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２４年度事業報告概要一覧 

 

１．住民活動・関係機関への支援 １９事業 

地区社協支援：てるぼサロン、地域ケアシステム関連、第３期わかちあい

プラン策定支援等 

地域支援事業：会員加入促進、地区活動助成等 

事務局運営：民生委員児童委員協議会、保護司会 

関係機関への支援：福祉関係者のつどい、福祉団体活動推進費助成等  

 

２．こどもから大人までの福祉きょういく（教育・共育・協育）推進 ８事業 

福祉教育推進校助成、小、中学生体験学習、他機関等講師派遣等 

 

３．生活や暮らしに関する相談や支援 １５事業 

経済的生活課題等の相談：生活福祉資金貸付、法外援護等 

権利擁護に関する相談や事業：福祉サービス利用援助事業に関する相談、

後見制度の研究、協議、地域ケアシステム関連相談、心配ごと相談、車い

す・補聴器貸出、無縁物故者法要、ホームレス支援団体助成、要保護世帯

助成等 

 

４．ボランティアへの支援や事業 １６事業 

災害時対応：災害ボランティアセンター立上訓練等 

ボランティア：登録、紹介、相談、センター運営、コーディネーター配置、 

送迎サービス、講座、活動費助成等 

 

５．知らせる、宣伝する(広報) １３事業 

てるぼベンチ寄贈による設置、広報誌発行、ホームページ、地域福祉推進

キャンペーン事業、てるぼ関連商品の販売、てるぼ着ぐるみイベント参加、

てるぼサロンまつりの開催等 

 

６．お年寄りへの支援 １１事業 

  心の遺言ノート、送迎サービス、リフレッシュ事業、リシングルツアー等 

 

７．障がい者福祉支援 １２事業 

  点字名刺等作成事業、障がい民間施設・団体助成等 

 

８．子ども・子育てへの支援 １１事業 

  保育クラブ運営、誕生記念ノート販売、母子・児童施設入所者・子ども会

助成、交通遺児援護等 
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９．ふれあい基金の事業 ３事業 

  送迎サービス、交通遺児援護、ばらの箱設置等 

 

１０．共同募金への協力 ２事業 

  施設・団体等への助成、各種事業実施等 

 

１１．歳末たすけあい募金配分の実施 ２事業 

歳末たすけあい募金配分委員会、歳末たすけあい募金配分 

 

１２．収益事業 １０事業 

  遺言ノート販売、点字名刺等作成、てるぼ関連品販売、自動販売機設置、

入れ歯リサイクル、誕生記念ノート販売等 

 

１３．役員・評議員・地区社協会長等対象の研修 ２事業 

  福祉関係者のつどい、役員・評議員視察研修（東日本大震災被災地） 

 

１４．職員の研修・専門資格取得状況と視察研修の受け入れ ３事業 

  研修受講状況、資格取得状況、視察研修受け入れ 

 

１５．健全な経営を目指した組織的取組み ３事業 

  経営委員会、会員組織強化検討委員会、職員評価 

 

１６．組織運営会議 理事会５回、評議員会４回、三役会５回 

  第３期地域福祉活動計画（わかちあいプランⅢ）の策定について等 
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１．住民活動・関係機関への支援 

