
平成２７年度 事業報告 

  

平成２７年度は、地域住民の皆様や市を始めとする関係団体の理解と協力の

もと、「地域のつながり・支えあい」に重点を置き、各事業に取り組んでまいり

ました。 

社協事業の見直しを図るべく立ち上げた「事業運営検討委員会」において、

介護保険事業を含む社協事業の在り方について検討を重ね、介護認定調査事業

や訪問入浴介護事業については、検討結果に基づき市と協議を行い、今後の事

業継続について一定の結果を出すことができました。 

介護保険制度の改正により、市町村を実施主体とする総合支援事業において

は、住民主体による生活支援サービスや介護予防事業が位置付けられるなど、

地域づくりや孤立防止のための地域包括ケアシステムづくりが始まりましたが、

社協においても市内７地域の包括支援センター圏域にそれぞれ担当職員を配置

し、より地域に根ざした活動を推進していくための体制を整えました。 

権利擁護事業においては「日常生活自立支援事業」と「法人後見事業」の拡

大・充実を図り、「成年後見支援センター事業」の開始を見据えた相談事業の体

制強化を行いました。 

ボランティア事業では、「介護支援いきいきポイント事業」の登録・利用拡大

や、災害ボランティアセンターの整備に向けて取り組んでまいりました。 

一方、指定管理事業では、女性センター登録のサークルによる活動の活性化

や、自主事業の内容充実や参加率向上に向けての取り組み等を行ってまいりま

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 

関係団体や行政との連携に努め、各地域包括支援センター圏域ごとの担当職員

を配置し、地域からのニーズ把握ができるよう、体制を整えました。 

 

（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   35ヶ所 

     ふれあいサロン研修会   1回 

ふまねっとレクリエーション実施回数  5回（サロン4件、その他1件） 

ふくしレクリエーション物品貸出   72件 

（サロン以外への貸出も含む） 

                             272,205円 

(2)愛の一声運動 

対象者  独居老人世帯 

年間総配本数         73,382本          2,494,988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122名            116,000円 

(3)歳末たすけあい運動への協力  

要援護世帯への義援金     228件 

ねたきり老人見舞        28件 

里親世帯への義援金       11件 

        ねたきり老人理髪券       10件 

     おせち配付          173件 

     地域共同作業所等への義援金   17件 

(4)在宅介護者リフレッシュ事業  

・日帰り 交流事業       参加者 28名 

・1泊2日 講演・懇談会・交流会 参加者 16名      467,549円 

   (5)介護支援いきいきポイント事業  

        ・登録研修会の開催  4回  参加者延べ83名（内 登録者75名） 

・在宅ボランティア研修会の開催 1回  参加者 19名 

・スキルアップ研修会の開催 1回 参加者延べ31名    4,000,000円 
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(6)雪かきボランティア事業（委託期間 平成27年10月1日～平成28年3月31日） 

     ・利用登録者       213世帯 

     ・ボランティア登録者   558名 

     ・ボランティア稼働件数   863件（延べ活動人数557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)あんしん生活サポート事業の推進  

     ・対象モデル自治会 大成町八階建自治会、旭町２丁目中央２区自治会  

     ・アンケート調査  約123世帯 

 (2)給食サービス事業 

     対象者 要援護老人世帯 

      年間総配食数    91,183食               33,313,840円 

 (3)車椅子貸出しの実施 

     ・3月末貸出中の件数   275台 

     ・寄付件数        17台 

     ・3月末保有台数     326台 

   (4)福祉車両貸出しの実施  

     ・年間延べ貸出し件数   17件 

 

（イ）介護保険・障がい者自立支援の充実 

(1)居宅介護サービス事業の実施               （収入額） 

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    264件 

  延べ作成件数    3,172件               48,820,970円 

②予防ケアプランの作成 

  月平均作成件数     25件 

  延べ作成件数      295件                 950,800円 

③認定調査事業 

     月平均調査件数    427件 

     延べ調査件数     5,126件               24,928,236円 

2)訪問介護事業 

     月平均利用世数    126世帯（内予防36世帯） 

     延べ派遣回数    18,009回(内予防2,808回)    52,926,549円 
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3)訪問入浴介護事業  

      月平均利用世帯      9世帯 

      延べ派遣回数      433回                5,333,320円 

(2)障がい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     37世帯 

     延べ派遣回数    5,783回               16,774,127円 

 2)移動支援事業 

     月平均利用世帯      3世帯 

     延べ派遣回数       98回                 246,500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      447回               5,575,000円 

4)同行援護 

月平均利用世帯      7世帯 

     延べ派遣回数      540回               2,449,896円 

5)重度訪問介護 

月平均利用世帯      1世帯 

     延べ派遣回数        5回                  11,890円 

 

（ウ）自立した生活を支える権利擁護支援センターの充実 

(1)日常生活自立支援事業 

     ・利用契約件数   43件（新規 12件、解約 8件） 

     ・支援員登録者数  64名 

     ・「生活支援員」研修会    2回 

参加者 1回目 22名、2回目 19名  合 計  41名     3,112,500円 

 (2)法人後見事業 

     ・受任件数 2件 

(3)市民相談所機能の充実 

1)心配ごと相談 

専任相談員  5名 
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相      談      内      容 

内   容 件数  内    容 件数  内    容 件数  

生計  107 健康・衛生・精神 17 障がい者 (児 )福祉 4 

年金  14 医療  17 母子・父子福祉 2 

職業・生業 36 人権・法律 17 高齢者福祉 69 

住宅  49 財産  267 苦情  69 

家族  53 事故  24 その他  182 

結婚  7 児童・母子福祉 5   

離婚  120 教育・青少年 8 計  1,067 

 

