
 

 

 

平成２９年度 

 

社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会 

 

事 業 報 告 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 福 祉 法 人 

 

我 孫 子 市 社 会 福 祉 協 議 会 

 



1 

 

平成２９年度 我孫子市社会福祉協議会事業報告 

 

Ⅰ 会   議 

 

１． 理 事 会 

（第１回） 

期  日  平成２９年５月２９日（月） 

   場  所  あびこ名戸ヶ谷病院 会議室 

   出席者数  理事８名 監事２名  

議  題 

    １）平成２８年度我孫子市社会福祉協議会事業報告の承認について 

    ２）平成２８年度我孫子市社会福祉協議会決算報告の承認について 

    ３）平成２８年度我孫子市社会福祉協議会監査報告について 

    ４）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会定款細則の一部改正について 

    ５）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会経理規程細則の制定について 

    ６）「大人用紙おむつ支給事業」の廃止について 

    ７）平成２９年度我孫子市社会福祉協議会定時評議員会の開催について 

   報  告 

１）平成２８年度第１回並びに平成２９年度評議員選任・解任委員会の報告につ  

いて 

 

（第２回） 

期  日  平成２９年６月１３日（火） 

   場  所  あびこ名戸ヶ谷病院 会議室 

   出席者数  理事７名 監事１名  

議  題 

    １）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会会長・副会長の選任について 

    ２）我孫子市社会福祉協議会福祉有償運送（移送サービス事業）利用料金の変更に

ついて 

 

（第３回） 

期  日  平成２９年１２月７日（木） 

   場  所  市役所分館 小会議室 

   出席者数  理事７名 監事１名  

議  題 

   １）平成２９年度社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会第 1 回補正予算(案)について 
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    ２）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会役員等報酬及び費用弁償規程の一部改正

(案)について 

    ３）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会福祉サービス利用援助事業実施要綱の一

部改正(案)について 

    ４）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会法人後見実施要綱の一部改正(案)につい

て 

   報  告 

１） 平成２９年度我孫子市社会福祉協議会中間事業報告 

２） 平成２９年度我孫子市社会福祉協議会中間予算執行状況 

３） 平成２９年度我孫子市社会福祉協議会中間監査報告 

 

（第４回） 

期  日  平成３０年３月１３日（火） 

   場  所  市役所分館 小会議室 

   出席者数  理事１１名   

議  題 

    １）平成２９年度社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会第２回補正予算(案)につい

て 

    ２）平成３０年度我孫子市社会福祉協議会事業計画(案)について 

    ３）平成３０年度我孫子市社会福祉協議会予算(案)について 

    ４）平成２９年度我孫子市社会福祉協議会第３回評議員会の開催について 

    ５）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会役員及び評議員等の報酬並びに費用弁償

に関する規程の一部改正について 

    ６）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会職員の旅費に関する規程の一部改正につ

いて 

   報  告 

１） 平成２９年度善意銀行運営事業損金処分について 

２） 平成２９年度社会福祉法人等指導監査について 

 

２． 評 議 員 会 

（定時評議員会）  

期  日  平成２９年６月１３日（火） 

場  所  あびこ名戸ヶ谷病院 会議室 

出席者数  評議員２２名 監事１名 

   議  題 

１）平成２８年度我孫子市社会福祉協議会事業報告の承認について 

    ２）平成２８年度我孫子市社会福祉協議会決算報告の承認について 

    ３）平成２８年度我孫子市社会福祉協議会監査報告について 
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    ４）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会経理規程細則の制定について 

   ５）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会理事・監事の選任について 

 

（第２回）  

期  日  平成２９年１２月２２日（金） 

場  所  あびこ名戸ヶ谷病院 会議室 

出席者数  評議員２２名 監事１名 

   議  題 

１）平成２９年度社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会第１回補正予算（案）につ

いて 

    ２）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会理事の選任について 

    ３）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会福祉サービス利用援助事業実施要綱の一

部改正（案）について 

    ４）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会法人後見実施要綱の一部改正（案）につ

いて 

報  告 

１） 平成２９年度我孫子市社会福祉協議会中間事業報告 

２） 平成２９年度我孫子市社会福祉協議会中間予算執行状況 

３） 平成２９年度我孫子市社会福祉協議会中間監査報告 

 

（第３回）  

期  日  平成３０年３月２７日（火） 

場  所  消防本部 ２階大会議室 

出席者数  評議員１７名  

   議  題 

１）平成２９年度社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会第２回補正予算（案）につ

いて 

    ２）平成３０年度我孫子市社会福祉協議会事業計画（案）について 

    ３）平成３０年度我孫子市社会福祉協議会予算（案）について 

    ４）平成２９年度我孫子市社会福祉協議会第３回評議員会の開催について 

    ５）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会役員及び評議員等の報酬並びに実費弁償

費に関する規程の一部改正について 

    ６）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会職員の旅費に関する規程の一部改正につ

いて 

報  告 

１） 平成２９年度善意銀行運営事業損金処分について 

２） 平成２９年度社会福祉法人等指導監査について 
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３．監   査  

   期  日  平成２９年５月１９日（金） 

   場  所  我孫子市社会福祉協議会 会議室 

   出席者数  監事２名 

   監査事項 

   平成２８年度事業執行状況について 

   平成２８年度経理状況について 

 

 期  日  平成２９年１１月１３日（月） 

   場  所  我孫子市社会福祉協議会 会議室 

   出席者数  監事２名 

   監査事項 

   平成２９年度中間事業執行状況について 

   平成２９年度中間経理状況について 

 

４．評議員選任・解任委員会 

  （第１回） 

期  日  平成２９年５月１９日（金） 

   場  所  我孫子市社会福祉協議会 会議室 

   出席者数  選任・解任委員５名   

議  題 

    １）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会次期評議員の選任について 

 

５．その他 

 １）第５次我孫子市地域福祉活動計画について 

   ・計画書 ５００部作成・配布 

   ・計画概要版 ３，０００部作成・配布 

   ・講演会「社会福祉協議会の目的と役割について」 講師：坪井真 氏 

平成２９年７月１４日（金） 参加者１４４名 

平成２９年１２月２日（土） 参加者５００名（５０周年記念講演） 

   ・計画説明会（出前講座）の実施 

     平成２９年８月 ７日 我孫子市シニアクラブ連合会 ５６名 

     平成２９年８月１７日 我孫子市地域福祉計画策定委員会 ３４名 

     平成２９年８月２１日 天王台地区社協 ３０名 

     平成２９年９月１３日 天王台地区社協 ５５名 

     平成３０年２月２０日 あびこシニアクラブ ５０名 
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 ２）我孫子市社会福祉協議会設立５０周年記念 我孫子市社会福祉大会 

・準備会 ８回 

・「共助」標語入りポスター作品コンクール（50周年記念事業）の実施 

   応募総数：市内１９校（８２点） 

 

  平成 29年 3月より準備会（職員で打合せ会議）を８回行い、職員総出による開催を

計画しました。また、行政ほか関係する団体、個人の多大なるご協力により、盛大に開

催する事ができました。 

 日時：平成 29年 12月 2日（土） 

場所：千葉県福祉ふれあいプラザ ふれあいホール 

表彰者：９２名（重複者１０名） 

  表彰団体：１１８団体 

  感謝状：４組 

  参加者：約５５０名（表彰者 １６２名） 

第一部 表彰式典 

第二部 記念講演 

     「社会福祉協議会の歴史と我孫子市の地域福祉」 

作新学院大学女子短期大学部 教授  坪井 真 氏 

第三部 記念演奏 

      我孫子市立白山中学校吹奏楽部 
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Ⅱ．支 援 事 業 

１ 地区社会福祉協議会の実践・支援活動 

１） 地区社会福祉協議会連絡協議会 

＜第１回＞ 

日 時：平成２９年６月１４日 （水）午前１０：００～１１：４５ 

場 所：名戸ヶ谷病院 ７階大会議室 

議  題：各地区委員のご紹介について 

地区社協委員向けの学習会および研修会について 

地区社協の共催・事業について 

   事務連絡 

   ＜第２回＞ 

    日 時：平成３０年１月２５日（木）１０：００～１１：４５ 

場 所：我孫子市役所 分館大会議室 

議 題：生活支援体制整備事業について 

         地区社協委員研修（傾聴講座の開催について） 

その他・事務連絡 

２ 各地区社協活動 

１）我孫子北地区社会福祉協議会 

会議開催状況  役員会１２回 定例委員会１２回 

実施事業 

・広報誌の発行  年３回 １回当り１１，５００部作成 

・エリア福祉懇談会１地区開催 １０月２２日（根戸）参加者２０名 

・小学校との交流（世代間交流事業） 

根戸小学校  １０月１０日 児童１５０名、高齢者１２６名、保育園児２６名 

委員６０名、合計 ２１２名 

      

