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Ⅰ 社会福祉事業 

１ 地域福祉事業 

（１）法人運営事業 

ア 法人運営事業 

（ア）理事会・評議員会 

理事会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R2.6.2(火) 

 

(1) 令和元年度さくら市社会福祉協議会事業 

報告について 

(2) 令和元年度さくら市社会福祉協議会一般

会計収支決算について 

(3) 評議員選任・解任委員会の委員の選任

（案）について 

(4) 評議員選任・解任委員会の開催及び評議

員候補者の推薦（案）について 

(5) 定時評議員会の開催日及び提出議案

（案）について 

喜連川社会福

祉センター 

 

理事 10人 

監事 1人 

R2.9.9(水) (1) 令和 2年度さくら市社会福祉協議会一般会 

計補正予算（案）について 

(2) 上松山児童センター指定管理の公募につ

いて 

(3) 評議員候補者の推薦及び評議員選任・解

任委員会の開催見合わせ（案）について 

(4) 評議員会(第 2 回)の開催日及び提出議案

（案）について 

喜連川社会福

祉センター 

理事 11人 

監事 2人 

R2.12.14(月) 

 

(1) 令和2年度さくら市社会福祉協議会一般会 

計補正予算（案）について 

(2) 日常生活自立支援事業（あすてらす）の

受託について 

(3) さくら市社会福祉協議会定款の変更につ

いて 

(4) 上松山小学童保育 D運営規程（案）及び E

運営規程（案）の制定について 

(5) 評議員会(第 3 回)の開催日及び提出議案

（案）について 

喜連川社会福

祉センター 

理事 12人 

監事 2人 

R3.3.17(水) 

 

(1) 消費税の課税事業者について 

(2) 令和2年度さくら市社会福祉協議会一般会

計補正予算（案）について 

(3) 役員等賠償責任保険契約の締結における

理事会の決議について 

喜連川社会福

祉センター 

理事 12人 

監事  2人 
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(4)さくら市社会福祉協議会嘱託職員就業規程 

の一部改正（案）について 

(5)さくら市社会福祉金庫規程の一部改正につ

いて 

(6)令和 3年度さくら市社会福祉協議会事業計

画（案）について 

(7)令和 3年度さくら市社会福祉協議会収支予 

算（案）について 

(8)評議会(第 4回)の開催日及び提出議案（案 

）について 

 

 評議員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R2.6.18(木) 

 

(1) 令和元年度さくら市社会福祉協議会事業

報告について 

(2) 令和元年度さくら市社会福祉協議会一般

会計収支決算について 

氏家公民館 評議員 

   22人 

R2.9.18(金) 

 

(1) 令和 2年度さくら市社会福祉協議会一般会 

補正予算について 

(2) 上松山児童センター指定管理の公募につ

いて 

喜連川公民館 評議員 

   18人 

R2.12.23(水) (1) 令和2年度さくら市社会福祉協議会一般会

計補正予算（案）について 

(2) 日常生活自立支援事業（あすてらす）の 

受託について 

(3)さくら市社会福祉協議会定款の変更につい 

  て 

氏家公民館 評議員 

   20人 

 

R3.3.26(金) (1)消費税の課税事業者について 

(2)令和 2年度さくら市社会福祉協議会一般会 

計補正予算（案）について 

(3)令和 3年度さくら市社会福祉協議会事業計 

画（案）について 

(4)令和 3年度さくら市社会福祉協議会収支予 

算（案）について 

喜連川公民館 評議員 

   19人 

 

 

 会計監査 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R2.5.25(月) 

 

令和元年事業報告について 

令和元年度一般会計収支決算について 

喜連川社会福

祉センター 

監事 2人 
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 役員・評議員研修 

期 日 内   容 場 所 出席者 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

 会長・副会長会議 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R2.5.19(火) 

 

(1) 理事会評議員会等に提出する議案等につ

いて  

(2)今後の事業等について 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会

長   3人 

R2.7.28(火) 

 

(1)職員採用について  

(2)上松山児童センターの指定管理について 

(3)理事会・評議員会等の開催について  

(4)日常生活自立支援事業（あすてらす）につ 

いて 

(5)市が進める包括的な支援体制整備について 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会

長   3人 

 

R2.8.28(金) 

 

(1) 理事会・評議員会に提出する議案等につ

いて 

(2) 事業部会に提出する議案等について 

(3) 来年度以降の新規委託事業等について 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会

長   3人 

R2.11.13(金) 

 

(1)職員採用試験について 

(2)理事会・評議員会･事業部会及び会長･副会 

長会議の日程調整について 

(3)来年度以降の新規委託事業について 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会

長   3人 

R2.11.30(月) (1)理事会・評議員会に提案する議案について 

(2)事業部会に提案する議題について 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会

長   3人 

R3.2.10(水) (1)理事会等の日程調整について 

(2)来年度の職員体制及び職務分担について 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会

長   3人 

R3.2.26(金) (1)消費税の課税事業者について 

(2)令和 2年度さくら市社会福祉協議会一般会 

計補正予算（案）について 

(3)役員等賠償責任保険契約の締結における理 

事会の決議について 

(4)さくら市社会福祉協議会嘱託職員就業規程 

の一部改正（案）について 

(5)さくら市社会福祉金庫規程の一部改正 

（案）について 

(6)令和 3年度さくら市社会福祉協議会事業計 

画（案）について 

(7)令和 3年度さくら市社会福祉協議会収支予 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会

長   3人 
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算（案）について 

(8)評議員会(第 4回)の開催日及び提出議案 

（案）について 

  

（イ）評議員選任・解任委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R2.6.8(月) 

 

(1)評議員の選任について 

(2)その他 

氏家福祉セン

ター 

委員 3人 

 

決議日 

R2.9.11(金) 

書面による同意 

(1)評議員の選任について 

  

 

（ウ）第三者委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R2.10.15(木) 

 

・福祉サービス苦情解決研修会 とちぎ福祉 

プラザ 

委員 1人 

 

R3.3.26(金) 

 

・令和 2年度苦情報告について 

【報告案件 0件の為、通知で報告】 

  

 

