
平成２７年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会福祉事業報告 

 

１．会務の運営 

（１） 理 事 会 

（第１回） 

期  日  平成２７年５月２０日（水）午後２時００分から 

場  所  長生村総合福祉センター ２階 教養室 

出席者数  １３名（理事１１名、監事２名） 

（議 案） 

議案第１号  人事異動に伴う評議員の選任について 

（認 定） 

認定第１号  平成２６年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業報告の認定を求めることについて 

認定第２号  平成２６年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業決算の認定を求めることについて 

認定第３号  平成２６年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業報告の認定を求めることについて 

認定第４号  平成２６年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業決算の認定を求めることについて 

※ 監査報告 平成２６年度事業全般並びに会計全般決算監査報告 

（全議案承認可決となる） 

 

（第２回） 

期  日  平成２７年１２月２日（水）午後２時００分から 

場  所  長生村総合福祉センター ２階 教養室  

出席者数  １３名（理事１１名、監事２名） 

（承 認） 

承認第１号  専決処分した事件の承認を求めることについて 

承認第２号  専決処分した事件の承認を求めることについて 

承認第３号  専決処分した事件の承認を求めることについて 

（議 案） 

   議案第１号  社会福祉法人 長生村社会福祉協議会評議員の選任の同

意を求めることについて 

   議案第２号  平成２７年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業補正予算第２号（案）について 

   議案第３号  平成２７年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業補正予算第３号（案）について 

（全議案承認可決となる） 

 



（第３回） 

期  日  平成２７年１２月２２日（火）午後２時００分から 

場  所  長生村総合福祉センター ２階 教養室 

出席者数  １３名（理事１１名、監事２名） 

（議 案） 

議案第１号  会長１名、副会長２名の互選について 

（会長指名） 

指名第１号  会長に事故あるとき、副会長が会長の職務代理を行う順

位の指名について 

指名第２号  会長、副会長に事故あるとき、理事が会長の職務代理を

行う順位の指名について 

指名第３号  常務理事の指名について 

（会長選任）  

選任第１号  内部監査人の選任について 

       （全議案承認可決となる） 

 

 

（第４回） 

期  日  平成２８年３月２３日（火）午後２時００分から 

場  所  長生村総合福祉センター ２階 教養室 

出席者数  １４名（理事１２名、監事２名） 

（議 案） 

議案第１号  人事異動に伴う評議員の選任について 

議案第２号  平成２７年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業補正予算第３号（案）について 

議案第３号  平成２７年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業補正予算第４号（案）について 

議案第４号  平成２８年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業計画（案）について 

議案第５号  平成２８年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業歳入歳出予算（案）について 

議案第６号  平成２８年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業計画（案）について 

議案第７号  平成２８年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業歳入歳出予算（案）について 

（全議案承認可決となる） 

 

 

 



（２） 評 議 員 会 

（第１回） 

期  日  平成２７年５月２１日（木）午後２時００分から 

場  所  長生村総合福祉センター ２階 教養室 

出席者数  ２３名（評議員２０名、会長、監事２名） 

（議 案） 

議案第１号  人事異動に伴う理事の選任について 

（承 認） 

承認第１号  平成２６年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業報告の承認を求めることについて 

承認第２号  平成２６年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業決算の承認を求めることについて 

承認第３号  平成２６年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業報告の承認を求めることについて 

承認第４号  平成２６年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業決算の承認を求めることについて 

※ 監査報告 平成２６年度事業全般並びに会計全般監査報告 

（全議案承認可決となる） 

 

（第２回） 

期  日  平成２７年１２月１５日（水）午後２時００分から 

場  所  長生村総合福祉センター ２階 教養室  

出席者数  ２３名（評議員２２名、会長） 

（承 認） 

承認第１号  専決処分した事件の承認を求めることについて 

承認第２号  専決処分した事件の承認を求めることについて 

承認第３号  専決処分した事件の承認を求めることについて 

（議 案） 

議案第１号  社会福祉法人 長生村社会福祉協議会理事、監事の選任 

 の同意を求めることについて 

   議案第２号  平成２７年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業補正予算第２号（案）について 

   議案第３号  平成２７年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業補正予算第３号（案）について 

（全議案承認可決となる） 

 

 

 

 



（第３回） 

期  日  平成２８年３月２４日（水）午後２時００分から 

場  所  長生村総合福祉センター ２階 教養室 

出席者数  １７名（評議員１６名、会長） 

（議 案） 

議案第１号  平成２７年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業補正予算第３号（案）について 

議案第２号  平成２７年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業補正予算第４号（案）について 

議案第３号  平成２８年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業計画（案）について 

議案第４号  平成２８年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会社会

福祉事業歳入歳出予算（案）について 

議案第５号  平成２８年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業計画（案）について 

議案第６号  平成２８年度社会福祉法人 長生村社会福祉協議会公益

事業歳入歳出予算（案）について 

（全議案承認可決となる） 

 

