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令和２年度事業報告概要一覧 

 

１．地域福祉活動への支援 ２３事業 

地区社協支援：てるぼサロン活動の場と参加者拡大（設置実績１２４ヶ所）、

地域ケアシステム関連事業、「お互いさま事業」の実施支援、

わかちあいプラン第４期実施支援、地区社協支援担当職員地

域支援強化事業、コミュニティワーカー配置事業等 

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：福祉関係者新年のつどい、市川市内公益法人等意見交

換会、福祉団体活動推進費助成等  

 

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 ７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 １６事業 

経済的生活課題等の相談事業：生活福祉資金貸付（コロナ特例等）、 

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と関係する相談、

後見制度への対応（申立相談、後見人への

活動支援、講演会等開催、市民後見人養成、

法人後見活動等） 

その他の相談や支援：地域ケアシステム関連相談、車いす貸出、無縁物故

者法要、要保護世帯助成、フードバンク活動等 

 

４．ボランティアへの支援や事業 １１事業 

災害時対応：「災害支援基金」運営と活用 

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、

講座、活動費助成、ボランティア向け情報誌の発行（市と

の共同発行含む）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

等 

 

６．お年寄りへの支援 ９事業 

  心の遺言ノート、結婚50周年祝品配布等 

 

７．障がいがある方への支援 ６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 １３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、子ども食堂への支援等 
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９．寄付文化の醸成 １事業 

事業実施に向けた遺贈リーフレット作成・ＰＲ 

 

１０．ふれあい基金の事業 ２事業 

  交通遺児援護、ばらの箱設置等 

 

１１．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 

 

１２．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 

 

１３．収益事業 １３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 

 

１４．役員・評議員・地区社協会長等対象の研修 １事業 

  福祉関係者新年のつどい 

 

１５．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、他市社協視察受け入れ等 

 

１６．健全な経営を目指した組織的取組み １事業 

  職員評価実施 

 

１７．組織運営会議 

理事会３回、評議員会３回、三役会３回、評議員選任・解任委員会２回 

  社会福祉大会の開催について、地区社会福祉協議会の総会および事業に

ついて、理事の選任について等 

 

 

 

事業総数 １２４事業（再掲事業を除く実事業１０４事業） 

 

※赤字は、新型コロナウィルス対応による、 

  中止・一部中止・中断等の事業（３５事業） 
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１．地域福祉活動への支援（第４期わかちあいプランによる活動支援）【重点】 