（エ）補助金等配分委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R2.6.10(水) 

 

・令和元年度助成金補助実績報告について 

① ご近所ふれあいサロン活動助成金 

② 福祉ボランティア活動助成金 

・令和２年度助成金補助金交付の可否につい 

 て 

① ご近所ふれあいサロン活動助成金 

② 福祉ボランティア活動助成金 

氏家福祉セン

ター 

配分委員 

     5人 

 

（オ）市長とのカフェトーク（懇談会） 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R3.3.12(金) 

 

(1)消費税について 

(2)給与表について 

氏家公民館 市長 

市職員 5人 

会長 

副会長 2人 

職員  4人 

 

イ 企画広報事業  

（ア）企画広報事業（社協だより、ＳＮＳ） 

  ・社協だより 3回発行（44号 7.10  45号 1.3 46号 3.31） 

  ・さくらッピーFacebook 随時更新 
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  ・ホームページ 随時更新 

 

（イ）会員募集 

募集期間 種類 会員数 金額 総額 

R2.10.1(木) 

～ 11.30(月) 

 

普通会費 9,271世帯 5,560,590円 

6,532,590円 特別会費 161名 203,000円 

賛助会費 176社 769,000円 

 

   （ウ）事業部会 

期 日 内   容 場 所 参加者数 

R2.9.3(木) 

 

(1)令和元年度事業部会事業報告及び令和 2年 

   度事業部会事業計画について 

(2)第 15回さくら市福祉まつりの開催中止につ 

   いて 

(3)上松山児童センター指定管理の公募につい 

 て 

(4)コロナ禍における事業の進捗状況について 

喜連川社会福

祉センター 

部会員 

  12人 

R2.12.7(月) 

 

(1)日常生活自立支援事業(あすてらす)につい  

  て 

(2)緊急食糧支援事業について 

(3)上松山児童センター指定管理候補者につい 

て  

喜連川社会福

祉センター 

部会員 

  11人 

R3.3.5(金) (1)令和 3年度さくら市社会福祉協議会事業計画 

（案）について 

(2)令和 2年度事業進捗状況について 

(3)さくら市社会福祉金庫規程の一部改正（案 

）について 

(4) 緊急食糧支援事業要綱の一部改正（案）に

ついて 

(5)スロープ付き福祉車両貸出要綱の一部改正 

（案）について 

(6)福祉車両の貸し出しについて 

(7)移動図書館への協力について 

(8)第2次さくら市地域福祉市民活動計画評価シ 

ステムについて 

喜連川社会福

祉センター 

部会員 

  12人 
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（エ）職員学習会・職員定例会 

 職員学習会 

期 日 内   容 場 所 参加者数 

R3.3.18(木) 個人情報保護法・苦情解決研修 氏家福祉セン

ター 

職員 4人 

児童センタ

ー職員 2人 

学童指導員 

   5人 

 

 職員定例会 

期 日 内   容 場 所 参加者数 

R2.7.3(金) (1)買い物バスツアーについて  

(2)その他 

氏家福祉セン

ター 

職員 5人 

R2.10.8(木) (1)令和 2年度事業について  

(2)その他 

氏家福祉セン

ター 

職員 5人 

R2.12.10(木) (1)令和 2年度事業について  

(2)令和 3年度予算編成について 

(3)その他 

氏家福祉セン

ター 

職員 5人 

R3.1.28(木） (1) 令和 3年度新規事業について 

(2) その他 

氏家福祉セン

ター 

職員 5人 

R3.2.5(金) (1)令和 3年度資金収支予算（案）について 氏家福祉セン

ター 

職員 5人 

 

（オ）さくらッピーの活用 

 本会・市・児童センター各種イベントにて活用 

 

   （カ）入学おめでとう事業（新小学１年生） 

期 日 内   容 対象者数 

R2.4.10(金) 

 

「さくらッピー」下敷きの贈呈 

 

新小学 1年生 

        401人 

 

（キ）卒業おめでとう事業（小中高卒業生） 

期 日 内   容 対象者数 

高等学校 

R3.3.1(月) 

しおり及びメッセージを入れた封筒を 

さくら市内小中高校卒業生に贈呈 

令和 2年度卒業生 

     1,061人 

中学校 

R3.3.10(水) 卒業式祝詞贈呈 市内小中高校  9校 

小学校 

R3.3.19(金) 
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（２）地域福祉推進事業 

ア 地域福祉事業 

（ア）地域福祉ネットワーク事業 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R2.5.13(水) 役員会  

・定期総会について 

氏家福祉センタ

ー 

4人 

 

R2.5.29(金) 定期総会【コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止】 

氏家公民館  

R2.12.8(火) 役員会 

・各地区情報交換会について  

・視察研修について 

・会長・副会長等研修会について 

・県社協主催研修会について 

氏家福祉センタ

ー 

4人 

R3.1.22(金) 県社協主催地域共生社会シンポジウム【コ

ロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

とちぎ福祉プラ

ザ 

 

 

（イ）福祉講演会 

期 日 内   容 場  所 来場者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため 

中止】 

  

 

 

（ウ）ご近所ふれあいサロン活動助成金 

交付日 内   容 交付団体数 交付額 

R2.6.26(金) 

 

・補助金等配分委員会において 

 審議の上、交付 

サロン提供団体 

    27団体  

780,000円 

 

（エ）いきいきふれあいサロン（氏家・喜連川） 

   氏家 毎月第３水曜日開催 

期 日 内  容 場 所 参加者数 

R2.4.15(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.5.20(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.6.17(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.7.15(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.9.16(水)  【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 
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R2.10.21(水)  【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.11.18(水)   【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.12.16(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R3.1.20(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R3.2.17(水) ・ビンゴ大会 氏家福祉 

センター 

利用者    8人 

ボランティア 1人 

R3.3.17(水) ・まちがいさがし 

 

氏家福祉 

センター 

利用者       9人 

ボランティア 1人 

 

喜連川（協力団体：喜楽会）毎月第１水曜日開催 

期 日 内  容 場 所 参加者数 

R2.4.1(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

 

R2.5.13(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

 

 

