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令和元年度社会福祉法人寄居町社会福祉協議会事業報告
本会では、誰もが住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活が送れるよう、保健福
祉関係機関との連携のもと、地域包括支援センターや介護保険・障がい者福祉サービス関
連事業等の公的福祉サービスと、本会の制度として実施する在宅福祉サービス、さらにボ
ランティアや福祉委員の小地域福祉活動などの非公的なサービスを総合的に提供すること
を基本姿勢として取り組み、既存の福祉制度での対応が難しい、制度の隙間の福祉課題へ
も対応するなど、本会の特性を活かした事業推進に努めました。
中でも重点事業として、市街地地区常設サロン｢いこいの家｣、男衾地区常設サロン｢ほ
ほえみの家｣の運営や、生活支援・介護予防体制整備推進協議会第２層(公民館単位７地
域)の具体的な活動の開始に向けた協議を積極的に支援するなど、地域住民の主体的な福
祉活動への参画を推進しました。また、地域包括支援センター、成年後見支援センターの
運営をはじめ、障がい者の基幹相談支援センター開設の検討を進める中で、総合相談支援
センター構想の基盤づくりをすすめ、「地域共生社会の実現」に寄与してまいりました。
このほか、町の指定管理によるかわせみ荘の運営については、老人福祉センターで健康
づくりを進める事業メニューに取り組み、児童館においては子育て支援メニューを企画提
供することにより、町民の利用促進に努めました。同じく町からの委託事業であったデマ
ンドタクシー予約センター業務については、年度上半期で委託業務を終了し、下半期の一
般事業所への円滑な移行を図りました。
なお、年度終盤においては、新型コロナウイルス感染症の感染予防により、かわせみ荘
の休館措置や、サロンなどの地域福祉活動を自粛したことから、活動実績の低下を招くこ
ととなりましたが、そうした中で｢みんなで支える 共に生きるまちづくり｣に努めた結果
の大要は次のとおりです。
[１]

計画事業に対する結果

１ 会務の運営
社会福祉法や社会福祉法人新会計基準を遵守するとともに、役員・評議員等の理解
と協力により、法人会務の円滑な運営を図ることができました。
イ）役員会の開催
年５回
ロ）委員会の開催
年２回(評議員選任･解任委員会)
ハ）評議員会の開催 年３回
ニ）監事会の開催
年１回
２ 連絡調整
福祉行政、区長会、民生委員･児童委員協議会、地域支えあいの会及び生活支援・
介護予防体制整備推進協議会等との協力体制の向上に努めました。しかし、町内の社
会福祉法人のネットワークづくりについては、３月に意見交換会を企画し通知しまし
たが、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため中止しました。
３ 研修会の開催
イ）社協役員・評議員研修会の開催
◯地域福祉講演会を本事業に位置付け実施を予定
しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響
により中止しました。
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ロ）新任役員・評議員研修会の開催
◯資料送付による在宅研修として実施しました。
４ 職員研修
県社協並びに福祉関係諸機関主催の研修会へ参加し、職員の資質向上に努めたほか、
職場内研修として、｢成年後見制度研修会(10月)」に参加しました。第２回として｢交
通安全講習｣を３月に予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により
中止しました。
５ 調査・研究
イ）生活支援体制整備について第１層協議体である｢寄居町生活支援・介護予防体
制整備推進協議会(年４回)｣へ参画し、その推進について研究を進めました。
ロ）福祉相談のワンストップ対応の体制づくりについては町との協議を進め、総合
相談支援体制づくりのための具体的検討を行いました。
ハ）基幹相談支援センター受託運営に向けて先進地視察を行うなど、町担当課と協
働して準備にあたりました。
６ 広報・啓発活動
イ）機関紙の発行
◯｢社協だより｣を年４回発行し、町内毎戸配布と関係機関送付を行いました。
◯｢地域福祉だより｣を年２回発行し、地域支えあい活動の関係者である区長、民
生委員･児童委員、福祉委員、地域支えあいの会会長に配布し、共通認識づく
りに努めました。
◯地域福祉活動の対象者宛の｢ほっとライン通信｣を
年４回発行し、民生委員･児童委員、福祉委員の
協力を得て配布することで、福祉情報の提供と受
け手側の理解促進に努めました。
◯ホームページの公開により、社協活動の広報と情
報提供に努めました。
〇社協活動ＰＲパンフレットを作成し、６月に毎戸
配布を行いました。
ロ）広聴
◯福祉関係機関・団体、地域支えあいの会及び生活支援・介護予防体制整備推進
協議会等の会議において、地域福祉に関する広聴に努めました。
ハ）第３４回寄居町社会福祉大会の開催
◯本年度は社会福祉大会を開催し、福祉功労者の顕彰や福祉活動発表等を通じて
福祉啓発活動を推進しました。(参加者約４００名)
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７ 福祉教育事業
イ）福祉協力校事業
◯本会指定福祉協力校(町内全小中学校)に
対する、活動費の助成及び福祉情報の提
供を行いました。また、児童生徒の福祉
体験学習に対応するため、学校、ボラン
ティアグループによる福祉教育・ボラン
ティア体験学習連絡会(年１回１４名)を
開催し、連絡調整に努めました。
ロ）福祉標語募集事業、福祉体験発表
◯町内小学校５・６年生を対象に福祉標語
の募集を行い、応募総数４８９点の中か
ら、優秀作１８点について町合同表彰式
において顕彰しました。
ハ）小地域における福祉教育活動
◯地域における福祉教育の啓発については、
男衾小学校ＰＴＡ親子福祉体験教室を企
画しましたが、台風のため中止となりま
した。
ニ）福祉の心を育む交流事業
◯児童生徒と施設利用者の交流により、児童生徒の健全育成と福祉施設の社会貢
献活動を推進しました。
８ ふれあいのまちづくり事業
イ）相談事業
◯町民からの相談(生活・介護・資金・活動参加等)については総合相談として受
付け、社協が持つ機能による問題解決を目指してサポートするとともに、アス
ポート相談支援センターや行政機関との連携により対応しました。
◯地域の民生委員･児童委員、福祉委員の連携により要望や異変を発見し、行政
・社協・福祉専門機関の行う公的サービス利用へ結びつけるニーズ発見リレー
システムの推進に努めました。
〇地域で気軽に相談できる｢総合相談サテライト｣については、常設サロンにおい
て実施し、さりげない相談から福祉専門家につなぐ等の活動を行いました。
ロ）地域生活支援事業
① 地域支えあい活動の推進
◯福祉委員は全町域に配置され、ひとり暮らし高齢者等の見守り活動、ふれあい
いきいきサロンの開催や、社協諸事業に協力いただきました。地区別推進会議
年７回、代表福祉委員会議年１回を開催しました。
29年度福祉委員配置数
３６７名

