平成 28 年度
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～共に支えあう安心・安全・福祉のまちづくり～
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平成 28 年度由仁町社会福祉協議会事業報告
『基本方針：共に支えあう安心・安全・福祉のまちづくり』に基づき、
町民会員各位のご協力をいただき、各種事業を推進しました。
事業推進の財源には、社会福祉協議会会員会費をはじめ、由仁町からの補助金、委託
金のほか、各種介護事業報酬を充てました。
［法人運営活動］
平成 28 年３月 31 日に社会福祉法の改正が行われ、当社会福祉協議会においても定款
を改正するとともに理事、評議員及び運営協議会委員など役員の構成についても検討の
うえ、新体制を樹立しました。また、福祉だよりの発行やホームページの活用を図るな
ど広報活動にも取り組みました。今後も、法に基づいた法人社協として会計・労務の基
盤整備を進めてまいります。
［地域の福祉活動］［ボランティア活動］
高齢社会において、地域に暮らす皆さんが仲間としてともに支え合い、助け合ってい
くことが求められるため、老人クラブ連合会、身障福祉協会及び自治区連合会の団体事
務を通じて、地域とより密着した地域福祉活動を推進しました。
また、地域社会福祉活動の一環として、共同募金委員会と協力のうえ、共同募金運動
の普及活動の推進や「いきいきふれあいサロン」や「福祉のつどい」を地域の皆さんと
一緒に継続して実施しました。
ボランティア事業活動では、センター機能の充実を図るため、福祉教育の推進やボラ
ンティアスクールの実施、ボラ連（ボランティア活動団体連絡会）活動の育成支援をし
ました。
さらに、由仁町健康元気づくり館の指定管理事業を継続し、町民の施設利用の向上を
図りました。
［介護事業］［指定管理事業］
今年度も町民の安心と安全を図りながら、訪問・通所介護事業、居宅介護支援事業及
び老人短期入所事業/介護老人福祉施設ほほえみの家の指定管理事業を実施しました。
事業経営の安定化を図るため、入所者の確保を推進し、また、安全な施設運営のために
人材の確保を図りました。しかしながら、高齢者の増加と労働人口の減少に伴い人材の
確保は非常に厳しい状況が続いています。今後とも、人材の確保に努力してまいります。

◎法人運営の強化
～法人組織・組織の基盤づくり～
・社会福祉法人会計等法制に基づく適正管理
・福祉だより等活動報告の発行と社協ホームページの有効活用
・地域福祉関係団体との連携
・福祉人材の育成支援
重点事項

目的・事業概要

法人組織運営の推進
組織体制基盤の強化

・開かれた法人運営を基
本に本会の円滑な運営の
ため計画の立案及び進捗
の管理。また、組織・事
業・財務の評価により効

具体的な事業報告
・理事会９回
・評議員選任委員会１回
・評議員会３回
・理事協議会１回
・監事会４回（3 か月毎実施）

果的、効率的な運営を行 ・法人会員等拡大につとめ、会費等
った。
自主財源の確保をした。
・人材の育成と組織力の （会費の内容）
向上を図った。
一般会費 1,228,900 円
特別会費 196,000 円 87 件
賛助会費 600,000 円 59 件
社会福祉法人会計等 ・社会福祉法人が統一さ ・会計事務所とのアドバイス契約に
法制に基づく適正管 れ た 新 会 計 基 準 に 基 づ よる適正化を推進した。
理
き、適正な執行を行った。
福祉だより等活動報 ・社会福祉協議会事業の ・福祉だよりの発行 年３回
告の発行と社協ホー 広報による社協活動の理 ・町内回覧・無線放送で活動の周知
ムページの有効活用 解を図った。
に努めた。
・ホームページ（全国社協「社協の
杜」）を開設し事業内容、会計状
況等を公表した。
・自由通路展示ケースの活用。
地域福祉関係団体と ・協力団体の理解と連携 ・民生委員協議会、老人クラブ連合
の連携
を推進した。
会、身障福祉協会、自治区連合会
などの参加で福祉のつどいを開
催した。
福祉人材の育成支援

・福祉人材不足の解消や ・各種研修会への参加。職員全体の
職員の福祉資格取得の助
内部研修の実施。
長を推進した。

◎地域福祉活動の推進
～住み慣れた地域でいつまでも暮らす環境づくりの推進～
・福祉関係団体委任事務の推進
・共同募金関係事業の推進(赤い羽根共同募金運動・歳末助け合い運動)
・ふれあいサロンの充実(町委託事業)
・福祉のつどい＆ふれあい広場の開催
・無料法律相談の開催
・地域福祉活動の継続推進とあいさつ運動の推進
・(指定管理事業)由仁町健康元気づくり館の運営
重点事項