並木小学校  １０月２０日 児童６４名、高齢者６４名、委員５５名  

保育園児２８名 合計１４７名 

・福祉体験サポート（久寺家中１年生） ９月１４日、２８日、１０月５日  

生徒（５クラス）１８４名、委員（延べ）３６名 

・認知症サポーター養成講座 ７月８日（土）9：30～12：00  

参加者計６１名（内委員 １７名）  

   ・「親子で認知症サポーターになろう！」８月１３日（日）9：30～12：00 

     参加者 ８６名（教育長、小学生２７名、親２２名、スタッフ委員２５名、天王

台地区社協７名、カラフルバルーンの会４名） 

・やさしい 介護体験教室の開催 ５回コース実施  

・ 障害児者の家族・関係施設との懇談会 ７月２４日 9：30～12：00 
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７団体 １１名参加、まちかど相談室５名（５室）、市・市社協 ３名、 

一般参加２名、委員１５名、計３６名 要約筆記者 2 名  

・福祉作業所等の製作品展示即売会 １１月３日 参加団体４団体 

・「第２０回 健康と福祉のつどい」の開催 ３月３日 9：40～15：30 

テーマ「この街で安心して暮らし続けるために」 参加者延べ 約９００名 

・子育てサロン「わ」 年１２回  

参加者延べ２３４家族（５０２名） 

   ・幼児と親のつどい １２月９日 ６家族（７名）スタッフ６名 

・子育てサロン「わ」掲示板の発行  年４回 １回当り１，０００部作成 

・電話訪問サービス（月～金）   

 利用者 ７名 延べ５５２名、ボランティア １３名 延べ２５６名 

 委員１６名 延べ２３６名 

・普通救命救急Ⅰ講習会の開催 １１月１２日 9：00～12：00 

受講者１６名（委員８名、一般８名） 

・その他 

○北部地域文化祭への協賛 喫茶室及びミニバザーの開設 

（１１月３日～５日まで） 

○貯筋体操とおしゃべりを目的とした「コミュニティサロン〝きた〟」 

 毎月第２水曜日 １２回開催 参加者合計６３５名、スタッフ１６９名 

・子育て支援活動 ９月２日「ママへのごほうびフェスタ 2016」への参加 

 １８２家族 ２５６名参加、スタッフ９名 

 ３月１７日「あびこで子育てフェスタ」に参加 ３５０名参加 

○北地区福祉フォーラム 月１回開催し、我孫子北地区の福祉事業の進め方につい

て、討議・検討した。 

 

２）我孫子南地区社会福祉協議会 

 会議開催状況 役員会１２回・臨時役員１回   延べ参加者１５０名  

委員会随時：福祉フェスティバル・健康まつり・世代間交流 

実施事業 

○ 見守り活動 （我孫子南フレンドネット委員会） 

＊地域の中でお独り暮らしの方、高齢者世帯の方の実態を把握し、それとなく見 

守る態勢を整える。認知症への理解を深めるため、委員研修も行う。 

＊我孫子市高齢者支援課 (薮野様)・我孫子地区高齢者なんでも相談室(柳澤様) 

 ・委員からの見守り状況、担当対象者の様子等の報告 

   ・認知症についての勉強会、なんでも相談室より問題点の話し合い 

委員会６回開催 延べ参加者８３名 

＊平成３０年１月２８日（日）千葉県高齢者孤立化県民シンポジュウムに出席、千葉

県知事より表彰（奨励賞）されました。 
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千葉県では高齢者孤立化防止活動「ちば S(しない)S(させない)K(孤立化) 

プロジェクト」を進める為、県内で活動する様々な団体を毎年表彰しこの 

プロジェクトの強化を目指している。平成２４年度から進めてきたフレンド 

ネット、高齢者の見守りが高く評価されました。 近藤会長・会澤代表出席 

           南フレンドネット委会：行政(3 名)・委員(14 名)・事務局(6 名) 

○ 世代間交流事業 

＊第一小学校児童と地域住民との交流 

１０月２８日（土）参加者 ９名（イベント＆バザー 昔あそび７種目） 

２月 ８日（木）参加者１３名（１年生の生活科の授業 昔あそび７種目） 

＊第四小学校児童と地域住民との交流（昔あそび５種目） 

１０月２１日（土） 参加者９名 

＊子育て支援センターにこにこ広場の行事に参加 

（おじいちゃんとおばあちゃんとあそぼう） 

   ９月１５日（金）  参加者 ８名 

  ２月 ９日（金） 参加者  ９名 

○ 地域懇談会 

平成２９年９月２日（土）アビスタ 大ホール 

＊町会・町内会・自治会との懇談後、懇親会：市高齢者支援課・なんでも相談室出席  

＊今回は、特に民生委員の出席を願い地区の会長の懇談会の事前の質問及び町会の 

様子紹介 

＊自治会２７名・高齢者なんでも相談室２名・民生委員児童委員２２名・ 

         市社協 ２名・役員９名・事務員２名        計６４名出席  

   ○ 健康まつりの開催 

     平成２９年１０月２０日（金）我孫子南近隣センター９階ホール 

      (午前）講演「神経科とは/一般論と緩和ケア(精神腫瘍)」 

           講師：池森紀夫先生（平和台病院 メンタルヘルス科部長） ８０名参加  

      (午後)  健康チェック・血管年齢測定・骨健康測定・数ならべ 

           体力チェック・握力・バランス力・筋持久力・歩行力   ８０名参加 

           保健師による健康相談・高齢者なんでも相談  

           ※午前・午後とも参加の方には昼食の提供    

        合計１６０名参加 
    ○南地区社協設立２０周年 祝賀の集い 

      平成２９年１２月１５日（金）我孫子南近隣センター９階ホール 

 式典：会長挨拶・来賓祝辞(我孫子市長(メッセージ)・市社協会長・前会長) 

      感謝状進呈：計３４名 
        記念アトラクション：（落語）山遊亭金太郎師匠（我孫子ふるさと大使） 

          祝 宴：（懇談・福祉フェスティバル打ち合わせ） 

               〈会食・懇談・スピーチ他〉 
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          出席者： 市社協会長・局長 前南地区社協会長・南まち協会長 

      白山中学校校長・ 表彰者 24 名・自治会 15 名・南地区委員 26 名 

                             延べ参加人数 ６６名 

○ 傾聴講座 
平成３０年２月１６日（金）我孫子市消防本部会議室 

＊第１部：傾聴講座  

     講師：(株)ダイレクトコミュニケーション亀井幹子氏（臨床心理士） 

＊第２部：電話訪問ボランティア交流会 

       市内地区社協５ヶ所電話訪問者同志の話し合い      計 8 名参加 

 

   〇 認知症サポーター養成講座 

      平成３０年２月２２日(木)名戸ヶ谷あびこ病院７階 大会議室に於いて開催 

       講師：高齢者なんでも相談室 柳澤様・石津様 

※一般の方 13 名・なんでも相談室 2 名・役員、委員 8 名        計２３名参加 

 

  ○ 介護予防教室 

   ＊毎月２回 第２・第４水曜日 我孫子南地区社協事務所で開催 

要介護になることを防ぐために骨・関節・筋肉・神経を意識した簡単な体操を 

楽しんで行う教室 講師：介護予防指導士 渡部佳代子 先生 

＊介護予防教室終了後  

第２水曜日：講師・大島美代子先生によるおり紙教室 (季節の物などを折る）          

 毎回１０名位参加 

第４水曜日：お話し会（お茶とお菓子をつまみながら） 

                       毎回１０名～１５名位参加 

                      年２０回開催 延べ参加者３１９名 

〇 子育て支援事業（とおんきごう) 

