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平成３０年度 我孫子市社会福祉協議会事業報告

１． 基本方針

第５次我孫子市地域福祉活動計画（平成２９年度から平成３３年度までの５カ年計画）で

示した基本理念、基本目標、支援方針のもとに、各関連機関と協力、連携を図りながら、地

区社会福祉協議会と共に、住民主体の「支えあい・助けあい」による生活課題の解決をめざ

し、その為の支援事業及び関連する福祉事業を実施してまいります。

また、将来にわたって継続可能な我孫子市社会福祉協議会の経営を目指し、より安定した

経営基盤と執行体制の確立に取り組みます。

〔第５次我孫子市地域福祉活動計画の骨子〕

基本理念

安心とゆとりのまち 住みつづけたいまちづくり

基本目標

１．広げよう、つながりの輪

２．学び、理解し、共にあゆむ

３．支援が必要な人たちを支える

４．一人ひとりが参加できる仕組みづくり

５．安心と安全を守る取り組み

２． 法人運営

〔１〕理事会

（第１回）

期  日  平成３０年５月２５日（月）

  場  所  市役所分館 小会議室

  出席者数  理事９名 監事２名

議  題

   １）平成２９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２９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２９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の一部を改正する定款の制定について

   ５）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会予防訪問介護事業運営規程の廃止について

   ６）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会指定第一号訪問介護事業（訪問型サービス

運営規程の制定について

   ７）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会指定訪問介護事業運営規程の一部改正に

ついて

   ８）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会居宅介護支援事業所運営規程の一部改正に

ついて

   ９）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会評議員候補者の推薦について
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   １０）平成３０年度我孫子市社会福祉協議会第１回評議員会（定時評議員会）の開催

について

（第２回）

期  日  平成３０年１１月２１日（水）

  場  所  市役所分館 小会議室

  出席者数 理１０名 監事２名

議  題

   １）平成３０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定款細則の一部改正(案)について

   ３）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会経理規程の一部改正(案)について

   ４）我孫子市結婚相談所事務取扱要綱の一部改正(案)について

   ５）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会評議員候補者の選出について

   ６）平成３０年度我孫子市社会福祉協議会第２回評議員会の開催について

  報  告

１）平成３０年度我孫子市社会福祉協議会中間事業報告

２）平成３０年度我孫子市社会福祉協議会中間予算執行状況

３）平成３０年度我孫子市社会福祉協議会中間監査報告

４）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会経営方針及び経営発展計画

（第３回）

期  日  平成３１年３月１４日（木）

  場  所  市役所分館 小会議室

  出席者数  理事９名 監事２名

議  題

   １）平成３０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３１年（２０１９年度）度我孫子市社会福祉協議会事業計画(案)の承認に

ついて

   ３）平成３１年（２０１９年度）度我孫子市社会福祉協議会予算(案)の承認について

   ４）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会福祉サービスに対する苦情解決に関する要

綱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）平成３０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

  報  告

１）平成３０年度善意銀行運営事業損金処分について

〔２〕評議員会

（定時評議員会）

期  日  平成３０年６月１８日（月）

場  所  市役所分館 大会議室

出席者数  評議員１９名

  議  題

１）平成２９年度我孫子市社会福祉協議会事業報告の承認について
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   ２）平成２９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）社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会定款の一部を改正する定款の制定について

  ４）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

（第２回）

期  日  平成３０年１２月５日（水）

場  所  市役所分館 大会議室

出席者数  評議員２０名 監事１名

  議  題

１）平成３０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

報  告

１） 平成３０年度我孫子市社会福祉協議会中間事業報告

２） 平成３０年度我孫子市社会福祉協議会中間予算執行状況

３） 平成３０年度我孫子市社会福祉協議会中間監査報告

４） 社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会経営方針及び経営発展計画

（第３回）

期  日  平成３１年３月２８日（木）

場  所  手賀沼浸水広場水の館 ３階研修室

出席者数  評議員２４名 監事１名

議  題

１）平成３０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３１年〈２０１９年〉度我孫子市社会福祉協議会事業計画（案）の承認に

ついて

   ３）平成３１年〈２０１９年〉度我孫子市社会福祉協議会予算（案）の承認について

報  告

１）平成２９年度善意銀行運営事業損金処分について

〔３〕監査

期  日  平成３０年５月１８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２９年度事業執行状況について

   平成２９年度経理状況について

期  日  平成３０年１１月１３日（火）

  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３０年度中間事業執行状況について

   平成３０年度中間経理状況について
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〔４〕評議員選任解任委員会

期  日  平成３０年６月４日（月）

場  所  社会福祉協議会 会議室

出席者数  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

期  日  平成３０年１１月２１日（水）

場  所  社会福祉協議会 会議室

出席者数  委員４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

３．本年度の主な取組み

○第５次我孫子市地域福祉活動計画の推進

・第５次我孫子市地域福祉活動計画評価委員会の設置

11月 9日 第 1回会議を実施。出席者数 11 名

・評価委員 12名委嘱及びの今後の評価方法やスケジュールについて

・新規事業 スケジュールの見直し

11 月～2 月にかけて、平成 31 年度以降の新規事業（8 事業）について検討し、改めて

実施時期の見直しを行った。

○学習会・研修会に関する事業の実施

  今年度は、計画策定時に実施した住民アンケートでも意見が多かった“将来の不安”

