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事  業  報  告  書 

１．概 要 

 平成２７年度事業計画に基づき、関係機関及び関係者の協力を得ながら各事業を 

推進し、住民福祉の向上と地域福祉の充実に努めてまいりました。 

 ５月には、当社会福祉協議会の監事会・理事会・評議員会を開催して、平成２６

年度事業報告及び会計収支決算などの承認を得ました。また、福祉関係諸団体の監

事会や役員会並びに理事会及び総会等も順次開催され、それぞれ計画された事業を

勧めてまいりました。 

 町民を対象とした心配ごと相談事業等は、民生児童委員をはじめ人権擁護委員・ 

行政相談委員により、毎週水曜日に「心配ごと相談所」及び毎月第２火曜日に主任 

児童委員による「児童なんでも相談所」を開設、また、金沢弁護士会及び金沢司法

書士会が毎月第１・第３木曜日にそれぞれ「無料法律相談所」を開設しました。 

 ６月からは、県・郡・町の各種大会等に携わると共に、福祉諸団体の関係事業に 

取組み、福祉の向上及び会員の育成と支援に努めました。 

 募金活動事業の「赤い羽根募金及び歳末たすけあい募金」活動については、平成

２５年度に設立した「津幡町共同募金委員会」により、それぞれの事業を推進しま

したが、日本赤十字社資募集活動と同様に各区長や町民・事業所の皆様から温かい

ご協力を頂きました。 

 福祉活動事業においては、地域で暮らす高齢者をはじめ町民の方々が健康で生き

がいのある暮らしができる一助となるように「いきいきサロン」を５３箇所で開設。 

さらに「第７回津幡町社会福祉大会及び福祉まつり」を１０月１６日に開催し、多

年にわたり社会福祉に功績のあった方を表彰すると共に、ボランティア活動を紹介

して、来場者が福祉活動に関心を持ってもらい、積極的に参加する住民・ボランテ

ィアの発掘を行うための契機と致しました。 

 また、福祉活動推進事業については、地域福祉拠点７か所の内３か所に地域で選

出された事務員（地域支援員）を配置し、地域福祉の拠点に事務局を設置した。 

 平成２４年度から実施した「地域ささえあい事業」は、２８名の協力会員が登録

されて利用者に対し、支援活動を行いました。 

 一方、親子サロンの相談において、年間相談件数は 2,291 件でしたが、平成２７

年度に町の子ども相談のあり方について庁内の関係機関と検討し、集計方法を変更

したことにより、平成２６年度実績と比較し半減したもので、１日当たりの相談件

数が約 11 件と、依然として多くの需要があります。 

 また、親子サロンの利用者数においても年間延べ 7,394 人で、相談件数と同様の

理由で、平成２６年度実績と比較し減少しました。 

子育てサポートセンターにおいては、利用件数が延べ 571 件で、その内 40 件は

病児保育であり、また、土曜日や夜間の依頼も増え、親の就労や育児不安などの要

因もあり、サポーター不足が前年度に引き続き懸念された年でした。 



２．会 務 

 

 （１）理 事 会 

 年 月 日 付   議   事   項 

 

H27. 5.25（月） 

 10:00～11:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28.3.24（木） 

9:55～11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 津幡町社会福祉協議会 評議員の補充選任による同意について 

2. 平成 26 年度津幡町社会福祉協議会 事業報告及び財産目録、資

金計収支決算の認定について 

3. 津幡町社会福祉協議会 経理規定の変更について 

4. 平成 27 年度津幡町社会福祉協議会 資金収支補正予算（第１

号）について 

5. 専決処分の報告について 

6. その他 

  (1) 平成 27 年度第７回津幡町社会福祉大会及び福祉まつりの 

    開催について 

    (2) 津幡町社会福祉協議会新規嘱託職員の雇用について 

 

 

 

