令和３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
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説
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社会福祉事業・本部拠点
１．法人運営
【収入】

会費収入

27,772,609円

1）組織運営
1,328,200円

顕彰審査会（1回）、広報編集委員会(1回)

市町村補助金収入

評議員選任・解任委員会（1回）

9,519,047円

○第６期 更別村地域福祉活動計画の実践と評価

受託金収入

○会員の増進と会費徴収・弔意・見舞金の贈呈
633,550円

○十勝地区社協会長・事務局長会議、十勝社会福祉連絡協議会理事会、

受取利息配当金収入

十勝地区ボランティアセンター総会、十勝地区災害ボランティア組織連携

192円

会議、十勝管内市町村長・社協会長地域福祉懇談会等への出席

雑収入

○自主財源づくり（カレンダー市…売上：27,200円）
8,391,060円 2）研究・研修

7,900,560円
人件費支出

27,654,639円

○全道社協会長・事務局長研究協議会、法人役員研修、社協づくり研修、
その他総務、労務、災害対応・報告等にかかる研修への参加

退職手当積立基金取崩収入

【支出】

○理事会（6回）、評議員会（2回）、正副会長会議（4回）、

○職員研修の開催（1回）
3）広報活動

23,647,682円

○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）

事業費支出

○ホームページの管理更新、広報「ふれあい」の発行（年3回）
114,760円 4）生活福祉資金貸付

事務費支出

○道社協生活福祉資金貸付相談窓口及び事務手続き
・教育支援資金：2件（2件とも償還中）

2,145,877円

・緊急小口資金【新型コロナ特例貸付】：新規6件(計11件)

助成金支出

・総合支援資金【新型コロナ特例貸付】：新規4件(計5件)
760,000円 5）相談援助

負担金支出

6）福祉団体活動支援
159,400円 7）共同募金運動への協力

○心配ごと相談所の設置・対応（4件）
○老連（720,000円）、親と子の会（40,000円）
○更別村共同募金委員会の事務局運営、募金箱の設置

器具及び備品取得支出 8)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
132,000円 9)行政の委員会等への参画 ○村保健福祉推進委員会、夢大地さらべつ推進委員会、
村民生委員推薦会、村環境美化推進協議会、

退職手当積立基金預金支出

694,920円

村生涯活躍のまち推進協議会、村地域公共交通活性化協議会、
村人材育成推進協議会、村在宅医療・介護連携推進協議会、
村地域包括支援センター運営協議会、村自立支援協議会等
10）地域奉仕活動

○老人保健福祉センター周辺の清掃活動（5回･延29名）

1）小地域ネットワーク

○小地域ネットワーク活動（21行政区へ計535,800円助成）

２．共同募金配分金
【収入】

市町村補助金収入

2,272,080円

100,000円
一般募金配分金収入

活動推進
2）社協だよりの発行

1,270,546円

・行政区単位の見守り声掛け等助け合い活動への助成
○広報 社協だより「ふれあい」の発行（全戸配布）
・95、96、97号 年3回発行 499,400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（3回） 延15名参加

894,034円 4）更別村社会福祉表彰式
雑収入

5）ふれあい郵便

○第9回更別村社会福祉大会を縮小し5個人･2団体･2法人の功労を表彰
○80歳以上世帯･計275件へお手紙を送付 ※令和3年度で事業終了

7,500円 6）災害ボランティアセンター整備 ○災害時に活用するインバーター発電機を購入 ※固定資産

【支出】

一般募金配分金事業費 7）落語×福祉講演会

2,696,990円

1,432,540円 8）歳末義援金の配布
歳末たすけあい助成金事業費

1,000,000円
事務費（消費税）

○“お笑い福祉士”笑福亭学光氏のオンライン講演会を開催（参加者46名）
○歳末義援金のお届け
長期在宅療養者8名、重度心身障害者14名、高齢56世帯、
母子父子寡婦18世帯、その他4世帯
計100件 1,000,000円を助成 ※ 地域振興のためどんぐり商品券で贈呈