に関する講演会の開催を検討致しましたが、健康や年金・認知症・成年後見などの講演

会については、各地区社協や他の NPO団体が既に数多く開催していることから、当会が

開催すべき講演会や学習会の開催について検討致しました。

地域ささえあい活動をテーマにした学習会の開催を企画いたしましたが、講師の依頼

をしたところ、日程の都合が合わず次年度の開催となりました。

また、福祉に関する学習会や研修会の講師の紹介や仲介をするための情報収集を行い

ました。

〇ホームページによる情報提供事業

   平成 30 年度にリニューアルに向けた準備を行い、平成 31 年 4 月 1 日正午にリニュー

アルしました。これにより、各担当や地区社協事務員が直接ホームページに情報を追加

できるようになりました。地域（住民活動）の情報、市社協の情報、福祉サービスの利

便性を図ります。

〇地域福祉活動団体助成金交付事業

   助成する団体の見直しを行いました。高齢者や障害者、子育て支援団体等を追加。赤
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い羽根募金を原資とした本事業を通じてボランティア団体・市民活動団体支援すると共

に、赤い羽根募金への寄付者（市民）に対する理解と周知を図りました。

〇子どもの成長支援事業

   歳末助け合い配分金の活用し、我孫子市子ども食堂ネットワークでは、要支援世帯に

無料の食券を配布し、子ども食堂の利用を促した。加盟団体が共同で大きな事業に取り

組むことができた。

我孫子市子どもの学習支援ネットワークが平成 30 年 12 月 1 日に発足した。歳末助け

合い配分金を活用し、2 月 11 日 キックオフ集会を開催、参加者 120 名。子どもの健全

育成に関わる様々な団体、活動者が参加され盛況な集会となった。

４．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３０年７月１０日（火）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

    我孫子市高齢者地域ささえ合い活動について

各地区社協の事業及び他地区社協と共催したい事業について

  その他・事務連絡

   ＜第２回＞

   日 時：平成３１年１月２３日（水）１０：００～１１：５０

場 所：我孫子市役所 分館大会議室

議 題：我孫子市高齢者地域ささえ合い会議（第 1層）について

      我孫子市高齢者地域ささえ合い活動（第 2層）について

今後の活動について

      その他・事務連絡

２）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２１日（根戸）参加者２３名

・小学校との交流（世代間交流事業）

根戸小学校  １０月１２日 児童１３３名、高齢者３２名、保育園児１８名

委員１２名、合計 １９５名

     

並木小学校  １０月２６日 児童７３名、高齢者３２名、委員１２名

保育園児２７名 合計１４４名
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・福祉体験サポート（久寺家中１年生） １１月２９日、３０日、１２月６日

生徒（５クラス）１６９名、委員（延べ）３４名

   保育園との交流（人形劇 派遣）

     ６月８日（金）菜の花保育園

園児１０２名＋関係者１０名 合計１１２名

６月２０日（水）つくしの保育園

園児９９名＋関係者９名 合計１０８名

６月２７日（金）根戸保育園＋なの花保育園

園児１００名＋関係者９名 合計１０９名

６月２７日（水）ポケットランドあびこ

園児１４２名＋関係者９名 合計１５１名

６月２８日（木）アンジェリカ

園児８５名＋関係者１０名 合計９５名

・認知症サポーター養成講座 ６月２３日（土）9：30～12：00

参加者計３９名（内委員 １２名）

・親子で認知症サポーターになろう！

参加者１９組（父兄２１人、児童２３人）

   ・認知症サポーターフォローアップ講座 １月２６日（土））9：30～12：00   

     参加者５９名（一般３３名、委員等１２名、講師・ファシリテーター１４名）

・やさしい 介護体験教室の開催 ５回コース実施

・「第２１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７００名

・子育てサロン「わ」 年１２回

参加者延べ家族（４７４名）２４３家族

   ・幼児と親のつどい ６月９日（８家族２２名参加）

１２月９日（５家族１２名参加）

   ・「ママへのごほうびフェスタ 208」 ９月１日（土）アビイクオーレ

     参加者１０４家族（２３３名）

・子育てサロン「わ」掲示板の発行  年４回 １回当り７５０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

・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２日～４日まで）

○筋力アップ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、第４月曜日 ２４回開催 参加者合計９２０名、

スタッフ２３３名

○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。
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３）我孫子南地区社会福祉協議会

会議開催状況 役員会１２回   延べ参加者１３９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８５名

   ＊南地区全世帯へ見守りチラシを配布

   ＊フレンドネットサポーターの証としてピンクのリングを作成

○ 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２７日（土）参加者１０名（イベント＆バザー 昔あそび１０種目）

２月 ４日（木）参加者１５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（高齢者疑似体験キットを使った授業に参加）

１月１５日（火）参加者１４名

１６日（水）参加者１３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２０日（木） 参加者 ２４名 ／ ２月１５日（金） 参加者 １２名

○ 地域懇談会

平成３０年度は、我孫子南まちづくり協議会と共催で実施

平成３０年９月１日（土）けやきプラザ 南近隣センターホール

講演「遺品整理人が見た『孤独死』の実態と今から始める生前整理」

   整理コーディネーター 石見良教 氏

講演会後に懇親、意見交換、情報交換

参加者 あびこ南まちづくり協議会７名・自治会２０名・高齢者なんでも相談室１名

    高齢者支援課２名・南地区社協委員１７名・市社協３名

  

○ 健康まつりの開催

  平成３０年１０月３日（水）我孫子南近隣センター９階ホール

      (午前）講演「がんの予防について」

           講師：高橋一昭 先生 （名戸ヶ谷あびこ病院 総長） １１０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 １００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
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  〇 認知症サポーター養成講座

    平成３１年３月２０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・木村様

３２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３４６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

内容（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３０年７月６日（火）アビスタ第２学習室

西田看護師による暑さ対策について（熱中症について）

     七夕飾りを作成                       ３１名参加

＊２回目：平成３０年１０月１６日（火）アビスタ調理室

       管理栄養士（岡田真由美様）による「冷凍食品を使っての簡単料理」

                                       ２６名参加

          ＊３回目：平成３１年３月１日（金）アビスタ第２学習室

      初めての人形劇（秋田桂子様）鑑賞

３４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７名・ボランティア３名・立会い人５名

延べ利用回数 ４８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

海ほたる～おみあげ市場～木更津うまくたの里

            １回目：平成３０年６月１５日（金）            ４５名参加

        ２回目：平成３０年６月２０日（水）                  ４６名参加
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   ○ 第２７回福祉フェスティバル

