
１　地域福祉活動の総合的推進

事　　　業
１）地域福祉 ①小地域ネットワー ○昼食会実施（７月上旬～７月中旬の７日間）さくらんぼ狩り・カラオケ交流会・ほろ酔い夏の宴
　対策事業 　 ク活動推進事業 　　守り・声かけ活動を推進する。 　参加者１２０人、民生委員１０人、社協役職員１８人

.・ふれあい昼食会事業：７０歳以上のひとり暮らしの高齢者の方を対象に、民生 ○昼食会不参加者を対象に第１回訪問活動実施（１０月下旬～１１月上旬の１３日間）
道社協会長事務局長会議　　委員、福祉推進部長の協力の下、地域別昼食会を実施する。

・ひとり暮らし高齢者訪問事業：民生児童委員協議会と連携し、上記事業への ○上記活動への不参加者を対象に第２回訪問活動実施（１月下旬８日間）　
　不参加者の訪問活動を実施する。また、その際に訪問先から出された課題等 　受入者３６人、民生委員１７人、社協役職員１８人で対応
　の対応も行う。　 ○昼食会及び訪問活動の受け入れが過去３年ない方を対象としたフオロー訪問９件

○福祉推進部長・民生委員児童委員合同会議（４月）
○町内会長、民生委員、福祉推進部長が相互に連携しながら地域福祉活動を

　創造事業 　行える体制の構築を目指し、関係機関への働きかけを行う。
○安心キット配布事業：ひとり暮らし高齢者のみならず、高齢者だけの世帯に対 ○ふれあい昼食会・訪問活動等による配布４７人、
　しても町内会・福祉関係者の連携による組織的配布活動を支援する。   （Ｈ３０年度までの 配布済総数９５９人）
○地域昼食会：町内会主催の昼食会、サロン活動を支援することによりコミュニ ○行政区・町内会が中心になって２８か所で実施、対象者延べ６３８人
　ティ活動の活発化を促す。　
○町内２か所でサロンを開催し、住民主体による介護予防、地域住民のつながり ○南サロン（毎月第１、第３火曜日、福祉センターで開催、スタッフ含めた参加者総数８７３人）
　の拡大を基本として、地域コミュニティづくりを推進していく。また、要望に基づき 　 北サロン（毎月第４日曜日、北区行政区会館で開催、スタッフ含めた参加者総数２８８人）
　町内会・老人クラブの会合等で、社協職員が出向き出張サロンを開催し地域サ    出張サロン（老人会等の要望に応え「ふまねっと」「エルダー」による出張サロンの実施
　ロン開設の普及を進める。    （１４件、参加者総数３８５人）

　老人クラブ定例部会　１２回　総数１２０名　　その他２件　総数２９人
③コミュニティづくり ○行政区長、町内会長、民生委員、福祉推進部長、社協役員が一堂に会し、こ ○平成３１年２月２５日福祉センターで実施
　研修会 　れからの地域福祉に関する情報交換・意見交換を行う。  「ふまねっとサポーター養成講習会」

　講師：NPOふまねっと　人材育成主任佐藤美智子、参加者１４人

④在宅福祉 ○美瑛町婦人ボランティア連盟が行うひとり暮らし高齢者に対する電話による
　サービス事業 　安否確認、声かけ訪問活動などを支援し、福祉の推進を図る。 ○福祉電話サービス　延５３人　１１３回

○ボランティアによる話し相手(傾聴ボランティア)の拡大や社協ヘルパーによる ○ヘルパーによる安否確認　１８件
　安否確認訪問を実施し、地域福祉への貢献をはかる。

⑤日常生活自立 ○道社協上川地区センターとの連携の下、福祉サービス の利用援助、日常的 ○支援員業務の受託契約6件
   支援事業 　金銭管理、書類等の預かりなどをお手伝いする本事業の利用を進め、相談対

　応や日常生活上の援助を行う基本業務を道社協から受託するとともに権利擁
　護に関する体制の構築を図る。

２）福祉団体 ①ふれあいまつり ○共同募金の地域配分金等を活用し、 町内関係諸団体と協力し世代・地域を ○町民センターで福祉発表会を開催（平成２９年８月２６日）
　関係事業 　事業 　越えた交流を図る。（助成団体１２団体） 　（福祉作文：応募総数４８３人、芸能発表会４団体）

