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1．法人運営事業

（1）理事会の開催

月　日

（2）評議員会の開催

月　日

（3）評議員選任・解任委員会の開催について

月　日

令和3年6月14日

（4）監査の実施　

月　日

令和3年5月26日

【Ⅰ】社会福祉拠点

内　容

　報告第3号　会長の職務執行状況の報告について

　議案第7号　理事・監事・評議員選任規程の一部改正について

　議案第8号　表彰規程の一部改正について

　議案第11号 評議員会の招集について

　議案第12号 事務局長の選任について

内　容

 定例監査、決算監査

内　容

　報告第2号　役員就任について

　議案第6号　会長、副会長の選定について

　議案第2号　次期役員候補者について

　議案第1号　令和2年度　事業報告及び決算に係る計算関係書類等の承認について

令和3年6月8日

　議案第9号　令和3年度補正予算（第1号）について

　報告第4号　令和3年度社会福祉法人指導監査の結果について

　報告第1号　会長の職務執行状況の報告について

　議案第4号　評議員選任・解任委員会の招集について

　議案第3号　評議員候補者の推薦について

令和3年6月25日

　議案第5号　社会福祉法人上毛町社会福祉協議会定時評議員会の招集について

　議案第1号　評議員の選任について

令和4年3月30日
　議案第3号　令和3年度補正予算（第1号）について

　議案第4号　令和4年度　事業計画および予算について

　議案第10号 令和4年度　事業計画および予算について

令和4年3月22日

内　容

令和3年6月25日
　議案第1号　令和2年度事業報告及び決算に係る計算関係書類等の承認について

　議案第2号　理事及び監事の選任について
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（5）生活支援コーディネーター業務（生活支援体制整備事業）

