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平成 29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２９年［第２回理事会］    平成２９年４月４日（火） 

横瀬町総合福祉センター  定数１４名  現員１４名 

 出席理事１２名   出席監事２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会長及び副会長の選任について                          

(会長 富田能成理事 副会長 若林隆三郎理事 黒澤利夫理事) 

・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(補充)につ 

いて                              (原案同意) 

 

［第３回理事会］    平成２９年５月２９日（月） 

横瀬町総合福祉センター  定数１４名  現員１４名 

 出席理事１２名   出席監事２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経理規程の一部改正について   (原案可決) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会委員会設置規程の一部改正について(原案可決)                          

・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について (原案承認) 

・平成 28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について 

                              (原案同意) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会結婚相談所相談員の選任について (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(補充)について 

 (原案同意) 

 

［第４回理事会］    平成２９年７月５日（水） 

横瀬町総合福祉センター  定数１４名  現員１４名 

 出席理事１１名   出席監事１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会長及び副会長の選任について                             

(会長 富田能成理事 副会長 若林隆三郎理事 黒澤利夫理事) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会事務局規程の一部改正について (原案可決) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会特別会計設置規程の廃止について (原案可決) 

 

［第５回理事会］    平成２９年１０月１８日（水） 

横瀬町総合福祉センター  定数１４名  現員１４名 

 出席理事１１名  出席監事２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見舞金及び弔慰金支給規程の一部改正について 

 (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会長表彰受賞者の決定について (原案可決) 
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平成３０年［第１回理事会］    平成３０年３月２０日（火） 

横瀬町役場  定数１４名  現員１４名 

 出席理事１２名   出席監事２名 出席者計１４名 

〈議  案〉 

・介護予防事業の実施について (原案可決) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会定款の一部改正について (原案可決) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会経理規程の一部改正について (原案可決) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会評議員の報酬規程について (原案可決) 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会役員等の報酬規程について (原案可決) 

・平成３０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３０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会の招集事項について (原案可決) 

 

（２）評議員会の開催 

［第２回評議員会］    平成２９年６月２２日（木） 

横瀬町総合福祉センター  定数３２名  現員３２名 

出席評議員２７名  出席理事１名 出席監事２名 出席者計３０名 

〈議  案〉 

・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について (原案承認) 

・平成 28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) 

 

平成３０年［第１回評議員会］    平成３０年３月２８日（水） 

横瀬町総合福祉センター  定数３１名  現員３１名 

出席評議員２２名  出席理事１名   出席者計２３名 

〈議  案〉 

・介護予防事業の実施について                   （原案可決） 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会定款の一部改正について     （原案可決） 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会評議員の報酬規程について    （原案可決） 

・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会役員等の報酬規程について    （原案可決） 

・平成３０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３０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) 

  

（３）監査会の開催 

平成２９年５月１６日（火） 

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２８年度業務執行及び会計に関する監査執行 

 

（４）評議員選任・解任委員会の開催 

     平成２９年５月２９日（月）  

横瀬町総合福祉センター  出席委員５名  出席者計５名 

     ・社会福祉法人横瀬町社会福祉協議会評議員の選任（補充）について 
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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      ３６,０００円 

・福祉モデル地区への助成     １００,０００円 

・社会福祉協力校への助成     １００,０００円 

・民生委員・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 

・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２９年４月１日～平成３１年３月３１日 

・補 助 金 額  １地区年額５０,０００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 

・民生委員・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 

・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２９年 ７月１９日   １（１再） 

平成３０年 ２月２１日   １（０再） 

  合 計   ２（１再） 

・お見合い実績…０組  

・成婚実績…０組 
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（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２９年 ５月３０日（火） 総合福祉センター 相談員７名出席 

 平成２９年 ８月 ８日（火） 総合福祉センター 相談員７名出席 

 平成２９年１０月１０日（火） 総合福祉センター 相談員６名出席 

平成２９年１２月 ５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２９年１０月１５日（日） 小松沢レジャー農園 相談員６名出席 

   参加者 ２６名 

                               カップル成立６組 

・平成３０年 １月２７日（土） 活性化センター・ 相談員６名出席 

  あしがくぼの氷柱 参加者 ３４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２９年４月１日～平成３０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） 
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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 １６人 

