
平成 28年度  社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会事業報告書 

1. 会議の開催 

（1）理事会の開催 

平成２８年［第２回理事会］    平成２８年５月２５日（木） 

横瀬町総合福祉センター  定数１５名  現員１４名 

 出席理事１４名   出席監事２名 出席者計１６名 

〈議  案〉 

・平成 27年度社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会事業報告について (原案承認) 

・平成 27年度社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会資金収支決算について (原案承認) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会福祉資金貸付運営委員会委員の選任(補充)につ 

いて                              (原案同意) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会歳末たすけあい寄付金配分委員会委員の選任 

(補充)について                         (原案同意) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会ボランティアセンター運営委員会委員の選任 

(補充)について (原案同意) 

 

［第３回理事会］    平成２８年１０月１９日（水） 

横瀬町総合福祉センター  定数１５名  現員１５名 

 出席理事１２名   出席者計１２名 

〈議  案〉 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会歳末たすけあい寄付金配分委員会委員の選任 

について                            (原案同意) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会会長表彰受賞者の決定について (原案可決) 

 

［第４回理事会］    平成２８年１２月２６日（月） 

横瀬町総合福祉センター  定数１５名  現員１５名 

 出席理事１３名  出席者計１３名 

〈議  案〉 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会定款の改正について (原案可決) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程について 

 (原案可決) 

 

平成２９年［第１回理事会］    平成２９年３月２９日（水） 

横瀬町総合福祉センター  定数１５名  現員１５名 

 出席理事１４名   出席者計１４名 

〈議  案〉 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会理事、監事及び評議員の選任に関する規程の一

部改正について (原案可決) 

・平成２９年度社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会事業計画について (原案可決) 

・平成２９年度社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会資金収支予算について(原案可決) 

・社会福祉法人横瀬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 

 (原案同意) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦について (原案同意) 

 



・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会ボランティアセンター運営委員会委員の選任 

について                            (原案同意) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会第三者委員の選任について (原案同意) 

 

（２）評議員会の開催 

［第２回評議員会］    平成２８年５月２５日（水） 

横瀬町総合福祉センター  定数３５名  現員３５名 

出席評議員２４名  出席理事１名 出席監事２名 出席者計２７名 

〈議  案〉 

・平成 27年度社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会事業報告について (原案承認) 

・平成 27年度社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会資金収支決算について (原案承認) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会理事の選任（補充）について   (原案同意) 

 

［第３回評議員会］    平成２８年１２月２６日（月） 

横瀬町総合福祉センター  定数３５名  現員３４名 

出席評議員２５名  出席理事１名  出席者計２６名 

〈議  案〉 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会定款の改正について        (原案可決) 

 

平成２９年［第１回評議員会］    平成２９年３月２９日（水） 

横瀬町総合福祉センター  定数３５名  現員３４名 

出席評議員２６名  出席理事１名    出席者計２７名 

〈議  案〉 

・平成２９年度社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会事業計画について  （原案可決） 

・平成２９年度社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会資金収支予算について(原案可決) 

  ・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会理事の選任について       (原案同意) 

  ・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会監事の選任について       (原案同意) 

 

（３）監査会の開催 

平成２８年５月１６日（月） 

横瀬町総合福祉センター    出席監事２名    出席者計２名 

・平成２７年度業務執行及び会計に関する監査執行 

 

2. 助 成 事 業 

・はり・灸・マッサージ施術費の助成    ５４,０００円 

・診断書発行料の助成      ３３,０００円 

・福祉モデル地区への助成     ２００,０００円 

・社会福祉協力校への助成     １００,０００円 

・民生・児童委員活動強化費の助成    ２００,０００円 

・横瀬町遺族会への助成     １００,０００円 

・保健業務推進費の助成（横瀬町母子愛育会へ)   ３０,０００円 

・横瀬町身体障害者福祉会への助成     ７０,０００円 

・横瀬町食生活改善推進員協議会への助成    ３０,０００円 

・手話勉強の会への助成      ３０,０００円 

・横瀬町保護司会への助成      ３０,０００円 



・会費募集にかかる各区への助成     ５２,８９０円 

 

3. 地 域 福 祉 活 動 育 成 強 化 事 業 

（１）福祉モデル地区指定事業 

地域に根ざした組織的かつ健全な社会福祉活動を育成するため、モデル地区を指定

し補助金を交付した。 

・指定地区名  根古屋地区、芦ヶ久保地区（２年度） 

・指 定 期 間  平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 

・補 助 金 額  １地区年額１００,０００円（再掲） 

・実 績  地域福祉事業、健康増進事業の実施等 

 

