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【平成２９年度社会福祉法人中山町社会福祉協議会事業経過報告】 

 

 平成２９年度は、改正社会福祉法により求められる法人運営の透明化及びガバナン

スの強化を図った。新規事業としては、「地域福祉推進員の設置」、「生活支援体制整

備事業」を実施し、住民同士の支え合いの推進、高齢者の居場所づくり等を通じて、

地域住民が互いに支え合う地域づくりを進めた。 

また、福祉関係団体への支援や各種イベントについては、各関係団体との調整を行

いながら、効率的かつ効果的に支援できるよう、それぞれの内容について再検討を進

めてきている。 

その概要については、以下のとおり。 

 

第１ 主な事業等の実施状況 

（１）年間行事、大会等の実施状況 

 

４月 前年度受託事業の精算事務のほか、当協議会理事による書面決議、国道

１１２号清掃活動（春季バイパスクリーン作戦）、福祉関係団体の運営や総

会開催に向けた支援等を行った。 

 

５月 評議員選任・解任委員会、会計監査及び理事会開催に向けての事業報告

並びに決算関係事務を処理するとともに、団体に対する支援を行った。 

 

６～７月 理事会並びに評議員会を開催したほか、地域福祉推進員委嘱状交付

式並びに研修会の開催、生活困窮者自立支援調整会議への出席、県の身体

障がい者福祉大会(南陽市で開催)への参加支援、心のバリアフリーを広げ

る疑似体験、町老人クラブ連合会総会、町身体障害者福祉協会総会の開催

支援を行った。 

 

８月 町老人クラブ連合会主催のグラウンドゴルフ大会及び公式ワナゲ大会並

びに町戦没者追悼式の開催支援、県老人福祉大会並びに県身体障がい者レ

クリエーション大会への参加支援を行った。 

 

９月 県知的障がい者福祉大会の参加支援のほか、村山地域ボランティアの輪

連絡会、生活困窮者自立支援調整会議への出席、ボランティア交流会を実

施した。 

 

１０月 秋季バイパスクリーン作戦、単身高齢者と婦人会の交流会を実施したほ

か、町地域自立支援協議会への出席、町との共催により健康と福祉のフェ

スティバルを開催した。また、団体支援では、山形県戦没者追悼式、老人

クラブ全国交流ワナゲ大会への参加支援を行った。 
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１１月 生活困窮者自立支援調整会議への出席のほか、シルバーレクリエーショ

ン大会、町福祉ふれあい講座、障がい者ふれあいサロンを開催した。 

 

１２月 理事会並びに評議員会を開催したほか、心配ごと相談員の研修への参加、

生活支援体制整備事業の講演会開催、毎年利用者が増加しているお正月料

理を届ける友愛訪問、要支援世帯等への歳末たすけあい募金慰問金配付な

どを行った。 

 

平成３０年 

１月～２月 生活困窮者自立支援調整会議、町地域自立支援協議会、町地域福

祉計画推進委員会への出席のほか、町老人クラブ連合会主催の二世代交流

大会にたかとりクラブが参加するなど、当協議会も開催を支援した。高齢

者等雪害対策事業に関しては、民生委員・児童委員の方々のご協力をいた

だき助成件数が大幅に増加した。 

 

３月 生活困窮者自立支援調整会議、村山地域ボランティアの輪連絡会への出

席のほか、心配ごと相談員研修への参加や同運営会議を開催し、問題点や

今後の対応方針について協議した。また、平成 29 年度は、福祉関係団体支

援業務、理事会、評議員会に向けた資料作成に加え、長崎地区放課後児童

クラブ（ながさきクラブ）の開設の準備を行った。 

 

 

第２ 課題 

  社会福祉法の改正に伴い運営や会計に関わる事務の複雑化と作業量の増加、「生

活支援体制整備事業」、「地域福祉推進員の設置」、「ながさきクラブの運営」などの

新規事業の増加、生活福祉資金貸付に関する相談件数の増加と相談内容の多様化な

ど、業務量の増加に加え、より専門的な知識や経験が必要とされてきていることか

ら、今後は、事務作業の効率化を図るとともに、人材育成に注力し、職員それぞれ

のスキルアップを促していく必要がある。 

 

以下、平成 29 年度において取り組んだ事業経過について報告する。 
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１．法人運営に関する事業 

（１）理事会の開催                    保健福祉センター 

平成 29年 4 月 

1 日(土) 
議第１号 常務理事の選定について  （書面による選定） 

平成 29 年 5 月 

30 日(火) 

議第１号 
社会福祉法人中山町社会福祉協議会会長の専決事項に関

する規程の制定について 

議第２号 
平成 28 年度社会福祉法人中山町社会福祉協議会事業経過

報告書の承認について 

議第３号 
平成 28 年度社会福祉法人中山町社会福祉協議会計算関係

書類及び財産目録の承認について 

議第４号 評議員選任候補者の推薦について 

議第５号 定款の変更について 

議第６号 評議員会の招集について 

平成 29 年 6 月 

15 日(木) 

議第１号 会長の選任について 

議第２号 副会長の選任について 

議第３号 常務理事の選任について 

平成 29 年 12 月 

19 日(火) 

報告事項 会長及び常務理事の職務執行状況の報告について 

議第１号 旅費支給規程の一部改正について 
議第２号 中山町たすけあい金庫規程の全部改正について 
議第３号 平成 29 年度資金収支予算の第一次補正について 
議第４号 平成 29 年度歳末たすけあい募金の配分について 
議第５号 評議員会の招集について 

平成 30 年 3 月 

20 日(火) 