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３１年１月１９日（土）けやきプラザ２階ふれあいホール

楽器演奏・バンド演奏・歌・演奏･吹奏楽（我孫子高校、第一小学校他）

                        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

３０年 ８月３１日発行 ６，２００部

３０年１２月１３日発行 ６，３００部

３１年 ３月１９日発行 ６，２００部

〇 委員研修・施設見学

平成３０年９月２１日（金）

      恋する豚研究所 ～ 道の駅くりもと ～ 多古新町ハウス（介護施設）

                                           計２６名参加

〇 あびこ福祉バザー

       イトーヨーカドー３階 アビーホール

      準備日：平成３０年１０月１８日（木）・１９日（金）

        開催日：平成３０年１０月２０日（土）       延べ参加人数 ５０名

○ 総会

第１回総会 (前期）

平成３０年５月２９日（火）名戸ヶ谷あびこ病院７階会議室

・平成２９年度 事業報告・決算報告・監査報告

  ・平成３０年度 規約改正（案）

    ・平成３０年度 事業計画（案）・予算（案）について

福祉施設で作成したパンや野菜の販売協力  計４０名出席

    第２回総会（後期）

平成３０年１２月１４日（金）名戸ヶ谷あびこ病院７階会議室

       ・平成３０年度 各事業中間報告

          ・これからの事業予定について

         ・見守り活動とその効果について 高齢者支援課 藪野

         ・福祉フェスティバル開催について資料配布及び説明      

福祉施設で作成したパンや野菜の販売協力  計３９名出席

４）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 １１回 ・三役・部会長会 １回（９月事務所改装工事のため）

部会 定例会時及び随時  
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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（昔の遊び）

    二小 １０月２０日（６名応援）三小 １０月２０日（４名応援）

    高野山小 １１月１０日（１０名応援）２月５日（1年生対象）（１０名応援）

  ・我孫子中 PTAバザー １０月２７日（２０名応援）

②高齢者との交流事業

・ふれあい日帰りバスツアー

４月１７日 南地区対象 笠間 ３８名

４月２４日 北地区対象 笠間 ４０名

  ・お楽しみ会

   １１月１６日（天北・４８名）・１１月３０日（こもれび・６９名）

  ・男性のための料理教室

    １月２９日（こもれび・１８名）・２月１５日（天北・１９名）

③障がい者との交流事業

    １月１１日「むつぼし活動報告・やってみよう会」に参加 ６名

④地域の各団体との連携強化

〇地域福祉懇談会の実施

    １１月１１日 こもれび ５６名参加（自治会長・区長、民生委員、ボ

    ランティア団体、まち協、社協）

〇まちづくり協議会（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」

近隣センター こもれび

     ５月２７日（４４名）・ ７月２２日（４９名）

        １０月２１日（４７名）・１１月２５日（４９名）

        １月２７日（４０名）・ ３月２４日（３２名）

    天王台北近隣センター

６月１７日（２０名）・ ２月 ３日（２４名）

                           延べ３０５名参加

  ＜協力事業＞

・こもれびフェスタ（こもれびまちづくり協議会）

６月３日 １２名応援

・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２１日 １４名応援

〇地域の「お祭り」に参加し、地区社協ＰＲ

・天王台ふれあい夏祭り ８月１８日 １３名応援

  ・天王台地区市民まつり ８月２５日 １５名応援

〇第三地区民生委員児童委員協議会との交流

９月１３日  ２８名（社協委員）天王台北近隣センター

〇ボランティア団体との交流

  ・「地域デビューふれあい祭り 2019」への参加を呼びかけ、ボランティア確保の支援
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  ・定例会、広報紙を通してボランティア団体の紹介、情報提供

〇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

５月２９日（２６名）・８月２３日（３２名）

１０月１６日（２８名）・１２月１４日（２４名）

３月２０日（２８名）

  ・てんのうだい介護予防教室（天北会場）４回

      ７月２５日（２０名）・９月２２日（２１名）

      １１月２２日（２４名）・２月２１日（３０名） 延べ２３３名参加

⑤高齢者の交流の場づくり事業「おしゃべりサロン」

  ・毎月第４月曜日にこもれびにて開催（１０回）

４月２３日 ５月２８日 ６月２５日 ７月２３日

８月２７日 １０月２２日 １１月２６日 １月２８日

２月２５日 ３月２５日

（９月はこもれび設備工事の為中止）  延べ２９５名参加

   ・出張おしゃべりサロンの開催（２回）

       １２月３日（天北・１４名）

１月３０日（高野山自治会館・４２名）※高野山・泉自治会共催

⑥子育てサロン事業

   ・のびっ子クラブ １４回開催（こもれび１１回・天北２回）

・出前のびっ子クラブ（高野山自治会館１回）    延べ５７１名参加

   ・すくすく広場との交流 年２回（７月１３日・１０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・１０月・１月）

        臨時号（地域デビューふれあい祭り 2019）発行（３月）

       ・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）※

まちづくり協議会との連携＜共催事業＞参照

⑨高齢化に伴う介護予防教室の推進事業「認知症サポーター養成講座」

  ・天王台商店会対象：６月２６日 ホテルマークⅠ ２名参加

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」

・３期生：１２名（～８月２９日）１１回

※最終回はマージャン大会開催

・４期生：８名（～３月２７日）２３回※最終回はマージャン大会開催

・東風倶楽部：１期卒業生９名（～２月２７日）１９回

※最終回は卒業マージャン大会開催

：２期卒業生５名（～令和１年５月）２１回

      ：３期卒業生１１名（～令和１年９月）１２回

⑪健康で元気な生活の推進事業

・健康フェア：１１月８日 天北 １２１名参加

１２月４日 こもれび １６５名参加

   ・福祉に関する各種教養講座（高野山・泉自治会共催）：１月３０日高野山
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自治会館 講演内容：「手賀沼千本桜」

