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令和元年度 大刀洗町社会福祉協議会事業報告 

 

１.事業全体に対する総括 
 令和元年度は、昨年から引き続き要援護者見守りネットワーク事業による小地域協議会への

支援と、総合相談窓口開設に伴う住民の抱える困りごと（生活課題）等の解決及び支援に力を

入れてまいりました。 

 また、地域による福祉活動の推進とともに、町内社会福祉法人のネットワーク構築を目的に、

国の事業である「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」を受託した福岡県社会福

祉協議会よりプラットホーム指定を受け、町内社会福祉法人と協働での事業企画及び事業実施

を行うことにより、法人間の連携強化を図ることができました。また、小地域協議会や生活支

援体制整備事業等にも町内福祉事業所の自主的な参加があり、多機関が連携した地域福祉の推

進のきっかけを作ることができました。 

 年度末より、新型コロナウイルス感染症（COVID－19）の感染拡大により、地域活動や住民

活動が自粛となり、本会事業も延期及び中止を余儀なくされてます。休業や失業等による生活

困窮者が増加することが懸念され、社会福祉協議会としても公的なサービスだけでは補完でき

ない部分を民間の福祉団体として支援していくとともに、地域や住民の皆様の力で積み上げて

きた地域福祉活動が衰退しないよう、今後地域とともに考えていく必要があります。 

  

２.重点目標 

(1) 地域共生社会の実現を目指した地域力強化の推進 

各行政区単位での小地域協議会については、要援護者の見守り及び情報交換という形が定着

し、社協を含め地域包括支援センターや福祉施設職員も参加することにより、より幅広い情報

交換が出来る地域が増えてきております。 

 また、要援護者の見守り状況の情報共有だけではなく、今地域にある課題等も小地域協議会

において協議できる地域も増えてきており、必要に応じて「認知症SOS模擬訓練」や福祉に関

する学習の機会として小地域協議会が活用されています。 

 今後も、要援護者の見守りを中心とした地域福祉活動の中核となるよう、小地域協議会への

支援と地域における福祉教育の推進を目指します。 

(2) 生活支援体制整備事業 

 第1層協議会である「陽だまり～touch A LIFE~」の運営及び開催とともに、昨年度実施し

た「校区別勉強会」の実施に向け、各校区センターと協議を重ね、各校区において求められる

ことについてテーマを設定し校区別勉強会を実施することができました。 

 校区における地域資源や社会資源等の確認や災害に対する地域の想い等を共有することに

より、普段気付くことが難しい身近な地域の良さを再確認することができました。 

 今後も、校区別勉強会を重ねることにより、地域や住民による気付きから地域に必要な活動

へつなげることができるよう、生活支援コーディネーターを中心に事業を進めていきます。 

(3) 相談機能の連携強化 

 課題解決に向けた体制の構築のため、職場内の連携を図るため、「職場内連携会議」を実施

するとともに、役場健康福祉課や地域包括支援センターとの連携を目的とした｢地域福祉活動

連絡会｣の開催を継続して行っています。 

 また、町内社会福祉法人との連携を図るため、昨年度から継続している「町内社会福祉法人
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情報交換会」を中心として、福岡県社会福祉協議会が実施する「小規模法人のネットワーク化

