
令和２年度社会福祉法人双葉町社会福祉協議会事業報告書 

 

１．新型コロナウイルス感染症対策 

（１）事業の休止及び自粛 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和２年２月２６日から６月３０日まで、地

域交流サロン等の休止及び生活支援相談員訪問活動の自粛、会議の書面開催等の対

策を講じた。なお、感染の不安や外出自粛に伴う町民の心身の影響を鑑み、電話での安

否確認や相談対応、自宅でできる体操の資料配布等の支援を行った。また、要介護高齢

者等を対象とするデイサービスについては４月２３日から５月３１日まで、８月１３日、１４日

を休止とした。なお、緊急事態宣言により令和３年１月７日から３月３１日まで加須市の地

域交流サロン等を休止した。 

（２）事業の再開及び感染症対策 

デイサービスは６月１日から、地域交流サロン等及び生活支援相談員訪問活動は７月

１日から事業を再開した。事業の実施にあたっては、感染症対策の指針を定め、地域交

流サロン等の参加人数の縮小、送迎車乗員数の制限、開催時間の短縮等、生活支援相

談員活動の電話による安否確認の継続と訪問時の感染症対策等、指針に基づき事業を

再開した。デイサービスにおいては、利用者の感染リスクを避けるため、利用者の検温等

健康チェック、室内の換気、消毒を重点的に行い、交流行事（外出、ボランティア活動等）

の中止等感染対策を徹底した。各種会議の開催については、出席人数の縮小及び開催

時間の短縮等の対策を講じた。 

また、職員の出勤前の体温測定及び行動の記録、マスク着用、手指消毒、事務室等の

換気・消毒を徹底した。 

 

２．理事会、評議員会、評議員選任･解任委員会、会計監査の開催 

役 員 会 開 催 期 日 審  議  事  項 

理事会 
書面決議 

令和２年６月２日 

① 令和元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 令和元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 令和２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 

 



理事会 

令和２年１１月５日 

① 専決処分の承認について 

専決第１号  令和２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  令和２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） 

② 令和２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）について 

③ 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 

④ 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 

令和３年３月１９日 

① 双葉町地域包括支援センター（指定介護予防支援

事業所）運営規程の制定について 

② 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会事務局組織規

程の一部改正について 

③ 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会給与規程の一

部改正について 

④ 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会嘱託員規程の

一部改正について 

⑤ 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会臨時雇員規程

の一部改正について 

⑥ 令和２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）について 

⑦ 令和３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 

⑧ 令和３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 

⑨ 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 

⑩ 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会評議員選任・

解任委員の選任について 

⑪ 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 

書面決議 

令和２年６月１７日 

① 令和元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 令和元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 令和２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 

令和２年１１月１７日 

① 専決処分の承認について 

専決第１号 令和２年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 令和２年社会福祉法人双葉町社会福祉 

議会資金収支補正予算（第３号） 

② 令和２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）について 

令和３年３月２９日 

① 令和２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）について 

② 令和３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 

③ 令和３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 

評議員選任・

解任委員会 
令和２年４月２３日 

① 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会評議員の選任

について 

会計監査 
令和２年５月２１日 令和元年度決算監査 

令和２年１０月２日 令和２年度中間監査 

 

３．地域福祉事業 

（１）サポートセンター設置運営事業（町受託事業） 

① 双葉町サポートセンター（郡山市） 

〇総合相談１２５件（要介護認定、介護・生活に関する相談） 月平均１０．４件 

② いきいきサポートセンター（加須市） 

〇総合相談 ２３件（介護・生活に関する相談） 月平均１．９件 

〇地域交流サロン（交流活動、生きがいづくり） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月１日～６月末、1月８日～３月末休止 

・実施回数 ４７回（月曜・金曜日） 

・延利用者数 ４７１名（１回平均１０名） 



〇施設開放（火曜・木曜日 ボランティア活動、交流イベント等）  

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月１日～休止 

③ 双葉町サポートセンターひだまり（いわき市） 

〇総合相談 １２５件（介護・生活に関する相談）  月平均１０．４件 

〇デイサービス 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月２３日～５月末、８月１３、１４日休止 

・実施回数 １７１回（月曜～金曜日）   

・延利用者数 １，２６１名（１回平均７．３名） 

（２）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 

４月１日から６月末まで訪問を自粛し、電話による安否確認及び相談対応を実施 

〇郡山地区（福島市、会津若松市含む）～５名 

訪問７５６件  電話６８８件  その他３３５件    （延件数１，７７９件） 

〇白河地区～２名 

訪問３６５件  電話３３９件  その他 ８１件    （延件数 ７８５件） 

〇いわき地区～４名 

訪問９１５件  電話１，５９３件  その他５８３件  （延件数３，０９１件） 

〇南相馬地区～２名 

訪問１３５件  電話５３６件  その他３６８件    （延件数１，０３９件） 

〇加須市～２名 

訪問１８２件  電話３７７件  その他５１６件    （延件数１，０７５件）  

② 交流サロン 

〇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） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月１日～６月末休止 

