
決　　算　　額

　　　４８０，０００円

　４，０２０，０００円

計４，５００，０００円

１，４４４，６９１円

年　　月　　日 場　　所 備　　　考

町内３小学校

坂中学校

平成３０年　７月　５日 アセンブリー 参加者　　 　　３４名

ホール

　９地区

・ふれあいサロン世話人会

　付した。

事　　業　　内　　容

　「さか社協だより」第８０号を発行。

　委員　　　　　　　　　　  １８名

　に地域住民に対する社協活動の啓発のため検討を重ねる。

・平成３０年７月豪雨災害対応に伴う地域づくり交付金を交

事　　　　業　　　　内　　　　容

・地域福祉活動推進のため地域づくり交付金を交付し、地区

　組織活動の促進を図る。

１６地区　  交付金基礎額　30,000円　

備　　　考

　　　　　  世帯割

一般事業部門

１.地区組織活動の促進援助と社協活動の啓発

２．ボランティアの育成

・小中学校の福祉協力事業及び教科外行事を支援し、

　福祉意識の醸成を図る。

・福祉委員会を年間２回開催し、地域福祉向上を図るととも

平成３０年度　坂町社会福祉協議会　事業報告書

　委員　　　　　　　　　　　  ３名・広報委員会を開催し、広報発行について企画、編集を行い
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　　　　　　７月　９日 アセンブリー 参加者 ２５，０２６名

～１２月８日 ホール

平成３０年１１月１０日 アセンブリー 参加者　　 　　２１名

　　　　　　　　１７日 ホール 参加者　　 　　１７名

平成３０年　４月 アセンブリー 運営委員会　６回開催

～平成３１年　３月 ホール 情報誌発行　　　 ４回

相談件数　 　２５０件

ようようネットさか

対応数　　 　２４２件

さかまち応援隊

対応数　　　　 　６件

29年度相談件数  475件

ようようネットさか

対応数　　　 ４４１件

さかまち応援隊

対応数　　　 　１１件

年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成３０年　４月 平成ヶ浜 登録者数

～３１年　３月 福祉センター まかせて会員　 ４３名

両方会員　　　 １４名

おねがい会員　 ５４名

事　　業　　内　　容

　ボランティア運営委員会で協議を重ねた。）

・ファミリーサポートセンターの受託運営。

３．子育て支援事業の充実

・ボランティアセンター運営事業。

・平成３０年７月豪雨災害発災に伴い「坂町災害たす

　けあいセンター」を開設。

　（坂町のボランティア事業の推進を図るため、社協

・復興ボランティア養成講座の開催。
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２９年度登録者数

まかせて会員　 ４１名

両方会員　　　 １２名

おねがい会員　 ５０名

３０年度活動実績

託児　　　　　 　８件

見守り　　　   　６件

年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成３０年　４月

～３１年　３月

　　　　　　６月１５日 ４保育園 参加者 　　　　９４名

坂みみょう 　　３６名

横浜若竹　　　 ２５名

小屋浦みみょう １９名

なぎさ若竹　　 １４名

　　　　　　９月１７日 祝品対象者 １７３名

(男８９名、女８４名)

　坂地区　 　　８７名

　横浜地区 　　５８名

　小屋浦地区 　２８名

・老人クラブ連合会主催のグラウンドゴルフ大会、文

４．老人福祉事業の充実

事　　業　　内　　容

　れた方の長寿を祝し、祝品(携帯ラジオ)を贈る。ま

　た８５、９５、１００歳になられた方には記念品料

　化祭等諸行事への協力

・保育園児と地域老人とのふれあい事業への支援。

・敬老の日に当たり、平成３０年度中に７５歳になら

　を贈り長寿を祝す。
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記念品　　　 １１８名

８５歳　　　 　９５名

(男３４名、女６１名)

　坂地区　 　　３９名

　横浜地区　　 ４０名

 　小屋浦地区 　１６名

９５歳　　　　 ２０名

(男　２名、女１８名)

　坂地区　 　　　３名

　横浜地区　　 １０名

　小屋浦地区 　　７名

１００歳　　　　３名

(男　０名、女　３名)

　坂地区　　　　 ０名

　横浜地区　　　 ０名

　小屋浦地区 　　３名
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成３０年　４月 浜宮地区 　２回開催