 

 

R2.6.3(水)  【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.7.1(水) ・ビンゴゲーム 喜連川社会 

福祉センター 

利用者  11人 

喜楽会  12人 

R2.8.5(水)  ・フラダンス(1名) 

・クラリネット演奏（1名） 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  15人 

喜楽会  13人 

R2.9.2(水)  ・数珠玉でネックレス作り 喜連川社会 

福祉センター 

利用者   9人 

喜楽会  13人 

R2.10.7(水)   ・クラフト籠作り 

 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  12人 

喜楽会  14人 

R2.11.4(水) ・コーラス(コール喜連川) 喜連川社会 

福祉センター 

利用者  12人 

喜楽会  13人 

R2.12.2(水) ・万華鏡作り 喜連川社会 

福祉センター 

利用者  12人 

喜楽会  14人 

R3.1.6(水) ・塗り絵 

・ジグソーパズル 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  11人 

喜楽会  12人 

R3.2.3(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R3.3.3(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 
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（オ）レコードサロン（協力団体：ちくおんき桜）毎月第１金曜日開催 

期 日 事 業 名 場  所 参加者数 

R2.4.3(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 
  

R2.5.1(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.6.5(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.6.20(土) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.7.3(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

 
 

R2.8.7(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.9.4(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.10.2(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.10.17(土) 「アナログレコードを聴こう会」視察

研修 

新潟県燕市 10人 

R2.11.6(金) 第 34回「元気になろう」特集 氏家公民館 46人 

R2.12.4(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R3.1.8(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R3.2.5(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R3.3.9(火) 第 35 回「鈴木ラスト ｱ･ﾗ･ｶ･ﾙ･ﾄ」特

集 

氏家公民館 35人 

    

   （カ）福祉施設連絡会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

 

（キ）福祉まつり 

期 日 事業名 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 
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（ク）地域サロン活動者実践講習会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R2.10.5(月)～ 

R2.10.6(火) 

 

地域サロン交流会（高齢課共催） 

・コロナ禍でのサロン運営状況について情

報交換 

喜連川公民館 

 

 32団体 

 

 

（ケ）涙活サロン（協力団体：涙涙さくら）毎月第２火曜日開催 

期 日 事 業 名 場  所 参加者数 

R2.4.28(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.5.26(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.6.23(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.7.28(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.8.25(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.9.29(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.10.27(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 
  

R2.11.14(土) 研修会 福島県双葉町 11人 

R2.11.24(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 
  

R2.12.22(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 
  

R3.1.26(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 
  

R3.2.9（火） 「鬼滅の刃 第 1巻」 氏家福祉センター 10人 

R3.3.23(火) 映画「フラガール」 氏家公民館 33人 

 

 

（コ）地域共生社会勉強会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R2.11.26(木) さくら市包括的支援体制整備事業に係る方

針等の説明会 

・さくら市包括的支援体制整備事業に係る

方針について 

さくら市役所 

 

職員 2人 
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R3.1.22(金) 県社協主催地域共生社会シンポジウム【コ

ロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

とちぎ福祉プラ

ザ 

 

R3.2.19(金) さくら市相談支援包括化推進会議 さくら市役所 職員 1人 

 

（サ）日常生活自立支援事業（あすてらす） 

地 区 利用者数 年間活動数 

氏家 12人 
延べ 129回 

喜連川    1人 

 

（シ）緊急食糧支援 

申請件数 3件 

     

期 日 内   容 場  所 配布数 

R3.2.17(水) 手打ちそば・お米の配布 喜連川社会福祉

センター 

8世帯 23人 

 

（ス）地域福祉市民活動計画（評価・検証） 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3.3.5(金) 事業部会において評価システム協力依頼 喜連川社会福祉

センター 

部会員  12人 

 

イ 児童・青少年福祉事業 

（ア）福祉機器貸付事業 

 

（イ）養護施設就学援助事業 

期 日 相手先 援助額 

R2.6.2(火) 社会福祉法人 養徳園  50,000円 

 

（ウ）養護施設及び企業、社協との連携支援事業 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止】 

  

 

 

ウ 高齢者福祉事業 

（ア）買い物バスツアー 

 喜連川地区 毎月第２金曜日開催 

期 日 内 容 買物場所 参加者数 
同行ボラン 

ティア数 
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R2.4.10(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

R2.5.8(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

R2.6.12(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

R2.7.10(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

R2.8.7(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

R2.9.11(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

R2.10.9(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

R2.11.13(金) リンゴ狩り ヨークベニマル 等 4人 1人 

R2.12.11(金) 買い物 サンキ 等 3人 1人 

R3.1.15(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

R3.2.12(金) 買い物 ザ・ビッグエクストラ  2人 1人 

R3.3.12(金) パネル展示見学 オータニ 4人 1人 

  計 13人 4人 

 

 氏家地区 毎月第４金曜日開催 

期 日 内 容 買物場所 参加者数 
同行ボラン 

ティア数 

R2.4.24(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

R2.5.22(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

R2.6.26(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

R2.7.31(金) 買い物 ザ・ビッグエクストラ 7人 1人 

R2.8.28(金) 買い物 ベイシア 7人 1人 

R2.9.25(金) 買い物 ヨークベニマル 6人 2人 

R2.10.23(金) 買い物 農産物直売所さくら 等  8人 1人 

R2.11.27(金) 買い物 道の駅きつれがわ 等 9人 1人 

R2.12.25(金) 買い物 サンキ 等 8人 2人 

R3.1.22(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 
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R3.2.26(金) 買い物 ザ・ビッグエクストラ 6人 2人 

R3.3.12(金) パネル展示見学 オータニ 6人 2人 

  計 57人 12人 

 

（イ）友愛訪問事業（福祉チョコ・豆餅の配布） 

 福祉チョコ 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R2.11.10～ 11 月 10～12 日の民協定例会にて民生委員・

児童委員へ福祉チョコを配布 

対象者 75才以上一人暮らし高齢者 

 対象者数 

503人 

  

豆餅 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

（ウ）ひとり暮らし高齢者のつどい 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

    