1. 津幡町社会福祉協議会 副会長の選任について 

2. 津幡町社会福祉協議会 評議員の補充選任による同意について 

3. 津幡町社会福祉協議会 次期評議員の選任による同意について 

4. 平成 27 年度津幡町社会福祉協議会 資金収支補正予算 

（第２号～第３号）について 

5. 平成 28 年度津幡町社会福祉協議会 事業計画案について 

6. 平成 28 年度津幡町社会福祉協議会 資金収支予算案について 

7. 津幡町社会福祉協議会 経理規程の一部変更について 

8. その他 

(1) 平成 27 年度歳末たすけあい募金について 

 

 

 



 （２）評 議 員 会 

 年 月 日         付   議   事   項 

 

H27.5.25（月） 

13:30～15:42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28.3.24（木） 

13:30～14:50 

 

 

 

 

1. 津幡町社会福祉協議会 役員（理事・監事）の補充選任による

同意について 

2. 平成 26 年度津幡町社会福祉協議会 事業報告及び財産目録、資

金計収支決算の認定について 

3. 津幡町社会福祉協議会 経理規定の変更について 

4. 平成 27 年度津幡町社会福祉協議会 資金収支補正予算（第１

号）について 

5. 専決処分の報告について 

6. その他 

(1) 平成 27 年度第７回津幡町社会福祉大会及び福祉まつりの 

    開催について 

    (2) 津幡町社会福祉協議会新規嘱託職員の雇用について 

 

 

1. 津幡町社会福祉協議会 役員（理事）の補充選任による同意に

ついて 

2. 津幡町社会福祉協議会 次期（理事・監事）の選任による同意

について 

3. 平成 27 年度津幡町社会福祉協議会 資金収支補正予算 

（第２号～第３号）について 

4. 平成 28 年度津幡町社会福祉協議会 事業計画案について 

5. 平成 28 年度津幡町社会福祉協議会 資金収支予算案について 

6. 津幡町社会福祉協議会 経理規程の一部変更について 

7. その他 

(1) 平成 27 年度歳末たすけあい募金について 

 

 

 

 （３）監 事 会 

 年 月 日         付   議   事   項 

 

H27. 5.21（木） 

10:00～12:00 

 

 

1. 平成 26 年度津幡町社会福祉協議会 財産目録・会計収支決算 

  書及び諸帳簿の監査を実施 

 

 



３．心配ごと相談所及び無料法律相談所の開設 

   相談委員に民生児童委員・主任児童委員・人権擁護委員・行政相談委員の方々と、 

  １０月より生活困窮者自立相談員も加わり毎週水曜日の午後１時３０分から午後

３時３０分まで町福祉センター相談室において、年間４８回の開設、また、金沢弁

護士会及び金沢司法書士会が、毎月第１・第３木曜日の午後１時３０分から午後３

時３０分まで同相談室において開設しました。 

なお、相談事項及び件数は次のとおりでした。 

 

相 談 事 項 件    数 
左記の内弁護士会

が受けたもの 

生計  ３（ ６）  ２（ ３） 

年金  ０（ １）  ０（ １） 

職業・生業  ３（ ４）    １（ ３）  

住宅 ５（２０）    ４（２０）    

家族 １０（３５）    ７（３０）  

離婚  ９（１１）     ９（１１）    

健康・衛生  ２（  ３）    １（ １）  

医療  １（  １）  ０（ ０）    

法律・人権 ２７（１７）   ２４（１７）   

財産 ２７（３７）   ２５（３６）    

児童福祉・母子保健  ０（ ０）    ０（ ０）    

教育・青少年 ３（ ４） ０（ ０） 

心身障害者福祉 ２（ ０）  ０（ ０）  

老人福祉 ０（ １）  ０（ ０）  

苦情  １（ ０）  ０（ ０） 

その他  ８（１６）  ５（１１） 

  計 １０１（１５６） ７８（１３３） 

                    ※（   ）は前年度の実績 

４．援護活動 

 （１）町たすけあい金庫貸付事業 

    生活困窮者に対し緊急援護資金（限度額５万円）として融資し、当面する事態

の緊急に対応するこの制度の利用は、本年度は５件、９５，０００円で償還件数

は７件、１８０，０００円でした。（貸付残金９０，０００円） 

    なお、徴収不能はありませんでした。 

 

