令和元年度 社会福祉法人更別村社会福祉協議会 事業報告（決算額説明資料）
拠点区分
内
決算額
サービス区分
社会福祉事業・本部拠点
１．法人運営
会費収入 1,264,600円 1）組織運営
【収入】
21,124,815円 市町村補助金収入
13,256,000円
受託金収入 568,200円
受取利息配当金収入
168円
雑収入 6,035,847円
人件費支出
【支出】
15,013,437円
20,522,022円
事業費支出
150,419円
事務費支出
2,033,063円
助成金支出
990,000円
負担金支出
224,000円
固定資産取得支出
1,019,343円

容

説

明

○理事会(5回)、評議員会(2回)、正副会長会議（1回）、部会（3回）
○第６期 更別村地域福祉活動計画の実践と評価
○さらべつ版生涯活躍のまち実施事業検討への参画
2）研究・研修
○北海道社会福祉大会（札幌市）に参加～障害サービス事業所を視察
○役職員研修の開催（池田町）
○社協会長・事務局長研究協議会等への参加
○自主財源づくり（カレンダー市…売上：33,500円）
3）広報活動
○北海道社会福祉協議会「明るい社会」、社協情報「NORMA」、
福祉新聞、その他情報誌の設置（老福センター）
○ホームページの管理更新、広報「ふれあい」の発行（年3回）
4）生活福祉資金貸付
○道社協生活福祉資金貸付相談窓口及び事務手続き
・貸付中：2名2件、償還中：2件
5）福祉団体活動支援
○老連（720,000円）、身障分会（230,000円）、親と子の会（40,000円）
6）相談援助
○心配ごと相談所の設置・対応、出張相談の周知
7)地域包括ｾﾝﾀｰ職員派遣 ○地域包括支援センターへの職員の派遣
8）実習生の受入れ
○更別農業高等学校より現場実習1名受入れ

退職手当積立基金預け金支出

1,091,760円

２．共同募金配分金
市町村補助金収入
1）小地域ネットワーク
【収入】
175,000円
活動推進
2,504,667円

○小地域ネットワーク活動（22地区へ計577,800円助成）
・行政区を小地域の単位とする地域助け合い活動への助成
一般募金配分金収入
2）社協だよりの発行
○広報 社協だより「ふれあい」の発行（全戸配布）
1,475,960円
・89、90、91号 年3回発行 496,240円
歳末たすけあい配分金収入 3）家族介護者元気回復事業 ○家族介護者のつどいの開催（4回） 延18名参加
844,707円 4）ふれあい郵便
○ふれあい郵便（更別、上更別小児童より80歳以上世帯・計303件へ）
雑収入
5）ふれあい広場
○ふれあい広場2019さらべつの開催（来場者294名、438,317円）
9,000円 6）災害ボランティアセンター整備 ○災害時に活用する物品（レスキューキャリー等）を購入
一般募金配分金事業費 7）健康づくり講演会
○室伏由佳さん講演会の開催（参加者34名）
【支出】
1,995,841円 8）歳末義援金の配布
○歳末義援金のお届け
2,985,841円
歳末たすけあい助成金事業費
長期在宅療養者5名、重度心身障害者14名、高齢62世帯、
990,000円
母子父子寡婦13世帯、その他5世帯
計99件 990,000円を助成 ※ 地域振興のためどんぐり商品券で贈呈