地区社協支援 

(1)てるぼサロン活動の場と参加者拡大（設置目標１３０ヶ所） １２４ヶ所 

  ・サロン開催数                        中止 

  ・サロン参加者数                       中止 

(2)てるぼサロンまつり                       中止 

(3)地域ケアシステム関連事業        １４地区１５ヶ所 

  ・電話、来所件数       ４，７３４件（内、相談延べ件数 ７４件） 

  ・地域ケアシステム推進連絡会                  １回 

  ・相談員会議                         ４８回 

  ・相談員研修会                        中止 

(4)「お互いさま事業」モデル地区の支援（真間、菅野・須和田、南行徳） ３地区 

  ・モデル地区連絡会の開催            （12/11）  １回 

(5) わかちあいプラン第４期実施支援              １４地区 

(6)地区社協車いす無料貸出事業            １４地区１５ヶ所 

(7)地区社協情報コンビニ化推進             １４地区１５ヶ所 

(8)地区代表者連絡会（書面開催）                      １回 

 (9)地区社協対象者研修(サロン活動支援講座)            中止 

 (10)地区社協ブロック化推進（菅野・須和田、大柏、行徳、南行徳） ４地区 

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

(12)コミュニティワーカー配置事業（４圏域配置 市受託事業）     ４名 

(13)地区社協資機材整備事業                  １４地区 

(14)会員加入促進 

  ・２０自治（町）会                   1,331,400円 

  ・法人会員            １３４件 ２５８口  1,290,000円 

 計                         2,621,400円 

(15)地区活動助成（会費からの助成分）                    0円 

 (16)地区社協活動促進費助成（事業助成１４地区)               0円 

 事務局運営 

 (17)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 ４６７名）実数４５７名 

  ・会長連絡会           毎月１回開催（内、書面開催４回） 

・地区協議会      １８地区 毎月１回開催（内、書面開催６回） 

  ・地区別研修会                         中止 

 (18)保護司活動事業における事務局運営 

  ・保護司総数         （市川定数 ７５名）市川実数 ５６名 

  ・理事会                          年１回 

  ・地域別定例研修会                     年２回 

  ・施設見学研修会                       中止 

  ・社会を明るくする運動キャンペーン              中止 

  ・千葉県更生保護大会                      中止 

 関係機関への支援 

(19)福祉関係者新年のつどいの実施                  中止 

(20)市川市内公益法人等意見交換会の実施               中止 

(20)福祉団体活動推進費助成                    ５団体 
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(22)市川市社会福祉審議会・自立支援協議会・自殺対策関係機関連絡会 参加・協力 

(23)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 

 

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 

(1)福祉教育推進校助成 

  ・市社協指定 ４校（曽谷小、鬼高小、第五中、妙典中） 

  ・県指定   ８校（昭和学院小、日出学園小、南新浜小、福栄小、 

福栄中、塩浜学園前期、塩浜学園後期、行徳高） 

※下線はパッケージ指定校 

  ・指定終了  ３校（菅野小、百合台小、大洲中） 

(2)小、中、高、大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                  中止 

  ・高校生保育クラブボランティア（前年度38クラブ）           中止 

(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                    １件 

  ・講師紹介等                          ０件 

  ・福祉教育関連物品貸出                      ６件 

(4)大学等教育機関、県・他市、他機関等への講師派遣（昭和学院短大）１件 

(5)大学等教育機関の実習受け入れと指導 

  ・社会福祉援助技術現場実習（社会福祉士） 

  立教大学１名                         １件 １名 

(6)高齢者疑似体験用具の貸出               ３件 ３０セット 

(7)福祉ビデオ・書籍の貸出（R2.11月末で事業廃止）         ０件 

 

３．生活や暮らしに関する相談や支援 

(1)総合相談(経済的生活課題等の相談事業)       相談実件数５，５１４件 

  ・生活困窮者自立支援事業における支援調整会議参加       ０回 

  ・生活困窮者自立支援事業における事例検討会参加        ０回 

(2)福祉関係資金貸付委員会                      ０回 

 (3)生活福祉資金等貸付事業 

  ・国制度 実施主体：千葉県社協 

   コロナ対応特例貸付                 ７，４０９件 

総合支援資金（初回・延長３，０３３件、再貸付６４０件）  ３，６７３件 

    緊急小口資金                   ３，７３６件 

  一般貸付 

総合支援資金【生活支援、住宅入居、一時生活再建】  延べ９５９件 

緊急小口資金                      １７１件 

   福祉資金         （２年度貸付 ７件）      ７１件 

   教育支援資金       （２年度貸付１９件）     ２４３件 

   不動産担保型資金【一 般】（２年度貸付 ３件）      １１件 

不動産担保型資金【要保護】（２年度貸付 ３件）       ７件 

離職者支援資金 ※平成２１年１０月から総合支援資金に変更         ７件 

   臨時特例つなぎ      （０年度貸付 ０件）        ７件 

(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 

  ・千葉県制度 実施主体：千葉県社協 
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０件              ２件 