（エ）終活セミナー 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

エ 障がい者福祉事業 

（ア）初心者手話講習会 毎週火曜日開催 

期 日 内  容 場 所 受講者数 

R3.3.2(火)～ 

R3.5.11(火) 

全 10回 

・自己紹介や日常的に使用される語い 

・簡単な会話の聞き取り 

氏家公民館 

氏家福祉センター 

 

9人 

 

（イ）車イスの貸出 

地 区 貸出数 

氏家 25件 

喜連川 12件 

 

（ウ）スロープ付福祉車両（軽自動車）の貸出 

貸出数 22件 
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（エ）新スポーツ講習会 

期 日 内  容 場 所 受講者数 

R2.12.17(木) ・ボッチャ講習会 

 講師 県障害者スポーツ協会指導者協会 

    大金 雪子 氏 他３人 

喜連川公民館 さくら市身

体障害者福

祉会 

   25人 

 

（３）ボランティア振興事業 

ア 福祉教育事業 

（ア）ボランティア養成講座 

期 日 内 容 場 所 参加者数 

 

 

【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

 

（イ）傾聴ボランティア養成講座 

期 日 内 容 場 所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

    

（ウ）登録ボランティア交流会 

期 日 内 容 場 所 参加者数 

 

 

【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

 

（エ）サマースクール 

期 日 内 容 場 所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

 

（福祉教育・福祉体験） 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R2.11.12(木) ・車いす体験・高齢者擬似体験 

・アイマスク・白杖体験 

南小学校 

体育館 

南小学校 

4年生   90人 

 

イ 被災地支援・減災事業 

（ア）減災運動会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 
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（イ）３.１１追悼・応援イベント 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3.3.8(月)～ 

  R3.3.12(金) 

手作り写真パネル展示・東北支援映

像 

喜連川社会福祉

センター 

66人 

R3.3.11(木) 3.11“絆”プロジェクト in さくら

2021 

喜連川社会福祉

センター 

86人 

 

（ウ）災害支援活動 

期 日 事 業 名 等 場   所 参加者数 

R2.7.2(木) キャベツ、玉ねぎ、じゃがいも、春

菊、トイレットペーパー、バスマジ

ックリン、タオル、ハンドソープの

提供 

宮城県東松島市 職員     1人 

R2.11.25(水) 春菊、玉ねぎ、ネギ、大根、白菜、

カボチャ、ユズ、トイレットペーパ

ーの提供 

宮城県東松島市 職員         2人 

 

R3.3.19(金) 
レタス、春菊、トマト、下仁田ネ

ギ、ウド、米、イチゴ、チョコレー

ト、そば粉、ネギ、トイレットペー

パーの提供 

宮城県東松島市 

 

 

 

 

職員     3人 

下野新聞社職員 

1人 

とちぎテレビ職員

2人 

 

（エ）絆（ボランティア）事業 

期 日 事 業 名 場  所 参加者数 

R2.11.14(土) 東日本大震災・原子力災害伝承館

視察 

福島県双葉郡双

葉町 

民生委員 OB会 

       11人 

 

ウ ボランティア活動支援事業 

（ア）福祉ボランティア活動助成金 

交付日 内   容 交付団体数 交付総額 

R2.6.26(金) 

 

・補助金等配分委員会において審議 

 の上、交付 

ボランティア団体 

     8団体  

180,000円 

 

（イ） ボランティアセンター整備 

  洗濯機購入 

 

（ウ）ちょっとボラ（エコキャップ、入れ歯回収他）の推進 

種類 当年度実績 その他 

エコキャップ 1,331,280個 累計 16,128,894個(ポリオワクチン 13,238.5人分) 

プルタブ・アルミ缶 換金額 26,895円  
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（４）共同募金配分金事業 

  会計監査 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R2.5.25(月) 

 

(1) 令和元年度赤い羽根共同募金協力結果報

告について 

(2)令和元年度寄付金会計収支決算について 

(3)令和元年度事務費会計収支決算について 

喜連川社会福

祉センター 

 

監事 2人 

   

運営委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R2.6.2(火) 

 

(1) 令和元年度栃木県共同募金会さくら市

支会事業報告について 

(2) 令和元年度赤い羽根共同募金協力結果

報告について 

(3) 令和元年度栃木県共同募金会さくら市

支会寄付金会計収支決算について 

(4) 令和元年度栃木県共同募金会さくら市

支会事務費会計収支決算について 

(5) 令和２年度栃木県共同募金会さくら市

支会寄付金会計収支予算（案）につい

て 

(6) 令和２年度栃木県共同募金会さくら市

支会事務費会計収支予算（案）につい

て 

喜連川社会福

祉センター 

 

運営委員 

   15人 

R2.9.9(水) 

 

(1)令和２年度赤い羽根共同募金運動について 喜連川社会福

祉センター 

 

運営委員 

   14人 

  

 赤い羽根共同募金実績 

運動期間 種類 会員数 金額 募金総額 

R2.10.1(木) 

～ 11.30(月) 

 

戸別募金 8,911世帯 3,563,320円 

4,228,684円 
法人募金 170社 665,364円 

  

ア 高齢者福祉活動費 

（ア）高齢者団体活動支援 

団体名 団体数 交付額 

さくら市いきいきクラブ連合会     1団体 10,000円 

各地区単位クラブ 27クラブ 135,000円 
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イ 障がい者福祉活動費 

（ア）障がい者団体活動支援 

団体名 交付額 

さくら市身体障害者福祉会 60,000円 

さくら市手をつなぐ育成会 30,000円 

 

ウ 児童・青少年福祉活動費 

（ア）子育て講演会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止】   

    

 

エ 福祉育成・援助活動費  

（ア）活動補助金（地域福祉ネットワーク会・地区社協） 

団体名 団体数 交付総額 

氏家地区地域福祉ネットワーク会 42地区 
921,000円 

喜連川地区社会福祉協議会 18行政区 

 

オ 指定配分事業 

（ア）災害見舞交付  1件 

 

２ 福祉基金事業 

（１）福祉基金造成事業 

内   容 件数 場所等 

故人の遺志・企業団体による寄付に対する感

謝状贈呈 

10件 葬儀場・自宅等 

 