による協働推進事業」のプラットホーム指定を受け、町内の社会福祉法人と協働で事業に取り

組むことができました。 

 この「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」をきっかけに、更なる社会福祉法

人との連携を強化するとともに、住民の抱える課題解決に向けた迅速な支援や連携が取れるよ

う、今後も連携強化に努めます。 

 
事業報告 
法人運営部門 
（１）社会福祉協議会の運営 

○理事会・評議員会の開催 

・理事会 9回実施    ・評議員会 5回実施 

○評議員選任・解任委員会の開催 

・評議員選任・解任委員会  

5/29 評議員6名の選任  10/25 評議員1名の選任  12/19 評議員3名の選任 

○所轄庁への届出や対外的な法的対応に関する業務 

・資産登記の変更  ・定款変更登記  ・社会保険関係手続 ・労働保険関係手続 

○職員研修の充実 

○関係機関との情報交換 

・民生委員児童委員協議会定例会      ・聖母園GH運営推進会議 

・北筑後保健福祉環境事務所精神保健部会  ・筑後地区高齢者障害者連絡協議会 

・両筑地区社会福祉協議会連絡会      ・小郡三井地区犯罪被害者支援協議会 

・企業同和推進連絡協議会         ・特別支援教育推進協議会 

・大刀洗交番連絡協議会 

○財産管理 

・財産管理業務 

・香典返し寄付金、一般寄付の受付  合計：1,613,226円（H30 1,635,181円） 

香典返し寄付金 62件 1,533,000円  一般寄付 14件 80,226円 

（H30実績 64件 1,487,000円  一般寄付 15件 148,181円） 

○定期監査の実施 

・定期監査 5/20  ・大刀洗町監査 8/6   

・保育園監査 本郷保育園 10/1、 大堰保育園 9/26 

○苦情解決体制の整備、事業活動・サービス内容等の評価 

・第三者委員会の開催 

11/12 苦情・事故報告 他     3/23 苦情・事故報告 他 

○定款、その他諸規程の整備 

・大刀洗町社会福祉協議会定款変更（理2 5/28 評 6/10） 

・本部職員給与規程の一部を改正する規程（理7 3/27） 

・保育園関係職員給与規程の一部を改正する規程（理7 3/27） 

・個人情報保護規程の全部を改正する規程（理7 3/27） 

・事務局規程の全部を改正する規程（理7 3/27） 

○文書管理 

○人事労務管理 
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○個人情報の保護と適正な管理 

○メンタルヘルスに対する体制づくり 

・安全衛生委員会  

 4/16 平成30年度報告及び平成31年度計画について 

 12/2 健康診断及びストレスチェックについて 

 1/29 職場巡視（大堰保育園）     2/18 職場巡視（本郷保育園） 

・ストレスチェック（全職員対象） 

○社会福祉協議会会長表彰の実施 

・表彰式（11/9） ※ドリームまつり開会行事にて実施 

 社会福祉事業協助者（10 年以上の活動） 団体 2 団体 

 感謝状の贈呈【高額寄付者】 2 名 

○職場内連携会議の開催 

 職場内の情報共有と、担当間の事業の相互理解を目的に研修を実施 

 5/22 公文書の考え方 講師：大刀洗町役場 堀内係長 

 6/26 収支予算について    8/28 共同募金について 

○被災地（災害ボランティアセンター）支援 

・武雄市災害ボランティアセンター運営支援（R1.9.30～10.4 天本）※県社協派遣 

・栃木県佐野市災害ボランティアセンター運営支援（R1.11.17~11.22 池松）※支援P派遣 

・小郡三井総合防災訓練への参加（9/2） 

 
地域福祉活動推進部門 

（２）住民主体の地域福祉活動の推進（地域力強化推進事業） 

○要援護者見守りネットワーク事業 

・要援護者見守りネットワーク協議会幹事会の実施 

幹 事：区長会長、民生委員児童委員代表、老人クラブ代表、社会福祉協議会役員、 

地域振興課長、健康福祉課長 

6/20 ・要援護者見守りネットワーク事業の進捗状況について 

・消費者安全確保地域協議会 

・総合福祉相談窓口について 

・第5次大刀洗町総合計画について 

1/22 ・要援護者見守りネットワーク事業の進捗状況について 

     ・消費者安全確保地域協議会について 

     ・総合福祉相談窓口について 

     ・地域がつながる情報交換会について 

・要援護者見守りネットワーク協議会全体会の開催 

  出席者：区長、老人クラブ会長、民生委員、小地域協議会関係者 

  7/29  ドリームセンター展示ホール 参加者：115名 

・要援護者見守りネットワーク事業の進捗状況について 

・消費生活問題（悪徳商法等）について 

・大刀洗町地域自立支援協議会について 

  1/29 ドリームセンター展示ホール 参加者：114名 

・要援護者見守りネットワーク事業の進捗状況について 

・消費生活問題の状況について 
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・令和2年度ミニデイサービス事業の申請について 他 

・要援護者見守りネットワーク協議会小地域協議会の推進強化 

  各行政区で小地域協議会を組織し、定期的に情報交換及び研修等を行う。各区の要請によ

り、社協職員及び地域包括支援センター職員が出席している。 

※行政区別の活動内容については 

・救急医療情報キット「いのちのバトン」事業の実施 

  災害時要援護者支援制度と連携し、要援護者台帳をいのちのバトンで管理。三井消防署と

連携し、久留米広域消防本部のシステムにバトン利用者の情報が入ることによって、救急時

の対応で活用例が出てきている。 

実施行政区：25行政区 配布数：323セット 

○ミニデイサービス事業の育成と支援 

延べ実施回数：214回 

延べ利用者数：3,058名 延べボランティア数：2,355名  合計:5,413名 

○災害時要援護者支援制度への協力 

 民生委員児童委員協議会の協力により、高齢者及び障がい者を対象に「要援護者支援台帳」

の更新が行われ、健康福祉課においてその台帳の管理を行っている。 

○地域福祉講座の開催 

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため次年度へ延期 

3/21（土）※延期 

・講演「みんなでつくるオーダーメイドの居場所づくり」 

 講師：筑後市社会福祉協議会 総務福祉係長 卜部 善行 氏 

○地域包括支援センターとの連携 

・小地域協議会での連携 

・地域包括ケアシステム連携会議への参加 

・認知症行方不明者SOS模擬訓練（10/19 冨多、11/3 上高橋、11/17 本郷校区、 

11/24 北鵜木、12/1 高樋※雨天中止） 

○地域福祉連絡会の実施 

・毎月1回、小地域協議会およびミニデイサービスの実施に関する協議 

参加者：健康福祉課、地域包括支援センター、社協 

○福祉協力員研修会の開催 

5/22  福祉協力員研修会 参加者：60名 

・説明：見守りネットワーク活動・福祉協力員の役割について 

  ・研修会：九州北部豪雨災害から見えた、地域におけるつながりの重要性 

9/7   ボランティア入門講座 

3/21  地域福祉講座（※延期） 

○両筑地区社協連絡会への参加 

6/28 ボランティア担当者意見交換会（小郡市社協） 

4/10 地域福祉活動部会（うきは市社協） 

4/25 監査・代表者会（筑前町社協） 事業計画・予算等について 

5/24 地域福祉活動部会（朝倉市社協） 日常生活自立支援事業について 

7/25 会長・事務局長会議（うきは市社協） 

7/29 地域福祉活動部会（うきは市社協） 共同募金運動について 

9/20 地域福祉活動部会（小郡市社協） 新任研修ワークショップ 
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10/18 事務局長会議（うきは市社協） 