2)無料法律相談 

  弁護士  3名   月1回開設     件数   40件 

3)夜間心配ごと相談  

相談員  1名   月1回開設     件数   20件 

(4)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（道社協より受託） 

   相談件数        465件 

   貸付件数         16件 貸付金          9,796,000円 

・ 総合支援資金 

相談件数       36件 

貸付件数       0件 貸付金                   0円 

・ 福祉資金 

相談件数      244件 

貸付件数       8件 貸付金           1,290,000円 

・ 教育支援資金 

相談件数      154件 

貸付件数       8件 貸付金            8,506,000円 

・ 不動産担保型生活資金 

相談件数       31件 

貸付件数       0件 貸付金                  0円 

②特別生活資金（道社協より受託） 

相談件数       0件 

貸付件数       0件 貸付金                 0円 
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③生活応急資金（市借入金資金運用）  

相談件数      525件 

貸付件数      268件 貸付金           4,348,500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 

 (5)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   173施設 

3)福祉のお仕事出張相談 

  ・５会場 相談者19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  参加人数  7名 

・ 福祉職場説明会（道センター共催） 17法人・31名参加 

 

平成27年度 求人・求職登録相談件数 

内容 男 女 計 

求人登録 272 272 

求職登録 40 50 90 

紹介件数 6 2 8 

就職件数 1 1 2 

求人相談 678 678 

求職相談 490 490 

 

(6)一時援護事業 

1)緊急援護事業 

①生活困窮者援護           8件             26,134円 

②無銭旅行者援護                 36件             36,000円 

2)災害援護事業 

①火災物損見舞金         15世帯               244,500円 

②ふとん支給           15組                 204,525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)ボランティアセンター機能の充実  

    運営委員会の開催  2回 

(2)ボランティア登録の充実  

    ・ボランティア登録状況  個人226名 団体 30団体 

                ボランティア相談 129件 

・登録ボランティア研修交流会  

            開催2回  参加者 延べ34名     10,860円 

(3)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94名       136,420円 

(4)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   1,932名   

・ボランティア行事用保険  加入件数   41件    

・福祉サービス総合補償   加入件数    5件   

・送迎サービス補償     加入件数    1件    

                社協助成金額計      13,330円 

(5)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  

  広報誌「ちょボス」発行         4回（1,000部／回） 

(6)教育機関との連携強化 

・小学校「総合的な学習の時間」ふくし学習協力 

13校16学年     20,794円 

(7)ボランティア事業の実施  

  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 31回    参加者 延べ98名        100,000円 

  2)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  15名 

中学生対象  1泊2日  参加者  8名 

高校生対象    1日  参加者  7名             487,257円 

3)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  2回    参加者 延べ35名            100,000円 
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4)傾聴ボランティア講習会の開催 

傾聴ボランティア講習会   参加者 30名           100,000円 

5)朗読赤十字奉仕団の協力事業  

・朗読ボランティア初心者講習会  

開  催 4回     参加者 6名 

・運営活動費（声の広報作成等の活動）             100,000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）女性センター活動の充実 

  (1)サークル活動の登録・育成・指導  

     サークル協議会 登録サークル数  44サークル 

                 会員数 602人 

  (2)自主事業の開催 

     3講座 （延べ）受講者数 423人  託児者数 48人 

 

（イ）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、より有利な条件の債券な

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27年5月26日 

場 所 市民活動センター 会議室２ 

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26年度事業報告並びに各会計収支決算書（案）について 

議案第２号 平成26年度監査報告について 

議案第３号 事業運営検討委員会の設置について 

 

【第２回】 

日 時 平成27年12月16日 

場 所 市民活動センター 講習室 

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27年度第１・第２四半期監査報告について 

議案第１号 事業運営検討委員会の検討結果について 

議案第２号 評議員の選任について 

 

【第３回】 

日 時 平成28年3月29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27年度第３四半期監査報告について 

議案第１号 平成27年度第２回会計補正予算書（案）について 

議案第２号 平成28年度事業計画並びに収支予算書（案）について 

議案第３号 改選期に伴う評議員の選任について 
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２．評議員会 

【第１回】 

日 時 平成27年5月29日 

場 所 市民活動センター 会議室２ 

報告第１号 事業運営検討委員会の設置について 

議案第１号 平成26年度事業報告並びに各会計収支決算書（案）について 

議案第２号 平成26年度監査報告について 

議案第３号 理事の選任について 

 

【第２回】 

日 時 平成27年12月18日 

場 所 市民活動センター 会議室２ 

報告第１号 平成27年度第１・第２四半期監査報告について 

議案第１号 事業運営検討委員会の検討結果について 

 

【第３回】 

日 時 平成28年3月31日 

場 所 市民活動センター 会議室２ 

報告第１号 平成27年度第３四半期監査報告について 

議案第１号 平成27年度第２回会計補正予算書（案）について 

議案第２号 平成28年度事業計画並びに収支予算書（案）について 

議案第３号 改選期に伴う理事・監事の選任について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

３．事業運営検討委員会 

【第１回】 

日 時 平成27年7月13日 

【第２回】 

日 時 平成27年7月31日 

【第３回】 

日 時 平成27年8月24日 

【第４回】 

日 時 平成27年9月14日 

【第５回】 

日 時 平成27年10月6日 

 

  審議内容 

  （１）介護保険事業全体の収支構造の検証  

    ・介護保険事業のうち、不採算事業についての本会の在り方  

    ・介護保険事業の経営の見直しに関する事項の抽出  

  （２）本会の基金運用の在り方について  

  （３）本会の事業の在り方について 


