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社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会 



 

平成 29年度 社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会事業報告 

１、法人運営 

（１）理事会の開催 

平成 29年度は計 7回の理事会を開催し、下記のとおり審議等を行い法人運営の適正化に努めた。 

回数 開催日時・場所 総数/出席者 審議事項 

１ 

 

平成 29年 

4月 25日（火） 

10:00～11：25 

場所：川崎町総

合福祉センター 

理事 10名/10名 

 

監事  2名/2名 

（専決処分の報告） 

第 1号  

川崎町総合福祉センター建替えに係る業者指名、

入札、監理、検査その他の事務手続き等の委任依

頼について 

（議案） 

第 1号  

川崎町総合福祉センター建替えに伴う事業実施計

画について 

第 2号 

川崎町総合福祉センター建替えに伴う除却工事及

び基本実施設計、工事監理業務等業務委託の予

定価格及び指名業者について 

第 3号  

川崎町総合福祉センター建替えに伴う除却工事及

び基本実施設計、工事監理業務等業務委託の入

札立会人選出について 

第 4号  

平成２９年度社会福祉法人社会福祉協議会の補

正予算について 

第 5号  

社会福祉法人社会福祉協議会職員給与規程の

一部改正について 

第 6号  

第２回評議員会の開議決議について 

（協議事項） 

1）全員委員会の開催について 

①通所介護事業・予防通所介護事業の運営方



針について  

②居宅介護支援事業及び障害者（児）相談支援

事業の運営方針について 

（報告事項） 

1）川崎町老人福祉センター太陽熱利用施設の対

策設計報告について 

2 平成 29年 

6月 12日（月） 

13:30～16：00 

場所：川崎町老

人福祉センター 

理事 9名/10名 

 

監事  2名/2名 

（議案） 

第 7号  

平成 28 年度社会福祉法人川崎町社会福祉協議

会の事業報告及び決算の承認について 

第 8号 

通所介護事業・予防通所介護事業の運営方針に

ついて 

第 9号 

川崎町へのデイサービスセンター施設の貸与及び改

修について 

第 10号 

川崎町老人福祉センター入浴施設の愛称決定に

ついて 

第 11号 

第３回評議員会の開議決議について 

（協議事項） 

1）平成２９年度共同募金事業配分金団体について 

2）新理事・新監査の候補者について 

（報告事項） 

1）川崎町社会福祉協議会第三者委員について 

2）川崎町総合福祉センター建替え工事の入札結果

について 

3）会長専決事項について 

4）その他 

３ 平成 29年 

6月 27日（火） 

13：30～14：40 

場所：川崎町老

人福祉センター 

理事  9名/9名 

 

監事  2名/2名 

（議案） 

第 12号  

議席の決定及び議長選出方法の取扱いについて 

第 13号  

会長及び副会長の選定について 

第 14号 



常務理事の選定について 

 

第１５号 

総務委員会委員並びに福祉委員会委員の選任に

ついて 

（報告事項） 

１）川崎町総合福祉センター建替えの進捗状況につ

いて 

4 平成 29年 

11月 2日（木） 

10：30～11：45 

場所：川崎町老

人福祉センター 

 

 

理事  7名/9名 

 

監事  2名/2名 

（専決処分の報告） 

第 2号 

平成 29年度川崎町総合福祉センター除却工事の

追加工事による請負金額の変更について 

第 3号  

川崎町老人福祉センター非常勤職員の定年に伴う

採用について 

第 4号  

平成 29年度事業執行状況について（5月～10月） 

（議案） 

第 16号  

川崎町社会福祉協議会非常勤職員就業規則の

一部改正について 

第 17号 

川崎町社会福祉協議会費用弁償等規程の一部

改正について 

第 18号  

川崎町社会福祉協議会育児・介護休業等に関す

る規程の一部改正について 

第 19号  

川崎町老人福祉センター事業に係る福祉委員会へ

の付託について 

（報告事項） 

1）九州北部豪雨災害・復旧支援ボランティア募集の

取組について 

2）川崎町総合福祉センター建替えの進捗状況及び

竣工後の記念事業について 

3）平成 29年度共同募金事業の取組について 



4）第 31回ふくしまつり事業について 

5）川崎町社会福祉協議会事業検討会議について 

5 平成 29年 

12月 8日（金） 

8:45～9：55 

場所：川崎町老

人福祉センター 

理事  7名/9名 

 

