
令和３年度事業報告 

 

 近年、核家族化や少子高齢化の急速な進展、地域における住民相互のつながりの

希薄化、地域社会や家族形態の変容、個人の価値観や生活様式の多様化等を背景に

地域の福祉課題は複雑、複合化している。 

 本会が上三川町と一体的に策定した「第３次地域福祉活動計画」（平成２９年３月）

では、「支えあい（愛） 助けあい（愛） つながり感じて暮らすまち」を基本理念

とし、子どもからお年寄りまで、障がいのある人もない人も、上三川町に暮らすす

べての人が安心して、生きがいのある生活が送れるよう、周りを気遣う温かな思い

やりにあふれ、地域での助け合い・支え合いによる地域福祉のまちを目指していく

こととしている。 

 この基本理念のもと、令和３年度は計画実施の６年目として、各種の事業活動を

展開した。 

新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、本会も各種事業において、中止・

規模縮小・書面開催などの対応を余儀なくされたが、「くろねえ個別会議」について

は、感染防止対策を講じながら、少人数での開催を積極的に行い、生活の中の困り

ごとを地域住民や関係機関が共に考え、話し合い、支え合い活動を展開して、在宅

生活の継続を支援した。 

また、令和２年度より各自治会に設置した「福祉協力員」については、「くろねえ

個別会議」への積極的な参加を促進し、支え合い活動への参加及び住民相互のネッ

トワークの構築に向け活動を展開した。 

さらに、新規事業として、以下の４事業を重点的に実施した。 

①頻発化・激甚化する災害に対応するため、大規模災害時の被災者支援を行う災害

ボランティアセンターの設置・運営及びそれに伴うボランティア活動が円滑、効果

的に展開できるよう、町と本会が果たすべき役割と協力事項を定めた協定を締結し

た。 

②ひきこもりへの理解と啓発及び当事者や家族等への支援の一環として、相談窓口

とともに支援内容を記載した「ひきこもり等パンフレット」を作成し本会広報紙と

ともに全戸配布を行った。 

③生活に役立つ身近な地域の活動や民間サービスの情報を掲載した社会資源マップ

を高齢者向けに作成し、高齢者が社会活動に参加し健康に在宅生活を継続していけ

るよう支援した。 

④新型コロナウイルスの感染拡大により生じたいわゆる「生理の貧困」対策として、

町との協議・連携により「ハートフォー・ユー事業」を創設し、公共機関の窓口や

小・中学校において生理用品の無償配布を実施した。 

 

 



Ⅰ．基本目標１ 地域福祉活動を担う人づくり 
 より多くの住民に地域福祉活動への参加・協力を促すため、福祉・人権教育の充

実によりすべての住民の福祉意識の向上に努めるとともに、交流活動を推進します。 

 また、ボランティアセンターの運営・強化を進め、地域で中心となって活躍でき

るボランティアの育成やあらゆる人の社会参加を支援し、多様性を尊重した協働の

まちづくりを推進します。 

（第３次地域福祉活動計画より抜粋） 

１ 福祉・人権教育及び交流活動の推進 

（１）福祉教育   

    各小・中・高校からの相談に応じ、講師の紹介・出前講座を開催。 

出前講座・・・１９回 

講師及びボランティアへの協力依頼 

  講師・・・・・・・４回 

  ボランティア・・・３回 

福祉教育受講児童・生徒数・・・・延べ７５１人 

 

（２）福祉教育連絡会 

開催期日 内 容 会場 参加者 

２月１５日（火） 

令和３年度福祉教育実施状況について 

福祉教育参考案内について 

認知症サポーター養成講座について 

地区社協について 

 

オンライン

開催 

 

 

１５人 

 

 

   

（３）ふくしアクションプログラム事業 

   上三川高校を対象に、本会と協働で企画・実施する福祉教育・ボランティア学習

にかかる経費を助成する。（１００，０００円） 

開催期日 学習内容等 参加者 

９月２１日(火) 

福祉講演会 

DET群馬による障がい平等研修 

※感染対策のためオンラインで実施 

第２学年１６０人 

１２月８日(水) フィールドワーク事前学習 
フィールドワーク 

参加者２９人 １２月１０日(金) 
フィールドワーク 

学校・街中のバリアフリー調査 

１月２８日(金) 
フィールドワーク実施報告 

※感染対策のためオンラインで実施 
第２学年１６０人 

 

 

 

 

 

 



（４）第３０回中学生・高校生サマースクール 

開催期日 内 容 会場 参加者 

７月２７日(火) 

オリエンテーション 

保健学習 

障がいとその支援についての講話 

 

台風により中止 

 

７月２８日(水) 

ボランティア活動について 

認知症サポーター養成講座 

修了証授与式 

いきいきプラザ 

大会議室 

 

 

５０人 

 

 

（５）サマースクールフォローアップ事業 

  新型コロナウイルスの影響により中止。 

 

（６）小・中学生向け認知症サポーター養成講座 

開催期間 回 数 会 場 延べ受講者数 

通年 ６回 各小・中学校等 ３４３人 

 

（７）第２９回ふれあい健康福祉まつり 

  新型コロナウイルスの影響により中止。 

  民生委員児童委員協議会運営委員会にて、今後のふれあい健康福祉まつりにおけ

る民生委員児童委員の協力について意見交換を実施。 

開催期日 時間 会場 参加者 

７月２６日（月） 午後２時～３時 
いきいきプラザ 

団体事務室 
１６人 

 
（８）令和３年度地域福祉功労者表彰式  

  新型コロナウイルスの影響により中止。 

表彰状：福祉関係職永年勤続者及び福祉団体役員永年勤続者（１６人） 

    伝達式：県民福祉のつどい及び県老人クラブ大会における表彰者の伝達 

        （３人・４団体） 

 