（２）各種団体の強化助成 

・民生・児童委員活動強化費の助成（再掲） ２００,０００円 

・保健業務推進費の助成（横瀬町母子愛育会へ）（再掲） ３０,０００円 

・横瀬町身体障害者福祉会への助成（再掲） ７０,０００円 

・横瀬町食生活改善推進員協議会への助成（再掲）  ３０,０００円 

・手話勉強の会への助成（再掲）  ３０,０００円 

・横瀬町保護司会への助成（再掲） ３０,０００円 

 

4. 結 婚 相 談 事 業 

（１）結婚相談所の開設 

結婚を希望する人々のために、よき相談相手となり、理解と信頼に基づき時代にふ

さわしい結婚への橋渡しをするとともにその成立を図り、幸福な家庭と明るい社会づ

くりに寄与するため結婚相談所を開設した。 

・開 設 場 所    横瀬町町民会館小会議室 

・開 設 日    原則毎月第３水曜日（予約制） 

・開 設 時 間    午後６時００分～午後８時００分 

開設日 相談件数 

平成２８年 ７月２０日   １（０再） 

平成２８年１０月１９日   １（０再） 

  合 計   ２（０再） 

・お見合い実績…１組  

・成婚実績…１組 

 

（２）会議等の開催 

   情報交換を目的として結婚相談員研究会を開催した。 

・横瀬町結婚相談所研究会 

 平成２８年 ６月１４日（火） 総合福祉センター 相談員６名出席 

 平成２８年１１月１５日（火） 総合福祉センター 相談員６名出席 

 平成２９年 １月２４日（火） 総合福祉センター 相談員６名出席 

 

（３）横瀬町結婚相談所お見合いパーティー  

   出会いの場を提供することを目的としたお見合いパーティーを開催した。 

  



平成２８年１０月 １日（土） 小松沢レジャー農園 相談員６名出席 

   参加者 ３１名 

                               カップル成立３組 

平成２９年 ２月 ４日（土） 活性化センター・ 相談員５名出席 

  あしがくぼの氷柱 参加者 ３７名 

                              カップル成立１１組 

 

（４）埼玉結婚応援サポーターへの登録  

 

5. 福 祉 教 育 事 業 

（１）福祉協力校の指定 

福祉協力校へ補助金を交付し、福祉教育の推進を図った。 

・補助金額 横瀬町立横瀬小学校 年額５０,０００円（再掲） 

 横瀬町立横瀬中学校 年額５０,０００円（再掲） 

・指定期間   平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

・指 定 校 横瀬町立横瀬小学校 

 〈実  績〉 ・人権作文取り組み（２～６年）、身障者絵画展出品、人権標語（児童・ 

保護者）、国民年金書道コンクール応募、校内あいさつ運動、人権 

月間取り組み 

 ・花壇の整備、校内美化運動、飼育活動（うさぎ）、栽培活動（さつま 

  いも、トマト他）、米つくり（５年生の総合的な学習の時間）、手話、 

点字、車いす体験（６年生の総合的な学習の時間） 

 ・運動会へ高齢者を招待（招待状を書く）、運動会での接待、高齢者と 

の交流活動（１年生生活科）、交流活動（４年生の総合的な学習の時 

間） 

 ・ベルマーク収集活動、JRC活動（エコキャップの回収）、緑の募金、 

赤い羽根共同募金、ユニセフ募金活動、書き損じはがき収集 

 ・老人ホーム等への慰問（かしの木合唱団） 

 ・ＰＴＡ奉仕活動 

・指 定 校 横瀬町立横瀬中学校 

 〈実  績〉 ・ボランティア活動、職場体験学習における介護体験及び交流活動 

 ・福祉体験学習（第２学年） 

 ・みどりの羽根、赤い羽根募金活動 

・登校時に通学路のゴミ拾い清掃活動（クリーンＵＰ）、登校時にアル 

ミ缶とペットボトルのふた回収（３Ｒ） 

 

6. 児 童 福 祉 事 業 ・ 母 子 福 祉 事 業 

（１） ひとり親家庭児童入学助成金支給事業 

翌年度小中学校に入学するひとり親家庭児童に対し、保護者からの申請にもとづき、

入学助成金を支給した（歳末たすけあい配分金事業と合わせて実施）。 

・対象者（申請者）数 １３人 

 （新小学生 ４人   新中学生 ９人） 

 



7. 老 人 福 祉 事 業 

（１）長期療養者等慰問事業 

民生・児童委員の協力を得て、長期療養者、長期療養介護者に対する慰問を行った

（歳末たすけあい配分金事業とあわせて実施）。 

・対象者数 長期療養者 ４５人 

 長期療養介護者 ３５人 

・実施時期 平成２８年１２月 

 