 地区社協支援 

(1)てるぼサロン１００ヶ所事業【重点】            ９６ヶ所 

(2)地域ケアシステム関連事業【重点】             １４地区 

  ・電話、来所件数                   ２０，８９９件 

     内、相談延べ件数                    ７９１件 

  ・地域ケアシステム推進連絡会                 ６７回 

  ・相談員会議                         ９９回 

(3)第３期わかちあいプラン策定支援【重点】          １４地区 

(4)地区社協車いす、補聴器の無料貸出事業           １３地区 

(5)地区社協情報コンビニ化推進                 １４地区 

(6)地区代表者連絡会                (6/12,3/13)  ２回 

 (7)地区社協対象者研修(サロン活動支援講座)      １回  １００名 

 (8)地区社協ブロック化推進（南行徳、行徳、大柏地区）      ３地区 

 地域支援事業 

 (9)地区社協支援担当職員地域支援強化事業            １４名 

 (10)コミュニティワーカー配置事業（３圏域配置 市川市受託事業）  ３名 

 (11)会員加入促進【重点】 

  ・一般会員             ６４，９０５世帯 16,770,584円 

  ・賛助会員              １，５８１世帯  1,914,875円 

  ・法人会員            １６８件 ３１９口  1,595,000円 

 計                        20,280,459円 

 (12)地区活動助成（会費からの助成分）            7,445,791円 

 (13)地区社協活動促進費助成（事業助成１４地区)       2,800,000円 

 事務局運営 

 (14)民生委員児童委員活動事業における事務局運営 

  ・民生委員児童委員総数              定 数 ４６２名 

  ・会長連絡会及び地区協議会          １８地区 月１回開催 

  ・各種研修会                       年１８回 

 (15)保護司活動事業における事務局運営 

  ・保護司総数                 (25/3/末日現在) ８９名 

  ・役員会                          年５回 

  ・地域別定例研修会                     年４回 

  ・施設見学研修会                      年２回 

  ・社会を明るくする運動キャンペーン       (7/11,11/3) 年２回 

  ・千葉県更生保護大会               (11/14)   ４５名 

 関係機関への支援 

(16)福祉関係者のつどいの実施             (1/30)   １３８名 

(17)福祉団体活動推進費助成                   ５団体 

(18)市川市社会福祉審議会・地域自立支援協議会・自殺対策協議会    参加・協力 

(19)国セーフティネット、千葉県自殺対策関連協議体       参加・協力 
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２．子どもから大人までの福祉きょういく（教育・共育・協育）推進【重点】 

(1)福祉教育推進校助成 

  ・市社協指定 ４校(北方小、塩浜小、下貝塚中、塩浜中) 

  ・県指定   ７校(福栄小、南新浜小、国府台女子小、昭和学院小、日出学園小、 

福栄中、行徳高) 

  ・指定終了  ３校(鶴指小、大柏小、第八中) 

(2)小、中学生対象の体験学習実施 

  ・小・中学生ボランティアスクール 延べ活動日数１４８日間    ３４名 

(3)小、中、高校対象の総合的な学習の時間等への支援 

  ・職員を講師として派遣             １３件    ４４名 

  ・講師紹介等                          ５件 

  ・福祉教育関連物品貸出                    ２１件 

(4)大学等教育機関、県・他市、他機関等への講師派遣 

  ・大学等（和洋女子大、千葉商科大）        延べ ２件 ４名 

  ・他市社協等（県社協）               延べ １件 １名 

  ・他機関                     延べ１１件１４名 

(5)子ども向けパンフレット作成と活用（いちかわ社協のおしごと） 随時配付 

(6)大学等教育機関の実習受け入れと指導 

  ・淑徳大１名、聖徳大１名、日本福祉教育専門１名、ＮＨＫ学園３名、 

介護労働安定センター３名                ５件 ９名 

(7)高齢者疑似体験用具の貸出           ２４件 １１１セット 

(8)福祉ビデオ・書籍の貸出【 2件 6本、6件 6冊】          ８件 

 

３．生活や暮らしに関する相談や支援 

 経済的生活課題等の相談事業【重点】 

 (1)総合相談(経済的生活課題等の相談事業 件数は初回時相談のみ) ６６６件 

 (2)福祉関係資金貸付委員会及び研修会等 

  ・福祉関係資金貸付委員会                    ２回 

 (3)生活福祉資金貸付事業 

  ・国制度        実施主体：千葉県社協 

  ・今年度取扱件数   ２０１件 

    総合支援   生活支援費   ４９０件    今年度    ４４件 

           住宅入居費   １４９件    今年度    １９件 

           一時生活再建費 １９８件    今年度    １９件 

    福  祉   福祉費     １５９件    今年度    １２件 

           緊急小口資金   ９０件    今年度    ５８件 

    教育支援           １５９件    今年度    ３３件 

    不動産担保型生活        ９件    今年度     ０件 

    臨時特例つなぎ        １１件    今年度    １６件 

    離職者    １１件 ※平成２１年１０月から総合支援資金に変更 

 (4)高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付事業 
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  ・千葉県制度 実施主体：千葉県社協（本年度は相談のみ、貸付なし） 