（９）ミニサロンの設置 

  自治会単位の小地域で実施する「ミニサロン」の運営を支援。 

自治会名 場所 開催日 設立年度 
月平均 

参加者数 

桃畑自治会 公民館 毎月第１水曜日 Ｈ２７ １９人 

願成寺自治会 公民館 毎月第２火曜日 Ｈ２７ １９人 

下多功自治会 公民館 毎月第２金曜日 Ｈ２７ １２人 

鞘堂自治会 公民館 毎月第４土曜日 Ｈ２８ １０人 

西汗下自治会 公民館 毎月第１水曜日 Ｈ２８ ３０人 

東舘北部自治会 代表者宅 毎月第１月曜日 Ｈ２８ １２人 

下町３区自治会 中央公民館 毎月第２金曜日 Ｈ２９ ２４人 



坂上本田自治会 公民館 毎月第４土曜日 Ｈ３０ １２人 

下町１区自治会 公民館 毎月第２月曜日 Ｈ３０ １２人 

並木自治会 公民館 毎月第１金曜日 Ｒ１ １７人 

ゆうきが丘第３自治会 ゆうきが丘集会所 毎月第２土曜日 Ｒ１ ９人 

大山第二自治会 公民館 毎月１回 Ｒ１ ７人 

天神町自治会 公民館 毎月１回 Ｒ１ １１人 

美里自治会 公民館 毎月１回 Ｒ１ ３６人 

井戸川自治会 公民館 毎月１回 Ｒ２ ５人 

上神主自治会 公民館 毎月１回 Ｒ２ １３人 

合    計 ２４８人 

 

（１０）いきいきサロンの支援 

主な活動内容 おしゃべり、紙工作、児童との交流、保健師による運動指導 

      地域包括支援センター職員による介護予防出前講座 

サロン名 場所 開催日 設立年月日 参加者数 

本郷小地区 本郷地域福祉ｾﾝﾀｰきらきら館 毎月第１月曜日 H15.9.12 １７人 

本郷北小地区 本郷北コミュニティセンター 毎月第１木曜日 H16.4.15 ２０人 

上三川小地区 いきいきプラザ団体事務室 毎月第１～３水曜日 H13.4.2 ６人 

北小地区 石田コミュニティセンター 毎月第２、４金曜日 H11.4.1 １１人 

坂上小地区 坂上コミュニティセンター 毎月第２土曜日 H16.8.4 開催なし 

明治小地区 明治コミュニティセンター 毎月第２、４金曜日 H14.2.22 １０人 

明治南小地区 明治南コミュニティセンター 毎月第３水曜日 H13.11.29 １４人 

合    計 ７８人 

 

（１１）いきいきサロン連絡会 

   新型コロナウイルスの影響により連絡会は中止、資料の送付等により情報提供

を実施。 

 

（１２）生きがいサロンの開催 

開催状況（陶芸・ふくべは高齢者生きがい活動作業所） 

サロン名 開 催 日 開 催 時 間 回数 受講者 

陶   芸 毎週月・木曜日 午前８時３０分～午後３時 ７９回 ２５人 

ふくべ細工 毎週火・金曜日 午前９時～午後３時 ７８回 １３人 

大 正 琴 毎月第１・３金曜日 午後１時３０分～３時３０分 １７回 ７人 

歌   謡 毎月第１～３火曜日 午前１０時～１２時 ６回 ２９人 

社交ダンス 毎月第１～４金曜日 午後１時３０分～３時３０分 開催なし １５人 

歌   声 毎月第４土曜日 午前１０時～１２時   ６回 ２４人 

    ○生きがいサロンフェスティバルは新型コロナウイルスの影響により中止。 

    〇歌謡サロン・歌声サロンは令和３年度をもって廃止。 

  



  （１３）買物交流ツアー 

     新型コロナウイルスの影響により中止。 

 

 ２ 福祉ボランティアの育成・活動支援 

（１）ボランティア養成講座(基礎編) 

開催期日 内 容 会場 受講者 

５月１３日(木) 

オリエンテーション 

地域包括ケアシステムとくろねえポ

イントについて 

ボランティア活動について 

ボランティア活動紹介 

 
 
 

いきいきプラザ 

保健センター 

 

 

 

 

１９人 

５月２０日(木) 

運動実習・工作実習 

ボランティア登録・保険加入・くろね

え手帳の交付について 

 
（２）ボランティアフォローアップ研修 

   居場所サポートボランティアまたは訪問ボランティア養成講座を受講した方の 
スキルアップを目的に開催。（町健康福祉課と共催で実施） 

開催期日 内 容 会場 受講者 

１２月２日(木) 
ボランティアに活用できる体操、救急

救命について学ぶ 

いきいきプラザ 

保健センター 
２５人 

 
（３）手話奉仕員養成講座（基礎課程）   (講師 宇都宮市聴覚障害者協会) 

開催期間 期 日 時 間 回 数 受講者 

４月～１１月 毎週木曜日 午後１時３０分～３時３０分 ２１回 ５人 

 

（４）朗読奉仕員養成講座中級コース（栃木県視覚障害者福祉協会との共催事業） 

                 （ 講師 菊地 晶子氏 ） 

開催期間 期 日 時 間 回 数 受講者 

４月～７月 

１０月～１月 
毎週水曜日 午後１時～４時 １０回 ６人 

 

（５）朗読ボランティア研修  ( 講師 柏崎 陽子氏 ） 

開催期間 期 日 時 間 回 数 受講者 

４月～７月 

１０月～１月 
毎月第１木曜日 午前１０時～１１時３０分 ８回 １８人 

             

