
平成２９年度 社会福祉法人深谷市社会福祉協議会 

事業報告 

法人の運営 

会務の運営 

会議名 年月日 内  容 

理事会 29. 5.31 平成２８年度事業報告・決算の承認 

評議員候補者の選定 

平成２９年度第１次補正予算 

定時評議員会の開催 

    6.23 会長、副会長及び常務理事の選定 

評議員・理事・監事選任規程の一部改正 

経理規程の一部改正 

   7.20 評議員候補者の選定 

10. 6 会長及び常務理事職務執行状況報告 

育児・介護休業等に関する規則の制定 

第１２回深谷市社会福祉大会 

30. 1.10 給与規程の一部改正 

評議員候補者の選定 

    3. 8 平成２９年度第２次補正予算 

平成３０年度事業計画・収支予算 

評議員会の開催 

評議員会 29. 6.23 平成２８年度事業報告・決算の承認 

理事・監事の選任 

平成２９年度第１次補正予算 

30. 3.26 平成２９年度第２次補正予算 

平成３０年度事業計画・収支予算 

監事会 29. 5.13 平成２８年度事業及び会計監査 

評議員選任・解任

委員会 

29. 6. 8 評議員の選任 

    8. 8 評議員の解任・選任 

30. 1.23 評議員の解任・選任 

地区社協会長等

会議 

29. 4.26 

6.21 

    8.23 

日赤活動資金説明について 

敬老会について 

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金について 

 

  



会員加入促進 

・活動財源の確保のため、自治会をはじめとする地区社協にご協力いただき、会員募集を実施しま

した。 

支会名 普通会員口数 特別会員口数 支会名 普通会員口数 特別会員口数 

深 谷 ４，４２９ ２４５ 藤 沢 ２，８７８ ７０ 

幡 羅 ４，５３９ ８１ 明 戸 １，２７３ ３４ 

大 寄 １，３１３ １３ 八 基 １，３１９ ４４ 

豊 里 １，４７６ ３８ 上 柴 ４，３９３ ８１ 

南 ３，５３５ ６８ 岡 部 ４，２６２ １９１ 

川 本 ３，１８５ ９２ 花 園 ３，６８７ ２４ 

   合 計 ３６，２８９ ９８１ 

法人会員  ２０７口 

団体会員  １１５口 

 

地域福祉推進事業     

小地域福祉活動の普及（ふれあいいきいきサロン） 

・ふれあいいきいきサロンの運営に必要な財源として助成金を交付するとともに、ふれあいいきい

きサロンを行う際に使用する備品の貸し出しや、サロン応援隊の派遣調整を行いました。 

サロン数：１１８ヶ所、開催回数：７０７回、助成金額：３，０３７，３９３円 

〔内訳〕 

地区名 サロン数 開催回数 地区名 サロン数 開催回数 地区名 サロン数 開催回数 

深 谷 ５ ８２ 藤 沢 ６ ３８ 幡 羅 ７ ３２ 

明 戸 １０ ８５ 大 寄 ４ ２２ 八 基 ６ ２３ 

豊 里 １０ ４０ 上 柴 １２ １０１ 南 ５ ３０ 

岡 部 １５ ４１ 川 本 １５ ５６ 花 園 ２３ １５７ 

 

  サロン活動者のための情報交換会 

日 時：平成３０年３月２６日（月） 午前１０時から・午後１時からの２回 

場 所：藤沢公民館 

参加者：１３４名 

 

ふれあい映画鑑賞 

・ひとり親家庭の親子、障害者の親子、障害者施設に入所・通所している障害者に対して、映画無

料招待券を提供しました。 

実施期間：平成２９年１０月１日～平成３０年３月３１日 

場  所：深谷シネマ 

上映作品：上記実施期間中に上映された全作品 

利 用 者：３名 

 

  