監事  2名/2名 

（専決処分の報告） 

第 5号  

平成 29年度事業執行状況について（11月） 

（議案） 

第 20号  

川崎町総合福祉センター建替え事業計画書の変更

について 

第 21号  

平成 29年度川崎町社会福祉協議会補正予算に

ついて 

第 22条 

川崎町老人福祉センターボイラー取替業務委託に

ついて 

第 23号 

川崎町老人福祉センターボイラー取替業務委託の

予定価格及び契約方法、業者の選定について 

第 24号 

ボイラー取替業務委託費見積書確認及び川崎町総

合福祉センター建替え工事等の入札立会人選出に

ついて 

第 25号 

第 4回評議員会の開議決議について 

（報告事項） 

１）平成 30年度職員採用について 

６ 平成 30年 

2月 1日（木） 

10:00～10：45 

場所：川崎町老

人福祉センター 

理事 9名/9名 

 

監事 2名/2名 

（専決処分の報告） 

第 6号 

総合福祉センター建築主体工事入札方式の変更

及び工事日程について 

第 7号 

川崎町老人福祉センターボイラー取替業務委託契

約及び工事日程について 

第 8号 

介護支援専門員の採用について 

第 9号 



平成 29年度事業執行状況について（12月～1月）  

 

（議案） 

第 26号  

川崎町総合福祉センター建替えに伴う建築主体工

事、機械設備工事、電気設備工事の予定価格及

び指名業者について 

第 27号 

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会非常勤職

員就業規則の改正について 

第 28号  

第５回評議員会の開議決議について 

（報告事項） 

１）その他について 

７ 平成 30年 

3月 22日（木） 

13:30～15：15 

場所：川崎町老

人福祉センター 

理事 8名/9名 

 

監事 1名/2名 

（専決処分の報告） 

第 9号 

議案第 29号川崎町総合福祉センター建築主体工

事、機械設備工事及び電気設備工事の入札後の

請負工事契約締結について 

第 10号 

平成 29年度事業執行状況について（2月～3月） 

第 11号 

平成 29年 11月 2日理事会議案第 19号川崎町老

人福祉センター事業に係る福祉委員会への付託に

ついて 

（議案） 

第 30号  

老人福祉・総合福祉センター設置・管理規程の改

正について 

第 31号 

職員給与規程の改正について 

第 32号  

平成 29年度社会福祉法人川崎町社会福祉協議

会の補正予算について 

第 33号 

川崎町総合福祉センター建替え事業計画書の変更



について 

 

第 34号  

平成 30年度社会福祉法人川崎町社会福祉協議

会の事業計画について 

第 35号  

平成 30年度社会福祉法人川崎町社会福祉協議

会の予算について 

第 36号 

第６回評議員会の開議決議について 

（報告事項） 

１）福祉活動専門員の採用について 

２）生活支援コーディネーターの採用について 

３）介護支援専門員の採用について 

４）その他について 

 

（２）監査の実施 

回数 開催日時・場所 監事名 審議事項 

１ 

 

平成 29年 

6月 2日（金） 

10：0０～11：30 

場所：川崎町老

人福祉センター 

主任監事 

伊東 秀二 

 

監事 

萩尾 節子 

平成 28年４月１日から平成 29年３月３１日までの

事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の

状況についての監査 

2 平成 29年 

10月 30日（月） 

10：0０～１2:2０ 

場所：川崎町老

人福祉センター 

主任監事 

山口 明 

監事 

萩尾 節子 

平成 29年４月１日から平成 29年 9月 30日まで

の業務運営及び会計管理に関する事項について

の監査 

 

 

 

（３）評議員会の開催 

計 6回の評議員会を開催し、多くの意見をいただきました。 

回数 開催日時・場所 総数/出席者 審議事項 

１ 

 

平成 29年 

4月 3日（月） 

16:00～16：35 

場所：川崎町総

評議員 

11名/12名 

 

監事  2名/2名 

（議案） 

第 1号  

評議員会議長選出方法の取扱いについて 

 



合福祉センター  

 

２ 平成２9年 

5月 11日（木） 

13:30～14：40 

場所：川崎町総

合福祉センター 

評議員 

8名/12名 

 

監事  1名/2名 

 