(5)応急援護資金       ２年度貸付件数      ０件      0円 

              (延べ取扱件数)    ２５件 1,729,330円     

(6)福祉つなぎ資金           ２年度貸付件数        １件  200,000円 

              (延べ取扱件数)     ９件  1,230,000円 

(7)法外援護（制度利用不可の緊急的対応）                

  ・市役所                    ２３件    14,290円 

  ・行徳支所                     ７件      3,500円 

  ・社 協                    １１件    121,690円 

 計                     ４１件    139,480円 

 貧困や社会的孤立への対応 

（新しい形での地域での子育て事業への支援、独自フードバンク事業の実施）【重点】 

(8)フードバンク活動 

   「フードバンクちば」申請件数                ０件 

   「いちかわフードバンク」寄付件数（個人）        １４１件 

               寄付件数（団体）         １７件 

支援件数（個人）        ９０件 

               支援件数（団体）         １１件 

(9)子ども食堂への支援   保険料助成、のぼり旗提供、定例会参加 ３回 

(10)小中学校、PTA連携の制服リサイクル事業           未実施 

権利擁護関連事業の積極的推進（法人後見の受任と市民後見人の活動支援）【重点】 

(11)福祉サービス利用援助事業に関する相談（契約前相談）     ６０件 

・実ケース数（高齢46件、身体障がい1件、知的障がい1件、精神障がい12件） 

 ・契約前相談延べ件数                                         ５１件 

   相談件数（高齢38件、知的障がい1件、精神障がい10件、その他2件） 

 ・福祉サービス利用援助事業 

    利用者数                  ６５世帯 ６５名 

         （高齢28名、身体障がい2名、知的障がい14名、精神障がい21名） 

    解約数（高齢3件、身体障がい0件、知的障がい1件、精神障がい5件） ９件 

(12)後見制度への対応（市川市受託事業等） 

・後見申立等に関する相談等             初回相談２３４件 

                         延べ相談８０６件 

・家庭裁判所への後見申し立ての支援 

申し立て成立件数                    ３７件 

家庭裁判所への同行支援                 ５０件 

・成年後見人等の活動支援 

  後見人等に対する相談支援                ４０件 

     法律専門職による相談会  

「後見人になった方、これからなろうとする方に知っておいて 

欲しいこと」9/11                   ２２名 

「法律専門職による相談会」12/21             １７名 

「本人の権利を守る」3/12（新型コロナウィルス感染防止）中  止      

・講演会等の開催                 

成年後見制度の理解の促進、利用支援等に関する講演会等   

「成年後見人の毎日から」9/16              ３４名 
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「任意後見制度と遺言制度」11/13             ６９名 

「成年後見制度はこう変わる」2/9              中止 

                   延べ参加者数 １０３名 

地域団体等からの依頼による出前講座      ７ヶ所 ５４名 

・市川市権利擁護連絡会（障がい当事者団体組織）への参加と協力 ３回 

・市民後見人養成研修修了者の支援 

  養成研修修了者                     １８名 

  実務経験       月１回以上の法人後見被後見人等の支援活動 

定期研修 6/27 9/11 12/21                 ３回 

        ※3/12は、新型コロナウィルス感染防止のため中止 

事例検討会議 6/27 9/11 12/21               ３回 

市川後見研究会（研修修了者による自主事業）への参加    ３回 

  ・市民後見人の誕生                     １０人 

   （後見５人、保佐４人、補助１人） 

  ・第２期市民後見人養成研修の実施 

    説明会の開催 

      市川会場 7/4                    ４４名 

      行徳会場 7/18                   ２２名 

      ※新型コロナウィルス感染防止のため、会場の入場人数制限あり 

      資料送付（説明会に参加できなかった方）       ４０名 

    応募者数                        ３１名 

    研修受講者合格者数                   １７名 

    養成研修カリキュラムの実施  

10/10 10/23 10/31 11/14 11/20 11/28 12/12 12/19     ８回  

    次年度説明会 2/27 ※新型コロナウィルス感染防止のため中止 

・後見制度利用促進会議 7/1 9/15 11/18 1/22 2/15 3/10     ６回 

      ※1/22は新型コロナウィルス感染防止のため書面開催   

    （後見相談担当室アドバイザー（森本亨弁護士、酒井伸明司法書士、

今川純子社会福祉士）との会議） 

・法人後見活動 

    被後見人等受任    ２３人（内訳：後見１７人、保佐４人、補助２人） 

・市川市審判請求対象者検討会への参加               ７回 

・権利擁護支援会議（後見担当室と福サ事業担当による会議）   ９回 

(13)地域ケアシステム関連事業(再掲)          １４地区１５ヶ所 

 ・電話、来所件数       ４，７３４件（内、相談延べ件数 ５２件） 

(14) 車いすの無料貸出事業 

 ・市社協、行徳ボランティアセンター、１４地区社協【市内１５拠点】（再掲） 

   車いす 新規貸出 ４３７件 継続貸出 １４７件   計５８４件 

(15) 無縁物故者法要の実施【市川市霊園石材業組合との共催】 

         (11/26 共催団体、関係者、役員、評議員が参列) 

