
事業
区分

事業の種類 番号 担当課 事業名 地域福祉実践計画 内容 具体的な実施事項 平成30年度実績 増減

体系 （対前年）

企画広報事業 1 総務課 社協だより発行業務 基本計画4 　1．4．7．10月　年4回発行　　発行部数84,000部×4回　全戸配布 336,000部発行 ±０

地域に根付いた社協
づくり

地域福祉推進事業 1 地域福祉課 基本計画1 苫小牧市生活支援体制整備事業（第1層） （1）生活支援・介護予防サービスのコーディネート。

　①地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握、問題提起 ①24件 +3

　②資源開発 ②16件 -4

　③関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり。 ③22件 -10

　④個別ケース対応 ④29件 -5

（2）多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組の推進 （2）17件 +8

（3）支援やサービスの担い手となるボランティア等の養成 （3）3件 +3

コミュニティーソーシャルワーカーの配置 （4）第2層生活支援コーディネーターの配置の検討 (4)CSW1名採用

〈検討内容〉

　　①市内7圏域を3ブロックに分け、3名の第2層生活支援コーディネーターを段階的に配置

　　②第1層生活支援コーディネーターとともに各圏域のコーディネートを行う。

　　③コミュニティーソーシャルワーカーと兼務し、地域支援を行う。

　高齢者や障がい者等に限らず、地域の課題について把握し、課題解決のための地域資源づくりや、住民とともに対策を
検討

　市内7包括圏域に各1名を段階的に配置を検討。31年度実施に向けたＣＳＷ採用等を実施

2 〃 かぎ預かり事業 基本計画3 社協へ申込→依頼者近郊の協力施設で鍵保管（24時間対応）→事業協力員が安否確認 預かり　15件 +9

地域で安心して自立
した 生活ができる支
援の充実

協力施設　10件 ±0

3 〃 あんしん生活サポート事業 基本計画2 対象自治会　2件 -2

地域や行政と協働し
た福祉のまちづくり

「声かけ」と「見守り」の仕組みづくり 援助町内会　４件 +4

4 〃 ふれあいサロン事業 基本計画2 地域の憩いの場・住民の居場所づくり 登録数　62ヶ所 +14

5 〃 介護支援いきいきポイント事業 基本計画2 登録数　413名 -59

増員11名

6 くらし支援課 無縁仏供養法要事業 基本計画2 高丘第1霊園無縁仏供養碑前で実施 参加者　80名 ±0

高齢者福祉推進事業 1 くらし支援課 愛の一声運動 基本計画3 高齢世帯へヤクルト配布 配布世帯254件 -3

2 〃 給食サービス事業 基本計画3 苫小牧市高齢者給食サービス事業 高齢や障がい等で調理等が困難な方へ配食し、健康保持と安否確認を通して生活の向上を図った。 配布数件407件 -21

（利用料１食400円を利用者が負担）

3 地域福祉課 在宅介護リフレッシュ事業 基本計画3 在宅介護者の集い 第1回　37名 +5

第2回　31名 +2

1 地域福祉課 ミニミニ体験ボランティア事業 基本計画3 ボランティア体験プログラム事業 42メニューの体験ボランティアを通じて活動の理解を深め登録ボランティアの拡大に努めた。 参加者　31名 -34

2 〃 傾聴ボランティア事業 〃 傾聴ボランティアの養成 「傾聴ボランティア講習会」を開催し登録ボランティアを確保　（各月登録者の案内を廃止） 参加者　54名 -12

3 〃 防災ボランティア研修会 〃 防災ボランティアの養成 「防災ボランティア登録研修交流会」を年2回開催し防災ボランティアのスキルの向上と登録拡大を図った。 参加者　73名 +27

4 〃 ボランティアスクール事業 〃 小中高生を対象のボランティア育成 小中高生それぞれを対象としたボランティアスクールを実施したが中高生の参加が減少した。 参加者　27名 -10