（川崎町総合福祉センター建替えに係る報告） 

（１）川崎町総合福祉センター建替えに係る業者

指名、入札、監理、検査その他の事務手続き等

の委任依頼について 

（２）川崎町総合福祉センター建替えに伴う事業

実施計画について 

（３）川崎町総合福祉センター建替えに伴う除却

工事及び基本実施設計、工事監理業務等業務

委託の予定価格及び指名業者について 

（議案） 

第 3号川崎町総合福祉センター建替えに伴う除

却工事及び基本実施設計、工事監理業務等業

務委託の入札立会人選出について 

第 4号平成２９年度社会福祉法人社会福祉協

議会の補正予算について 

（報告事項） 

1）全員委員会の開催について  

①通所介護事業・予防通所介護事業の運営

方針について  

②居宅介護支援事業及び障害者（児）相談

支援事業の運営方針について 

2）川崎町老人福祉センター太陽熱利用施設の

対策設計報告について 

３ 平成 29年 

6月 26日（月） 

13:30～15：35 

場所：川崎町老

人福祉センター 

評議員 

10名/12名 

 

監事  2名/ 2名 

（議案） 

第 5号  

平成２８年度社会福祉法人社会福祉協議会事

業報告及び決算の承認について 

第 6号  

理事及び監事の選任について 

第 7号  

通所介護事業・予防通所介護事業の運営方針

について 

第 8号 

川崎町へのデイサービスセンター施設の貸与及び



改修について 

 

（報告事項） 

1）川崎町老人福祉センター入浴施設の愛称決

定について 

2）平成２９年度共同募金事業配分金団体につ

いて 

3）社会福祉法人社会福祉協議会第三者委員

について 

4）川崎町総合福祉センター建替え工事の入札

結果について 

4 平成 29年 

12月 8日（金） 

13：30～14：55 

場所：川崎町老

人福祉センター 

評議員  

10名/12名 

 

監事   1名/2名 

（議案） 

第 9号  

川崎町総合福祉センター建替え事業計画書の

変更について 

第 10号  

平成 29年度川崎町社会福祉協議会補正予算

について 

第 11号 

川崎町老人福祉センターボイラー取替業務委託

について 

第 12号 

川崎町老人福祉センターボイラー取替業務委託

の予定価格及び契約方法、業者の選定について 

第 13号 

ボイラー取替業務委託費見積書確認及び川崎

町総合福祉センター建替え工事等の入札立会

人選出について 

（報告事項） 

1）平成 30年度職員採用について 

5 平成 30年 

2月 1日（木） 

13：30～14：15 

場所：川崎町老

人福祉センター 

評議員  

12名/12名 

 

監事   2名/2名 

（議案） 

第 14号  

川崎町総合福祉センター建替えに伴う建築主体

工事、機械設備工事、電気設備工事の予定価

格及び指名業者について 

（報告事項） 



１）その他について 

 

６ 平成 30年 

3月 29日（木） 

10：00～11：35 

場所：川崎町老

人福祉センター 

評議員  

12名/12名 

 

監事   2名/2名 

（議案） 

第 15号 

川崎町総合福祉センター建築主体工事、機械

設備工事及び電気設備工事の入札後の請負工

事契約締結について 

第 16号  

平成 29年度社会福祉法人川崎町社会福祉協

議会の補正予算について 

第 17号 

川崎町総合福祉センター建替え事業計画書の

変更について 

第 18号  

平成 30年度社会福祉法人川崎町社会福祉協

議会の事業計画について 

第 19号  

平成 30年度社会福祉法人川崎町社会福祉協

議会の予算について 

（報告事項） 

１）職員給与規程の改正について 

２）老人福祉・総合福祉センター設置・管理規程

の改正について 

３）福祉活動専門員の採用について 

４）生活支援コーディネーターの採用について 

５）介護支援専門員の採用について 

６）その他について 

 

（４）委員会 

①総務委員会 

総務委員会は開催されませんでした。 

総務委員 
平成 29年 4月 1日から平成 29年 6月 26日まで         平成 29年 6月 27日から平成 30年会計年度まで 

役 職 氏 名  役 職 氏 名 

委員長 荒木 辰彦  委員長 小田 卓 

副委員長   副委員長 上條 美智子 

委員 中島 利男  委員 荒木 辰彦 



委員 野見山 勝  委員 中島 利男 

委員 樋口 秀隆    

②福祉委員会 

計 2回の福祉委員会を開催し、答申書が提出されました。 

福祉委員 
平成 29年 4月 1日から平成 29年 6月 26日まで        平成 29年 6月 27日から平成 30年会計年度まで 

役 職 氏 名  役 職 氏 名 

委員長 後藤 久夫  委員長 後藤 久夫 

副委員長 松岡 久代  副委員長 松岡 久代 

委員 冨原 茂昭  委員 奥   修一 

委員 相原 年松  委員 相原 年松 

委員 中村 睦子    

 