（６）点字ボランティア研修   ( 講師 時本 勍子氏 ）  

開催期間 期 日 時 間 回 数 受講者 

４月～６月 

１０月～１月 
毎月第２水曜日 午前９時３０分～１２時 ７回 ９人 



（７）ボランティアセンター運営の充実 

① ボランティアに関する相談・登録・紹介・情報提供 

相談件数（通常）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８件 

          （くろねえポイント・訪問ボランティア ）・・・・１６件 

      マッチング件数(通常)・・・・・・・・・・・・・・・・・・７件 

             (くろねえポイント・訪問ボランティア)・・・１件 

個人ボランティア登録数・・・・・・・・・・・・・・・１８１人 

② ボランティア連絡協議会（Ｖ連）  

協力団体会員・・・・・・・・・・・・・・・・１５団体（１，９２０人） 

個人会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９人 

③ Ｖ連加入団体以外の把握ボランティア団体・・・・３団体（６１人） 

 

Ⅱ．基本目標２ 

 地域福祉活動を支える助け合い・支え合いの仕組みづくり 

 身近な小地域（自治会、地区社協）における福祉活動の活性に向けて、地域ごとの実態

を把握し、活動の支援に努めます。また、多様化する住民の福祉ニーズに対応するため、

公的な福祉サービスだけではなく、住民をはじめ、自治会、民生委員児童委員、ボランテ

ィアなどの関係団体や町、町社協などの機関が連携して、地域包括ケアシステムの構築も

見据えた地域ネットワークの形成に努め、住民参加による助け合い・支え合いのある町づ

くりを推進します。 

（第３次地域福祉活動計画より抜粋） 

 

 １ 福祉コミュニティづくりの推進 

（１）地区社協活動への援助 

地区社協名 助成額(会費還元分) 食事サービス助成額 合  計 

本郷小地区社協 262,000円 107,000円 369,000円 

本郷北小地区社協 324,000円 165,000円 489,000円 

上三川小地区社協 848,000円 149,000円 997,000円 

坂上小地区社協 143,000円 73,000円 216,000円 

北小地区社協 199,000円 62,000円 261,000円 

明治小地区社協 278,000円 138,000円 416,000円 

明治南小地区社協 200,000円 71,000円 271,000円 

合 計 2,254,000円 765,000円 3,019,000円 

◎ 助成金（会費還元分）算出根拠 

前年度の会費（普通会費・特別会費）の３分の１ 

◎ 食事サービス助成金算出根拠 

   （２００円×前年度配食対象者数）×１２月＋基本額４万円  

 



（２）地区社協連絡協議会 

      総  会 ５月２０日（木） 午後６時３０分 ２４名参加 
      研 修 会 新型コロナウイルスの影響により中止 

連 絡 会 ３月９日（水） 午後６時３０分 規模縮小開催 １２名参加 
 

（３）食事サービス事業の支援 

  一人暮らしの高齢者や両老世帯、障がい者世帯等にボランティアが手作りのお弁 

当を届け、地域でのつながりや交流を深める。 

実施地区 場所 開催日 利用者数 ボランティア数 

本郷小地区 本郷地域福祉センター きらきら館 毎月第 2水曜日 ２４人 ７人 

本郷北小地区 本郷北コミュニティセンター 毎月第１月曜日 ４５人 １３人 

上三川小地区 上三川いきいきプラザ 毎月第１火曜日 ３９人 ３４人 

北小地区 石田コミュニティセンター 毎月第 2土曜日 ８人 １０人 

坂上小地区 坂上コミュニティセンター 毎月第 2土曜日 １２人 １０人 

明治小地区 明治コミュニティセンター 毎月第１月曜日 ３５人 １７人 

明治南小地区 明治南コミュニティセンター 毎月第 2水曜日 １１人 １０人 

合    計 １７４人 １０１人 

 

（４）地域ネットワーク構築「くろねえ事業」 

① くろねえ会議（第２層協議体） 

くろねえ個別会議について理解を深めるため、「模擬会議」を行った。また、一人暮 

らしの人の緊急時体制について意見交換を実施した。 

開催地区 回数 参加者 

本郷小地区社協 １回 ２２人 

本郷北小地区社協 １回 ２６人 

上三川小地区社協 １回 １５人 

坂上小地区社協 － － 

北小地区社協 １回 ２５人 

明治小地区社協 １回 ２７人 

明治南小地区社協 － － 

  

② くろねえ個別会議 

 地域で困っている人に対し、その困りごとを取り巻く住民や関係機関を中心として 

話し合いを実施。自治会や班単位で認知症の人の見守りやゴミ出しが困難な人への近 

隣の協力体制づくり、緊急時の連絡体制の確認など困りごとの解決を目指す話し合い 

を行った。地域住民と情報を共有することで、地域の繋がりを強化した。 

  〇開催回数     １５回 

  〇対象者      １５名 

  〇延べ参加人数  １１２名 

 

 



（５）食事サービスボランティア連絡会    

開催期日 内 容 会場 参加者 

６月１０日(木) 

講話：高齢者の栄養について 

グループワーク：お弁当の模擬メニュ

ーを考えよう 

いきいきプラザ 

大会議室 

１７人 

 

（６）福祉協力員の設置・研修会 

   民生委員児童委員・福祉協力員合同研修会 （福祉協力員８４名） 

開催期日 内 容 会 場 対象者 参加者 

５月１４日(金) 

上三川小地区 

坂上小地区 

福祉協力員の役割と

具体的活動について 

いきいきプラザ 

大会議室 

民生委員児童委員 

福祉協力員 

地区社協会長 

２９人 

５月１７日(月) 

本郷小地区 

本郷北小地区 

３１人 

５月１９日（水） 

北小地区 

明治小地区 

明治南小地区 

３３人 

 
（７）福祉機器・イベント機材の貸し出し （  ）内は件数 

車椅子(大人用１７６)、募金箱（１）、拡声器（１）、ワイヤレスアンプ（３） 
延長コード（１）点字器（１）、筆談器（１）、プロジェクタ（１）、スクリー
ン（１）、輪投げ台（２） 
 