11/22 ボランティア担当者意見交換会（筑前町社協） 

12/12 地域福祉活動部会（朝倉市社協） 「社協・生活支援活動強化方針」について 

1/11 両筑社協全体研修会（うきは市社協） 

1/23 総務部門研修会（うきは市社協） 働き方改革について 

2/4  事務局長会（うきは市社協） 

3/4  地域福祉活動部会（朝倉市社協） 次年度活動について 

（３）高齢者福祉の推進事業 

○福祉バス運行事業  （新型コロナ感染防止の影響で3/6以降運行休止） 

・老人クラブ温泉送迎  運行回数：188回  延べ利用者数：3,287名 

・その他（ミニデイ等） 運行回数：53回  延べ利用者数：2,006名 

○男性の料理教室への支援 

実施日：毎月第1木曜日  参加者：16名  実施回数：12回 

5/9 開講式 参加者：13名     6/6  調理実習 参加者：14名 

7/11 調理実習 講話：役場管理栄養士より「食と健康の話」 参加者：12名 

8/1  調理実習  参加者：13名   9/5  調理実習 参加者：16名 

10/3  調理実習 参加者：15名 

10/31 日帰り研修（うきは市ちくご手づくり村「ラーメン麺打ち体験」）参加者：14名 

11/9 ドリームまつり出店 （豚汁・ぜんざいの販売） 参加者：13名 

12/5 調理実習 参加者：8名    1/9 調理実習 参加者:11名 

2/6  調理実習 参加者：15名    3/5  閉講式 参加者：12名 

○独居老人への味噌配布事業への援助 

・大刀洗町女性の会へ支援（共同募金B枠配分） 

8月（暑中見舞い）・2月（お歳暮）配布（72歳以上独居高齢者対象） 

○老人クラブの育成と支援 

・老人クラブ連合会事務局運営 

・老人クラブ連合会へ助成（共同募金B枠配分） 

・グラウンドゴルフ等スポーツ事業への助成（共同募金B枠配分） 

○折り紙サロンの実施 

実施日：毎月最終月曜日  参加者：毎月13名程度（歳末見舞金配分） 

○健康マージャンサークルの支援（新型コロナ感染防止の影響で3/9以降開催休止）  

麻雀を通した仲間作りと認知症予防を目的に立ち上げ。初心者向けマージャン教室をサーク

ルが主体となって運営する。 

例会：毎週月曜日・全48回実施  会員数：31名 

4/1 総会 初心者向けマージャン教室参加者を計画・募集 

9/30、12/23 定期大会  

○初心者向け健康マージャン教室の開催 

麻雀を通した仲間作りと認知症予防を目的に、サークルが主体となって初心者向けマージャ 

ン教室を開催する。 受講生：7名 

5/13、5/20、5/27 全3回 

○地域包括ケアシステムの構築（健康福祉課・包括と協働） 

介護保険改正に伴い、地域包括ケアシステムの構築を目指し、健康福祉課・地域包括支援セ

ンターと協働で推進会議を設置。総合事業や生活支援体制整備事業の協議を行う。 
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・地域包括ケアシステム連携会議 

