事 業 報 告（総括）
茂原市社会福祉協議会では「第４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
報告第２号
認定案第１号
認定案第2号

平成３０年５月２４日（木）１５：００～
場所：総合市民センター
１２名（理事１０名／監事２名）
嘱託職員就業規則の一部改正について
会員募集協力優秀自治会の顕彰について
平成２９年度茂原市社会福祉協議会事業報告について
平成２９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
議案第５号
議案第６号

評議員選任候補者の推薦について
福祉金庫運営委員の選任について
社協運営委員・事業評価検討委員の選任について
歳末たすけあい配分委員の選任について
評議員会のの招集について
評議員選任・解任委員会の招集について

■第２回
開 催 期 日
出 席 者 数
報告第１号
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
■第３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
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
（２）評議員会
■第１回
開 催 期 日
出 席 者 数
認定案第１号
認定案第２号

監 査 報 告

平成３０年９月２６日（水）１０：００～
場所：総合市民センター
１４名（理事１２名／監事２名）
平成２９年度地域福祉活動計画進捗管理及び事業評価について
第２９回茂原市社会福祉大会の顕彰者選考について
指定訪問介護及び指定介護予防・日常生活支援総合事業第一号
訪問介護運営規程の一部を改正する規程の制定について
職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
育児休業及び介護休業等に関する規則の一部を改正すく規則の制定について

平成３１年３月１９日（火）１５：３０～
場所：総合市民センター
１２名（理事１０名／監事２名）
給与規程の一部を改正する規程の制定について
ファミリー・サポート・センター設置及び運営規程の制定について
茂原市社会福祉協議会人事評価制度実施要領の制定について
大口寄付の報告について
平成３０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３１年度茂原市社会福祉協議会事業計画（案）について
平成３１年度茂原市社会福祉協議会資金収支予算（案）について
特定相談支援事業所あゆみの家運営規程の一部を改正する規程の
制定について
理事・監事・評議員選任規程の一部を改正する規程の制定について
嘱託職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
評議員会の招集について

平成３０年６月２８日（木）１３：３０～
場所：総合市民センター
３８名（評議員３３名／理事４名／監事１名）
平成２９年度茂原市社会福祉協議会事業報告について
平成２９年度茂原市社会福祉協議会決算認定について

議案第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

理事の選任について

平成３１年３月２７日（水）１３：３０～
場所：総合市民センター
３４名（評議員３０名／理事４名）
平成３０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３１年度茂原市社会福祉協議会事業計画（案）について
平成３１年度茂原市社会福祉協議会資金収支予算（案）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３０年５月８日（火）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２９年度事業及び会計について
平成２９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
■社会福祉法人等施設と連携した移送サービスの活動について研修を行った。
期 日
平成３１年２月７日（木）
視察先
川崎市宮前区社会福祉協議会
参加者
２７名（理事６名／評議員１８名／職員３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 ４回 （対前年度比 △６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 １４３名
（対前年度比 ＋３０名）］

６．第２９回茂原市社会福祉大会の開催
期 日
平成３０年１０月２７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・アトラクション
［顕彰者数 ２８名 （対前年度比 △２２名）］
［顕彰団体数 ７団体（対前年度比 ＋３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 １３６名（対前年度比
△１０名）］
［延食数 ３，４２４食（対前年度比 △４９１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 １５４名（対前年度比 △６名）
② １０月 １３８名（対前年度比 △２２名）
③ ２月 １３８名（対前年度比 △１８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
２２名（対前年度比 ＋１名）］
［利用者数
１３名（対前年度比 △４名）］
［延べ利用回数 ３３回（対前年度比 △５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 ２０名（対前年度比 ＋３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 １１８枚（対前年度比 △４１枚）］
（７）ひとり暮らし高齢者友愛訪問
［利用者数 １２４名（対前年度比

△９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４２１名）。
［贈呈者 １４５名（対前年度比 △２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
６５ （対前年度比
△７）］
［会員数 １，９７５名（対前年度比 △１８８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(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３０年１２月１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３０年１２月１６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 ４８件（対前年度比