 （新小学生 ８人   新中学生 ８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 ４３人 

 長期療養介護者 ３１人 

・実施時期 平成２９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。 

       ・対象者数    １５１人 

    〈会食サービス〉 

実 施 日 希 望 者 数 奉仕団従事者数 

平成２９年 ７月 ７日 ４５人 １９人 

平成２９年１２月１４日 ３６人 １９人 

平成３０年 ３月１６日 ３２人 １９人 

    〈配食サービス〉 

実 施 日 希 望 者 数 食改従事者数 

平成２９年 ６月 ５日 １０５人 ２５人 

平成２９年１０月 ６日 １０３人 ２８人 

平成３０年 ３月 ５日 １０６人 ２６人 

 

（３） ひとり暮らし高齢者誕生日訪問  

７０歳以上対象  ボランティア登録者による訪問数 １４３件 

 

（４）ひとり暮らし高齢者いきいきふれあい旅行 

      平成２９年１０月 ５日（木） 小鹿野町・両神ダリア園・国民宿舎両神荘 他 

      １４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 

   ・平成２９年１１月２２日（水） 粋心亭あじ岬 １０名参加 

        内容 会食、情報交換会 

・平成３０年 ３月 ５日（月） 横瀬町総合福祉センター  ８名参加 

        内容 秩父郡市薬剤師会 町田 一美氏による「お薬の上手な使い方」、質問タイム 
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（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２１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２９年度助成件数 １２件    助成金合計額 ３６,０００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 １ 

車いす ４７ 

 

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２９年 ９月２７日（水）  横瀬町町民会館 

      遺族５２名参列    来賓６５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）ダイヤモンド婚式・金婚式対象者祝賀 

   ・期  日：  平成２９年１２月１７日（日） 

   ・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 ２組 金婚式対象夫婦  ９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 

ひとり暮らし高齢者の情報を民生委員・児童委員などから提供していただき、食

事サービスや誕生日訪問を通じて見守りを行った。 

・対 象 者  １５１名 

・協 力 団 体  横瀬町民生委員・児童委員協議会 横瀬町赤十字奉仕団 

         横瀬町食生活改善推進員協議会 

 ・協 力 者   ボランティアセンター登録者など 
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（２）ボランティア活動保険への加入 

      平成２９年度加入実績（総数１０６人） 

      ・個人ボランティア    ４０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・ 

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２９年４月～平成３０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。 

 社協ホームページに掲載。 

 

（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、施設や学校へ寄付した。 

 ・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 ４人 

 

（６）ボランティアポイントカードの発行 

   高校生以上のボランティアセンター登録者に配付し、社協依頼事業の協力時にポイ 

ントを付与。１０回達成で特典、２０回で表彰状を贈る。 

   ・１０回達成者 １０人 

 

（７）ボランティア養成講座の実施 

   ・平成２９年９月 ４日（月） 横瀬町総合福祉センター １７名参加 

    内容 傾聴講座 

   ・平成３０年１月１９日（金） 横瀬町総合福祉センター １７名参加 

    内容 ストレスケア講座 

 

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２９年７月～９月 

      ・総メニュー数  １９ 

      ・総参加者数   ２５２人 

○施設等でのボランティア体験 

・こども保育関係  ・高齢者関係  ・まちづくり関係 
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○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）横瀬町講演会  

 平成２９年１２月１７日（日） 横瀬町町民会館 ５６０人入場 

   講師 蓮池 薫 氏 

 

13. 啓 発 事 業 

（１）横瀬町福祉功労者等表彰式の開催 

      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。 

    平成２９年１２月１７日（日） 横瀬町町民会館 

       〈社会福祉協議会会長表彰〉 

         ・社 協 役 職 員 ４名 

         ・介 護 者 １名 

       〈ダイヤモンド婚式・金婚式対象者祝賀〉  対象夫婦１１組（再掲） 

       〈日赤金色有功章の伝達〉    １名 

        ※日赤活動資金及び寄付が累計５０万円以上 

 〈日赤特別社員章の伝達〉    ３名 

         ※日赤活動資金及び寄付が累計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２９年 ７月  第７７号発行 発行部数 ３，４００部 