450円
固定資産取得支出
264,000円
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社会福祉事業・本部拠点
３．福祉活動
【収入】

市町村補助金収入

13,048,058円

1)社協会費の依頼

5,176,103円 2)福祉団体活動支援
受託金収入
5,070,000円

地域福祉専門員を配置

更別村手をつなぐ親と子の会の事務局
3)生活支援体制整備事業

1,199,360円

○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事業
・協議体「ささえ愛さらべつ」の開催（5回）

雑収入

・研修参加(2回)、村のおとグループ自主活動の支援(随時)
223,435円

退職手当積立基金取崩収入

・更高生と話そう会（1回・24名）、ミュージック鑑賞会（2回･延17名）
4)成年後見制度利用促進

1,379,160円

○さらべつ成年後見センターの設置運営
・制度の周知「啓発講演会」（延2回･91名）

人件費支出

13,503,383円

○福祉団体活動支援

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・

高齢者等生活支援利用料収入

【支出】

○一般・賛助会員の増進と地域福祉事業への会費充当

○日常生活自立支援事業（契約中：1名）

5,993,955円

指揮監督者・自立生活支援専門員・生活支援員研修(4名)

事業費支出

○あんしんお預かりサービス事業 ※実績なし
937,694円 5)高齢者等生活支援事業

事務費支出

○高齢者等生活支援事業（村補助事業）
配食・寝具乾燥･除雪サービスの実施

6,515,734円

1.配食 実利用49名・延4387食（配達時間≒544時間）

助成金支出

2.寝具乾燥 延利用17名 年2回実施
56,000円

3.除雪 実利用32・延181名 延11日稼働 除雪時間≒80時間
6)コミュニティカフェの開催

○老人保健福祉センターロビー「カフェゆーゆ」 延19回開催・飲物895杯

7)Ｈ.Ｅ.Ａ.Ｒ.Ｔ（ハート）事業 ○担当職員の配置と周知
8）在宅高齢者見舞金

○長期に亘り在宅療養している高齢者へ見舞金を贈呈 該当者17名

9)サロンの運営協力

○サロンの運営協力
・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」
○ボランティア団体が行う一人暮らし高齢者交流会への助成（20,000円）
○地域交流サロンの活動費を助成（2グループへ合計36,000円）

10）福祉用具・車両の管理

○福祉用具の管理・貸出（用具貸出延36件、車両貸出延10件）

４、基金運営
【収入】

寄付金収入

5,683,227円

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）

700,000円

○善意の金品の受入・払出

受託金収入
121,000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（9月） ※社協だよりにも年3回掲載
＜寄付金を財源とした事業＞ ○各種助成・見舞事業

498円
雑収入

・災害見舞金の交付（12月の暴風災害に対し、48件へ計435,000円）
・母子家庭等入学支度金（高校に入学する3世帯へ計150,000円）

20,500円
Vセンター積立資産取崩収入

1,656,692円
介護保険基金取崩収入
3,184,537円

【支出】

預託金7件・預託品20件

○ボランティア活動の支援（保険対応90名、情報提供、依頼調整等）

事業費支出

8,642,077円

・生活困窮世帯へ食料品、牛乳贈答券をお届け
・ボランティア団体活動助成（1グループへ63,000円）
・小地域「除雪支援事業」（8地域 22件 110,000円）
○認知症家族支援事業「介護カフェ」の開催（14回、209名参加）
○児童生徒を対象にした体験・交流事業の開催
・福祉教育の協力（更別小学校4年生24名･延2回）

803,267円
事務費支出

・福祉のお仕事体験「配食サービス」（小学生･11名）
○ボランティア講座の開催

145,958円
助成金支出

・防災リュック作り方セミナー（10名）、傾聴講座（17名）
○更別村ボランティアすずらん会事務局

173,000円
Ｖセンター積立資産支出

1,149,302円 2）福祉基金管理
介護保険基金積立資産支出 3）介護保険安定化基金管理

6,370,550円

○更別ふまねっと かしわの会事務局
・健康教室の開催（定例8回、出張3回、延122名参加）
○福祉事業安定化のための基金の管理
○介護保険事業安定化のための基金管理
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５、資金貸付
【収入】

