
令和元年度 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．理事会 

（第１回） 

期  日  令和元年５月２９日（水） 午後２時から 

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） 

（報 告） 

報告第１号 専決処分した事件の報告について 

報告第２号 専決処分した事件の報告について 

（承 認） 

 承認第１号 平成３０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３０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３０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３０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３０年度事業全般並びに会計全般決算監査報告 

（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推薦について 

議案第２号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会評議員の推薦について 

議案第３号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会定時評議員会の開催に 

ついて 

（全議案承認可決となる） 

 

（第２回） 

期  日  令和元年６月１８日（火） 午後３時３０分から 

場  所  長生村総合福祉センター ２階 研修室  

出席者数  １４名（理事１２名、監事２名） 

（報 告） 

報告第 1号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会会長の職務の執行状況 

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会長、副会長及び常務 

理事の選任について 

（全議案可決となる） 

 

（第３回） 

期  日  令和元年１２月５日（木） 午後１時３０分から 

場  所  長生村総合福祉センター ２階 研修室  

出席者数  １１名（理事９名、監事２名） 

（報 告） 

   報告第１号 専決処分した事件の報告について 

   報告第２号 専決処分した事件の報告について 

報告第３号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会会長の職務の執行状況 

について 

（議 案） 

   議案第１号 長生村シルバー人材センター利用料金の改定について 

 議案第２号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会評議員会の開催につい 

て 

（全議案可決となる） 

 

（第４回） 

期  日  令和２年３月１１日（火） 午後１時３０分から 

場  所  長生村総合福祉センター １階 集会室 

出席者数  １３名（理事１１名、監事２名） 

（報 告） 

報告第１号 専決処分した事件の報告について 

報告第２号 長生村災害ボランティア協力者登録制度要綱について 

（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推薦について 

議案第２号 令和元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号について 

議案第３号 令和元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１号について 

議案第４号 令和２年度社会福祉法人長生村社会福祉協議会社会福祉事 

業計画について 

議案第５号 令和２年度社会福祉法人長生村社会福祉協議会社会福祉事 

業当初予算について 



議案第６号 令和２年度社会福祉法人長生村社会福祉協議会公益事業計 

画について 

議案第７号 令和２年度社会福祉法人長生村社会福祉協議会公益事業当 

初予算について 

議案第８号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会評議員会の開催につい 

て 

（全議案可決となる） 

 

  （第５回） 

   期 日  令和２年３月１９日（木） 決議の省略により実施 

  （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会決議の省略に 

ついて 

（全議案同意可決となる） 

 

２．評議員会 

（第１回） 

期  日  令和元年６月１８日（火） 午後１時３０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（評議員１１名、会長、監事２名） 

（報 告） 

報告第１号 専決処分した事件の報告について 

報告第２号 専決処分した事件の報告について 

（承 認） 

承認第１号 平成３０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３０年度社会福祉法人長生村社会福祉協議会社会福祉 

事業決算報告の承認を求めることについて 

承認第３号 平成３０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３０年度社会福祉法人長生村社会福祉協議会公益事業 

決算報告の承認を求めることについて 

※監査報告 平成３０年度事業全般並びに会計全般決算監査報告 

（議 案） 

議案第１号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第２号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第３号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 



議案第４号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第５号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第６号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第７号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第８号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第９号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第１０号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第１１号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第１２号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第１３号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

議案第１４号 社会福祉法人長生村社会福祉協議会役員の選任について 

（全議案承認可決となる） 

 

（第２回） 

期  日  令和元年１２月２０日（金） 午後１時３０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  １０名（評議員９名、会長） 

（議 案） 

議案第１号 長生村シルバー人材センター利用料金の改定について 

（全議案可決となる） 

 