地域福祉推進事業（地区社協への助成） 

・地域住民の相互の連帯に基づいた地域ぐるみの福祉活動に対し、地区社協への助成を行いました。 

内  容：各地区社協へ１００，０００円の助成 

実施事業：歩け歩け大会、グランドゴルフ大会、ひとり暮らし高齢者お楽しみ会 

ひなまつりコンサート、ふれあいいきいきサロン助成 など 

 

屋内ゲートボール場の管理・運営（すぱーく深谷、すぱーく岡部） 

・高齢者をはじめ、住民の生涯スポーツの振興やコミュニケーションの場を提供する多目的施設と

して市内の屋内ゲートボール場を管理・運営しました。 

 日数 件数 利用人数 

すぱーく深谷 １８６ ２８４ ４，５３９ 

すぱーく岡部 ２１９ ２６７ ５，５６６ 

 

善意銀行（ペットボトルキャップ回収） 

・市内の学校・企業等にご協力いただき集めたペットボトルのキャップを売却し、売却益を財源と

して、学校の備品整備やふっかちゃん子ども福祉基金への寄付を行いました。 

売上金額：９２，７２７円 

整備品等：大寄小学校  ： 座敷ぼうき３２本・モップ５本 

岡部西小学校 ： 電動鉛筆削り５台 

川本南小学校 ： ソフトバレーボール１５個 

深谷中学校  ： 自在ぼうき１２本 

上柴中学校  ： ソフトバレーボール１６個 

協力団体：学  校：３２、福祉施設・企業：６３、道 の 駅：３ 

公 民 館：１１、公共施設：９ 

 

 

在宅福祉サービス事業 

有償家事援助サービス 

・市民の協力（協力会員）により、日常生活の「ちょっと困った」を支援するサービスとして実施

しました。 

登録協力会員数：１４３名（実働可能者数：９２名 〔内 実働者数：２６名〕） 

登録利用会員数：１５９名（実利用会員数：４６名） 

延 活 動 件 数：１，９２５件 

利用料金：３５０円／３０分 

 

訪問理美容サービス 

・在宅生活を送り、心身の障害及び疾病等の理由により、理美容院へ行くことが困難な方を訪問し

理美容サービスを提供しました。 

協力店数： ６８店 

申請者数：１１８名（内 利用者数：８３名） 

利用回数：延２５０回 



寝具洗濯乾燥消毒サービス 

・在宅生活を送り、心身の障害及び疾病等の理由により、寝具の衛生管理が困難な方に、寝具の水

洗い及び乾燥消毒を提供しました。 

申請者数：４２名（内 利用者数：３９名） 

利用回数：延１１５回 

 

敬老交通安全杖支給 

・高齢者の交通安全を願って、歩行者用の杖を支給しました。 

支給者数：６３５名 

 

小・中学生による年賀状送付 

・ひとり暮らし高齢者に対して、小学生・中学生による年賀状を送付することにより、高齢者への

励ましを実施しました。 

対象高齢者：１，４３３名 

送付枚数 ：６，４２４通 

 

安否確認事業     

・民生委員・児童委員の協力により、月１回のひとり暮らし高齢者への安否確認のため飲み物を持

って、一人暮らし高齢者宅の訪問を実施しました。 

４月～９月（野菜ジュースを持参） 利用者数：７，９６０名 

１０月～３月（乳性飲料を持参）   利用者数：８，０３３名 

 

福祉用具の貸出 

・地域福祉推進のために社協が所有する福祉用具等の貸出をしました。 

貸出回数  車いす：１０２回、高齢者疑似体験セット：１６回 

アイマスク：９回、点字盤：５回 

音響設備：６０回（ポータブルアンプ：５４回、放送設備：６回） 

 

在宅福祉推進車貸出事業（移送サービス） 

・公共交通機関を利用することが困難な高齢者等の必要に応じ在宅福祉推進車（福祉車両）を貸出

しました。 

なお、利用にあたり、運転手を確保できない方に対しては、併せて運転ボランティアの派遣・調

整を行いました。 

利用登録者数    ８６名（深谷：６２名、花園：２４名） 

総貸出件数    ４５２件 内訳 運転ボランティア派遣 ４０４件 

                 車両のみ貸出      ４８件 

運転ボランティア  ２４名（深谷：１９名、花園：５名） 

 