月　　日

令和3年7月～10月

（6）日常生活自立支援事業の相談支援業務

　 （利用申請相談　3件　　　利用契約者　0件）

（7）福祉サービスに関する苦情受付    （受付　　0件）

（8）社協だよりの発行 

（9）ホームページの更新

　（10）京築地区社会福祉協議会連絡協議会

（11）他団体の事務局

①上毛町身体障害者福祉会の事務局

②上毛町母子寡婦福祉会の事務局

③まる福隊（上毛町社会福祉法人会）事務局

④外出支援グループ「和」事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（12）その他

①　会計業務全般の相談・支援、税務書類の作成業務

②　会計ソフト「福祉大臣」サポート終了に伴うバージョンアップ

③　ふくおかライフレスキュー事業への参画

福岡県身体障害者体育大会（中止）・九州身体障害者福祉大会（オンデマンド視聴）

　築上郡身体障害者福祉連合会総会（書面開催）・築上郡身体障害者福祉連合会役員会(4回）・交流会（中止）

総会（書面開催）・役員会（2回）・生活講座（吉富町と合同開催）

　運転会員16人　利用登録者数　32人　　年間利用者（延べ人数）　288人

内　　容

地区別福祉会議で情報収集（地域の困りごとや活動について）

4月、6月、8月、10月、12月、2月の各月初日　（年6回　各2,900部発行）

総会（書面審議）,事務局長会議（年3回）、地域担当者会議（年10回）、担当者学習会・情報交換会（年7回）

総会（書面開催）・役員会(書面開催）

　　契約先：奥村公認会計事務所

なごみ
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2．共同募金事業

（1）福祉協力校助成事業

月　日 内　　容

　令和3年4月～5月 　町内4小学校の福祉活動費用を助成

（2）ボランティアグループ活動助成　　　　　　　　　　　　

高齢者福祉活動

障害児・者福祉活動

少年・児童福祉活動

（3）新入学児童祝い品の配布

月　　日 内　　容 対象者 配布先

令和3年4月5日 　町内4小学校の新1年生に黄色の傘を贈呈 88名 各小学校

①居場所づくり（月１回開催）

月　　日

令和3年4月21日

令和3年5月19日

令和3年6月16日

令和3年7月21日

令和3年8月18日

令和3年9月14日

令和3年10月20日

令和3年11月17日

令和3年12月15日

令和3年12月 作成したカレンダーを関係者・関係機関に配布

令和4年1月19日

令和4年2月16日

令和4年2月28日

令和4年3月16日

　あすなろ会・コスモス会・オーイげんき会・外出支援サービス「和」・すみれ会

　朗読ボランティア「未来」・点訳あい

町内4小学校　各校50,000円

助成先

　大平読書クラブ

中津市歴史博物館見学

苺大福作り　　　講師：くまさんキッチン　熊谷　智子　氏

映画鑑賞「となりのトトロ」

（4）孤独・孤立解消のための事業

漆茶碗作り　 　 講師：漆芸作家　廣田　洋子　氏

五行歌作り　 　 講師：五行歌作家　白夜　氏

竹かご作り　　　講師：成恒在住　財津　研二　氏

五行歌作り　 　 講師：五行歌作家　白夜　氏

カレンダー作り

カレンダー作り

シルクスクリーン、キャプテンリノ

漆茶碗作り　 　 講師：漆芸作家　廣田　洋子　氏

映画鑑賞「旅猫リポート」

カレンダー作り

内　　容
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②関係機関とのサポート体制づくり

月　　日

令和3年6月24日

令和3年8月4日

令和3年10月8日

令和3年11月15日

令和4年1月21日

令和4年1月24日

令和4年3月6日

月　　日

令和3年5月12日

令和3年5月17日

令和3年5月19日

令和3年5月25日

令和3年6月10日

令和3年6月28日

令和3年7月13日

令和3年12月10日

（6）保育園児へのクリスマスセットのプレゼント

月　　日 内　　容 対象者 配布先

88名 大平保育所

86名 新吉富保育所

83名 ポッポ保育園

（7）ことば音楽療法

コロナウイルス感染予防のため中止

（8）心配ごと相談所の開設（コロナウイルス感染予防のため6・9・2月は中止）

クリスマスクラフトカードとお菓子の詰め合わせ

毎月１回開催　　開設日：10日　　相談件数：6件

令和3年12月20日

内　　容

授業「原井地区の梅について調べよう」

梅の収穫体験

授業「梅と婦人会について聞いてみよう」

　梅シロップ完成披露

授業「各自で梅シロップの商品名を作ろう！ラベルを作ろう！」

寄附金額の報告　販売実績　　221本　　　寄附金額 11,050円

事前打合せ会議、梅収穫現場確認

授業「上毛町の特産物を調べよう」

内　　容

ひきこもり支援関係者研修会へ参加

筑豊サテライト職員が来所、情報交換

ひきこもり支援者等地域ネットワーク会議

精神障がい者家族・支援者研修会

若者自立支援機関連携会議

こころサポーター研修へ参加

家族の集い　講師：医療法人富田醫院　富田　伸先生　3組5名の参加

（5）つながりプロジェクト（原井婦人会×唐原小学校×社協）
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（11）備品貸出

①チャイルドシート短期無料貸し出し　　　　　　　　貸出件数（19件）

②車いす短期無料貸し出し　　　　　　　　　　　　　貸出件数（17件）

（12）その他

①ボッチャシート購入（コート３枚）

②点字板セット購入（12個）

③自走用車いす（2台）、介助用車いす（1台）

3．生活福祉資金貸付事業

①申請件数 総数・・・31件（71件）

②申請額 総額・・・11,721,291円（28,306,000円）

4．ボランティアセンター事業

（1）上毛町ボランティア連絡協議会事務局　ボランティアグループ11団体　延べ156名の登録

月　日 内　容 場　所 参加者

令和3年4月23日 ボランティア連絡協議会運営委員会 げんきの杜 運営委員・事務局

令和3年6月 ボランティア連絡協議会総会

令和4年3月18日 ボランティア連絡協議会運営委員会 げんきの杜 運営委員・事務局

書面決議

特例総合支援資金（再貸付）　　　 　　　　　　　　　3件（3件）

本則貸付（教育支援資金等）　　　　　　　　　　　　 1件（4件）

計画していた事業は、コロナウイルス感染予防のため全て中止

（9）弁護士による無料法律相談所の開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　毎月1回開催（要予約・先着3名）　　開設日：12日　　　相談件数：16件

（10）こころの相談

　毎月第4木曜日開催　　　相談日：　　12日　　相談件数：　14件

（　）内は前年度実績

特例緊急小口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,900,000円　（3,650,000円）

特例総合支援資金　　　　　　　　　　　　　　　　　4,850,000円　（15,030,000円）

特例総合支援資金（延長）　　　　　　　　　　　　　1,050,000円　（7,680,000円）

特例総合支援資金（再貸付）　　　　　　　　　　　　3,750,000円　（1,500,000円）

本則貸付（教育支援資金等）　　　　　　　　　　　　　171,291円　（446,000円）

特例緊急小口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10件（21件）

特例総合支援資金　　　　　　　　　　　　　　　　　11件（28件）

特例総合支援資金（延長）　　　　 　　　　　　　　　2件（15件）
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5．地域企画事業