（第３回） 

期 日  令和２年３月２５日（木） 決議の省略により実施 

   （議 案） 

議案第１号 令和元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号について 

議案第２号 令和元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１号について 

議案第３号 令和２年度社会福祉法人長生村社会福祉協議会社会福祉事 

業計画について 

議案第４号 令和２年度社会福祉法人長生村社会福祉協議会社会福祉事 

業当初予算について 

議案第５号 令和２年度社会福祉法人長生村社会福祉協議会公益事業計 

画について 

議案第６号 令和２年度社会福祉法人長生村社会福祉協議会公益事業当 

初予算について 

（全議案同意可決となる） 



３．監事監査 

期  日  令和元年５月９日（木） 午前９時から 

場  所  長生村総合福祉センター ２階 研修室  

出席者数  ８名（会長、監事２名、事務局５名） 

（内 容） 平成３０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４回開催 

（第１回）令和元年 ６月２６日（第２回）令和元年８月２８日 

（第３回）令和元年１１月２０日（第４回）令和２年１月２９日 

（内 容）令和元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 

令和元年６月２６日（水） 代表変更登記及び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） 第６９回千葉県社会福祉大会 

期 日：令和元年１１月１４日（木） 

場 所：千葉県文化会館（千葉市） 

参加者：会長、副会長、常務理事、事務局長 

 

（２）第５１回千葉県身体障害者福祉大会 

期 日：令和元年１１月２１日（木） 

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 

 

７．福祉活動の助成と育成強化 

（１） 広報「長生福祉」 第１３５号、第１３６号発行  

新聞折り込み及び公共機関での配布 

 

（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：９３名加入 

 

（２）災害ボランティアセンター運営者講習会の実施 

期 日：令和２年３月２２日（日） 

場 所：長生村保健センター ２階 多目的室 

   ※コロナウイルス感染症の影響により延期となる 

 

（３）高齢者ふれあい事業の実施 

ア．実績：２００回 延べ参加者数約２，８１６人 

（毎週月曜日から金曜日） 

イ．内容：健康運動指導士による体操、散歩、外出、レクリエーション 

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：８９名（令和２年３月３１日現在） 

平均年齢８６．１歳 

オ．ボランティア数：延べ５４３名（送迎ドライバー含む） 

 

（４） おとこの料理教室 

ア．実績：実施回数９回 延べ参加者数１０６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：１４名（令和２年３月３１日現在） 

 

（５）在宅福祉サービスの推進  

ア．生活援護器具貸出事業（電動療養ベッド、車椅子） 

貸出状況：車イス 長期（３ヶ月以上）    ３件 

短期          ２６件 

＊ 合計      ２９件 

：ベッド 長期（３ヶ月以上）    １件 

短期           ０件 

＊ 合計       １件 

 

 

 

 



（６）外出支援サービス事業【村受託事業】 

ア．実績：延べ利用者数１，４６５人 

イ．利用会員登録者数：３１７名（実利用者数１０９名） 

（令和２年３月３１日現在） 

 

（７） 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）、推進委員会（年数

回開催） 

 

９．心配ごと相談事業（相談所の開設） 

 対 象 者：全村民を対象 

 開 設 日：毎月第１月曜日（要予約） 

 開設時間：午前１０時から午後３時まで  

 開設場所：長生村総合福祉センター ２階 相談室 

 相談件数：なし（電話での相談は数件あり他機関へ引き継ぐ） 

 

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      ２５件      ２５，０００円 

イ．その他募金（街頭募金、募金箱など） １４７，５５２円 

募金額合計  １７２，５５２円 

 

（２）共同募金運動の推進 

ア．戸別募金   ２，４９５件   １，２４７，５００円 

イ．法人募金     １５６件     ６８９，０００円 

ウ．職域募金      ２６件      ２２，０００円 

エ．学校募金       ４件      ２４，０２７円 

オ．その他の募金             １２，０６０円 

募金額合計   ２，６８１件   １，９９４，５８７円 

目標額 ２，１４０，０００円   達成率 ９３．２１％ 

 

（３）歳末たすけあい募金 

ア．戸別募金   ２，４７０件     ４９４，０００円 

募金額合計  ２，４７０件     ４９４，０００円 



１１．子育て支援事業 

（１）学童保育事業【村受託事業】 

ア．八積臨時学童保育所（定員４５名）児童数：３９名 

指導員： ５名 

イ．八積第２学童保育所（定員４０名）児童数：４０名 

指導員： ４名 

ウ．高根学童保育所  （定員６５名）児童数：６５名 

指導員：１０名 

エ．一松学童保育所  （定員３０名）児童数：２７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及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）定例会議開催：月１回 