 （２）災害見舞金給付事業  

    町内における災害の被害にあった世帯にお見舞を支給しているが、本年度は皆

無でありました。 

   

 



５．福祉活動の取組み 

 （１）福祉サービス利用支援事業 

    日常生活自立支援として、社協職員等で取組んでいますが、近年、高齢者の増

加に伴い年間を通じて利用者も増える傾向にあり、延べ１４７回の支援活動を行

いました。 

 （２）生活福祉資金貸付事業 

    生活自立のための資金として、県生活福祉資金の貸付に係る相談が多種多様化

する中、昨年度から１件増の１５件で、本年度貸付は２件となりました。 

 

 （３）地域ささえあい事業 

    だれもが住み慣れた地域で安心して長く暮らせるように、今年度も地域の方々

のいろいろな困りごとに対応してきました。はざまの困りごとに手助けしてくだ

さる協力会員のおかげです。地域で安心して長く住みつづけられるよう、手助け

が必要な方の生活を地域社会全体で支え合っていくことが大切と考え、相互援助

活動の継続、充実が必要なため養成講座及びフォローアップ研修を開催しました。 

 

年 度 
利用した 

延 べ 数 

活動した

延 べ 数 

活動件数（延べ数） 利用会 

員登録 

協力会 

員登録 傾 聴 生活支援 

26 年度 ９４ １３６ １７８ ６１ １５ ２８ 

27 年度 １０８ １６４ １４５ １０８ １６ ２８ 

  

（４）福祉活動推進事業 

津幡町地域福祉活動計画に基づく住民参加による地域づくりを実施し、町内公民

館単位に立ち上がった地域福祉の拠点７か所から、モデル３地区４か所（井上・笠

谷・刈安・萩野台）のうち３か所に、地域で選出された事務員（地域支援員）を配

置し、地域福祉の拠点に事務局を設置した。併せて継続的に取り組む、地域福祉の

拠点づくりに、町内において高齢化率が最も高く、自助共助が日頃から行われてい

る河合谷地区に、河合谷くらし安心ネットワーク委員会が立ち上がり、町内７地区

８か所に地域福祉の拠点が出来、活動の支援を行った。 

また、津幡町地域福祉活動計画推進委員会では、２５年３月に策定された活動計

画の前期評価を行い、推進委員会２回と推進部会６回を開催し、委員会の中間報告

として住民に周知する目的と後期の計画推進に活かすパンフレットを作成した。 

なお、住民参加による地域づくり研修会を５回開催し、延２８９名が参加した。 

 

（５）介護支援ボランティアポイント事業 

  町内の６５歳以上の方（介護保険第１号被保険者）が、介護支援ボランティア活

動を通じて地域貢献することを奨励及び支援することで、高齢者自身の社会参加活

動を通した介護予防を推進する目的とした事業に取組みました。 

  また、介護支援ボランティア活動者及び受入施設等へ向けた研修会を２回開催し

ました。 



 

  ※介護支援ボランティア登録状況 

年 度 登録者数（手帳交付） 転換交付決定者数 受入機関の登録数 

２７年度 ２６９名 ２２７名 
いきいきサロン ５３か所 

施設及び事業所 １９か所 

 

（６）介護予防事業 

  介護保険制度改正により平成２９年度から始まる総合事業に向けて、生活支

援・介護予防サービスの基盤整備を目的に、地域福祉の拠点となる８か所の組織

を活用し、身近な地域での住民主体の介護予防活動を実施するために、介護予防

推進部会を設置しました。 

部会では、地域の実態把握から課題解決に向けた取組を、高齢者が集う介護予

防推進の社会資源として、いきいきサロンの活動を住民主体の活動として奨励し、

活動支援の強化を図りました。 

また、生活支援コーディネーターとして町行政、地域福祉の拠点における組織

や事業所と連携し、地域資源の発掘を担う役割を修得するうえでも、各種研修会

に参加しました。 

 