法外援護償還金収入

250,023円

1）法外援護資金の貸付

○法外援護資金の周知並びに相談対応

2)奨学金の貸付

○奨学金貸付事業の周知並びに相談対応

1）生活援助員の派遣

○シルバーハウジングにおける相談援助業務

50,000円
受取利息配当金収入

・貸付：2件→償還中：1件
※実績なし

23円
法外援護積立資産取崩収入

200,000円

【支出】

法外援護貸付金支出

450,023円

200,000円
法外援護積立資産支出
50,008円
奨学金積立資産支出
200,015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

3,716,000円
【支出】

3,716,000円

・相談援助40件、安否再確認326件、一時的家事援助10件、
・関係機関との連絡調整77件

人件費支出 3,425,188円

3,720,960円 事業費支出 19,796円

・団らん室における自主活動の支援

事務費支出 276,046円

・診療所出前宅配便健康講座、行政による説明会等の開催

２、老人保健福祉センター管理
【収入】

市町村受託金収入

5,701,233円
雑収入

【支出】

1）老人保健福祉センター

5,687,000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

14,233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 5,512,366円

5,921,653円 事業費支出 39,859円
事務費支出 369,428円

３、介護予防生活支援
市町村受託金収入
【収入】
2,119,690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39回実施 登録者42名 延利用者911名

857,000円

・送迎 延540名 ≒86時間

②いきいき脳の健康教室

・協力ボランティア 延25名

906,000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45回実施 登録者16名 延利用者457名

356,690円

・協力サポーター 延166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 597,000円

1,983,338円 事業費支出 444,592円 3）移送サービス事業
事務費支出 941,746円

○村が行う高齢者介護予防事業「まる運動教室」の送迎
・延1347名 ≒196時間
○高齢者・障がい者の村内通院送迎「移送サービス」
・延399名 ≒99時間

社会福祉事業・介護保険拠点
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

6,352,903円

5,884,710円

・要介護１～５の方の月間計画作成件数 延463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）

450,480円
雑収入
17,713円

【支出】

人件費支出

7,731,780円

・要支援１、２の方の月間計画作成件数 延92件
○介護保険要介護・要支援認定調査（受託事業）
・要介護、要支援の方の更新時認定調査の実施 延10件
○サービス担当者会議の開催

6,779,574円
事業費支出

○地域ケア会議、コムニの里さらべつ入所判定審査会等への出席
○虐待防止推進研修会、在宅医療多職種連携セミナー等への参加

405,276円
事務費支出
120,350円
退職手当積立基金預金支出

426,580円
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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

16,706,891円

1）高齢者勤労事業

2,000,000円

・担当を配置し依頼対応、作業調整

市町村受託作業料収入

・登録会員14名（男性10名、女性4名）

8,088,121円

・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

その他の受託作業料収入

3,894,869円

公共施設の草・芝刈等

受取利息配当金収入

すももの里樹木整備

120円

一般企業・団体・個人からの依頼作業（清掃、草刈等）

雑収入

除雪作業
5,181円

・高齢者勤労事業就労報告会・登録会員会議（総会）
・運営会議（1回）

車輌等購入基金取崩収入

2,718,600円

【支出】

人件費支出

15,393,704円

○高齢者就労の場の開拓と生きがい提供

2)移送・送迎業務

2,256,408円
事業費支出
8,550,901円
事務費支出
1,994,699円
固定資産取得支出
2,591,600円
車輌等購入基金積立支出

96円

83,622,714円

収入合計

87,698,547円

支出合計

・夏季研修会（1回）
○職員による送迎・移送サービス業務（延≒381時間）
職員による配食サービス配達業務（延≒543時間）