（２）ひとり暮らし高齢者食事サービス事業 

横瀬町赤十字奉仕団、横瀬町食生活改善推進員協議会の協力により、ひとり暮らし

の高齢者（７０歳以上）を対象に会食サービス・配食サービスを実施した。 

        ◎対象者    １５８人 

    〈会食サービス〉 

実 施 日 希 望 者 数 奉仕団従事者数 

平成２８年 ７月２２日 ４０人 １９人 

平成２８年１２月 ９日 ３９人 ２０人 

平成２９年 ３月１３日 ３５人 ２０人 

    〈配食サービス〉 

実 施 日 希 望 者 数 食改従事者数 

平成２８年 ６月 ６日 １０７人 ３０人 

平成２８年１０月１４日 １０６人 ２９人 

平成２９年 ３月 ３日 １０３人 ２８人 

 

（３）ひとり暮らし高齢者誕生日訪問  ７０歳以上対象  該当者１４４人 

      ◎ボランティア登録者による訪問 

 

（４）ひとり暮らし高齢者いきいきふれあい旅行 

      ◎神川町・城峯公園・冬桜の宿神泉 他 

        期日・参加者    平成２８年１１月 １日（火）  １５名参加 

        協力者・ボランティア  ２名参加 

 

（５）在宅介護者の集い事業 

◎横瀬町総合福祉センター 

        期日・参加者    平成２８年１１月２８日（月）  介護者１０名 

        講師・内容   ㈲三笠商事 三澤 颯 氏による「笑い×体操」、情報交換会 

 

（６）はり・灸・マッサージ施術費助成事業 

      助成合計額 ５４,０００円（再掲） 

      ・７０歳以上を対象に施術費の一部を助成（１人２枚発行、申請者２４名） 

        助成券 ２７枚利用 

 

8. 心 身 障 害 者 福 祉 事 業 

（１）身体障害者手帳交付申請にかかる診断書料助成事業 

      ◎平成２８年度助成件数 １１件    助成金合計額 ３３,０００円(再掲) 



（２）ねたきり高齢者等介護用具貸与事業 ※車いすは福祉体験事業貸出も含む。 

介護用具名 貸 与 数 

医療用ベッド ４ 

車いす ３４ 

 

9. 戦没者等遺族福祉事業 

（１）戦没者及び物故自治功労者追悼式事業 

      戦没者・物故自治功労者追悼式 

      平成２８年 ９月２８日（水）    午前１０時  横瀬町町民会館 

      遺族５７名参列    来賓７１名参列 

 

（２）団体への助成 

      横瀬町遺族会へ助成金を交付 

      助成金額    １００,０００円（再掲） 

 

10. 地 域 福 祉 事 業 

（１）孤立防止フォーラムの開催（埼玉県社会福祉協議会と共催） 

   ・期  日：  平成２８年 ８月３０日（火） 

   ・会  場：  横瀬町町民会館ホール 

   ・内  容：  アトラクション（るるる♪みゅ～じっく）、基調講演（髙橋信幸氏）、 

実践報告（齊藤豊氏、浅見高正氏） 

   ・参加者：  262人 

 

（２）ダイヤモンド婚式・金婚式対象者祝賀 

   ・期  日：  平成２８年１２月１７日（土） 

   ・会  場：  横瀬町町民会館大会議室 

  ・内  容：  福祉功労者等表彰式において記念品、記念写真を贈呈 

   ・対象者：  ダイヤモンド婚式対象夫婦 ８組 金婚式対象夫婦  １３組 

 

11. ボランティア活動推進事業 

（１）近隣助け合い事業の推進 

      ◎ひとり暮らし高齢者見守り活動 

民生・児童委員などにひとり暮らし高齢者の情報をいただき、食事サービスや誕

生日訪問を通じてひとり暮らし高齢者の見守りを行った。 

・対 象 者  １５８名 

・協 力 団 体  横瀬町民生・児童委員協議会  横瀬町食生活改善推進員協議会 

        横瀬町赤十字奉仕団 

・協 力 者   ボランティアセンター登録者など 

 

（２）ボランティア活動保険への加入 

      平成２８年度加入実績（総数１２５人） 

      ○個人ボランティア    ３７人 

       



○グループ登録団体 

・横瀬町食生活改善推進員協議会 ・絵てがみサークル ・グループいわざくら  

・手話勉強の会・ハーモニー花みずき 

 