議第１号 
社会福祉法人中山町社会福祉協議会経理規程の一部改正

について 

議第２号 
社会福祉法人中山町社会福祉協議会福祉活動専門員設置

規程の一部改正について 

議第３号 
社会福祉法人中山町社会福祉協議会処務規程の一部改正

について 

議第４号 
社会福祉法人中山町社会福祉協議会就業規則の一部改正

について 

議第５号 
社会福祉法人中山町社会福祉協議会給与規程の一部改正

について 

議第６号 
社会福祉法人中山町社会福祉協議会平成 30 年度事業計画

について 

議第７号 
社会福祉法人中山町社会福祉協議会平成 30 年度予算につ

いて 
議第８号 評議員会の招集について 
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（２）監査の実施                     保健福祉センター 

平成 29年 5 月 

25 日(木) 

平成28年度社会福祉法人中山町社会福祉協議会の業務執行状況並びに決

算の監査 

 

（３）評議員会の開催                   保健福祉センター 

平成 29年 6 月 

15 日(木) 

議第１号 定款の変更について 

議第２号 
平成 28 年度社会福祉法人中山町社会福祉協議会 事業経

過報告書の承認について 

議第３号 
平成 28 年度社会福祉法人中山町社会福祉協議会 計算関

係書類及び財産目録の承認について 

議第４号 理事、監事の選任について 

平成 29 年 10 月 

4 日(水) 
議第１号 理事の選任について  （書面による選定） 

平成 29 年 12 月 

20 日(水) 
議第１号 平成 29 年度資金収支予算の第一次補正について 

平成 30 年 3 月 

29 日(木) 

議第１号 
社会福祉法人中山町社会福祉協議会平成 30 年度事業計画

の承認について 

議第２号 
社会福祉法人中山町社会福祉協議会平成 30 年度予算の 

承認について 

 

（４）評議員選任・解任委員会の開催            保健福祉センター 

平成 29年 5 月 

30 日(水) 
議第１号 評議員の選任について 
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２．生活福祉に関する事業 

 （１）住民の抱える悩みごとを気軽に相談できる窓口として相談所を開設 

場所 保健福祉センター 

   ①法律相談所(心配ごと相談所法律相談日)の開設 毎月 第４水曜日 計 12 回 

時間 午後１：１５～４：００まで 

   ②心配ごと相談所の開設 毎月 第２水曜日 計 11 回 

時間 午後１：３０～４：００まで 

   ③行政・人権等合同相談(中央公民館) 年１回  10 月 25 日(水)    

 

④相談内容と件数 

        件数    

相談内容 
法律相談件数 心配ごと相談 

行政・人権等

合同相談 
合計 

生 計 問 題 0 2 0 2 

家 族 問 題 3 0   3 

職業・生計問題 0 0   0 

健 康 医 療 問 題 0 0   0 

結 婚 問 題 0 0   0 

離 婚 問 題 2 1   3 

住 宅 問 題 1 0   1 

財 産 問 題 10 1 
 

11 

精 神 衛 生 問 題 0 1   1 

心身障害（児）者問題 1 0   1 

児童福祉、母子保健問題 1 0   1 

教育、青少年問題 0 0   0 

母 子 福 祉 問 題 0 0   0 

老 人 福 祉 問 題 0 0   0 

人 権 問 題 0 0   0 

交 通 事 故 問 題 0 0   0 

苦 情 問 題 0 0   0 

出 稼 問 題 0 0   0 

そ の 他 4 2 1 7 

合  計 22 7 1 30 

電話相談計（内数）  2  2 

 

   ⑤ 相談員研修への参加 

・村山ブロック心配ごと相談員研究協議会・相談員スキルアップ研修会  
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（２）生活福祉資金貸付事業      

    平成２９年度貸付相談延件数  ２９件    

  

①生活福祉資金貸付 （福）山形県社会福祉協議会からの受託事業  

注 延滞利子の計算法により年度末残高は合計額にはならない。(県社協)  

  

②たすけあい金庫貸付  

 平成 28 年度末貸付件数及び貸付残高 10 件 705,000 円 

 平成 29 年度新規貸付件数及び金額 ― 0 円 

 平成 29 年度返済額 ― 0 円 

 平成 29 年度末残高  10 件 705,000 円 

 

③善意銀行貸付 

 平成 28 年度末貸付件数及び貸付残高 5 件 69,000 円 

 平成 29 年度新規貸付件数及び金額 3 件 91,000 円 

 平成 29 年度返済額 ― 44,000 円 

 平成 29 年度末残高 5 件 116,000 円 

 

④福祉サービス利用援助事業（(福)山形県社会福祉協議会からの受託事業） 

通帳管理、公共料金の支払い、金銭の出し入れを生活支援員が行う。 

必要に応じ、町の福祉担当部所や地域包括支援センターと連携している。 

◎平成２９年度末現在利用世帯 

長崎地区 0 世帯 豊田地区 1 世帯 計 1 世帯 

 

 

 

 平成 28 年度末貸付件数及び貸付残高   12 件 8,947,789 円 

 平成 29 年度新規貸付件数及び金額   4 件 1,067,000 円 

 平成 29 年度返済額(延滞、貸付利子含む) ― 1,206,670 円 

 平成 29 年度末残高  16 件 8,849,234 円 
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３．福祉の町づくり事業 

平成29年 10月

15 日（日） 

第 29 回中山町健康と福祉のフェスティバル「いきいき町民大会」 

 主題「ぬくもりがつたわる 住みよい まちづくり」 

 場所 中山町中央公民館 参加者 延 805 名 

 中山町表彰 社会福祉功労者表彰等 

 講演「スポーツと健康」  

 講師 三屋 裕子 氏（スポーツプロデューサー・元全日本バレー 

ボール選手・公益財団法人日本バスケットボール協会会長） 

平成29年 11月

29 日（水） 

「中山町福祉ふれあい講座」 

 参加者 ４８名 

 場所 中山町保健福祉センター ２階研修室  

 演題 「ここが知りたい！成年後見制度」  

 講師 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 

    山形支部 支部長 司法書士 早坂 和也 氏 

地域福祉推進員の設置 

 町の地域福祉計画に基づき、町との共同事業により地域福祉推進員を配置し、町

民相互による見守り、支え合いの地域づくりを推進。 

 ・地域福祉推進員研修  ２回 

   委嘱状交付式・推進員研修   7/22（土） 

   地域福祉推進員研修      2/24（土） 

 ・各地区役員への説明会 

   達磨寺地区、いずみ地区、柳沢地区、北小路地区 

 