②諸団体助成事業 ○町内における福祉関係諸団体の活動運営を支援するため、共同募金の地域 ○手をつなぐ育成会、身体障害者福祉協会等１２団体へ助成（５月）
　配分を活用 し、地域福祉活動の推進を図る。

③サロン活動支援 ○町内でサロン活動を実施している団体を支援し、コミュニティづくりを活発化さ ○NPOくらしのたすけ合い、ひなた、橙へ助成（５月）
　事業 　せる。　

２　相談・支援活動の総合的推進

事　　　業
１）相談事業 ①心配ごと相談所 ○相談窓口を毎月第２、第４月曜日開設するほか、来所や電話など により町民 ○相談員７人　　開設日延べ２４日（毎月第２・第４月曜日）　相談件数４件

　の開設 　の日常生活上の各種相談に応じ、適切な助言・援助を行う。
②結婚相談所の ○相談窓口を毎月２２日に開設し、来所により結婚に関する相談を受け、相談員 ○相談員９人　　開設日延べ１２日（毎月２２日）　相談受付件数１０件（成立０件、進行中５件）

　　　　平成30年度　美瑛町社会福祉協議会　事業報告

具　体　的　事　業 事　　業　　の　　概　　要

②地域コミュニティ

具　体　的　事　業 事　　業　　の　　概　　要

　　　　　事　　　業　　　実　　　績

　受入者１０２人、民生委員３２人、福祉推進部長６人社協役職員４８人で対応

○ふれあい昼食会、ひとり暮らし高齢者訪問活動を通じ、要援護者に対する見

　　　　　事　　　業　　　実　　　績



事　　　業 具　体　的　事　業 事　　業　　の　　概　　要 　　　　　事　　　業　　　実　　　績

　開設 　 が縁談までのお手伝いを行う。

２）生活支援 ①福祉資金貸付 ○社会福祉金庫貸付事業 ○福祉金庫の貸付状況　　
　　事業 　事業 　 生活に困窮する町民を対象に、緊急に支援するための資金を貸付する。 　　新規貸付件数　 ５件　　３１６，０００円

　 貸付に当たっては、他のサービス等との調整のうえ、貸付を決定する。 　　償還額　　　　　　　　　　 ２９３，０００円　（うち３０年度貸付分　１９８，０００円）
　　貸付件数残高　  ６件　 １６３，０００円

　  

○生活福祉資金貸付事業
　低所得者、身体障がい者世帯、高齢者世帯などの経済的自立と生活の安定を ○現在の貸付件数１６件　貸付残高　１０，０３２，２２０円
　目指し、北海道社会福祉協議会が実施する本事業の周知と民生委員児童委員
　の協力により利用・援助・相談を行う。 

②福祉倉庫の活用 ○寄贈品や家庭で不用となり再利用可能な物品を受け入れ、生活困窮者の支援 ○寄贈品受入…随時
　を行う。 ○生活保護者等への福祉倉庫の案内

③助けあい広場 ○福祉センター内に、地域住民が自由に掲示できる助けあい用の掲示板を設置し ○助けあい用掲示板の活用・・・随時
　掲示板の活用 　活用を図る。

３　介護保険事業・障害者総合支援事業の推進

事　　　業

１）居宅介護 ①指定居宅介護支 ○要介護認定者が在宅サービスを適切に利用できるようケアプランを作成すると ○人員体制　５人　（うち兼務１人）　常勤換算　４．２人

　支援事業 　援事業 　ともに、ケアプランに基づいたサービスが提供されるよう、医療機関及び各事業 　年間延べ利用件数　１，３９１件、介護保険総収入２１，４５０，９２０円（前年度２０，５４４，０３０円）

　(ケアプランの作成) 　者等との連絡調整を行う。

○内部、外部の研修を強化し、介護支援専門員の資質向上を目指す。

　るよう社会資源の活用及び開発を推進する。

②介護予防・日常生活○包括支援センターの委託を受け介護予防・日常生活支援総合事業の対象者が ○年間延べ利用件数　９４８件　受託収入４，１７４，４００円（前年度４，０９２，２５０円）