 

  



高齢者福祉事業 

敬老会 

・長い間社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、高齢者福祉の向上を図るために開催しました。 

対象者数  １８，９７１名（７５歳以上の高齢者） 

参加者数   ５，９５１名（参加率３１．３７％） 

 

地域包括支援センター 

・地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な支援を行いました。 

対象地区：深谷地区・大寄地区 

相談件数：１，１９７件  

内容 介護・日常生活：１９２件、 サービスの利用：１，１３５件 

医     療： １６件、 所得・家庭生活：   １１件 

権 利 擁 護：  ７件、 認  知  症：   ４１件 

ケアマネジャー支援：６件 

ケアサポート連絡会：８回 

地域ケア会議：２４件 

介護予防支援 － 直営：延３５９件   介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ － 直営：延４８４件 

委託：延５９０件              委託：延９４９件 

 

介護保険事業 

・介護保険法による福祉サービス事業所として２ヶ所の居宅介護支援事業所・訪問介護事業所を運

営しました。 

居宅介護支援事業所 

 居宅介護支援     深谷 ： 実人数：１５１名（延１，４０４件） 

花園 ： 実人数：１１２名（延１，０４９件） 

介護予防支援     深谷 ： 実人数： ２８名（延２５８件） 

（介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ含）  花園 ： 実人数： ３９名（延２０７件） 

要介護認定訪問調査  深谷 ： 実人数：１８９名 

花園 ： 実人数：１１６名 

訪問介護事業所 

要介護者  深谷 ： 実人数：２４名（延１，６８８件） 

花園 ： 実人数：２７名（延５，７２３件） 

要支援者  深谷 ： 実人数：２３名（延１，３０３件） 

花園 ： 実人数： ４名（延  ２１２件） 

 

  



生活支援体制整備事業 

・日常生活上の支援が必要な高齢者等が、住み慣れた地域で、生きがいを持って在宅生活を継続し

ていくための支援体制・体制づくりの取り組みを実施しました。 

第１層（深谷市内全域） 

活動内容  ・社会資源調査．ニーズ把握．ネットワークの構築 

協議体の開催  ４回 〔内容〕 ・グループワーク 

・コンビニイートイン利活用 

・第２層進捗状況報告 

・情報共有 

 

第２層（深谷地区・大寄地区） 

活動内容  ・地域課題・資源・ニーズの把握、 

      ・地縁組織・多様な主体への事業周知のための訪問 

〔訪問団体等〕： 深谷地区自治会長会議  深谷地区民児協 

大寄地区民児協  老人クラブ連合会 

ふれあいいきいきサロン（５か所） 

ふっかつ体操（２か所） 

深谷公民館まつり  深谷地区商工会会議 

居宅介護支援事業所（９事業所） 

協議体の開催  ２回 ［内容］ ・事業説明、情報提供 

・地域資源見える化マップの検討 

 

認知症対策総合支援事業 

・認知症になっても住み慣れた地域で生活を続けるために、住民の認知症の理解やつながり、支え

合いのあるまちを推進するとともに、認知症の方やその家族の相談に応じ、必要な医療や介護等

のサービスが受けられるよう関係者の連携を図るために取り組みました。 

活動内容  ・認知症ケアパス概要版の作成  ２００部 

・認知症しんぶんの作成      ６０部（年３回） 

・関係機関との連携 

〔連携団体〕： 圏域内薬局（１２ヶ所）  小規模多機能居宅 

       グループホーム  居宅事業所 他 

 

 

障害者福祉事業 

ふれあいスポーツ大会への協力 

・スポーツを通じて親睦を深め、障害者（児）に対する理解を深めることを目的に市に協力しまし

た。 

開催日：平成２９年１０月７日（土） 

参加者：７０２名（内訳 障害者：４６８名、応援・介助者：１９５名 

ボランティア：３９名） 

 

