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平成25年度 事 業 報 告 

 

 平成25年度は、「ともに支え合う、安心・安全・福祉のまちづくり」

を目標として、各種事業に積極的に取り組んでまいりました。  

特に、平成23年度から5か年計画で実施している「第４期地域福祉実

践計画」が折り返しを迎えたことから、関係機関や市と連携し相談機

能の強化を図って参りました。また、市民相談所を独立させ、「日常生

活自立支援事業」については、当社協の独自事業として実施し、今後

の事業推進の基盤を作ることができました。  

ふれあいサロンの推進では、引き続き市内各所への情報提供や円滑

なサロン設置・運営の支援を行うことができました。  

災害ボランティアセンターの整備としては、一昨年の東日本大震災

や、昨年度に胆振管内での大規模停電のような災害が発生した場合、

社協としてどのような役割を果たすべきかを考えて、防災士の育成等

に取り組んでまいりました。  

介護支援いきいきポイント事業についても、昨年度に引き続き活動

支援の充足度を高めたものとなりました。 

介護保険事業については、利用者本位による質の高いサービス提供

及び事業運営の効率化を行ってきておりますが、今後も更なるサービ

スの向上・効率化に努めていきたいと考えております。  

その他、市民活動センターの指定管理者として、より多くの市民に

利用していただけるよう施設の管理運営に努めてまいりました。  
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実 践 事 業 

 

１． 地域ニーズの発見・共有と地域の課題解決に向けた福祉のまちづ

くり 

（ア）地域課題やニーズの把握 

介護保険事業や在宅福祉サービスなどにおいて、新たなニーズの情報収

集に努めました。 

 

（イ）地域と協働した福祉のまちづくり 

(1)ふれあいサロンの推進 

      ふれあいサロン登録数   26ヶ所（内 新規 7ヶ所） 

      ふれあいサロン研修会   1回 

出前講座実施回数     3回 

ふくしレクレーション物品貸出           240,100円 

 

(2)愛の一声運動の充実 

対象者  独居老人世帯 

一日平均  283名  88,370本         2,706,040円 

民生委員児童委員とヤクルト販売員との研修会  

             参加者141名        47,111円 

(3)ネットワーク推進会議の開催 

  講演「見直そう、地域活動」～地域の成功事例を参考に～ 

               参加者144名      35,000円 

(4)歳末たすけあい運動への協力 

要援護世帯への義援金     217件 

ねたきり老人見舞        27件 

里親世帯への義援金       12件 

       ねたきり老人理髪券        7件 

       おせち配付          184件 

       地域共同作業所等への義援金   14件 

 

(5)在宅介護者リフレッシュ事業の開催 

・日帰り 工場見学・散策  参加者 41名 

・1泊2日 講演・懇談会・交流会 参加者 28名   466,151円 
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   (6)介護支援いきいきポイント事業 

        ・登録研修会の開催     6回  参加者延べ66名 

（内、登録者66名） 

・スキルアップ研修会の開催 1回 参加者延べ44名 3,000,000円 

 

  (7)雪かきボランティア事業（委託期間 平成25年10月1日～平成26年3月31日） 

     ・利用登録者      189世帯 

     ・ボランティア登録者  570名 

     ・ボランティア稼働件数 969件（延べ活動人数624名） 

1,500,000円 

 

２．地域で安心して自立した生活ができる支援の充実 

（ア）地域での生活を支える福祉サービスの充実  

(1)給食サービス事業の充実 

     対象者 要援護老人世帯 

      一日平均 278人  86,801食           30,018,380円 

(2)日常生活自立支援事業 

     ・利用契約件数   33件（新規 16件、解約 2件） 

     ・支援員登録者数  36名 

     ・「生活支援員」養成研修会  1回  参加者 27名 

     ・「生活支援員」研修会    2回 

 参加者 1回目 18名、2回目 14名  合 計  32名 

  (3)車椅子の貸出しの実施 

     ・3月末貸出中の件数   294台 

     ・新規貸出件数      227台 

     ・寄付件数        15台 

     ・3月末保有台数     332台 

 

（イ）介護保険・障害者自立支援サービスの充実  

(1)居宅介護サービス事業の実施 

1)居宅介護支援事業 

①ケアプランの作成 

  月平均作成件数    297件 

  延べ作成件数    3,566件            39,545,600円 
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②認定調査事業 

     月平均作成件数    448件 

     延べ調査件数     5,379件             22,605,240円 

2)訪問介護事業 

     月平均利用世数    146世帯 

     延べ派遣回数    19,221回             53,119,539円 

3)訪問入浴介護事業 

      月平均利用世帯     15世帯 

      延べ派遣回数      680回              8,199,032円 

(2)障害者自立支援サービス事業 

 1)居宅介護事業 

     月平均利用世帯     49世帯 

     延べ派遣回数    5,764回             17,837,115円 

 2)移動支援事業 

     月平均利用世帯      2世帯 

     延べ派遣回数      225回               434,950円 

 3）訪問入浴派遣事業 

月平均利用世帯      7世帯 

     延べ派遣回数      502回             6,275,000円 

 