30年度福祉委員配置数
３６８名
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元年度福祉委員配置数
３６８名

◯民生委員･児童委員協議会の協力により地域支えあい見守り登録事業を実施し、
登録者本人の同意のもとに見守り活動が展開されました。特に夏期の熱中症予
防と冬期のヒートショック予防を重点に実施されました。また、本事業見守り
登録者の町災害時避難行動登録制度への登録についても推進しました。
29年度登録者数
６８９名

30年度登録者数
７０４名

元年度登録者数
６６９名

◯民生委員･児童委員協議会の協力
により救急医療情報キットの無料
配布事業を実施しました。なお、
収納される情報の更新については、
利用者の希望により、民生委員・
児童委員、福祉委員により支援さ
れました。
29年度受配者数
７６４名

30年度受配者数
７５３名

元年度受配者数
７２４名

◯ふれあい配食サービス事業(週５回)は、大里広域委託分８,０００食、社協独
自実施の障がい者等へ２６３食提供し、利用者の栄養補給支援と安否確認を行
いました。
29年度利用状況
９６名 ７,４１２食

30年度利用状況
９８名 ７,４４５食

〇災害時要援護者の各区安否確認計画づくりの
推奨に努めました。
◯公民館単位での地域支えあいの会連絡会は、
各地区年２回(延べ１４回)開催し、事業推進
の連絡調整や各会の取り組みについて情報交
換が行われました。また、各区地域支えあい
の会へ活動助成金を交付し支援しました。
◯地域福祉コーディネーターを２名配置し、地
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元年度利用状況
１１７名 ８,２６３食

域支えあいの会の活動支援や、地域の福祉課
題解決のための協働などの連絡調整を行いま
した。
◯地域支えあいの会での地域子育て支援事業と
して、｢ようこそ赤ちゃん事業｣の全町展開に
努めました。
② 在宅介護支援事業の実施
◯在宅介護者サロン、リフレッシュ事業の実施
在宅介護者のサロンを隔月開催し、９月にはリ
フレッシュ小旅行として群馬県富岡市方面へ出
かけ、介護専門職による介護情報の提供や座談
会による情報交換を行い、介護者の日常の悩み
や不安の共有が図られ、精神的支援の一助とな
りました。
29年度介護者のつどい
６回
延べ９１名

30年度介護者のつどい
６回
延べ７７名

元年度介護者のつどい
５回 延べ６６名

◯介護用紙オムツ支給事業 在宅介護家庭の援助事業として、介護用紙オムツを
宅配支給し、高齢者４２２名、障がい者(児)１９名が受給しました。
29年度利用状況
４２０名 1,934パック

30年度利用状況
４３５名 1,897パック

元年度利用状況
４４１名 2,004パック

◯理美容サービス事業 外出困難な要介護者へ理美容師の出張による理美容サー
ビスを実施しました。
29年度利用状況
５２名 １２９回

30年度利用状況
６６名
９９回

元年度利用状況
５８名 １００回

◯福祉機器貸出事業 高齢者の外出や若年層のケガ等による日常生活を支援する
ため車イスの貸出を無料で行い､利用者及び介護者の負担軽減を図りました。
29年度利用状況
４４件

30年度利用状況
４２件

元年度利用状況
３４件

◯リフトバス運行事業 要介護認定者や重度障がい者の通院等を支援するため、
福祉有償運送の道路運送法８０条許可による移送サービスを実施しました。
29年度利用状況
３７名 １７６回

30年度利用状況
２９名 １５８回

元年度利用状況
３０名 １８３回

◯自立生活支援事業 介護保険非該当者に対する緊急対応策としての自立支援ホ
ームヘルプと緊急時ショートステイについては、介護保険制度が適用できたケ
ースであったため利用者はありませんでした。
③ 住民参加型在宅福祉サービス(よりいふれあいサービス)の実施
◯介護保険制度対象外の方や介護保険では提供できないサービスについて、有償
ボランティアが家事援助を提供するとともに、埼玉県支え合いの仕組み推進事
業による通院・買い物付き添いサービスを提供し、さらに商工会及び協賛商店
との協働による商業振興と連動した制度として取り組みました。その結果、サ
ービスを提供する協力員２８名が延べ６５９回サ－ビスを行いました。なお、
協力員への費用弁償のニコニコ商品券化については、年度中に商品券廃止とな
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ったため、５５４枚２７７,０００円分の実施となりました。
29年度利用状況
６５世帯 １,２９２時間

30年度利用状況
６６世帯 １,１６１時間

元年度利用状況
７０世帯 １,０３５時間

◯サービスを提供する協力会員の増強を図るための養成講座を企画しましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響で中止しました。
④ 埼玉県福祉サービス利用援助事業(あんしんサポートねっと)の実施
◯認知症高齢者、知的障がい者等の福祉サービスの利用援助事業は、元年度相談
総件数２０７件、訪問調整１７件、新規契約利用７件でした。利用継続者３４
名と合わせた４１名に対して、在宅生活に必要な福祉サービス利用援助(内金
銭管理３９件)を行いました。(生活支援員７名、６１０．０時間)
29年度利用状況
利用３７名 ３１１回

30年度利用状況
利用４０名 ３２０回

元年度利用状況
利用４１名 ４３３回

⑤ 成年後見支援センターの運営及び法人後見の実施
〇成年後見支援センターを運営し、成年後見制度の普及等に取り組むとともに、
本会が後見人となる法人後見による支援を行いました。(事業報告詳細別紙)
・普及活動 制度に関する専門職向け講演会を開催 参加者 ８０名
・市民後見人養成講座の開催 ７日間 基礎過程 ５名 実践課程 ４名
・利用相談 ６３件
・法人後見の受任 １件
⑥ 生活支援体制整備事業(大里広域市町村圏組合委託)の実施
〇全町域を担当する第１層生活支援コーディネーター１名と、公民館単位の第２
層を担当するコーディネーター２名を配置しました。
〇公民館単位の７地域ごとに、第２層生活支援・介護予防体制整備推進協議会の
開催を支援し、延べ４１回、延べ６４７名の参加となりました。ただし、２月
２８日以降の協議会については、自粛により中止となりました。
〇第１層第２層協議会合同活動報告会を２月６日に開催し、総勢８８名の参加を
得て、各地区の取り組み状況を共有しました。
⑦ 認知症施策推進事業(大里広域市町村圏組合
委託)の実施
〇認知症地域支援推進員(兼務１名)を配置し、
認知症の方やその家族を対象に相談支援
(１件)にあたりました。認知症初期集中支
援チーム(社協職員とよりい病院の医師・
看護師で構成)の一員として１件の支援を
行いました。
⑧ 共助のまちづくりネットワーク会議の運営
〇地域支えあいの会等の住民組織と郵便局等の事業者、そして福祉施設等の専門
機関のネットワークづくりを推進し、元年８月に５３の団体・機関等が参加し
て｢共助のまちづくりネットワーク会議｣を開催しました。
〇寄居町見守りネットワークでは、町内すべてのコンビニエンスストアーにもパ
ネルを配布し、迷い人の一斉確認運動を推進しました。区及び地域支えあいの
会により、迷い人の捜索支援活動は幸いにもありませんでした。
29年度実施状況
相談75件 実務者会議８件