  



手話通訳派遣事業 

・聴覚障害者の家庭生活及び社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため手話通訳者を

派遣しました。 

手話通訳者：１８名（内訳 専任：２名、登録：１６名） 

利用者数 ：３５名 

派遣件数 ：８３６件（内 個人：７８２件、団体：５４件） 

派遣内容  医療：４５８件、生活：２４６件、教育：３９件 

職業：３９件、その他：５４件 

 

手話通訳者養成講座 

・手話を学びながら、聴覚障害者について理解と知識を深めるとともに、手話通訳ができる人材を

養成するための講座を開催しました。 

入門講座    実施時期：平成２９年５月～平成２９年９月（全２２回） 

申込者数：２３名（内 修了者：１６名） 

基礎講座    実施時期：平成２９年１０月～平成３０年３月（全２５回） 

申込者数：２６名（内 修了者：１７名） 

通訳者養成講座 実施時期：平成２９年４月～平成３０年３月（全４６回） 

申込者数：３名（内 修了者：１名） 

 

障害者作品カレンダーの作成 

・障害者の創作活動を奨励し、その創作品を幅広く公開することにより、障害者の活動意欲の高揚

と社会参加を促進することに併せ、市民の理解と認識を深めることを目的とし作成しました。 

作成部数：１，４００部 

配 布 先：公民館、市役所、自治会長、民生委員・児童委員、市内福祉施設 

日赤奉仕団、老人クラブ、募金寄付者 

近隣社協、共同募金会、姉妹都市 

 

障害児親と子の集い 

・障害児親子の集いを通じて親と子のふれあいを深めることを目的としてバスハイクを実施しまし

た。 

実施日：平成３０年３月３日（土） 

場 所：東京ディズニーランド 

参加者：３１名（１０家族） 

 

障害福祉サービス 

・障害者総合支援法による障害福祉サービスとして２つの事業所を運営しました。 

居宅介護利用件数  深谷：実人数：１０名（延１，５３１件） 

花園：実人数： ３名（延  ９７６件） 

同行援護利用件数  深谷：実人数： １名（延    ３件） 

 



指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業 

・障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用するための、サービス等利用計画についての相

談及び作成などの支援を行いました。 

障害者：実人数：１７３名（計画作成：１３３件、モニタリング：２２７件） 

障害児：実人数： １６名（計画作成： ２０件、モニタリング： １９件） 

 

障害者就労支援センター事業 

・障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、身近な地域において就労に関する相談・支援を

行いました。 

登録者数：３１５名（内 新規登録者：１８名） 

就労者数：１５１名（内 就職者：２６名、退職者：９名） 

相談件数：延３，６４６件  内訳 身体：２１１件、知的障害：２，７７６件 

精神：４１８件、発達：２３８件 

その他：３件 

企業への訪問：６３３件 

 

 

児童福祉事業 

子ども会育成特別推進事業（地区社協への助成） 

・子ども会活動を支援すると同時に、地域の中の子どものふれあいの場となる活動を促進するため、

各地区社協への助成を行いました。 

内  容：各地区社協へ３０，０００円の助成 

実施事業：鮭の放流事業、職業体験（キッザニア東京）、七夕飾りコンクール 

     子ども会への助成   など 

 

 

ひとり親家庭福祉事業 

ひとり親家庭親と子の集い 

・ひとり親家庭の親と子のふれあいの場を作ることを目的とし年２回のバスハイクを開催しました。 

夏  実施日：平成２９年８月５日（土） 

場 所：東京ディズニーランド 

参加者：６４名（２６家族） 

冬  実施日：平成３０年２月１０日（土） 

場 所：湯の丸高原スキー場 

参加者：２２名（１０家族） 

 

 

  