４．高齢者福祉、在宅福祉、福祉サービスに関する事業 

平成29年 10月 

30 日（月） 

単身高齢者と婦人会との交流会 

 参加単身高齢者 24 名 場所 保健福祉センター 会議室 

 ◆ 籐細工－小物入れ作製－ 

中山町婦人会 5 名の方々より指導していただき、交流を 

図った。 

◆ ボランティアひまわりの会 4 名の方々よりいも煮をはじめ、

昼食を作っていただき、会食を行った。 

◆ 中山町地域包括支援センター 保健師 庄司泰大氏から 

「訪問販売・電話勧誘販売の契約解除」等について、話を 

していただいた。 

平成29年 11月

8 日（水） 

第 38 回中山町シルバーレクリエーション大会 

 参加者 １３８名 

 場所 中山町中央公民館 大ホール 
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平成29年 12月

15 日（金） 

単身高齢者へ手作りお節料理の配布（友愛訪問） 

 申込み単身高齢者 80 名 場所 保健福祉センター 

 協力  中山町食生活改善推進協議会 31 名、民生委員・児童委員、 

 中山町健康福祉課 健康づくりグループ 

（１） (福)中山町社会福祉協議会訪問理容事業 

       利用者 延べ人数         20 名  

（２） (福)中山町社会福祉協議会訪問マッサージ事業 

       利用者 延べ人数          3 名 

 

５．心身障がい者福祉に関する事業活動 

平成 29年 7 月 

26 日（水） 

心のバリアフリーを広げる疑似体験 

◆ 講師 花笠ほーぷ隊（古澤薫氏・山口由美子氏） 

  ・参加者 34 名 

  ・中山町手をつなぐ育成会との共催 

平成29年 11月 

17 日（金） 

障がい者ふれあいサロン（長崎地区・豊田地区合同開催） 

 場所 保健福祉センター 会議室・研修室 

 ◆ 講演 「昔語り」 

   講師 中山昔語りの会 4 名 

 ◆ 「屋内グラウンドゴルフ大会」 

 ◆ 昼食交流会  

・参加者 14 名   

  ・協力 ボランティアひまわりの会 6 名  

（昼食を作っていただきました） 

平成29年 12月 

3 日（日） 

「クリスマス会（青空教室）」（知的障がい者）の実施 

・参加者 16 名 

・場所 中山町中央公民館 2 階 研修室 

◆ 公式ワナゲ・ターゲットボッチャ・リース作り・ 

プレゼント・ビンゴ 

◆ 昼食交流会 

 中山町手をつなぐ育成会との共催 

 



9 
 

６．赤い羽根共同募金結果 

   募金総額 1,378,364 円 － 県共募への上納金 708,000 円 ＝ 670,364 円 

                              （次年度当社協 

                                へ配分） 

 

７．歳末たすけあい募金結果 

 ①募金実績額       1,148,584 円 (利息 1 円を含む.) 

 ②慰問金配分実績 

配 分 先 内容 金 額 

 要支援世帯 6,000 円×8 世帯＋2,000 円×世帯員 16 名 80,000 円 

 母子世帯 2,000円×84世帯＋2,000円×18歳以下118名 404,000 円 

 父子世帯 2,000 円×11 世帯＋2,000 円×18 歳以下 15 名 52,000 円 

 在宅心身障がい者

世帯 
6,000 円 × 11 名 66,000 円 

 在宅長期療養者 

世帯 
6,000 円 × 26 名 156,000 円 

 施  設 

中山ひまわり荘 50,000 円 

ライトステーション中山 10,000 円 

配 分 合 計 818,000 円 

  

募金総額 1,148,584 円―事務経費 34,084 円－配分合計 818,000 円 ＝ 296,500 円 

                              （次年度当社協 

                                へ配分） 
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８．受託事業の概要 

中山町配食サービス事業 

 高齢者独居、高齢者夫婦世帯並びに身体障がい者等で調理が困難な方へ昼食の 

配達提供及び利用者の見守り 

 期日 毎週（火、金曜日） 延べ人数 1,384 人  

 配達ボランティア人員 火曜日 4 名 金曜日 3 名  計 7 名(平成 30 年 3 月末現在) 

※対象世帯の見守りの役割の大きさが認められつつある。 

中山町高齢者等雪害対策事業  平成 30 年１月～同２月末日 

 75 歳以上の高齢者世帯や身体障がい者等のみの世帯を対象に、屋根の雪下ろし 

及び雪下ろしに伴う排雪費用の一部を助成（同一年度で 10,000 円が上限） 

 

・平成２９年度実績 

       申請者       34 名 

       助成該当者     34 名 

       助成金額    303,000 円 

中山町豊田地区放課後児童クラブ（愛称たかとりクラブ）の運営 

 放課後児童の健康管理、安全、健全育成上必要な活動の場を確保 

 豊田小学校児童 １年生から６年生  週６回開催   

 開所延べ日数 ２８８日  延べ人数   ５，３７４人 

 利用者数    ２８名 

 平日 月～土（２４６日）（述べ人数   ４，６１３名） 

 長期（春休み、夏休み、冬休み）（４２日間）（述べ人数７６１名） 

 