福祉委員会開催日時 

 開催日時 検討事項 

第1回 平成 29年 6 月 1日（木）15：30～ 1、川崎町老人福祉センター入浴施設の愛称

について 

第2回 平成 29年 11 月 2日（木）11：45～ 1、川崎町老人福祉センター利用料金の見直

しについて 

2、川崎町老人福祉センター事業の取組につ

いて 

3、その他 

 

③全員委員会 

計 2回の全員委員会を開催し、答申書が提出されました。 

委員 理事全員 
平成 29年 4月 1日から平成 29年 6月 26日まで         平成 29年 6月 27日から平成 30年会計年度まで 

役 職 氏 名  役 職 氏 名 

委員長 椎野 英樹  委員長 冨原 茂昭 

副委員長 冨原 茂昭  副委員長 荒木 辰彦 

委員 後藤 久夫  委員 小田 卓 

委員 相原 年松  委員 後藤 久夫 

委員 中島 利男  委員 上條 美智子 

委員 松岡 久代  委員 松岡 久代 

委員 荒木 辰彦  委員 中島 利男 

委員 野見山 勝  委員 奥   修一 

委員 樋口 秀隆  委員 相原 年松 

委員 中村 睦子    



 

 

全員委員会開催日時 

 開催日時 協議事項 

第1回 平成 29年 6月 1日（木）13：30～15：00 1、通所介護事業・予防通所介護事業の運

営方針について 

第2回 平成 29年 7月 28日（金）10：00～11：00 1、総合福祉センター建替え工事について 

 

役員・職員研修 

 研修内容 開催日時 

第1回 「保健・福祉の総合窓口について」 

講師：福岡県立大学 

人間社会学部准教授 村山 浩一郎 氏 

平成３０年２月１４日(水)１３時３０分～１５時３０分 

場所：川崎町老人福祉センター 

第2回   

 

（５）日常生活自立支援事業（権利擁護事業） 

本会の支援員により、２名の利用者の日常生活の支援を行いました。その他、地域包括支援セン

ター等と協力し、認知症高齢者等の相談援助業務を行いました。 

 

（６）社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 ふくしまつりの開催、老人クラブ連合会、民生委員・児童委員協議会、母子寡婦福祉会、身障者

福祉会、保護司会、遺族会、ボランティア団体等を対象とした研修会等で住民間の交流を推進しまし

た。 また、川崎町との共催により喜寿祝賀会、金婚式を開催しました。 

 

（７）社会福祉活動に関する活動への住民参加のための援助 

 各種団体、組織等との連絡と強化に努め、住民一人ひとりが気軽に参加できる環境作りを援助しま

した。 

 

（８）社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及宣伝、連絡調整及び助成 

 ボランティア団体や在宅支援グループ等の指導助成を行いました。また、年４回社協だよりを発行し

福祉に関する情報提供を行いました。 

 

（９）保健医療、教育の社会福祉と関連する事業との連絡 

 共同募金事業により、小学 5年生に対して福祉教育冊子を配布し、福祉に関する教育の推進を図

りました。 

 

 

 

 



 

 

（１０）共同募金事業への協力 

 平成 29年度共同募金実施期間の 10月 1日から 12月 31日まで、赤い羽根共同募金活動を実

施しました。この間、街頭募金や理事・職員が訪問しての大口募金、各行政区に協力をお願いしての

戸別募金、老人クラブの一円玉募金など多くの方々の協力をいただきながら活動を実施しました。そ

の結果、1,924,492円の募金が集まりました。募金実績の詳細は社協だより No.169（1月号）No.170号(4

月号)に掲載しています。 

 