・地域ケア推進会議 

・地域ケア会議 

・認知症ネットワーク調整会議 

・社会福祉法人慈愛会との地域貢献に関する協議 

（４）障がい者福祉の推進事業 

○凸凹の会（点訳の会） 

実施日：毎月第2・4木曜日（20回実施） 会員数：7名（歳末見舞金配分） 

・書籍、読み物等の点訳   
大刀洗町史 第１章第３節～第２節下段１５行 

佐藤健太郎著「数字の科学⑳～㉓」  西日本新聞「春秋」 

読売新聞「編集手帳」  西日本新聞コラム「命をつなぐ⑤」 

インターネット記事「三角形の内角の和は 180 度の証明」 

「健康カプセル！元気の時間」 

・情報等の点訳  2019年度選挙予定と不在者投票情報 
町議会選挙候補者の点訳（役場総務課より準備として依頼） 

大刀洗町長選挙候補者の点訳（役場総務課より依頼） 

・その他の点訳  大堰小学校福祉学習準備に協力 

音訳 CD 用点字テープの作成   音楽 CD 曲目 

○身体障害者福祉会への支援 

・団体事務（共同募金Ｂ枠配分） 

4/23 北筑後ブロック身障連絡協議会総会 4/17 福岡県身体障害者体育大会 説明会 

5/2 福岡県身体障害者体育大会      5/16 役員会 総会（出席者：11名） 

8/31 役員会              9/4 役員会 

10/24 日帰り研修（どんぐり村：障害者就労について）（参加者：8名） 

3/30 監査 

○視覚障害者へ朗読ボランティアによる“声の広報”録音テープ配布 

「ナレーションサークル風」により、広報たちあらい・社協だより・議会だよりを録音した

ＣＤを町内在住の視覚障害者へ配布。町立図書館にも設置。（共同募金B枠配分） 

○車椅子の貸出し 

介護保険非該当者及び短期利用者（旅行・一時帰宅等）への車いすの貸出。 

貸し出し台数：14台 

○地域自立支援協議会への参加 

・全体会：6/4、2/28【計2回】 

・定例会：5/17、7/26、9/26、11/21、1/23、3/19【計6回】 

・事務局会：5/17、7/25、9/6、11/13、1/15、3/11【計6回】 

・居場所交流部会：（合同会議）5/16、9/19、2/20【計3回】 

スペースプロジェクト：5/16、8/29、9/19、11/21【計4回】 

           10/12秋の収穫祭、12/21クリスマス会 

スクールプロジェクト：5/16、6/20、9/19、12/5【計4回】 

           7/27サマースクール説明会 8/3・24サマースクール 

           1/25ウインタースクール説明会 2/1ウインタースクール 
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           1/25あれこれ座談会 

・差別解消・啓発部会：5/20、7/8、9/9、10/31【計4回】 

           8/16民生委員児童委員定例会 11/5語ろう会意見交換  

11/9・10ドリームまつり啓発イベント  

11/28～12/10「障がい者週間」啓発  

3/26地域活動サポーター養成講座 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

・サービスネットワーク部会：5/14、7/9、8/27、9/24、11/26、1/28、3/24【計7回】 

・ドリームまつり参加：11/9・10 

・フリースペースだんだん支援（毎週木曜日） 

（５）子育て支援の推進 

○各種連携会議等への参加 

・子育て支援連携会議 ・れいんぼー会 ・特別支援教育推進協議会  

○子ども見守り隊への支援 

・子ども見守り隊 登録数：152名 

・子ども見守り隊全体研修会 6/29 参加者：隊員52名、その他10名 

講師：県安全・安心まちづくりアドバイザー 宮田 健二 氏 

「安全・安心のまちづくり ～犯罪者の視点で考える子どもの見守り活動～」 

講師：小郡警察署 交通課長 熊丸 貴博 氏 

「子どもの見守り活動における交通安全 

～見守り旗の使い方・ボランティアの安全～」 

（６）母子・寡婦・父子福祉の推進 

○母子寡婦福祉会の援助 

・団体活動全般への支援（共同募金B枠配分） 

（７）ボランティア活動の推進 

○ボランティアセンターの運営 

・ボランティアセンター運営委員会の開催 4/24、7/3、9/25、2/13、3/19【計5回】 

・ボランティア保険の加入手続き  ・ドリームまつりへの参加（別欄に記載） 

○ボランティア連絡協議会への連携 

・ボランティア連絡協議会役員会・理事会への参加 

役員会 5/30、3/26 2回開催 

理事会 6/8、9/7、12/14、3/28 4回開催 

・各種研修会の開催 

総会 5/11 参加者：52名 

全体研修会：「題名のない音楽会」 講師：大堰アンサンブル 

・ほっこり井戸端サロン 

 趣旨：福祉やボランティアをテーマに様々な活動をされている方のお話を聴き、自由に意見

交換できる場として開催する。 

第1回 7/13 参加者：21名 

テーマ「里親について知ろう」 
講師：福岡県里親支援機関 OHANA マネージャー 原田 三津子 氏 

リクルーター    上田 菜摘 氏 

ソーシャルワーカー  青柳 礼奈 氏 
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経験談：（里親経験者） 串間 美恵氏、平田美徳・レイ子夫妻 