我孫子南近隣センター ９階ホール 
    毎月第４木曜日：１時間 (午前１０時３０分～１１時３０分) 

未就園児（１歳～）とその保護者とのふれあい（リズム遊び・歌と本の読み聞かせ等）         

年１１回開催  延べ参加者 ３３４名 

〇 おたのしみ昼食会の実施 

＊地域の高齢者を対象とした昼食会 

１回目：平成２９年７月７日(金) 台田青年館 

        大塚製薬の方による熱中症対策についてのお話 

保健師による高齢期ならではの夏バテ予防についてのお話 

     バンド演奏ありその後みんなで歌う 

      参加者１７名・大塚製薬１名・保健師１名・バンド５名・スタッフ７名 

                                     計３１名参加  
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２回目：平成２９年１０月１８日(水) アビスタ調理実習室 

        みんなで楽しく食事を作って食べましょう（男性グループ１・女性グループ４） 

         指導：高齢者支援課 管理栄養士 岡田真由美様 
          内容：1) 低栄養予防のための知識について 

 2) みんなで楽しく食事を作って食べましょう 

              冷凍食品・市販の総菜を利用した簡単料理 

参加者１８名・管理栄養士１名・スタッフ７名   計２６名参加  

          ３回目：平成３０年２月２０日(火) アビスタ第２学習室に於いて開催 

         初めての体験、吹き矢      指導・四小元気会有志 

        参加者１８名・四小元気会５名・市社協１名・スタッフ６名   

 計３０名参加 

３回の実施 延べ参加者 ８６名参加  

○ 電話訪問サービス事業 

   見守り活動の一環として高齢者の方（独居・日中独居）のお相手をする。 

毎週金曜日午前中：１名５分位 

    利用者（３名）・ボランティア（３名）・立会い人（５名） 

     ☆平成３０年２月１６日(金) 我孫子市消防本部会議室 

                                  計６名参加 

※４月～３月までの延べ利用回数   計１１７回 

  ○ 日帰りバス旅行 

       高齢者との交流：日帰りバス旅行の実施  

江戸東京博物館・皇居外苑・巣鴨地蔵通り商店街散策 

            １回目：平成２９年６月 ９日(金）              計４２名参加 

           ２回目：   〃  ６月２８日(水)                      計４１名参加 

                                           合計８３名参加 

    ○ 福祉フェスティバル（第２６回) 

ロビーにて市内各福祉施設のパネル及び製品の展示 

       来場者に各福祉施設の製品の配布     

       平成３０年１月２０日（土）けやきプラザ２階ふれあいホール 

ボランティアによる演奏･吹奏楽（白山中学校・施設関係招待） 

                       延べ来場者 ５００名 

〇 広報・南地区社協だよりの発行 

年３回 発行部数１回につき６，１００部 

〇 委員研修・施設見学 

平成２９年９月２７日（水） 

          いんば学舎オソロク倶楽部 見学（印西）・キリンビール工場見学  

                                        計２６名参加 

〇 我孫子福祉バザー 
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           イトーヨーカドー３階 アビーホール 

        準備日：平成２９年９月２１日(木)・２２日(金)(運搬・種類分け・値段付け) 

             開催日：平成２９年９月２３日(祝日) (販 売)      延べ参加人数 ２１名 

○ 総会 

第１回 総会 (前 期） 

     平成２９年５月２４日(水) 名戸ヶ谷あびこ病院７階 会議室 

      ・平成２８年度 事業報告・決算報告・監査報告 

       ・平成２９年度 事業案・予算案について 

 出席者：市社協３名・委員３７名・事務２名     計４２名出席 

第２回 総会 (後 期）  

      平成２９年１２月１５日(金) 我孫子南近隣センター９階ホール 

 ・南地区社協２０周年の祝賀の集いの中で 

 ・中間報告及び福祉フェスティバルについて資料配布及び説明 

       ☆毎回、福祉施設の製品（パン・野菜・クッキーなど）の販売に協力 

                                                            計４０名出席 
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３）天王台地区社会福祉協議会 

●会議開催状況 総会 １回 ・ 定例会 １２回 ・ 役員会 １２回 

部会 定例会時及び随時   

●実施事業 

① 天王台地域や学校との交流事業「世代間交流」  

・小学校との世代間交流 二小 １０月１日  三小 １０月２１日  

高野山小 １１月１１日 

・我孫子中 PTA バザー １０月２８日 

・地域との世代間交流の企画 未実施 

② 高齢者との交流事業 

・ふれあい日帰りバスツアー（鎌倉方面） ２回 

６月２０日 北地区対象  ４２名 ６月２１日 南地区対象  ４３名 

・お楽しみ会(加宮佑唏歌謡ショー) ２回 

  １１月７日 天北 ４８名  １１月３０日 こもれび ８２名 

・男性のための料理教室 ２回 

  １月３０日 天北 １２名   ２月１５日 こもれび １３名 

③障がい者との交流事業 

  １月１２日 「むつぼし感謝の集い」に参加 ４名  

④地域の各団体との連携強化 

a)福祉懇談会の実施 自治会長・民生委員・まちづくり協議会・地区社協委員交流会 

 ７月３０日 こもれび ７０名参加  

b)まちづくり協議会（天北地区・こもれび）との連携 

 ＜共催事業＞ 

・介護予防教室「シニアいきいき講座」こもれび６回 天北２回 

  ５月２１日（こもれび・４５名）・６月２５日（天北・２８名） 

  ７月２３日（こもれび・４９名）・９月１7 日（こもれび・４２名） 

  １１月２６日（こもれび・４８名）・１月２８日（こもれび・４７名） 

  ２月１８日（天北・２２名）・３月２５日（こもれび・４７名） 

延べ参加３２８名  

   ＜協力事業＞ 

・天王台地区（南・北）地域会議に委員として参画 

天王台駅南口駅前美化活動（６月～） 

天北防災フェスタ（９月１０日） 

・こもれびフェスタ（こもれびまちづくり協議会） 

５月２８日 １０名応援 

・子どもサマーフェスティバル（天王台北地区まちづくり協議会） 

７月２２日 １５名応援 

・天王台ふれあい夏祭り ８月１９日 １０名応援 



13 

 