  ・取扱件数    ３件              今年度件数 ０件 

 (5)応急援護資金の貸付 

  ・取扱件数（本年度件数 １２件）   貸付中件数６４件 5,056,091円 

 本年度貸付                                 １２件  1,388,911円 

 (6)福祉つなぎ資金の貸付 

  ・取扱件数 本年度貸付              ４件   390,720円 

 (7)法外援護                

  ・市役所                    ５２件    15,200円 

  ・行徳支所                     ３件      2,000円 

  ・社 協（制度利用不可の緊急的対応）      ３７件    379,500円 

 計                     ９２件    396,700円 

 権利擁護に関する相談や事業【重点】 

 (8)福祉サービス利用援助事業に関する相談（契約前相談）     ６２件 

  ・実ケース数（高齢41件、身体障がい5件、知的障がい 5件、精神障がい11件） 

  ・契約前相談延べ件数                   ２６４件 

   相談件数（高齢128件、身体障がい28件、知的障がい20件、精神障がい88件） 

  ・福祉サービス利用援助事業 

    利用者数                   ７９世帯 ８２名 

         （高齢35名、身体障がい4名、知的障がい13名、精神障がい30名） 

    解約数（高齢6件、身体障がい0件、知的障がい0件、精神障がい0件）  ６件 

    一般利用者、利用料内訳（年会費、利用料等）     1,230,400円 

    生活保護利用者、利用料内訳 ３９名 利用料補助額  1,707,000円 

    生活支援員（給与支給総額 2,154,500円）         ３０名 

 (9)後見制度の研究、協議【重点】 

    市川市との協議                      ５回 

    市川権利擁護連絡会(障がい当事者団体組織）への参加と協力   ５回 

    市川権利擁護連絡会( 〃 ）研修協力（7/6、12/4）     ２回 

 (10)地域ケアシステム関連事業(再掲)              １４地区 

  ・電話、来所件数                   ２０，８９９件 

     内、相談延べ件数                    ７９１件 

 (11)心配ごと相談 

  ・相談会場 八幡市民談話室 

   開所日時等       毎月第1、第3月曜日 午前１０時～午後３時 

 弁護士相談      毎月第1、第3月曜日 午後 １時～午後３時 

  ・相談開設日数                       ２３日 

  ・相談員数              １８名 所長１名 延べ７０名 

 弁護士                          １名 

  ・相談状況                   ３３４件 １２６名 

  ・心配ごと相談所運営委員会                  １回 

  ・相談員全員研修会                      １回 
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 (12)車いす、補聴器の無料貸出事業 

  ・市社協、行徳ボランティアセンター 

    車いす 新規貸出 ６１５件 継続貸出 ４１４件 計１，０２９件 

    補聴器 新規貸出  ６８件 継続貸出  ３５件 計  １０３件 

  ・地区社会福祉協議会【市内拠点で貸出】(再掲)       １４地区 

 (13)無縁物故者法要の実施         (11/28) 役員、評議員が参列 

  ・無縁遺骨総数（本年度埋葬遺骨数 ２６柱）        ６０５柱 

 (14)ホームレス支援団体助成（歳末たすけあい配分）        １団体 

 (15)要保護世帯等への助成(歳末たすけあい配分） 

  ・要保護世帯                １３１世帯  ２３９名 

  ・準要保護児童・生徒(教育委員会との協力事業)     １，５５９名 

  ・職親委託者                         ２名 

  ・里親委託者                        ２１名 

 

４．ボランティアへの支援や事業 

 (1)災害時対応事業【重点】 

  ・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練等（9/1） 

    九都県市合同防災訓練時に同時開催 

参 加 者 立ち上げ訓練 49名、学習会 111名、避難所ボランティア

体験 36名                延べ１９６名 

連携団体 市川市、地区社協、自治会、災害ボランティアネットワーク、

ボランティア協会、県・他市社協と連携 

  ・「災害支援基金」運営と活用 

陸前高田市、気仙沼市、南三陸町に寄付  役員・評議員視察研修時 

  ・機材備蓄 購入済み資機材(テント、発電機、リヤカー、寝袋、保存食等) 

