
平成30年度 社協事業報告 

〈総 括〉 

今日の状相は、少子高齢化や人口減少を起因とし、家族・地域の関係性の変化等により、社会的

孤立や高齢者や子どもの貧困が顕在化し、既存の制度では対応が困難な複合的課題が増加するなど、

新たな局面を迎えています。 

 このような状況下にあって、社会福祉協議会には、地域の福祉活動の拠点として、身近な生活・

福祉課題やニーズを的確に捉え、住民参加と協働により、制度の狭間を埋める福祉サービスの実践、

地域福祉の基盤づくりにその役割を発揮していくことが求められています。 

 本会では、地域共生社会の実現に向けた取り組みが肝要であると考え、住民や行政、関係団体等

の支援のもと、地域の誰もが利用でき、気軽に集まれる場所となるサロン「ふれあい横丁」を６月

に開設したほか、認知症当事者や介護者の憩い・癒やしの場の提供や認知症介護の社会化を図るた

め、認知症当事者や住民などが交流できる「オレンジカフェ」をスタートさせるなど、町民が互い

に支え助け合い、ふれあう地域社会づくりに向けた取り組みを推進し、定着化を図りました。 

 また、高齢者や障がい者に対しての居宅サービスの取り組みを充実させるとともに、他事業所と

連携を図り、質の高いサービス提供に努めました。 

 事業執行および会務の運営にあたっては、町をはじめ行政区、民生委員児童委員協議会、各機関

及び団体、ボランティアグループほか町民の皆さまのご理解とご協力をいただき、厚く感謝申し上

げます。  

〈重点項目〉 

 住民主体とした福祉活動の促進･強化については、住民主体を意識した活動を展開するため、行

政区と連携し地域福祉実践活動に取り組み、行政区への支援・助言を行ったほか、地域サロン「ふ

れあい横丁」の開設、オレンジカフェの定期開催など福祉基盤の強化及び充実を推進した。 

 在宅福祉サービスの拡充とボランティア活動の促進については、給食サービス事業をはじめとす

る在宅福祉サービスを実施するなど、ボランティア団体への活動支援を行った。また、生活支援コ

ーディネーター事業を受託し、ボランティアセンターの機能充実を図った。 

 居宅介護等事業の取り組みについては、居宅サービス事業者として訪問介護及び訪問入浴介護両

事業と障害者総合支援法の居宅介護事業に取り組むとともに、居宅介護支援事業者として要介護高

齢者等への支援を行った。また、公的社会福祉法人としての役割を意識した事業展開を図った。 

１ 社会福祉活動の推進 

 社会福祉法施行後における地域福祉の推進役としての社協の新たな役割・機能を確認しながら、

行政や関係機関と協働し、公的社会福祉法人としての事業推進に努めた。 

（１）社会福祉大会・福祉のつどいの開催 （共募助成：357,570円） 【法人運営】 

と き 平成30年10月13日（土） 

ところ 総合健康福祉センターゆめりあ 

農村環境改善センター 

内 容 ①式典、顕彰（６個人）

②福祉作文コンクール 発表、表彰

③ふれあい交流

（２）社協だより「ふれあい」発刊事業 【法人運営】 

発刊回数 ７回（４、６、８、９、11、１、２月） 

ページ数 計28ページ 
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（３）社協運営の基盤整備  【法人運営】 