生活福祉事業 

福祉資金の貸付 

・低所得世帯を対象に応急的な小口資金の貸付けを行いました。 

貸付件数：２件 

貸付金額： ７０，０００円 

償還金額：１４０，０００円（延滞利息：３，８６４円） 

 

生活福祉資金の貸付 

・独立自活に必要な資金を低金利で貸付け、自立更生を援助する生活福祉資金（埼玉県社会福祉協

議会にて実施）の相談・受付の事務を行いました。 

実績 緊急小口資金            ２０件 １，２０５，０００円 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金  １件    ４４，０００円／月 

（貸付限度額：５，５２３，０００円） 

 

あんしんセーフティネット事業 

・埼玉県社協の主唱により社会福祉法人の社会貢献事業の一環として、社会福祉施設が主体となり

市町村社協と協働することにより生活困窮者の生活支援を行いました。 

支援件数：９件 

 

福祉サービス利用援助事業 

・認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスに関する相

談に応じ、福祉サービスの提供を受けるための手続き及び費用支払のための便宜を図ることによ

り、地域での自立した生活を送るための支援を行いました。 

生活支援員数：１７名 

利用者数  ：３１名（新規契約：９名、解約者数：６名） 

支援回数  ：延４５９回 

相談件数  ：延３４９名 

 

法人後見 

・今後不足が予想される成年後見制度の担い手として、法人で成年後見人等に就任し、支援を行い

ました。 

受任件数：６件（類型 後見：２件、保佐：４件、補助：０件） 

終了件数：０件 

 

 

  



成年後見サポートセンター 

・成年後見制度の利用が必要な方が、利用しやすい環境を整えるために以下の業務を行いました。 

相談及び利用支援   問合せ ：４４件 

相談  ：５７件 

申立支援： １件 

その他 ：６１件 

成年後見制度講演会  期 日：平成３０年３月１１日（土） 

場 所：藤沢公民館 

講 演 

・表題：「成年後見制度の必要性」 

・講師：社会福祉法人清心会さやかグループ 

常務理事本部長・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ管理者 関根 三枝 氏 

パネルデスカッション 

・表題：「福祉施設における成年後見制度と深谷市の取り組み」 

・コーディネーター：畠中 正夫 氏 

・パネリスト：５名 

参加者：５８名 

出前講座       ３ヶ所 

市民後見人養成講座  基礎講座（４日）：受講者：１４名、修了者：１１名 

実践講座（４日）：受講者：１０名、修了者： ９名 

運営委員会の開催   ４回 

       検討内容 ・成年後見サポートセンター事業計画について 

・市民後見人養成講座について 

・受任審査・困難事例について  他 

 

共同募金活動への協力 

・共同募金活動の推進により、地域福祉の充実を図るため実施しました。 

赤い羽根共同募金運動   戸 別 募 金   ９，４７３，３３５円 

職域・個人募金   ３，４１８，９８４円 

街 頭 募 金     ２６１，２０６円 

法 人 募 金     ３２８，０１０円 

学 校 募 金     ４９６，７４１円  

募 金 計   １３，９７８，２７６円 

（カード清算額）  １，４６２，０００円  

合  計    １２，５１６，２７６円 

歳末たすけあい募金運動  戸 別 募 金   ３，８９９，６７０円 

街 頭 募 金      ４２，３９７円 

篤 志 募 金   １，８２５，４３２円  

               合  計     ５，７６７，４９９円 

 

 

  



ボランティア活動支援     

夏休み体験ボランティア事業 

・ボランティア活動の振興及び地域における福祉教育・ボランティア学習の推進を目的として行い

ました。 

施設ボランティア参加者数  障害児・者施設ボランティア： ４８人 

高齢者施設ボランティア  ：１２８人 

子どもの施設ボランティア ：３９３人 

体験講座 『みんなで学ぼう！ふくしについて☆』    ： ２３人 

 