 (2)ボランティアの登録、紹介事業          

  ・登録者                        

 団 体 １０５グループ              ３，５４６名 

 個 人                        ４４８名 

 運転ボランティア                    １１名 

計                       ４，００５名 

  ・紹 介                              

 ボランティアセンター    171件（実人数）429名（延べ）3,163名 

 行徳ボランティアセンター   46件（実人数） 60名（延べ）  693名 

      計        217件（実人数）489名（延べ）3,856名 

 (3)ボランティア相談事業 相談総数           １７，４９１件 

  ・ボランティアセンター 社協事務所内 

    ボランティア相談                 ２，２７４件 

    福祉関係相談                   １，９３７件 

    福祉用品・住宅改造相談                １１６件 

    その他の相談                   ６，８４３件 
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     小計                     １１，１７０件 

  ・行徳ボランティアセンター 行徳公民館内 

    ボランティア相談                 １，１２６件 

    福祉関係相談                   １，０７７件 

    福祉用品・住宅改造相談                  ３件 

    その他の相談                   ３，９３２件 

     小計                      ６，１３８件 

 (4)ボランティアセンター、相談コーナーの運営 

  ・社協事務所、行徳公民館 

 (5)専任ボランティアコーディネーターの配置        ２ヶ所  ７名 

  ・ボランティアコーディネーター会議             １２回 

 (6)高齢者および障がい者送迎サービス事業【無償事業】 

  ・運転ボランティア登録者                  １１名 

  ・利用登録者                         ９名 

  ・派遣件数                         ７９件 

 (7)各種ボランティア講座 ５講座 

  ・ボランティアスクール              全４回  １１名 

  ・ボランティア力強化講座             全４回  ２４名 

  ・シニアボランティアスクール            １回  １９名 

  ・障害児者支援ボランティア講座          全２回  １８名 

  ・サロン活動支援講座(再掲)             １回 １００名 

 (8)ボランティア交流会「にこにこボランティアミーティング」    ２回 

 (9)ボランティアセンター情報誌「てるぼ通信」発行【30号～35号】  ６回 

 (10)高齢者疑似体験用具の貸出(再掲)        ２４件 １１１セット 

 (11)福祉ビデオ・書籍の貸出(再掲)【 2件 6本、6件6冊】       ８件 

 (12)NPO法人市川市ボランティア協会への支援と協働(歳末たすけあい配分を含む) 

 (13)NPO法人との連携について連携と協働および市担当課との連携・協働 

 (14)ボランティア広報紙「もういっぽ」の発行            １回 

 (15)ボランティアセンターイベント(市川第二地区社協) 

  ・ふれあいセンターまつり  （9/29）        約３，０００名 

 (16)ボランティア等活動運営費助成(共同募金、千葉県地域ぐるみ福祉振興基金) 

  ・９１グループ   １団体(NPO法人ボランティア協会) 

(17)ボランティアフェスティバル2013 （2/10） 市民会館   参加・協力 

 

５．知らせる、宣伝する(広報)【重点】 

 (1)「てるぼベンチ」の寄贈による設置【管理は自治(町)会等】 

延べ３５８脚  本年度設置分１０脚 

 (2)広報誌「いちかわ社会福祉だより」発行 

  ・年４回発行 全戸配布 82号( 5月)              広告掲載なし 

         回覧配布 83号( 6月)                    広告掲載なし 

         全戸配布 84号(10月)                    広告掲載３社 
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         全戸配布 85号( 1月)          広告掲載３社 

