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福祉会活動状況一覧
№

福祉会 名称

設立年月日 総人口 全世帯数 65歳以上 高齢化率 構成員 対象者数

みずほ区福祉会
H11.3.2
見守りの対象
65歳以上の単身者及び高齢者夫婦世
帯を対象とするが、毎年3月に自治会の
回覧により「ふれあい昼食会」参加者を
募り、これらの方々も対象にしている。

791人

357世帯 233世帯
見守り方法

44.9%
23人
55世帯
自治会との関係性

毎月必ず訪問は、①ごっこニュー
スの配布 ②ふれあい昼食会への
お誘い ③お楽しみ会などの作品
を届ける などで月最低でも3～4
回は訪問とその他のさりげない見
守り活動を行っている。

区自治会傘下の1組織として位置
付けており、毎月1回の福祉会定
例会には区長、公民館長は賛助
会員として、必ず出席され、情報
交換を行い、助言をいただいてい
る。

1
その他の活動内容
1.毎月1回お楽しみ会（福祉会担当）、昼
食会（食進会担当）の「ふれあい昼食会」
を平成10年4月から今日まで継続して実
施。2.年1回は会員の資質向上と親睦を
図るため研修視察などの実施。3.会員よ
り年会費1500円を徴収して活動費に充
てている。

福祉会 名称

収入状況（Ｈ27）
会費33,000円
社協助成金50,000円
みずほ区助成金50,000円
物品販売収益27,196円 など
（さくら祭りぜんざい販売）

支出状況（Ｈ27）
ふれあい昼食会19,500円
ごっこニュース等印刷代5,352円
お楽しみ会材料費55,254円
消耗品費12,000円 など

設立年月日 総人口 全世帯数 65歳以上 高齢化率 構成員 対象者数

美吉野区福祉会
H20.4.13
見守りの対象
原則、65歳以上の独居高齢者（昼間独
居者を含む）及び病弱高齢者夫婦世帯
を対象としている。自治会への加入、未
加入は問わないが、未加入者の情報が
得にくい。

2
その他の活動内容
花プレゼントを75歳以上の高齢者に対
象者基準に沿って実施（2回/年）してい
る。サロン活動（体操・昼食会）及び世代
間交流活動。活動資金確保とコミュニ
ケーション向上の目的でリサイクルフェ
アー、資源物回収を実施。また、公民館
で、「コーヒータイム美吉野」を月1回計
画中。

860人

362世帯 214世帯
見守り方法

36.6%
17人
51人
自治会との関係性

明るい町、美吉野をスローガンに 基本的には自治会組織内の一つ
掲げて、「見守り活動のポイント」を の組織である。
基本として、会員を4班に分けて見
守り対象者分担割を設けて随時見
守りを実施する。異変と思われる
場合は民生委員等と訪問するよう
にしている。民生委員は個別訪問
実施。

収入計画（Ｈ28）
社協助成金50,000円
区活動支援金20,000円
廃品回収（2回）26,361円
リサイクルフェア117,570円 など

支出計画（Ｈ28）
高齢者訪問お花代69,808円（189
名）
敬老祝い5,000円
ふれあい体操12,417円
七夕まつり2,932円
餅つき大会18,688円
リサイクルフェア83,450円
研修費（社会見学）9,916円 など

福祉会 名称
設立年月日 総人口 全世帯数 65歳以上 高齢化率 構成員 対象者数
頃末南区福祉会
H22.11.28 1,543人 732世帯 368世帯
32.1%
32人
25人
見守りの対象
見守り方法
自治会との関係性
ほとんど全世帯を対象として、ＡＢＣにラ
ンク付けをし、Ａは問題ない世帯、Bは見
守りが必要な世帯、Cは施設・介護・病
院・家族のお世話が必要な世帯に分け
て訪問している。年に一度更新。

1丁目から3丁目で範囲を分けて、
それぞれ担当地区の民生委員を
中心に福祉会の会員さんを配置し
ている。B世帯を1ヶ月に1回、2人
以上で訪問し、月に1回の「福祉会
会議」で、情報共有する。

自治会の一つの専門部で、自治
会助成金有り。自治会からの情
報提供はあるが、自治会への提
供はしていない。

3
その他の活動内容
「ふれあい体操」を毎月第2・4水曜日に、
その後の茶話会で、健康講話や誕生会
を年8回行い、参加者間の親睦を図る。
ふれあい昼食会を年４回実施する。ま
た、育成会と共同で、75歳以上の独居
宅を慰問する。また、活動資金確保のた
め年末に食品斡旋販売を実施している。

収入計画（Ｈ28）
社協助成金70,000円
区助成金50,000円
参加費28,400円
物品販売収益58,501円 など
(年末食品斡旋販売）

支出計画（Ｈ28）
事務費6,648円
総会・会議費42,304円
見守り活動費26,086円
ふれあい体操費50,600円
ふれあい昼食会45,527円
その他の事業費71,510円 など
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福祉会 名称