30年度実施状況
相談80件 実務者会議12件
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元年度実施状況
相談78件 実務者会議１０件

ハ）住民参加による地域福祉事業(民間在宅福祉活動推進事業)
① ふれあいいきいきサロン活動の推進
◯市街地ふれあいの会や地域支えあいの会における会長、区長、民生委員･児童
委員、福祉委員等の連携により行う行政区ごとのいきいきサロンは、６７行政
区すべてで開催され、年１０回以上開催５地区、年５回～９回開催６地区、年
２回～４回開催１１地区、年１回開催４１地区(※歳末サロン除く)となりまし
た。参加者の内訳は、利用者２,８８２名、福祉委員等ボランティア１,４００
名の交流事業となりました。また、多世代交流サロンの開催については、１地
区１回でした。なお、２月２５日以降のサロン開催は、自粛要請により中止と
なり、年間実績は低下しました。
29年度実施状況
１７９回 ４,７５６名

30年度実施状況
１９１回 ４,９２５名

元年度実施状況
１６５回 ４,２８２名

② アクティブシニアの社会参加支援事業の継続
〇常設サロン運営事業 高齢者等の居場所づくり、アクティブシニアの活動拠点
の整備を目的に、市街地地区常設サロン｢いこいの家｣並びに男衾地区｢ほほえ
みの家｣を、各地区地域支えあいの会連絡会サロン運営委員会及びボランティ
アにより週２回開設され、その運営について支援しました。なお、２月２５日
からは開設を自粛しました。(自粛回数 ２１回)
・いこいの家

談笑サロン
４２回１,１５５名
健康マージャンサロン ４３回１,２２１名

・ほほえみの家

談笑サロン
４１回
百歳体操
４３回
健康マージャンサロン ４３回

８５８名
７４４名
１,０３０名

〇地域の達人入門講座参加者フォローアップ事業 地域活動を担うアクティブシ
ニアの養成を目的に、修了者による常設サロン等での活躍の場を確保し、活動
を支援しました。
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③ 友愛訪問サービス事業の推進
◯単位老人クラブ会員を主軸とする友愛チーム２４チーム(訪問員１５８名)が、
ひとり暮らし高齢者等を対象に月１～２回程度、またボランティアグループ虹
の会がひとり暮らし高齢者及び施設入所者(２カ所)を対象に定期的に、友愛訪
問を実施しました｡また、その活動啓発や友愛チーム研修会(年１回１０２名参
加)を通じて育成を図りました。
老人クラブ連合会
訪問ボランティア虹の会

29年度利用状況
利用者１８４名
利用者
２名

30年度利用状況
利用者１６９名
利用者
３名

元年度利用状況
利用者１８８名
利用者
３名

④ 友愛電話サービス事業
◯｢もしもし電話の会｣を主体に、ひとり暮らし高齢者等の希望者に対して、安否
の確認、話し相手等の友愛電話サービス事業を、１人当たり月１～２回程度行
いました。
29年度利用状況
利用者 １７名

30年度利用状況
利用者 １０名

元年度利用状況
利用者
８名

⑤ 点訳・朗読・手話サービス事業
◯各ボランティアグループにおけるサービス事業の推進を通じて、障がい者の日
常生活に必要な情報の提供を行いました。
朗読サービス＝広報よりい、町議会だより、社協だより、ボランティアだよ
りの全号朗読録音化と配布
点訳サービス＝通知･時刻表･カレンダー･著書等依頼物の点訳
手話サービス＝手話サークル活動による聴覚障がい者の社会参加促進
朗
点
手

読
訳
話

29年度利用状況
利用者 １０名
利用者
４名
参加者
２名

30年度利用状況
利用者 １０名
利用者
６名
参加者
６名

元年度利用状況
利用者 １１名
利用者
６名
参加者
６名

ニ）ボランティア活動啓発事業
① ボランティア情報紙発行事業
◯ボランティアだよりを年４回発行し、毎戸配布、関係機関配布による啓発に努
めました。
② ボランティア相談・斡旋事業
◯ボランティアコーディネーターを配置し、随時相談に応じるとともに、相談者
の意向に応じた斡旋を行いました。(相談斡旋件数９０件)
③ ボランティア養成講座開催事業
◯子育てボランティア養成講座(３日間 延べ６名参加)を主催したほか、学校支
援ボランティア養成講座(深谷はばたき ５日間 延べ１０名参加)の運営を支
援しました。
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◯手話奉仕員養成のための県主催養成研修参加助成は利用がありませんでした。
④ 福祉救援ボランティア活動推進事業
◯赤十字奉仕団と連携し、地域包括ケア
研究発表会での炊き出し訓練（ハイゼ
ックス８０食・カレー４０食）に協力
したほか、４行政区自主防災組織主催
の炊き出し訓練を支援しました。また、
社協災害ボランティアセンター運営訓
練を(参加者５３名)ボランティアセン
ターとともに実施しました。
○台風１５号災害で千葉県君津市へ５日
間、台風１９号大雨災害で東松山市へ６日間職員を派遣したほか、町内の被災
世帯の復旧活動に１日間６名の災害救援ボランティアを派遣しました。
⑤ ボランティア活動支援事業
◯ボランティア連絡会(代表者会議)の開催 (年６回 延べ１２１名)
◯ボランティアグループ２５団体の活動及び活動費支援
⑥ 福祉体験・ボランティア体験学習事業
◯小中高等学校の総合的な学習の時間への対応とし
て、職員、ボランティア(朗読、点訳、手話、福祉
体験グループ及び障がい者)の派遣等を通じて、福
祉体験学習の支援に努めました。(町内小中高等学
校 計１１回 ５４５名)
◯夏のボランティア体験プログラム事業の実施(２１
プログラム１３２名参加)
９ 介護保険事業
イ）指定居宅介護支援事業の実施(ケアプランの作成)
◯介護支援専門員２名が介護計画(ケアプラン)を作成し、サービス利用のための
調整を行いました。利用登録者７０名、利用者６５名(介護プラン５５１件、
予防プラン１４４件)、月平均計画作成５８件
29年度利用状況
年 ６９８プラン

