
平成３０年度社会福祉法人双葉町社会福祉協議会事業報告 

 

１． 理事会、評議員会、会計監査の開催 

役 員 会 開 催 期 日 審  議  事  項 

理事会 

平成 30年 5月 29日 

① 平成２９年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会事業報告について 

② 平成２９年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会資金収支及び事業活動収支決算について 

③ 平成３０年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会資金収支補正予算（第１号）について 

④ 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会評議員会

の招集について 

⑤ 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会理事候補

者の推薦について 

平成 30年 10月 25日 

① 専決処分の承認について 

専決第１号 平成３０年度社会福祉法人双葉 

町社会福祉協議会資金収支補正 

予算（第２号） 

② 平成３０年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会会長の職務執行状況について 

平成 31年 3月 19日 

① 専決処分の承認について 

専決第２号 平成３０年度社会福祉法人双葉 

町社会福祉協議会資金収支補正 

予算（第３号） 

  専決第３号 平成３０年度社会福祉法人双葉 

町社会福祉協議会資金収支補正 

予算（第４号） 

専決第４号 平成３０年度社会福祉法人双葉 

町社会福祉協議会資金収支補正 

予算（第５号） 

専決第５号 平成３０年度社会福祉法人双葉 

町社会福祉協議会資金収支補正 

予算（第６号） 

② 平成３０年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会資金収支補正予算（第７号）について 

③ 平成３１年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会事業計画について 

④ 平成３１年度社会福祉法人双葉町社会福祉協



理事会 平成 31年 3月 19日 

議会資金収支予算について 

⑤ 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会評議員会

の招集について 

⑥ 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会会長の職

務執行状況について 

評議員会 

平成 30年 6月 14日 

① 平成２９年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会事業報告について 

② 平成２９年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会資金収支及び事業活動収支決算について 

③ 平成３０年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会資金収支補正予算（第１号）について 

④ 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会理事の選

任について 

平成 31年 3月 27日 

① 専決処分の承認について 

専決第１号 平成３０年度社会福祉法人双葉 

町社会福祉協議会資金収支補正 

予算（第２号） 

専決第２号 平成３０年度社会福祉法人双葉 

町社会福祉協議会資金収支補正 

予算（第３号） 

専決第３号 平成３０年度社会福祉法人双葉 

町社会福祉協議会資金収支補正 

予算（第４号） 

専決第４号 平成３０年度社会福祉法人双葉 

町社会福祉協議会資金収支補正 

予算（第５号） 

専決第５号 平成３０年度社会福祉法人双葉 

町社会福祉協議会資金収支補正 

予算（第６号） 

② 平成３０年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会資金収支補正予算（第７号）について 

③ 平成３１年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会事業計画について 

④ 平成３１年度社会福祉法人双葉町社会福祉協

議会資金収支予算について 

会計監査 

平成 30年 5月 14日 平成２９年度決算監査 

平成 30年 10月 23日 平成３０年度中間監査 

 



２．介護予防事業（町受託事業） 

①社協サロン～公共施設等で実施 

・健康チェック、体操、交流など 

いわき市（勿来公民館、小名浜公民館、富岡町役場いわき支所） 

７回 延参加者数 １８２人 

福島市（サンライフ福島）         ４回   〃    ８８人 

郡山市（喜久田公民館）          ４回   〃   １０８人 

白河市（白河市中央老人福祉センター）   ６回   〃   １１４人 

南相馬市（かしま交流センター）      ３回   〃    ８２人 

   計 （７か所）         ２４回   〃   ５７４人 

（１回平均２３．９人） 

②健康運動教室～仮設住宅集会所等 

・健康チェック、リハビリ体操 

福島市（平野仮設集会所）  ４８回 延参加者数 ３５８人（平均 ７．４人） 

    郡山市（南東北総合卸センター）５０回    〃   ８５９人（平均１７．１人） 

     計 （２か所）   ９８回   〃  １，２１７人（平均１２．４人） 

 

  ③軽度生活援助サービス（家事援助） 

    延利用者数 ３７名（実人数２名） 

 