２ 自主活動の環境づくり 

  （１）上三川いきいきプラザ内団体事務室の管理と施設の活用 

① 団体事務室の運営 

  ○団体事務室運営委員会 

    新型コロナウイルスの影響により書面開催。 

  ○利用登録団体数・・・・・２２団体 

  ○新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上三川いきいきプラザ臨時休館 

  日は団体事務室の利用も中止し資料の印刷等のみの利用とした。 

    ○上三川いきいきプラザ臨時休館等に伴う団体事務室の利用中止日 

      令和３年８月２０日（金）～９月３０日（木） 

    〇上三川いきいきプラザ時間短縮営業に伴う団体事務室の利用時間変更日 

      令和３年８月１日（日）～８月１９日（木）２０時閉館 

      

 

 

 



月 利用団体数 時間：分 開館日（日） 利用者数（人） 

４ ４３ ４９：４７ ２８ １３５ 

５ ２４ ３６：０５ ２８ １３５ 

６ ２６ ３２：４０ ２８ １３０ 

７ １６ ２１：５２ ２８ ６４ 

８ ６ ７：０８ １９ １７ 

９ １ ０：１５  ０ １ 

１０ ３０ ５５：４５ ２８ １７６ 

１１ ２８ ４８：４８ ２８ １１９ 

１２ １７ ３８：３５ ２８ １０６ 

１ １２ ２９：１０ ２８ ８１ 

２ ６ ６：５８ ２１ １３ 

３ ２９ ４１：５３ ２８ １１７ 

合 計 ２３８ ３６８：５６ ２９２ １，０９４ 

月平均 １９ ３０：４４ ２４ ９１ 

１日平均 ０．８ １：１５ － ３．７ 

 

３ 関係機関との連携強化 

（１）各種団体との連携と支援 

・民生委員児童委員協議会（５１人）   ・シニアクラブ（１，５５８人） 

・ボランティア連絡協議会（１５団体・６９人） ・身体障害者福祉会（３４人） 

・手話サークル｢なかま｣（１２人）    ・手をつなぐ育成会（３４人） 

・朗読コスモスの会（１８人）      ・アイの会(視覚障がい者の会)(１０人)  

・点字サークル「ぽつてん」（９人)    ・遺族会（２７１人）       

・楽らく隊（２０人）          ・ろう者の会（１１人） 

・介護者の会たんぽぽ（１９人）     ・ぴょんぴょんの会（１２人） 

・すまいるファーム（１３人） 

     

○団体自主運営助成金を交付 

          上三川町シニアクラブ  （１００，０００円） 

          上三川町身体障害者福祉会（ １６，８００円） 

          上三川町手をつなぐ育成会（ １５，６００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）顔の見える関係会議 

開催期日 内 容 会 場 対象者 参加者 

６月２３日（水） 
医療・介護連携ガイドをテーマと

した意見交換 

オンライン

開催 

医療・ 

介護・ 

福祉関係 

従事者 

２７人 

１０月２７日（水） 

新型コロナウイルス感染症と戦う

医療と介護の現場から 

〇有限会社ポプラサポート 

代表取締役 大谷有紀氏 

〇新上三川病院 

医療連携室長 野澤里美氏 

２４人 

 

 （３）地域ケア会議・・・・・２３回 （内１回ｵﾝﾗｲﾝ開催、内２回書面開催） 

（くろねえ個別会議・自立支援型地域ケア会議を含む） 

 （４）保健、医療、福祉等関係機関との連携強化 

（５）町内社会福祉法人との連携・連絡会議の開催 

 新型コロナウイルス感染の影響により中止。 

 （６）介護予防ケアマネジメント業務 

   高齢者の自立を目標に要支援者・事業対象者に対し、総合事業によるサービス等 

が適切に行えるようケアマネジメントを実施。 

 （７）高齢者支援協議体（第１層協議体）への参画・・・・・２回 

 （８）介護支援専門員連絡会 

開催期日 内 容 会場 参加者 
 
 

４月２２日（木） 

介護報酬改定、日常生活支援総合事

業に関すること 

高齢者虐待早期発見チェックシー

トについて 

 

いきいきﾌﾟﾗｻﾞ 

大会議室 

 
 

２９人 

 

５月１４日（金） ＢＣＰ作成について感染症編 いきいきﾌﾟﾗｻﾞ 

中会議室 

１７人 

７月２１日（水） ＢＣＰ作成について自然災害編 １５人 

１１月１８日（木） 虐待研修 オンライン開催 ２７人 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ．基本目標３ 自立した生活を送ることができる基盤づくり   

 だれもが相談しやすい環境づくりに向けて、相談窓口の充実を図るとともに、相談窓口

や福祉サービス等の情報を住民が入手しやすいよう、情報提供体制を充実します。また、

住み慣れた地域での生活が続けられるよう、福祉サービスの利用支援に努めるとともに、

生活困窮者など、社会的に支援が必要な人へのサービス提供に努めます。 

（第３次地域福祉活動計画より抜粋） 

                               

 １ 相談支援体制の充実 

（１）総合相談窓口の充実      

① 個別支援相談受付件数  ４２８件 

相  談  内  容 件数 

総合相談 ２９ 

生活福祉資金（コロナ特例貸付を含む） ３８９ 

社会福祉金庫  ２ 

日常生活自立支援事業（あすてらす）  ２ 

成年後見制度  ２ 

緊急対応食事サービス事業  ４ 

② 地域支援相談受付件数    ５件 

相  談  内  容 件数 

団体関連 ２ 

居場所づくり関連 ３ 

 