30年度利用状況
年 ６３６プラン

元年度利用状況
年 ６９５プラン

◯介護認定に係る訪問調査を大里広域市町村圏組合・市区町村から受託し、４２
件(内他市区町１１件含)の調査を行いました。
◯大里広域介護認定審査会へ委員として職員２名を派遣しました。(年３６回)
ロ）指定訪問介護事業の実施(介護予防訪問型サービスを含む)
◯介護保険制度におけるホームヘルパー派遣事業として、延べ４,１０３回のサ
ービス提供を行いました。
29年度利用状況
６０名 ３,５５９時間

30年度利用状況
５９名 ３,５４７時間

元年度利用状況
５５名 ３,３９２時間

◯ホームヘルパーの介護福祉士資格取得促進や、埼玉県ホームヘルパー協会の実
施する研修会参加及び月２回の定例ケース会議において資質向上に努めました。
１０ 障害者居宅介護等事業の実施
イ）指定障害者福祉サービス事業の実施(障がい者へのホームヘルパー派遣)
◯障害者訪問介護サービス提供は、身体４名、知的３名、精神３名の利用で、派
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遣回数は４８８回となりました。
29年度利用状況
１１名 ８０３.０時間

30年度利用状況
８名 ６６１.０時間

元年度利用状況
１０名 ７２６.５時間

◯障がい者(身体・難病・知的・精神)ホームヘルパーレベルアップ研修参加等に
より、資質向上に努めました。
◯障害審査会へ委員として職員１名を派遣しました。(年１２回)
ロ）難病患者居宅介護事業の実施
◯難病患者へのへルパー派遣の利用者はありませんでした。
１１ 地域包括支援センターの受託経営
大里広域市町村圏組合委託により、川南(折原・鉢形・男衾)地区を担当する｢地域
包括支援センター｣を運営し、福祉関係機関との連携や町民の協力により、高齢者の
介護予防や権利擁護を推進しました。また、寄居町見守りネットワークの連絡窓口と
しての活動や介護者サロン、認知症カフェ等の全町レベルの事業にも取り組みました。
(事業報告詳細別紙)
１２ 要支援者対策事業
イ）児童福祉対策
◯児童館事業の推進において、子育て支援関連事業を実施しました。
◯地域子育て支援事業として｢ようこそ赤ちゃん事業｣に地域支えあいの会で取り
組んでいただき、子育て世代と地域との交流促進を図りました。(補助世帯２
１件 ※地区内で４人目以降の赤ちゃんへの事業費補助)
ロ）高齢者福祉対策
◯老人クラブ連合会計画事業の推進協力や第４８回高齢者スポーツ大会（参加者
６７６名内５４名は鉢形小学校児童、先生)を開催しました。
◯措置による寄居町老人ホーム入所判定委員会の開催はありませんでした。
ハ）障がい者(児)対策
◯身体障がい者福祉会事務局として、計
画事業に対する援助や、障がい者歩け
歩け大会を共催し、１１５名が参加し
ました。
１３ 生活困窮者支援事業
イ）福祉資金貸付事業
① 埼玉県生活福祉資金
◯資金貸付相談に対応し、１件の制度利用がありました。なお既存の借受者の償
還指導は、民生委員･児童委員の協力により適宜行いました。
29年度利用状況
相談２７件 貸付 ０件

30年度利用状況
相談１８件 貸付 １件

元年度利用状況
相談２２件 貸付 １件

② 寄居町福祉資金
◯緊急生活資金貸付である町福祉資金については、民生委員･児童委員の指導と
あいまって、貸付並びに生活指導を行いました。
29年度利用状況
相談９６件 貸付１９件

30年度利用状況
相談８３件 貸付１４件
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元年度利用状況
相談７３件貸付１７件

ロ）生活困窮者自立促進支援事業及びあんしんセーフティネット事業との連携
◯生活困窮者対応については、県アスポート相談支援センター埼玉北部(町社協
内)と連携し５件を支援したほか、フードバンク(県労働者福祉協議会)提供の
食材現物支給２３件を行い、あんしんセーフティネット事業においては、福祉
施設との連携により相談対応２件現物給付が２件ありました。
○本会が実施したフードドライブでは、１７５点の食料品（協力者１５名）が寄
せられたほか、生鮮野菜フードバンク制度を創設し、提供登録者は５名となり、
うち２名が３回生鮮野菜の提供を行いました。
ハ）生活困窮者世帯児童生徒学習支援事業の実施
○生活困窮者自立支援法改正により、生徒に加え児童も対象となったことから、
県及び市町村の動向を見守り、子ども食堂との一体的な実施を検討しましたが、
実施には至りませんでした。
ニ）引きこもり対策
〇町内の引きこもり対策として、社協だよりにおいて相談先である県アスポート
相談支援センター埼玉北部を紹介したところ５件の相談がありました。また就
労支援については、埼玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会の就労支援事
業の活用を進めることとしましたが利用者はありませんでした。
１４ 赤十字事業の推進
町民の理解と区長、赤十字奉仕団の協力のも
と会員募集運動を実施するとともに、赤十字思
想の普及活動を推進しました。また、町内の火
災被災対応は１４件で緊急援助物資(布団・洗
面具等)の支給が１件あり、弔慰金の支給はあ
りませんでした。また台風１９号災害以降の大
規模災害被災者支援については、義援金の受付
送付を行い、元年度末までの累計義援金総額は
３２０,７９４円となっています。
29年度社員募集実績
３,５３６,１００円

30年度会員募集実績
３,４６６,３００円

元年度会員募集実績
３,３７４,１５０円

１５ 共同募金事業の推進
◯赤い羽根共同募金(10月)においては、広く町民の理解と区長・民生委員･児童
委員の協力のもとに募金活動を行い、県共同募金会へ全額納付しました。
29年度共同募金実績
５,９４１,２１０円

30年度共同募金実績
５,９３８,２８３円

元年度共同募金実績
５,８７６,１７０円

◯歳末たすけあい募金(12月)については、募金配分委員会の決定による、生活困
窮世帯に援護金を贈り激励しました。また、町内福祉施設を民生委員･児童委
員協議会役員会・町健康福祉課の協力を得て訪問し、歳末事業支援金をお届け
したほか、環境整備事業等の地域歳末事業を実施しました。｢歳末ふれあいい
きいきサロン｣事業では、５３地区で延べ５３回開催し参加者は２,１７１名と
なりました。
29年度歳末募金実績
２,８２１,４８３円

30年度歳末募金実績
２,７９７,７２６円
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元年度歳末募金実績
２,８７６,０２７円