　支援総合事業

  （ケアプランの作成) 　基づいたサービスが提供されるよう、医療機関及び各事業者等との連絡調整を

　行う。

２）在宅サー ①訪問介護サービス ○要支援・要介護者に対し、安定した質の高い訪問介護サービスを提供し、在宅 ○人員体制　14人　　　常勤換算　9.6人

  ビス事業 　事業（ホームヘルパ 　生活の支援を行う。 　(介護)　延べ利用回数４，６５５回、介護保険総収入１７，７７４，１５０円（前年度２１，５５５，５２６円）

　ーの派遣） 　(予防)　延べ利用回数２，２１８回、介護保険総収入９，０２８，１９０円（前年度９，０６１，６５０円）
　 ○要支援・要介護認定を受けている方を対象とした、旭川への通院介助を支援す

　る移送サービスの拡大。

○ホームヘルプサービスを利用するひとり暮らし高齢者に安否確認訪問を実施し

○年間延べ利用回数　１，０５７回、総収入３，９７３，４９０円（前年度５，６６９，５８０円）
　

３）通所サー ①小規模通所介護 ○小規模だからこそ出来る個別対応の充実を図り、利用者の求める在宅生活の ○人員体制　１０人　　常勤換算　４．２人

  ビス事業 　支援に努める。 　　延べ営業日数　３１１日、　延べ利用者数２，１９０人（前年度２，３９５人）　

○担当ケアマネ及び各サービス事業者と連携し、質の高いサービスを提供する。 　　1日当たり利用者数　７．０４人　　（前年度７．６７人）

　　介護保険総収入１６，６２８，３７０円　　（前年度１６，６３５，４１０円）

　在宅サービスを適切に利用できるようケアプランを作成するとともに、ケアプランに

○ケアマネ及び他の事業所との連携を深め、サービスの質の向上を目指す。

○障害者総合支援法に基づき、身体障がい者、知的障がい者、障がい児、 精神

　障がい者に対し、適正な指定居宅介護サービスを提供 し、安定した サービスと

　質を確保して、在宅生活の支援を行う。

○職員の資質向上を図るために内部・外部研修の充実を図る。

　地域福祉の分野への貢献を図る。

(28年度から地域密着型通所

介護へ移行）

○サービスを安定的、効率的に提供し、利用しやすい環境整備を図る。

具　体　的　事　業 　　　　　事　　　業　　　実　　　績事　　業　　の　　概　　要

○地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域のつながりや支え合いが強化され



事　　　業 具　体　的　事　業 事　　業　　の　　概　　要 　　　　　事　　　業　　　実　　　績

　 ○営業日は通年で週６日

　合計　《介護保険等総収入７３，０２９，５２０円　　（前年度７７，５５８，４４６円　）》　

４　ボランティア活動の充実

事　　　業

ボランティア ①ボランティアセン ○ボランティア活動の育成・支援・連絡調整 ○ボランティアセンター運営委員会の開催（４月、９月）

 活動推進 　 ターの運営 ○ニーズの発掘と活動の拡大・充実

　　事業 ○ボランティアセンター運営委員会の開催（年２回）

②ボランティア活動 ○丘のまちフリーロード清掃（年２回）・福祉センター内外の環境美化活動（年２回） ○高齢者福祉住宅窓清掃（５月参加者４７人、１０月参加者３５人）