    ・天王台地区市民まつり ８月２６日 １５名応援 

  c)我孫子第三地区民生委員児童委員協議会との交流 

９月１３日  天北 ２３名（社協委員） 

  d)ボランティア団体との交流  

「地域デビューふれあい祭り 2018」への参加呼びかけ 

  e)高齢者なんでも相談室との連携 

  ・てんのうだい介護予防教室（こもれび会場）５回 

６月２８日 ３５名 ８月２５日 ４０名 １０月２０日 ２１名 

１２月１１日 ４１名 ２月２０日 ４５名 

    ・てんのうだい介護予防教室（天北会場）３回 

      ７月２０日 ３０名 ９月１２日 ２１名 １１月２２日 ３０名 

  f)障害者まちかど相談室との連携 未実施 

⑤高齢者の交流の場づくり事業「おしゃべりサロン」１０回 

４月２４日・５月２２日・６月２６日・７月２４日・８月２８日 

  １０月２３日・１１月２７日・１２月２５日・２月２６日・３月２６日 

                         延べ２０３名 

⑥子育てサロン事業「のびっ子クラブと交流の場づくり」 

・のびっ子クラブ １４回開催（こもれび１２回・天北２回・高野山自治会館１回） 

   延べ５２０名 

・すくすく広場との交流 年２回（７月７日・１１月１６日） 

⑦福祉情報の提供と認知度 UP 事業「ゆうゆうだより」他発行 

 ・広報誌「ゆうゆうだより」の発行４回（４月・７月・９月・１２月）他臨時号１回   

・イベントポスター、チラシ作成・掲示・掲載 

⑧高齢化に伴う介護予防の推進事業「介護予防教室」 

・まち協共催シニアいきいき講座 ※④b)＜共催事業>参照 

⑨高齢化に伴う介護予防教室「認知症サポーター養成講座」 

・６地区社協共催「親子で認知症サポーターになろう」講座  

８月１３日 あびこ市民プラザ ７名応援 

・認知症サポーター養成講座フォローアップ編  

１１月２５日 こもれび ２６名 

⑩高齢化に伴う介護予防の推進事業「健康マージャン教室」 

・健康マージャン教室（１期～４期・受講者数４０名） ２４回 

４月５日・１９日 ５月１０日・１７日 ６月７日・２１日 ７月５日・１９日  

８月２日・２３日 ９月６日・２０日 １０月４日・１８日 １１月１日・１５日 

１２月６日・２０日 １月１０日・１７日 ２月７日・２１日 ３月７日・２８日 

 受講者 ４月～８月 １９名 ９月～３月 ２０名 スタッフ １１名 

・健康マージャン教室（東風倶楽部 受講者数１０名 スタッフ４名）６回 

 １１月２９日 １２月１３日 １月２４日・３１日 ２月１４日・２８日 
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・健康マージャン教室第３期開校式と第１期卒業生マージャン大会（８月３０日） 

・健康マージャン教室第４期開校式（２月２８日）と第２期卒業生マージャン大会 

(３月１４日） 

⑪健康で元気な生活の推進事業「健康フェア」  

・１１月２日 天北 約１００名 

・１２月７日 こもれび 約１００名 

⑫健康で元気な生活の推進事業「福祉に関する各種講座」  

１１月１３日 PJT 会議開催 

⑬学校における福祉教育の推進事業 

１１月１３日 PJT 会議開催 

⑭地域における福祉活動の推進事業  

１１月１３日 PJT 会議開催 

⑮高齢者の見守り事業「電話訪問サービス」の推進 

・電話訪問月例会（毎月１回開催） １２回 

・電話訪問サービス 利用者１０名 １６６日間 担当ボランティア延べ３５２名   

・傾聴ボランティア「入門講座」 １１月６日・９日・１６日３日間 各回１８名 

内３名ボランティア登録 

・市社協主催「傾聴講座」に参加 ２月１６日 消防本部会議室 １１名 

⑯高齢者の見守り事業「身近な見守り活動」の推進  

１０月１６日 PJT 会議開催 

「あんしんカード」の PR 推進を実施 

⑰子どもの見守り事業 未実施 

⑱福祉サービスの情報取集と提供事業  

１０月１６日 PJT 会議開催 

「ミニお助け隊」チラシ配布、掲示 

⑲障がい者及び福祉施設等の支援事業  

イベント時にお菓子、お弁当の購入や販売場所の提供 

⑳地域の福祉人材の育成事業「ボランティアメッセ」「協力ボランティアの養成」 

・地域デビューふれあい祭り（ボランティアメッセ）４月７日 ３００名 

・協力ボランティア登録１７名 

㉑あんしんカード推進事業  

  イベント時に「あんしんカード活用 DVD」を鑑賞し PR 活動及び申請者に配布 

㉒安心・安全な地域づくり事業「地域の安心・安全マップ作り」の推進 

・下ヶ戸地区安心安全編、サービス編 MAP を作成 

・東我孫子地区を再調査し改定 MAP を作成 

・鎮魂竹宵の集い 2018（３月１０日・１１日）に東我孫子（修正済）・柴崎台・天王台・

泉・下ヶ戸地区の安心安全 MAP を出展 

㉓安心・安全な地域づくり事業「災害時要援護者等、地域の中での見守り活動」の支援  
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１０月１６日 PJT 会議開催 

㉔委員研修の実施と能力開発 

NPO 法人鶴ヶ島第二小学校区支え合い協議会・川越 ６月２７日 ３８名 

㉕その他事業 

・活動室貸し出し事業  

利用登録団体 １４団体（８８回） 

・市社協講演会  ７月１４日 湖北公民館 ９名参加 

 ・第４１回あびこ福祉バザー ９月２３日 １９名応援 

 ・６地区社協連絡協議会 ６月１４日・１月２５日 会長・副会長出席 

 ・６地区社協事務職員会議 ６月２９日・１０月２４日・３月１６日 事務局出席 

 ・我孫子市社会福祉大会に参加 けやきプラザ １６名参加 

 

４）湖北台地区社会福祉協議会 

会議開催状況  総会１回  委員会 12回  定例役員会 12回 

  実施事業 

  ・見守りネットワーク推進事業 

    福祉ネットワーク推進委員会 8回 

第１回見守り組織交流懇談会 6月 20日 参加者 32名 

第 2回見守り組織交流懇談会 10月 24日 参加者 34名 

第 3回見守り組織交流懇談会 2月 20日 参加者 26名 

・電話訪問サービス事業 

 電話訪問事業 電話訪問運営委員会 6回 

毎週月･水･金曜日（午前中） 利用者 8名 スタッフ 17名 

・湖北台・駅前「お休み処」運営委員会 

 お休み処の運営 「お休み処」委員会 12回 

 湖北台・駅前「お休み処」（市受託事業）常時開設 

  今年度 4月～3月延べ利用者数 12,852名（開設来 利用者累計 224,696名） 

  ・子育て支援事業 

 母親ネットワーク委員会 10回 

   「ほっとサロン」4～3月(8､11､3月以外) 第４金曜 7回開催 

参加者数 18組(子ども 23名) 

      「ほっとサロンお楽しみクリスマス会」12月 8日（金）3組（子ども 4名） 

  ・児童福祉事業…児童福祉委員会 3回 

    東っ子まつり参加 昔遊びコーナー 参加者 340名 

    湖北台子ども食堂へ食材を寄付。 

  ・介護予防教室…研修委員会 8回 

第 4回湖北台を歩こう（3団体共催） 5月 5日 参加者 75名  

    介護予防講座「転ばない為の体操教室」 7月 6日 参加者 45名 
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  ・認知症サポーター養成講座…研修委員会 

   一般向け「認知症サポーター養成講座」3月 5日 参加者 35名 

・台中生認知症サポーター養成講座…研修委員会 

湖北台中生向け「認知症サポーター養成講座」11月 2日 参加者 131名 

  ・障がい児者支援事業…障がい児者委員会 10回 

    「ヘルプカード」の紹介チラシを作成・配布 

  ・災害対策事業…防災問題検討委員会 5回 

    ＡＥＤ講習会 7月 3日 参加者 23名 

    防災グッツの展示(健康まつりにて) 

    防災啓発チラシ 全世帯配布 

・第 16回湖北台福祉バザー 

    6月 17日（土） 湖北台近隣センター 来場者 450名 

    設立 20 周年記念事業として、収益金から、湖北台中学校、湖北台西小学校、湖北

台東小学校へ各７万円を寄付。 

・第 15回湖北台敬老お楽しみ会（湖北台地区民生委員児童委員協議会共催事業） 

  9月 26日(火) 湖北台西小学校 参加者 329名 

・第 19回湖北台健康まつり 

  10月 14日(土) 湖北台中学校 参加者 226名 

・鯉のぼりまつり（自治会連合会、まちづくり協議会共催事業） 

5月 5日（金、子供の日） 湖北台中央公園 

・新年の集い（新年の集い実行委員会） 

1月 19日（金）湖北台近隣センター 参加者 61名 

・委員研修会（研修委員会） 

    国際福祉機器展視察 9月 29日 参加者 36名 

    日帰りバス研修会  2月 27日 参加者 26名 

・こほく台地区社協だより 

    湖北台地区社協だより（第 67号）20周年記念号 5月 8日発行 5,700部発行      

    湖北台地区社協だより（第 68号） 7月 29日発行 5,700部発行 

    湖北台地区社協だより（第 69号） 11月 28日発行 5,700部発行 

    湖北台地区社協だより（第 70号） 3月 10日発行 5,700部発行 

  ・その他 

    創立 20周年記念講演会及び記念祝賀会 4月 30日 参加者 43名 

    講演会「我孫子の将来都市像とまちづくり」講師：青木章副市長 

 

