平成３０年１月１７日（水）
会 場
房総カントリークラブ
参加者
１８０名
（対前年度比
＋８名）
寄附額
３７０，０００円 （対前年度比
＋５０，０００円）
③ 第１回もばら福祉チャリティーボウリング大会
■「ボウリングを楽しみながらチャリティーに参加してもらい、健康づくりと地域住民の連帯や福祉
意識の高揚を図ること」を目的として、各地区社協から選出・構成された実行委員会が企画
し開催された。また、大会を通じて集まったチャリティー募金が当会に寄附された。
期 日
平成３０年１月１９日（金）
会 場
茂原ミナミボウル
参加者
５０名
寄附額
５２，６６３円