（１１）共同募金事業 

 赤い羽根共同募金事業の配分金により、地域福祉の推進に努めました。 

福祉・ボランティア団体助成 14団体への活動助成  

障がい児バスハイク 5月 28日福岡県『到津の森公園』、参加者 13名 

福祉教育読本配布 「ともにいきる」町内の小学校、支援学校へ配布 

米寿の祝い（記念品 時計） 対象者 109名、9月居宅、施設等に訪問して記念品の贈呈 

喜寿の祝い（記念品 杖） 対象者 236名、10月 23日祝賀会 出席者 102名 

福祉教育読本配布 町内の保育園（所）への絵本の寄贈 

 

  



２、川崎町総合福祉センターの運営 

平成２９年度、平成３０年度 継続事業における川崎町総合福祉センター建替え事業により、平成

29年 5月 17日から９月２８日まで除却工事を行いました。また、平成 30年３月中旬から建築工事が

始まり、10月下旬に完成予定です。 

 

３、心配ごと相談業務 

 人権相談員、行政相談員、母子相談員、民生委員相談員の連携により、相談者のさまざまな相

談の解決に努めました。 

                                            （    ）は平成 28年度 

事業内容 内容 開催日数 相談件数 1日平均相談数 

 

心配ごと相談 

事業 

 

 

各種相談 
48日 

（47日） 

34件 

（37件） 

0.70件 

（0.78件） 

 

４、老人福祉センターの運営 

 平成２９年５月よりお風呂の掛け流しを中止し、効率的な運用に取り組み大幅な経費削減に努めま

した。また、地域から親しみを持っていただくために愛称の募集を行い「小梅ちゃんの湯」に決定しました。

談話室、浴室、カラオケ、健康福祉機器の提供を行い、地域住民の健康増進と住民間の交流を推

進しました。 

                                     （平成 29年度利用状況は別紙参照） 

 

５、配食サービス見守りネットワーク事業 

 平成 29年度については委託先変更により休止しています。（平成 27年度以降） 

 

６、居宅介護支援事業 

 介護支援専門員は、居宅介護支援サービス業務を通じて、利用者が自立した日常生活を営むこと

が出来るように介護保険サービスの他、多くの社会資源を活用し、利用者が安心して生活できるよう取

り組んでまいりました。 

 

７、通所介護事業・予防通所介護事業 

 平成 26年 10月より引き続き休止しておりましたが、理事会及び評議員会で廃止の議決となりました

ので、平成 29年 7月 31日に事業を廃止といたしました。 

 

 

 



８、訪問介護・予防訪問介護事業 

 要支援・要介護状態にある高齢者及び障がい者が自立した日常生活を営むことが出来るように身

体介護及び生活援助、ご家族への助言や介護指導を行いました。また、特定事業所体制を維持し、

事業の効率化を図りました。 

 

９、障害者総合支援法に基づく、障がい福祉サービス 

 利用者の意思及び人格を尊重し、障がいの特性に応じた適切なサービスの提供に努めました。 

 

１０、生活福祉資金貸付事業 

 低所得者世帯、身体障害者世帯等の自立、生活安定を図るため、生活福祉資金貸付の相談・

申請を受け付けました。 

 

資金の種類 相談件数 貸付件数 貸付金額 

更生資金（生業費）            1件 0件 0円 

就学資金 14件 11件 5,224,000 円 

総合支援資金 0件 0件 0円 

緊急小口資金 11件 3件 190,000円 

福祉資金 10件 5件 404,000円 

その他 2件 0件 0円 

合計 38件 19件 5,818,000 円 

 

１１、相談支援事業の経営 

 障がい者や障がい児の保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障 

がい福祉サービス利用支援等必要な支援を行いました。また、虐待の防止及びその早期発見のため

の関係機関との連携や調節、障がい者等の権利擁護のために必要な助言を行いました。 

 

１2、その他この法人の目的達成のために必要な事業 

本年４月に発生した九州北部豪雨災害被災地の朝倉市へボランティアバスを計２回派遣しました。 

また、本年度より開始された生活困窮者等に対する総合相談・支援事業「ふくおかライフレスキュー

事業」に参加し、他機関・団体と連携し現物給付による経済的援助を行いました。その他、田川市郡

の社会福祉協議会との連携を図るとともに、情報交換を通じて共通した課題への対応や職員の研修

を行い、市町村社会福祉協議会の適正な運営と活性化を図るための取り組みを行いました。 

 

事業報告書の付属明細書 

  平成２９年度事業報告には「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないため作成しな

い。 