 ②平成２９年１０月  第７８号発行 発行部数 ３，４００部 

 ③平成２９年 １月  第７９号発行 発行部数 ３，４００部 

 ④平成３０年 ４月  第８０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 

      第１回 平成２９年 ６月１５日（木）  横瀬町総合福祉センター 

     〈議  題〉 

    ・委員長・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２９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 

 

     第２回 平成３０年 ２月２０日（火）  横瀬町総合福祉センター 

     〈議  題〉 

        ・平成２９年度ボランティア体験学習事業第三者評価 

        ・その他 
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（２）歳末たすけあい寄付金配分委員会 

      平成２９年１１月３０日（木）  横瀬町総合福祉センター 

     〈議  題〉 

        ・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 

 

16. 援 護 事 業 

（１）被災者見舞金の支給 

      ・平成２９年度  ０件   総支給額 ０円 

 

（２）行路者旅費等の支給 

・平成２９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 

・在宅介護者の集い ３０,１５４円 

・ダイヤモンド婚式・金婚式対象夫婦祝賀（再掲） ６８,５８７円 

・ひとり暮らし高齢者誕生日訪問 ９９,６６０円 

・ひとり暮らし高齢者等食事サービス（再掲） ３０５,７５９円 

・社協だより「ふくし・よこぜ」発行（再掲） ２９９,５１８円 

・ひとり暮らし高齢者いきいきふれあい研修旅行（再掲） １００,９４６円 

 

 合計 １,００４,６２４円 

 平成２８年度募金実績からの配分金 ４５２,０００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２９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２９年１１月） 

・歳末たすけあい寄付金配分委員会の開催（平成２９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２９年１２月） 
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〈平成２９年度歳末たすけあい募金報告〉 

    ○収入実績 

平成２９年度収納寄付金 ４５６,２９５円 

前年度繰越金 ７４,０１４円 

合      計 ５３０,３０９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  ４３人  １７２,０００円 （１７２,０００円） 

長期療養介護者  ３１人  １０４,０００円 （１２４,０００円） 

要援護児童 

 

 １６人 

 新小学生 ８人 

 新中学生 ８人 

 １４０,０００円 （１６０,０００円） 

合計  ９０人  ４１６,０００円 （４５６,０００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４０,０００円は社協一般会計より支出。 

 

配分額計 ４１６,０００円 

運動経費（本部＋支会） ２９,０００円 

支出合計 ４４５,０００円 

 

（収入合計－支出合計）＝残金８５,３０９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２９年 ４月２５日  ０件 平成２９年１０月２４日  ２件 

平成２９年 ５月２３日  １件 平成２９年１１月２８日  ２件 

平成２９年 ６月２７日  ０件 平成２９年１２月２６日  ２件 

平成２９年 ７月２５日  ０件 平成３０年 １月２３日  １件 

平成２９年 ８月２２日  ０件 平成３０年 ２月２７日  ０件 

平成２９年 ９月２６日  ０件 平成３０年 ３月２７日  ０件 

開設日以外の事務局受付  ２件 

 合 計    １０件 

 

 ・相談事項の内訳 

 生計問題 .................... ０件 人権・法律問題 ............... ２件 

 年金問題 .................... ０件 財産問題 ..................... １件 

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

 住宅問題 .................... １件 児童福祉・母子保健問題 ....... ０件 
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 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 ............... １件 

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

 精神衛生問題 ................ １件 その他 ....................... １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２９年度貸付件数…６件 

  （うち年度内新規貸付件数…０件） 

・平成２９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。 

・高齢者の健康増進のための事業を開催した。 

 平成２９年１１月１８日（土）カラオケ大会 １６名参加 ３２名観覧 

 平成３０年 ２月 ９日（金）ワナゲ大会  ４３名参加 

・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 29年  4月 982人 0人 245人 5人 349人 1,581人 