 ・無縁遺骨総数 １，００４柱       本年度埋葬遺骨数 ３２柱 

(16)要保護世帯等への助成(歳末たすけあい配分） 

  ・要保護世帯                         中止 

  ・準要保護児童・生徒(教育委員会との協力事業)         中止 

  ・里親、職親委託者（里親）                  中止 
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４．ボランティアへの支援や事業 

(1)災害時対応事業 

・災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練         中止 

・「災害支援基金」運営と活用 

(2)ボランティアの登録、ボランティアの相談と活動 

  ・登録者数                        

 団 体  ８３グループ              ２，３５３名 

 個 人                        ２７６名 

計                       ２，６２９名 

  ・相談件数と活動者数                              

 ボランティアセンター     76件 （Ｖ数）56名（延べＶ数）285名 

 行徳ボランティアセンター   30件 （Ｖ数） 7名（延べＶ数） 59名 

      計        106件 （Ｖ数）63名（延べＶ数）344名 

 (3)ボランティア相談事業  

  ・ボランティアセンター 社協事務所内 

    電話総件数                    ４，４５７件 

    来所総件数                    ２，３８７件 

       小計                    ６，８４４件 

  ・行徳ボランティアセンター 行徳公民館内 

    電話総件数                      ２２０件 

    来所総件数                      ７８９件 

       小計                    １，００９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              ９回 

(6)各種ボランティア講座 ５講座 

  ・小・中学生ボランティアスクール（再掲）           中止 

  ・ボランティア初級講座（全２回の内１回は中止）       １８名 

  ・ボランティア中級講座                    中止 

  ・ボランティア専門講座                    中止 

  ・サロン活動支援講座（再掲）                 中止 

(7)ボランティアセンター情報紙「てるぼ通信」の発行        １回 

(8)高齢者疑似体験用具の貸出(再掲)          ３件  ３０セット 

 (9) 福祉ビデオ・書籍の貸出（R2.11月末で事業廃止）        ０件 

 (10)NPO法人市川市ボランティア協会への支援 

  ・運営委員会への参加                      ２回 

・広報紙「もういっぽ」の発行支援                         １回 

  ・ボランティア団体助成（歳末たすけあい配分） 

(11)ボランティア活動助成(共同募金、千葉県地域ぐるみ福祉振興基金) 

   ・ボランティアグループ ６４団体 

・NPO法人市川市ボランティア協会   
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５．知らせる、宣伝する(広報) 

 (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４５３脚  本年度設置分 １脚 

 (2)広報誌「いちかわ社会福祉だより」号外発行 

  ・年２回発行 掲示   号外( 7月)                    広告掲載なし 

         掲示   号外( 1月)                    広告掲載なし 

(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紙「てるぼ通信」の発行(再掲)     １回 

(5)地域福祉推進キャンペーン事業【市民まつり】 大洲防災公園 

  ・ボランティア活動と社協PR、飲食物販売等           中止 

(6)地区社協活動のメディア報道                       未報道 

(7)てるぼどら焼き販売          ２件   販売数     ２０個 

(8)てるぼピンバッジ販売              販売数     ３個 

(9)オリジナル一筆箋販売              販売数     ７４冊 

(10)オリジナルTシャツ販売             販売数     ０枚 

(11)てるぼキーホルダー販売               販売数     １個 

(12)てるぼラインスタンプ販売              販売数  延３９０個 

(13) 千葉県社会福祉大会  (11/14)  千葉県文化会館大ホール   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１０，５７３冊 

本年度販売分 １０６冊 

(2)車いすの無料貸出事業(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)リシングルパーティー                     中止 

 (5)結婚50周年祝品配布（山武杉の靴べらと台）          ３９３組 

(6)食生活支援グループ助成                            ２グループ  ７１回 

  ・配食サービスボランティアへの検食・検便費用補助 

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

(8)高齢者クラブ結成助成                     １団体 

(9)施設入所者への助成（歳末たすけあい配分）１施設 入所者    中止 

 

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 ３，５４９枚】          ３０件 

(2)車いすの無料貸出事業(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)障がい者民間施設助成（歳末たすけあい配分）          中止 

(5)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      １０団体 

(6)福祉団体に対する助成事業                                 １５団体 

 