第2回 1/25 参加者：32名 

テーマ「どうなるの？これからの地球 ～私たちにできること～」 

講師：地球温暖化防止コミュニケーター 吉川 昇 氏   宮崎 誠 氏 

・視察研修 9/28 参加者：23名 視察先：久留米市：久留米アリーナ 

  内容：車椅子レクダンス全国大会に参加 

・ふくおか“きずな”フェスティバル 2/16 参加者：20名 

・ボランティアセンターとの連携 

ボランティア入門講座の共催   ドリームまつりで啓発イベントの共催 

○ボランティア団体の育成・活動支援 

・配食ボランティア青い鳥への支援 

高齢者・障がい者等を対象にした食に困りごとを抱える方へ、配食を通した地域住民に 

よる見守り活動 （共同募金B枠配分） 

○ボランティア入門・養成講座の開催 

・ボランティア入門講座 9/7 参加者： 108名 
「出会いは宝！自分を豊かにするボランティア  

～人と出会う・地域とつながる・心イキイキ～」 

講 師：NPO 法人ミディエイド 理事 濱中 美紀 氏 

・初心者向け朗読ボランティア講座 2/8、22 参加者：20名、22名（うち初心者10名） 

講 師：NHK福岡放送局 アナウンサー 原田 徹 氏 

○ボランティア情報誌「ちょぼら」の発行等広報、啓発の推進 

・「ちょぼら」の発行 8月、11月、3月 

○ボランティア活動資材提供 

・福祉教育等に関する資材の貸出 貸出回数：49回 貸出資材数：276  

○ボランティア相談、登録斡旋（ボランティアコーディネート） 

ボランティアコーディネート件数 13件 

・ボランティア希望者への調整   ・施設ボランティア調整 

・ドリームまつりに伴う中学生ボランティアの調整 

・小学校平和学習、福祉学習への調整  ・自立支援協議会のイベントへの調整 

 ・その他 （役場より選挙のための点訳依頼） 

○ふくおかきずなフェスティバルの参加 

実施日：2月16日 参加者：20名 場 所：クローバープラザ 

主 催：福岡県社会福祉協議会 
講 演：「子どもの貧困と居場所づくり」 

講師：筑紫女学園大学 人間科学部人間学科  

心理・社会福祉専攻 准教授 大西 良  

分野別分科会 高齢者：「高齢者の地域福祉活動」 
障がい児者：「声を届ける音訳・朗読ボランティアの世界」 

防災：「子ども・女性目線で考える防災」 

子ども・子育て：「子どもの居場所＋（プラス）」 

環境：「環境福祉」 

スキルアップ研修：SNS 初心者を対象とした、０から学ぶ広報力 UP 研修 
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○ドリームまつりへの参加 

・ボランティアクイズ＆交流スペース(ボラ連との共催) 

（８）福祉教育の推進 

○福祉教育連絡会の開催 

実施日：5月17日 

対象者：町内小中学校福祉担当教員 

内 容：福祉協力校事業、福祉教育支援についての説明、情報交換 

福祉教育読本「ともに生きる」の活用について 他 

○福祉教育教材「ともに生きる」配本とその活用 

県社協が作成した福祉教育教材「ともに生きる」を町内各小学校3年生に配布し、福祉・

道徳の授業で活用していただく。 

○福祉協力校事業 

町内各小中学校に福祉教育を目的に助成（共同募金B枠配分事業） 

（大堰小学校） 

・地域の方や高齢者から教わる昔の道具作り体験や昔遊び体験で知恵を学ぶ活動 

・地域のボランティア（子ども見守り隊）へ感謝の気持ちを込めた色紙の作成 

・地域の方から花の育成や環境美化の大切さを学び、交流を深める活動 

・福祉体験学習を通し、高齢者や障がい者とふれあい、ともに生きていく大切さを学んだ 

（本郷小学校） 

・ボランティアの方の仕事を体験し、町への関わりを学ぶ活動 

・地域の高齢者の知恵や体験を学び、昔の道具や昔遊び体験で交流を深める活動 

・地域の方や高齢者ともちつき大会を通し、日本の伝統を楽しみ、ふれあう活動 

・アイマスク体験・車いす体験、視覚障害者による講話 他 

（大刀洗小学校） 

・ミニデイへ参加し、環境美化の活動やレクリエーションなどを通した高齢者との交流 

・地域の社会福祉施設への訪問を通した高齢者の方との交流 

（菊池小学校） 

・保護者や祖父母、地域の方々との地域ふれあいもちつき大会 

・祖父母や地域の人の指導によるお正月の昔遊び体験や生活の工夫を感じ取る 

・高齢者や地域の方と交流する機会をつくり、児童の郷土愛や感謝の気持ちを高める 

・車いす体験・アイマスク体験、視覚障害者当事者による講話 他 

○小・中学校の福祉教育への協力と支援 

（大堰小学校） 

4年生 5/8 大刀洗町の高齢化の状況と社会福祉協議会の活動について（講話） 

6/6 高齢者疑似体験（体験指導） ×2 コマ 

6/21 アイマスク・白杖体験（体験指導）×2 コマ 

6/25 視覚障がい者当事者の話（講師紹介）×2 コマ 

10/16 点字体験学習（体験指導）×2 コマ 

（本郷小学校） 

4年生 11/8 高齢者疑似体験・車イス体験（体験指導） ×2コマ 

11/18 アイマスク体験（体験指導）×2コマ 

11/26 視覚障がい者当事者の話（講師紹介） 

12/9  大刀洗町の福祉と社会福祉協議会の活動について（講話） 
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5 年生 9/19 高齢者とミニデイについて（講話） 