※高齢者の交流の場づくり事業「おしゃべりサロン」参照

⑫学校における福祉教育の推進事業

   ・認知症サポーター養成講座子ども編：１０月２５日 高野山小５年生

                     応援７名

   ・高齢者疑似体験：１月２４日 高野山小４年生 応援１２名

⑬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）：１１回※９月は設備工事のため無し

  ・電話訪問サービス：１４１日間 担当ボランティア延べ ３００人

  ・傾聴ボランティア「入門講座」：１１月６日・１５日・２０日の３日間

                 １４名受講 内１名ボランティア登録

  ・市社協主催「傾聴講座」オブザーブ受講：６名受講

⑭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

⑮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２０１９（第６回ボランティアメッセ）：

４月１３日 約３００名参加

   ・協力ボランティア登録：１７名

⑯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

  ・青山台安心安全編、サービス編 MAP を作成

  ・柴崎台改訂版 MAP を作成

⑰委員研修の実施と能力開発

・柏わーくはぴねす農園 ７月２４日 ３５名参加

⑱その他事業

・活動室貸し出し事業：

    地区社協電話訪問 （１４３回）  地区社協役員会等 （１１８回）

    利用登録団体 １４団体 （８５回）  計 ３４６回

・第４２回あびこ福祉バザー：１０月２０日 １８名応援

  ・６地区社協連絡協議会：７月１０日・１月２３日 会長・副会長出席

  ・６地区社協事務職員会議：９月１８日・３月２７日 事務局出席

・天王台地区（南・北）地域会議に委員として参画

南地域会議：あいさつ運動推進活動（毎月１０日前後３日間、天王台

駅・東我孫子駅）

北地域会議：三小防災引き取り訓練（６月２３日）

    天王台北地区防災フェスタ（１１月１８日）

５）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
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    福祉ネットワーク推進委員会 7回

第１回見守り組織交流懇談会 6月 19 日 参加者 35名

第 2回見守り組織交流懇談会 10 月 30 日 参加者 36名

第 3回見守り組織交流懇談会 2 月 19 日 参加者 34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 12名 スタッフ 12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 12,041 名（開設来 利用者累計 224,956 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 4組(子ども 4名)

      「ほっとサロンお楽しみクリスマス会」12月 7日（金）1組（子ども 1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 11月 10 日 参加者 320 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 6回 （湖北・湖北台地区なんでも相談室と共催）

介護予防講座「転ばない為の体操教室」

11月 29 日 参加者 43名

  ・認知症サポーター養成講座…研修委員会 （湖北・湖北台地区なんでも相談室と共催）

一般向け「認知症サポーター養成講座」3月 5日 参加者 51名

・台中生認知症サポーター養成講座…研修委員会

（湖北・湖北台地区なんでも相談室と共催）

湖北台中生向け「認知症サポーター養成講座」11月 7日 参加者 95名

   ・小学生向け認知症サポーター養成講座…研修委員会

（湖北・湖北台地区なんでも相談室と共催）

    湖北台東小学校向け「ジュニアサポーター養成講座」6月 14 日 参加者 48名

    湖北台西小学校向け「ジュニアサポーター養成講座」6月 19 日 参加者 48名

  ・災害対策事業…防災問題検討委員会 7回
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   「減災術」講演会 7月 25 日 参加者 50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 17回湖北台福祉バザー

    7 月 7日（土） 湖北台近隣センター 来場者 370名

  ・第 16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と共催）

  9 月 25日(火) 湖北台東小学校 参加者 354 名

・第 20回湖北台健康まつり

  10 月 13日(土) 湖北台中学校 参加者 243 名

・鯉のぼりまつり（湖北台地区自治会連合会、湖北台地区まちづくり協議会と共催）

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 11 日（金）湖北台近隣センター 参加者 60名

・委員研修会（研修委員会）

    国際福祉機器展視察 10月 11 日 参加者 24名

  ・こほく台地区社協だより

    こほく台地区社協だより（第 71号） 7月発行 5,500 部発行

    こほく台地区社協だより（第 72号） 11 月発行 5,500 部発行

    こほく台地区社協だより（第 73号） 3月発行 5,500 部発行

６）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 11 回 役員会 12回

        行事担当会議随時

実施事業

＜主催事業＞

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

② 第 2回健康マージャン大会  12 月 18 日（火）       30 名

③ 脳の健康教室           23 回        延 450 名

④ 健康まつり  

春（湖北地区社会協議会事務所前） 5月 15 日(火)    延 54 名

秋（新木近隣センター）      9 月 11 日(火)    延 33 名

⑤ 子育て支援

おやっこルームの開催       11 回       延 199 名

    おやっこひろばの開催       11 回       延 182 名

⑥ 一人暮らし高齢者親睦日帰りバス旅行
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行先：小江戸川越