 (3)ホームページ運営による情報提供および広報（随時更新） 

 (4)ボランティアセンター情報誌「てるぼ通信」発行【30号～35号】(再掲) ６回 

 (5)ボランティア広報紙「もういっぽ」の発行(再掲)         １回 

 (6)地域福祉推進キャンペーン事業【市民まつり】   (11/3) 大洲防災公園 

  ・ボランティア活動と社協PR、被災地支援物品販売、飲食物販売等 

(7)地区社協活動のメディア報道              ＣＡＴＶ、新聞等 

(8)てるぼストラップ販売              販売数    ５７個 

(9)てるぼどら焼き販売         ３７件   販売数 ３，４２８個 

(10)てるぼピンバッジ販売             販売数   １５７個 

(11)てるぼ着ぐるみによるイベントでの広報活動   地域イベント等随時活動 

(12)オリジナル一筆箋販売                  １，３４０冊 

(13)てるぼサロンまつり          （3/3） 参加者 約７００名 

(14)きやっせ物産展2013（3/10） 幕張メッセ          参加・協力 

(15)市川青年会議所「いちかわオータムコンファレンス」 

(10/21) ニッケコルトンプラザ     参加・協力 

(16)千葉県社会福祉大会 (11/15）青葉の森公園 芸術文化ホール 参加・協力 

 

６．お年寄りへの支援 

(1)心のメッセージ事業【心の遺言ノート】         延べ９，３１１冊 

本年度販売分 ４３９冊 

(2)車いす、補聴器の無料貸出事業(再掲) 

(3)「てるぼベンチ」の寄贈による設置【管理は自治(町)会等】(再掲) 

(4)高齢者および障がい者送迎サービス事業【無償事業】(再掲) 

(5)リフレッシュ事業【在宅介護者のつどい】 

  ・葛西臨海公園、羽田空港新国際線ターミナル    (11/29)      ２１名 

  ・交流会                     全１２回   ７１名 

(6)リシングルツアー（都内 3/14）                       １回   ３７名 

(7)結婚50周年祝品配布（鎌倉彫小物入れ）            ４００組 

(8)食生活支援グループ助成              ３グループ  １３０回 

  ・配食サービスボランティアへの検食・検便費用補助 

(9)高齢者クラブ連合会助成                    １団体 

(10)高齢者クラブ結成助成                    ２団体 

(11)施設入所者への助成（歳末たすけあい配分）５施設 入所者   ５４名 

 

７．障がいがある方への支援 

(1)点字名刺等作成事業【１施設 ７，３００枚】          ３４件 

(2)高齢者および障がい者送迎サービス事業【無償事業】(再掲) 

(3)車いす、補聴器の無料貸出事業(再掲) 

(4)「てるぼベンチ」の寄贈による設置【管理は自治(町)会等】(再掲) 

(5)身体障がい者補装具装着訓練助成                １団体 
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(6)在宅障がい者屋外生活訓練助成                 １団体 

(7)身体障がい者移動研修会助成                  １団体 

(8)在宅障がい者支援活動費助成                  ４団体 

(9)障がい者民間施設助成（歳末たすけあい配分）        ７６施設 

(10)中央競馬馬主社会福祉財団助成事業 

  ・障がい者支援関連事業所助成のための推薦書発行       ４団体 

(11)福祉団体に対する助成事業                                  ８団体 

  ・戦没者遺族会、身体障がい者福祉会、被爆者の会、視覚障がい者福祉会、 

    手をつなぐ親の会、ろう者協会、スモンの会、松の木会 

(12)「市川市地域自立支援協議会」への参加・協力(再掲) 

 

８．子ども・子育てへの支援 

(1)保育クラブ運営事業(市指定管理者事業) 【重点】 

  ・設置箇所数   （公立小学校数 ３９校） ４４クラブ  ８８クラス 

  ・入所児童数（平成24年5月1日現在）           ３，０９９名 

    障がい児受入数（療育手帳所持者、平成24年5月1日現在）  ３０名 

  ・指導員研修 

 本会等主催研修(新任研修)         延べ １５名  ５回 

 本会主催研修(全員研修)          延べ７５３名  ６回 

 全国・県主催研修(講演会)         延べ ９２名  ８回 

 地区別指導員グループ研修         延べ１８５名 １０回 

 応急手当普及ＡＥＤ講習会に参加      延べ１９２名  ４回 

 発達障害児支援研修に参加（発達支援課主催）延べ ４３名 １０回 

 防火管理者講習会に参加          延べ ９２名  ３回 

    発達障がい児巡回個別研修               １２１回 

    指導員会議(新入所児の受入、夏休みの過ごし方説明) 