 主な行事等 

  ４月２０日（木）お花見         （２５名参加） 

５月２９日（月）調理実習        （１７名参加） 

８月 ４日（金）バーベキュー      （２４名参加） 

  ８月１０日（木）夏祭り         （７６名参加） 

１０月２３日（月）調理実習        （１２名参加） 

 １２月 ２日（土）おやこの食育教室    （親子１８組、子のみ６名） 

 １２月２２日（金）クリスマス会      （２０名参加） 

１２月２５日（月）クリスマス会      （２４名参加） 

   １月 ４日（木）新年おめでとう会    （７名参加） 

  １月 ５日（金）二世代交流公式ワナゲ大会（１７名参加） 

３月２９日（木）調理実習        （２２名参加） 

  ３月３０日（金）進級おめでとう会    （２３名参加） 
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子育て支援センターの運営 

 未就学児と保護者の方が気軽に交流し、育児相談や情報収集ができる場を提供 

 週５回開催（土曜日、日曜日開館週は、翌週月曜日閉館） 

 開館延べ日数２３９日 

延べ人数 子ども 3,942 人 大人 2,881 人 合計 6,823 人 

・土、日曜日開館利用者数   子供２２６人 大人１４９人 合計３７５人 

 主な行事等 

 ・出張子育て支援センター   ３回実施  

   ９月 せせらぎ公園(芋煮会) 

  １０月 健康と福祉のフェスティバル  

  １１月 ほんわ館 

 ・育児講座              ６回実施（外部より講師を依頼） 

 ・子ども服リサイクルの日       ４回実施 

 ・赤ちゃんとママの日        １２回実施 

 ・心を感じる日            ４回実施 

 ・保健師による発育測定とミニ講話  １２回実施 

 ・ボランティアによるお話と遊びの会 ３３回実施 

 ・スタッフによるふれあい広場    ３９回実施 

生活支援体制整備事業（初年度） 

 日常生活上の支援が必要な高齢者が、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に、地域住民が生活支援サービスを担う事業主体と連携し

ながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を

一体的に図っていくことを目的とする。 

 ・町健康福祉課 介護支援グループとの打合せ（８回） 

 ・先進地視察 ５カ所のべ７回 

ふれあい天童「の～んびり茶の間」    4/21、2/9 

ふれあいカフェ「まちかど」（寒河江市） 5/11 

実家の茶の間       （新潟市） 10/16 

和楽茶の間        （高畠町）  9/ 1、2/2 

きらりよしじまネットワーク（川西町）  8/31 

 ・町内地域活動状況把握 （１１か所） 

   お茶のみクラブ、１００歳体操、サロン、いきいき体力 UP 教室 

 ・研修 

    生活支援体制整備事業に関する研修   ６回 

    担い手養成講座          （全５回） 

 ・主催講座等 

    中山町ボランティア交流会   参加者  ２９名 

    河田珪子氏講演会       参加者約１００名 

    居場所づくりワークショップ  参加者  ２７名 

    居場所づくり立上げ体験講座  参加者  ２８名 

    視察（和楽茶の間・高畠町）  参加者  １９名 

 ・地区居場所づくり 

    小塩地区 三軒屋地区 
 



９　一般事業実績(再掲を含む）

件数 実　施　月　日 実 施 項 目 実 施 場 所

1 平成29年 4月 3日　(月) 町遺族会三役会 保健福祉センター

2 平成29年 4月 3日　(月)
生活支援体制整備事業打ち合わ
せ

保健福祉センター

3 平成29年 4月10日　(月) 町老人クラブ連合会三役会 保健福祉センター

4 平成29年 4月11日　(火) 福祉団体対応に関する打ち合わせ 保健福祉センター

5 平成29年 4月17日　(月)
生活支援体制整備事業打ち合わ
せ

保健福祉センター

6 平成29年 4月18日　(火) 町遺族会会長打ち合わせ 保健福祉センター

7 平成29年 4月18日　(火)
町母子寡婦福祉会会長打ち合わ
せ

保健福祉センター

8 平成29年 4月20日　(木) 第1回広報委員会 中山町役場本庁舎

9 平成29年 4月21日　(金)
生活支援体制整備事業先進地視
察

ふれあい天童の～んびり茶
の間

10 平成29年 4月23日　(日) バイパスクリーン作戦 国道112号

11 平成29年 4月23日　(日)
放課後児童クラブ健全育成事業に
ついて

東根市 タントクルセンター

12 平成29年 4月24日　(月) 町遺族会会長打ち合わせ 保健福祉センター

13 平成29年 4月24日　(月)
生活支援体制整備事業打ち合わ
せ

保健福祉センター

14 平成29年 4月25日　(火)
たかとりクラブ静養室について打ち
合わせ

保健福祉センター

15 平成29年 4月25日　(火) 町身障協会三役会 保健福祉センター

16 平成29年 4月26日　(水) 福祉サービス利用援助事業監査 保健福祉センター

17 平成29年 4月26日　(水) 放課後子どもプラン運営委員会 中央公民館

18 平成29年 4月26日　(水) 町老ク連理事会 保健福祉センター

19 平成29年 4月27日　(木) 町遺族会第1回幹事会 保健福祉センター

20 平成29年 5月 1日　(月)
生活支援体制整備事業事業計画
打ち合わせ

保健福祉センター

21 平成29年 5月 2日　(火) 町老ク連三役会 保健福祉センター

22 平成29年 5月 8日　(月) 町遺族会打ち合わせ 保健福祉センター

23 平成29年 5月 9日　(火) 生活支援体制整備事業見学 元町/あおば

24 平成29年 5月10日　(水) 町身障協会監査 保健福祉センター

25 平成29年 5月10日　(水) 生活支援体制整備事業見学 中央公民館

26 平成29年 5月11日　(木) 家庭教育支援フォーラム
村山総合支庁西村山地域振
興局

27 平成29年 5月11日　(木) 町母子寡婦福祉会監査 保健福祉センター

28 平成29年 5月11日　(木) 生活支援体制整備事業見学
寒河江市「ふれあいカフェ」
まちかど

29 平成29年 5月17日　(水) 地域ケア会議 保健福祉センター

(注・理事会、評議員会のほか関係機関、団体との調整事務や異例な業務等を抽出した。)
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件数 実　施　月　日 実 施 項 目 実 施 場 所