（ウ）自立した生活を支える相談業務に充実 

(1)市民相談所機能の充実 

1)心配ごと相談 

専任相談員  5名 

 

相      談      内      容 

内   容 件数  内    容 件数  内    容 件数  

生計  174 健康・衛生・精神 84 障がい者 (児 )福祉 24 

年金  11 医療  20 母子・父子福祉 2 

職業・生業 48 人権・法律 101 高齢者福祉 121 

住宅  79 財産  295 苦情  81 

家族  105 事故  55 その他  89 

結婚  9 児童・母子福祉 8   

離婚  154 教育・青少年 14 計  1,474 
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2)無料法律相談 

  弁護士  3名   月1回開設     件数   29件 

3)夜間心配ごと相談 

相談員  1名   月1回開設     件数   21件 

(2)生活福祉資金・生活応急資金等の貸付事業の実施 

1)援護資金の貸付事業 

①生活福祉資金（道社協より委託） 

   相談件数        384件 

   貸付件数         12件 貸付金      15,898,000円 

・ 総合支援資金 

相談件数       70件 

貸付件数       0件 貸付金             0円 

・ 福祉資金 

相談件数      191件 

貸付件数       5件 貸付金     1,936,000円 

・ 教育支援資金 

相談件数       82件 

貸付件数       5件 貸付金      6,472,000円 

・ 不動産担保型生活資金 

相談件数       41件 

貸付件数       2件 貸付金     7,490,000円 

②特別生活資金（道社協より委託） 

相談件数       0件 

貸付件数       0件 貸付金           0円 

③  生活応急資金（市借入金資金運用） 

相談件数      514件 

貸付件数      226件 貸付金     3,673,000円 

④  高額療養資金（市借入金資金運用） 

相談件数       0件 

貸付件数       0件 貸付金         0円 

 

(3)福祉人材バンク事業の充実と｢福祉・介護人材マッチング事業｣の充実 

1)相談活動 

  専任相談員        ２名 

2)事業対象  胆振日高管内の社会福祉施設 
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3)福祉のお仕事出張相談 

会    場 人  数 

ワークプラザとまこまい 29名 

ハローワーク浦河 24名 

ハローワークしずない 5名 

ハローワークむろらん 3名 

ハローワークだて 11名 

4)啓発・広報・研修事業 

・ 社協だより、地元紙に随時掲載 

・ 福祉マンパワー教室（道センター共催）  

・ 福祉職場説明会 

 

平成25年度 求人・求職登録相談件数 

内容 
男 

   (人 ) 

女 

   (人 ) 

不問 

   (人 ) 

計 

    (人 ) 

求人登録 268 268 

求職登録 62 49 0 111 

紹介件数 13 4  17 

就職件数 2 2  4 

求人相談 1,030 1,030 

求職相談 635 635 

 

 

(4)一時援護事業 

1)緊急援護事業 

①生活困窮者援護           1件          20,002円 

②無銭旅行者援護                 40件          39,240円 

2)災害援護事業 

①火災物損見舞金         11世帯             232,000円 

②ふとん支給           17組               225,354円 

③火災人身見舞金                 0名                 0円 
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３．こころ豊かな地域をつくるボランティア活動の推進 

（ア）ボランティアセンター機能の強化 

(1)ボランティア登録の充実 

   登録ボランティア研修交流会 

          開催12回  参加者 延べ143名  19,335円 

(2)災害ボランティアセンターの整備 

 ・災害ボランティア研修会 開催1回 参加者30名   184,395円 

(3)ボランティア保険利用の促進 

・ボランティア活動保険   加入者   2,113名  655,940円 

・ボランティア行事用保険  加入件数   30件   109,158円 

・福祉サービス総合補償   加入件数    8件  289,510円 

・送迎サービス補償     加入件数    1件    4,000円 

(4)ボランティア団体との連携 

・ふれあい広場       参加者  約1,000名  600,000円 

  ・活動費助成        3団体         490,000円 

・その他ボランティア活動に関する事業  

  ボランティア活動相談（希望、依頼等）  545件 

  運営委員会の開催            1回 

  広報誌「ちょボス」発行         6回（1,500部／回） 

(5)教育機関との連携強化 

・福祉学習研修会   2名              35,800円 

 