 （７）低所得世帯の学習支援事業 

県より学習支援モデル事業を委託され、子どもの将来がその生まれ育った環境

によって左右されることがないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成さ

れる環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るために、町の生活保護受給

世帯の小中高校生、就学援助受給世帯の小中学生、教育費負担軽減奨学金受給世

帯の高校生、ひとり親家庭等生活向上事業の対象者(児童扶養手当受給世帯)で、

保護者の同意のもと参加を希望した者を対象とし実施しました。 

小学３年生、５年生の男児２名は、サマースクール形式で３回、中学生は、中２、

中３の女児２名が学習教室形式で、元教師４名に協力をいただき開催しました。 

 

 （８）親子サロン・子育て支援事業 

    近年、親子サロンの相談は次年度の相談体制に向けて実人数及び主訴を絞った

集計に変更したにもかかわらず１日１１件以上と多いのですが、それは重篤なケ

ースが新規に加え継続も続いていることが事由のひとつとしてあげられます。つ

まり、信頼できる人間関係が親子でさえも希薄なことなどから相談できる相手が

身近に居ないことや、部屋の中にいても監視されているようで窓を閉めて怒るな

どと話す利用者が未だに後を絶たない子育ての現状がみえてきます。 

    そこで、親たちに安心して出会える場と、自分たちの生活や子ども、親として

の役割について考える機会を提供し、親が持つ子育ての力を強めることによって、

子どもが健康に育つようにという理念の基、ノーバディーズ・パーフェトプログ

ラム（だれも完璧な親はいないプログラム＝NP）を平成２７年度は発達障害児

の親の会クローバーで導入し、１２サークルが誕生しました。さらに新手法とし



て仲間同士で預け合う『なかまほいく』を１週間に１回を１０回コースで実施し、

１２組２６名の親子が共に成長し、現在『津幡町なかまほいく第１号』がサーク

ルとして立ち上がりました。 

    しかし、そこで見えてきたものはお母さんだけが元気になってもお父さんや家

族が元気にならなければ悪循環は、再び繰り返されることが多いため平成２５年

度に立ち上がったパパの会の『パパネットすわん』をはじめ不登校の会『ホット

ミルク』や『クローバーの会』が協働で「レッツ！お仕事チャレンジ」という親

子ふれあいにキッザニアの要素を含んだ体験イベントを企画・運営しました。さ

らに “パパの会”は県内でも少ないため、県内のネットワークと共に普及活動

を行っています。 

    また、自己肯定感（自分が大切な存在と思う気持ち）をあげる取り組みとして、

様々な助成金を受けて、家族力向上研修会や情熱育児も開催し、相互援助活動の

資質向上促進など随時行いました。 

  一方、子育てサポートセンターの利用件数は 571 件と前年度より 103 件減少 

しましたが、事由として、ほぼ毎日の継続サポート依頼が平成 27 年度は減少し 

たことや NP プログラムが実施されなかったことがあげられます。しかし、そう 

ではあっても平均 1 日 2 件以上のサポートには夜間も含まれ（23 時まで）、土曜 

日の依頼も週に 3 件あり、さらに病児のサポートは 40 件と依頼が前年度より多 

くなり、親の就労形態や育児不安などの要因が浮き彫りになった年になりました。 

つまり、サポート会員不足及び支援会議や病児サポートのリスクなどの負担は解 

消されているわけではないため、前年度同様利用会員にはお断りする場合がある 

ことを常にお伝えしている現状があります。 

    さらに、要保護児童担当の町子ども相談係や、町社会福祉課の総合相談との連

携で親子サロンの相談がサポートされていることも付け加えたいと思います。 

 