5 〃 雪かきボランティア事業 〃 ボランティアによる除雪支援 高齢・障がいにより自力での除雪が困難な世帯に対し除雪支援実施 稼働　764件 -315

6 〃 市民ボランティア講習会開催 〃 市民を対象とした講習会 市民に広くボランティアに関する理解を深めて貰うための活動として実施（年1回） 参加者　53名 -24

7 〃 ボランティアフェスティバル開催 〃 ボランティアセンターと活動センターのPR 市民活動センター指定管理者自主事業としてボランティアセンター事業と活動センターのPRを目的として開催 来場者　578名 -86

8 〃 福祉学習推進事業 〃 市内小中学校にて疑似体験等の実施 市内の小中学校を対象に介護の体験・疑似体験・当事者講話などを通して他者を理解する等の授業を実施 21校168学級 +4

福祉人材バンク事業 1 くらし支援課 福祉人材バンク委託事業 基本計画3 求職者と事業者とのマッチング 胆振・日高館内を担当エリアとし求職者と人材を求める事業者とのマッチング事業　合同面接会(年1回） 求職者 109名  求人225件 +22　-20

ハローワークで説明会（室蘭・伊達・静内・浦河　月1回）を実施 マッチング成功　8件 +2

ボランティアセンター
事業

社会福祉事業拠点

　　　　　　　　平成３０年度事業報告

社協だより全戸配布による社協各種事業
の広報

生活支援コーディネーター
受託事業

在宅介護者の心身のリフレッシュと介護者同士の交流を目的に、1泊の温泉宿泊と日帰り旅行を各1回研修や体験活動と
併せて開催

65歳以上の市民を対象に登録研修会を開催し、登録者本人の介護予防と要介護・要支援状態の地域の支え合い活動の
推進を実施（実働可能な登録者のみに整理し増員に取組んだ。）

65歳以上の方を対象にポイント手帳を交
付

住民同士が互いに
SOSを関知できる生
活支援体制の土台
づくり

安否確認を必要とする近くに身寄りのいな
い方(世帯）の鍵預り

町内会、自治会において「声かけ・見守り活動」の支援対象者を拡大し、社会的孤立を防止し地域の悩みや不安を解消支
え合いの環境づくりを推進（モデル自治会は4件　内2件は自治会活動休止）　町内会.援助4町内会

地域が運営するサロン開設をサポートし、地域住民の社会参加・見守り・安否確認・情報共有の推進を図った。

市内で身元が判明しないままお亡くなりになられた方、社会の移り変わりによって、縁者を失ってしまった方々のお盆供養
として仏教会、立正佼成会の協力により開催

市内に居住する65歳以上のひとり暮らし及び高齢夫婦世帯で安否確認が必要と認められる方へヤクルト配布時に安否確
認を実施
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事業
区分

事業の種類 番号 担当課 事業名 地域福祉実践計画 内容 具体的な実施事項 平成30年度実績 増減

体系 （対前年）社会福祉事業拠点

　　　　　　　　平成３０年度事業報告

法人運営事業 1 総務課 理事会・評議員会 基本計画4 理事会・評議員会の運営 理事会及び定時評議員会・臨時評議員会・役員研修会を開催 理事会　　4回　研修会1回

評議員会　4回

2 〃 監事監査 〃 四半期及び決算監査 四半期及び決算時に常勤理事の職務執行状況及び財務監査を実施し理事会・評議員会へ報告 年4回

3 〃 社協会費募集 〃 社協会費の徴収 事業者及び個人会員より社協運営費財源確保のため会費を募った。 納入額　5,867,900円 ＋30,600円

個人276名　法人164　町内会82 　　　　　（534件） +12

4 〃 労務・財務管理 〃 法人の管理運営 職員の労務管理及び会計基準に基づく財務管理と関係機関への各種届出・申請・登記 随時

5 〃 福祉車両・車椅子の貸出 〃 市民への福祉車両・車椅子の貸出 車椅子が必要な方の社会参加の支援として福祉車両及び車椅子を貸出 車椅子297台,車両54件 +19台　+3件