目的・事業概要

具体的な事業報告

福祉関係団体委任事務の ・関係団体と地域福祉活 ・委任事務
推進
動を推進した。
老人クラブ連合会・身障福祉
協会・自治区連合会
共同募金委員会への協力

・ 共同募金運動の普及と

7・8 月街頭募金活動(由仁・三川)
推進を図り自治区長で構
共募ぬりえ展示会 10/1-10/30
成する共同募金委員会事 10 月赤い羽根共同募金・法人等
業を社協役員、関係団体
募金 募金総額 1,426,365 円
で支援した。
12 月歳末たすけあい運動
募金総額
742,562 円
・義援金の配分推進会議 12/21
・見舞金交付式の開催 12/26

ふ れ あ い サ ロ ン の 充 実 ・高齢社会の中で、外出 ・高齢者生きがい事業の実施。
(町委託事業)

機会の助長と地域内外で
(バス利用) 延 58 名
の交流活動を通じて、孤 ・地域でのふれあい活動を推進
独感の解消を図るほか、
する「いきいきふれあいサロ
各種サービスへの取次ぎ
ン」で趣味の文化活動や食事
や内容のお知らせを充実
会、茶話会、町の匠健康講話
させた。
を開催。 延 204 名

福祉のつどいの開催
(町委託事業)

・福祉活動の発展を願い、 9 月 10 日(土)
福祉功労者の表彰をはじ
表彰 団体 2 組、個人 2 名、
め、老人クラブ演芸発表
老連 24 名（老人福祉功労）
の場として開催。
参加人数 310 名

ふれあい広場の開催

・ボランティア、文化サ 9 月 10 日(土)
ークルが一同に集い模擬
11:00～開会
店や福祉施設からの出店
14:00～お楽しみ抽選会
で開催。
ゲスト
石川一男社中民謡元気組
由仁空手クラブ少年団
由仁馬追子ども太鼓

重点事項

目的・事業概要

具体的な事業報告

無料法律相談の開催

・札幌弁護士会の協力の ・第2金曜日/げんき館毎週町の

（電話 82-2167）
心配ごと相談事業
（電話 82-2340）

もと、南空知 4 町社協が
無線で広報 利用者24名
協力して、毎週金曜日無 ・暮らしの法律講座
料法律相談会を開催。
3月13日（月）参加者40名
・暮らしの法律講座開催。
テーマ「相談と遺言」

地域福祉事業

・会費、寄付金をはじめ
町委託金、共同募金、歳
末たすけあい募金の助成
を受けて、地域福祉活動
を推進するとともに、事
業の推進に当たっての関

・福祉杖への助成 23 本配布
・ボラ連等活動への支援
・緊急情報キット「命のバトン」
配布事業及び更新啓蒙。
・移動支援事業の受託
延 2,539 名（毎週 月水金運行）

係団体との連携強化を図 ・車椅子貸出事業 25 件
った。
・行事テント貸出 22 件
・各種レク機器貸出事業 3 件
・後援等による協力
・由仁町社会福祉金庫(貸付)を
担当民生委員・関係機関と
連携し貸付。10件 434,500円
・環境美化推進事業（苗800本）
6/6由仁駅前、6/12三川駅構
内、5/28川端駅前に植栽
・弔慰金（香典）交付
82件 410,000円
健康元気づくり館指定管 ・指定管理事業によるげ (指定管理事業)
理運営事業等
んき館の運営
・施設向上備品
フィットネススタジオにワイ
・町民会員皆さんの施設
ヤレスピンマイク、集会室に
利用向上のための整備を
防炎絨毯 2 枚、施設内にプロ
行った。
ジェクター、案内表示ポール 3
本、敷地内にバスケットゴー
ルネットを設置した。
・ボランティア活動場所の支援
(ボランティアセンター登録団体)
192 件 総額 447,708 円を減免
し支援した
・げんき塾を開催し介護予防事
業を実施した。 延 1,930 名
毎週水曜日（げんき館）、金曜
日（三川）各 49 回)

◎ボランティアセンター事業の充実
～ずっと住みたいと思うまちづくりの活力育成を目指して～
・ボランティアセンター事業の充実
・ボラ連(由仁町ボランティア活動団体連絡会)活動への支援
・町ボランティアポイント事業(ボランティア感謝券)の発行充実
・ボランティア活動者育成支援事業
重点事項

目的・事業概要

具体的な事業報告

ボランティアセンター事 ・センター機能を充実す ・ボランティア育成支援事業
業の充実
るため、福祉教育の推進 ・ボランティアスクールの開催
をはじめ、育成支援活動 ・ジュニア福祉スクールの開催
や他団体との調整・交流 ・ボランティア保険 294 件受付
を図り、協働・共助のま ・ボランティアセンター登録状況
ちづくりの推進を図っ
19 件
た。
・ボランティアセンター登録に
よる町減免施策により、げん
き館使用料支援を行った。
ボラ連(由仁町ボランテ ・ボラ連活動の育成支援 ・活動助成金の交付 40,000 円
ィア活動団体連絡会)活 と活動推進を図った。
・交流事業協賛金
10,000 円
動への支援及び活動者育
・加入団体育成事業
成支援事業
（再掲）
・活動団体げんき館使用料の減
免による支援活動
（447,708 円）
ボランティア感謝券の発 ・ボランティアセンター ・町の基本 50 ポイントに社協独
行(町委託事業)
登録のボランティア活動
自で 20％を上乗せし、商品券
をポイント算定し由仁町
を配布した。
商工会商品券で発行し
17 団体、283,000 円
た。
（年２回に分けて由仁町商工
会商品券で配布）