３．福祉活動
市町村補助金収入
1)社協会費の依頼
【収入】
7,146,178円 2)福祉団体活動支援
16,861,137円

○一般・賛助会員の増進と地域福祉事業への会費充当
○福祉団体活動支援 地域福祉専門員を配置
受託金収入
更別村老人クラブ連合会・十勝地区身体障害者福祉協会更別村分会・
8,100,900円
更別村手をつなぐ親と子の会の事務局、更別村睦の会の運営支援
高齢者等生活支援利用料収入 3)生活支援体制整備事業
○生活支援コーディネーターの配置による生活支援体制整備
1,593,800円
・これからの暮らし方を考える冊子づくりワークショップ（計5回･120名参加）
雑収入
4)成年後見制度利用促進 ○さらべつ成年後見センターの設置運営（情報収集、周知活動等）
20,259円
○日常生活自立支援事業（契約中：1名）
人件費支出
指揮監督者・自立生活支援専門員研修・生活支援員研修会への参加
【支出】
8,925,366円
○あんしんお預かりサービス事業
18,095,228円
事業費支出
5)高齢者等生活支援事業 ○高齢者等生活支援事業（村補助事業）
688,565円
配食・寝具乾燥･除雪サービスの実施
事務費支出
1.配食 実利用69名・延5800食（配達時間≒693時間）
8,120,377円
2.寝具乾燥 延利用14名 年2回実施
助成金支出
3.除雪 実利用24・延150名 延17日稼働 除雪時間≒132時間
74,000円 6)Ｈ.Ｅ.Ａ.Ｒ.Ｔ（ハート）事業 ○担当職員の配置と周知
退職手当積立基金預け金支出 7）長期在宅療養者見舞
○長期在宅療養者への見舞金贈呈 該当者11名
286,920円 8）敬老会記念品贈呈
○村敬老会出席者への記念品贈呈 75歳以上196名分
9）遺族会への助成
○更別村遺族会護国神社参拝助成、追悼式・慰霊祭献花料の支出
10)サロンの運営支援
○サロンの運営支援
・ふれあいサロン、わんぱくキッズ、上更別地域交流サロン「ポピー」、
上更別地域交流サロン「ほっと」、はーとるーむ
○地域交流サロンの活動費を助成（2グループへ合計44,000円）
11）福祉用具・車両の管理 ○福祉用具の管理・貸出（用具貸出延47件、車輛貸出延20件）