＋６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（１３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
１４７名 （対前年度比 △１９名）
二宮学童クラブ利用者数
２６１名 （対前年度比 △１７名）
東郷（第1・第2）学童クラブ利用者数
１，０８４名 （対前年度比＋２０８名）
夏期茂原学童クラブ利用者数
７２名 （対前年度比 △６名）
※月別利用者数の合計
（３）もばらファミリー・サポート・センター事業
■育児の援助を受けることを希望する者と育児の援助を行うことを希望する者との相互援助活動
に関する連絡・調整を行う事業の立上げを行った。
入会説明会の実施（６回）／うち講演会（１回）を同時開催
基礎研修会（３回）
［登録状況］ 依頼会員
３８名
提供会員
１８名
両方会員
２名
（４）福祉こどもまつり
期 日
会 場
主 催
共 催
後 援

平成３０年５月１３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（１４頁 参照）
本年度貸付件数
現在貸付中
（２）福祉金庫の貸付（１５頁 参照）
本年度貸付件数
現在貸付中
（３）応急援護資金の支給
災害見舞金（火災）
生活援護資金
（４）夏季一時金の支給
要援護世帯等へ支給

１０件 （対前年度比
１４８件 （対前年度比

△３件）
△２件）

１０２件 （対前年度比
４３件）
４５件 （対前年度比 ＋１５件）

２件 （対前年度比 ＋１件）
６１件 （対前年度比 ＋２０件）

４３４世帯 （対前年度比 ＋４８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

４４０世帯
３０名
２５名
１０５名
８７８名
２件
５３４名
７件

（対前年度比
（対前年度比
（対前年度比
（対前年度比
（対前年度比
（対前年度比
（対前年度比
（対前年度比

＋５１世帯）
＋１名）
＋３名）
△１６名）
＋２１名）
＋１件）
＋２５名）
±０件）

１２．介護保険事業の推進（１６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。
［介護支援専門員
２名（対前年度比 ±０名）］
［サービス提供責任者 ２名（対前年度比 ±０名）］
［常勤ヘルパー ０名（対前年度比 △１名）、 登録ヘルパー ２３名（対前年度比 ±０名）］
（１）居宅介護支援（ケアプラン作成）
８１１件 （対前年度比 △６５件）
（２）介護予防支援（予防プラン作成）
９６件 （対前年度比 △８件）
（３）訪問介護サービス
３３６件 （対前年度比 △５５件）
（４）訪問型サービス（総合事業）
１７５件 （対前年度比 ＋１３件）
（５）要介護認定調査
１２件 （対前年度比 ＋６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（１７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。
［サービス提供責任者 ２名（対前年度比 ±０名）］
［常勤ヘルパー ０名（対前年度比 △１名）、 登録ヘルパー １４名（対前年度比 ±０名）］
［居宅介護及び重度訪問介護
８９件（対前年度比 △５件）］
［同行援護（外出支援）
８８件（対前年度比 ±０件）］
■利用者のニーズに対応するため、保険給付外のサービスを提供し、日常生活を支援した。
［保険給付外サービス
４０件（対前年度比 △５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（１８頁～２０頁 参照）
特定相談支援事業（２１頁 参照）
１４．心配ごと相談所の開設
（１）一般相談所（２２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 ９名
（２）無料法律相談（２３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
斉藤明良弁護士
１５．もばら後見支援センターの推進（２３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
２６名（対前年度比 △２名）］
［相談・訪問調査件数 １７３件（対前年度比 △１６件）］
［登録支援員数
３１名（対前年度比 ＋５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
４名（対前年度比 ＋１名）］
［相談・訪問調査件数 ３８件（対前年度比 △２９件）］
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（１８頁～２０頁 参照）
（２）総合市民センターの管理運営（２４頁～２５頁 参照）
（３）二宮福祉センターの管理運営（２６頁～２７頁 参照）
（４）豊田福祉センターの管理運営（２８頁～２９頁 参照）
（５）五郷福祉センターの管理運営（３０頁～３１頁 参照）
（６）豊岡福祉センターの管理運営（３２頁～３３頁 参照）
（７）東郷福祉センターの管理運営（３４頁～３５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 ９２件（対前年度比 △２５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 １，０８５名（対前年度比 △１４名）／６３団体（対前年度比 ＋１団体）］
[個人登録者数
５０名（対前年度比 △２４名）］
[登録者合計 １，１３５名（対前年度比 △３８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 ２９３名 （対前年度比 △２６名）］
【活動内容】
□郊外研修の開催(迎賓館赤坂離宮)
□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)
（６）災害ボランティア活動保険への加入