　　　～平成３１年　３月 老人集会所 　参加延　　 　９２名

刎条地区集会所 　３回開催

　参加延　　 １４５名

中村公民館 　１回開催

　参加延　　 　１７名

上條集会所 　３回開催

　参加延　　 １３７名

西側会館 　４回開催

　参加延　　 １５５名

森浜会館 　２回開催

　参加延　　 １０９名

平成ヶ浜住宅 　７回開催

集会所 　参加延　　 １４２名

横浜三部集会所 　３回開催

　参加延　　 １５５名

５．介護保険対象外事業の受託運営

事　　業　　内　　容

・ふれあいサロン事業の推進（１４地区）
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横浜中央集会所 　２回開催

　参加延　　 　８３名

横浜西集会所 　５回開催

　参加延　　 ２０４名

鯛尾集会所 　４回開催

　参加延　　 　６６名

植田会館 　３回開催

　参加延　　 　８８名

水尻地区 　２回開催

老人集会所 　参加延　　 　３４名

小屋浦集会所 １１回開催

　参加延　　 ２２９名

合　　計 ５２回開催

　参加延 １，６５６名

　平均参加　　 ３２名

２９年度６６回開催

　参加延 ２，３７７名

　平均参加　　 ３６名
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年　　月　　日

平成３０年　４月

～平成３１年　３月

年　　月　　日

平成３０年　４月

～平成３１年　３月

年　　月　　日

平成３０年　４月

～平成３１年　３月

備　　　　考

個人　５５名（６１口）

６．財源確保の充実

一般会員　　　　 　  ５，０１０世帯

個人　１５４名

・各住民福祉協議会のご理解をいただき、社協一般会

事　　業　　内　　容

・賛助会員（2,000円／１口）と特別会員（5,000円／

　員の増加を図った。

坂町身体障害者福祉協会 　  180,000円　　　、行事等に協力し育成を図る。

坂町母子寡婦福祉会　        90,000円　　　　　

事　　業　　内　　容

賛助会員

備　　　　考

　１口）の募集を行った。

坂町ゆずりはの会   　　　　 45,000円　　　　　　　 　

特別会員

・ゆずりはの会への協力援助。

７．福祉団体等への援助協力           

・緊急生活安定資金の貸付。 貸付件数　　　　　　　　　　　　７件

法人３３事業所

・坂町母子寡婦福祉会外の福祉団体に助成すると共に

備　　　　考事　　業　　内　　容

８．援護活動

法人　２３事業所（２５口）
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成３０年　４月

～平成３１年　３月

平成３０年　４月１６日 平成ヶ浜福祉センター 相談件数　　　 　４件

　　　　　　６月１８日 〃 　 〃　　　　　　７件

　　　　　　８月２０日 〃 　 〃　　　　　　２件

　　　　　１０月１５日 〃 　 〃　　　　　　３件

　　　　　１２月１７日 〃 　 〃　　　　　　２件

平成３１年　２月１８日 〃 　 〃　　　　　　７件

平成３０年　５月２１日 平成ヶ浜福祉センター 相談員　８名

　　　　　１１月１９日 〃 　〃　　８名

平成３１年　１月２１日 〃 　〃　　８名

　　　　　　３月１８日 〃 　〃　　８名

・第３回弁護士による無料法律相談所の開設

事　　業　　内　　容

・第１回弁護士による無料法律相談所の開設

・第２回弁護士による無料法律相談所の開設

　ヶ浜福祉センターで実施。

・第４回弁護士による無料法律相談所の開設

・第６回弁護士による無料法律相談所の開設

・第５回弁護士による無料法律相談所の開設

(平成３０年度実績　　２９件　 定例相談　４件　　　

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第４回）

　　　　　　　　　　　　　　　法律相談２５件）

　（坂町人権・行政相談所との交流研修）

９．心配ごと相談事業

　常時相談は、各相談員宅及び社協事務局で実施。

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第６回）

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第５回）

・心配ごと相談所事例研究会の開催（第１回）

・平成３０年度定例相談等。

　無料法律相談は、年６回、定例相談は年４回、平成
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年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成３０年　５月１７日 平成ヶ浜福祉 監事　　　　　 　２名