30 平成29年 5月18日　(木)
健康と福祉のフェスティバル第1回
事務局会議

保健福祉センター

31 平成29年 5月18日　(木) 町老人クラブ連合会三役会 保健福祉センター

32 平成29年 5月19日　(金) 町遺族会監査 保健福祉センター

33 平成29年 5月19日　(金)
生活支援体制整備事業打ち合わ
せ

保健福祉センター

34 平成29年 5月22日　(月) 会計指導 保健福祉センター

35 平成29年 5月22日　(月) 生活困窮者自立支援調整会議 保健福祉センター

36 平成29年 5月22日　(月) 町遺族会打ち合わせ 保健福祉センター

37 平成29年 5月23日　(火) 生活支援体制整備事業見学 上町

38 平成29年 5月24日　(水) 町遺族会忠魂碑参拝、総会
長崎・豊田地区忠魂碑、ゆ・
ら・ら

39 平成29年 5月24日　(水) 生活支援体制整備事業見学 岡

40 平成29年 5月25日　(木) 町社会福祉協議会監査 保健福祉センター

41 平成29年 5月25日　(木) 町老人クラブ連合会三役会 保健福祉センター

42 平成29年 5月25日　(木) 生活支援体制整備事業見学 新田町/金沢

43 平成29年 5月30日　(火)
町社会福祉協議会理事会・評議員
選任・解任委員会

保健福祉センター

44 平成29年 5月31日　(水) 福祉サービス利用援助事業監査 保健福祉センター

45 平成29年 5月31日　(水) チャレンジデー 中山町

46 平成29年 6月 1日 (木) ボランティア関係者研修会 県青年の家

47 平成29年 6月 1日 (木) 生活支援体制整備事業見学 桜町/南小路

48 平成29年 6月 2日 (金) たかとりクラブ打ち合わせ 保健福祉センター

49 平成29年 6月 2日 (金) 町老人クラブ連合会監査・理事会 保健福祉センター

50 平成29年 6月 2日 (金) 町身障協会三役会 保健福祉センター

51 平成29年 6月 5日 (月) ネットEB説明会 保健福祉センター

52 平成29年 6月 5日 (月) 町手をつなぐ育成会打ち合わせ 保健福祉センター

53 平成29年 6月 6日 (火)
村山地区放課後子ども総合プラン
指導者研修会

寒河江市文化センター

54 平成29年 6月 9日　(金) 町老人クラブ連合会三役会 保健福祉センター

55 平成29年 6月11日　(日)
生活支援体制整備事業推進セミ
ナー

山形テルサ

56 平成29年 6月12日　(月) 町身障協会総会準備 保健福祉センター

57 平成29年 6月13日　(火) 町老人クラブ連合会総会 中央公民館

58 平成29年 6月14日　(水)
健康と福祉のフェスティバル第1回
実行委員会

保健福祉センター

59 平成29年 6月15日　(木)
町社会福祉協議会評議員会・理事
会

保健福祉センター

60 平成29年 6月16日　(金) 町身障協会総会 保健福祉センター
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件数 実　施　月　日 実 施 項 目 実 施 場 所

61 平成29年 6月19日　(月) 県社会福祉協議会評議員会 県総合福祉センター

62 平成29年 6月21日　(水) 29年度算定基礎届事務講習会 寒河江市文化会館

63 平成29年 6月21日　(水) ポール社打ち合わせ 子育て支援センター

64 平成29年 6月22日　(木) 生活困窮者自立支援調整会議 保健福祉センター

65 平成29年 6月22日　(木) 町老人クラブ連合会新三役会 保健福祉センター

66 平成29年 6月23日　(金) 県社会福祉士会との打ち合わせ 保健福祉センター

67 平成29年 6月25日　(日) 青年会議所山形ブロック大会 山辺町民体育館

68 平成29年 6月26日　(月) 町遺族会三役会 保健福祉センター

69 平成29年 6月26日　(月) 生活支援体制整備事業見学 旭町

70 平成29年 6月29日　(木) 福祉サービス利用援助事業監査 保健福祉センター

71 平成29年 6月29日　(木) 貸付面談 保健福祉センター

72 平成29年 6月29日　(木) 生活支援体制整備事業見学 新田町

73 平成29年 7月 3日　(月)
知的障がいのある方へお金の話講
話

山形市総合福祉センター

74 平成29年 7月 3日　(月) 町老人クラブ連合会三役会 保健福祉センター

75 平成29年 7月 4日　(火) 地域福祉ボランティア担当者会議 県総合福祉センター

76
平成29年 7月 4日～ 6日
(火～木)

中山中学校職場体験 子育て支援センター

77 平成29年 7月 6日　(木) 福祉サービス利用援助事業研修会 山形市総合福祉センター

78 平成29年 7月 6日　(木) 町身障協会役員会 保健福祉センター

79 平成29年 7月 7日　(金) 町母子寡婦福祉会打ち合わせ 保健福祉センター

80 平成29年 7月 9日　(日) 県母子父子寡婦福祉大会
米沢市置賜総合文化セン
ター

81 平成29年 7月10日　(月) チャレンジデー実行委員会 中央公民館

82 平成29年 7月10日　(月) 町老人クラブ連合会理事会 保健福祉センター

83 平成29年 7月11日　(火) 地域福祉推進員打ち合わせ 保健福祉センター

84 平成29年 7月14日　(金) 検診医師意見聴取 山形市医師会館

85 平成29年 7月14日　(金) 生活福祉資金担当者会議 県総合福祉センター

86 平成29年 7月14日　(金) 生活支援体制整備事業見学 柳沢

87 平成29年 7月18日　(火) たかとりクラブ面接 保健福祉センター

88 平成29年 7月19日　(水) 共同募金委員会事務局会議 ビッグウイング

89 平成29年 7月19日　(水) 町遺族会第2回幹事会 保健福祉センター

90 平成29年 7月22日　(土)
地域福祉推進員委嘱状交付式・研
修

保健福祉センター

91 平成29年 7月22日　(土)
支え合いの仕組みづくりを考える
フォーラム

遊学館
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件数 実　施　月　日 実 施 項 目 実 施 場 所