５）湖北地区社会福祉協議会 

会議開催状況   総会 1 回 定例委員会 12 回 役員会 12 回 

         行事担当会議随時 

実施事業 
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＜主催事業＞ 

① 健康マージャン教室        24 回        延 662 名 

② 脳の健康教室           24 回        延 604 名 

③ 健康まつり   

春（湖北地区社会協議会事務所前） 5 月 8 日(月)      延 67 名 

  秋（新木近隣センター）      9 月 11 日(月)     延 56 名 

④ 子育て支援 

おやっこルームの開催       11 回        延 194 名 

    おやっこひろばの開催       11 回        延 178 名 

⑤ 一人暮らし高齢者親睦日帰りバス旅行 

行先：ひたち海浜公園・那珂湊魚市場 

10 月 2 日（月）湖北地区                 52 名 

10 月 3 日（火）新木地区                 47 名 

⑥ 福祉懇談会（AED 講習会）    10 月 28 日（土）    27 名 

⑦ こほく福祉まつり         11 月 23 日（土）   延 400 名 

内容：吹奏楽演奏（湖北小・新木小・湖北中）高齢者なんでも相談室 

   高齢者福祉施設の紹介及び展示・福祉施設による作品展示販売 

   福祉バザー・昔遊びとバルーンアートのコーナー・新木小舞台発表 

   我孫子東高校書道パーフォーマンス・模擬店・ゆるキャラ他 

⑧ 新春映画会            1 月 21 日（日）    135 名                 

⑨ 広報の発行    

｢こほく地区社協だより｣   4 月 7 月  10 月 1 月 発行 

   ・コピー機のサービス 

   ・印刷機のサービス 

     ・ラミネートのサービス 

   ・事務所会議室貸し出し 

   ・福祉教育推進連絡会議       4 月 18 日     14 名 

                    6 月  6 日      17 名 

                     8 月 29 日     18 名 

                    9 月 26 日     17 名 

                    10 月 3 日     14 名 

                    11 月 8 日     12 名 

                    1 月 17 日     13 名 

                    3 月 21 日     12 名 

                                       

 ＜協力事業＞ 

   ・ふれあいサロン(湖北・新木)への支援  各月 1 回 

   ・げんきフェスタへ参加 
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   ・ボランティアの為の「折り紙サークル」支援 毎月第 3 月月曜日(原則) 

   ・あびこ福祉まつりへの参加  

   ・シニア楽々講座)への支援 

   ・元気フェスタへの参加 

   ・第４１回福祉バザーへの参加 

   ・湖北小 PTA バザーへの参加 

 

６）布佐地区社会福祉協議会 

会議開催状況 

   役員・部長会  １２回  

   定例委員会   １２回 （５月定期総会含む）  

  行事実行委員会  3回 

合同部会＜全体実施事業＞ 

 ①「第１６回 布佐地区社協まつり」 

   平成３０年３月 11日（日）１０：００～１５：００ 

   近隣センターふさの風  

   来場者：約４5０名 

   健康コーナー（血管年齢・骨年齢・肺活量測定、保健師健康相談、健康づくり推進

員、布佐・新木地区高齢者なんでも相談室）                             

   舞台発表（布佐小吹奏楽部演奏、我孫子市民の歌健康体操、 

         落語（筑波大学落語研究会）、鳥谷部由美子ショー 

   餅つき、市内福祉施設物品販売 

 ②「健康マージャン教室」  

       介護予防、引きこもり予防、地域住民の交流が目的 

   毎週金曜日 １３：００～１６：４５ 

   近隣センターふさの風 多目的ホール 

   第１２期：５/12～１０/27  参加人数 ３２名  

   第１３期：１１/10～４/28  参加人数 ３２名  半年で１期とする  

③「高校生の子育てサロン」 （２年生・家庭科・保育の授業） 

   １２月  １日（金）  １０組１１人の親子 参加 

   １２月 ４日（月）   ９組１２人の親子 参加 

    １月１７日（水）  １５組１９人の親子 参加  

    １月２４日（水）  １５組１６人の親子 参加 （県社協から撮影）   

   我孫子東高等学校 レスリング場  各９：３０～１１：３０ 

   我孫子東高等学校との共催事業 

 ④「すくすくほっとひろば」 

   毎月第４木曜日 １２回  １０：００～１１：３０ 

   近隣センターふさの風 会議室１     1～7組程度の親子 
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 ⑤「ＡＥＤ救急救命講習会」 

   ７月 ５日（土）９：００～１２：００ 

   近隣センターふさの風   参加者：20名 

⑥「布佐新緑まつり」  

   ４月２９日（土）１０：００～１６：００ 布佐商興会に協賛 

    布佐駅前大通り 

    バザー出店、かき氷販売、コーヒー販売、市内福祉施設の物品販売 

 ⑦「布佐もみじまつり」  

  １１月 ５日（土）１０：００～１６：００ 布佐商興会に協賛  

   布佐駅前大通り 

   バザー出店、コーヒー販売、市内福祉施設の物品販売、 

   手賀沼カレンダー販売、赤い羽根共同募金        

 ⑧「あびこ福祉バザー」 

  ９月２３日（土）１０：３０～１５：００ 

   アビイクオーレ３階アビイホール（イトーヨーカ堂我孫子南口店） 

   我孫子市民生委員・児童委員協議会、６地区社会福祉協議会、 

   東葛飾地区更生保護女性会我孫子市部、我孫子市社会福祉協議会 等共同開催 

⑨「近隣センターふさの風 文化祭」  

 １０月２８（土）・1０月２９日（日）１０：００～１６：３０      

  ふさの風まちづくり協議会に協賛  来場者：約２5０名 

  バザー出店、市内福祉施設の物品販売、手賀沼カレンダー販売、赤い羽根共同募金 

 ⑩「布佐平和台祭」 

    １１月３日（祝・木）９：００～１２：００ 

       手賀沼カレンダー販売、赤い羽根共同募金 

 ⑪「すこやか広場とすくすくほっとひろばの交流会」 

    10月 11日（水）１０：3０～１１：3０ 

    布佐南小学校「すこやか広場」にて    

 ⑫「何でも相談窓口」 

    週５回 事務所開所日 

    相談件数：3件 

シルバー部 

 ①「ロコモティブシンドローム予防・コグニサイズ健康体操教室」２３回 

    毎月第１、第３金曜日（於：上町自治会館） 

    講師：渡部先生（市社協）、健康サポートリーダーさん     

    参加人数  各回 15～32名  

 ②「さつきの会」の支援 （高齢者のふれあいサロン） 

    近隣センターふさの風 

    毎月１回（第２火曜日）１１回  ８月は休み   
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    ９月は敬老の祝いとして、保育園児との交流 

  ③「平和台シニアサロン”かえで”」の支援 （高齢者のふれあいサロン） 

    布佐南近隣センター 

    毎月１回（第４水曜日）１１回  ８月は休み 

        １２月はクリスマス会 

自立支援部 

 ①「手作りピザ教室」 （ハンディを負った方対象） 

    ８月２６日（土） １１：００～１５：００ 

        布佐南近隣センター   参加者 ２２名 

② 「手作りうどん教室」 （ハンディを負った方対象） 

    ２月３日（土）  １１：００～１５：００ 

    布佐南近隣センター   参加者 ２２名   

ゴールド部 

 ①「星空ウオッチング」  

    夏：８月１２日（土)18：００～20：３０ 布佐小学校   参加者 32名 

    冬：２月  ３日（土)17：００～19：００ 布佐南小学校   参加者 38名                     

ボランティア部 

 ①「布佐歩記行」  

   １０月１４日（土） １２：３０～１６：３０   

      我孫子駅東コース（ハケの道）、水の館＆あびこん 

   参加者 27名（カイド 2名 村上さん・新井さん） 

広報・研修部 

 ① 広報紙「布佐地区社協だより」の発行  3回 

  （第６２号…６月１６日  第６３号…１０月２０日  第６４号…２月６日） 

 ②「委員研修」 平成３０年２月１４日（水） ８：００～１7：００  

   こころみ学園・足利学校  参加者 ４５名  

（別途 地域活動支援センターにじ７名） 
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〔２〕 市社協の支援事業 