  （９）町ボランティアセンター事業 

    年間を通してボランティア活動の推進及び支援などを目的に、ボランティアを

したい人とボランティアを求める人の調整など、ボランティア活動に関する相談

や斡旋を行いました。 

    ボランティアを始める方やボランティア登録をされた個人、団体の方には、ボ

ランティア活動中に万が一の事故に備え、ボランティア活動保険の加入奨励を行

うと共に手続きをしています。 

    また、町民を対象としたボランティアの普及やボランティア活動を理解するた

めに、ボランティアの基礎講座や地域ささえあい事業養成講座等を開講しました。

さらに、町ボランティア連絡会及び河北地域ボランティア連絡会がボランティア

活動の活性化と地域福祉の向上を目指し、学習会、交流会を開催しました。 

    災害においては、町総合防災訓練時に災害対策ボランティア現地本部の立上げ

に参加していただき、復旧復興活動の拠点であることを周知しました。その他、

誰もができる福祉活動として、使用済み切手やアルミ缶のプルタブを集め、障害

者の支援活動を行うと共に車イスの寄贈に協力しました。 



    また、県補助事業により児童・生徒を対象としたボランティア協力校（校）を

指定し、ボランティア活動に関心を持ってもらうと共に地域住民と交流を図る機

会としました。 

     

    ※登録団体数及び登録者数調査 

 区  分 登録団体数 団体登録者数 個人登録者数  備 考 

平成２６年度  ９１団体 ２，３６９人   １７人  

平成２７年度  ９６団体 ２，３０２人   １９人 



大人 子ども 計 相談人数
（人） （人） （人） （人） （件）

199

3

16

44

4

132

12

34

2

43

121

15

56

36

78

30

122

17

20

4

238

108

204

5

380

13

12

213

72

29

2,291

※相談件数、相談人数はH26年度より集計方法を実人数に変更。 （　）は前年度実績

（件） （人） （人）

４月 50 (35) 31 (39) 49 (44)

５月 41 (35) 42 (24) 39 (39)

６月 49 (41) 36 (37) 47 (46)

７月 43 (55) 32 (31) 71 (62)

８月 33 (40) 39 (28) 37 (43)

９月 49 (62) 35 (32) 47 (65)

１０月 56 (74) 31 (47) 53 (82)

１１月 57 (66) 37 (68) 56 (84)

１２月 47 (68) 23 (39) 45 (82)

１月 46 (65) 30 (33) 44 (70)

２月 46 (51) 27 (38) 38 (64)

３月 54 (82) 35 (39) 49 (87)

571 (674) 398 (455) 575 (768)
※26年度より100件減少の理由は、ほぼ毎日の継続サポート依頼が27年度は減少したことやNPプログラムが実施
されなかったことがあげられる。しかしそうではあっても平均1日2件以上のサポートや土曜日の依頼は3件と多
いことや、病児、病後児のサポートも40件とサポート会員不足及び負担は解消されているわけではない。利用
会員には前年同様、お断りする場合があることを常にお伝えしている。
また、研修関係は、かほく郡市のネットワークでサポートをお願いし助けていただいている。

6．受　託　事　業

　（１）津幡町　親子サロン利用状況（H27.4～H28.3）

年月

利用者数 育児相談※

相談内容別件数

平成27年

４月 291 244 535 205

６月 324 248 572

育児方法・育児不安

排泄

５月 233 150 383 157
食事

くせ・性格・情緒

８月 410 397 807 79
言語

人間関係(子ども）

163
睡眠

疾病・健康・予防接種

７月 401 312 713 97
身体発育

近隣・地域

１０月 312 251 563 54
学校・学童

保育園･幼稚園

９月 328 273 601 101
人間関係(大人)

サークル・教室

１２月 310 204 514 30
センター(その他)

虐待・予備

１１月 350 275 625 73
センター託児依頼

センター人間関係

天使

ＤＶ

２月 353 313 666 44
家庭問題

ネットワーク

１月 390 365 755 45

47
家計・仕事

一人親家庭

計

4,040 3,354 7,394 1,095

精神不安・ストレス・うつ

医療機関

平成28年

３月 338 322 660

公的施設

その他

障害

(4,308) (3,401) (7,709) (2,752) 不登校・ひきこもり・非行・ニート

計（5151)

平成27年

（　）は前年度実績

平成28年

計

※さらにH27年度は主訴を絞った集計方法を実施。また、実人数の減少は重篤でないものは愚痴として記録しな
かったことがあげられる。

　（２）津幡町　子育てサポートセンター利用状況（H27.4～H28.3）

年月 利用件数 利用会員数 サポート会員数 備　考



（３）津幡町福祉センター利用状況（Ｈ２７．４～Ｈ２８．３） 

 