◎介護(予防)サービス事業の推進
～安心と安全・信頼の各介護事業所との有機的な連携推進～
・訪問介護事業/由仁町社協居宅サービスステーション
・通所介護事業/由仁町社協デイサービスセンター
・居宅介護支援事業/由仁町社協居宅介護支援事業所
・(指定管理事業)老人短期入所事業/介護老人福祉施設ほほえみの家
・(指定管理事業)地域密着型介護老人福祉施設/介護老人福祉施設ほほえみの家
重点事項
訪問介護事業

通所介護事業

目的・事業概要

具体的な事業報告

・介護保険制度に基づく
訪問介護(予防)事業を適
正に実施した。社協らし
い優しく丁寧な活動を推

要介護者、延 2,376 名
予防（要支援）者、延 647 名
障がい福祉、 延 224 名
自立生活支援、延 116 名

進した。

介護報酬額 9,438,076 円
・花苗のプレゼント導入
・年賀ハガキでの交流

・介護保険制度に基づく
通所介護(予防)事業を適
正に実施した。
特に機能訓練事業を充実
推進した。

要介護者、延 2,869 名
予防（要支援）者、延 1,016 名
介護報酬額 25,703,067 円
・ジョイサウンドによる介護予
防体操の充実。
・デイ通信の発行。
・ボランティア“まゆの会”の
協力をいただいた。

居宅介護支援事業

・介護保険制度に基づく
居宅介護支援事業を法令
及び契約に基づき適正に
実施した。

要介護者、延 467 名
介護報酬額 5,164,190 円
委託調査受託 112,320円

(指定管理事業)
・介護保険制度に基づき、 ・特養部 27 床
地域密着型介護老人福祉 介護老人福祉施設「ほほ
延利用人数 9,404 名
施設(老人短期入所事業) えみの家」を適正に運営
介護報酬 94,877,520 円
した。
・ショートステイ部 3 床
・季節行事の充実
延利用人数 830 名
・多彩な給食の開発

介護報酬
8,156.140 円
年度中の入退所状況
退所 3 名、入所 3 名
3 月末待機者数
28 名
・ボランティア“ほっとレモン”
の協力をいただいた。

◎受託及び補助事業について
（再掲）由仁町からの委託事業の受託
重点事項

目的・事業概要

具体的な事業報告

社協人件費の補助

・事務局員人件費の補助

福祉のつどいの開催
(町委託事業)

・福祉活動の発展を願い、福 9 月 10 日(土)
祉功労者の表彰をはじめ、老 ・老人クラブ連合会、身障
人クラブ演芸発表の場とし
福祉協会、自治区連合会
て開催。
との共催。地域住民及び
高 齢 者 相 互 の 親 睦 と融
和を推進した。

ふれあいサロンの充実
（委託）

・高齢社会の中で、外出機会 ・高齢者生きがい事業の実
の助長と地域内外での交流
施。(バス利用)
活動を通じて、孤独感の解消 ・地域でのふれあい活動を
を図った。
・ボランティア団体会員によ
る町民への参加勧誘により
参加者が増加した。

・事務局員の人件費補助
4 名 13,710,000 円

推進する「いきいきふれ
あいサロン」で趣味の文
化活動や食事・茶話会、
町の匠健康講話を開催。
・随時、回覧板等で周知

ボランティア感謝券の発 ・ボランティア活動をポイン ・午前、午後の活動を各 50
行（委託）

ト算定して由仁町商工会商
品券で発行した。

ポイントとして算定し、
商品券で発行した。

訪問介護運営事業補助

・訪問介護事業確保による運 ・由仁町社協居宅サービス
営補助
ステーションの運営
・入浴、排泄、食事等の介
護、及び日常生活援助
・障害福祉サービス事業
・有償運送事業
補助金 2,132,198 円
委託金

283,500 円

移動支援事業（委託）

・人工透析患者移動の支援を ・人工透析患者の病院送迎
行った。
支援

げんき塾（委託）

・専門トレーナーによる介護 ・由仁水曜日、49 回開催
予防健康教室を開催した。 ・三川金曜日、49 回開催

重点事項

目的・事業概要

具体的な事業報告

生活支援体制整備事業の ・協議体を設立し、先進地視 ・協議体運営会議（2 回）
協議体設置（委託）

察や運営会議を実施した。

・先進地視察（10/4 池田町）