（イ）ボランティアの育成と意識啓発 

(1)ボランティア体験プログラム事業の実施  

なっちー（夏）＆あっきー（秋）ミニミニ体験ボランティア  

  実施回数 38回    参加者 73名       46,331円 

(2)親子ボランティア講座の実施 

親子ボランティア体験 

  開 催  1回     参加者  29名(親子12組)  12,140円 

(3)ボランティアスクールの開催 

ボランティアスクール 

小学生対象  1泊2日  参加者  20名 

中学生対象  1泊3日  参加者 15名 

高校生対象    1日  参加者  7名          450,000円 
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(4)市民ボランティア講座の開催 

市民ボランティア講座 

 開  催  1回      参加者 20名        23,994円 

(5)傾聴ボランティア養成講座の開催 

傾聴ボランティア講演会   参加者 66名       68,592円 

(6)朗読初心者講習会の開催 

朗読ボランティア初心者講習会 

  開  催  ５回     参加者  16名     35,660円 

(7)シニアボランティア講座の開催 

５０歳以上のボランティアデビュー講座  

  開  催    1回    参加者  13名      6,430円 

 

４．福祉活動を主体的に推進し地域住民に信頼される社協づくり 

（ア）財源の確保 

共同募金の募金額拡大を図るため、苫小牧市共同募金委員会との連携に

努めるとともに、社会福祉基金の効率的な運用を図るため、より有利な条

件の国債などに買い換えをして自主財源の確保に努めました。  
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会 務 の 運 営 

 

 

１．理事会 

【第１回】 

日 時 平成25年5月27日 

場 所 市民活動センター 会議室１ 

報告第１号 業務報告について 

報告第２号 会長専決事項について 

議案第１号 平成24年度事業報告並びに各会計収支決算について  

議案第２号 平成24年度監査報告 

議案第３号 評議員の選任について 

 

【第２回】 

日 時 平成25年8月26日 

場 所 市民活動センター 研修室Ｃ 

報告第１号 業務報告について 

報告第２号 会長専決事項について 

報告第３号 平成25年度第１四半期監査報告について 

議案第１号 評議員の選任について 

議案第２号 定款の変更について 

議案第３号 平成25年度第１回補正予算について 

 

【第３回】 

日 時 平成25年12月20日 

場 所 市民活動センター 会議室１ 

報告第１号 業務報告について 

報告第２号 会長専決事項について 

報告第３号 平成25年度第２四半期監査報告について 

議案第１号 副会長の互選について 

議案第２号 評議員の選任について 

議案第３号 物品の購入について 

議案第４号 平成25年度第５回補正予算について 

議案第５号 定款の変更について 
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【第４回（臨時）】 

日 時 平成26年2月14日 

場 所 市民活動センター 会議室１ 

議案第１号 定款の一部改正について 

議案第２号 経理規程の一部改正について 

議案第３号 経理規程細則の一部改正について 

議案第４号 資金運用規程の制定について 

議案第５号 事務局規程の一部改正について 

 

【第５回】 

日 時 平成26年3月24日 

場 所 市民活動センター 会議室１ 

報告第１号 業務報告について 

報告第２号 会長専決事項について 

報告第３号 平成25年度第３四半期監査報告について 

議案第１号 改選期に伴う評議員改選について 

議案第２号 平成25年度一般会計並びに特別会計補正予算（案）について  

議案第３号 平成26年度一般会計並びに特別会計予算（案）について  

  

２．評議員会 

【第１回】 

日 時 平成25年5月29日 

場 所 市民活動センター 会議室２ 

議案第１号 平成24年度事業報告並びに各会計収支決算について  

議案第２号 平成24年度監査報告 

 

【第２回】 

日 時 平成25年8月30日 

場 所 市民活動センター 会議室２ 

報告第１号 平成25年度第１四半期監査報告について 

議案第１号 理事の選任について 

議案第２号 定款の変更について 

議案第３号 平成25年度第１回補正予算について 
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【第３回】 

日 時 平成25年12月24日 

場 所 市民活動センター 会議室２ 

報告第１号 平成25年度第２四半期監査報告について 

議案第１号 理事の選任について 

議案第２号 監事の選任について 

議案第３号 物品の購入について 

議案第４号 平成25年度第５回補正予算について 

 

【第４回（臨時）】 

日 時 平成26年2月25日 

場 所 市民活動センター 会議室２ 

議案第１号 定款の一部改正について 

議案第２号 経理規程の一部改正について 

議案第３号 経理規程細則の一部改正について 

議案第４号 資金運用規程の制定について 

議案第５号 事務局規程の一部改正について 

 

 

【第５回】 

日 時 平成26年3月28日 

場 所 市民活動センター 会議室２ 

報告第１号 平成25年度第３四半期監査報告について 

議案第１号 改選期に伴う理事選任について 

議案第２号 平成25年度一般会計並びに特別会計補正予算（案）について  

議案第３号 平成26年度一般会計並びに特別会計予算（案）について  

   

 

 

 

 

 

 

 