10月 2日（火）湖北地区                 40 名

10 月 3日（火）新木地区                 54 名

⑦ 福祉懇談会（AED 講習会）    10 月 27 日（土）    23 名

⑧ 福祉懇談会（KYT 講習会）    2 月 26 日（火）    22 名

⑨ こほく福祉まつり        12 月 1 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         

⑩ 映画会           8 月 20 日（月）    72 名

1月 14 日（月）   169 名                

⑪ 広報の発行  

｢こほく地区社協だより｣   4 月 9月 1 月 発行

  ⑫福祉教育推進連絡会議   年 6回   延べ 105 名  

  ⑬委員研修     3 月 9日（土）   延べ 22 名

  ＜協力事業＞

  ・ふれあいサロン(湖北・新木)への支援  各月 1回

  ・不登校ひきこもり相談会への支援

  ・げんきフェスタへ参加

  ・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４２回福祉バザーへの参加

・湖北小 PTA バザーへの参加

・新木小 PTAバザーへの参加

７）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  ４回

１．合同部会＜全体実施事業＞

①「第１７回 布佐地区社協まつり」

   平成３1年３月 1０日（日）１０：００～１５：００

   布佐南近隣センター

   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、

               ツボ押し・マッサージ・背骨検査）                            
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   舞台発表：音楽グループかたつむり・落語（筑波大学・千葉大学落語研究会）

        上野かづみ歌謡ショー

    餅つき、市内福祉施設物品販売、子どもコーナー

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

   第１４期：５/１１～１０/２６  参加人数 各回/１１名

   第１５期：１１/２～４/２６ 参加人数 各回/１０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）

    １１月３０日（金） １８組の親子 参加 我孫子東高等学校 レスリング場

    １２月 ４日（火） １７組の親子 参加 我孫子東高等学校 レスリング場

     １月２８日（月） １０組の親子 参加 我孫子東高等学校 図書室

     １月２９日（火） １２組の親子 参加 我孫子東高等学校 図書室  

    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

     各回/３～１０組程度の親子

⑤「ＡＥＤ救急救命講習会」

    ７月４日（水）９：００～１２：００

    近隣センターふさの風（多目的ホール）   参加者：２２名

  ⑥「布佐新緑まつり」

    ４月２９日（日）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、市内福祉施設の物品販売

⑦「布佐もみじまつり」

    １１月４日（日）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「RUN TOMO  in あびこ」

   ９月８日（土）１１：３０ スタート

   アコモード ～ 湖北駅 ～ 天王台 ～ けやきプラザ

   （認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指して、認知症の方やご家族、

    支援者、一般の方が少しずつリレーしながら北海道から沖縄まで日本縦断プロジェ  

    クトのきっかけ作り）

⑨「あびこ福祉バザー」

    １０月２０日〈土〉

    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）
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    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支部、我孫子市社会福祉協議会 と共同開催

⑩「近隣センターふさの風 文化祭」

    １０月２７日（土）・1０月２８日（日）１０：００～１６：３０     

    ふさの風まちづくり協議会に協賛  

    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

⑪「布佐平和台祭」

    １１月３日（祝・土）９：００～１２：００

      手賀沼カレンダー販売、赤い羽根共同募金

⑫「すこやか広場とすくすくほっとひろばの交流会」

    １０月１０日（水）１０：３０～１１：３０

    布佐南小学校「すこやか広場」にて    

⑬「バランスウオーキング教室」  （布佐・新木地区高齢者なんでも相談室と共催）

    1１月１９日（月）１３：３０～１５：００

    近隣センターふさの風（多目的ホール）  参加者：３７名

⑭「リラックスヨガ教室」     （布佐・新木地区高齢者なんでも相談室と共催）

    ２月 1８日（月）１０：３０～１２：００

    近隣センターふさの風（多目的ホール）  参加者：３０名  

  ⑮「何でも相談窓口」

    週５回 事務所開所日

    相談件数：３件

２．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  

    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

３．自立支援部

①「手作りピザ教室」 （ハンディを負った方対象）

    ９月１日（土） １１：００～１５：００

        布佐南近隣センター   参加者 ２６名

②「手作りうどん教室」 （ハンディを負った方対象）

    ２月２日（土） １１：００～１５：００

    布佐南近隣センター   参加者 ２６名  
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４．ゴールド部

①「星空ウオッチング」

    夏：８月 １日（水）１８：４５～２０：３０ 布佐小学校  参加者 １１３名

    冬：１月２６日（土）１７：００～１９：００ 布佐南小学校   参加者   ３８名

５．ボランティア部

①「布佐歩記行」

    １０月６日（土） １２：３０～１６：３０  

        我孫子八景歩き（マンションストリートから森をぬけるつくし野コース）

    参加者 ３１名（カイド４名）

６．広報・研修部

① 広報紙「布佐地区社協だより」の発行 3回

  （第６５号…６月１５日  第６６号…１０月１９日  第６７号…２月１５日）

②「委員研修」 平成３１年２月２７日（水） ８：００～１７：００

    千葉港観光船クルーズ・千葉県立美術館・千葉ポートタワー

    参加者 ４５名     

〔２〕市社会福祉協議会の実施・支援事業

１）自治会活動支援事業

〇担当者会議の開催 ５回（うち市民活動支援課へのヒヤリング 1回）

〇自治会活動情報紙の発行…３回

  7 月：外出支援の事例紹介 10月：空き家対策の事例紹介

  1 月：防犯への取組み・声掛けなどの事例紹介

〇社協会員団体アンケートの実施（7月）

回答状況 113 自治会 / 153 自治会 (73,9%)

社協会員団体アンケートの報告（1月）

役員の決め方や取組み、報酬、自治会の保険、個人情報書類の廃棄など

２）保有備品の貸出事業

車イス ５５件(貸出延べ台数８６台)、 スロープ ６件、 骨年齢計 １２件  

血管年齢計 １１件、 肺活量計 ５件、脳内元気度測定器 １２件

   高齢者疑似体験セット ９件（特大６個・大９個・小６個）

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  １，０９２名

老人センター     利用者 ２９，６４８名

           総 数 ３０，７４０名

４）生活支援体制整備事業（市委託事業）

・第 1層協議体（我孫子市高齢者ささえあい会議）の実施

①会議の開催

  ６月２９日、１０月１２日、１２月２１日
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  ②委員任期満了に伴う、委員推薦等の依頼、委嘱