 

１）自治会活動支援事業（新規事業） 

  担当者会議の開催 ８回 

   ・日赤合同説明会（案）に対するアンケート 2月実施 115件回答 

・自治会（団体会員）アンケート 「他の自治会に聞いてみたいこと」 

 2月実施 9件回答 ※30年度に回答に基づくアンケートを実施します。 

 

２）保有備品の貸出事業 

車イス ２６件(貸出延べ台数４１台)、 スロープ ５件、 骨年齢計 ８件   

血管年齢計 ８件、 肺活量計 ３件、脳内元気度測定器 ２件 

   高齢者疑似体験セット ３件（特大３件・大９件・小８件） 

 

３）西部福祉センター事業（市指定管理者制度） 

地域福祉センター  利用者  １，３６４名  

老人センター     利用者 ３３，５４８名  

            総 数 ３４，９１２名  

 

４）生活支援体制整備事業（市委託事業） 

  第１層協議体会議の開催 ３回 

６月２６日、１０月１８日、２月１３日 

  担当者会議の開催    １３回 

  地区社協連絡協議会への参加・説明 １月２５日 

 

５）市民との協働事業 

・あびこ福祉バザー 9月 23日 売り上げ金 745,981円 来場者数 600名 

・第 36回あびこ福祉まつり 5月 14日 来場者数 2,500名 

   実行委員会への参画。事務局担当。負担金 10万円を支出。 

・第 10回あびこカッパまつり 8月 26日 実行委員会に参画。 

・第 6回ホップステップふれあいキャンプ 9月 18日 

  参加者：実行委員 10名 ボランティア 18名 障害児者 13名 

    実行委員会への参画。ボランティア担当。負担金 5万円を支出。 

    ※台風の影響により、宿泊から日帰りに変更。 

・市民のチカラまつり 2017（参加） 10月 25日、26日 2,507名 

  赤い羽根募金 的当てゲームほか 

  ・第 5回 JOY!JOY!クリスマス会  12月 9日（午前・午後）171名 

 

・「らっく楽！あびこ」編集委員会への参画 編集委員会 6回 
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（あびこシニアクラブ・市との共同作成） 

  ・高齢者の対応を探る会への参画 

 

６）福祉ショップ＆軽喫茶ぽぽら 

現在３５施設の様々な商品が福祉ショップに出品されています。手作りの小物やパ

ン・焼き菓子・特に新鮮な野菜類は好評です。出店希望の新規施設からの問合せもあ

り、出品数も増えつつあります。また、喫茶コーナーでは季節ごとのメニューでお楽

しみ頂いています。個人での利用を始めグループでの利用や仕事の打合せの場として

利用頂くなど客層の広がりを感じます。また、職場体験の場として就労支援センター

から障害の方１名や白山中学校２年生２名の実習生を受け入れました。 

 

７）あびこ社協だより「福祉の街へ」 

６・９・１２・３月発行  年４回 ２９，０００部作成 

 

８）ホームページによる情報提供事業（平成 13年 5月 2日開設） 

 ・閲覧回数 25,114 件（累計 246,150 件） 

 ・ホームページリニューアル 12 月 28 日実施した。なお、平成 30 年度に前倒しで  

大きなリニューアルを予定している。 

 

９）学習会・研修会に関する事業（新規事業） 

地区社協からの要望等により、傾聴講座を開催。 

 ＜傾聴講座＞ 
平成３０年２月１６日（金）我孫子市消防本部会議室 

＊第１部：傾聴講座  

     講師：(株)ダイレクトコミュニケーション亀井幹子氏（臨床心理士） 

     テーマ：傾聴とは（基礎） 

 ＊第２部：電話訪問ボランティア交流会 

       市内地区社協５ヶ所電話訪問者同志の話し合い      計 24 名参加 

 

１０）福祉教育・ボランティア啓発事業 

   今年度は、「実体験の場」と「参加しやすさ」を検討し実施した。また、小学校での

福祉体験や出前講座が増やすことができた。 

 ・夏休み小学生福祉体験教室 

   介護施設体験(アクイール)7月 25日/4名 

   点字体験 8月 1日/7名 

   手話体験 8月 2日/4名 

 ・小中学校福祉教育 

  湖北小学校（車イス体験、高齢者疑似体験）6月 1日/6年生 54名 



23 

 

  布佐小学校（高齢者疑似体験、手話）6月 23日/4年生 32名 

   新木小学校（車イス、高齢者疑似体験）9月 20日/6年生 88名 

   湖北小学校（高齢者疑似体験）1月 18日/5年生 68名 

 ・中央学院大学 NPO・NGO論（ボランティアについて、視覚障がい者体験）  

5月 11日、5月 18日/大学生 20名 

・車イス指導者養成講座 

   我孫子北地区社協/8月 7日/委員 8名  

 ・出前講座 

   ２０備楽会（高齢者疑似体験講座）4月 11日/10名 

・我孫子市民カレッジ   11月 15日/40名 

・東葛管内ボランティアコーディネーター交流会 12月 1日/6市町村社協 9名 

  ・中高生ボランティア体験教室  3月 26日/18名 

・福祉ポスター標語作品コンクール（50周年記念事業） 

   応募総数：市内 19校（82点） 

 

１１）介護予防教室等への支援 

    北地区社会福祉協議会 「きたサロン」     １２回 

    南地区社会福祉協議会 「ロコモ教室」     ２０回 

    南地区社会福祉協議会 「健康祭り」       1回 

    天王台社会福祉協議会 「健康祭り」       ２回 

    湖北地区社会福祉協議会「健康祭り」       ２回 

    布佐上町自治会運動教室            １０回 

    ケアハウスわらく   「介護予防教室」    ２４回 

    公民館講座      「熟年備学」       １回 

    長寿大学                    2回 

 

１２）寄付金受付事業 寄付６８件(内指定寄付８件) 

 

１３）心の宝石募金箱設置事業 ２６カ所設置 

 

１４）福祉募金自動販売機設置事業 ３５カ所設置（平成 21年 8月～事業開始） 

①  赤い羽根共同募金へ  81,996円 （平成 28年 10月～平成 29年 9月分） 

②  社会福祉協議会へ  418,464円 （平成 29年 1月～平成 29年 12月分） 

 

 

 

 

１５）赤い羽根共同募金 
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赤い羽根共同募金額 平成 29年 10月 1日～3月 31日 

戸別募金 6,316,943円 

法人募金 583,268円 

学校募金 334,516円 

職域募金 159,986円 

イベント募金 154,381円 

個人募金 31,000円 

その他 20,050円 

計 7,600,144円 

 

１６）歳末たすけあい募金 

歳末たすけあい募金額 平成 29年 12月 1日～12月 31日 

戸別募金 3,692,805円 

街頭募金（3ヶ所） 272,232円 

法人募金 772,000円 

個人募金 56,000円 

その他 8円 

合計 4,793,045円 

 

高齢者関連 

・寝たきり・認知症高齢者に対する紙おむつ及び介護用品の支給 134名 

・独居高齢者への慰問年賀状（小学生からの年賀状） 1,643名 

・クリスマスケーキの配布 196名 

ふれあい弁当の受給者（独居高齢者等）に配布 

  ・我孫子市遺族会／我孫子市シニアクラブ連合会への助成金 

 

 障害児者関連 

・障害児者関連団体への助成金 14団体（地域活動支援センター・当事者組織など） 

地域活動支援センター みんなの広場｢風｣／イエローハート／にじ／ステップ／ 

イーハトーブの家ＡＩＮSI／我孫子市視覚障害者協会／我孫子市手をつなぐ育成会／

千葉県中途失聴者・難聴者協会／我孫子市ろうあ協会／障がい児者の地域生活を考え

る会 こでまり／我孫子市自閉症協会／日本心臓ペースメーカー友の会／マンマの会

／全国パーキンソン病 友の会／ 

 