平成 29年  5月 983人 1人 160人 14人 447人 1,605人 

平成 29年  6月 1,132人 0人 195人 8人 339人 1,734人 

平成 29年  7月 991人 3人 293人 5人 427人 1,719人 

平成 29年  8月 1,047人 1人 158人 11人 608人 1,825人 

平成 29年  9月 992人 0人 472人 5人 608人 2,077人 

平成 29年 10月 1,011人 2人 403人 7人 480人 1,903人 

平成 29年 11月 937人 7人 391人 9人 442人 1,786人 

平成 29年 12月 847人 8人 210人 6人 575人 1,646人 

平成 30年  1月 757人 14人 110人 3人 343人 1,227人 

平成 30年  2月 887人 10人 224人 5人 309人 1,435人 

平成 30年  3月 1,006人 9人 340人 12人 531人 1,898人 

合   計 11,572人 55人 3,201人 99人 5,518人 20,436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２９年度契約件数…９件（平成３０年３月３１日現在） 

  （うち年度内新規契約件数…５件、終了件数…０件） 
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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２９年度貸付件数…６件 

  （うち年度内新規貸付件数…０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２９年度実績…１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２９年１０月～１２月 

 ・募金実績  ８３０,８６２円 

  内  訳 戸別募金 ７４５,０１０円 

  街頭募金 ２,８５６円 ※募金箱設置 

  職域募金 ７６,７２１円 

  学校募金 ６,２７５円 

 

 

（２）歳末たすけあい運動 

 ・募金実績 ４５６，２９５円 

 

  内  訳 戸別募金 ３６３,９６０円 

  団体・街頭募金 ６２,３３５円 

  法人募金 ２０,０００円 

          個人大口募金         １０,０００円 

 

25. 災害救護活動（日赤埼玉県支部横瀬町分区） 

（１）災害対策備品等の配備 

 ・車いす １台         ・ハンズフリー拡声器 １式 

   ・トランシーバー １式     ・手回し充電式防災ラジオ ２個 

   ・救援車 １台 

 

（２）義援金の受付 

   ・東日本大震災義援金             ２８,１１９円 

           （平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

    ※震災発生後から平成３０年３月３１日までの総額は、９,８０７,９０７円 

   ・平成２８年熊本地震災害義援金        ３１,４７５円 

   ・平成２８年新潟県糸魚川市大規模火災義援金     ５５３円 

   ・平成２９年７月５日からの大雨災害義援金   ２５,０８７円 

   ・秋田県大雨災害義援金               ３３円 

   ・平成２９年台風第１８号災害義援金      １６,６３０円 
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   ・２０１７年南アジア水害救援金           ２０６円 

・海外たすけあい救援金               ４５５円 

・平成２９年台風第２１号災害義援金         ２２７円 

 

26. そ の 他 の 事 業 

（１）高齢者に対する弔辞 

      平成２９年度  ４８件 

 

（２）賛助会員に対する弔辞 

      平成２９年度   ５件 

 

（３） よこぜまつり（健康まつり）への出展 

・切手ボランティアコーナー 

・ボランティア団体など紹介コーナー 

・高齢者疑似体験コーナー 

・ワナゲコーナー ２０６名参加 

 

（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２９年度横瀬町身体障害者福祉会総会の開催 

       平成２９年 ４月１２日（水）  粋心亭あじ岬 

  ・役員会の開催 

       第１回 平成２９年 ８月３１日（木） 横瀬町総合福祉センター 

・研修会「避難訓練」 

       平成２９年１０月２６日（木）  横瀬町総合福祉センター 

・ちちぶふれあいピック２０１７ 

       平成２９年１１月 ３日（金）  埼玉県立秩父特別支援学校 
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・日帰り研修旅行の実施 

       平成３０年 ３月 ８日（木）  ヘリテイジ美の山 

 

○横瀬町遺族会 

    ・護国神社例大祭参列 

       平成２９年 ４月 ９日（日）  埼玉県護国神社 

    ・平成２９年度横瀬町遺族会総会の開催 

       平成２９年 ５月１０日（水）  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２９年 ６月 ８日（木）  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２９年 ９月２７日（水）  横瀬町町民会館（再掲） 