１６ 公私役割分担の確立化事業
事業全般について、町当局と協議・連携をもって対応しました。特に、｢基幹相談
支援センター開設準備｣｢生活支援体制整備事業｣について、企画段階からの連携がで
きました。
１７ 財政基盤強化の推進
イ）社協会員募集事業・基金積み立て事業
◯介護保険事業運営調整資金積立金は現状を維持し、福祉基金(現基金総額40,00
0,000円)については1,000,000円を取り崩し、地域支えあいの会への活動費助
成に活用しました。また、社協会員募集事業では、会費の二口運動も実施しま
したが、前年度実績は下回る結果となりました。
29年度社協会費実績
７,５２１,０００円

30年度社協会費実績
７,４４０,０００円

元年度社協会費実績
７,２６０,５００円

ロ）収益事業の実施
◯清涼飲料水自動販売機を公共施設８施設へ計８台、埼玉よりい病院の協力によ
り院内へ５台設置し利用者の便宜を図るとともに、自主財源の確保に努めまし
た。
29年度収益事業
１,１１２,１３９円

30年度収益事業
１,０８４,４０７円

元年度収益事業
１,１１７,５２０円

１８ 顕彰の実施
町社会福祉大会を開催し、地域福祉功労者６６名、善行者７名、多額の浄財寄贈者
２２名(団体)を顕彰しました。
１９ 町受託事業の効果的運営
イ）かわせみ荘受託事業
◯指定管理者制度による、町とのかわせみ荘管理委託契約にもとづく老人福祉セ
ンター及び児童館の善良な管理運営(事業報告詳細別紙)に努めましたが、食堂
経営については採算性の問題から継続を断念しました。
ロ）児童福祉月間受託事業
◯５月１４日(日)かわせみ荘３階ホールにおいて、
るいぐるみ人形劇公演を開催しました。(参加
者１３９名)
ハ）戦没者追悼式受託事業
◯１１月６日(水)中央公民館ホールにおいて開催
しました。(参列者約４５０名)
ニ）寄居町デマンドタクシー予約センター受託事業
◯デマンドタクシー利用予約受付業務を上半期の
１８３日行い、１０月から一般事業者へ円滑に移行しました。
２０ 法定外援護事業の実施
行路人については、鉄道乗車券(隣接町まで)を２名に支給し救済したほか、火災に
よる住宅全焼被災世帯への見舞金の支給は１件でした。
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成年後見支援センター
地域包括支援センター 事業報告
かわせみ荘受託事業

令和元年度 寄居町成年後見支援センター事業報告
寄居町では障がい者や認知症高齢者等が、人格や個性を尊重され安心して暮ら
すことができる地域社会実現に向け、成年後見制度の体制整備支援や利用支援を
推進するため、寄居町成年後見支援センターを開設しています。
本会では寄居町より委託を受け、平成２９年度から寄居町成年後見支援センタ
ーを運営しており、町民が安心して地域生活を維持できるよう、成年後見制度の
普及啓発、相談支援及び利用支援体制整備、市民後見人の育成、さらに法人後見
受任相談などを一体的に実施しています。

イ）相談及び利用支援
○ 一般相談
① 相談及び利用支援件数

平成３１年
令和元年

令和２年

合

計

４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

問い合わせ
２
９
７
５
４
８
６
２
４
６
３
７
６３

制度相談
２
５
５
１
２
１
１
４
５
３
２
２
３２

令和２年３月３１日現在
申立支援
その他
０
０
０
４
１
１
２
２
１
１
０
７
０
５
０
１
０
０
１
０
０
０
４
１
９
２２

② 相談者種別
本人、親族（弟、姪など）、民生委員、健康福祉課職員
病院や施設の相談員、地域包括支援センター
ケアマネージャー、専門職保佐人 など
○ 専門職相談：専門職相談：１件
日時：令和２年１月１０日（金）１０時３０分～
内容：被後見人に対する債務整理手続きについて

- 1 -

ロ）成年後見制度に関する普及啓発
○ 医療・福祉従事者向け 成年後見制度研修会
開催日時：令和元年１０月１１日(金)
午後５時４５分から
場
所：俊仁会埼玉よりい病院
１階リハビリテーション室
講
師：小屋野 匡 氏、畠中 正夫 氏
講演内容：～後見人に「できる」こと、
「できない」こと～
参加者数：８０名

ハ）広報活動
① パンフレット設置場所
寄居町役場健康福祉課窓口、寄居町社会福祉協議会窓口
寄居町消費生活センター、地域包括支援センター(２箇所)
常設サロン(いこいの家、ほほえみの家)
② パンフレット配布状況
寄居町役場健康福祉課窓口、寄居町社会福祉協議会窓口
寄居町消費生活センター、地域包括支援センター(２箇所)
常設サロン(いこいの家、ほほえみの家)、金融機関窓口
障がい者施設の保護者向けに配布
高齢者施設へ配布
③ 広報への掲載
社協だより№１２１ （令和元年６月１７日発行）
社協事業リーフレット(令和元年６月２０日配布)
ほっとライン通信
(令和２年２月５日発行)

ニ）市民後見人養成講座(深谷市・熊谷市社会福祉協議会と共催)
○ 基礎課程
期日・場所 １１月２３日(土)・深谷市ボランティア交流センター
１１月３０日(土)・藤沢公民館
１２月 ７日(土)・深谷市ボランティア交流センター
１２月１４日(土)・深谷市ボランティア交流センター
受 講 者
全受講者：２８名
寄居町：受講者数 ５名（内、１名再履修）
修了者
４名
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○ 実践課程
期日・場所

受

講

１月２９日(水)・深谷市ボランティア交流センター
２月 ５日(水)・深谷市ボランティア交流センター
２月１３日(木)・深谷市ボランティア交流センター
全受講者：２２名
寄居町：受講者数 ４名
修了者
２名

者

○ 成年後見支援員
申し込み ３名（平成３０年度受講者２名、令和元年度受講者１名）
内、１名が日常生活自立支援事業の生活支援員として活動を開始。

ホ）成年後見支援センター運営委員会
○ 運営委員会委員(敬称略)
委員氏名
小屋野
柴
畠中
佐 藤

委員種別
匡

由 之

[８名]
備

考

弁護士
司法書士

正夫

社会福祉士

逸

病院関係者

柿澤

恵子

障害者福祉関係

黒瀬

将司

地域包括支援センター

仙波

知明

行政(健康福祉課)

矢部

吉春

社会福祉協議会

委 員 長

○ 運営委員会の開催
第１回
日 時：令和元年５月２８日(火) 午後１時30分から
場 所：寄居町保健福祉総合センター ユウネス２階 小会議室
内 容：運営委員委嘱、令和元年度成年後見支援センター事業計画につ
いて
第２回
日 時：令和元年８月２７日(火) 午後１時30分から
場 所：寄居町保健福祉総合センター ユウネス２階 小会議室
内 容：令和元年度成年後見支援センター実施状況 など
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第３回
日 時：令和２年２月２５日(火)
午後１時３０分から
場 所：寄居町保健福祉総合センター
ユウネス２階 小会議室
内 容：令和２年度成年後見支援センター
実施計画 など