（２）地域包括支援センターの受託 

① 総合相談支援業務  相談件数・・・・・３４５件 

            対応件数・・・７，０２３件 
 

② 権利擁護業務 

相  談  内  容 相談件数 対応件数 

成年後見制度関連 ８ １７７ 

虐待対応、カンファレンス １０ ３７１ 
 

③ 包括的、継続的ケアマネジメント支援業務   

内     容 回数 

ケアマネジャーのサポート ７４回 
 

④ 介護予防業務 

 ふれあいいきいきサロンやミニサロンで、フレイル予防・認知症予防・ズンドコ

体操などを実施し、高齢者の介護予防を図った。 

内    容 回数 延べ参加人数 

地域での出前講座  １２回 １７５人 



 

⑤ 地域包括ケア会議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２回 

 

（３）心配ごと相談事業の受託 

開催日時 場 所 相談員 相談件数 

毎月第２、第４水曜日 

午前９時～１２時 

(祝祭日等を除く) 

いきいきプラザ 

共用相談室 

民生委員児童委員 ８人 

人権擁護委員 ６人 

行政相談委員 ２人 

１８件 

開設日数 

１９日 

  

２ 情報提供体制の充実 

（１）「社協だより」の発行 

    ４月、５月、８月、１０月、１２月、２月  年６回発行（各 10,000部） 

   

（２）ホームページの充実 

    事業関連等の最新情報を随時掲載し、情報提供の充実を図った。  

 

 （３）コミュニケーション支援事業の受託 

   ① 手話通訳者登録数・・・・３０人 

   ② 要約筆記者登録数・・・・３１人 （内 手話・要約筆記重複登録数 ２人） 

○手話通訳者及び要約筆記者の派遣（派遣件数及び時間） 

 医療 学校・幼稚園 公的業務 その他家庭 ろう協関係 電話通訳 計 

件 派遣時間 件 派遣時間 件 派遣時間 件 派遣時間 件 派遣時間 件 派遣時間 件 派遣時間 

161 371:02 2 9:33 45 227:46 16 36:23 8 37:20 0 0:00 232 682:04 

○窓口対応 １００件 

 

  （４）社会資源情報マップの作成（新） 

    住民の生活に役立つよう、地域コミュニティの情報を含む町の社会資源情報を小

学校区ごとにまとめ、全戸配布した。 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  （５）ＩＣＴ活用整備事業（新） 

   オンライン研修の開催・参加のために、ヘッドセット及びＷＥＢカメラを購入した

ほか、ＷＥＢ会議ライセンスの取得や無線通信（Ｗｉ－Ｆｉ）環境を整備した。 

 

  （６）声の広報の配布（朗読コスモスの会の協力） 

開催日時 内 容 対象者 利用人数 

通年 
町及び社協広報紙を朗読しＣＤへ録音、

配布 
視覚障がい者 ６人 

 

３ 福祉サービスの利用支援 

（１）虐待啓発研修会（関係者向け） 

 介護支援専門員等が異常に気付き、虐待を早期発見・早期対応が出来るよう研修会

を実施。 

開催期日 内 容 会 場 参加者 

７月２９日（木） 
虐待の発見通報、相談について オンライン開催 

６人 

８月２０日（金） ２３人 

９月２１日（火） 

虐待の共通理解 

いきいきプラザ 

団体事務室 
６人 

１２月２１日（火） 
いきいきプラザ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 
６人 

 

（２）日常生活自立支援事業（通称あすてらす） 
   ① 利用契約者数 ・・・・・・・・・７件 

   ② 生活支援員 ・・・・・・・・・１２人（内職員７人） 

   ③ 生活支援員活動回数 ・・・・１６５回 

 

（３）成年後見制度普及啓発講演会 

開催期日 内 容 会 場 参加者 

６月２４日（木） 

講義 

「安心できる老後の生活に備えて」 

講師 

 司法書士 竹田 知史 氏 

いきいきプラザ 

大会議室 
２８人 

 

  （４）成年後見制度普及啓発相談会 

開催期日 内 容 会 場 参加者 

６月２４日（木） 司法書士による相談会 
いきいきプラザ 

中会議室 
４人 

 

 

 



  （５）成年後見勉強会  

開催期日 内 容 会 場 参加者 

１１月２５日（木） 成年後見制度について 

オンライン開催 

５人 

１２月９日（木） 任意後見について ３人 

１月２０日（木） 法定後見について ３人 

 

  （６）権利擁護出前講座  

    開催回数・・・・１回（いきいきサロンにて開催） 

    参加人数・・・・１２人 

    〇権利擁護に関するアンケートを実施。 

     開催回数・・・９回（いきいきサロン４回・ミニサロン５回） 

     参加人数・・・１０３人 

 

（７）成年後見制度の申立支援 

申立申請 ・・・・・・・・・・３件 

町長申立支援・・・・・・・・・２件 

 

（８）地域包括支援センターと連携した権利擁護業務 

常に地域包括支援センターと緊密に連携。虐待防止や困難を抱えた方への支援 

を通して利用者の権利擁護を心がけた。 

 

（９）指定介護予防支援事業            令和４年３月３１日現在 

事業対象者（要支援となるリスクが高い高齢者） ８５人 

要支援１・２認定者 ２２４人 

指定介護予防支援利用契約者（新規） ９９人 

介護予防支援サービス計画（ケアプラン）作成件数 ２，７２６件 

介護予防支援サービス計画作成委託契約締結居宅介護支援事業者 ３０事業所 

介護予防支援サービス計画（ケアプラン）作成委託件数 １，１８７件 

サービス担当者会議 ２５７回 

 

４ 社会的な支援を必要としている人への支援 

  （１）認知症の人と家族の集いの場「えんがわ」の実施 

会 場 回 数 延べ参加者 

 上三川いきいきプラザ ８回 １３０人 

 明治コミュニティセンター ７回  ６５人 

 