３ 貸付事業 

（１）貸付事業 

貸付事業 等 

資金種類 件数 

生活福祉資金貸付事業 4件 

さくら市社会福祉金庫 5件 

栃木県愛の基金 0件 

罹災者見舞金（交付） 12件 
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Ⅱ 公益事業 

１ 指定管理事業 

（１）氏家福祉センター 

講座利用状況 

講座名 人数 開催日時 回数 実人数 

盆栽 27人 毎月第 1･3火曜日 

9時～12時 

15回 302人 

民謡（踊り） 6人 毎月第 1･3水曜日 

9時～12時 

 3回 10人 

民謡（唄） 13人 毎月第 2･4水曜日 

9時 30分～11時 30分 

13回 89人 

カラオケ 0人 毎月第 2･4木曜日 

9時 30分～11時 30分 

0回 0人 

陶芸 17人 毎月第 1･3水曜日 

9時～16時 

23回 260人 

うの花俳句 8人 毎月第 2･4木曜日 

9時～12時 

13回 89人 

編み物 25人 毎月第 3金曜日 

9時 30分～12時 

 0回 0人 

 

団体利用状況 

団体名 人数 開催日時 回数 実人数 

囲碁親和会 18人 毎週月曜日､第 1･3木曜日 

9時～16時 

0回 0人 

シルバーカラオケ愛

好会 

37人 毎月第 2･4水曜日 

13時～16時 

4回 67人 

紺俳句会氏家支部 2人 毎月第 1木曜日 

13時 30分～16時 

0回 0人 

朗読ボランティアハ

チドリの会 

4人 月末 2日間 9時 30分～16時 37回 130人 

毎月第 2･3月曜日 

10時～12時 

サークル手編み 8人 毎月第 1･3火曜日 

9時 30分～12時 

9回 42人 

一閑張 陽だまり 32人 月曜日・金曜日 

10時～15時 

    11回 152人 

ちぎり絵の会 6人 毎月第 1･3火曜日 

10時～15時 

2回 7人 

パッチワーク華 0人 毎月第 2火曜日 

9時～15時 

0回 0人 
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こっとんハート 9人 毎月第 1･2･4水曜日 

【第 1･4】9時 30分～12時 

【第 2】9時 30分～15時  

15回 118人 

傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱえん 15人 毎月第 4金曜日 

14時～16時 

9回 76人 

ハッピーの会 14人 毎月第 4金曜日 

10時～13時 

0回 0人 

絵手紙 6人 毎月第 1月曜日 

9時 30分～12時 

5回 19人 

よさこい桜 17人 毎月第 1･2･3木曜日 

13時 30分～15時 

4回 58人 

 

サロン利用状況 

事業名 人数 開催日時 回数 実人数 

いきいき・ふれあい 

サロン 

12人 毎月第 3水曜日   

10時～13時 

3回 19人 

 

施設利用状況 

月 利用回数 利用人数 月 利用回数 利用人数 

4月 35回 135人 10月 45回 76人 

5月 35回 114人 11月 55回 123人 

6月 31回 68人 12月 49回 74人 

7月 56回 145人 1月 36回 51人 

8月 46回 106人 2月 61回 79人 

9月 53回 97人 3月 104回 155人 

  合計 606回 1,223人 

 利用者総人数 2,661人 

 

（２）上松山児童センター 

  平成 20年 4月から指定管理 

児童センター 

事業名等 内容等 参加者数 

こいのぼり 製作 11人 

母の日 カード製作 9人 

父の日 プレゼント製作 10人 

紙製作 
お手紙パック・ケーキボック

ス・乗り物シリーズ 
137人 

夏休み工作 ふうりん・うちわ 26人 

七夕 七夕提供 16人 
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配布用手作りマスク作成   250人 

紙皿 水族館・雪だるま 30人 

絵画クラブ 講座・作品展 108人 

塗り絵   56人 

エンドレスカード   32人 

紙工作 ハートと角型の箱・ロゼッタ 9人 

絵合わせボックス   59人 

科学遊び ストロースクリュー製作 16人 

敬老の日 手型うちわ製作 10人 

寺子屋 絵画クラブ・門松製作 46人 

おたのしみくじ   210人 

地域交流 ぼうじぼ体験 8人 

ハロウィン くじ 133人 

作って食べ隊 かぶ組 41人 

館外活動 
つきみイルミネーションツア

ー 
10人 

クリスマス 
リース製作 

ステンドグラス風飾り配布 
50人 

とちぎ国体 バンダナ配布 150人 

平野先生と楽しく身体を動かそう   21人 

身体を動かそう なわとび 12人 

正月飾り 門松キット配布 26人 

３Ｊクラブ活動 センター掃除 1人 

エコ製作 
駒・ハロウィンバック・ 

フライングディスク 
91人 

新春 かきぞめ 4人 

しゃぼん玉配布   40人 

節分 鬼のお面製作配布 113人 

バレンタイン カード製作配布 20人 

ひなまつり製作キット配布   15人 

コロナ退散 流鏑馬大会 48人 

学童出前 絵本読み聞かせ 40人 

手作り配布 
シトラスリボン・カレンダー

キット・防犯グッズ 
256人 

東日本大震災追悼 黙とう 6人 

折り紙 製作・キット配布 20人 

その他 製作・イベント   275人 

参加者合計 2,415人 
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子育て支援 

事業名等 内容等 参加者数 

わくわくこいのぼり   12人 

わくわく誕生会   11人 

母の日 わくわく母の日製作 45人 

自然体験 プランター 20人 

時の記念日 時計を作ろう 12人 

父の日 プレゼント製作 23人 

紙製作 

赤ずきん・運転手さん・お財布

バッグ・しおり・フォトフレー

ム 他 

224人 

せいくらべシート   21人 

誕生カード   28人 

夏休み工作 うちわ・ふうりん 26人 

七夕 短冊提供 16人 

絵合わせボックス   55人 

絵合わせパズル 『ＺＯＯ』 30人 

塗り絵   14人 

手作り配布 
シトラスリボン・ふくわらい・

防犯キット 他 
97人 

お月見製作キット   18人 

おたのしみくじ   210人 

避難訓練『水消火器訓練』 水消火器訓練 11人 

館外活動 秋を探そう 17人 

ハロウィン くじ・変身セット 150人 

パネルシアターを楽しもう   32人 

ジャンピング   50人 

母親クラブ 発足準備会 8人 

絵本を楽しもう 絵本読み聞かせ 119人 

わくわくタイム   108人 

クリスマス 
ミュージックシアター・飾り配

布 
62人 

ジャンピングクリスマス   13人 

ママサークル 準備会 7人 

平野先生「絵本・身体を動かそう」   114人 

とちぎ国体 国体バンダナ配布 42人 

子育て相談   74人 

お正月 門松キット配布 15人 
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エコ製作『絵合わせアンパンマン』 
駒・絵合わせアンパンマン・か