   現委員の任期：平成 28年 12 月 1日～平成 30年 11 月 30 日

   新委員の委嘱に伴う、推薦依頼及び、委嘱等

③地域についてしゃべる場～地域ささえあい交流会の開催

高齢者の日常の生活支援をする様々な団体や事業所の方々の顔のみえる関係づくりを

目的とし、我孫子の南地区エリアにかかわる事業所等との交流会を実施。

    日 時：１１月１２日（月）１４時～１６時

    場 所：生涯学習センター アビスタ ホール

出席者：57名（一般参加３９人 委員８人 市 ６人 社協４人）

参加対象者：困った時ガイド提供団体（エリアを限定しない団体及び南エリアに属す

る、クリーニング店、商店、スーパー）、ケアマネジャー、高齢者なん

でも相談室、我孫子南地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員・我孫

子市シニアクラブ連合会

内 容：高齢者のための日常生活困ったときガイドの配布

     グループワークの実施（たすけあい体験ゲーム、交流）

     名刺交換会

④担当者会議の実施 １１回：市・社会福祉協議会担当者出席

・『高齢者のための日常生活困ったときガイド』冊子の作成

我孫子市において「高齢者が日常生活で困っていること」に対応できるサービスにつ

いて何があるのかの洗い出しを行い、サービスの紹介をする冊子を作成。高齢者に対す

る相談支援を行っている団体や機関を対象に、高齢者からの相談を身近で受ける立場の

方の支援ツールとしての活用を目的とする。

発行部数：1,000 部

発  行：１１月１日

配布対象：高齢者の支援を行う事業所、団体等

配布先：市役所各相談窓口、市福祉関係課、市民センター、各近隣センター、高齢者

なんでも相談室、障害者まちかど相談室、介護支援専門員、我孫子市社会福

祉協議会、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員、情報提供団体・企業、

ふれあいサロン、見守り組織 等

・我孫子市高齢者地域支えあい活動（第２層協議体）

我孫子南地区をモデル地区とし、フレンドネットの活動を中心に実施

  会議の開催  ５月、７月、９月、11月、1月、3月

  担当者会議の開催

  活動内容

   ・通常の見守り活動

   ・「見守り活動とその効果について」研修

   ・地域懇談会へ参加

   ・地域についてしゃべる場～地域ささえあい交流会に参加

   ・上尾市社協原市支部視察研修会

   ・フレンドネットサポーターリング作成

・見守りチラシの作成 → 南地区全世帯へ配布
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   ・今後の活動についての検討

５）市民との協働事業

・あびこ福祉バザー 10月 20 日 売り上げ金 800,714 円 来場者数 550 名

・第 38回あびこ福祉まつり 5 月 13 日 来場者数約 2,000 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 11回あびこカッパまつり 8 月 25 日 実行委員会に参画。

・第 7回ホップステップふれあいキャンプ 9月 16 日、17日

  参加者：実行委員 8名 ボランティア 18名 障害児者 11名

    実行委員会への参画。ボランティア担当。負担金 10万円を支出。

・市民のチカラまつり 2018（参加） 9月 22日、23 日 2,139 名

  出張ボランティアセンター、赤い羽根募金（的当てゲームで募金）

  ・第 6回 JOY!JOY!クリスマス会  12 月 1日（午前・午後）151 名

実行委員会への参画。負担金 4万円を支出。

・「らっく楽！あびこ」編集委員会への参画 編集委員会 6回

（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流山高等学園の生徒を夏休期間中受け入れました。

７）あびこ社協だより「福祉の街へ」

７・１０・１月発行  年３回 ２６，０００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 22,677 件（累計 268,827 件）

  ※ホームページリニューアル 平成 31 年 4月 1日実施した。

９）学習会・研修会に関する事業

   県社協からの情報収集をすると共に、住民アンケートから健康についての講演会の開

催を検討いたしましたが、地区社協をはじめ他団体でも健康や病気についての講演会が

多いため、地域支え合い活動についての講演会を検討致しました。

その後、実施に向け講師派遣依頼をしましたが、今年度中の開催が難しくなったため、

来年度に開催をいたします。

１０）福祉教育・ボランティア啓発事業

中高生ボランティア体験教室では、申し込み多数につき、定員を増やし対応した。
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また、小学校の高齢者疑似体験では、昨年に引き続き地区社協や高齢者なんでも相談

室からの依頼が増え、多くの児童に学んでもらうことができた。

・夏休み小学生福祉体験教室

   視覚障害者体験、手話体験 7月 30 日 午前/8名

   視覚障害者体験、手話体験 7月 30 日 午後/8名

介護施設体験(アクイール) 8月 3日/5 名

・（春休み）中高生ボランティア体験教室 3月 26 日/30 名

高齢者疑似体験、ボランティアについて、高齢者施設での交流

・小中学校福祉教育

   湖北台東小学校（高齢者疑似体験） 6月 14 日/6 年生 52 名

  湖北台西小学校（高齢者疑似体験） 6月 19 日/6 年生 51 名

  布佐小学校（高齢者疑似体験、手話）6月 26 日/4 年生 33名

新木小学校（高齢者疑似体験） 9月 27 日/6 年生 82 名

我孫子第四小学校（高齢者疑似体験）1月 15 日・16 日/5 年生 160 名

高野山小学校（高齢者疑似体験） 1月 24 日/4 年生 106 名

湖北小学校（高齢者疑似体験） 2月 21 日/5 年生 63 名

・中央学院大学（ボランティアについて、高齢者疑似体験）

5月 24 日、5月 31 日/大学生 18名

・川村学園女子大学

（車イス体験、高齢者疑似体験、助け合い体験ゲーム、ボランティアについて）

10月 15 日、10月 29 日/大学生 40名

・車イス指導者養成講座

   あびこシニアクラブ 9月 13 日/8 名

   あびこシニアクラブ 2月 28 日/17 名

・出前講座

   あびこシニアクラブ（高齢者疑似体験講座）6月 15 日/15 名

   我孫子北地区社会福祉協議会（車イス体験）8月 6日/9 名

・東葛管内ボランティアコーディネーター交流会 6月 19 日/6 市町村社協 19名

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」     ２３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」    ２３回