1 くらし支援課 基本計画3 各種援護資金の貸付業務 経済的に自立した生活を行えるよう、生活福祉資金の貸付 相談　413件　貸付　32件 -59　+13

応急資金貸付　213件 -13

2 くらし支援課 市民相談事業 〃 心配ごと・無料法律相談 専任相談員による各種相談業務及び弁護士3名による無料法律相談(月1回） 市民相談　995件 +21

法律相談　22件 -1

1 くらし支援課 日常生活自立支援事業 基本計画3 地域福祉権利擁護支援事業 委託分　30件 -5

独自分　　5件 ±0

支援員登録　41名 -1

成年後見支援センター 1 法人後見事業 基本計画3 本会が成年後見人を受任する事業 受任　　33件 +21

事業 監督　8件 +8

2 成年後見支援センター事業 〃 成年後見制度の普及・啓発 市民後見人　8名 +3

後見支援員登録　53名 +12

居宅介護支援事業 1 在宅福祉係 居宅介護支援事業 基本計画3 居宅介護支援に関する事業
①要介護認定を受け、介護保険サービスの利用を希望する方に対し、ニーズの把握やケアプランの作成を行い、在宅生
活を支援

作成　2,265件 -97

②要支援認定者に対しても各包括からの受託でケアプラン作成 作成　　121件 -16

認定調査事業 1 在宅福祉係 介護認定訪問調査事業 基本計画3 他市町村受託調査 苫小牧市以外の市町村より依頼された認定調査を実施 H30年度他市町村のみ

年間165件（他市のみ）

訪問介護事業 1 在宅福祉係 訪問介護事業 基本計画3 ホームヘルパーを派遣する事業 派遣回数　9,927回 -103

（高齢者） （訪介7,928　総合1,999）

障がい事業 1 在宅福祉係 居宅介護事業 基本計画3 ホームヘルパーを派遣する事業
①障がい者を対象とし、自立した暮らしを支えるためにホームヘルパーを派遣し、掃除・洗濯、買物等の家事、入浴などの
身体介護を提供

①居宅3,480回　同行455回 -931　-85

（障がい者） 　　35世帯 -7

2 〃 移動支援事業 〃 〃 ②視力に障がい者がある方の外出支援 ②派遣120回 -9

　　5世帯 +1

1
男女平等参画推進センター事
業

基本計画4 指定管理事業 サークルの登録・育成・指導及びサークル協議会運営,相談事業実施,託児事業実施,自主事業実施 利用件数　3859件 +19

男女平等参画に関する研修・講習等の実施,男女平等参画に関する相談事業の実施及び情報収集と提供 利用料収入　3,830,140円 ＋68,352円

市民活動センター管理 2 総務課
市民活動センター管理運営事
業

基本計画4 指定管理事業 市民活動センター管理全般 利用件数　4754件 +600

運営事業 利用料収入　2,156,075円 　+301,950円

市民相談事業拠点

介護保険事業拠点

指定管理事業拠点

男女平等参画推進セ
ンター事業

市民相談及び貸付事
業

日常生活自立支援事
業

成年後見支援
センター

男女平等参画
推進センター

生活福祉資金・生活応急資金
等貸付事業

判断能力が低下した方の権利と財産を守るため、家庭裁判所の審判に基づき、本会が後見人を受任し、養成した後見支
援員により支援

成年後見に関する相談支援の他、申立て支援、市民後見人の養成研修(年1回）を行い、法人後見と連動しながらリレー方
式で市民後見人を養成

高齢・障がいにより日常生活の判断に不安があり生活支援員の支援を希望する方に生活支援計画書を作成してサービス
の契約及び日常生活の金銭管理を支援

ホームヘルパーを利用者宅へ派遣し、掃除・洗濯、買い物などの家事や、入浴などの身体介護を提供し在宅での暮らしを
支える。
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