・靖国神社昇殿参拝 

       平成２９年１０月１２日（木）  都内靖国神社 

    ・埼玉県戦没者追悼式への参列 

       平成２９年１０月１７日（火）  埼玉会館 

  ・横瀬報恩殿・芦ヶ久保忠魂碑清掃 

    第１回 平成２９年 ６月２４日（土）町内２箇所 

    第２回 平成２９年１１月２５日（土）忠魂碑、１２月 ９日（土）報恩殿 

・役員会の開催 

    第１回 平成２９年 ７月１１日（火） 横瀬町総合福祉センター 

第２回 平成２９年１１月１０日（金） 横瀬町総合福祉センター 

第３回 平成３０年 ２月２３日（金） 横瀬町総合福祉センター 

  

 ○横瀬町老人クラブ連合会 

  ・平成２９年度横瀬町老人クラブ連合会総会の開催 

       平成２９年 ４月２０日（木）  天狗坂 

    ・防犯（振り込め詐欺防止）講座開催 

       平成２９年 ４月２０日（木）  天狗坂 

  ・町内２校へタオル寄贈 

       平成２９年 ４月２５日（火）  横瀬町教育委員会 

・健康づくり研修会開催 

       平成２９年 ７月２８日（金）  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２９年 ７月 ９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２９年 ９月 ７日（木）、２１日（木） 

    ・「社会奉仕の日」奉仕活動実施 

       平成２９年 ９月２０日（水）  町内各所 

  ・町民体育祭への参加 

       平成２９年１０月 ８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２９年１０月３１日（火）  熊谷ドーム 

    ・世代間交流会参加 

       平成２９年１１月 １日（水）  横瀬小学校 
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・平成２９年米寿・喜寿祝賀会 

       平成２９年１１月１５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２９年１０月 ２日（月）、平成３０年 ３月 ７日（水） 

  ・女性部役員会の開催 

       平成３０年 ３月 ９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２９年 ５月３０日（火）、平成３０年 ２月 ８日（木）   

    ・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、郡内老人福祉施設、横瀬中学校、町民会館 

 ・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２９年 ４月１２日（水）、 ５月１５日（月）、 ６月１６日（金）、 

１１月２０日（月）、平成３０年 ２月１９日（月） 

    ・平成２９年度横瀬町赤十字奉仕団総会の開催 

       平成２９年 ５月１５日（月） 横瀬町総合福祉センター 

 ・日赤特別活動資金募集活動の実施 

       平成２９年 ７月 ３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２９年 ７月 ７日（金）、１２月１４日（木）、平成３０年 ３月１６日（金） 

・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２９年 ７月 ９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２９年 ７月３１日（月） 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２９年 ６月２３日（金）、平成３０年 ２月２３日（金） 

・福祉施設におけるボランティア「ふれあい活動」の実施 

       平成２９年 ６月～平成３０年 ３月の３日間 

       絆の丘、横瀬児童館、グループホーム万年青 

・町民体育祭への参加、協力 

       平成２９年１０月 ８日（日） 横瀬町民グラウンド 

・よこぜまつりへの参加 

       平成２９年１０月２９日（日） 横瀬町町民会館駐車場 

  ・研修旅行の実施 

       平成２９年１０月１６日（月） 「日赤山梨県支部」見学 他（山梨県甲府市 他） 

  ・ひとり暮らし高齢者見守り訪問活動 

       平成２９年 ６月、１１～１２月、～平成３０年 ２月～３月（全３回） 

・手作り品作製講習会への参加 

       平成２９年 ９月２８日（木） 日本赤十字社埼玉県支部 

 ・茶トレ講演会への参加（ちちぶお茶のみ体操サポーター） 

       平成２９年 ７月 ６日（木） 秩父宮記念市民会館 
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 ・団員講習会 

       平成３０年 ２月１９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２９年埼玉県赤十字大会 

       平成２９年１０月２５日（水） 埼玉会館 

・平成２９年度奉仕団員対象防災ボランティアセミナーへの参加 

       平成３０年 ３月 ８日（木） 妻沼中央公民館 

    ・総合福祉センター栄養実習室清掃 

       平成３０年 ３月２９日（木） 横瀬町総合福祉センター 

  ・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２９年 ７月２１日（金）、平成３０年 ２月 ９日（金） 

    

   

 

 

 

 

 