３．地域包括支援センター運営事業（町受託事業）活動拠点～いわき市 

（１）総合相談事業  

   ①主な内容・介護に関すること（介護、医療、認知症、介護保険、施設）４０９件 

       ・権利擁護に関すること（成年後見、虐待、消費者被害など）  １３件 

       ・その他（困難事例、生活全般など）            ２４９件 

②関係機関との連絡調整                    １，５３１件 

計（重複あり）２，２０２件 

 

（２）介護予防ケアマネジメント事業（要支援認定者に対するケアプラン作成、給付管理） 

   ①委託件数  ８０８件（実人数９１人） 

②委託事業所  ４９件（県内３１件、県外１８件） 

 

 （３）地域ケア会議推進事業 

   ①地域連携会議   開催回数１２回 

   ②個別ケア会議   開催回数１３回 

 

 （４）認知症総合支援事業 

   ①認知症地域支援・ケア向上事業 

    ・個別支援             １４件（実人数９人） 



    ・認知症ケアパス普及啓発       ４回（参加者数９９人） 

    ・認知症サポーター養成講座      １回（参加者数２０人） 

   ②認知症カフェの開催（ひだまりカフェ） １回（参加者数１３名） 

   ③認知症初期集中支援推進事業 

    ・認知症初期集中支援チーム員会議   開催回数２回 

    ・関係会議              出席回数４回 

 

（５）権利擁護事業 

    高齢者虐待（疑いを含む）      対応件数７件（実人数５件） 

 

４．生活支援相談員配置事業（県社協受託事業） 

①訪問相談活動 

・郡山地区（福島市、会津若松市含む）～７名 

訪問件数  仮設３１１件  借上げ２５６件  持家１，５０９件  

復興住宅  ９１３件  計２，９８９件 

・白河地区～２名 

訪問件数  仮設 １８件  借上げ ２６件  持家  ７０６件 

復興住宅  ５３７件  計１，２８７件 

・いわき地区～５名 

訪問件数  仮設 ２７件  借上げ３１２件  持家１，７９２件 

復興住宅１，７６０件  計３，８９１件 

・南相馬地区～２名 

  訪問件数  仮設  ２件  借上げ１６６件  持家１，１６８件   

復興住宅  ５０１件  計１，８３７件 

・加須市～２名 

  訪問件数  借上げ５５４件  持家  ８６１件   

計１，４１５件  

 

②サロン運営活動 

・南相馬「ひだまりサロン」～南相馬出張所内 

交流活動、生きがいづくり 

実施回数９４回（火曜・木曜日） 延参加者数１，１７１人（１日平均１２．４人） 

 

５．高齢者等サポート拠点設置運営事業（町受託事業） 

  ①双葉町サポートセンターひだまり（いわき市） 

   ・デイサービス 

     実施回数    １８８回（月曜～金曜日）   

延利用者数 １，６８４人（１日平均８．９人） 

・総合相談     ６９件（介護・生活に関する相談）月平均５．7件 



・地域交流サロン（交流活動、生きがいづくり） 

実施回数      ３回  

利用者数     ５８人 

 

②双葉町サポートセンター（郡山市） 

   ・総合相談 ２６６件（要介護認定、介護・生活に関する相談）月平均２２．１件 

 

③いきいきサポートセンター（加須市） 

・いきいきサロン（交流活動、生きがいづくり） 

実施回数    １４３回（月曜・水曜・金曜日）  

延利用者数 ２，１６１人（１日平均１５．１人） 

・総合相談     ２１件（介護・生活に関する相談） 

   ・開放日     １０２日（火曜・木曜日 ボランティア活動、交流イベント等） 

       延利用者数８５４人（１日平均８．３人） 

 

６．生活支援体制整備事業（町受託事業） 

・定例会議   開催回数１２回 

・地域交流サロンの企画、調整 

 

７．介護保険事業（地域密着型通所介護事業） 

   延利用者数 １１５人（実人数４名） 

 

８．日常生活自立支援事業（県社協受託事業） 

   利用者数  ３人 

 

９．生活援助資金貸付事業 

   貸付件数  １件 

 

10．広報啓発事業 

①社協だより発行（２回）  平成３０年７月（全戸配布） 

               平成３１年１月（全戸配布） 

  ②ホームページ公開 

 

11．団体事務 

  ①双葉町民生児童委員協議会 

   ②双葉町老人クラブ連合会 