ボランティア・市民活動サポートセンター事業 

・ボランティアや市民活動・ＮＰＯなど、非営利で公益的な活動をしている方たちや、これから活

動を考えている方たちの活動拠点として、サポートを行いました。 

活動の相談及び斡旋        件数：２８６件  内訳 サロン応援隊： ５９件 

社協応援団 ： ９２件 

そ の 他 ：１３５件 

ボランティア団体への助成     助成件数：７件 

助成金額：１２４，０００円 

講習会の開催   朗読講習会                 ８回  ２５人 

有償家事援助サービス事業協力員養成講座   ４回  １２人 

学校支援ボランティア養成講座        ６回   ９人 

水害ボランティア養成講座          １回  １７人 

広報誌の発行   ボランティアだより    毎戸配布４５，０００部（７・３月） 

ボランティアかわらばん  回覧版（６・８・９・１０・１２月） 

市民活動だより      回覧板（４・６・８・１０・１月）） 

セミナーの開催  子ども食堂立ち上げ講座           １回  ３３人 

市民活動ＰＲのためのＳＮＳ活用術講座    １回  ２１人 

 

 

団体支援 

各種団体事務局 

・各種団体の事務局を受託し、団体の活動支援を行いました。 

深谷市老人クラブ連合会 

埼玉県共同募金会深谷市支会 

日本赤十字社埼玉県支部深谷市地区 

深谷市赤十字奉仕団 

日本赤十字社埼玉県有功会深谷市支会 

 

  



日本赤十字社社資募集活動への協力 

・赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする事業資金の確保と併せて、赤十字事

業を支え参加しているとの認識を多くの方々にもっていただくために行いました。 

赤十字活動資金実績：８，３２５，５２３円 

赤十字特別活動資金実績：１，６８０，０００円 

 

 

広報・啓発活動の促進 

広報紙「社協だより」の発行 

・市社協及び地区社協の事業等を広く市民に知らせ、福祉意識向上と社会福祉協議会に対する理解

を深めるために発行しました。 

発 行 月：７月、９月、１２月、２月、３月 

発行部数：毎戸配布４５，０００部 

 

「社会福祉大会」の開催 

・社会福祉活動に対する意識向上を図り、活動者への顕彰を目的として開催しました。 

開 催 日：平成２９年１１月２１日（火） 

場  所：深谷市花園文化会館アドニス 

来場者数：３４７名 

顕  彰：感謝状：個人２名、団体１団体 

表彰状：７名 

講  演：講 師  露の団六 氏 〔落語家〕 

演 題  「高齢者、障がい者にやさしい社会をめざして」 

 

「福祉健康まつり」への参加 

・高齢者や障害者、児童等が制作した作品の展示会及び即売会を開催し、作品制作意欲と生きがい

を高め社会参加の場を拡大するとともに、市民の地域福祉に対する意欲を啓発することを目的と

し開催されています。（実行委員会体制で開催） 

開 催 日：平成２９年１０月２８日（土） 

開催場所：深谷ビッグタートル 

来場者数：５，８２４名 

参加団体：７８団体 

 

福祉の心を育む交流事業 

  ・小中学校と社会福祉施設の間をつなぎ、児童・生徒の豊かな心を育むための交流事業を行い

ました。 

参加小中学校数：２９校 

参加施設数  ：１７施設 

 

  



実習生の受け入れ 

・大学生、専門学校生等で、業務体験をとおして、社協に対する理解を深めていただきながら、必

要な実習が受けられるよう、実習生を受け入れました。 

受入者数：７人   内訳 

 

高崎健康福祉大学：１人 

県立高等看護学院：６人 

 

 

職員の資質向上 

各種研修への参加 

・職員の資質向上を図り、社協活動を充実させるために各種研修会へ参加しました。 

受講職員数 ：２７人 

参加研修日数：延１５５日 

 

 

 



平成２９年度 社会福祉法人深谷市社会福祉協議会 

事業報告付属明細書 

 

 

平成２９年度事業報告においては、「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当す

るものはありません。 

 