92 平成29年 7月23日　(日)
町母子寡婦福祉会
夏休み親子グラウンドゴルフ大会

ひまわりグラウンドゴルフ場

93 平成29年 7月24日　(月) 協議体選考打ち合わせ、視察 柳沢

94 平成29年 7月25日　(火) 町遺族会会長打ち合わせ 保健福祉センター

95 平成29年 7月26日　(水) 心のバリアフリーを広げる疑似体験 中央公民館

96 平成29年 7月27日　(木)
町老人クラブ連合会三役会、理事
会

保健福祉センター

97 平成29年 7月28日　(金) 県身体障がい者福祉大会 南陽市文化会館

98 平成29年 7月28日　(金) 県母子連事務局挨拶 保健福祉センター

99 平成29年 7月31日　(月) 生活困窮者自立支援調整会議 保健福祉センター

100 平成29年 8月３日　(木) 町戦没者追悼式準備 中央公民館

101 平成29年 8月 3日　(木) 町老人クラブ連合会三役会 保健福祉センター

102 平成29年 8月 4日　(金) たかとりクラブバーベキュー たかとりクラブ

103 平成29年 8月 4日　(金) 町戦没者追悼式 中央公民館

104 平成29年 8月 8日　(火) 町母子寡婦福祉会打ち合わせ 保健福祉センター

105 平成29年 8月 9日　(水)
町老人クラブ連合会
第1回グラウンドゴルフ大会

ひまわりグラウンドゴルフ場

106 平成29年 8月10日　(木) たかとりクラブ夏祭り たかとりクラブ

107 平成29年 8月18日　(金)
県生活支援コーディネーター情報
交換会

県総合福祉センター

108 平成29年 8月19日　(土) 身体障がい者レクリエーション大会 県総合運動公園

109 平成29年 8月21日　(月) 町老人クラブ連合会三役会 保健福祉センター

110 平成29年 8月23日　(水) 町老人クラブ公式ワナゲ大会 中央公民館

111 平成29年 8月23日　(水) 地域診断と地域課題の抽出　研修 協同の杜

112 平成29年 8月25日　(金) 生活援助活動推進協議会Ⅰ ヒルズサンピア山形

113 平成29年 8月29日　(火) 定期会計指導 保健福祉センター

114 平成29年 8月29日　(火) ボランティア交流会準備作業 保健福祉センター

115 平成29年 8月30日　(水) 県老人福祉大会 南陽市文化会館

116 平成29年 8月31日　(木) 共募理事会、評議員会 保健福祉センター

117 平成29年 8月31日　(木)
支え合いの地域づくり
担い手養成講座①

遊学館

118 平成29年 9月１日　(金)
支え合いの地域づくり
担い手養成講座②

遊学館

119 平成29年 9月 5日　(火) 町遺族会打ち合わせ 保健福祉センター

120 平成29年 9月 5日　(火) ボランティア交流会準備作業 保健福祉センター

121 平成29年 9月 6日　(水) 東西村山管内社協連絡会議 寒河江市技術交流プラザ

122 平成29年 9月 7日　(木) 県ボランティアセンター運営研修会 県自治会館
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件数 実　施　月　日 実 施 項 目 実 施 場 所