児童青少年関連 

・交通遺児世帯への見舞金 0世帯 

・施設入所児への見舞金 23名（うち小中学校入学 3名、中学校卒業 2名） 

・すずらんの会への助成金 

・ＪＯＹＪＯＹクリスマス会への助成金 

住民全般関連 
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・要保護世帯への見舞金 37世帯 

・東葛飾地区更生保護女性会 我孫子支部への助成金 

・地域ボランティア組織への備品購入助成金 5団体 

   湖北台団地ふれあい交流会／久寺家きらめきサロン／よりみちサロン「風」／助け合

いの会 ”絆”／若松ふれあいの会 

 

１７）短時間サービス事業（仮称：ミニお助け隊）（新規事業）  

  暮らしの中で感じるちょっとした困りごとや不便と感じる簡単な作業をお手伝いする

事業です。新しく事業を実施する前に、ノウハウの蓄積や課題を把握するために試験運用

を行いました。 

試験運用期間：６月１日～３月３１日まで 

対象者：子育て中の方、障害のある方、疾病等のある方、概ね６５歳以上の方、その他

必要と判断される方 

相談件数：５１件  実施件数：２１件（高齢者 １６件 障害者 ３件 その他２件） 

実施内容：電球電池交換、ゴミ捨て、入院準備、大工仕事、家具移動、 

片づけ、草取り等 

 

１８）住民参加型ホームヘルプサービス事業 あい・あびこ 

高齢者・障害者の日常生活を支えるため、協力会員が有料で利用会員（高齢者・障害者）

の自宅に伺い、家事援助（食事づくり・洗濯・掃除・買い物・話し相手等）を行います。 

   延べ利用者数 ５０８人  延べ活動者数 ３１８人   

   延べ活動時間 ２２６０時間  

 

１９）移送サービス事業 

・移送件数  ２，１０５件  車両貸出件数  １１件 

運転ボランティア ２６名 

登録福祉車両（車イス移送車）２台、セダン４台を利用しています。車両の老朽化

か課題であり、現在３台をリース車両に変更している。 

・平成 29年 9月に介護保険ボランティアポイント制度に、「受入施設」として登録す

ることができました。3月末現在 10名の運転ボランティアが登録しています。 

 

 

２０）傾聴ボランティア派遣事業 

・傾聴ボランティア定例会 4回 

・利用者 41名 傾聴ボランティア 44名（休会含む） 

 延べ派遣回数 172回/延べ時間 159.3時間 

 

２１）子どもの成長支援事業（※子ども食堂支援の必要性があった為、前倒しで新規事業を実施。） 
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  ・平成 29年 7月 7日 我孫子市子ども食堂ネットワーク設立 

   （市内子ども食堂運営団体、社会福祉課、市民活動支援課、子ども相談課、子ども支

援課、農政課、企業、社協により組織） 

   事務局的な役割を担い、支援を継続していきます。 

 

２２）地域福祉活動団体助成金交付事業 7団体＋6地区社協 

ふれあい弁当の会（9 万円）/お化粧ボランティアりんごの木（4 万円）/音訳ボランテ

ィア我孫子（8 万円）/我孫子市子ども会育成連絡協議会（7 万円）/我孫子市おもちゃ

図書館（7万円）/我孫子自主夜間中学あびこプラス・ワン（10万円）/我孫子市民生委

員児童委員協議会（15万円）/６地区社会福祉協議会（各 30万円） 

 

２３）介護保険ボランティアポイント制度（市委託事業） 

・介護保険ボランティア登録者 581名  受入施設 85施設 

  延べ活動者数（4月～1月） 6,914人 スタンプ数 11,361個 

・介護保険ボランティア地域別交流会 

  11月 5日/天王台北近隣センター/14名 

・施設担当者会議  7月 14日 20施設 

・平成 29年 9月に、「受入施設」を拡大し、障がい者福祉施設６施設に登録いただき

ました。また、念願の移送サービス事業も「受入施設」として、登録することができ

ました。 

 

２４）ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ（施設サービス） 

    ・施設利用件数 

  カラーコピー機  233件 

  フルカラー印刷機 336件 

  会議スペース   178件（948名） 

    てとりあスクール 9回（29名）※3回中止 

 

２５）ボランティア市民活動コーディネート事業 

・受付件数：延べ 250件 

内訳）コーディネート（紹介・派遣）件数：70件 

       ボランティア・市民活動相談件数：19件 

その他お問合せ：161件 

・ボランティア・市民活動登録数 

   個人ボランティア登録：317名 

   ボランティア保険のみの登録者数：182名 

   災害ボランティア保険登録者数：19名 

   介護保険ボランティアポイント制度登録者：581名 
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   ボランティア・市民活動団体登録：205団体（5,490名） …合計：6,589名 

   ・メールマガジン「ボランシカメール」：3回発行 登録者 269件 

   ・てとりあＬＩＮＥ＠：11回発行登録者 63名 ※平成 29年 5月 1日より実施 

 ・全国視覚障がい者外出支援事業：コーディネート 1件 

・お便りボランティア事業：ボランティア 6名 利用者数 9名 

 

２６）ボランティア市民活動情報提供事業 

   ・てとりあホームページ 閲覧者数 6,841件（累計閲覧者数 42,933件） 

   ・ボランティア市民活動ガイドブック 2017の発行 1,500部 

   ・広報誌てとりあ 各 9,000部発行（7月、10月、2月） 

   ・ザ・てとりあ・タイムズ（かわら版） 毎月 1回（12回発行） 

    ※新規事業、市内公共施設に掲示。 

 

２７）ボランティア保険事業 

   ・個人ボランティア保険 518件（うち災害対応保険 19件） 

   ・ふれあいサロン活動障害保険 21団体（地区社協含む） 

   ・福祉サービス総合補償 3件 

   ・送迎サービス保険 2件 

   ・ボランティア行事用保険 41件 

 

２８）ボランティア市民活動団体助成金交付事業 11団体 

おりがみ友の会／我孫子パソコン点字の会／花かご会／お話しボランティア「ひまわ

り」／にこにこ会／手話ダンス さわやか／みんなの広場「風」ボランティアの会／

ハーモニカサークル ド・レ・ミ／レイチェル・カーソン日本協会あびこ／ラベンダ

ーの会／NPO法人ビークルサービス 

 

２９）市民活動立ち上げ支援事業 

   ・我孫子市子ども食堂ネットワークの支援 平成 29年 7月発足 

・「ふさ子ども食堂」の支援支援 平成 30年 1月発足 

 

３０）ボランティア育成事業 

 ・ボランティア入門講座 11月 15日/17名 

 

３１）あんしんカード配布事業 

自宅で具合が悪くなり救急車を呼ぶ「もしも・・・」のとき又は災害時の安全と安心を守

る取り組みとして、「かかりつけ医」や「持病」などの医療情報を記入した“あんしんカー

ド”の配布をします。“あんしんカード”を入れた容器を冷蔵庫に保管し、救急時に本人等

が病状を説明できない場合、救急隊が保管された情報を活用し、迅速で適切な救命措置など
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に生かす仕組みになっています。 

尚、自治会や個人の配布対象者以外の方には、１セット（カード・容器・シール・パンフ

レット）を１００円で取り扱い窓口（市社協又は地区社協）にて配布いたします。 

 民生委員児童委員が訪問又は市・地区社協の窓口等で下記対象者に無料配布をしておりま

す。 

あんしんカード紹介のＤＶＤを全戸配布している自治会に配布いたしました。 

今年度は、３年に１度の更新の年となるため、新しいオレンジ色のカードの配布を人暮らし

高齢者の方や全戸配布の自治会に配布しました。 

 

＜配布数＞ １８，８５７セット 

        

＜配布対象者＞ 

・市内在住の６５歳以上のひとり暮らしの方 

・市内在住の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

及びその家 

・市内在住の６５歳以上のみの高齢者世帯  

 

３２）災害救援ボランティアセンター事業 

   ・我孫子市総合防災訓練 10月 21日 中止 

・災害対策講習会 2月 28日（印西市社協） 20名 
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Ⅲ．関 連 す る 福 祉 事 業 等 