①一般職員給与規程の一部改正（第４回理事会）

②介護等職員給与規程の一部改正（第４回理事会）

③臨時職員等の就業と給与に関する要綱の一部改正（第４回理事会）

（４）設備等整備 【訪問入浴介護、訪問介護、居宅介護支援】 

①ＯＡ機器 更新等なし 

②ソフトウェア等 財務会計システム更新、介護保険システム更新 

③車輌 訪問入浴車（24時間テレビチャリティー委員会） 

（５）被災地への支援活動  【法人運営、訪問介護】 

①むかわ町（胆振東部地震に係る災害ボランティアセンター支援）３人延べ10日間

②厚真町（胆振東部地震に係る避難所支援）１人延べ３日間

２ 住民主体による地域福祉活動の推進 

 事業展開を通じて住民の主体的な福祉活動への参画を促進し、地域におけるたすけあい活動の助

長に努めるとともに、多様化する福祉ニーズへの喚起を図った。 

（１）地域福祉実践活動推進事業 （歳末たすけあい助成：750,000円） 【法人運営、共募配分】 

たすけあいチームの設置 11行政区 

モデル事業の取り組み  11行政区（延べ38事業） 

助成額  1,119,600円 

（２）ふれあいサロン事業 【生活支援総合】 

①地域サロン「ふれあい横丁」開設（平成30年６月１日）

②イベント等 開催なし 

（３）認知症カフェ事業 【生活支援総合】 

実施回数   10回 

延べ参加者数 59人 

実施内容 ゲーム、歓談、制作ほか 

町補助金 24,636円 

（４）新生活運動推進事業 【法人運営】 

花いっぱい運動への助成 

団体数 11団体（行政区、老人クラブ、女性団体等） 

助成額 計44,000円（１団体あたり4,000円） 

（５）災害見舞金贈呈事業 取り扱い実績なし 

３ ボランティア活動の推進と援助 

 ボランティア活動への関心とニーズへの対応を図りつつ、ボランティアの担い手の育成を図るた

めに、各種ボランティア活動を推進するとともに、ボランティアグループへの支援及び助成を行っ

た。 
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（１）ボランティア団体助成事業 （共募助成：150,000円） 【法人運営、共募配分】 

団体数 14団体（うち学校３校） 老連「子どもと高齢者のふれあい事業60,000円」も含める 

助成額 610,000円 （学校３、老連、さく、ひま、すみ、たん、みみ、ゆめ、ぴあ、つつじ、アザ、奉仕団） 

（２）ボランティア活動への支援  【法人運営】 

①給食サービスボランティア（さくらんぼの会、すみれの会、たんぽぽ）

②あざれあ工房給食ボランティア（ひまわりの会）

③ハートコールボランティア（みみずくの会）

④朗読ボランティア（ゆめクラブ）

⑤新十津川町赤十字奉仕団

（３）ボランティア各種保険の加入促進  【法人運営】 

①ボランティア活動保険

Ａプラン  369人 

Ｂプラン 58人 

②ボランティア行事用保険

Ａプラン  743人（13件） 

（４）福祉作文コンクール及び作文集発刊事業  【法人運営】 

応募作品 小学生  105点 

中学生  10点 

表彰・発表 平成30年度新十津川町社会福祉大会において実施 

・金賞 ２点（小学生１点、中学生１点） 

・銀賞 ４点（小学生２点、中学生２点） 

・銅賞 ６点（小学生３点、中学生３点） 

・佳作 14点（小学生10点、中学生４点） 

審査委員 岩岬 稔（生涯学習推進アドバイザー） 

酒井雅彦（前生涯学習推進アドバイザー） 

岩城之泰（新十津川小学校長） 

國行宏昭（新十津川中学校長） 

佐川 純（社協会長） 

作文集 平成31年２月10日発刊 

（５）ふれあい昼食会の開催 （歳末たすけあい助成：50,000円）  【法人運営、共募配分】 

と き 平成30年９月19日（水） 

ところ 総合健康福祉センターゆめりあ 

参加者 52人（利用者18人、ボランティアほか34人） 

（６）すまいるポイント事業（ボランティアポイント事業）  【生活支援総合】 

①ボランティア活動者

人数 66人 

付与 855ポイント 

②介護予防サポーター

人数 41人 

付与 521ポイント 

③施設ボランティア

人数 ４人 
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  付与 28ポイント 

 

（７）ボランティア研修会                          【法人運営】 

    と き  平成31年２月18日（月） 

    ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

    内 容  助け合い体験ゲーム（さわやか福祉財団） 

    参加者  64人（行政区役員、民生委員、老人クラブ、女性団体、ボランティア等） 

 

 

４ 在宅福祉サービスの推進 

 関係機関と連携の上、在宅要援護者の福祉向上を図るとともに、障がい者の自立支援と社会参加

を促進するため、各種事業を実施した。 

 

（１）地域活動支援センター（Ⅲ型）事業             【地域活動支援センター】 

内 容  あざれあ工房の運営 

開設日  243日 

利用者  ８人（平成31年３月31日現在） 

 

（２）心配ごと相談所開設事業                        【法人運営】 

開設日  50日（毎週水曜 13～16時） 

場 所  総合健康福祉センターゆめりあ 

その他  相談員研修会（毎月１回実施） 

 

（３）日常生活自立支援事業                         【法人運営】 

新規契約  ０件（平成31年３月31日現在契約件数２件） 

 

（４）生活福祉資金貸付事業                 【法人運営、福祉資金貸付】 

①生活福祉資金貸付（道社協）  取り扱い実績なし 

②離職者支援資金貸付（道社協） 取り扱い実績なし 

③福祉資金貸付（町社協）    10件 590,000円 ９件 390,000円 

 

（５）生活困窮者等に対する安心サポート事業  取り扱い実績なし 

 

（６）長寿を祝う会への協力 （共募助成：450,000円）       【法人運営、共募配分】 

と き  平成30年８月30日（木） 

ところ  農村環境改善センター 

助成額  500,000円 

 