                         延べ３４５名  ２回 

    巡回アドバイザー会議、研修               ２２回 

(2)誕生記念ノート「未来のあなたへ」事業           ５３０冊 

(3)「てるぼベンチ」の寄贈による設置【管理は自治(町)会等】(再掲) 

(4)母子生活支援施設入居者年末行事助成（歳末たすけあい配分）    ２施設 

(5)母子生活支援施設入所者への助成（歳末たすけあい配分）２施設    ６名 

(6)民間児童福祉施設協議会助成(市内民間保育所、母子生活支援施設）  １団体 

(7)子ども会活動助成                                  １団体  １２地区 

(8)ボーイ、ガールスカウト活動助成                １３団体 

(9)交通遺児援護事業【市社協事業 奨学金2名、入学金3名】         ５名 

(10)交通遺児援護【県社協事業 見舞金、勉学奨励金・激励金・図書券】４名 

(11)児童施設入所者への助成（歳末たすけあい配分）17施設    入所者９６名 

 

９．ふれあい基金の事業 

(1)高齢者および障がい者送迎サービス事業【無償事業】(再掲) 
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(2)交通遺児援護事業【市社協事業 奨学金、入学金】(再掲)     ５名 

(3)ばらの箱募金設置事業                           ８０ヶ所   54,532円 

 

１０．共同募金への協力 

 (1)施設、団体等への助成事業（詳細は、各項目助成事業に記載） 

 (2)各種事業の実施（詳細は、各項目事業に記載） 

 

１１．歳末たすけあい募金配分の実施 

 (1)歳末たすけあい募金配分委員会                                  ２回 

 (2)歳末たすけあい募金配分先 

要保護世帯、準要保護児童・生徒、施設入所者、職親委託者、里親委託者、

障がい者民間施設、ボランティア団体、ホームレス支援団体、母子生活支

援施設行事に配分（詳細は、各項目事業に記載） 

 

１２．収益事業  

(1)心を遺すメッセージ事業【心の遺言ノート】(再掲)    延べ９，３１１冊 

本年度販売分 ４３９冊 

(2)点字名刺等作成事業【１施設 ７，３００枚】(再掲)       ３４件 

(3)てるぼストラップ販売(再掲)          販売数    ５７個 

(4)てるぼどら焼き販売(再掲)     ３７件   販売数 ３，４２８個 

(5)てるぼピンバッジ販売(再掲)          販売数   １５７個 

(6)高齢者疑似体験用具の貸出(再掲)          ９件 ５３セット 

(7)自動販売機設置事業（公共施設への設置）      ２５施設 ４５台 

(8)広報誌広告掲載事業（いちかわ社会福祉だより）     ５社  ２回 

(9)入れ歯リサイクル事業（公共施設への設置）          ５ヶ所 

(10)誕生記念ノート「未来のあなたへ」事業（再掲）       ５３０冊 

 

１３．役員・評議員・地区社協会長等対象の研修 

 (1)福祉関係者のつどいの実施(再掲)           (1/30)   １３８名 

 (2)役員・評議員視察研修（陸前高田市、気仙沼市、南三陸町）    ２４名 

 

１４．職員の研修・専門資格取得状況と視察研修の受け入れ 

 (1)全国、県社協、近隣社協、職場内研修 

・全国社会福祉協議会研修            ２回  延べ  ２名 

・千葉県社会福祉協議会研修           ６回  延べ  ９名 

・近隣社会福祉協議会合同研修          １回  延べ １５名 

・近隣社会福祉協議会「災害ボランティアセンター立ち上げ訓練」参加 

（浦安市、習志野市、船橋市）  延べ  ６名 

・職員自主研修                 ３回  延べ ７０名 

 (2)専門資格取得状況 

・国家資格取得者（社会福祉士12名、介護福祉士2名）        １４名 
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・社会福祉士実習指導者資格保持者                ６名 

・福祉関係任用資格等保持者                  １４名 

 (3)視察研修の受け入れ 

  ・世田谷区社協                       ２５名 

  ・東京医科歯科大学Ｐ.Ｈ.Ｌコース学外実習受け入れ(3/15) 