ヘ）法人後見業務
町長申し立て案件や「あんしんサポートねっと」利用者の最終的な支援
制度として、また町民が安心して暮らせるセーフティーネットとして機能
するよう、成年後見支援員の配置等行い、本会が法人として後見人業務を
行います。
※令和元年度：１件受任

後見類型
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令和元年度大里広域地域包括支援センター寄居町社会福祉協議会事業報告
本会の地域包括支援センターは、折原・鉢形・男衾の寄居南地区を担当しておりますが、
共助のまちづくりネットワークの情報集約機関として、寄居町全域から相談を受けつけま
した。寄せられる相談は多岐にわたり、虐待・認知症・生活困窮など、単に公的制度や地
域の支えあいだけでは対応しきれない案件が増えています。こうした状況を踏まえながら、
本会地域包括支援センターは地域支えあい活動やボランティア活動をはじめとする様々
なインフォーマル組織や、医療・保健福祉等の関係機関と連携を図り、問題解決に努めて
まいりました。また住み慣れた場所で安心して暮らすための地域づくりを目指し、生活支
援コーディネーターや認知症地域支援推進員などと協力しながら、町内高齢者の介護予防
の充実と生活の質の維持・向上のための取り組みを積極的に進め、地域福祉の増進に努め
ました。
業務実績
イ) 第１号介護予防支援事業(総合支援事業)及び介護予防支援事業
①介護認定要支援認定者及び総合支援事業に対する介護予防プランの作成
◆ 令 和 元 年度 利用者 131 名 年間延べ 1,450 プラン(包括作成 460・委託作成 990)
◆平成 30 年度

利用者 125 名 年間延べ 1,385 プラン(包括作成 450・委託作成 935)

②介護予防事業の開催
町健康福祉課と連携し、いきいき百歳体操とリーダー養成を
行う介護予防サポーター養成講座を開催し、町内高齢者の自
主的な介護予防の推進と、また既に立ち上がっている地区に
出向き、フォローアップを実施。健康づくりに対する意識の
向上に努めました。※３月は新型コロナウイルス感染症拡大
予防(以下「コロナ」と表記)のため中止。
③シニア健康塾の実施
町内老人クラブを対象に老人福祉センターと協働で、自宅で実施できる介護予防を実
施しました。また特殊詐欺などに対する注意喚起などを実施しました。
◆年間１２回実施 参加人数延べ２４０名 ※３月の２回はコロナにより中止。
④ますます元気教室(介護予防出前講座)の開催
各地のふれあいいきいきサロンやイベント等に出向き、出前
講座である「ますます元気教室」を開催。センター広報や権
利擁護の啓発。脳トレの実施や介護予防の講話など、積極的
に推進しました。※３月サロン等の中止要請により３地区中止。
件数

センターの広報
権利擁護の広報・啓発

前年度

34

主な方法

41 いきいきサロン 14 回(614 名)
13 寄ってんべえ健康塾 4 回(96 名)

9

脳トレ

41

32 福祉委員委嘱式推進会議

その他(認知症など)

20

23

104

109

合

計
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1 回(77 名)

※脳トレはシニア健康塾でも実施

⑤認知症サポーター養成講座の開催
本年度、認知症サポーター養成講座については、本年度実績
はありませんでしたが、認知症地域支援推進員と共同で全町
向けに認知症ケア講座を開催し、さらに老人クラブの研修会
で認知症の勉強会を実施。認知症に対する理解と対応方法な
ど講座を実施しました。
※３月に寄居警察より要請ありましたがコロナにより中止。
⑥お城ｄｅカフェ(認知症カフェ)の開催
毎月第３木曜日に埼玉県作業療法士会、ボランティアの協力
を得ながら、鉢形城歴史館にてお城ｄｅカフェ（認知症カフ
ェ）を開催しました。認知症の方とその家族の相談等の場と
しての機能だけではなく、地域のコミュニティーの場として、
また本年度は障がい者の方にも参加をいただき、垣根を超え
多くの方々に参加をいただきました。
◆カフェ開催回数１０回 参加人数延べ４０５名 ※２月３月はコロナの影響で中止。
ロ) 総合相談・支援事業
①総合相談の実施(延べ件数)
本会地域包括支援センターは共助のまちづくりネットワークの情報集約機関となっ
ており、全町域からの相談を受付けました。相談件数は昨年より増加しており、その
内容は認知症相談や生活困窮など、解決課題が複雑化・多様化しております。また、
迷い人の捜索活動への協力など、町民の安全の確保などに積極的に努めました。
形態

件数

前年度

相談内容区分

来所

134

140 介護･日常生活

電話

965

787 サービス利用

訪問

587

508 医療

文書

3

4 所得･家庭生活

その他

6

6 苦情

合

計

1,695

1,445 その他
合 計

件数

主な支援内容

前年度

504

553

1,590

1,360

294

269

受診援助･健康問題･医療制度相談

290

118

年金等経済的問題･専門機関の紹介

0

5

35

41

2,713

2,484

介護方法助言･介護者支援
制度説明･介護保険申請代行

関係機関と連絡調整
若年者相談,その他分類

②在宅高齢者実態把握事業
要介護認定３以上の方で、サービスを利用していない方３２名に対して実態把握を実
施しました。詳細が不明な１０名に対し、民生委員や地域支えあいの会、関係機関な
どに協力をお願いし、情報を得ながら実態把握を実施しました。その結果、すべての
方が入院中で、退院に向けケアマネや施設入所への調整中でした。
③在宅介護支援事業の開催(全町域対象)
奇数月第３金曜日に在宅介護者のつどいを開催。介護者相談
業務等を行い介護負担の軽減に努めました。また日帰りの小
旅行を実施し、介護者のリフレッシュの場を提供しました。
※３月コロナの影響で中止。
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ハ) 虐待防止･権利擁護事業
①虐待防止･権利擁護(延べ件数)
権利擁護活動については、ふれあいいきいきサロンや老人クラブでの出前講座、ケア
マネの会連絡会など、様々な場面で啓発活動を実施しました。また地域支えあい活動
や共助のまちづくりネットワーク会議などからも、スムーズに相談が寄せられ、重大
事案となることを未然に防ぎ、関係機関との連携も迅速に行え対応ができました。困
難事例では、８０５０問題に代表される、認知症と精神疾患などが混在し、問題がよ
り複雑化している案件が確実に増加しています。これらに対して町や医療機関、アス
ポート相談支援センターなどと連携し、成年後見支援制度やあんしんサポートねっと
事業など様々な制度を駆使し、問題の解決にあたりました。
件数