（1）福祉教育の推進

月　日 内　容 場所 対象

令和3年5月17日 　ひまわりプロジェクト種まき 唐原小 唐原小2・3年生

令和3年5月17日 　体験学習について打ち合わせ 唐原小 唐原小学校担任

令和3年5月 　福祉教育教材「ともに生きる」配布 各小学校 町内4年生

令和3年5月25日 　講話について打ち合わせ げんきの杜 南吉富小学校担任

令和3年6月9日 　高齢者や町内の高齢者の取組についての講話 南吉富小 南吉富小4年生

令和3年6月15日 車イス体験 唐原小 唐原小4年生

令和3年6月16日 アイマスク体験 唐原小 唐原小4年生

令和3年6月21日 点字体験　　【協力　点訳「あい」】 唐原小 唐原小4年生

令和3年7月13日 ひまわりプロジェクト（写真撮影） 唐原小 唐原小2・3年生

令和3年8月20日 　体験学習について打ち合わせ 西吉富小 西吉富小学校担任

令和3年9月16日 　体験学習について打ち合わせ 南吉富小 南吉富小学校担任

令和3年10月6日 アイマスク体験 南吉富小 南吉富小4年生

令和3年10月25日 点字体験　　【協力　点訳「あい」】 南吉富小 南吉富小4年生

令和3年10月25日 アイマスク体験 西吉富小 西吉富小4年生

令和3年10月29日 車イス体験　【協力　安雲拓心苑】 南吉富小 南吉富小4年生

令和3年11月15日 アイマスク体験 西吉富小 西吉富小4年生

令和3年11月16日 車イス体験　【協力　安雲拓心苑】 西吉富小 西吉富小4年生

令和3年11月18日 ふくし図鑑づくり げんきの杜図書館 南吉富小4年生

令和3年11月22日 　体験学習について打ち合わせ 友枝小 友枝小学校担任

令和3年12月1日 ふくし図鑑発表・赤い羽根共同募金について 南吉富小 南吉富小4年生

令和3年12月1日 アイマスク体験 友枝小 友枝小4年生

令和3年12月7日 街頭募金のチラシ作成 南吉富小 南吉富小4年生

令和3年12月8日 車イス体験　【協力　敬愛会】 友枝小 友枝小4年生

令和4年1月19日 　家庭科「共に生きる地域での生活」について打合せ 西吉富小 西吉富小学校担任

令和4年1月26日 上毛町の課題を知り、自分たちに出来ることを考えよう！ 西吉富小 西吉富小6年生
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（2）上毛町社会福祉大会

　＊コロナウイルス感染予防のため中止。表彰者は別途会長から伝達（感謝状：中吉クラブ）

（3）その他

①　緊急一時支援資金貸付事業・・・1件 　　　

②　災害被災者への見舞金の支給　・・・0件

③　母子及び女性DV等緊急支援事業支援金支給・・・0件　

④　「24時間テレビ」福祉車両寄贈（R4.3.28　納車）

④　視聴覚障害体験めがね購入

6.ひとり暮らし高齢者等見守り事業

（1）見守りネットワーク会議の開催

月日 内　容 場所 参加者

　感染対策として6グループに分けて会議を開催

　＊各地区ごとの話し合い

　＊新規見守り対象者の個別調査依頼

　＊あんしんバトン更新依頼

（2）見守り対象者の定期訪問、新規見守り対象者の個別調査及びあんしんバトン更新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