123 平成29年 9月 9日　(土) ボランティア交流会 中央公民館

124 平成29年 9月10日　(日) 柳沢地区地域福祉推進員会議 柳沢集落センター

125 平成29年 9月10日　(日) 山形県知的障がい者福祉大会 尾花沢市サルナート

126 平成29年 9月13日　(水) 担い手養成講座③ 遊学館

127 平成29年 9月14日　(木)
健康と福祉のフェスティバル第2回
事務局会議

保健福祉センター

128 平成29年 9月15日　(金) 町遺族会打ち合わせ 保健福祉センター

129 平成29年 9月15日　(金) 町母子寡婦福祉会打ち合わせ 保健福祉センター

130 平成29年 9月19日　(火)
健康と福祉のフェスティバル第3回
実行委員会

保健福祉センター

131 平成29年 9月19日　(火) 広報委員会 中山町役場本庁舎

132 平成29年 9月19日　(火) 町母子寡婦福祉会打ち合わせ 保健福祉センター

133 平成29年 9月20日　(水) 町老人クラブ連合会三役会 保健福祉センター

134 平成29年 9月22日　(金)
地域包括支援センター現任職員研
修②

協同の杜

135 平成29年 9月27日　(水) 担い手養成講座④ 遊学館

136 平成29年 9月28日　(木) 村山地域ボランティアの輪連絡会 寒河江ハートフルセンター

137 平成29年 9月28日　(木) 生活困窮者自立支援調整会議 保健福祉センター

138 平成29年10月 2日　(月) 生活援助活動推進研究協議会Ⅱ ヒルズサンピア山形

139 平成29年10月 3日　(火) 第2回中山町地域自立支援協議会 保健福祉センター

140 平成29年10月 4日　(水)
健康と福祉のフェスティバル第3回
事務局会議

保健福祉センター

141 平成29年10月 4日　(水)
村山地域生活困窮者自立支援事
業ブロック会議

村山総合支庁西村山地域振
興局

142 平成29年10月 7日　(土) バイパスクリーン作戦 国道112号

143 平成29年10月11日　(水) 共同募金事務局長会議 ヤマコーホール

144 平成29年10月11日　(水)
老人クラブ連合会公式ワナゲ全国
交流大会

ヒルズサンピア山形

145 平成29年10月13日　(金) 山形県戦没者追悼式、遺族大会 長井市市民文化会館

146 平成29年10月15日　(日) 健康と福祉のフェスティバル 中央公民館

147 平成29年10月16日　(月)
生活支援体制整備事業
実家の茶の間視察

新潟市紫竹

148 平成29年10月17日　(火) 町老人クラブ連合会理事会 保健福祉センター

149 平成29年10月18日　(水) 市町村社協総務担当者会議 山形市総合福祉センター

150 平成29年10月20日　(金)
子どもの貧困対策シンポジウム
「広がれ、子ども食堂の輪！」

遊学館

151 平成29年10月24日　(火) 福祉共育推進セミナー 県自治会館

152 平成29年10月25日　(水) 一日合同相談所 中央公民館

153 平成29年10月25日　(水)
担い手養成講座　トライアル
男の料理教室

寒河江市
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件数 実　施　月　日 実 施 項 目 実 施 場 所

154 平成29年10月26日　(木) 大郷こどもクラブ見学 大郷小学校

155 平成29年10月27日　(金) 町身障協会役員会 保健福祉センター

156 平成29年10月27日　(金)
地域包括支援センター現任職員研
修③

協同の杜

157 平成29年10月30日　(月) 単身高齢者と婦人会との交流会 保健福祉センター

158 平成29年11月 1日　(水) 担い手養成講座⑤ 遊学館

159 平成29年11月 6日　(月) 振興会事務担当者会議 ヤマコーホール

160 平成29年11月 8日　(水) シルバーレクリエーション 中央公民館

161 平成29年11月 8日　(水)
放課後児童支援員認定資格研修
(11/8～11/22）

寒河江市文化センター

162 平成29年11月 9日　(木) IC-NET打ち合わせ 保健福祉センター

163 平成29年11月 9日　(木)
生活支援体制整備事業打ち合わ
せ

保健福祉センター

164 平成29年11月10日　(金) たかとりクラブ打ち合わせ 保健福祉センター

165 平成29年11月13日　(月) 山形県・県民福祉大会 新庄市市民文化会館

166 平成29年11月14日　(火) 北小路三者協議会 北小路公民館

167 平成29年11月14日　(火) 町母子寡婦福祉会打ち合わせ 保健福祉センター

168 平成29年11月16日　(木) 県指導監査 保健福祉センター

169 平成29年11月16日　(木) 小塩地区居場所づくり1/3 小塩

170 平成29年11月17日　(金) 障がい者ふれあいサロン 保健福祉センター

171 平成29年11月20日　(月)
健康と福祉のフェスティバル事務局
会議

保健福祉センター

172 平成29年11月20日　(月) 町老人クラブ連合会三役会 保健福祉センター

173 平成29年11月21日　(火) 町手をつなぐ育成会打ち合わせ 保健福祉センター

174 平成29年11月22日　(水) 年末調整説明会 寒河江市文化センター

175 平成29年11月24日　(金)
第3回健康と福祉のフェスティバル
健康と福祉のフェスティバル実行委
員会

保健福祉センター

176 平成29年11月24日　(金)
協議体打ち合わせ、協議会委嘱交
付式

保健福祉センター

177 平成29年11月28日　(火)
社会福祉法人における女性の活躍
とITシステムとの共創にむけて研修
会

ヒルズサンピア山形

178 平成29年11月29日　(水) 福祉ふれあい講座 保健福祉センター

179 平成29年11月30日　(木) 生活困窮者自立支援調整会議 保健福祉センター

180 平成29年11月30日　(木) 小塩地区居場所づくり2/3 小塩

181 平成29年12月 1日　(金)
村山ブロック心配ごと相談員研究
協議会

大江町

182 平成29年12月 3日　(日)
町手をつなぐ育成会、社協共催ク
リスマス会

中央公民館

183 平成29年12月 4日　(月) 三軒屋地区居場所づくり1/3 三軒屋
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件数 実　施　月　日 実 施 項 目 実 施 場 所