（７）給食サービス事業 （共募助成：350,000円）         【法人運営、共募配分】 

提供日  89日 

配食数  1,353食 

 

（８）生活支援コーディネーター事業                   【生活支援総合】 

①ボランティアセンターの運営 

②介護予防の推進 

③ボランティアポイントの管理 
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（９）すまいるあっぷ（健康教室）の開催                  【生活支援総合】 

①行政区   橋本区  42回（延べ608人） 

       みどり区 50回（延べ1,113人） 

       菊水区  50回（延べ965人） 

       文京区  47回（延べ1,107人） 

       花月区  45回（延べ384人） 

       青葉区  12回（延べ158人） 

②ふれあい横丁（中央地区） 24回（延べ150人） 

 

（10）福祉活動の担い手の育成                     【生活支援総合】 

①介護予防サポーター養成講座 

 ア 平成30年６月29日（金）開催 

   受講者 11人 

 イ 平成31年３月25日（月） 

   受講者 なし 

②ふまねっとサポーター養成講座  開催なし 

 

 

５ 福祉関係組織の活動支援 

 高齢者や障がい者、児童など生活弱者の福祉向上を図るため、関係組織・団体に対し支援、助成

を行った。 

 

（１）団体事務局 

①老人クラブ連合会 

②身障福祉協会 

③遺族会 

④シルバーセンター 

⑤赤十字奉仕団 

 

（２）委任事務局 

①生活福祉資金貸付事業（北海道社会福祉協議会） 

②日常生活自立支援事業（北海道社会福祉協議会） 

③新十津川町共同募金委員会（北海道共同募金会） 

④日本赤十字社北海道支部新十津川町分区（日本赤十字社北海道支部） 

 

（３）団体・組織に対する助成及び支援 （共募助成：350,000円）  【法人運営、共募配分】 

団体数  13団体（ぴあ、空知里親、老連、シルバー、身障、心身障親、手を育、ことば親、遺族、町子連、青協、女連協、民協） 

助成額  1,110,000円 

 

（４）共同募金及び日赤社資 

①共同募金運動                           【共募配分】 

 ・赤い羽根    2,121,206円（目標達成率 117.8％） 

 ・歳末たすけあい 1,229,650円（目標達成率 102.5％） 

   計      3,350,856円 

 

②日本赤十字社社資増強運動                   【日赤分区会計】 

 ・社 費      936,000円 
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 ・寄付金       10,800円 

   計       946,800円 

 

 

６ 諸会議の開催 

 会務の執行を円滑に行うため、諸会議を開催した。 

 

（１）理事会                                【法人運営】 

①と き  平成30年５月18日（金） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 議 題  ・職務執行状況報告について 

      ・平成29年度補正予算案（第４号）について 

      ・平成29年度事業報告について 

      ・平成29年度収支決算報告について 

      ・社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について 

      ・平成30年度補正予算案（第１号）について 

      ・評議員選任・解任委員会の招集について 

      ・評議員候補者の推薦について 

      ・定時評議員会の開催及び招集について 

②と き  平成30年６月５日（火） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 議 題  ・新十津川町社会福祉協議会の会長の選定について 

③と き  平成30年８月21日（火） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 議 題  ・職務執行状況報告について 

      ・中間監事監査報告について 

      ・平成30年度新十津川町社会福祉大会・福祉のつどいについて 

      ・平成30年度社会福祉協議会会長顕彰者の選考について 

      ・平成30年度補正予算案（第２号）について 

④と き  平成30年11月22日（木） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 議 題  ・職務執行状況報告について 

      ・中間監事監査報告について 

      ・諸規程の一部改正について 

⑤と き  平成31年２月27日（水） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 議 題  ・職務執行状況報告について 

      ・中間監事監査報告について 

      ・地域福祉委員会の協議事項について 

      ・地域活動支援センター運営委員会の協議事項について 

      ・居宅介護事業等経営委員会の協議事項について 

      ・平成31年度社協事業計画（案）について 

      ・平成31年度社協収支予算（案）について 

      ・評議員選任・解任委員会の招集について 

      ・評議員候補者の推薦について 

      ・評議員会の招集及び開催について 
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（２）評議員会                               【法人運営】 

①と き  平成30年６月５日（火） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 議 題  ・評議員選任・解任委員会の結果について 

      ・専決処分の報告について 

      ・平成29年度事業報告について 

      ・平成29年度収支決算報告について 

      ・社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について 

      ・平成30年度補正予算案（第１号）について 

      ・役員の選任について 

②と き  平成31年３月19日（火） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 議 案  ・評議員選任・解任委員会の結果について 

      ・中間監事監査の報告について 

      ・役員の選任について 

      ・平成31年度補正予算案について 

      ・平成1年度事業計画（案）について 

      ・任期満了に伴う役員選考委員会委員の選出について 

 