   ①利用人数（単位：人） 

区  分 大ホール 保 養 室 相 談 室 合    計 

有

料 

H26 年度   3,845  605  88  4,538 

H27 年度  4,810  469  175 5,454 

無

料 

H26 年度  8,389  2,934  748  12,071 

H27 年度 10,082 2,403 638 13,123 

合

計 

H26 年度  12,234  3,539  836  16,609 

H27 年度 14,892 2,872 813 18,577 

 

      ②利用回数 

区  分 大ホール 保 養 室 相 談 室 合    計 

有

料 

H26 年度      21      36      16      73 

H27 年度 18 29 31 78 

無

料 

H26 年度     126     197     250     573 

H27 年度 138 181 212 531 

合

計 

H26 年度     147     233     266     646 

H27 年度 156 210 243 609 

 

  （４）地域ボランティア交流室利用状況（Ｈ２７．４～Ｈ２８．３） 

 区    分   利 用 回 数   利 用 人 数 

 Ｈ２７年 ４月 ２１（  ９）    １７８（ ３８）   

       ５月 １６（ １３）  ７２（ ５６）   

      ６月 １６（ ２０）  ８１（１２２）   

      ７月 １８（ １６）  ８８（ ９１）   

      ８月 １７（ １０）  ６３（ ５７）   

      ９月 ２１（ １５）  ９２（ ８２）   

     １０月 １５（ １１）  ６９（ ６２）   

     １１月 １７（ １５）  ９４（ ８３）   

     １２月 １３（ １６）  ５９（ ７４）   

 Ｈ２８年 １月 １１（  ８）  ３５（ ４４）   

      ２月 １６（ １７）  ５８（ ８４）   

      ３月 １２（ １４）  ５０（ ７６）   

  合   計 １９３（１６４）  ９３９（８６９）   

                       ※（   ）は前年度実績 



 ７．日本赤十字社資募集状況 

社資は日本赤十字社の活動を支える資金です。 

《 社 資 使 途 》 

（１）国 際 活 動 

災害や紛争が発生した時、直ちに被災者の生命と生活に必要な食糧や医薬品を提供します。 

（２）災害救護活動 

迅速な対応をするために、救援物資の備蓄、資機材の整備・防災ボランティアの要請・訓練など行っ

ています。 

（３）救急法・健康生活支援・幼児安全法等の講習 

日常的な介護技術や急病人、応急処置に必要な知識と技術を普及するため講習会を広く実施してい

ます。 

（４）赤十字奉仕団活動 

赤十字事業の推進と地域福祉の増進のために、ボランティア活動を繰り広げています。 

（５）青少年赤十字活動（JRC） 

将来を担う青少年に「人間の生命と尊厳を大切にする」心を育み、自ら人格を作り上げることを目的

としています。 

（６）医 療 活 動 

金沢赤十字病院では、災害拠点病院として施設整備や医療救護班を編成し、出勤する体制を常時備え

ています。 

（７）血 液 事 業 

輸血を必要としている患者さんに献血者からいただいた血液を届け、尊い命を救うための人道的活

動です。 

以上７つの事業に町民の皆様から寄せられた社資募金が使われます。                                               

地区名 平成２６年度 平成２７年度 

世帯数(件) 実績額 (円) 世帯数(件) 実績額 (円) 

津幡地区 

中条地区 

笠谷地区 

井上地区 

英田地区 

河合谷地区 

倶利伽羅地区 

4,244 

4,386 

630 

1,218 

1,553 

177 

932 

1,368,750 

1,453,930 

201,630 

267,190 

464,830 

60,310 

270,857 

4,316 

4,453 

626 

1,243 

1,557 

175 

926 

1,387,990 

1,473,550 

200,890 

270,150 

473,600 

56,290 

272,317 

計 13,140 4,087,497 13,296 4,134,787 

一般個人等社資 44 655,736 43 807,160 

計 44 655,736 43 807,160 

実績合計 13,184 4,743,233 13,339 4,941,947 

     

県支部目標額 4,692,000 4,692,000 

 