184 平成29年12月 5日　(火)
生活支援コーディネーター
スキルアップ講習会

遊学館

185 平成29年12月 6日　(水)
生活支援コーディネーター
スキルアップ講習会

遊学館

186 平成29年12月 7日　(木) 小塩地区居場所づくり3/3 小塩

187 平成29年12月11日　(月) 市町村社協会長等会議 山形市ホテルキャッスル

188 平成29年12月11日　(月) 三軒屋地区居場所づくり2/3 三軒屋

189 平成29年12月14日　(木) 友愛訪問準備 保健福祉センター

190 平成29年12月14日　(木) 町老人クラブ連合会理事会 保健福祉センター

191 平成29年12月15日　(金) 友愛訪問 町内

192 平成29年12月16日　(土)
「地域の支え合いを目指して」
河田珪子氏講演会

中央公民館

193 平成29年12月18日　(月) 三軒屋地区居場所づくり3/3 三軒屋

194 平成29年12月19日　(火) 町社会福祉協議会・共募理事会 保健福祉センター

195 平成29年12月19日　(火) 要保護児童対策実務者会議 保健福祉センター

196 平成29年12月20日　(水)
町社会福祉協議会・共募評議員
会

保健福祉センター

197 平成29年12月22日　(金)
村山ブロック市町村社協連絡協議
会役員研修

河北町総合福祉センター

198 平成29年12月26日　(火) 歳末たすけあい慰問 ライトステーション

199 平成29年12月28日　(木) 歳末たすけあい慰問 ひまわり荘

200 平成30年 1月 4日　(木) 中山町新春を祝う会 中央公民館

201 平成30年 1月 5日　(金)
中山町老人クラブ連合会主催
二世代交流ワナゲ大会

中央公民館

202 平成30年 1月 9日　(火) 民生委員定例会 保健福祉センター

203 平成30年 1月16日　(火) 乳幼児とふれあい学習 中山中学校

204 平成30年 1月17日　(水) 町遺族会三役会 保健福祉センター

205 平成30年 1月18日　(木)
豊小就学時体験入学
たかとりクラブ説明

豊田小学校

206 平成30年 1月18日　(木) 乳幼児とふれあい学習 中山中学校

207 平成30年 1月20日　(土) 居場所づくりワークショップ 中央公民館

208 平成30年 1月21日　(日) 町身障協会役員会 ゆ・ら・ら

209 平成30年 1月23日　(火) 中山町地域自立支援協議会 保健福祉センター

210 平成30年 1月23日　(火) 町遺族会三役会 保健福祉センター

211 平成30年 1月26日　(金) 定期会計指導 保健福祉センター

212 平成30年 1月30日　(火) 長崎小学校新入生保護者説明会 長崎小学校

213 平成30年 1月31日　(水) 生活困窮者自立支援調整会議 保健福祉センター

214 平成30年 2月 2日　(金)
居場所づくりワークショップ
和楽茶の間視察

糠野目
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件数 実　施　月　日 実 施 項 目 実 施 場 所

215 平成30年 2月 3日　(土) 区長懇談会 中央公民館

216 平成30年 2月 7日　(水) 学校評議委員会 豊田小学校

217 平成30年 2月 7日　(水)
ヤクルト販売講座について打ち合
わせ

保健福祉センター

218 平成30年 2月 8日　(木) ながさきクラブ面接 保健福祉センター

219 平成30年 2月 9日　(金)
中山町生活支援体制整備事業協
議会　天童の～んびり茶の間視察

天童

220 平成30年 2月13日　(火) 長崎小学校との打ち合わせ 長崎小学校

221 平成30年 2月14日　(水) 県共募事務局長会議 山交ビル

222 平成30年 2月14日　(水) 町老人クラブ連合会理事会 保健福祉センター

223 平成30年 2月16日　(金) 県社協ヒアリング 保健福祉センター

224 平成30年 2月20日　(火) 口座引き落とし説明 保健福祉センター

225 平成30年 2月21日　(水) 地域福祉計画推進委員会 保健福祉センター

226 平成30年 2月21日　(水) 町遺族会幹事会 ゆ・ら・ら

227 平成30年 2月23日　(金)
健康と福祉のフェスティバル事務局
会議

保健福祉センター

228 平成30年 2月24日　(土) 地域福祉推進員研修会 中央公民館

229 平成30年 2月26日　(月)
中山町老人クラブ連合会主催
高齢者福祉講座

中央公民館

230 平成30年 2月26日　(月) 町遺族会女性部研修 ゆ・ら・ら

231 平成30年 2月27日　(火) 臨時事務職員面接 保健福祉センター

232 平成30年 2月28日　(水)
放課後児童クラブ弁当サンプル試
食会

保健福祉センター

233 平成30年 2月28日　(水)
生活支援活動人材育成事業フォ
ローアップ研修

遊学館

234 平成30年 3月 1日　(木)
生活支援活動人材育成事業フォ
ローアップ研修

遊学館

235 平成30年 3月 2日　(金)
子育て支援センター補助金打ち合
わせ

保健福祉センター

236 平成30年 3月 6日　(火) 町遺族会打ち合わせ 保健福祉センター

237 平成30年 3月 7日　(水) ワナゲ講習会 中央公民館

238 平成30年 3月 8日　(木) たかとりクラブ保護者説明会 たかとりクラブ

239 平成30年 3月 9日　(金) ながさきクラブ事務員面接 保健福祉センター

240 平成30年 3月10日　(土) 市町村社協トップセミナー 県看護協会会館

241 平成30年 3月13日　(火) 中山町子ども・子育て会議 保健福祉センター

242 平成30年 3月13日　(火)
要保護児童対策協議会実務者会
議

保健福祉センター

243 平成30年 3月13日　(火)
心配ごと相談員スキルアップ研修
会

県自治会館

244 平成30年 3月15日　(木) 村山地域ボランティアの輪連絡会 寒河江市ハートフルセンター

245 平成30年 3月15日　(木) ながさきクラブ保護者説明会 ながさきクラブ
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件数 実　施　月　日 実 施 項 目 実 施 場 所

246 平成30年 3月15日　(木) 町老人クラブ連合会三役会 保健福祉センター

247 平成30年 3月20日　(火)
町社会福祉協議会理事会、共募
運営委員会

保健福祉センター

248 平成30年 3月20日　(火) 町遺族会三役会 保健福祉センター

249 平成30年 3月22日　(木) 子ども総合プラン委員会 中央公民館

250 平成30年 3月22日　(木)
地域の身近な拠点づくり推進セミ
ナー　研修

東京ＴＦＴビル

251 平成30年 3月23日　(金) いじめ問題対策会議 中央公民館

252 平成30年 3月27日　(火) 県社協評議会 県総合福祉センター

253 平成30年 3月27日　(火) 生活困窮者自立支援調整会議 保健福祉センター

254 平成30年 3月27日　(火)
居場所づくり　ボランティア
立ち上げ体験ワークショップ

中央公民館

255 平成30年 3月28日　(水)
居場所づくり　ボランティア
立ち上げ体験ワークショップ

中央公民館

256 平成30年 3月28日　(水) 中山町心配ごと相談運営会議 保健福祉センター

257 平成30年 3月29日　(木)
町社会福祉協議会評議員会、共
募審査委員会

保健福祉センター

20