  （２）認知症初期集中支援チーム連絡会・・・・・３回開催 

     認知症関連相談・・・４４件 

     チーム員会議・・・３件       



   （３）認知症サポーター養成講座 

内 容 対 象 回数 参加者 

認知症サポーター養成講座 住民・中高生サマースクール ３回 ８３人 

    ※小・中学生向け２回は３ページに記載           

     住民キャラバンメイトが講師役となり実施（３回） 

    ※認知症サポーター数  ６，３９８人（令和４年３月末現在） 

 

  （４）認知症相談会   １回・・・３件 

 

  （５）認知症家族交流会（新） 

開催期日 内 容 会 場 参加者 
 

７月６日（火） 

「高齢者と栄養」 

講師：上三川町健康福祉課 

   管理栄養士 池ノ谷恵梨佳氏 

いきいきプラザ 

中会議室 

 

７人 

 

７月１６日（火） 

「認知症の理解のために」 

講師：自治医科大学付属病院認知症

疾患医療センター  

センター長 須田史郎氏 

 

いきいきプラザ 

大会議室 

 

３人 

 

７月２６日（火） 

「知っておきたい薬のこと」 

講師：㈱パワーファーマシー 

   管理薬剤師 塩野入 洋氏 

いきいきプラザ 

中会議室 

 

７人 

   

  （６）キャラバンメイトスキルアップ研修 

開催期日 内 容 会 場 参加者 

５月２１日（金） 
活動報告、活動予定について意見交

換 

 
 

いきいきプラザ

大会議室 

 

１５人 

 

７月１６日（火） 

「認知症の理解のために」 

講師：自治医科大学付属病院認知症

疾患医療センター  

センター長 須田史郎氏 

 

１５人 

 

（７）寝たきり老人紙おむつ支給事業 

    寝たきりの状態にあり、要介護３以上で６５歳以上の高齢者に年間１５，０００ 

円の紙おむつ支給券を発行した。 

利用者数 ・・・１５８人  協定業者 ・・・・・４社 

 

（８）理容・美容サービス料金助成事業 

    寝たきりの状態にあり、要介護３以上で６５歳以上の高齢者に１回の助成額 

１，５００円の券４枚綴を発行した。 

利用者数 ・・・・９０人  協定業者 ・・・・１８社 



 

 

（９）タクシー料金助成事業 

  対象者へタクシー券を年５０枚（１枚５００円分）を交付した。 

対 象 者 利用者数 

身体障害者手帳１，２級 １３０人 

療育手帳Ａ１，Ａ２   ５人 

精神保健福祉手帳１級   １２人 

合  計 １４７人 

 

（１０）緊急対応食事サービス事業 

食事が確保できず生命の維持に支障をきたす恐れのある人に対し、一時的に食

事を提供し各種の支援サービスにつなげた。 

利用者数 ・・・・・４件（延べ食数 ４２食） 

                     

  （１１）ひきこもり対策事業（新）         

   ひきこもりに関する普及・啓発及び関係機関の 

情報を掲載したパンフレットを作成し、全戸配布した。 

 

 

 

  

 

 

 

（１２）貸付事業 

貸 付 資 金 名 相 談 件 数 貸 付 件 数 

生活福祉資金（県社協より受託） ３８９件 １２７件 

社会福祉金庫   ２件   ０件 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減少した世帯に対する緊急小口 

資金貸付及び総合支援資金貸付の貸付相談、申請手続きを行政、郵便局、県社協 

等関係機関と連携して対応した。 

※生活福祉資金申請内訳 緊急小口資金特例貸付 ７２件 

            総合支援資金特例貸付 ５５件 

 

（１３）福祉車両（どりーむ号・いきいき号）の貸し出し 

   車いす利用の高齢者や障がい者の移動手段として車いす搭載車両２台体制で対応 

し、介護者や車いす利用者の負担軽減を図る。 

① 新規利用登録者・・・２７人  

②  貸出件数・・・１６２件（どりーむ号 ９１件、いきいき号 ７１件） 

 

 



（１４）日常生活外出支援ボランティア事業 

  外出の支援が得られない高齢者・障がい者・難病患者の日常生活上の外出を登録

ボランティアが支援する。 

利用登録者数 延べ利用回数 登録ボランティア数 延べ活動人数 

５５人 ２回 ６０人 ２人 

 

(１５) ハートフォー・ユー事業(生理用品無償配布事業)（新） 

  経済的理由等で生理用品を入手することが困難な方及びネグレクトにより生 

理用品を用意してもらえない子どもたちを対象に現物を無料で配布する。 

①関係機関窓口配布数 

配布物・配布数 生理用ナプキン ２００セット 

     １セットの内容 生理用ナプキン(昼用) ２袋(１袋あたり１６個) 

生理用ナプキン(夜用) ２袋(１袋あたり１０個) 

 

 

 

 

 

 

 

 

②町内小中学校配布数 

 配布物 生理用ナプキン(昼用)１７個入り ７１５パック 

      生理用ナプキン(夜用)１２個入り ３０パック (中学校のみ配布) 

 

 
 
 
 

 

     

              

      

 

 

  

   

 

 

        

※生理用ナプキン（夜用）を含む合計数 

       

配布窓口 設置数（セット） 配布数（セット） 

上三川町健康福祉課 ５０ ３０ 

上三川町子ども家庭課 ５０ ３４ 

上三川町立図書館 ５０ ５０ 

上三川いきいきプラザ 

上三川町社会福祉協議会 
５０ ５７ 

合 計 ２００ １７１ 

学校名 学校への配布数 

（パック） 

学校から児童・生徒への

配布数 

パック 個数 

本郷小学校 ２１ ０ ５ 

本郷北小学校 ３３ ０ ３ 

上三川小学校 １１５ ０ １６ 

坂上小学校 １７ ０ ５ 

北小学校 ２７ ０ ０ 

明治小学校 ４０ ０ ２ 

明治南小学校 ２４ ３ ４１ 

本郷中学校 ※１３９ ８ ８ 

上三川中学校 ※１８７ ４７ ７９４ 

明治中学校 ※１４２ １６ １１ 

合 計 ７４５ ７４ ８８５ 

 