えるぴょーん 他 
162人 

新春 かきぞめ 3人 

しゃぼん玉配布   101人 

節分 鬼のお面キット配布 21人 

バレンタイン カード配布 10人 

ひなまつり 
顔出しパネル・手作りプチ絵本

配布 
35人 

折り紙製作 キット配布・カタツムリ・七夕 31人 

科学館出前 ドライブドライブ 20人 

その他 製作・イベント・配布   377人 

参加者合計 2,444人 

  児童センター・子育て支援参加者、他来場者 計  5,784人 

 

子育て相談 

  相談記録が 

あるもの 

簡易な相談 
合 計 

うち関係機関へ 

繋げたもの 電 話 メール その他 

年間件数 25件 147件 0件 41件 213件    2件 

 

上松山小学童保育 

   指導員 8名 

 

利用者（4月 1日時点） 

学年 児童数 学年 児童数 合計 

１年 40人 4年  20人 

150人 

(前年度 162人) 
2年 48人 5年  10人 

3年 28人 6年  4人 

   

指導内容 

      生活の目標 

     ・元気にあいさつしましよう 

     ・遊んだあとは必ずお片づけをしよう 

     ・元気よく仲良く遊ぼう 

     ・静かに人の話を聞きましょう 

    

     事業内容 

 月 内 容 月 内  容 

 4月 母の日カード作り  10月 ハロウィン製作 
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 5月 ミサンガ製作  11月 暗闇サーチライト製作 

 6月 七夕製作  12月 クリスマス会・避難訓練(竜巻) 

 7月 折り紙製作・不審者対策訓練  1月 空き箱工作 

 8月 ゴム工作  2月 鬼のお面製作・お雛様飾り製作 

 9月 工作・避難訓練（台風） 
 3月 折り紙製作 

 

        ※カレンダー製作・誕生会は毎月 

 

（３）喜連川社会福祉センター 

施設利用状況 

月 利用回数 利用人数 月 利用回数 利用人数 

4月 2回 34人 10月 6回 71人 

5月 3回 32人 11月 8回 78人 

6月 8回 107人 12月 6回 87人 

7月 7回 67人  1月 3回 53人 

8月 5回 64人  2月 2回 12人 

9月 8回 111人  3月 15回 209人 

 合計 73回 925人 

 

イ 教室利用状況 

教室名 人数 開催日時 回数 実人数 

そば教室  10人 

 

毎月 1・3金曜日 

午前 8時 30～13時 

※３月休み 

   7回      70人 

   利用者総人数 995人 

 

（４）生きがいセンター 

ア 教室（大会）利用状況 

教室名 人数 開催日時 等 回数 実人数 

陶芸教室    13人 

 

毎週水・木曜日 

(素焼き・本焼き) 

午前 9時～12時 

   51回         663人 

レザークラフト教室    7人 毎月第 2水曜日     4回          28人 

ゲートボール大会 

（社協会長杯） 

    80人 10月 14日（水） 

さくら市総合運動公園

GB場 

15チーム参加 

  1回        80人 
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グラウンド・ゴルフ大会 

（社協会長杯） 

   171人 11月 8日（日） 

兎田河原 GG場 

  1回         160人 

ペタンク大会 

(社協会長杯) 

【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

輪投げ大会 

（社協会長杯） 

【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

  利用者総人数 931人 

 

２ 受託事業 

（１）学童保育 

ア 学童保育 

期 日 会議・研修名 場所 参加者数 

R2.8.27(木) 学童保育指導員会議 

・各学童保育室における現状と課題 

氏家福祉センター 11人 

R2.11.16(月) 栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

初任者研修 

栃木県南地域地場

振興センター 

1人 

R3.1.8(金) 栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

中堅者研修 

栃木県総合文化セ

ンター 

1人 

R3.1.13(水) 栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

初任者研修 

片岡公民館 5人 

R3.1.15(金) 栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

障害児対応研修 

栃木県総合文化セ

ンター 

1人 

R3.1.20(水) 栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

中堅者研修 

片岡公民館 5人 

R3.1.27(水) 栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

障害児対応研修 

片岡公民館 9人 

R2.12.6(日) 栃木県放課後児童支援員認定資格研修 

（5 回コース） 

片岡公民館 4人 

R2.12.9(水) 

R2.12.13(日) 

R2.12.16(水) 

R2.12.20(日) 

R3.3.18(木) 学童保育指導員会議 

・キャリアアップ処遇改善事業につい 

 て 

氏家福祉センター    5人 
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（ア）押上小学童保育 

 平成 13年 4月から運営開始 

指導員 3名 

 

利用者数（4月 1日時点） 

学年 児童数 学年 児童数 合計 

１年 11人 4年  6人 

44人 

(前年度 50人) 
2年 7人 5年  8人 

3年 6人 6年  6人 

 

指導内容 

 ・学童室が子どもたちにとって安心して過ごせるように努めます 

 ・友達と仲良くできる   

 ・約束やきまりを守る 

 

     事業内容 

月 内 容 月 内 容 

4月 カーネーション製作 10月 スライム作り 

5月 ブレスレット製作 11月 ダンボール工作 

6月 駄菓子屋さんごっこ 12月 ビンゴ大会・クリスマス会 

7月 七夕飾り  1月 凧揚げ・牛乳パック工作 

8月 夏祭り（射的・ヨーヨー等）  2月 豆まき・ボンボン作り 

9月 ダンボール工作  3月 新聞紙工作・手芸 

  ※カレンダー製作・誕生会は毎月 

 