[加入者数

（７）ボランティア活動参加延人数

[参加者数 １３，５５８名（対前年度比サ△３８２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

□連協主催ボランティア研修会
[参加者数
「災害時におけるボランティア活動について」
講師:千葉県災害対策コーディネーター茂原

１１名（対前年度比

７２名（対前年度比

＋４名）］

△３名）］

４９名（対前年度比 △２１名）］

□ボランティア養成講座
[参加者数
「パラスポーツ（障がい者スポーツ）講座」
講師:佐藤恵美子(宇宙の会 会長)
講師:井上英樹(パラスポーツ茂原)
（９）夏休みボランティア体験

[参加者数

２４名（対前年度比 △１４名）］

４３１名（対前年度比 △８１名）］

（10）ボランティアセンター備品の貸出（３６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／長寿クラブ連合会
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／もばら百歳体操
（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
１８名
３５名
1９件 （対前年度比 ＋８件）
中の島地区社協
３５名
２７名
２６件 （対前年度比 △５件）
中央地区社協
２名
１３名
２件 （対前年度比 △２件）
豊田地区社協（新規）
４名
１８名
４件
②

たすけあいサービス交流会の実施
期 日
平成３１年１月３０日（水）
内 容
たすけあいサービス実施報告等
参加者
３３名（地区社協委員３０名／職員３名）

③

高齢者支援課主催「生活支援体制整備推進協議体」への参加
期 日
平成３０年９月２８日（金）
内 容
地域で行われている活動の現状と課題について協議

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３０年７月２１日（土）
会 場
豊田福祉センター
参加者
８６名（対前年度比 △４５名）

（２）災害ボランティアセンター運営スタッフ養成講座
期 日
平成３０年７月１４日（土）
会 場
総合市民センター
参加者
６１名
（３）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
２８名（対前年度比
＋３名）］
［団体登録 ３１９名（対前年度比
±０名）／７団体（対前年度比 ±０団体）］
［登録者数 ３４７名（対前年度比
＋３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
２３，４５５件（対前年度比
△４７５件）］
［会費
９，１４８，３５０円（対前年度比 △２４４，５００円）］
（３）優秀自治会表彰
［１８自治会（対前年度比 ＋３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
８，１５０，０００円 （対前年度比 △９８０，０００円）
募金実績額
７，４８０，２７９円 （対前年度比 △２０４，０７４円）
達 成 率
９１．７％ （対前年度比 ＋７．６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
３，４１０，０００円 （対前年度比 △２３０，０００円）
募金実績額
３，１９０，７４１円 （対前年度比 △１３５，０１０円）
達 成 率
９３．５％ （対前年度比 ＋２．２ポイント）
配分実績額
３，１５０，６０１円 （対前年度比 △９９，３１０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
（２）寄附
① 寄附件数
寄附額

１，１８０，６４３円 （対前年度比 ＋１３９，４４１円） ※平成２９年度から設置
９７件 （対前年度比
＋１件）
１３，９８８，４３７円 （対前年度比＋５，３７５，２５４円）
※ 大口寄附 １件 １０，０００，０００円

うち１０万円以上
寄附件数
寄附額

１２件 （対前年度比
±０件）
１２，７４４，３３４円 （対前年度比＋５，４１５，０４５円）

② 第１１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。
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９月２７日（木）
会 場
房総カントリークラブ
参加者
１６６名
（対前年度比 △１４名）
寄附額
３７０，０００円 （対前年度比
±０円）