場 所：長生村総合福祉センター 

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、婚

活イベントについて 

 

（２）イベント等会議 

 場 所：長生村総合福祉センター 

 内 容：イベント会社との打ち合わせ 

 

（３）婚活イベント 

長生グランピングＢＢＱパーティー 

  開催日：令和元年１１月１７日（日） 

  場 所：ＢＵＢ ＣＡＭＰ ＧＲＯＵＮＤ（長生村） 

  内 容：長生村に誕生した素敵な施設でＢＢＱを楽しみながらの出逢い 

パーティー 

  参加者：男性１５名、女性１０名 

 

（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１６件、新規登録者５名、婚姻成立なし 

 

 



１３．福祉サービス利用援助事業 

  ア．実 績：相談人数         ０名 

利用者数         ４名 

        相談訪問調査       ９回 

        支援員数         ８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         ９名 

貸付総額   ２２５，０００円 

 

（２） 生活福祉資金事業 

 ア．実績：借入申込者数       １名 

貸付者数         １名 

貸付総額   １００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開催月 事　業　名 場　　　所 内　　　　　　　容

・　平成３０年度事業報告・決算報告について

・　令和元年度事業計画・予算について

・　令和元年度総会について

・　令和元年度活動方針について

・　安全パトロールについて

・平成３０年度事業報告・決算報告について

・令和元年度事業計画・予算について

・　平成３０年度事業報告・決算報告について

・　令和元年度事業計画・予算について

・　「シルバー世代の健康管理について」

　講師：　池　　礼子氏

・「先人から学ぼう～安全推進員の皆様へ～」

・「高齢ドライバーへのワンポイントアドバイス」

・熱中症対策について

・安全パトロール

（草刈作業現場）

・心肺蘇生法・AEDの利用方法について

（施設管理に係る会員対象　８名参加）

・都道府県シルバー人材センター連合事務局長会議報告

・派遣労働者の同一労働同一賃金について

・パワーハラスメント等の防止について

・座学（剪定の基本について、生垣の手入れについて）

・剪定講習（模様木及び槙塀の剪定講習）

1４名参加

・都道府県シルバー人材センター連合事務局長会議報告

・行政庁による監督と法人運営上の留意事項

・セクハラ・パワハラ等の防止措置義務について

2月5日 視察研修 茨城県つくば市 ・食と農の科学館他　　（１０名参加）

・安全就業の推進について

・安全就業について意見交換会

10月1日
尼ヶ台総合公園
管理棟会議室

睦沢町むつざわ
交流センター

第1回
事務局長会議

千葉市商工会議
所

10月3日

10月7日
令和元年度植木
剪定講習会

救急講習会

第１回上総地域
協議会

尼ヶ台公園管理
棟会議室・長生
村入山津地先

10月29日

9月24日

長生村尼ヶ台総
合公園管理棟会
議室

6月20日

令和元年度
総会

安全講習会

長生村役場
３階会議室

ホテルプラザ菜
の花

令和元年度千葉
県シルバー人材セ
ンター連合会定時
総会

6月19日

第２回
安全・適正就業
推進委員会

長生浄化セン
ター

令和元年度　社会福祉法人長生村社会福祉協議会
公益事業報告

第1回
運営委員会

令和元年
5月22日

第１回
安全・適正就業
推進委員会

安全・適正就業
推進員研修会
（県シ連）

千葉市商工会議
所

7月11日

12月10日

2月18日
第２回上総地域
協議会

睦沢町むつざわ
交流センター

10月31日
第２回
運営委員会

尼ヶ台総合公園
管理棟会議室

・利用料金の改定について

・各センターにおける安全就業の現状と課題について

・安全パトロールの結果について

・令和２年度事業計画・予算について

令和2年
2月4日

第２回
事務局長会議

千葉県教育会館

第３回
運営委員会

長生村保健セン
ター

2月13日

第３回
安全・適正就業
推進委員会

尼ヶ台総合公園
管理棟会議室

 