（３）ボランティア通信発行 

ボランティア募集と啓発、情報提供のため、ボランティア通信を発行した。 

・平成２８年４月～平成２９年３月 毎月１回 各月９０部発行 

 健康づくり課、町民会館、芦ヶ久保出張所、社協窓口に設置。 

  ボランティア個人活動者、団体等に送付。 

 

（４）使用済み切手，ベルマーク受付・整理 

使用済み切手，ベルマークの受付に続き、使用済み切手，ベルマーク整理のボラ

ンティアを開催、施設や学校への寄付を実施した。 

・使用済み切手，ベルマークの受付 

・ボランティアによる整理（毎月１回実施） 

・施設，学校への寄付 

 

（５）ボランティアカードの発行 

    町内の小中学生を対象にカードを配付し、１５回の達成時に表彰状を授与した。 

    ・達成者 ５人 

 

（６）災害ボランティア養成講座及び災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施 

    ・期 日 平成２９年１月２１日（土）  

    ・会 場 横瀬町総合福祉センター 

    ・参加者 ２９名 

 

12. ボ ラ ン テ ィ ア 体 験 学 習 事 業 

地域福祉や福祉教育を推進するうえで、これまでにボランティア活動に興味がありな

がら参加の機会が得られなかった人々に対し、ボランティア活動を体験する機会を設け、

今後のボランティア活動への理解を進める事業を実施した。 

（１）彩の国ボランティア体験プログラム事業      平成２８年７月～平成２８年９月 

      ・総メニュー数  １７ 

      ・総参加者数   １８０人 

・施設でのボランティア体験 

・こども保育関係  ・高齢者関係   

・ボランティア講座 

・小学生向け体験講座（こども保育、障害児者、災害、環境、高齢者関係） 

・環境関係 

 

（２）花田景子講演会 

 ・期    日： 平成２８年１２月１７日（土） 

 ・会    場： 横瀬町町民会館 

  ・入場者数：  ３６０人 

 



13. 啓 発 事 業 

（１）横瀬町福祉功労者等表彰式の開催 

        日時・場所： 平成２８年１２月１７日（土） 横瀬町町民会館 

横瀬町地域福祉の増進と発展に寄与した功労者、また、住民の模範となる善行

者に対して、表彰状、感謝状を贈呈した。 

       〈社会福祉協議会会長表彰〉 

         ・福祉活動貢献者 ４名 

         ・社 協 役 職 員 ６名 

       〈ダイヤモンド婚式・金婚式対象者祝賀〉  対象夫婦２１組（再掲） 

       〈日赤金色有功章の伝達〉    １名 

        ※社資及び寄付が累計５０万円以上 

 〈日赤銀色有功章の伝達〉    ７名 

         ※社資及び寄付が累計２０万円以上５０万円未満 

    〈日赤支部長感謝状の伝達〉   ２名 

         ※社資及び寄付が累計１０万円以上２０万円未満 

    〈日赤特別社員章の伝達〉   １１名 

         ※社資及び寄付が累計２万円以上１０万円未満 

 

14. 調 査 広 報 事 業 

（１）広報紙の発行 

      ・社協だより「ふくし・よこぜ」の発行 

 ①平成２８年 ７月  第７３号発行 発行部数 ３，４００部 

 ②平成２８年１０月  第７４号発行 発行部数 ３，４００部 

 ③平成２８年 １月  第７５号発行 発行部数 ３，４００部 

 ④平成２９年 ４月  第７６号発行 発行部数 ３，４００部 

 

15. 委 員 会 の 開 催 

（１）ボランティアセンター運営委員会 

      ・平成２８年 ６月 ８日（木）  午前１０時００分    横瀬町総合福祉センター 

     〈議  題〉 

    ・副委員長の互選について 

        ・ボランティアセンターの活動状況について 

        ・平成２８年度彩の国ボランティア体験プログラムについて 

        ・その他 

 

     ・平成２９年 ２月２１日（火）  午後１時３０分    横瀬町総合福祉センター 

     〈議  題〉 

        ・平成２８年度ボランティア体験学習事業第三者評価 

        ・その他 

 

（２）歳末たすけあい寄付金配分委員会 

      ・平成２８年１１月３０日（水）  午前１０時００分    横瀬町総合福祉センター 

    



 〈議  題〉 

        ・委員長・副委員長の選任について 

        ・歳末たすけあい寄付金の歳末援護配分基準について 

        ・歳末たすけあい寄付金配分額の算定及び歳末援護対象者の選定について 

        ・その他 

 

（３）福祉資金貸付運営委員会 

      ・文書による報告   

〈報告内容〉 

        ・今年度の貸付状況について  ・長期滞納者について  ・その他 

 