（イ）熟田小学童保育 

 平成 14年 4月から運営開始 

指導員 3名 

    

利用者数（4月 1日時点） 

学年 児童数 学年 児童数 合計 

１年 13人 4年 4人 
39人 

(前年度 32人) 
2年 5人 5年 8人 

3年 6人 6年 3人 

 

指導内容 

 ・１人１人が大切にされ、皆の意見と考えが反映される学童 

 ・遊びと生活をみんなで考え、工夫し、力を合わせて取り組める学童保育にする 

 ・親が安心して働くことができ、また子供たちが安心して過ごせるようにする 
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 ・指導員同士は一貫性を持つ指導をする学童保育になるよう心掛ける 

 ・学童は異年齢児保育なので支えながら関係を築き生き生き過ごせるようにする 

 ・一人一人の子供の生活指導、発達段階の状況を承知しながら適切な指導をする 

 ・環境を整え、明るい学童室を心がける 

 

     事業内容 

月 内 容 月 内 容 

4月 壁面製作 10月 ハロウィン工作 

5月 フラワーアレンジメント 11月 クリスマスリース製作 

6月 七夕飾り製作 12月 クリスマス会 

7月 ルームバンド・ミサンガ製作  1月 ダンボール工作 

8月 映画鑑賞会・駄菓子屋さん  2月 くるみボタン製作 

9月 アイロンビーズ製作  3月 折り紙製作 

  ※カレンダー製作・誕生会は毎月 

 

（２）福祉団体事務 

ア 福祉団体事務（高齢者） 

（ア）いきいきクラブ連合会 

期 日 主な行事 場 所 出席者数 

R2.4.9(木) 総会【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

喜連川公民館     

R2.5.8(金) 

～5.9(土) 

親睦旅行【コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止】 

快晴の湯・芹

澤温泉 

 

R2.5.19(火) ペタンク大会【コロナウイルス感染拡大防

止のため中止】 

喜連川運動場  

R2.5.27(水) 第 1 回単位クラブ会長会議【コロナウイル

ス感染拡大防止のため中止】 

喜連川公民館  

R2.6.15(月) 社会奉仕の日【コロナウイルス感染拡大防

止のため中止】 

各単位クラブ  

R2.6.23(火) 輪投げ大会【コロナウイルス感染拡大防止

のため中止】 

氏家体育館  

R2.7.7(火) 第 1 回いきいきクラブ研修会【コロナウイ

ルス感染拡大防止のため中止】 

喜連川公民館  

R2.7.21(火) グラウンド・ゴルフ大会 

団体優勝 フィオーレ和会 

兎田河原運動

場 

12チーム 

   108人 

R2.8.24(月) 第 27回栃木県民福祉のつどい 

優良老人クラブ 上野みのり会 

活動功労者 大場文彦 氏 

栃木県庁東館        1人 
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R2.8.25(火) 

～8.27(木) 

第 35 回県老連作品展示【コロナウイルス

感染拡大防止のため中止】 

宇都宮市文化

会館 

 

R2.8.27(木) 第 24回県老連サークル活動発表大会 

第 34回栃木県老人クラブ大会 

優良老人クラブ 本町松寿会 

育成功労者 大塚トヨイ 氏 

活動賞 上河戸松寿会 

加入促進賞 氏家新田和会 

宇都宮市文化

会館 

 

R2.9.20(日) 社会奉仕の日【コロナウイルス感染拡大防

止のため中止】 

各単位クラブ  

R2.10.14(水) 県老連スポーツ大会【コロナウイルス感染

拡大防止のため中止】 

真岡市井頭公

園軟式野球場 

 

R2.10.17(土) 第 14 回さくら市福祉まつりへの協力【コ

ロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

氏家体育館  

R2.10.24(土) 

～ 10.25(日) 

ゆめ！さくら博 2020【不参加】 氏家体育館  

R2.11.6(金) いきいきクラブ女性部研修会【コロナウイ

ルス感染拡大防止のため中止】 

  

R2.11.11(水) 社会福祉協議会会長杯ペタンク大会【コロ

ナウイルス感染拡大防止のため中止】 

喜連川運動場  

R2.11.24(火) 社会福祉協議会会長杯輪投げ大会【コロナ

ウイルス感染拡大防止のため中止】 

氏家体育館  

R2.12.8(火) 第 5 回いきいきクラブみんなのつどい【コ

ロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

氏家公民館  

R3.1.26(火) 第 2 回単位クラブ会長会議【コロナウイル

ス感染拡大防止のため中止】 

喜連川公民館  

R3.2.15(月) 市町老人クラブ連合会リーダー研修会【コ

ロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

とちぎ健康の

森 

      

R3.3.16(火) いきいき健康ウォーキング ゆうゆうパー

ク 

19クラブ 

   138人 

 

イ 福祉団体事務（障がい者） 

（ア）身体障害者福祉会 

期 日 主な事業 場 所 参加者数 

R2.4.16(木) 令和 2 年度 総会【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

  

R2.8.24(月) 県民福祉のつどい(各団体代表受賞者のみ) 

【コロナウイルス感染拡大防止のため縮小

開催】 

栃木県庁東館

講堂 
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R2.8.26(水) 栃身連研修会 

「障害を理由とする差別の解消の推進につい

て」 

講師 栃木県障害者権利擁護センター 

 障害者差別解消相談員 石川一夫 氏 

とちぎ福祉プ

ラザ 

2 人 

R2.8.26(水) 栃身連会長表彰 

（自立支援）    新井和子 氏 

      (更生援護功労)  瀧澤 尚 氏 

とちぎ福祉プ

ラザ 

2 人 

R2.9.27(日) 県障害者スポーツ大会【コロナウイルス感

染拡大防止のため中止】 

  

R2.10.17(土) さくら市福祉まつり（車椅子体験）【コロナウ

イルス感染拡大防止のため中止】 

  