設立年月日 総人口 全世帯数 65歳以上 高齢化率 構成員 対象者数
H24.4.15
196人
89世帯
57世帯
40.3%
6人
89世帯
見守り方法
自治会との関係性
見守りの対象

鯉口分譲区福祉「笑学」ネット

区内の全世帯を対象

毎月のサロン活動（茶話会や学習
会など）を中心に住民相互の仲間
づくりを行い、日常的な声かけや
見守り活動、緊急連絡先のとりま
とめなど、ネットワーク活動を行う。

自治会より承認されている団体
で、自治会助成金有り。区長が福
祉会の運営委員。自治会の役員
会には出席要請あり。

4
その他の活動内容
ふれあい行事（茶話会・ハイキング）など
のサロン活動を行い親睦を深める。 福
祉ネット活動に沿った学習（見学・体験・
研修など）に取り組む。自治会・社協・諸
活動団体との連携。

収入計画（Ｈ28）
会費10,350円
社協助成金40,000円
自治会助成金10,000円
社会見学費22,400円 など

支出計画（Ｈ28）
社会見学費55,403円
親睦費（お菓子など）10,049円
事務用品22,964円 など

福祉会 名称
設立年月日 総人口 全世帯数 65歳以上 高齢化率 構成員 対象者数
猪熊福祉会ひまわり
H24.3.18
3,137人 1,398世帯 661世帯
29.7%
28人
88人
見守りの対象
見守り方法
自治会との関係性
原則、70歳以上の単身者対象に自治会 月１回、会員２名により、「ひまわり 自治会より外郭団体と認められ、
未加入者も問わず。
通信」を配付しながら見守り訪問す 補助金有り。協力体制あり。
る。月1回の定例会で、相談があっ
た案件などを話し合う。

5
その他の活動内容

収入計画（Ｈ28）

「ひまわり昼食会」年３回実施。誕生月に 社協助成金80,000円
は、「手作り誕生日カード」をプレゼント。 猪熊自治会150,000円
また、平成29年度に向けて、高齢者に対 昼食会負担金26,400円 など
する生活支援ボランティア（ゴミ出し、部
屋の掃除、片付け、電球の取替えなど）
を実施できるように検討会を設置する。

支出計画（Ｈ28）
お誕生日会費用74,952円
昼食会イベント経費155,740円
事務用品52,593円
研修及び会議費6,550円 など

福祉会 名称

設立年月日 総人口 全世帯数 65歳以上 高齢化率 構成員 対象者数
吉田三区福祉会「華の輪」
H26.2.16
1,338人 634世帯 354世帯
36.4%
22人
71人
見守りの対象
見守り方法
自治会との関係性
原則、65歳以上の単身者対象に自治会 月1回の訪問と声掛けを担当地区 自治会より外郭団体と認められ、
未加入者も問わず。
の民生委員を中心に福祉会の会 補助金有り。サロン活動の組長回
員さんを配置して「向こう三軒両
覧など、協力体制あり。また、自
隣」的な関係の構築に取り組む。2 治会の防災組織にも参加し、災
月に1度「華の輪通信」の発行とサ 害時要援護者の把握にも努めて
ロン活動を実施している。
いる。

6
その他の活動内容

収入計画（Ｈ28）

公民館でのサロン活動を奇数月に実
社協助成金70,000円
施。「ふれあい昼食会」3回、「講座・講
自治会助成金30,000円 など
習・視察研修など」3回で、引きこもりが
ちな人を連れ出し、住民の親睦を深める
内容を検討して実施している。

支出計画（Ｈ28）
会議費36,000円
事業費56,000円 など

№3

福祉会活動状況一覧
福祉会 名称

設立年月日 総人口 全世帯数 65歳以上 高齢化率 構成員 対象者数
H28.7.1
539人 262世帯 101世帯
27.1%
8人
28人
見守りの対象
見守り方法
自治会との関係性

立屋敷区福祉会

原則、70歳以上の単身世帯及び75歳以 会員２名で、担当世帯を見守り訪 区自治会傘下の1組織として位置
上夫婦世帯を対象に自治会未加入者も 問する。３ヶ月に１回は「高齢者
付けており、福祉会役員会には区
問わず。
ニュース」を発行し配布する予定。 長、公民館長は賛助会員として、
出席されている。

7
その他の活動内容

収入計画（Ｈ28）

公民館でのふれあい体操終了後に、サ 社協助成金50,000円
ロン活動を実施予定。茶話会による住 会費8,000円 など
民同士の交流の場となるように検討して
いる。

支出計画（Ｈ28）
研修・会議費18,000円
事務用品費5,000円
高齢者訪問費20,000円
サロン活動費15,000円 など