月日

（3）地区別福祉会議の開催

月日 内　容 場所 参加者

　支えあいマップづくり

　見守り対象者や気になる世帯の確認・把握

　困りごとや地域活動について聞き取り

＊コロナ緊急事態宣言により、途中中断

令和3年7月中旬～
10月末

各自治会
公民館及び

集会所

令和3年7月19日 げんきの杜

自治会長
民生委員
福祉委員

長寿福祉課
開発交流推進課

内　容

毎月定期訪問

　（訪問活動時の感染予防対策として手指消毒等の物品を配布）

個別調査及び
あんしんバトン更新

令和3年7月19日
～8月6日

　民生委員・福祉委員が見守り対象者宅を訪問し、個人調査票を集約・提出

　民生委員・福祉委員が対象者宅を再訪問し、個人調査票を入れた安心バトンを配布

　福祉委員による見守り対象者宅の訪問及び記録票の作成・提出

資料1

自治会長
民生委員
福祉委員

長寿福祉課等
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7.介護予防型サロン事業

月　日 場所

令和3年4月20日 唐原コミュニティー

令和3年5月10日 中村公民館

令和3年5月19日 ゆいきらら

令和3年11月9日 上唐原南区集会所

令和3年12月15日 下唐原集会所

令和3年12月16日 唐原コミュニティー

令和3年12月20日 げんきの杜

令和4年1月19日 ゆいきらら

①　サロン世話人会議の開催

月　日

令和4年3月8日

②　レクリエーション用具の購入・貸出

　　【購入】スピーカー、たいこ相撲

8.委員会、会議等への参加

1．げんきの杜事業（町指定管理　令和２年度～令和４年度）

　貸館 利用件数　1,550件　　　 昨年度　1,087件　  （前年比　142％）

  トレーニング コロナウイルス感染拡大防止のため休館

（３）こうげの縁側　　　　＊コロナウイルス感染予防のため中止

（4）福岡県地域福祉活動職員連絡会

（1）子ども子育て会議

内　容

ひまわりプロジェクトの説明、種配布の依頼

内　容

　上唐原北区いきいきサロン（レクリエーション・脳トレ・ペタンク）

　中吉サロン（レクリエーション・脳トレ）

　西友枝活き生きサロン（レクリエーション・脳トレ）

　えがお（レクリエーション・脳トレ・ボッチャ）

　いこいの会（ボッチャ）

　上唐原北区いきいきサロン（ボッチャ）

　宇野西区ことぶきサロン（レクリエーション・フライングディスク）

（２）ふれあい・いきいきサロン活動の拡充　

（１）ふれあい・いきいきサロン活動支援　

（2）要保護児童対策地域協議会実務者会議（要保護児童についての情報交換、検討）

（3）個別ケア会議（個別困難事例の検討、地域課題の把握）

【Ⅱ】　公益拠点

　西友枝活き生きサロン（レクリエーション・脳トレ・ボッチャ）
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2．図書館事業

（1）げんきの杜図書館　管理運営

利用者数　　　4,540人　　　 昨年度　4,238人　    　 （前年比　107.1％）

貸出冊数　　　27,025冊　　　昨年度25,225冊　　  　　（前年比107.2％）

貸出団体数　　延622団体　 　昨年度 延580団体　　　　（前年比107.1％）

月　日 参加者

令和3年4月23日～5月12日

令和3年8月3日.4日 12名

令和3年10月12日

令和3年10月28日 　千束中学校職場体験受入 2名

令和3年11月18日 26名

令和3年11月29日～12月3日

令和3年12月19日～28日

令和4年1月5日～16日 37袋

令和4年1月12日 職員

令和4年2月15日 コロナのため中止

月　日 配布書籍 対象 配布数

令和3年6月9日
令和3年12月8日
令和4年3月16日

「なにたべているのかな？」 　1歳半 37冊

令和3年5月19日
令和3年11月17日

「ピヨピヨスーパーマーケット」 3歳児 28冊

令和3年10月20日 「しょうがっこうへいこう」 就学前 65冊

3．配食サービス事業（町委託事業）

①利用者数　29人　　　

　＊参考　　平成30年度（39人）　令和元年度（27人）　令和2年度（29人）

②配食数　（昼）754食　（夜）　2790食　　合計　3544食　　

南吉富小学校福祉教育受入

特別蔵書点検

本の福袋（一般書12袋、児童書25袋）

内　容

　図書館・福祉連携に係る企画力向上研修

（2）図書館事業

（3）ブックスタート

　＊参考　　平成30年度（4,502食）　令和元年度（3,573食）　令和2年度（3,808食）

小学生読書リーダー養成講座活動報告会・認定書交付式

　リサイクル本コーナー設置

年末企画【図書の特別貸出】

こどもの読書週間企画展示（テーマ：カラフル）

上毛町「小学生読書リーダー養成講座」
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4．バス運行事業（町委託事業）

（1）コミュニティーバス運行実績（路線別）

（2）マイクロバス運行実績（利用団体別）

4件

15件

0件

2件

0件

0件

0件

21件

（昨年度　21件）

【新吉富線】　　　　延運送人数　　2,213人　　　1日平均利用人員　（15人）　　

【唐原線】　　　　　延運送人数　　3,306人　　　1日平均利用人員　（23人）　　

【東上線】　　　　　延運送人数　　3,310人　　　1日平均利用人員　（22人）　　

【西友枝線】　　　　延運送人数　　3,111人　　　1日平均利用人員　（22人）　　

利用団体

　上毛町関連

　学校関連

　自治会関連

　社会福祉協議会関連

　体育協会関連

　文化協会関連

　老人クラブ・子ども会・地域づくり関連

合計

昨年度　（2,252人　前年比　98％）

昨年度　（3,304人　前年比　100％）

昨年度　（4,209人　前年比　79％）

昨年度　（3,302人　前年比  94％）
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