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) 

  ・設置箇所数   （公立小学校 ３９校）４６クラブ  １２９クラス 

 ・入所児童数       5,393名(令和2年4月1日)→4,035名(令和3年3月31日) 
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    内、障がい児受入数（療育手帳等所持者）         ２３名 

  ・支援員研修 

新任支援員全員研修（本会主催）        延べ   ３３名  １回 

支援員・補助支援員全員研修（本会主催） 延べ  ２６３名  １回 

支援員資質向上研修（国・県主催）       延べ    ６３名   ５回 

ブロック研修              延べ    ０名  ０回 

発達障がい児支援研修（発達支援課主催） 延べ    ３６名  ２回 

防火管理者講習                延べ    ０名  ０回 

支援員認定研修             延べ   ２６名 １６回 

  ・業者によるクラブ室内の消毒作業を６月から毎月１回実施 

  ・高校生保育クラブボランティア（再掲）【自主事業】      中止 

(2)誕生記念ノート「未来のあなたへ」事業             ４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）     中止 

(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）     中止 

(6)市川子ども・子育て支援施設協会助成(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  １１地区 

(8)ボーイ、ガールスカウト活動助成               １２団体 

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

(10)交通遺児援護【県社協事業 激励金2名、受験費用助成金1名】  ３名 

(11)児童施設入所者への助成（歳末たすけあい配分）        中止 

(12)子ども食堂への支援（再掲）保険料助成、のぼり旗提供、定例会参加 ３回 

(13)小中学校、PTA連携の制服リサイクル事業（再掲）        未実施 

 

９．寄付文化の醸成（遺志による寄付への呼びかけの実施）【重点】 

(1)事業実施に向けたリーフレットの作成              中断 

 

１０．ふれあい基金の事業 

(1)交通遺児援護事業【市社協事業 奨学金2名】（再掲）          ２名 

(2)ばらの箱募金設置事業                          ８８ヶ所   37，777円 
 
１１．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） 
 
１２．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                                 １回 

  (2)歳末たすけあい募金配分先                   中止 

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） 
 
１３．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１０，５７３冊 

本年度販売分 １０６冊 

(2)点字名刺等作成事業【１施設 ３，５４９枚】(再掲)       ３０件 
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(3)てるぼどら焼き販売(再掲)      ２件   販売数    ２０個 

(4)てるぼピンバッジ販売(再掲)           販売数     ３個 

(5)オリジナル一筆箋販売（再掲）                  ７４冊 

(6)オリジナルTシャツ販売（再掲）          販売数      ０枚 

(7)てるぼキーホルダー販売（再掲）          販売数     １個 

(8)てるぼラインスタンプ販売（再掲）         販売数   ３９０個 

(9)高齢者疑似体験用具の貸出（再掲）          ３件 ４５セット 

(10)自動販売機設置事業（公共施設への設置）   ２３施設   ４０台 

(11)広報誌広告掲載事業（いちかわ社会福祉だより）         中止 

(12)入れ歯リサイクル事業（公共施設への設置）         ４ヶ所 

(13)誕生記念ノート「未来のあなたへ」事業（再掲）         ４冊 

 

１４．役員・評議員・地区社協会長等対象の研修 

 

１５．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 

・全社協研修                                    １回     延べ  １名 

・千葉県社協研修                                ８回     延べ１１名 

・市社協合同研修(習志野市開催)                            中止 

・近隣社協災害ボランティアセンター立上訓練参加           ０名 

・その他の研修                 ５回   延べ  ７名 

(2)保健・福祉関係専門資格取得状況（事務局内職員39名中） 

・国家資格等取得者(社会福祉士18名、精神保健福祉士1名、介護支援専門員5名、

介護福祉士2名、保育士1名)延べ ２７名 

・社会福祉士実習指導者資格保持者               １０名 

(3)視察研修の受け入れ                      ０件 

 

１６．健全な経営を目指した組織的取組み 

(1)職員評価  

職員評価基準による評価実施（3月、9月）                    ２回 

 

１７．社会福祉大会 

(1)市川市社会福祉協議会創立７０周年記念 市川市社会福祉大会  

規模を縮小して実施 

 