（４）評議員選任・解任委員会 

     ・平成２９年 ３月３０日（木）  午前１０時００分    横瀬町総合福祉センター 

     〈議  題〉 

        ・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会評議員の選任について 

 

（５）横瀬町地域福祉計画・横瀬町地域福祉活動計画策定委員会 

      ・平成２８年 ８月２６日（金）  午後１時３０分    横瀬町役場 

     ・平成２８年１１月１７日（木）  午後１時３０分    横瀬町役場 

・平成２９年 １月２５日（水）  午後１時３０分    横瀬町役場 

   ・平成２９年 ３月２１日（火）  午後１時３０分    横瀬町役場 

 

16. 援 護 事 業 

（１）被災者見舞金の支給 

      ・平成２８年度  ３件   総支給額 ３０,０００円 

 

（２）行路者旅費等の支給      ・平成２８年度  ０件   総支給額 ０円 

         （返金件数  ０件   総返金額 ０円） 

 

17. 共同募金配分金事業 

（１）共同募金一般配分金事業 

共同募金一般配分金事業として、次の事業を実施した。 

・横瀬町身体障害者福祉会助成（再掲） ７０,０００円 

・横瀬町食生活改善推進員協議会助成（再掲） ３０,０００円 

・手話勉強の会助成（再掲） ３０,０００円 

・ダイヤモンド婚式・金婚式対象夫婦祝賀（再掲） ９１,７３８円 

・ひとり暮らし高齢者誕生日訪問 ７１,２８０円 

・ひとり暮らし高齢者等食事サービス（再掲） ２９６,３９８円 

・社協だより「ふくし・よこぜ」発行（再掲） ３１３,６４４円 

・ひとり暮らし高齢者いきいきふれあい研修旅行（再掲） １００,４９６円 

 

 合計 １,００３,５５６円 

 平成２７年度募金実績からの配分金 ４５０,０００円 

 



 

 

（２）歳末たすけあい寄付金配分事業 

地域における要援護者への物心両面の援護活動を通じ、福祉対策の充実・強化を図

るため、関係機関等の協力を得て共同募金配分金事業の一環として歳末たすけあい寄

付金配分事業を実施した。 

・民生・児童委員に歳末援護対象者調査の依頼（平成２８年１１月） 

 ※要援護児童については、保護者からの申請により実施（平成２８年１１月） 

・歳末たすけあい寄付金配分委員会の開催（平成２８年１１月）／再掲 

・民生・児童委員等を通じ、各対象者に配分依頼（平成２８年１２月） 

 

〈平成２８年度歳末たすけあい募金報告〉 

    ○収入実績 

平成２８年度収納寄付金 ４１８,３４３円 

前年度繰越金 ７２,６７１円 

合      計 ４９１,０１４円 

  

○歳末慰問事業  配分実績 

配分対象者 人  数 配  分  額（事業費総額） 

長期療養者  ４５人  １６０,０００円 （１８０,０００円） 

長期療養介護者  ３５人  １２０,０００円 （１４０,０００円） 

要援護児童 

 

 １３人 

 新小学生 ４人 

 新中学生 ９人 

 １１０,０００円 （１３０,０００円） 

合計  ９３人  ３９０,０００円 （４５０,０００円） 

※長期療養者、長期療養介護者については長期療養者等慰問事業とあわせて実施。

要援護児童については、ひとり親家庭児童入学助成金支給事業とあわせて実施。 

※配分額と事業費総額との差額６０,０００円は社協一般会計より支出。 

 

配分額計 ３９０,０００円 

運動経費（本部＋支会） ２７,０００円 

支出合計 ４１７,０００円 

 

（収入合計－支出合計）＝残金７４,０１４円は翌年度へ繰越 

 

18. 心 配 ご と 相 談 事業 

（１）心配ごと相談所の開設 

広く住民の日常生活上のあらゆる心配ごとの相談に応じ、適切な助言、援助を行い、

地域住民の福祉の増進を図るため心配ごと相談所を開設した。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 （毎月第４火曜日に開設） 

開 設 日 相談件数 開 設 日 相談件数 

平成２８年 ４月２６日  ３件 平成２８年１０月２５日  １件 

平成２８年 ５月２４日  ０件 平成２８年１１月２２日  ０件 

平成２８年 ６月２８日  ２件 平成２８年１２月２７日  ０件 

平成２８年 ７月２６日  １件 平成２９年 １月２４日  ０件 

平成２８年 ８月２３日  ０件 平成２９年 ２月２８日  ０件 

平成２８年 ９月２７日  １件 平成２９年 ３月２８日  ０件 

開設日以外の事務局受付  ６件 

 合 計    １４件 

 