R2.10.20(火) 会員研修【コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止】 

  

R2.10.20(火) 役員研修 日光方面 16 人 

R2.12. 2(水) 県身体障害者福祉のつどい とちぎ福祉プラ

ザ 

8 人 

R2.12.17(木) 交通安全講話会 

講師 生活環境課交通教育指導員 

平石 卓氏 

喜連川公民館 

第３・第４・第５

研修室 

28 人 

R2.12.17(木) 社協主催 新スポーツ事業 

「ボッチャ講習会」 

講師 県障害者スポーツ指導協議会 

指導員 大金 雪子氏 他３名 

喜連川公民館

ホール 

２８人 

R3.1.下旬  総合研修【コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止】 

 
 

 

  

 グラウンド・ゴルフ大会  5回 

 ソフトペタンク大会    0回 

  代替 グラウンド・ゴルフ大会 4回 

 

 

（イ）手をつなぐ育成会 

期 日 主な事業 場 所 参加者数 

R2. 5.11(月) 総会【コロナウイルス感染拡大防止のた

め中止】 

  

R2. 8. 1(土) 県レクリエーション事業① 

（ブルーベリー狩り 他） 

ギャラリー 

一隅 

16人 

R2.10.17(土) さくら市福祉まつり (ジュース販売)【コ

ロナウイルス感染拡大防止のため中止】 
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R2.11. 7(土) 県レクリエーション事業② 

 (大笹牧場散策/日光ゆば製造工場 他) 

大笹牧場/ 

日光ゆば製造

工場 

21人 

 

（３）各種相談 

ア 法律相談 毎月第３金曜日開催（１日７件限定） 

期 日 件数 相談事項 

R2.4.17金) 4件 相続 2・不動産 1・損害賠 1 

R2.5.15(金) 3件 相続 2・不動産 1 

R2.6.19(金) 7件 相続 4・不動産 1・金銭 1・損害賠 1 

R2.7.17(金) 6件 相続 2・離婚 1・不動産 1・その他 2 

R2.8.21(金) 7件 相続 2・離婚 1・不動産 1・金銭 1・慰謝料 1・その他 1 

R2.9.18(金) 7件 離婚 2・不動産 1・金銭 1・損害賠 1・その他 2 

R2.10.16(金) 6件 相続 1・不動産 1・その他 4 

R2.11.20(金) 7件 相続 3・離婚 1・不動産 3 

R2.12.18(金) 7件 相続 1・扶養１・離婚 1・不動産 1・その他 3 

R3.1.15(金) 7件 相続 2・離婚 1・慰謝料 1・損害賠 1・その他 2 

R3.2.19(金) 7件 離婚 2・不動産１・損害賠 3・その他１ 

R3.3.19(金) 5件 相続 1・離婚 2・損害賠 1・その他 1 

計 73件  

 

 

イ 心配ごと相談所 毎月第２木曜日 

期 日 相談員 会 場 件数 相談事項 

R2.4.9(木) 【コロナウイルス感染拡大防止に

より中止】 
 

R2.5.14(木) 【コロナウイルス感染拡大防止に

より中止】 
 

R2.6.11(木) 【コロナウイルス感染拡大防止に

より中止】 
 

R2.7.9(木) 大久保なをみ 喜連川公民館 2組 2件 近隣問題 他 

R2.8.13(木)  鈴木美智子 氏家公民館 0件  

R2.9.10(木)  深尾淳 喜連川公民館 0件  

R2.10.8(木)  添田一 氏家公民館 1組 4件 その他 

R2.11.12(木)  七久保易子 喜連川公民館 0件  

R2.12.10(木)  鈴木美智子 氏家公民館 １組 5件 その他 

R3.1.14(木)  添田一 喜連川公民館 1件 近隣問題 

R3.2.11(木)  髙齋定男 氏家公民館 2組 2件 その他 
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R3.3.11(木)  深尾淳 喜連川公民館   

  計 6組 14件  

 

（４）養成研修 

ア 手話奉仕員養成研修 

期 日 事業名 内 容 場 所 受講者数 

R2.5.14(木)～ 

R3.3.18(木) 

【コロナウイルス感染拡大

防止により中止】 

   

 

（５）ファミリー・サポート・センター事業 

会員数 

会員区分 前年度末 本年度 3月末 

利用会員 164人 167人 

提供会員 24人 24人 

両方会員 24人 23人 

合 計 212人 214人 

 

活動状況 

 内    容 回数 

1 保育所・幼稚園の開始前の預かり・送り 4回 

2 保育所・幼稚園の終了後の迎え・預かり 3回 

3 小学校の開始前の預かり・送り 0回 

4 小学校の終了後の迎え・預かり 1回 

5 学童保育後の迎え・預かり 0回 

6 福祉施設への送迎 0回 

7 福祉施設終了後の預かり 0回 

8 保育園、幼稚園、小学校、学童から自宅への送迎 0回 

9 子どもの習い事への送迎 6回 

10 保育園、幼稚園、学校の休みの時の預かり 12回 

11 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の預かり 0回 

12 買い物等外出の際の預かり 1回 

13 保護者の就労（短期・臨時・求職活動等）時の預かり 3回 

14 保護者の病気、急用等の場合の預かり 2回 

15 保護者等のリフレッシュ・習い事等の預かり 24回 

16 その他 17回 

17 キャンセル 11回 

 合   計 84回 
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事業内容 

 内    容 回数等 

1 さくら市広報・社協だよりによる会員募集                           2回 

2 提供会員・両方会員のための講習会 1回 

3 保育園、医療機関、他関係機関にパンフレットを作成し配布 31か所 

4 ファミサポ便り発行 2回 

5 会員交流会 0回 

 

（６）生活困窮者自立支援事業 

【新規相談件数】 65件 

情報提供や相談対応のみで終了 

他の制度や専門機関で対応 

自立相談支援機関が支援し、プランを作成 

19件 

44件 

3件 

【相談終了件数】 5件 

【生活状況が改善された者】 1件 

 

    住居確保給付金 

相談件数         14件 

申請件数         0件 

 