センター

　　　　　　６月１１日 役場 理事　　　　　 １１名

監事　　　　　　 ２名

　　　　　　６月１２日 平成ヶ浜 委員　　　　　　 ５名

福祉センター

　　　　　　６月２９日 アセンブリー 評議員　　　　 ２８名

ホール 監事　　　　　 　２名

役場 理事　　　　　 １４名

　実施の件、社会福祉法人坂町社会福祉協議会指定障

　害児相談支援事業所運営規程の制定の件）

　事業の実施の件、社会福祉法人坂町社会福祉協議会

　指定障害児相談支援事業所運営規程の制定の件）

　・解任委員会の招集の件、社会福祉法人坂町社会福

　伴う理事４名の選任の件、定時評議員会の招集の件

・評議員会（平成２９年度事業報告の件、平成２９年

・理事会（会長の職務執行状況の報告について、平成

・監査（平成２９年度事業及び歳入歳出決算監査）

　、欠員に伴う評議員候補者の推薦の件、評議員選任

事　　業　　内　　容

　会定款の一部改正並びに指定障害児相談支援事業の

・理事会（副会長の選任の件）

　度計算書類及び財産目録の承認の件、欠員に伴う理

１０．その他

（理事会等）

　事４名の選任の件、社会福祉法人坂町社会福祉協議

・評議員選任・解任委員会（欠員に伴う評議員１名の

　２９年度計算書類及び財産目録の承認の件、欠員に

　祉協議会定款の一部改正並びに指定障害児相談支援

　選任）
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監事　　　　　　 ２名

平成３１年　３月１２日 役場 理事　　　　　 １４名

監事　　　　　　 ２名

　　　　　　３月２８日 アセンブリー 評議員　　　　 ２６名

ホール

役場 理事　　　　　 １１名

監事　　　　　　 ２名

年　　月　　日 場　　所 備　　　考

平成３０年　５月２１日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　６月１３日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

（研修等）

事　　業　　内　　容

　法人坂町社会福祉協議会経理規程の一部改正の件、

　３０年度補正予算案(第１号)の承認の件、平成３１

・理事会（会長の職務執行状況の報告について、平成

・ひろしま社協活動推進会議

・「福祉サービス利用援助事業」専門員連絡会議

　の件、社会福祉法人坂町社会福祉協議会経理規程の

　年度事業計画案並びに予算案の承認の件、社会福祉

　選任の件）

・評議員会（平成３０年度補正予算案(第１号)の承認

　の件、平成３０年度事業計画案並びに予算案の承認

　評議員会の招集の件）

　理事１５名の選任の件、監事２名の選任の件、定時

　一部改正の件、理事１５名の選任の件、監事２名の

・理事会（会長・副会長の選任の件、利益相反取引の

　承認の件）
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　　　　　１０月１１日 広島国際会議場 職員　　　　　 　２名

　　　　　１０月２４日 広島ガーデン 職員　　　　　 　１名

パレス

　　　　　１１月２７日 広島県健康 職員　　　　　 　２名

福祉センター

平成３１年　２月　５日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　２月２８日 日赤広島県支部 職員　　　　　 　１名

　　　　　　３月　６日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　３月１１日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　　　　　　３月１４日 西区民 職員　　　　　 　２名

文化センター

　　　　　　３月１９日 広島県 職員　　　　　 　１名

社会福祉会館

　ィアセンター担当者合同会議

・ひろしま社協活動推進会議

・共同募金助成金交付式

・「福祉サービス利用援助事業」専門員連絡会議

・広島県社会福祉大会

・ボランティアセンター担当者・被災者生活ボランテ

・平成３０年７月豪雨の被災者支援に向けた研修会

・市町社協事務局長会議

・日赤分区担当者会議

・介護サービス事業者集団指導研修
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　　　　　　３月１９日 広島県 職員　　　　　 　１名

ＪＡビル

　　　　　　３月２８日 東区民 職員　　　　　 　１名

文化センター

年　　月　　日

平成３０年　５月

～　１２月

平成３０年　８月

・指定障害福祉サービス事業者等集団指導研修

　修）

・日赤広島県支部坂分区の実施する平成３０年度の日

対象者数　　　　　　　　　 　４３名　　

・お茶の間フォーラム（あんしんサポートリーダー研

事　　業　　内　　容

・香典返しの浄財を寄付された方々の初盆に対し、ロ

　いただいた方）

  赤会員増強運動及び広島県共同募金会坂町共同募金

　町外　　　　　　　　　　　 　２名

　坂地区　　　　　　　　 　　２１名　ーソク及び線香を贈る。

　横浜地区　　　　　　　　　 １４名

　小屋浦地区　　　　　　　　 　６名

　（平成２９年８月２８日以降、香典返しのご寄付を

  委員会の実施する赤い羽根共同募金運動に協力。

備　　　　考

（その他）
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