 ・相談事項の内訳 

 生計問題 .................... ０件 人権・法律問題 ............... １件 

 年金問題 .................... ０件 財産問題 ..................... ２件 

 職業・生業問題 .............. ０件 事故問題 ..................... ０件 

 住宅問題 .................... ２件 児童福祉・母子保健問題 ....... ０件 

 家族問題 .................... ３件 教育・青少年問題 ............. ０件 

 結婚問題 .................... ０件 心身障害者（児）福祉問題 ..... ０件 

 離婚問題 .................... ０件 母子・父子福祉問題 ........... ０件 

 健康・衛生問題 .............. ０件 高齢者福祉問題 ............... ３件 

 医療問題 .................... ０件 苦情問題 ..................... ０件 

 精神衛生問題 ................ ０件 その他 ....................... ３件 

 

19. 福 祉 資 金 貸 付 事 業 

横瀬町社会福祉協議会が扱う貸付事業 

・平成２８年度貸付件数…６件 

  （うち年度内新規貸付件数…０件） 

・平成２８年度償還完了件数…０件 

 

20. 横瀬町総合福祉センター受託経営 

・横瀬町から指定管理者の指定を受け横瀬町総合福祉センターの管理・運営を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

・利用者数 

月 

老 人 福 祉 セ ン タ ー     
保  健  

センター 
合 計 町  内  利  用  者 町 外   

利用者 60歳以上 60歳未満 団 体 

平成 28年  4月 1,120人 1人 303人 9人 221人 1,654人 

平成 28年  5月 1,046人 3人 265人 6人 330人 1,650人 

平成 28年  6月 1,156人 4人 308人 5人 335人 1,808人 

平成 28年  7月 1,017人 5人 366人 10人 389人 1,787人 

平成 28年  8月 991人 5人 241人 13人 432人 1,682人 

平成 28年  9月 975人 0人 519人 7人 486人 1,987人 

平成 28年 10月 990人 0人 304人 12人 355人 1,661人 

平成 28年 11月 976人 2人 509人 8人 318人 1,813人 

平成 28年 12月 941人 2人 319人 7人 375人 1,644人 

平成 29年  1月 936人 5人 350人 1人 265人 1,557人 

平成 29年  2月 1,038人 3人 280人 4人 329人 1,654人 

平成 29年  3月 1,134人 1人 386人 7人 491人 2,019人 

合   計 12,320人 31人 4,150人 89人 4,326人 20,916人 

 

21. 福祉サービス利用援助事業 

判断能力の不十分な高齢者や知的・精神障がいのある方等に相談・援助事業を行った。 

・平成２８年度契約件数…６件（継続分） 

   （うち年度内新規契約件数…０件、終了件数…２件） 

 

22. 生活福祉資金貸付事業 

埼玉県社会福祉協議会が扱う貸付事業への協力 

・平成２８年度貸付件数…９件 

  （うち年度内新規貸付件数…２件） 

 

23. 彩の国あんしんセーフティネット事業 

地域の生活困窮者に対して相談支援事業を行った。 

・平成２８年度実績…２件 

 

24. 共同募金運動（埼玉県共同募金会横瀬町支会） 

（１）赤い羽根共同募金運動（一般募金募集） 

 ・実施期間  平成２８年１０月～１２月 

 ・募金実績  ８２４,６６８円 

  内  訳 戸別募金 ７４５,２２０円 

  街頭募金 ２,８３５円 ※募金箱設置 

  職域募金 ７０,３８５円 

  学校募金 ６,２２８円 

 



 

（２）歳末たすけあい運動 

 ・募金実績 ４１８，３４３円 

 

  内  訳 戸別募金 ３５０,１００円 

  団体街頭募金 ４８,２４３円 

  法人募金 ２０,０００円 

 

25. 災害救護活動（日赤埼玉県支部横瀬町分区） 

（１）災害対策備品の配備 

 ・LPガス発電機（コードリールセット) １式 

 

（２）義援金の受付 

   ・東日本大震災義援金             ３６,８５０円 

           （平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

    ※震災発生後から平成２９年３月３１日までの総額は、９,７７９,７８８円 

   ・平成２８年熊本地震災害義援金       ８５１,６２０円 

   ・２０１６年エクアドル地震救援金        １,３７１円 

   ・平成２８年台風１０号等災害義援金      １８,６７２円 

   ・２０１６年イタリア中部地震救援金        １５０円 

   ・２０１６年ハイチハリケーン救援金          ５１円 

   ・平成２８年鳥取中部地震災害義援金         １５１円 

 

26. そ の 他 の 事 業 

（１）高齢者に対する弔辞 

      平成２８年度  ７２件 

 