（３）監事監査 

期  日  平成２７年５月８日（金） 

場  所  長生村総合福祉センター ２階 研修室 午前９時から 

出席者数  ６名（会長、監事２名、事務局３名） 

（内 容） 平成２６年度事業全般並びに会計全般決算監査について 

（監査結果は、特に問題はなしとの報告を受けた） 

 

（４）内部監査：年５回開催 

（第１回）平成２７年 ６月１９日（第２回）平成２７年 ９月 ７日 

（第３回）平成２７年１１月２６日（第４回）平成２８年 １月２９日 

（第５回）平成２８年 ３月２５日 

（内 容）平成２７年度長生村社会福祉協議会事業、会計監査 

 

（５）登記について 

平成２７年５月２５日（月） 本会資産総額変更登記完了 

（組合等登記令第６条第３項に規定するところによる。） 

 

 

 

 



（６）主な会議、研修会、大会への参加 

①一日赤十字（防災、減災講習会） 

期 日：平成２８年２月２日（火） 

場 所：長生村総合福祉センター ２階 教養室    

参加者：一般８名、講師２名、長生村赤十字奉仕団１６名、事務局 

 

②第６５回千葉県社会福祉大会 

期 日：平成２７年１１月１３日（金） 

場 所：青葉の森公園芸術文化ホール（千葉市） 

参加者：会長、副会長、常務理事、事務局長 

 

③第４７回千葉県身体障害者福祉大会 

期 日：平成２７年１１月１８日（水） 

場 所：青葉の森公園芸術文化ホール（千葉市） 

参加者：身体障がい者福祉会役員、事務局 

 

④第５５回千葉県老人クラブ大会 

期 日：平成２８年１月２０日（水） 

場 所：千葉県南総文化ホール（館山市） 

参加者：老人クラブ連合会役員、事務局 

 

（７）福祉活動の助成と育成強化 

① 広報「長生福祉」 第１２７号、第１２８号発行 全世帯配布 

② 関係団体への助成 

ア．老人クラブ連合会 イ．身体障がい者福祉会  

ウ．日本赤十字奉仕団  

 

（８）地域福祉ネットワーク事業の推進 

①ボランティアセンターの充実            

ア．ボランティア活動保険登録者数：１６５名加入 

 

②高齢者ふれあい事業の実施 

ア．実 績１９２回 延べ参加者数２，６１０人 

（ 月、火、水、木は毎週、金曜日は隔週 ） 

イ．内 容：ラジオ体操、散歩、外出、レクリエーション等 

ウ．場 所：長生村総合福祉センター １階 集会室 

エ．利用会員登録者数：８８名（平成２８年３月３１日現在） 

平均年齢８４．８歳 

オ．ボランティア数：延べ３３０名、ドライバー数：延べ３２０名 



③おとこの料理教室 

ア．実 績：実施回数１２回 延べ参加者数９２人 

（第２又は第４金曜日何れか、月１回実施） 

イ．内 容：調理実習 

ウ．場 所：長生村保健センター ２階 調理室 

エ．利用会員登録者数：１２名（平成２８年３月３１日現在） 

 

④在宅福祉介護用品貸出事業  

ア．貸出状況：車イス 長 期（３ヶ月以上）    ４件 

短 期          ２５件 

＊ 合 計      ２９件 

：ベッド 長 期（３ヶ月以上）    ２件 

短 期           ２件 

＊ 合 計       ４件 

 

⑤外出支援サービス事業（受託） 

ア．実 績 利用者数（延べ１，６０８人） 

イ．利用会員登録者数：２５８名（実利用者数１１１名） 

（平成２８年３月３１日現在） 

 

⑥小域福祉圏ネットワーク推進事業 

ア．設置場所：八積小域、高根小域、一松小域（各小学校区） 

イ．対 象 者：ひとり暮らしの高齢者 

ウ．活動内容：福祉交流会（小学校の運動会、バザー等へ招待）、友愛訪

問（プレゼントを持って自宅へ訪問）、推進会議（推進委

員により、年数回開催） 

 

（９）心配ごと相談事業（相談所の開設） 

①対 象 者：全村民を対象 

②開 設 日：毎月第１月曜日（要予約） 

③開設時間：午前１０時から午後３時まで  

④開設場所：長生村総合福祉センター ２階 相談室 

⑤相談件数：なし 

 