・実施回数    ６３回（水曜日：午前・午後） 

・延利用者数  ２５６名（１回平均４名） 

（３）一般介護予防事業（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、交流等） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月１日～６月末休止 

〇郡山市（喜久田公民館）                  ２回 延利用者数  ２８名 

〇白河市（中央老人福祉センター）             ３回    〃     ２８名 

〇いわき市（小名浜公民館、富岡町役場いわき支所） ２回    〃      ９名 

〇南相馬市（かしま交流センター）             ２回    〃     １１名 

                        計（４か所）   ９回    〃      ７６名 

（平均８．４名） 



② 健康運動教室～公共施設等で実施（健康チェック、リハビリ体操等） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月１日～６月末休止 

〇参加者への介護予防記録ノート配布（４月～５月） ６４名 

〇参加者の状況確認訪問        （６月）     ３１名 

〇福島市（福島市老人福祉センター）   ７回 延利用者数  ４２名 

〇郡山市（南東北総合卸センター）    ４７回    〃    ２６０名 

計 （２か所）     ５４回     〃    ３０２名（平均５．５名） 

③ 軽度生活援助サービス（家事援助） 

〇延利用者数 １２名（実人数１名）（郡山市） 

（４）生活支援体制整備事業（町受託事業） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月１日～６月末休止 

① 定例会議（いわき市） ８回 

② 地域ケア推進会議（書面） １回 

（５）日常生活自立支援事業（あんしんサポート）（県社協受託事業） 

〇利用者数 ５名  対応件数 １１０件（月平均９．１件） 

   〇その他、相談件数 ９５件 

（６）生活困窮者支援事業 

① 生活援助資金貸付事業 貸付件数１件 

② 生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業） 

〇新型コロナウイルス感染症による特例貸付等対応 

・緊急小口資金                貸付件数１０件 

・総合支援資金（生活支援費）       貸付件数 ７件 

・総合支援資金（生活支援費）延長貸付 貸付件数 ３件 

・総合福祉資金（生活支援費）再貸付   貸付件数 １件 

・相談対応件数                 延件数  ８１件 

③ フードバンクの活用 ５件（実人数４名） 

   

４．地域包括支援センター運営事業（町受託事業） 

（１）総合相談支援業務  

〇相談件数       ２５０件 

〇連絡・調整件数 １，５７２件    計１，８２２件（月平均１５１．８件） 

（２）権利擁護業務 

〇高齢者虐待対応（疑いを含む） 新規事例０件 

（３）介護予防ケアマネジメント業務 

〇要支援認定者及び総合事業対象者へのケアプラン作成等（一部業務委託） 



・延人数 ８９４名（実人数１００名） 

・委託事業所 ６０件（県内３９件、県外２１件） 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

  ① ケアマネージャーへの相談支援、支援困難事例への助言 ９件 

  ② 地域における関係機関、多職種連携             ８４件 

（５）地域ケア会議推進事業 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月１日～６月末休止 

① 地域連携会議（いわき市） ９回 

② 個別ケア会議（いわき市）  定例５回、随時３回 

③ 地域ケア推進会議（書面）  １回 

（６）認知症総合支援事業 

  ① 認知症初期集中支援推進事業 

〇関係会議、研修 出席回数４回 

② 認知症地域支援・ケア向上事業（認知症地域支援推進員活動） 

〇個別支援            ９件（実人数７名） 

〇認知症ケアパス普及啓発  １回（参加者１０名） 

〇認知症カフェ          １回（参加者１０名） 

 

５．在宅福祉事業 

（１）地域密着型通所介護事業（双葉町サポートセンターひだまり）･･･介護保険事業 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月２３日～５月末、８月１３、１４日休止 

① 延利用者数  ６６２名（実人数９名）  １回平均３．８名 

   ② 運営推進会議  ２回（令和２年９月、令和３年３月） 

（２）車いすの貸与 ０件 

 

６．双葉町地域福祉ビジョン（第２次）の策定  令和２年１２月 

 

７．広報事業 

（１）社協だより発行（２回）  令和２年７月、令和３年１月（全戸配布） 

（２）ホームページ公開 

 

８．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 