 

１５．健全な経営を目指した組織的取組み 

(1)経営委員会                    (3/22)      １回 

  ・「わかちあいプランⅢ」について 

  ・平成２５年度事業計画(案)について 

  ・平成２５年度予算(案)について 

  ・その他 

(2)会員組織強化検討委員会【重点】（自治会代表8名、理事２名 12/18）１回 

  ・平成２３年度会員募集状況の報告 

  ・自治(町)会へのアンケート回収状況について 

  ・法人会員の募集について 

  ・自治(町)会への説明資料について 

  ・その他                 

(3)職員評価                            

  新職員評価基準による評価実施（5月、11月）                  ２回 

  ・上司から部下および部下から上司への評価を併せて実施 

 

１６．組織運営会議 

  理事会 

(1)評議員委嘱の同意について                      (5/24) 

(2)固定資産物品の移管について 

(3)応急援護資金の償還免除処分について 

(4)平成２３年度事業報告及び一般、公益、収益会計決算報告について 

(5)平成２３年度総括貸借対照表、財産目録について 

(6)監査報告について 

(7)後援について 

 

(1)評議員委嘱の同意について                      (7/24) 

(2)後援について 

 

(1)会長、副会長の互選について                    (8/27) 

(2)会長職務代理者の指名について 

(3)常務理事の指名について 

(4)発展・強化計画推進担当理事の指名について 

(5)各委員会の委員について 

(6)後援について 
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(1)平成２４年度一般会計１月補正予算(案)について  (1/30) 

(2)後援について 

 

(1)定款の一部変更について                 (3/29) 

(2)第３期地域福祉活動計画（わかちあいプランⅢ）の策定について 

(3)平成２４年度一般、公益会計３月補正予算(案)について   

(4)平成２５年度事業計画及び一般、公益、収益会計予算(案)について   

(5)平成２４年度社会福祉法人等監査の結果について 

(6)後援について 

 

  評議員会 

(1)固定資産物品の移管について                    (5/24) 

(2)応急援護資金の償還免除処分について 

(3)平成２３年度事業報告及び一般、公益、収益会計決算報告について 

(4)平成２３年度総括貸借対照表、財産目録について 

(5)監査報告について 

(6)評議員の委嘱について 

(7)後援について 

 

(1)理事、監事の選任について                      (8/10) 

(2)後援について 

 

(1)平成２４年度一般会計１月補正予算(案)について  (1/30) 

(2)後援について 

 

(1)定款の一部変更について                 (3/29) 

(2)第３期地域福祉活動計画（わかちあいプランⅢ）の策定について 

(3)平成２４年度一般、公益会計３月補正予算(案)について   

(4)平成２５年度事業計画及び一般、公益、収益会計予算(案)について   

(5)平成２４年度社会福祉法人等監査の結果について 

(6)後援について 

 

  三役会 

(1)評議員委嘱の同意について                      (5/24) 

(2)固定資産物品の移管について 

(3)応急援護資金の償還免除処分について 

(4)平成２３年度事業報告及び一般、公益、収益会計決算報告について 

(5)平成２３年度総括貸借対照表、財産目録について 

(6)監査報告について 

(7)後援について 
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(1)選任規程について                              (7/24) 

(2)理事、監事、評議員の一斉改選について 

(3)後援について 

 

(1)会長、副会長、監事、会長職務代理者、常務理事、発展・強化計画推進担

当理事について                                 (8/27) 

(2)各委員会の委員について 

 

(1)平成２４年度一般会計１月補正予算(案)について  (1/30) 

(2)後援について 

 

(1)定款の一部変更について                 (3/29) 

(2)第３期地域福祉活動計画（わかちあいプランⅢ）の策定について 

(3)平成２４年度一般、公益会計３月補正予算(案)について   

(4)平成２５年度事業計画及び一般、公益、収益会計予算(案)について   

(5)平成２４年度社会福祉法人等監査の結果について 

(6)後援について 

 

  監査会                                           

(1)平成２３年度事業報告及び                            

   一般、公益、収益会計決算報告について           (5/17) 

(2)平成２３年度総括貸借対照表、財産目録について 