（１０）法外援護活動の推進 

①日本赤十字社資募金活動の推進 

ア．職域募金      ３８件      ５３，０００円 

イ．その他募金（街頭募金、募金箱など） １１２，３３８円 

募金額合計  １６５，３３８円 



②共同募金運動の推進 

ア．戸別募金   ２，６７１件   １，３３５，５００円 

イ．法人募金     １８０件     ７７２，５３９円 

ウ．個人募金       ４件       ８，５００円 

エ．職域募金      ３１件      ３１，０００円 

オ．学校募金       ３件      ３２，２４７円 

カ．その他の募金              ６，１１１円 

募金額合計   ２，８８９件   ２，１８５，８９７円 

目標額 ２，２７０，０００円   達成率  ９６．３％ 

 

③地域歳末募金 

ア．戸別募金   ２，６４４件     ５２８，８００円 

募金額合計  ２，６４４件     ５２８，８００円 

   

（１１）子育て支援事業 

①学童保育事業（受託） 

ア．八積第１学童保育所（定員２５名）児童数：３６名 

指導員： ５名 

イ．八積第２学童保育所（定員４０名）児童数：４１名 

指導員： ３名 

ウ．高根学童保育所  （定員６５名）児童数：８２名 

指導員： ８名 

エ．一松学童保育所  （定員３０名）児童数：２６名 

指導員： ５名 

内  容：学校終了後に小学校１年から６年までの児童を預かり、学童

保育所にて適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育

成を図るための事業 

 

（１２）長生村結婚相談事業 

①会議開催：月１回 

場 所：長生村総合福祉センター ２階 相談室 

内 容：結婚相談所開設時又は、登録者等の相談員による情報交換、ふ

れあいパーティー、婚活セミナーについて 

 

②婚活セミナー 

 開催日：平成２８年２月７日（日） 

 場 所：長生村総合福祉センター ２階 教養室 

 内 容：男前講座 

 参加者：１０名 



③ふれあいパーティー  

開催日：平成２８年２月２８日（日） 

場 所：大原ガーデン、ヴィラそとぼう 

※ カップル成立７組 

 

④相談所開設（毎月第３日曜日） 

場 所：長生村コミュニティセンター ２階 

相談件数１８件、新規登録者３名、婚姻成立なし 

 

（１３）福祉サービス利用援助事業 

  ア．実 績：相 談 件 数   ４回 

利 用 者 数   ２名 

        支 援 回 数  ２２回 

        相談訪問調査 １２９回 

        支 援 員 数   ３名 

 

（１４）福祉資金事業 

①福祉資金事業  

ア．実 績：借入申込者数  ９名 

貸付者数    ７名 

貸付総額  ２１万円 

 

  ②生活福祉資金事業 

 ア．実 績：借入申込者数 ２名 

貸 付 者 数 ２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開催日 事業名 場所 内容

・運営委員の委嘱について

・委員長・副委員長の互選について

・平成26年度事業報告・決算報告について

・平成27年度事業計画・予算について

・総会について

・親睦会について

・安全適正就業推進委員の委嘱について

・委員長・副委員長の互選について

・平成27年度活動方針について

・パトロールについて

・小石拾い

（会員50名参加）

・平成26年度事業報告・決算報告について

・平成27年度事業計画・予算について

・緊急時連絡系統図について

・長生村シルバー人材センター安全・適正基準・

安全の心得について

・安全パトロールチェックシートについて

・親睦会について

・安全講習会

・都道府県シルバー人材センター連合事務局長

会議の開催結果報告

・平成28年度概算要求について

・介護保険制度の改正について

（局長出席）

・各センターの現状と課題について

（会長、局長出席）

・都道府県シルバー人材センター連合事務局長

会議の開催結果報告

・平成28年度概算要求について

・介護保険制度の改正について

（局長出席）

・各センターにおける安全就業の現状と課題

について

・安全就業について（講演）

・平成28年度の事務局について

（会長、局長出席）

・平成27年度都道府県シルバー連合会長会議報告

・講演

（会長、局長出席）

・運営委員の委嘱について

・委員長・副委員長の互選について

平成27年
6月3日

第１回
運営委員会

尼ヶ台公園会議室

第１回
安全・適正就業
推進委員会

尼ヶ台公園会議室

公益事業報告

平成２７年度　社会福祉法人長生村社会福祉協議会

6月30日
平成27年度

総会
長生村役場
３階会議室

6月20日
ボランティア活

動
旧長生技術
高等専門校

11月10日
第１回

上総地域協議会
大網白里市役所
中央公民館

9月18日
第1回

事務局長会議
千葉県教育会館

3月28日
第２回

運営委員会
尼ヶ台公園会議室

平成28年
2月1日

第2回
事務局長会議

千葉市きぼーる
13階ビジネス
支援センター

3月4日
会長・理事長

会議

千葉市きぼーる
13階ビジネス
支援センター

2月24日
第２回

上総地域協議会
大網白里市役所
中央公民館

 