10/2  東本郷区ミニデイ    11/14  南本郷区ミニデイ 

（大刀洗小学校） 

 5 年生 5/10 ミニデイサービスの目的や内容及び福祉活動について（講話） 

     7/3  ミニデイサービスへの参加へ向けて（意見交換） 

     5/13 下高橋区ミニデイ    6/12 上高橋区ミニデイ 

7/10 上高橋区ミニデイ    11/11 下高橋区ミニデイ 

11/13 上高橋区ミニデイ    2/10 下高橋区区ミニデイ 

（菊池小学校） 

 3 年生 10/1  西大刀洗区ミニデイ   11/6 北鵜木区ミニデイ 

11/12  北山隈区ミニデイ 

4 年生 7/4 視覚障がい者当事者の話（講師紹介） 

（大刀洗中学校） 

 1年生 1/31 地域探求学習 6名 

2年生 8/27 職場体験学習 2名 

○保育園の福祉事業への援助（共同募金B枠配分） 

（大堰保育園） 

『ひなまつり祖父母参観』 

※行政機関の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、園児のみで実施。 

実施日：令和 2 年 3 月 4 日  参加者：園児 96 名 高齢者：96 名（参加予定数） 

   憩いの園でリトミック研究センター酒井先生の指導のもとふれあい遊びを行う。 

（本郷保育園） 

①『クリスマス会』 

  実施日：令和元年 12 月 25 日  参加者：172 名 高齢者：4 名 

   クリスマス会に地域の高齢者にサンタクロースとして参加してもらい、プレゼント渡

しや歌や出し物を披露し、ふれあい遊びを行った。 

②『祖父母参観活動』 

※国の新型コロナウイルス感染症拡大防止の要請を受け、祖父母を招いての開催中止し、

講師を 4 名招き各クラスで活動を行った。 

実施予定日：令和 2 年 3 月 9～19 日  参加者：園児 172 名 高齢者 4 名 

   地域の方を講師に招き各クラスで活動。花だんご作りなど通し、ふれあいを行なった。 

（海の星保育園） 

『園児と高齢者のふれあい事業』 

実施日：令和元年 12 月 22 日  参加者：園児 29 名 高齢者 60 名 

   保育園に祖父母を招待し、保育園ホールにて子どもたちの歌や踊り、楽器演奏などを

披露し、楽しんでいただき交流を行った。 

   また、子どもたちが手作りカレンダーを作成し、各ホームを訪問し、施設の高齢者へ

手渡し交流を行った。 

（菊池保育園） 

『敬老 祖父母ふれあいの会』 

実施日：令和元年 9 月 12 日  参加者：園児 185 名 高齢者 150 名程度 

   祖父母を招いてクラスごとに出し物を披露。各保育室で参観した後、一緒に手遊びや

歌遊びなどを行い、手作りの記念品とお土産をプレゼントしふれあいを行なった。 
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（９）共同募金・歳末たすけあい運動への協力 

○共同募金運動 

10月1日から12月31日まで実施し、個別募金を中心に募金活動を展開した。   

             実績額 4,079,092 円 

（内 訳） 戸別募金             2,814,000円 

事業所募金             672,000円 

学校募金               33,370円 

団体募金（老人クラブ）        144,500円 

職域募金              126,053円 

ドリームまつりバザー        129,934円 

募金箱（金融機関他）          7,214円 

自動販売機募金            55,071円 

その他                96,950円 

○令和元年度（令和2年度事業）Ｂ枠配分結果 

配分金合計 3,367,200 円 

1．独居老人味噌配布事業（大刀洗町連合婦人会）         180,000円 

  2．老人クラブ助成金（老人クラブ連合会）             100,000円 

  3．老人クラブ連合会スポーツ助成金（老人クラブ連合会）     100,000円 

  4．身体障害者福祉協会助成金（身体障害者福祉協会）       100,000円 

  5．保育園福祉推進事業（町内保育園 5園）           各50,000円 

  6．福祉協力校事業（町内小中学校 5校）            各50,000円 

  7．ミニデイサービス事業（社会福祉協議会）              1,337,200円 

  8．社協だより配布事業（社会福祉協議会）             740,000円 

  9．母子寡婦福祉会助成金（大刀洗町母子寡婦福祉会）          70,000円 

  10．障害児をかかえる親の会支援（障害児をかかえる親の会）    30,000円 

  11．声の広報事業（ナレーションサークル風）           10,000円 

  12．配食ボランティア青い鳥活動助成金（配食ボランティア青い鳥） 200,000円 

○歳末たすけあい募金運動 

12月1日から12月31日までを運動期間とし募金活動を行う。 

実績額  797,901円（戸別募金：3,990件） 

○歳末たすけあい運動配分結果 

配分金合計 797,901円 

  １．独居高齢者見舞品（3,000円×195名分）         585,000円 

２．在宅重症心身障害児（3,000円×7名分）          21,000円 

３．凸凹の会活動支援                    100,000円 

４．折り紙サロン活動支援                  20,000円 

５．障害者当事者及び家族の会『語ろう会』支援        20,000円 

6．手話サークルひばり活動支援               10,000円 

7．施設ボランティア「折鶴の会」活動支援          10,000円 

8．年末もちつき支援（各小学校）（平成31年度事業）     28,000円 

9．共同募金B枠配分へ繰り入れ               3,901円 
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（10）当事者組織への支援 