前年度

主な対応

18

4

実件数 8 件 入所やサービス調整･関係機関との会議･見守り訪問

6

6

実件数 4 件 制度説明や理解･専門機関の紹介 町長申立 3 件

消費者被害

13

4

専門機関連携･制度紹介

困難事例

61

25

会議開催･見守り訪問･関係機関(アスポート等)との連携

3

12

あんしんサポートねっと申請等

101

51

虐待介入・相談
成年後見人制度利用

その他
合計

ニ) 包括的・継続的ケアマネ支援
①よりいケアマネの会の開催
介護保険制度の要であるケアマネージャーの、資質向上と
連携強化を図るよりいケアマネの会を年間１０回開催し、
介護保険制度に関する最新情報の提供や事例検討会を行い
ました。※２月３月はコロナにより中止
②訪問介護事業者・通所サービス事業者連絡会の開催
介護保険制度を支える町内の訪問介護事業者と通所サービ
ス事業者の合同連絡会を開催し、事業者間の連携強化と資
質向上のための研修会を開催しました。
③地域ケア会議の開催
地域住民や関係機関と連携し、支援困難者に対して個別地
域ケア会議を開催しました。また地域課題の把握や介護支
援専門員のケアマネジメント力の向上を図る、自立支援型
地域ケア会議を実施しました。
◆個別地域ケア会議
計 ８回
◆自立支援型地域ケア会議 計２４回 ２０プランを検討
◆短期集中訪問リハビリ導入検討会議 ４プランを検討
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④在宅医療・介護連携推進事業
生活支援・介護予防体制整備推進協議会や共助のまちづく
りネットワーク会議、地域包括ケアシステム推進会議など、
生活支援体制整備に係る会議等に積極的に参加しました。
また、介護支援専門員やサービス事業者の相談を継続的に
実施。サービス提供や他職種連携等ついて、適切な助言と
資質向上などに努めました。
件数

前年度

件数

行政主催の会議

38

27

ケアマネ相談

地域関係者主催の会議

45

39

サービス事業者相談

センター主催の会議

31

31

ケアマネ支援等に係る研修等

35

22

介護保険サービス担当者会議

0

0

その他

5

4

123

123

合

計
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合

計

前年度

30

31

6

9

36

40

令和元年度 寄居町老人福祉センター事業報告
老人福祉センターでは、高齢者の健康づくりや社会参加、仲間づくりなど、いきがいを
高めるための活動拠点として、保健、趣味・スポーツ活動等を支援するとともに、老人ク
ラブの組織運営や一般来館者の娯楽的ニーズへの対応に努めました。
主な事業及び利用状況は、下記及び別紙のとおりです。
１

各種相談
イ）健康相談をシニア健康塾と併わせ開催(年１２回)｡
ロ）シルバー人材センターと情報交換を図りながら、生業及び就労の指導に努めまし
た。
ハ）高齢者の交通安全啓発事業として、｢老人福祉センター等における交通安全アド
バイス制度｣により、啓発放送を８６回、延べ２７４名に声かけ活動及び啓発チラ
シを配布しました。また、町内老人クラブを対象に埼玉県警本部生活安全課や寄居
地区交通安全協会等の講演案内及び啓発グッズ等を配布しました。

２

シニア健康塾
イ）地域包括支援センターと連携し、老人クラブ会員
等を対象にシニア健康塾を開催(年１２回、延べ２
４０名参加)。

３

教養・レクリエーション事業
イ）教養教室
① 健康ウォーキング教室を開催(年１２回、延べ１１４名参加)。
② 民謡教室を開催(年２１回、延べ１４６名参加)。
③ レザークラフト教室を月４回開催(年３７回、延べ１８５名参加)。
④ 万葉教室を開催(年４２回、延べ２２３名参加)。
⑤ 書道教室を開催(年２９回、延べ２１９名参加)。
⑥ 水彩画教室を開催(年１８回、延べ９５名参加)。
⑦ スポーツ吹矢教室を開催(年４３回、延べ７６８名参加)。
⑧ 絵手紙教室を開催(年２１回、延べ８３名参加)。
⑨ 短期教室として、ヨガ教室を開催(４回、延べ７２名参加)。
⑩ 短期教室として、初心者向け水彩画教室を開催(４回、述べ２６名参加)。
⑪ 短期教養講座としてフラワーアレンジメント教室開催(１回、１５名参加)。

ロ）月例カラオケ大会
① 月例カラオケ大会１１回及びチャンピオン大会２回開催(延べ３０１名)。
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ハ）スポーツ振興
① 第１９回町長杯ゲートボール大会開催(３５名参加)。
② 第２４回ペタンク大会開催(３４名参加)。
③ 所長杯ゲートボール大会・かわせみ荘グラウンドゴルフ大会については台風被
害により中止。

ニ）高齢者団体支援
老人クラブ連合会の事務局として、連合会及び６活動部の定例会々場提供や運
営に協力(通年)。
① 寄居町高齢者スポーツ大会[５月３１日]開催(６７６名参加)。
② 埼玉県シルバースポーツ大会[６月４日]へ参加協力(３３名参加)。
③ 第３１回囲碁将棋大会[７月１８日]開催(２９名参加)。
④ 寄居町高齢者趣味の作品展[１０月７日～１１日]開催(７９名が９７点出品、
延べ５０１名見学)。
⑤ 高齢者芸能大会[１２月９日]開催(８９名参加)。

ホ）ビンゴ大会
ビンゴ大会を開催(年２回、延べ１９８名参加)。高齢者の交流の場の提供に努
めた。
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４

送迎バスの運行
イ）巡回バスを地区別に月２回、延べ８６回運行。
ロ）町内１０名以上の団体で、送迎を希望する団体に送迎バスを運行。
※ 年間バス運行回数１１９回(内訳：巡回８６回２７４名、一般４回１０３
名、シニア健康塾１２回１４０名、社協１７回)。

５

カラオケサービス
イ）カラオケ等希望者に対し、有償ボランティアによる円滑なサービスを提供(１日
平均５０曲)。

６

利用促進対策
イ）町内老人クラブを対象に、年賀状送付の配布。
ロ）健康増進対策として｢温泉の日｣を実施(年４５回)。
ハ）河原利用者に対し、週末及び祝日に｢温泉の日｣利用案内放送を実施。
ニ）案内看板｢本日温泉の日｣を立てＰＲ実施。
ホ）広域圏外利用者(寄居・深谷・熊谷以外)を対象にポイントカードを３４枚発行
(１０回目で次回無料サービス)。