　 　・高齢者福祉住宅の窓ガラス清掃(年２回) 〇福祉センター窓清掃（５月参加者２０人、１０月参加者１９人）

○行政、福祉施設、福祉関係団体主催行事への支援 ○フリーロード清掃（５月参加者　７２人）

○ふれあい昼食会、ひとり暮らし高齢者訪問活動等への協力 ○歳末餅つき交流会（１２月１４日開催、参加者１３４人）

○歳末餅つき交流事業を主催、運営する。 〇ボランティアカフェ（６月参加者２７人、１０月参加者１６人、２月参加者２３人）

○サロン活動への協力

５　福祉センターの管理等

事　　　業

　施設管理 ①福祉センター ○指定管理者の指定を受け施設内外の管理及び施設利用受付、 利用調整、利 ○年間利用者数 　８，９２８人（前年度９，７６２人）

　管理業務の受託 　 用料徴収業務を実施する。 ○会場使用料収入　３１件　　７５，０３０円

６　社会福祉協議会活動・組織の強化

事　　　業

①事務局体制の ○福祉活動専門員を中心にサロン事業を実施した。

　　強化

②社協経営基盤 ○居宅介護事業所：毎週事業所内会議を開催し、事例検討及び勉強会を実施した。

　　強化 ○訪問介護事業所：毎月事業所内会議を開催

○通所介護事業所：毎月事業所内会議を開催

〇介護従事者確保総合推進事業の補助金によるキャリアパス研修を開催

　講師：福辺　節子氏　４日開催（８月２日、１０月２日　参加者：延べ５２名）

③関係各種団体等 ○行政区、町内会、地域の福祉推進部長及び地域の民生委員児童委員と連携を ○総会等への出席（会長）

　 の連携強化 　深め、地域のなかで暮らす人たちが相互に支えあえる取り組みを進める。 　・老人クラブ連合会（４月、７月、８月）　　・民生委員児童委員協議会（４月）

　・高齢者事業団（４月）　　・美瑛慈光会観音祭り（６月）、慈光園開設記念式典(１２月）

　・社会福祉法人新生会すずらん祭り（７月）　・訪問介護ステーション運営委員会（８月）

　・身体障害者福祉協会（４月、1２月）　　　　　・くらしのたすけ合い（４月）

　・手をつなぐ育成会（１月、３月）　　　・健康と福祉のまちづくり会議（４回）

　・地域福祉総合連携会議（３回）　　　　・地域教育推進会議（２回）　等

２）役職員の 各種研修事業 ○道社協等の主催する研修会等に参加し、役職員の資質向上を目指す。 ○道社協主催、会長・事務局長会議（６月）

　研修等の 　 ○道社協主催、社協・生活支援活動強化方針普及セミナー（１０月）

　推進 ○共同募金担当者研修（４月）

　調整を密に行う。

○介護保険関係３事業のサービス向上のための職場内研修を行い、経営基盤
の強
　化を図る。

　　　　　事　　　業　　　実　　　績事　　業　　の　　概　　要

具　体　的　事　業 事　　業　　の　　概　　要 　　　　　事　　　業　　　実　　　績

１）社会福祉
協議会活動
組織強化

具　体　的　事　業

具　体　的　事　業

○地域福祉活動強化のため、専門職員を配置し、福祉関係団体・地域住民との連
絡

　　　　　事　　　業　　　実　　　績事　　業　　の　　概　　要



事　　　業 具　体　的　事　業 事　　業　　の　　概　　要 　　　　　事　　　業　　　実　　　績

３）普及・啓発 広報誌(社協だより) ○予算・決算を含め社協及び福祉団体等の活動状況を広く町民に知ってもらうため ○毎月１回発行

　活動 　 の発行 　 社協だよりを発行する。

７　理事会・評議員会等の運営

事　　　業

１）理事会の 理事会及び部会の ○理事会：年に６～７回程度開催 （理事会）６月、８月、１１月、１月、３月に開催(計５回)

   開催 　開催 ○三役会、総務部会、地域福祉部会、在宅福祉部会：随時開催 （三役会議）５月(１回）

２）評議員会 ①第１回評議員会  開催期日：平成３０年６月　　平成２９年度事業報告・決算 ○第１回評議員会 平成３０年６月　　平成２９年度事業報告・決算　

　 の開催 ②第２回評議員会  開催期日：平成３１年３月　　平成３１年度事業計画・予算 ○第２回評議員会 平成３１年３月　　平成３１年度事業計画・予算

３）監査の実 　定期監査 　四半期ごとに年４回実施 ６月、８月、１１月、３月に実施

　　施

４）ボランティア 　社協主催の各種  社協が主催する各種活動に､役員の積極的参加を図る。 ○ふれあい昼食会参加（７月）

　活動への 　活動 ○ひとり暮らし高齢者訪問活動参加（１０月、１月）

　積極的参加

５）その他 　生活福祉資金貸付調査委員会、福祉金庫運営委員会、結婚相談員連絡会議、 ○心配ごと相談員全体会議（４月）

　会議の開催 　心配ごと相談員全体会議等の開催 ○福祉金庫運営委員会（６月）

具　体　的　事　業 事　　業　　の　　概　　要 　　　　　事　　　業　　　実　　　績