（３）監事監査                               【法人運営】 

①と き  平成30年４月25日（水） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 内 容  平成29年度第４四半期事業執行及び各サービス区分決算監査 

②と き  平成30年７月25日（水） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 内 容  平成30年度活動状況及び６月末現在中間監査（第１四半期） 

③と き  平成30年10月31日（水） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 内 容  平成30年度活動状況及び９月末現在中間監査（第２四半期） 

④と き  平成31年１月30日（水） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 内 容  平成30年度活動状況及び12月末現在中間監査（第３四半期） 

 

（４）正副会長会議                             【法人運営】 

①と き  平成30年４月25日（水） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 内 容  ・新年度事務局組織について 

      ・諸会議の日程及び内容について 

      ・諸会議の提出予定議案について 

      ・役員及び評議員の交替について 

      ・今後の諸会議及び諸行事の日程について 

②と き  平成30年７月25日（水） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 内 容  ・今後の諸会議及び諸行事の日程について 

      ・第68回北海道社会福祉大会について 

③と き  平成30年10月31日（水） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 内 容  ・新十津川町社会福祉大会・福祉のつどいについて 
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      ・北海道胆振東部地震に係る被災地支援について 

      ・今後の諸会議及び諸行事の日程について 

      ・平成30年度人事院勧告について 

      ・無期労働契約への転換について 

      ・諸規程の一部改正について 

      ・赤い羽根共同募金チャリティーカラオケについて 

④と き  平成31年１月30日（水） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 内 容  ・職員の動向について 

      ・各種委員会及び諸会議の日程について 

      ・社協役員等の交代について 

      ・任期満了に伴う役員の改選について 

      ・平成31年度の職員体制について 

⑤と き  平成31年２月６日（水） 

 ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

 内 容  ・各種委員会及び諸会議の日程について 

      ・平成31年度事業計画（案）について 

      ・平成31年度収支予算（案）について 

 

（５）地域福祉委員会                             【法人運営】 

と き  平成31年２月13日（水） 

ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

内 容  ・平成31年度の主な事業等について 

      ア 社協共募役員等研修（隔年実施）について 

      イ すまいるあっぷの拡大について 

      ウ 地域サロン活動に対する助成について 

     ・平成31年度社協事業計画（案）について 

     ・平成31年度社協一般会計収支予算（案）について 

 

（６）居宅介護事業等経営委員会            【訪問入浴、訪問介護、居宅介護支援】 

と き  平成31年２月14日（木） 

ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

内 容  ・平成30年度職員体制及び各事業の実績 

     ・介護保険事業の収支の推移 

     ・保有資産の状況 

     ・従業者の処遇について 

     ・平成31年度事業運営について 

     ・平成31年度収支予算（案）について 

 

（７）地域活動支援センター運営委員会               【地域活動支援センター】 

と き  平成31年２月14日（木） 

ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

内 容  ・あざれあ工房の概要について 

     ・平成30年度事業報告について 

     ・平成31年度事業計画（案）について 

     ・平成31年度収支予算（案）について 
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（８）福祉資金貸付調査委員会                  【法人運営、福祉資金貸付】 

開 催  ２回（適宜開催） 

内 容  ・会長専決事案の報告 

     ・貸付の適否に係る調査及び審議 

 

（９）評議員選任・解任委員会                        【法人運営】 

開 催  ２回 

ところ  総合健康福祉センターゆめりあ 

内 容  ・評議員候補者の提案説明 

     ・評議員の解任・選任 

 

（10）事務打ち合わせ 

開 催  12回（毎月末開催） 

 

 

７ 居宅介護等事業の推進 

 介護保険法の居宅サービス事業者として訪問介護、訪問入浴介護両事業及び居宅介護支援事業、

障害者総合支援法の事業者として居宅介護等事業を推進した。 

 

（１）訪問介護事業                             【訪問介護】 

訪問回数  4,271回（うち訪問型サービス 516回） 

利用人数  44人  （うち訪問型サービス 10人） 

 

（２）訪問入浴介護事業                         【訪問入浴介護】 

訪問回数  406回（うち介護予防訪問入浴 402回） 

利用人数  15人 （うち介護予防訪問入浴 １人） 

 

（３）居宅介護支援事業                         【居宅介護支援】 

取扱件数  554件 

 

（４）障害者総合支援居宅介護事業                      【訪問介護】 

訪問回数  257回 

利用人数  ３人 

 

（５）地域生活支援事業（町受託）               【訪問入浴介護、訪問介護】 

①移動支援 

  実 績  ０件 

②訪問入浴サービス 

  実 績  ０件 

③生活サポート 

  実 績  ０件 
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