Ⅳ．基本目標４ 安心して暮らせる地域環境づくり 

 子どもからお年寄りまで、町に住むだれもが住み慣れた地域で安心して生活ができるよ

う、災害等の緊急時を見越した平常時からの安否確認体制を整備するなど、地域の防災力・

防犯力の向上に努めます。また安全・快適な生活が送れるよう、バリアフリーの推進に努

めます。 

（第３次地域福祉活動計画より抜粋） 

 

１ 安心・安全な地域づくり 

  

 （１）地域見守りパトロール事業「地域の安全見守り隊」（発足 Ｈ１８．１．１３） 

① 連絡会 

   新型コロナウイルスの影響により中止した。 

なお、全隊員へアンケート調査を実施し、活動についての改善策を検討し回答 

した。                        ※登録隊員数１５７人 

 

② 機動力整備事業（機動部隊の発足 Ｈ２７.４．８） 

  青色回転灯を装備した車両で町内を巡回。７小学校区に担当を配置し、見守り 

体制の強化を図る。 

実施期間 活動区域 見守り対象 隊員数 

通年 町内全域 主に児童・生徒 １２人 

 

２ 地域の防災力・防犯力の向上  

 

（１）災害時の支援体制の確立 

 ① ８月５日（木）、町と災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定を 

締結した。 

 ② 大規模災害時対応模擬訓練及び災害ボランティア研修 

期  日 内  容 参加者 

９月２２日（水） 

本会職員を対象に、災害ボランティアセンターの

意義・役割やコロナ禍における運営方法について

学び、災害時における対応力の向上を図った。 

 

職員 １１人 

 

    

３ 人にやさしいまちづくり  

 （１）子供の遊び場設置費及び補修費助成事業の推進 

     申請自治会 ・・・・・・・１件 

 



Ⅴ． 法人運営 

 
１ 社会福祉協議会の基盤強化 

  （１）理事会・評議員会、評議員選任・解任委員会の開催 

①理事会（１２人）・・・・・・・・・・・・・７回 

★第１回理事会 令和３年４月１日（木） 午前９時～ 

議 案 議  案  内  容 

議案第１号 会長、常務理事の選定について 

 

★第２回理事会 令和３年６月１日（火） 午後１時３０分～ 

議 案 議  案  内  容 

議案第２号 評議員選任・解任委員の選任について 

議案第３号 評議員選任候補者の推薦について 

議案第４号 令和２年度事業の承認について 

議案第５号 令和２年度社会福祉事業収入支出決算の承認について 

議案第６号 令和２年度公益事業収入支出決算の承認について 

議案第７号 令和３年度定時評議員会の開催について 

議案第８号 令和３年度第１回評議員選任・解任委員会の開催について 

 

★第３回理事会 令和３年６月１６日（水） 午後１時３０分～ 

議 案 議  案  内  容 

議案第９号 会長、副会長、常務理事の選定について 

 

★第４回理事会 新型コロナウイルスの影響により書面開催 

        決議日：令和３年９月２２日（水） 

議 案 議  案  内  容 

報告第１号 第３次地域福祉活動計画の進捗状況について 

報告第２号 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う事業実施方針について 

報告第３号 共同募金配分金事業における事業計画の変更について 

議案第１０号 令和３年度資金運用方針について 

議案第１１号 令和３年度社会福祉事業補正予算第１号について 

議案第１２号 令和３年度公益事業補正予算第１号について 

議案第１３号 書面による令和３年度第２回評議員会の開催について 

 

★第５回理事会 令和３年１２月１５日（水） 午後１時３０分～ 

議 案 議  案  内  容 

報告第４号 会長及び常務理事の職務の執行状況について 

報告第５号 令和３年度事業の執行状況について 

議案第１４号 定款の一部改正について 

議案第１５号 経理規程の一部改正について 



議案第１６号 令和３年度社会福祉事業補正予算第２号について 

議案第１７号 令和３年度第３回評議員会の開催について 

 

★第６回理事会 書面開催 

        決議日：令和４年２月４日（金） 

議 案 議  案  内  容 

議案第１８号 書面による令和３年度第４回評議員会の開催について 

 

★第７回理事会 令和４年３月２２日（火） 午後１時３０分～ 

議 案 議  案  内  容 

報告第６号 令和３年度栃木県指導監査結果について 

報告第７号 職員採用試験の結果について 

議案第１９号 副会長の選定について 

議案第２０号 評議員選任候補者の推薦について 

議案第２１号 苦情解決に関する第三者委員の承認について 

議案第２２号 団体事務室運営委員会規程の廃止について 

議案第２３号 嘱託職員就業規則の一部改正について 

議案第２４号 令和３年度社会福祉事業補正予算第３号について 

議案第２５号 令和３年度公益事業補正予算第２号について 

議案第２６号 役員等賠償責任保険契約について 

議案第２７号 令和４年度事業計画について 

議案第２８号 令和４年度社会福祉事業収入支出予算について 

議案第２９号 令和４年度公益事業収入支出予算について 

議案第３０号 令和３年度第２回評議員選任・解任委員会の開催について 

議案第３１号 令和３年度第５回評議員会の開催について 

 