（２）賛助会員に対する弔辞 

      平成２８年度   ８件 

 

（３） 横瀬町第２次地域福祉計画・横瀬町地域福祉活動計画の策定 

「横瀬町第２次地域福祉計画」の策定に合わせ、横瀬町社会福祉協議会を中心に地

域福祉を進めるための具体的な活動内容を示す「横瀬町地域福祉活動計画」を策定

した。 

〈策定経過〉 

 ・策定委員会（平成２８年８月～平成２９年３月の内、４回開催） 

・住民意識調査（平成２８年９月～１０月） 

・事業所・ヒアリング調査（平成２８年１０月） 

・地区懇談会（平成２８年１０月～１１月） 

・庁内・社会福祉協議会の事業評価（平成２８年１０月～１１月） 

・事業者・団体ヒアリング調査（平成２８年１１月） 

・パブリックコメント（平成２９年２月～３月） 

 

（４）生活困窮者自立支援事業への協力 



 

（５）秩父定住自立圏事業あいサポート運動への協力 

       

（６）秩父圏域ケア連携会議への協力 

 

（７）横瀬町生活支援・介護予防体制整備推進協議会への協力 

 

（８）ブコーさん見守りネットワーク事業への協力 

 

（９）市町村社協連絡会への協力 

 

（１０）学校応援団への協力 

 

