
 

令 和 元 年 度 事 業 報 告 書 

１．法人運営事業 

(１)理事会 

期 日  令和元年 6月 10日（月） 

場 所  津奈木町役場 3階 会議室 

参加者  7名  理事 5名  監事 2名 

議 題 

議案第 1号 平成 30年度社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会事業報告について 

議案第 2号 平成 30年度社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会決算報告について 

議案第 3号 福祉金庫貸付金の償還免除について 

議案第 4号 時期理事候補者の推薦について 

議案第 5号 評議員候補者の推薦について 

議案第 6号 定時評議員会の招集について 

 

期 日  令和元年 6月 26日（水） 

場 所  津奈木町役場 2階 会議室 

参加者  8名  理事 6名  監事 2名 

議 題 

議案第 1号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会会長の選定について 

議案第 2号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会副会長の選定について 

 

期 日  令和元年 11月 14日（木） 

場 所  津奈木町役場 2階 会議室 

参加者  6名  理事 4名  監事 2名 

議 題 

議案第 1号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会補正予算について 

議案第 2号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会上半期事業報告について 

 

 

期 日  令和 2年 3月 17日（火） 

場 所  津奈木町役場 2階 会議室 

参加者  7名  理事 5名  監事 2名 

議 題

 

議案第 1号 令和元年度社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会第 2次補正予算（案） 

について 

 



 

議案第 2号 令和 2年度社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会基本方針及び事業計 

画（案）について 

 議案第 3号 令和 2年度社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会会計予算（案）につ 

いて 

議案第 4号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会職員給料表の変更について 

議案第 5号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会給与規定の一部改正について 

議案第 6号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会就業規則の一部改正について 

議案第 7号 定時評議員会の招集について 

 議案第 8号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会 評議員候補者の推薦について 

報告第 1号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会福祉サービス苦情解決第 3者委 

員の選任継続について 

   

（２）評議員会 

期 日  令和元年 6月 25日（火） 

場 所  津奈木町役場 2階 会議室 

参加者  10名  評議員 8名  監事 2名 

議 題 

議案第 1号 平成 30年度社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会事業報告について 

議案第 2号 平成 30年度社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会決算報告について 

議案第 3号 福祉金庫貸付金の償還免除について 

 議案第 4号 次期理事・監事の推薦について 

 報告第 1号 新評議員の選任について 

 

期 日  令和元年 11月 25日（月） 

場 所  津奈木町役場 2階 会議室 

参加者  8名   評議員 8名   

議 題 

議案第 1号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会補正予算について 

報告第 1号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会上半期事業報告について 

 

期 日  令和 2年 3月 26日（木） 

場 所  津奈木町役場 2階 会議室 

参加者  10名  評議員 8名 監事 2名  

議 題 

議案第 1号 令和元年度社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会第 2次補正予算（案） 

について 

議案第 2号 令和 2年度社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会基本方針及び事業計 

画（案）について 



 

 議案第 3号 令和 2年度社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会会計予算（案）につ 

いて 

議案第 4号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会職員給料表の変更について 

議案第 5号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会給与規定の一部改正について 

議案第 6号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会就業規則の一部改正について 

 報告第 1号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会新評議員の選任について 

報告第 2号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会福祉サービス苦情解決第 3者委 

員の選任継続について 

 

（３）評議員選任・解任委員会 

期 日  令和元年 6月 25日（火） 

場 所  津奈木町役場 2階 会議室 

参加者  委員 5名   

議 題 

議案第 1号 社会福祉法人津奈木町社会福祉協議会評議員の選任について 

 

 

（４）監 査 

期 日  令和元年 6月 4日（火） 

場 所  農業就業改善センター  

参加者  監事 2名 

内 容  平成 30年度事業報告及び決算監査について 

 

２．地域福祉活動事業の推進 

(1)地域福祉推進事業 

・地域の福祉活動を推進するため、自治会を地区社会福祉協議会として位置づけ町内の 

福祉推進の拠点づくりをした。 

 

(2)小地域見守りネットワーク ※地区社協活動 

令和元年度 実施地区 （ 9地区） 

  桜戸地区  新川地区  古川地区  大泊地区  古中尾地区  

  内野地区  福浦地区  日当地区  小津奈木地区 

 ※各地区、年3回の情報交換会の開催 

  内容については、一人暮らしの状況報告、障がい者の状況確認。 

  見守り活動報告、連絡網の整備、見守者確認。 

 