８．福祉諸団体 

   町行政との連携調整を図りながら、次の団体等に対し事業の育成支援を行いました。 

ア．福祉団体 

№   団  体  名   構 成 内 容      主  な  行  事 

１ 
津幡町民生児

童委員協議会 

 

 会長：岡田 幸司 

 委員：８４人 

 決算：12,211 千円 

  

・総務部会（６回）定例会（６回）監査会 

・県外研修及び県内研修 

・委員研修及び主任児童委員研修 

・一人暮らし高齢者等訪問 

・心配ごと相談及び児童なんでも相談 

・歳末たすけあい金配付 

・各種研修会へ参加 

・町社会福祉大会へ参加 

２ 
津幡町老人 

クラブ連合会 

会長：飯田 世三 

 単位クラブ２６ 

会員：4,266 人 

決算：4,576 千円 

・総会、理事会（３回）クラブ長会議（３回） 

 監事会、女性委員会議（３回） 

・県外研修及び県内研修 講演会 

・県知事杯ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会へ参加 

・町ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会（２回） 

・町社会福祉大会、県老ク連大会参加 

・ｸﾗﾌﾞ長研修会、女性委員研修会 

・町スポーツ大会 

・全老連大会参加 

・県老連余技展へ出展 

３ 
津幡町戦没者 

遺族会 

会長：池野 忠 

会員：４３７人 

決算：2,357 千円 

・総会、役員会、監事会 

・町戦没者慰霊祭執行（合同） 

・県戦没者慰霊式 

・万灯みたままつり 

・護国神社例大祭参列（春季・秋季） 

・全国戦没者追悼式 

・役員研修会 

・護国神社清掃奉仕 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

津幡町身体障

害者福祉協議

会 

 

 

 

 

 

 

 

会長：谷川 信二 

会員：９０人 

決算：848 千円 

 

 

 

 

・総会、理事会（２回）、監事会 

・県ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会へ参加 

・県ボウリング大会へ参加 

・会員温泉療養実施 

・日本身体障害者福祉大会へ参加 

・県身障者福祉大会へ参加 

・県ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ大会へ参加 

・内灘町と津幡町軽ｽﾎﾟｰﾂ交流大会へ参加 

・県ｽﾎﾟｰﾂ大会へ参加 

・町社会福祉大会へ参加 



№ 団 体 名 構 成 内 容    主   な   事   業 

５ 
津幡町母子寡

婦福祉部会 

会長：津田 笑子 

会員： １６人 

決算： 353 千円 

・総会、役員会、監事会 

・音楽ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 

・県母子寡婦福祉研修大会へ参加 

・中部地区母子寡婦福祉研修大会へ参加 

・おやこふれあいﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ 2015 へ参加 

 

イ．ボランティア等その他団体 

№  団 体 名  構 成 内 容       主   な   事   業 

１ 
津幡町ボラン

ティア連絡会 

 

会長：吉田 詔子 

  １８団体 

会員： ４８２人 

決算：   0 千円 

・総会、役員会、代表者会、研修会 

・ボランティア交流「講演会」開催 

・河北地域ボランティア連絡会へ参加 

・市町社協ボランティア連絡会へ参加 

・町社会福祉大会へ参加 

・町福祉まつりへ参加と協力 

２ 
津幡町赤十字

奉仕団 

委員長：岡田清秀 

団員： ３７人 

決算： 445 千円 

・総会、役員会、監事会 

・献血ボランティア活動（３回） 

・能登地区赤十字のつどいに参加 

・津幡高校合同救命講習会 

・奉仕団街頭募金活動（２回） 

・ハンドマッサージ活動（２回） 

・町社会福祉大会へ参加 

３ 
津幡町いきい

きｻﾛﾝ連絡会 

会長：宮西与志勝 

団体：５３箇所 

会員：1,260 人 

決算： 842 千円 

・代表者連絡会、交流会（２回） 

・元気はつらつ大会へ参加 

・研修会（２回） 

４ 
軍恩連盟 

津幡協議会 

会長：座主 與吉 

会員：１２４人 

決算： 391 千円 

・総会、役員会、監事会 

・会員研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