（１１）福祉関係団体との連絡調整 

当協議会内に事務局を置く福祉関係団体と連絡調整を図り、各団体事業の推進を 

図った。 

  ≪各団体の主な事業報告≫ 

  ○横瀬町身体障害者福祉会 

    ・平成２８年度横瀬町身体障害者福祉会総会の開催 

       平成２８年 ４月２２日（金）  粋心亭あじ岬 

  ・役員会の開催 

       第１回 平成２９年 ３月 ８日（水） 

・第７回秩父郡市障害者高齢者ふれあいスポーツ大会 

       平成２８年１０月 ７日（金）  荒川総合運動公園 

・研修会「避難訓練」 

       平成２８年１０月２８日（金）  横瀬町総合福祉センター 

・日帰り研修旅行の実施 

       平成２８年 ９月２９日（木）  両神ダリア園 

○横瀬町遺族会 

    ・護国神社例大祭参列 

       平成２８年 ４月 ９日（土）  埼玉県護国神社 

・靖国神社昇殿参拝 

       平成２８年 ４月１８日（月）  都内靖国神社 

    ・平成２８年度横瀬町遺族会総会の開催 

       平成２８年 ５月１７日（火）  横瀬町総合福祉センター 

    ・秩父郡遺族連合会総会への参加 

       平成２８年 ６月１０日（金）  横瀬町 天狗坂 

  ・横瀬町戦没者並びに物故自治功労者追悼式への参列 

       平成２８年 ９月２８日（水）  横瀬町町民会館（再掲） 

    ・埼玉県戦没者追悼式への参列 

       平成２８年１０月２１日（金）  さいたま市文化センター 

  ・横瀬報恩殿・芦ヶ久保忠魂碑清掃 

    第１回 平成２８年 ６月１８日（土）町内２箇所 

    第２回 平成２８年１１月１９日（土）忠魂碑、１２月１０日（土）報恩殿 

・役員会の開催 

    第１回 平成２８年 ４月 ８日（金） 



第２回 平成２８年 ９月１５日（木） 

第３回 平成２９年 ２月１３日（月） 

  ○横瀬町老人クラブ連合会 

  ・平成２８年度横瀬町老人クラブ連合会総会の開催 

       平成２８年 ４月２１日（木）  天狗坂 

    ・防犯（振り込め詐欺防止）講座開催 

       平成２８年 ４月２１日（木）  天狗坂 

  ・町内２校へタオル寄贈 

       平成２８年 ４月２５日（月）  横瀬町教育委員会 

・健康づくり研修会開催 

       平成２８年 ７月１９日（火）  横瀬町総合福祉センター 

・横瀬町ブコーさん見守り隊「声かけ訪問事業」への協力 

       平成２８年 ７月２４日（日）  横瀬町内 

    ・放課後子供教室への協力 会場：横瀬小学校 

       平成２８年 ９月 ６日（火）、１３日（火） 

    ・「社会奉仕の日」奉仕活動実施 

       平成２８年 ９月２０日（火）  町内各所 

  ・町民体育祭への参加 

       平成２８年１０月 ２日（日）  横瀬町民グラウンド 

・シルバースポーツ大会参加 

       平成２８年１０月２６日（水）  熊谷ドーム 

    ・世代間交流会参加 

       平成２８年１０月２７日（木）  横瀬小学校 

    ・平成２８年米寿・喜寿祝賀会 

       平成２８年１１月１６日（水）  天狗坂 

    ・会長会議・役員会の開催 会場：横瀬町総合福祉センター 

       平成２８年 ７月１９日（火）、９月１３日（火）、平成２９年 ３月 １日（水） 

  ・女性部役員会の開催 

       平成２９年 ３月１７日（金） 横瀬町総合福祉センター 

    ・埼玉県老人クラブ連合会北部地区連絡協議会 会場：寄居中央公民館 

       平成２８年 ５月１３日（金）、平成２９年 ２月１７日（金）   

    ・女性部による踊り稽古、施設慰問 

    通年 横瀬町総合福祉センター、町内老人福祉施設 

 ・各単位クラブによる花いっぱい運動、防犯パトロール 

       通年  町内各所   

○横瀬町赤十字奉仕団 

    ・委員会の開催 会場：横瀬町総合福祉センター 

       平成２８年 ４月 ５日（火）、 ５月 ９日（月）、 ６月１５日（水）、 

１１月１７日（木）、平成２９年 ２月１３日（月） 

    ・平成２８年度横瀬町赤十字奉仕団総会の開催 

       平成２８年 ５月 ９日（月） 横瀬町総合福祉センター 

 ・日赤特別社資募集活動の実施 

       平成２８年 ７月 ４日（月） 横瀬町内 

    ・ひとり暮らし高齢者食事サービスの実施（再掲） 

       平成２８年 ７月２２日（金）、１２月 ９日（金）、平成２９年 ３月１３日（月） 

・横瀬町ブコーさん見守り隊「声かけ訪問事業」への協力 



       平成２８年 ７月２４日（日） 横瀬町内 

    ・横瀬町社会福祉協議会主催いろいろチャレンジ☆プログラム① 

（非常食体験＆カレー作り）への参加 

       平成２８年 ７月２７日（水） 横瀬町総合福祉センター 

・横瀬町保健事業への協力（献血時のボランティア） 会場：横瀬町役場 

       平成２８年 ６月２１日（火）、１０月１３日(木)、平成２９年２月２３日（木） 

  ・孤立防止フォーラム in横瀬への参加 

       平成２８年 ８月３０日（火） 横瀬町町民会館 

・福祉施設ボランティア活動の実施 

       平成２８年１０月～平成２９年 ３月（計５回） 

       横瀬児童館、グループホーム万年青、ぶこうの里デイサービス、横瀬町総合福祉 

センター 

・横瀬町敬老会への協力 

       平成２８年 ９月１６日（金） 横瀬町町民会館 

・町民体育祭への参加、協力 

       平成２８年１０月 ２日（日） 横瀬町民グラウンド 

・よこぜまつりへの参加 

       平成２８年 ９月２２日（祝・木） 横瀬町民会館駐車場、寺坂棚田 

  ・研修旅行の実施 

       平成２８年 ６月 ２日（木） 栃木県防災館見学 他（栃木県宇都宮市 他） 

  ・ひとり暮らし高齢者見守り訪問活動 

       平成２８年 ６月～平成２９年 ２月（計３回） 

・手作り品作製講習会への参加 

       平成２８年 ９月２８日（水） 日本赤十字社埼玉県支部 

 ・応急手当講習会と負傷者救護シミュレーション競技会 

       平成２８年 ８月 ７日（日） 秩父市福祉女性会館 

 ・団員講習会 

       平成２８年１０月３１日（月） 『救急法講習～三角巾を使ったケガの手当～』  

横瀬町総合福祉センター   

・平成２８年度赤十字救急法競技会 

       平成２８年１１月 ５日（土） 秩父市文化体育センター 

・平成２８年度ボランティア基礎研修会への参加 

       平成２８年 ７月 ６日（水） 特別養護老人ホーム彩華園 

    ・総合福祉センター栄養実習室清掃 

       平成２９年 ３月２７日（月） 横瀬町総合福祉センター 

  ・赤十字奉仕団支部委員会への参加 会場：日本赤十字社埼玉県支部 

       平成２８年 ６月２３日（木）、１２月１４日（水）  

    ・秩父地区赤十字奉仕団連絡調整会への参加 会場：秩父福祉事務所 

       平成２８年 ７月２１日（木）、平成２９年 １月３１日（火） 

    ・平成２８年度奉仕団委員長研修会 

       平成２８年１１月 ９日（水） 日本赤十字社埼玉県支部 

  平成 29年 5月 29日提出 

社会福祉法人 横瀬町社会福祉協議会     

      会  長   富 田  能 成 

 