○とまり木の会（家族介護者の会）への支援 

 毎月第3火曜日に定例会を開き事業を行っている。在宅で介護されている方や介護が終わっ

た方などが集まり、交流や情報交換をすることによって、介護の知識やお互いの相互理解を

深める。会員数：15名（介護中３名） 

4/16 お話し会 参加者：8名 

5/21 健康体操 参加者：11名 

6/18 お話し会 参加者：9名 

7/16 食と健康について(管理栄養士の話と調理実習)  参加者12名 

8/20 学習会「ずっと健康でいたい・自宅で自立して暮らすために」 参加者：12名 

9/18 施設見学（町内・近隣町内施設）参加者：11名 

10/15 ボランティア活動（聖母園グループホームのお出かけ補助） 参加者：7名 

11/20 お話し会 参加者：8名 

12/18 健康体操（体操・脳トレ・ダンス） 参加者：9名 

1/21 新年会（ひょうたん村） 参加者：12名 

2/19 お話し会 参加者：8名    

3/19 新型コロナ感染防止のため中止  

○語ろう会（障害者当事者及び家族の会）への支援 

 毎月第1火曜日に定例会を開き、障がいをもつ方やその家族、それを支えるボランティアが

集まり交流を行っている。（歳末見舞金配分） 

4/2 総会                5/7 定例会 お出かけについて 

6/4 定例会               6/16 お出かけ研修（日田天領水） 

7/2 定例会               9/5  定例会 ドリームまつりについて 

10/1 定例会 ドリームまつりについて  11/5 定例会 ドリームまつり準備 

 11/10 ドリームまつり参加        12/3 定例会 

1/7  新年会              2/4 定例会 次年度の計画について 

3/3 定例会 次年度について 

○ぽけっと（障害児・者親の会）への支援 

毎月第4土曜日に例会を実施し、情報交換や学習会等を行っている。また、様々なイベント

などでリサイクルバザーを開き、広報活動などを行う。（共同募金B枠配分） 

○精神障がい者家族会への支援 

毎月第1木曜日午前に開催。精神障がい者の家族が集まり、生活やかかわりについてお互い

に情報交換等を行っている。 

○子と親・花花の会への支援 

毎月第2土曜13：00から相談会を実施。相談員としてNPO青少年教育支援センターの古賀勝

彦氏の相談を受けている。※令和2年度より自主運営 

4/13 7組、5/11 6組、6/8 5組、7/13 6組、8/10 5組、9/13 5組、 

10/12 6組、11/16 5組、12/14 5組、2/8 6組、3/28 6組  合計：62組 

 

（11）広報と啓発活動 

○社協だよりの発行 

町内全戸に配布 5･7･9･11･1･3月の合計6回発行。 
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○ホームページの作成・運営 

・社会福祉協議会と保育園の行事予定や報告、情報の発信を行っている。 

総アクセス数 30,510 件 

内訳）社協 8,864 件、大堰保育園 3,975 件、本郷保育園 2,920 件 

・フェイスブックの運営 

（12）地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進 

○地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進 

・地域福祉活動計画推進委員会の設置 

 

相談援助部門 
（13）各種相談事業 

○心配ごと相談事業 

実施日：第1～4水曜日  相談件数：2件 （相談内容）家族関係 2件 

住民向けチラシの配布（全戸配布） 

○無料弁護士相談 

年６回・奇数月第2木曜日実施 

5/9 2件 7/11 2件 9/12 5件 11/14 3件 1/9 6件 3/12 4件 合計22件 

（相談内容） 

  土地 3件  相続 8件  離婚 4件  金銭 2件  近隣 1件  その他 4件 

○不登校・引きこもり相談 

※子と親・花花の会への支援に記載 

（14）日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 

○日常生活自立支援事業 

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などへの「福祉サービス利用」の取組と利用手続き

及び代行、生活支援員の派遣をおこなう。 

10月1日より基幹社協制度が廃止となり、市町村社協と県社協が直接契約し、単独実施とな

る。それにともない、専門員の配置及び利用者との再契約事務を行う。 

対象者：知的障害者 1名  精神障害者 5名  高齢者 5名 

（15）生活福祉資金貸付事業 

○生活福祉資金の貸付及び償還の指導 

 世帯の更生等を目的に福岡県社協が実施する貸付制度の窓口業務を行う。 

 3月25日より新型コロナウイルス対応の特例貸付（緊急小口・総合支援）が開始。 

福祉資金     2件（償還中2件） 

教育支援資金   8件（償還中4件、新規1件、償還完了1件） 

緊急小口資金   12件（償還中11件、償還完了1件） 

総合支援資金   2件（償還中2件）    特例小口     1件（新規1件） 

（16）臨時食料品等給付事業（フードバンク） 

○臨時食料品等給付事業 

 生活や家庭環境、就業状況などの理由で所持金がなく、食料の確保が困難な方を対象に、食

料品等を給付し、一時的な生活援助を行う。 

・セブンイレブン商品寄贈 4/2 7箱  10/23 20箱 

○ふくおかライフレスキュー事業 

・サポーター養成研修 10/8、10/21、10/28（サポーター3名修了） 
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・地区連絡会事務局会議 10/18 