７

館内施設の維持管理
イ）施設の安全と衛生に留意し、常に良好な施設の維持管理に努めた。
ロ）受付及び会議室等の貸出し調整を行うとともに､ 利用者とのコミュニケーション
を図り、良好な雰囲気づくりに努めた｡

８

屋外付帯設備の維持管理
イ）建物周辺及びグランドの除草と植木の手入れを適宜行い、良好な維持管理に努め
た。

９

その他(団体事務)
イ）老人クラブ連合会、身体障がい者福祉会、町遺族連合会事務及び町戦没者追悼式
事業の円滑な運営に努めた。
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令和元年度 寄居町児童館事業報告
児童館は、児童福祉法に定められている児童福祉施設の中に位置づけられた児童厚生施
設です。児童館職員(児童厚生員)は、児童に遊びや集団活動を通して集団的・個別的に関
わりを持ちながら指導を行い、児童の健康を増進し情操を豊かにするとともに、子育てサ
ークル活動等の育成助長に努めました。また、子育て支援ネットワークの構成員となり情
報交換・情報提供に努めました。
主な事業及び利用状況は、下記のとおりです。
１

会 務
イ)埼玉県児童館連絡協議会総会、館長研修会
ロ)町内子育て支援施設合同会議

２

３回
５回

事 業
イ)幼児クラブ
幼児クラブは、児童館主催事業です。職員は子ども達が遊びや集団活動を通し
て、心身共に健康で情操豊かに成長するよう指導援助を行いました。また、同世
代の子どもを持つ保護者の交流と仲間づくりに寄与
するとともに、保護者の学習活動を通して子育て支
援にも努めました。
親子の交流、家庭養育研修等の事業、お誕生会、
七夕、運動会やクリスマス会等の製作は、児童館事
業費、共同募金配分金で行いました。
【会員１６組・４４回開催】
参加者数
７４３人(子ども４０８人・大人３３５人)
ロ)どんぐり会
どんぐり会は、児童館を活動拠点とした保護者の自主活動です。前期は３月に
募集し、４月から手遊び・絵本の読み聞かせ・リズム体操・季節の歌などの内容
で６ヶ月間活動しました。後期は９月に募集し、１０月から翌年３月までの６ヶ
月間活動しました。会費は、前期・後期ともに３００円を徴収し、製作費等にあ
てています。
【前期１２組２１回開催・後期１１組１９回開催】
参加者数
６９６人(子ども３５７人・大人３３９人)
ハ)子育てサロン
母親のリフレッシュと情報交換、育児に関する学習活動を行いました。おもち
ゃ室の開放と手遊び、読み聞かせ等の提供を行いました。
【６７回開催】
参加者数
８６３人(子ども４６９人・大人３９４人)
ニ)親子の広場
保護者同士の交流を深める活動や、親子と地域の方とがふれあえるイベントな
どを行いました。
【６回開催】
参加者数
１４６人(子ども６６人・大人８０人)
ホ)アロマハンドマッサージ教室(保育付き事業)
アロマ効果とマッサージで心身のリフレッシュを図りました。
参加者数
４６人(子ども１５人・大人３１人)
ヘ)リフレッシュヨガ教室(保育付き事業)
ヨガで心身のリフレッシュを図りました。
参加者数
３３人(子ども１３人・大人２０人)
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ト)パパと遊ぼう
パパによる絵本の読み聞かせや遊び、ギターの生演奏を楽しみました。
参加者数
５６人(子ども３４人・大人２２人)
チ)交通安全教室
交通安全講話を親子で聞き、パトカーの試乗体験をしました。
参加者数
３６人(子ども１８人・大人１８人)
リ)なかよし広場（町内子育て支援施設との共催）
農林公園で野外遊びを楽しみました。
参加者数
４０人(子ども２１人・大人１９人)
ヌ)バスハイク(町内子育て支援施設との共催)
こども動物自然公園にバスに乗って行きました。
参加者数
１６人(子ども８人・大人８人)
ル)子どもチャレンジ教室
小学生を対象に、キッズダンス、理科実験、書き初め、ハンドメイドに取り組
みました。
【４回開催】
参加者数
８１人(子ども７０人・大人１１人)
ヲ)和紙作り体験(工場見学))
和紙作りの行程を学び、紙漉き体験に挑戦しました。
参加者数
１９人(子ども８人・大人１１人)
ワ)夏休みポスター宿題応援教室
描き方のポイント等を学び作品を完成させました。
参加者数
５６人(子ども５０人・大人６人)
カ)夏の星空と音楽の夕べ
夏の星座のお話や神話を音楽と共に楽しみました。
参加者数
６２人(子ども４２人・大人２０人)
ヨ)ほほえみの家で多世代交流会(出張児童館)
小学生と地域の方が工作や遊びを通じて交流を深めました。
参加者数
３１人(子ども１３人・大人１８人)
タ)親子ピザ教室
薪窯を使った本格ピザ作りに親子で挑戦し、試食しました。
参加者数
３３人(子ども１５人・大人１８人)
レ)冬休み書き初め教室
筆の運び方や書き方等を学び、作品を仕上げました。
参加者数
１１人(子ども１０人・大人１人)
ソ)サンタの国の音楽会～夢の世界をうたってあそぼう
観客参加型の音楽コンサートを家族で楽しみました。
参加者数
１３５人(子ども７７人・大人５８人)
ツ)児童福祉月間事業 ｢三びきのこぶた」公演
着ぐるみ人形劇を観賞し、親子のふれあいを深めました。
参加者数
１３９人(子ども６５人・大人７４人)
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ネ)自由来館児童への対応
折り紙、カードゲーム、ぬり絵を用意して、いつでも自由に取り組めるように
しています。そのほか、トランポリン、テレビゲーム、卓球、ビリヤード、囲碁
将棋、オセロ、ドミノ等の用意をしています。友達同士や親子で遊び、なごやか
に過ごしています。また、ベビーコーナーでは、乳幼児と保護者が楽しく交流を
図っています。
ナ)プラネタリウム
一般投影は毎月第４日曜日、また保育所等への学習投影は随時行いました。
３

利用者への広報活動
イ)町広報、｢じどうかん通信｣、｢ようこそ児童館へ｣等を用い利用啓発に努めました。
ロ)子育て支援課、子育て支援センター、町内保育所、幼稚園、小学校等にチラシ等
を配布し利用啓発に努めました。

４

施設の維持管理
イ)館内施設の維持管理
安全と衛生に留意し、良好な維持管理に努めました。
ロ)遊具の点検
トランポリン、卓球台、工作室の遊具等は、開館時、閉館時に安全性や破損状
況等の点検を行い、安全管理に努めました。
ハ)プラネタリウムの点検
五籐光学研究所に委託し、年２回の保守点検を実施しました。
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