(3)地域交流事業 ※地区社協活動                 



 

令和元年度 実施地区 （ 22／22 地区） 

    竹中地区、染竹地区、浜﨑地区、桜戸地区、町中地区 

    新川地区、古川地区、大泊地区、中尾地区、古中尾地区 

    倉谷地区、内野地区、上下門地区、川内地区、福浦地区、 

    平国上地区、平国下地区、日当地区、日添地区、小津奈木     

    地区、丸岡地区、辻地区 

 

(4)津奈木町あんしん見守りネットワーク事業 

  内容 見守りコールセンター 日中・夜間の電話対応 

 

(5)福祉スポーツ大会の開催 

  日 時 令和元年10月20日（日） 午前9時30分 

  場 所 津奈木町Ｂ＆Ｇ体育館  

  参加者 約350名 

  

 

(6)高齢者支援事業（身体障害者対策事業） 

紙おむつ給付事業  11名 

       

(7)福祉用具貸与事業  

  貸付実績  車椅子       延9名 

       介護ベッド     なし 

 

(8)行路人旅費貸付事業        2名 

 

(9)初盆回向                       56世帯 

 

３．ボランティア活動の推進 

（１）ボランティア協力校 （2校、3園） 

      津奈木小学校、津奈木中学校、津奈木幼稚園、 

津奈木保育園、津南保育園 

 

（２）中学校ワークキャンプ事業 

    参加者なし 

 

（３）ふれあい祭りへの協力 

 日 時 令和元年 11月 9日（土）～11月 10日（日） 



 

場 所 津奈木町総合グランド 

内 容 どきどきジャンケンゲーム 

      赤い羽根共同募金運動 

（４）お便り運動 

      期 日  令和元年 12月中（年賀） 

      対象者  330名 

 

（５）令和元年度 水俣芦北地区社協災害ボランティアセンター設置運営参加協力 

日 時 令和元年 12月 1日（日）９：００～１２：００ 

 場 所 水俣市 旧三中体育館 

 

（６）手をつなぐ育成会クリーン作戦 

日 時 令和元年 12月 7日（土） 

場 所 津奈木町 津奈木町Ｂ＆Ｇ体育館及び干拓周辺 

参加者 約１００名 



 

４．共同募金運動の推進協力  赤い羽根運動月間 10月 1日～ (3ケ月間) 

   津奈木保育園、精神障がい者家族会、社協職員による街頭募金 

   参加者 約 35名（年長園児含む） 

 

 

   歳末義援金募集期間 12月 1日～（1ケ月間） 

 

歳末たすけあい運動事業 

・歳末義援金の配布    4名 

・お節料理配布事業   

      期 日 令和元年12月31日 

対象者   208名 

     （1人暮らし75歳以上、80歳以上高齢者世帯） 

 

５．福祉団体の活動支援 

   津奈木町老人クラブ連合会  津奈木町民生委員児童委員協議会 

   津奈木町精神障害者家族会  津奈木町連合婦人会      

   葦北郡老人クラブ連合会   難病友の会みどりの会 

・社会を明るくする運動 看板５台 

・県英霊顕彰会 ・配分金事業（共同募金、日赤事業） 

 

６．調査等の推進 

     1人暮らし高齢者調査 

     高齢者世帯（65歳以上）調査 

     緊急連絡カード調査（高齢者等） 

     母子父子家庭調査(高校生以下) 

     災害時要援護者調査（行政） 



 

７．低所得者対策事業 

①生活福祉資金貸付事業 (県社会福祉協議会) 令和 2年 3月末現在 

令和元年度貸付実績          ０円 

借受人    1名  （内滞納者 1名） 

 

貸付元金残額  210,370円   

 

滞納者への通知および訪問  令和元年 9月 30日 

の実施            

②福祉金庫貸付事業  （津奈木町社会福祉協議会 令和 2 年 3 月末現在） 

令和元年度貸付実績額    278,000円  借受人 延 13名 

貸付残額          401,000円 (前年度滞納額も含む)        

 

滞納者への通知の実施   令和元年 7月 17日 

 

８．広報、啓発活動の推進 

(1) 社協だより第54号・55号の発行（令和2年3月31日） 

（2） ホームページ発信 