１８．組織運営会議 

理事会 

審議事項 

(1)評議員候補者の推薦について                    (6/10 書面開催) 

(2)評議員選任規程の一部改正について 

(3)経理規程の一部改正について 

(4)令和元年度事業報告の承認について 

(5)令和元年度決算の承認について 

(6)令和２年度社会福祉事業６月補正予算（案）について 

報告事項 
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(1)社会福祉充実残額の算定結果について 

(2)市川市社会福祉大会の開催について 

 

審議事項 

(1)評議員候補者の推薦について           (1/13 書面開催) 

(2)令和２年度社会福祉事業１月補正予算（案）について 

(3)令和２年度第２回評議員会の招集について 

報告事項 

(1)会長及び常務理事の職務執行状況について 

(2)後援について 

 

審議事項 

(1)副会長の選任について                  (3/26) 

(2)令和２年度社会福祉事業・収益事業３月補正予算（案）について 

(3)令和３年度事業計画（案）について 

(4)令和３年度予算（案）について 

(5)令和２年度決算に関する定時評議員会の日程について 

報告事項 

(1)会長及び常務理事の職務執行状況について 

(2)後援について 

(3)次回理事会の日程について 

 

 評議員会 

審議事項 

(1)理事の選任について                        (6/26 書面開催) 

(2) 令和元年度事業報告の承認について 

（3) 令和元年度決算の承認について 

 (4) 令和２年度社会福祉事業６月補正予算（案）について 

報告事項 

(1)社会福祉充実残額の算定結果について 

(2) 市川市社会福祉大会の開催について 

 

審議事項 

(1)理事の選任について               (1/22 書面開催) 

(2)令和２年度社会福祉事業１月補正予算（案）について 

報告事項 

(1)後援について 

 

審議事項 

(1)令和２年度社会福祉事業・収益事業３月補正予算（案）について(3/26) 

(2)令和３年度事業計画（案）について 

(3)令和３年度予算（案）について 

報告事項 

(1)後援について 

(2) 令和２年度決算に関する定時評議員会の日程について 
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三役会 

審議事項 

(1)評議員候補者の推薦について                         (5/22) 

(2)評議員選任規程の一部改正について 

(3)経理規程の一部改正について 

(4)令和元年度事業報告の承認について 

(5)令和元年度決算の承認について 

(6)令和２年度社会福祉事業６月補正予算（案）について 

報告事項 

(1)社会福祉充実残額の算定結果について 

(2)市川市社会福祉大会の開催について 

 

審議事項 

(1)市川市社会福祉大会について                (9/7) 

(2)社協会員募集について 

(3)法人会員募集について 

(4)赤い羽根共同募金について 

(5)歳末たすけあい募金について 

(6)結婚５０周年夫婦祝品の贈呈について 

(7)地区社会福祉協議会の総会および事業について 

(8)地域ケア拠点およびサロン活動について 

(9)無縁物故者法要について 

(10)福祉関係者新年のつどいについて 

(11)令和３年１月三役会、理事会、評議員会について 

 

審議事項 

(1)副会長の選任について                  (3/26) 

(2)令和２年度社会福祉事業・収益事業３月補正予算（案）について 

(3)令和３年度事業計画（案）について 

(4)令和３年度予算（案）について 

(5)令和２年度決算に関する定時評議員会の日程について 

報告事項 

(1)会長及び常務理事の職務執行状況について 

(2)後援について 

(3)次回三役会、理事会の日程について 

 

監査会                                           

(1)令和元年度事業報告及び                               (6/2)  

   一般、公益、収益会計決算報告について                 

(2)令和元度総括貸借対照表、財産目録について 

   一般、公益、収益会計決算報告について                 

 

評議員選任・解任委員会                                           

(1)評議員の選任について                        (6/19 書面開催)  

(1)評議員の選任について                        (1/22 書面開催)  
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事業における重要な事項は、令和２年度事業報告書に記載されており、社会

福祉法第４５条の２７第２項に規定する附属明細書については、一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する附属明細書

「事業報告の内容を補足する重要な事項」が特にないため、当該年度の附属明

細書は作成しない。 

 

令和３年５月 

 

社会福祉法人市川市社会福祉協議会 

 