・小規模法人のネットワーク化による協働推進事業 

 福岡県社会福祉協議会よりプラットホーム指定を受け、令和元年度のみ実施。社会福祉法人

の連携とプラットホーム（協議する場）の組織化を目的に事業を実施。 

小規模法人担当者会議 8/29、10/18、12/12、2/12 

パンフレット作成会 9/20、10/11、11/5、12/3、1/7、2/3、3/2、3/28（計8回） 

災害時支援用備品準備 

町内福祉事業所パンフレット「大刀洗町ふくしパンフレット」の作成（R2.5全戸配布） 

町内福祉事業所従事者向け研修 3/16 ※コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 
在宅福祉サービス部門 

（17）居宅介護支援事業 

○身体障害者・知的障害者・児童へのホームヘルプ事業（障害者自立支援） 

対象者：4名  訪問回数：169回  訪問時間：280.5時間  

○生活管理指導員派遣事業 

対象者：0名   

○福祉有償運送事業  

利用回数：138回 運行距離数：1,723㎞ 利用者（実質）：9名 運転手：6名 

※3か月おきに運転者シフト会議を実施 

（18）一般相談支援事業（19）特定相談支援事業（20）障害児相談支援事業 

○基本相談支援及び計画相談支援（サービス等利用計画の作成） 

・サービス等利用計画利用件数 大人 43名（うち新規8名、終結9名） 

               児童 42名（うち新規10名、終結5名） 

・サービス等利用計画更新件数 53名（大人19名、児童34名） 

・サービス等利用計画モニタリング（見直し）137名（大人81名、児童56名）  

 
児童福祉施設運営部門 
（21）保育園運営事業 

○大堰・本郷保育園の運営 

・定例園長会（毎月）の開催 

・大堰保育園の活動  ・本郷保育園の運営 

・大堰保育園園舎改築工事  設計・管理：㈱匠建築研究所  施工：㈱栗木工務店 

  2/18 入札  工期：令和2年2月20日～令和3年3月26日 

・クリスマス会への地域からの協力 

 毎年行われるクリスマス会において、令和元年度は初めてサンタクロース・トナカイ役に

地元校区の区長会からご協力をいただき、地域と保育園との交流を深めることができました。 

（22）病後児保育事業 

○病後児保育事業の実施 

 大刀洗町からの委託事業として、現在本郷保育園隣の病後児保育センター「こどもハウス

すこやか」にて事業を実施している。 

開所日数：53日  利用者数：65名   

配置職員数：（保育士延べ）53名 （看護師延べ）53名 
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受託事業部門 
（23）障がい者相談支援事業 

○障がい児・者、引きこもりの方等の相談支援（就労支援、生活支援） 

・相談支援利用者数（延べ人数）121名 障がい者 40名 障がい児 81名 

・障害支援区分認定調査（委託） 32件（町内31件、町外1件） 

○事業所等関係機関との連携、ケース会議等への参加と支援 

・相談業務に関する専門チーム（れいんぼー会） 11回 

・大刀洗町自立支援協議会全体会・定例会 10回 

・大刀洗町自立支援協議会各部会 22回 

・大刀洗町特別支援教育推進協議会 2回 

・大刀洗町特別支援教育推進協議会（巡回相談） 19回 

・当事者組織への支援 17回 

・筑後地区高齢者障害者支援連絡協議会 2回 

（24）生活支援体制整備事業 

○生活支援コーディネーターの配置 

・第1層協議体『陽だまり～touch A LIFE～』の開催（4回） 

5/23、6/18、8/7、11/6 

・校区別勉強会「地域が“つながる”情報交換会」の開催（４校区） 

8/31、9/28、11/23、2/1、2/22 

・地域包括ケアシステム連携会議への参加（18回） 

・地域ケア会議（毎月第4火曜）への参加（10回） 

・地域ケア推進会議への参加 7/29、2/26 

・生活支援コーディネーター連絡会（福岡県主催）への参加 4/17、7/17、10/16 

・令和元年度生活支援体制整備事業に関する意見交換会（県社協主催）2/4 

・視察研修対応 久留米市犬塚校区社会福祉協議会 7/16 

・地域福祉計画に関する住民アンケートの実施 

（25）地域力強化推進事業 

○総合相談窓口「せいかつ☆ふくし相談窓口」の設置 

総合相談窓口『せいかつ☆ふくし相談窓口』を社協事務局に開設。小地域協議会・民生委

員児童委員協議会定例会等、各会議・研修等で説明を行うとともに、社協だより等でも広報

する。相談内容は、生活に関すること全般とし、高齢・障害・困窮等の相談を受け付ける。 

相談件数 2,353件  

○役場関係機関、専門機関との課題抽出及び課題解決に向けた連携体制の構築 

 相談窓口等から挙がる課題に対して、早急かつ適切に課題解決できるよう、関係機関との

連携体制を構築していく。 

・地域福祉活動連絡会（毎月開催）における情報交換 

・必要に応じ、健康福祉課・子ども課・税務課・包括・保健福祉環境事務所と連携 

○社会福祉法人連絡会（仮）の組織化による支援体制の構築 

町内社会福祉法人の公益的取組のための情報交換会及び個別支援。県社協よりプラットホ

ーム指定を受けた「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」を中心とした活動に

より、町内社会福祉法人及び福祉事業所の連携を図るきっかけができた。 

・個別支援 3件  ・災害支援 4件 

 