    公民館講座      「熟年備学」       １回

    長寿大学（含む運動会）             ３回

    天王地区社協電話ボランティア講座        ３回

    亀甲会介護予防運動教室             １回

    栄町自治会介護予防運教室            １回
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    布佐平和台サロン                １回

    富岡市傾聴ボランティア講演会          １回

１２）寄付金受付事業 寄付５６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

〇赤い羽根共同募金へ（平成 29年 10 月～30 年 9月分） 81,132 円

〇社会福祉協議会へ（平成 30年 1月～30 年 12 月分）   411,972 円

１５）赤い羽根共同募金額 平成 30年 10 月 1日～平成 31 年 3 月 31 日

戸別募金 6,204,588 円

法人募金 618,652 円

学校募金 291,191 円

職域募金 267,323 円

イベント募金 151,201 円

個人募金 20,000 円

その他 40,832 円

計 7,593,787 円

１６）歳末たすけあい募金額 平成 30年 12 月 1日～12 月 31 日

戸別募金 3,774,043 円

街頭募金（3ヶ所） 227,085 円

法人募金 769,801 円

個人募金 67,402 円

その他 4円

合計 4,838,335 円

高齢者関連

・独居高齢者への慰問年賀状（小学生からの年賀状） 1,573 名

・クリスマスケーキの配布 172 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 15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／生活

ホーム北斗・第 2北斗/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／麻の実会
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児童青少年関連

・交通遺児世帯への見舞金 1世帯

・施設入所児への見舞金 23名（うち小中学校入学 2名、中学校入学 2名、卒業 1名）

・ＪＯＹＪＯＹクリスマス会への助成金

・我孫子市子ども食堂ネットワークへの助成金

・我孫子市子どもの学習支援ネットワークへの助成金

住民全般関連

・要保護世帯への見舞金 30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 7団体

   ＮＰＯ法人ＡＣＯＢＡ（いきいき生活倶楽部まほろば）／一粒の麦／つどいの家湖北

台／布佐平和台チーム“かえで”／手賀沼ふれあいサロン／湖北台ふれあいサロン／

久寺家お助け隊

１７）短時間サービス事業（仮称：ミニお助け隊）

昨年度、試験的に「ミニお助け隊」ワンコイン（30分 500 円）サービスを実施。

本年度は事業化に向けた検討を行ったが、事業化しない結論となった。

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 ４６３人 延べ活動者数 ２８５人  

   延べ活動時間 ２，０２３時間

１９）移送サービス事業

・移送件数  １，９９５件  車両貸出件数  １５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。現在３台がリース車両。

２０）傾聴ボランティア派遣事業

・傾聴ボランティア定例会 3回

・傾聴ボランティア養成講座 10月 4日～1 月 16日（全 5回）/15 名

・利用者 31名 傾聴ボランティア 53名

延べ派遣回数 222 回/延べ時間 215.7 時間

２１）子どもの成長支援事業

  ※下記２団体の事務局を担い支援を実施。以下各団体の主な事業内容を記載。

  ①我孫子市子ども食堂ネットワーク（加盟団体/5団体）

   ・生活保護受給者、児童扶養手当受給者へ 1,100 円分の我孫子市子ども食堂共通回数

券を配布/約 650 世帯
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   ・安心・安全衛生研修の開催（2回）

   ・市内の農家等からの食材の寄付受付を開始

②我孫子市子どもの学習支援ネットワーク

   ・平成 30年 12 月 1日 我孫子市子どもの学習支援ネットワーク設立

    （子どもの学習支援教室運営団体 5 団体、社会福祉課、社協により組織）

   ・キックオフ集会 講演会とトークセッション開催

2月 18 日/市民プラザホール/120 名

２２）地域福祉活動団体助成金交付事業 11団体＋6地区社協

ふれあい弁当の会（9万円）/おりがみ友の会（4万円）/お化粧ボランティアりんごの木

（4万円）/お話しボランティア「ひまわり」（3万円）/音訳ボランティア我孫子（8万円）

/我孫子パソコン点字の会（2 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）/ふ

さ子ども学習室（5 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）※下線は、新規助成団体。

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 583 名  受入施設 87施設

  延べ活動者数 9,076 人 スタンプ数 15,294 個

・介護保険ボランティア地域別交流会 11月 29 日/湖北台近隣センター/7名

・施設担当者会議 7月 12 日 18施設

  ・ぼらぽだよりの発行 10月 26 日 2,000 部発行

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  185 件

  フルカラー印刷機 376 件

  会議スペース   187 件（973 名）

    てとりあスクール 9回（50名）

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 385 件

内訳）コーディネート（紹介・派遣）件数：106 件

       ボランティア・市民活動相談件数：36件

その他お問合せ：243 件

・ボランティア・市民活動登録数

   個人ボランティア登録：333 名

   ボランティア保険のみの登録者数：218 名

   災害ボランティア保険登録者数：16名

   介護保険ボランティアポイント制度登録者：583 名

   ボランティア・市民活動団体登録：205 団体（6,079 名）

   ・メールマガジン「ボランシカメール」：12回発行 登録者 257 件
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   ・てとりあＬＩＮＥ＠：17回発行／登録者 98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 4件

・お便りボランティア事業：ボランティア 4 名 利用者数 6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 12,304 件（累計閲覧者数 55,237 件）