令和元年度 社会福祉法人更別村社会福祉協議会 事業報告（決算額説明資料）
拠点区分
サービス区分
４、基金運営
【収入】

内

決算額

寄付金収入

5,375,818円

容

明

1）ボランティアセンターの運営 ○ボランティアセンター運営委員会の開催（3回）

2,486,351円

○善意の金品の受入・払出

受託金収入

預託金26件 預託品15件

○ボランティア活動の支援（保険対応103名、情報提供、依頼調整等）
118,800円

受取利息配当金収入

○ボランティアセンターだよりの発行（8月）
＜寄付金を財源とした事業＞ ○各種助成・見舞事業

3,641円

・ボランティア団体活動助成（1グループへ80,000円）

雑収入

・小地域「除雪支援事業」（8地域 23件 115,000円）
17,100円

○認知症家族支援事業「介護カフェ」の開催（15回、201名参加）

介護保険基金取崩収入

○ボランティア関連研修会の情報提供と参加支援

2,749,926円

【支出】

説

・ボランティアミニ愛ランドかみしほろ（11名）

事業費支出

1,883,894円

○児童生徒を対象にした体験・交流事業の開催
71,162円

・福祉教育の協力（更別小学校4年生30名）

事務費支出

・春休み交流「シルバーハウジング」（7名）
106,028円

・夏休みボランティア「コムニの里さらべつ夏祭り」（3名）

助成金支出

・リサイクルセンターボランティア体験（4名）
195,000円

○更別ふまねっと かしわの会の活動支援
・健康教室の開催（定例9回、出張5回、延170名参加）

介護保険基金積立資産支出

546,475円 2）福祉基金管理

○福祉事業安定化のための基金の管理

Ｖセンター積立資産支出 3）介護保険安定化基金管理 ○介護保険事業安定化のための基金管理

965,229円

５、資金貸付
【収入】

受取利息配当金収入

23円
【支出】

1）法外援護資金の貸付

23円 2)奨学金の貸付

○法外援護資金の周知並びに相談対応
○奨学金貸付事業の周知並びに相談対応

法外援護資金積立資産支出

100,023円

10円
奨学金積立資産積立支出

100,013円

社会福祉事業・受託事業拠点
１、シルバーハウジング生活援助員派遣
【収入】

市町村受託金収入

3,530,000円
【支出】

1）生活援助員の派遣

3,530,000円

○シルバーハウジングにおける相談援助業務
・相談援助100件、安否再確認299件、一時的家事援助83件、
・緊急時の対応25件

人件費支出 3,107,160円

3,379,792円 事業費支出 10,000円

・団らん室における余暇活動、昼食会、地域食堂、その他自主活動の支援

事務費支出 262,632円

・更農高福祉分会等との地域交流支援

２、老人保健福祉センター管理
【収入】

市町村受託金収入

5,605,428円
雑収入

【支出】

1）老人保健福祉センター

5,592,000円

○老人保健福祉センター管理運営
・温泉及び健康増進室の窓口業務、券売管理、貸館対応等

13,428円

・嘱託職員を配置し温泉並びにセンターを管理

人件費支出 5,230,708円

5,568,649円 事業費支出 22,732円
事務費支出 315,209円

３、介護予防生活支援
【収入】

市町村受託金収入

1,888,091円 ①元気クラブ

1）通所型介護予防事業
の実施と送迎

・毎週木曜日延40回実施 登録者43名 延利用者972名

803,000円

・送迎 延372名 ≒71時間

②いきいき脳の健康教室

・協力ボランティア 延23名

890,000円

○いきいき脳の健康教室さらべつ校「大人のまなびや」の実施

③送迎・移送サービス

・毎週火曜日延43回実施 定員18名 延利用者656名

195,091円

・協力サポーター 延186名
2）利用者送迎業務

【支出】

○健康教室「元気クラブ」の実施と送迎

人件費支出 547,000円

1,764,003円 事業費支出 412,685円 3）移送サービス事業
事務費支出 804,318円

○村が行う高齢者介護予防事業「まる運動教室」の送迎
・延873名 ≒119時間
○高齢者・障がい者の村内通院送迎「移送サービス」
・延258名 ≒49時間

令和元年度 社会福祉法人更別村社会福祉協議会 事業報告（決算額説明資料）
拠点区分
サービス区分
社会福祉事業・介護保険拠点

内

決算額

容

説

明

１、居宅介護支援
【収入】

居宅介護支援介護料収入 １）介護保険ケアマネジメント ○要介護者に対するケアプラン作成・相談助言・調整等

5,264,729円

4,501,540円

・要介護１～５の方の月間計画作成件数 延360件

介護予防支援介護料収入 2）介護予防ケアマネジメント ○要支援者に対する予防プラン作成・相談助言・調整等（受託事業）

746,270円

・要支援１、２の方の月間計画作成件数 延159件

雑収入

○介護保険要介護・要支援認定調査（受託事業）
16,919円

【支出】

・要介護、要支援の方の更新時認定調査の実施 延10件

人件費支出

7,941,860円

○サービス担当者会議の開催

6,586,229円

○地域ケア会議、グループホーム運営推進会議等への出席

事業費支出

○その他、管理者研修・虐待防止推進研修会等への参加
580,874円

事務費支出
237,583円
固定資産取得支出
141,534円
退職手当積立基金預け金支出

395,640円

公益事業・高齢者勤労部門会計拠点
１、高齢者勤労事業
【収入】

市町村補助金収入

13,671,457円

1）高齢者勤労事業

2,000,000円
市町村受託作業料収入
7,892,594円
その他の受託作業料収入

3,778,725円
受取利息配当金収入
138円

【支出】

人件費支出

17,539,741円

・担当を配置し依頼対応、作業調整
・登録会員22名（男性17名、女性5名）
・村からの受託事業、団体･個人からの委託作業の実施
資源物リサイクル業務
公共施設の草・芝刈等
すももの里樹木整備
有害鳥獣防護柵業務
一般（団体）依頼作業

3,089,280円
事業費支出

一般（個人）依頼作業
除雪

8,206,689円
事務費支出

その他業務
・運営委員会（1回）

2,102,166円
器具及び備品取得支出 2)移送・送迎業務
141,534円
車輌等購入基金積立支出

4,000,072円

75,826,165円
74,212,404円

○高齢者就労の場の開拓と生きがい提供

収入合計
支出合計

・研修会（1回）
○職員による送迎・移送サービス業務（延 241時間）
職員による配食サービス配達業務（延 693時間）