コミュニティ・カフェ事業  

当事者や、ご家族、支え合う地域の方々が集える空間を、福祉ショップ＆軽喫茶ぽぽら

で 登録のボランティア協力のもと、実施しています。 

１）認認知症カフェ 縁が和茶屋 ～cocokara～ 

認知症に関心のある方、物忘れが気になり始めた方、認知症初期症状と診断された方、

介護されているご家族等対象で、相談や語りあいの場です。 

 参加者  １２回開催 延べ １４４ 名 （見学者・付き添い者含む・ヘルパ－は除く） 

 内 容  介護予防体操・ミニ講座（薬剤師や製薬会社等）、歯科衛生士による口腔ケア指

導・福祉用具展示・ハンドケアマッサージ・季節の押し花や折り紙などの創作

活動 

 協 力  我孫子市我孫子地区高齢者なんでも相談室・歯科衛生士・お化粧ボランティア・ 

福祉用具事業所 

 その他  広報誌（縁が和日記）を毎月発行 

 

２）高次脳機能障害者カフェ lieto（リエット） 

高次脳機能障害の方、ご家族の方が対象となります。 

参加者  １１回開催（雪のため１回休止） 延べ １２０ 名 （見学者・付き添い者      

     含む・ヘルパ－は除く） 

 内 容  花見・音楽コンサ－ト（サックス・ウクレレ）・そば打ち・夏祭り・運動会、

スポ-ツ吹き矢・南京玉すだれの演舞・他啓発活動のため参加のイベントでグ

ッズ販売作り・他参加者希望によるレクリエーションなど 

その他  広報誌（lieto NEWS）を毎月発行 

     ５月開催の福祉まつりへの参加（啓発活動のため） 

     １１月開催の「市民のチカラ」まつりにおいて創作作品の販売 

※コミュニティカフェボランティアへの研修 1回 

※ボランティア・市民活動相談窓口て・と・り・あ主催の中高生ボランティア日帰り旅行へ

の協力（カフェ当事者参、ボランティアの参加） 
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３）我孫子市結婚相談所 

結婚に対する相談及び、お相手の紹介。 

実施日 延日数 場所 相談の内容 

第１・３ 

土曜日 

第２・４ 

日曜日 

毎 週 木
曜日 

 

99 日 けやきプラザ 

１１階 

会員数：男性 222 名 女性 139 名 361 名 

 

・新規申込み件数 女性 39 件 男性 75 件 

・相談件数          ４０３件 

・お見合い件数        ２０９件 

・成立件数           １１件 

・お見合いパーティーの開催     ７回 

・説明会              ２回 

・花火鑑賞会            １回 

 

４）訪問介護及び予防訪問介護事業 

・ 介護保険事業 

 訪問介護事業       延べ利用者数       ５４６人 

提供時間      ６，９４０時間 

訪問介護自費サービス   延べ利用者数        ６７人 

                提供時間      １１４、５時間 

５）居宅介護支援事業 

・介護保険法に基づくケアプランの作成         ７４２件 

・介護予防サービス計画                 ６６件 

 

６）介護予防支援事業/訪問介護（市委託事業） 

   総合事業         延べ利用者数       ２３８人 

                                提供時間      １，０２７.時間 

 

７）介護認定調査事業    １１件 

 

８）大人用紙おむつ配布事業 

４月支給  １５４名  ８月支給  １４４名 １２月支給  １２３名 

計 ４２１名 

 

９）障がい者（児）福祉サービス事業 

 居宅介護           延べ利用者数       ７３人 

提供時間    ９４８時間１５分 

 同行援護           延べ利用者数      １８１人 

                  提供時間     １，９７５時間 

重度訪問介護         延べ利用者数        ０人 

提供時間          ０時間 
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１０）障がい者在宅生活支援事業（市委託事業） 

移動支援（ガイドヘルプ）事業 延べ利用者数          ６０人 

提供時間       ５６３時間 

 代筆・代読派遣事業      延べ利用者数            ４４人 

                     提供時間            ９１時間 

 

１１）ママヘルプサービス（市委託事業） 

                                 ０件 

１２）善意銀行 小口貸付事業 

市民からの寄付及び募金箱の設置による資金を原資とし、生活費等の小口資金の貸

付を行います。 

貸付件数 １４４件  貸付金額 ９，２９６，０００円 

 

１３）生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業） 

他からの融資の受けられない所得の比較的少ない世帯、高齢者（６５歳以上）世帯や

障害者のいる世帯の自立と安定に役立てていただくための貸付制度で、市社会福祉協

議会が窓口となり、県社会福祉協議会が貸し付けを行っています。 

相談件数 ６０件 貸付件数 ９件  貸付金額 ２，３７４，４００円  

 

１４）帰宅旅費貸付事業 １０件 

 

１５）災害見舞金配布事業 ４件（死亡 1件、全焼 1件、半焼 2件） 

 

１６）あびこ後見支援センター 

あびこ後見支援センターでは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不

十分な方が、地域で安心して生活できるようサポートします。 

成年後見制度に関する相談 

①相談状況（専門員による相談） 

   相談件数  １４６件  相談人数 ６１人 

   相談内容  

  個別相談：障害のある子どもの後見について、親の後見について 

弁護士相談の問い合わせ、制度について 未成年後見について 等 

②弁護士相談（毎月第４金曜日 予約制３名枠） 

   実施日 １９日（緊急対応９日含む）相談件数 ３０件 

法人後見について 

  ①法人後見運営委員会の開催  

    ４月２７日 第１回委員会：臨時開催 後見の審議 
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    ５月    文書での事後承諾承認。 

    ６月２２日 第２回委員会：後見事後承諾および、後見の審議 

   １０月１９日 第３回委員会：後見の審議、上半期報告 

    ２月２２日 第４回委員会：報告 

  ②法人後見の受任  

平成２９年度受任：５件 

類型：保佐類型１件 後見類型 ４件 

被後見人及び保佐人の状況：高齢者２件  知的・身体障害者３件 

後見状況：市社協単独後見２件、複数後見（弁護士）１件、 

後見監督人（弁護士）２件 

   任意後見契約 １件（平成２８年度契約） 

  ③支援者 専門員 ２名 

日常生活自立支援事業 

 日常生活自立支援事業は、自分の判断で福祉サービスを利用することや、利用料を支払

うこと等が困難な方が、地域において自立した生活を送れるように援助する事業です。 

 ①支援者 

専門員 ４名（法人後見兼務２名）相談及び関係機関との調整 

生活支援員：実際に高齢者のお宅に訪問し、支援を行います 

 （なお、支援員がつけられないケースについては、専門員対応） 

   生活支援員：登録者   ８名  実働生活支援員   ７名 

   生活支援員対応ケース １０件  専門員対応ケース ２１件 

 ②利用者数及び支援回数 

   利用者数 ３１名  （生活保護受給者 １６名） 

高齢者  ２０名 ／ 障害者 １０名（身体１名・精神６名・知的３名） 

その他   １名 

   平成２９年度新規利用者数 ９名 解約者数 ４名 

支援回数 ５３５回 ケース会議実施回数 ３０回 

  ③相談件数 

相談件数 １９件  うち訪問調査件数 １８件 

相談・訪問調査等延べ回数 １４６回 

 

その他の事業 

①広報ＰＲ 

社協だより掲載 １２９号～１３２号 毎号 弁護士相談日程掲載 

   社協ＨＰ掲載 

  ②後見制度についての説明 

   ５月１５日（月）終活大学 in 我孫子市民プラザ 講師として参加 

「社会福祉協議会の事業についてと成年後見制度について」約８０名 
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２月１５日（木）あらき園保護者会 成年後見制度について ４２名 

３月２２日（木）成年後見制度啓発研修 あびこ後見支援センターについて ４０名  

 

１７）我孫子市民生委員児童委員協議会の事務局運営（市委託事業） 

   7地区民児協定例会への参加（毎月） 

   総会及び役員会（4月、６月、8月、１２月、２月）の準備、参加 

 

１８）我孫子市遺族会の事務局運営（市委託事業） 

 

 