   ・広報誌てとりあ 年 3回（6月、11 月、2月）各 8,000 部発行

   ・ザ・てとりあ・タイムズ（かわら版） 毎月 1回（12 回発行）

２７）ボランティア保険事業

   ・個人ボランティア保険 234 件（うち災害用保険 16件）

   ・ふれあいサロン活動障害保険 20団体（地区社協含む）

   ・福祉サービス総合補償 1件

   ・送迎サービス保険 2件

   ・ボランティア行事用保険 35件

２８）ボランティア市民活動団体助成金交付事業 ８団体

根戸森の通学路を明るくする会／花かご会／レイチェル・カーソンあびこ／にこにこ

会／アピネス／みんなの広場「風」ボランティアの会／助け合いの会 ”絆”／あびこ

ホストファミリーの会

２９）市民活動立ち上げ支援事業

   ・我孫子市子どもの学習支援ネットワークの支援 平成 30年 12 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 28 日/11 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、対象者に無料配布をしております。

＜配布数＞ 19,363 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
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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

  ・講師派遣 印西市防災講演会 7月 5 日 参加者 17名

  ・平成 30年 7月豪雨災害 福岡県嘉麻市社協から支援物資（土嚢袋）の要請があり、

   我孫子市役所へ依頼、7月 23 日に土嚢袋 1000 袋を提供した。

・我孫子市役所市民安全課とヒヤリング 8月 7日

   要支援者名簿や福祉避難所について意見交換を行った。

  ・我孫子市総合防災訓練 10月 20 日 参加

  ・浦安市防災ボランティア講座 1月 29 日 参加

  ・講師派遣 印西市ボランティアセンター立ち上げ訓練 3月 25 日 参加者 39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 １９４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（福祉機器・用具会社等）・ボランティア団体による演

奏会（ウクレレ・サックス・琵琶）・健康チェック（脳の元気度測定・骨年齢測

定・血管年齢測定）・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・各ボランティア団体

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  １２回開催 延べ １０５名 （見学者・付き添い者含む・ヘルパ－は除く）

内 容  ボランティアによるサックス演奏会・マジックショー・そば打ち・夏祭り・運

動会、スポ-ツ吹き矢・バス旅行（柴又方面）・ピザ作り・裂き織や樹脂粘土を

使った創作・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）

※コミュニティカフェボランティアへの研修 1回
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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。

結婚相談所サポート団体（企業）募集要領を作成致しました。

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 122 名 344 名

・新規申込み件数 女性 43件 男性 80 件

・相談件数           422 件

・お見合い件数         157 件

・成立件数           9 件

・お見合いパーティーの開催     6 回

・説明会              2 回

・花火鑑賞会            1 回

・セミナー            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     ４３２人

提供時間     ５２６３、５時間

訪問介護自費サービス   延べ利用者数        ８１人

                提供時間      ２３０、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         ６０５件

・介護予防サービス計画                 ７３件

６）我孫子市認定審査会 出席               １３回

７）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       ２２４人

                                提供時間      ９５９、５時間

８）障がい者（児）福祉サービス事業

居宅介護           延べ利用者数       ５４人

提供時間       ４７６時間

同行援護          延べ利用者数      １７０人

                  提供時間  ２，５５８．５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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９）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       ３６人

提供時間   ２４３時間

代筆・代読派遣事業      延べ利用者数          ２９人

                     提供時間       ５７．５時間

１０）ママヘルプサービス（市委託事業）

                                 ０件

１１）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 １０５件  貸付金額 ６，７０４，０００円

１２）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 ５８件 貸付件数 ９件  貸付金額 ２，３０５，０００円

１３）帰宅旅費貸付事業 １１件

１４）災害見舞金配布事業 １７件

（死亡 1件、重症１件、全焼 7件、半焼 1件、床上浸水 7件）

１５）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 ７４件（実人数４７人）

相談内容

後見申し立てについて、法人後見について、遺言について

弁護士相談の問い合わせ、制度について 障害のある親族の後見等

②弁護士相談（毎月第４金曜日 予約制３名枠）

   実施日 １６日（緊急対応 ６日含む）相談件数 ２５件

法人後見について

①法人後見運営委員会の開催

   ６月２８日 第１回委員会：法人後見受任の審議

  １０月２５日 第２回委員会：法人後見受任の審議

   ２月２８日 第３回委員会：センター報告、後見事務報告

②法人後見の受任

受任件数 ７件 （継続：６件 終了：１件）
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平成３０年度新規受任件数：２件

平成３０年度終了件数：１件 高齢者、後見類型 死亡による終了

受任状況：高齢者 ２件 障害者 ４件

受任類型：後見５件 保佐１件

受任相談ケース：６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）相談及び関係機関との調整

専門員対応ケース １５件

生活支援員：高齢者のお宅に訪問し、支援を行います

   生活支援員：登録者 １０名  実働生活支援員 ８名

   生活支援員対応ケース １６件

（なお、生活支援員が対応できないケースについては、専門員が対応した。）

②利用者数

利用者数 ３１名（うち生活保護受給者１５名） 世帯数：２６世帯

高齢者 ２０名

障害者 １０名（身体２名・精神４名・知的３名・重複（身体・知的）1名）

その他 １名

平成３０年度新規利用者数 ８名 ／ 平成３０年度解約者数 ８名

  支援回数 ５２１回

③相談件数

新規相談件数 ２９件

相談・訪問調査等延べ回数 １６８回 うち訪問調査件数 １５件

その他の事業

①広報ＰＲ

社協だより掲載 １３３号（７月）、１３４号（１０月）、１３５号（１月）

  社協ＨＰ掲載

②後見制度についての説明

   ４月１７日 手をつなぐ育成会 成年後見制度について 約４０名

１２月１２日 湖北特別支援学校 成年後見制度について  ３０名

２月２１日 我孫子市シニアクラブ連合会 成年後見制度について  ３２名

１６）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

１７）我孫子市遺族会の事務局運営（市委託事業）