②評議員会（２３人）・・・・・・・・・・・ ５回 

★定時評議員会 令和３年６月１６日（水） 午前１０時～ 

議 案 議  案  内  容 

議案第１号 役員の選任について 

議案第２号 令和２年度事業の承認について 

議案第３号 令和２年度社会福祉事業収入支出決算の承認について 

議案第４号 令和２年度公益事業収入支出決算の承認について 

 

★第２回評議員会 新型コロナウイルスの影響により書面開催 

         決議日：令和３年１０月１日（金） 

議 案 議  案  内  容 

報告第１号 第３次地域福祉活動計画の進捗状況について 

報告第２号 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う事業実施方針について 

報告第３号 共同募金配分金事業における事業計画の変更について 



議案第５号 令和３年度社会福祉事業補正予算第１号について 

議案第６号 令和３年度公益事業補正予算第１号について 

 

★第３回評議員会 令和３年１２月２２日（水） 午後１時３０分～ 

議 案 議  案  内  容 

報告第４号 令和３年度事業の執行状況について 

議案第７号 定款の一部改正について 

議案第８号 令和３年度社会福祉事業補正予算第２号の承認について 

 

★第４回評議員会 書面開催 

         決議日：令和４年２月１４日（月） 

議 案 議  案  内  容 

議案第９号 理事の選任について 

 

★第５回評議員会 令和４年３月２８日（月） 午後１時３０分～ 

報告第５号 令和３年度栃木県指導監査結果について 

報告第６号 職員採用試験の結果について 

議案第１０号 令和３年度社会福祉事業補正予算第３号について 

議案第１１号 令和３年度公益事業補正予算第２号について 

議案第１２号 令和４年度事業計画について 

議案第１３号 令和４年度社会福祉事業収入支出予算について 

議案第１４号 令和４年度公益事業収入支出予算について 

 

③評議員選任・解任委員会（５人）・・・・・・・２回 

★第１回評議員選任・解任委員会 令和３年６月１６日（水） 午後２時３０分～ 

議 案 議  案  内  容 

議案第１号 委員長の選任について 

議案第２号 評議員の選任について 

   

★第２回評議員選任・解任委員会 令和４年３月２５日（金） 午後１時３０分～ 

議 案 議  案  内  容 

議案第３号 評議員の選任について 

 

④監事会（２人）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１回 

令和３年５月２６日（水） 午後１時３０分～２時４５分 
 

⑤補助団体監査（上三川町監査委員２人）・・・・・・・・・・１回 

令和３年７月７日（水） 午前９時００分～１０時１０分  

 

   ⑥県指導監査（栃木県保健福祉部指導監査課２人）・・・・・・１回 

     令和３年１１月１１日（木） 午後１時３０分～３時３０分   



  （２）民間財源の充実 

① 社協会員（会費）募集 

   （ア）社協会費説明会 

期  日 内  容 会 場 対象者 参加者 

６月２５日（金） 

第１部：１５時 

第２部：１９時 

・社会福祉協議会の活動に

ついて 

・会員募集について 

いきいき 

プラザ 

大会議室 

自治会長 
第１部：３１人 

第２部：２４人 

（イ）会員募集期間・・・・・・令和３年７月１日～８月７日 

（ウ）実績額（総額）・・・・・ ７，７１２，１００円 

 

内 

訳 

 

賛助会員（１口５，０００円） １，００５，０００円 ２０１口 

施設会員（１口５，０００円） ５５，０００円 １１口 

特別会員（１口３，０００円） ３８４，０００円 １２８口 

普通会員（１口１，０００円） ６，２６０，０００円 ６，２６０口 

その他 ８，１００円  

 

② 共同募金運動 

（ア）栃木県共同募金会上三川町支会運営委員会の開催 

○第１回運営委員会 

期日及び場所：令和３年６月１日（火） いきいきプラザ 

議  題  

＊令和２年度共同募金事業報告について 

＊令和２年度共同募金決算の承認について 

＊令和３年度共同募金Ｂ募金目標額について 

○第２回運営委員会 

新型コロナウイルスの影響により書面開催 

決議日：令和３年９月２２日(水) いきいきプラザ 

報  告 

＊共同募金Ｂ募金配分金の使途変更について 

議  題   

＊令和３年度共同募金事業計画（案）について 

＊令和３年度共同募金予算（案）について 

       〇第３回運営委員会 

         期日及び場所：令和４年３月２２日（火） いきいきプラザ 

議  題   

＊会則の一部改正について 

 

（イ）実施期間 ・・・・・・令和３年１０月１日～１１月３０日 

（ウ）実績額（総額）・・・・・４，７８４，１２６円 

 

内 

訳 

 

戸別募金 ３，０３１，６３８円 

事業所募金 １，３９８，９００円 

学校募金 １９９，１８２円 

職域募金 ５８，２０２円 

バッジ募金 ５７，０００円 



その他の募金 ３９，１９３円 

利息 １１円 
    

（エ）災害たすけあい義援金    

義援金名 件数 金額 

令和３年大雨災害義援金 ４件 １５０，０００円 
 

③ 「しあわせ基金」の安全かつ有利な運用 

（ア）基金総額・・・・・・・・・・・・１１６，４７１，９１１円 

運用内訳 普通預金・・・・・・・・２，５２１，９１１円 

定期預金・・・・・・・２０，０００，０００円 

        有価証券・・・・・・・９３，９５０，０００円 

  ＊基金の一部を取崩し、各種地域福祉活動に充当する。 
 

④ 善意銀行 

（ア）金品、物品の預託・払い出し 

○金品預託  ３９件  ６４３，８０１円 

〇物品預託   １件  車いす４台・子ども用車いす２台 

〇しあわせ基金への払い出し  ６００，０００円 

 
※ 以上のほか、平成２９年度に策定した第３次地域福祉活動計画に基づく各種の事務事
業について、見直しも含め随時、調査・研究を行った。 


