平成２５年度富良野市社会福祉協議会事業報告
事業名

事業の内容

事業の概要

1．会務の運営
1）役員会

①第1回社協役員会
と き 平成25年5月16日
ところ 地域福祉センター集会室
出席者 16名（理事13名、監事3名）
○業務（行事）等報告について
○寄付金受納報告について
○平成24年度一般会計補正予算専決処分について（3/29付）
・デイサービス事業～第3次補正予算
・地域福祉センター事業～第1次補正予算
○定款の一部改正について
○平成24年度富良野市社会福祉協議会事業報告について
○平成24年度富良野市社会福祉協議会一般会計及び特別会計
収支決算報告について
第4四半期・決算監査報告について
○評議員の変更ついて
②第2回社協役員会
と き 平成25年8月23日
ところ 地域福祉センター集会室
出席者 13名（理事12名、監事1名）
○業務（行事）等報告について
○寄付金受納報告について
○第1四半期監査報告について
○地域福祉部会報告について
○事務局規程の一部改正について
○就業規則の一部改正について
○障がい者雇用について
③第3回社協役員会
と き 平成25年12月17日
ところ 地域福祉センター集会室
出席者 17名（理事15名、監事2名）
○業務（行事）等報告について
○寄付金受納報告について
○平成25年度富良野市社会福祉協議会一般会計補正予算専決
処分について
・法人運営事業第1次補正予算（10/15付）
○第2四半期監査報告について
○第27回富良野市社会福祉大会開催要領（案）について
○平成25年度歳末たすけあい配分について
④第4回社協役員会
と き 平成26年1月17日
ところ 地域福祉センター集会室
出席者 15名（理事13名、監事2名）
○業務（行事）等報告について
○寄付金受納報告について
○平成25年度歳末たすけあい配分の報告について
○平成25年度一般会計補正予算（案）について
①法人運営事業～第2次補正予算
②社会福祉基金事業～第1次補正予算
○第27回富良野市社会福祉大会表彰者の決定について
⑤第5回社協役員会
と き 平成26年3月11日
ところ 地域福祉センター集会室
出席者 17名（理事14名、監事3名）
○業務（行事）等報告について
○寄付金受納報告について
○第3四半期監査報告について
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○年5回開催
（5月･8月･12月･1月・3月）
○本会の事業並びに運営につい
て、適正かつ効果的に事業の
推進を図るための各事業の方
針と計画を策定し、議決及び
事業を執行する。

事業名

事業の内容

事業の概要

○第27回富良野市社会福祉大会表彰者の追加について
○第2回社会福祉奉仕部会の報告について
○定款の一部改正について
○平成25年度富良野市社会福祉協議会一般会計及び特別会計
補正予算（案）について
・法人運営事業～第3次補正予算
○平成26年度富良野市社会福祉協議会事業計画（案）について
○平成26年度富良野市社会福祉協議会一般会計及び特別会計収支
予算（案）について
○平成26年度経理規程第30条による資金の繰替使用について
○評議員の変更について
2）評議員会

①第１回社協評議員会
と き 平成25年5月24日
ところ 地域福祉センター集会室
出席者 37名（評議員24名、理事9名、監事3名、顧問1名）
○定款の一部改正について
○平成24年度富良野市社会福祉協議会事業報告について
○平成24年度富良野市社会福祉協議会一般会計及び特別会計収支
決算監査報告について
○理事の変更について

○年2回（5月･3月）定期開催

②第2回社協評議員会
と き 平成26年3月24日
ところ 地域福祉センター集会室
出席者 45名（評議員27名、理事15名、監事2名、顧問1名）
○定款の一部改正について
○平成26年度富良野市社会福祉協議会事業計画（案）について
○平成26年度富良野市社会福祉協議会一般会計及び特別会計収支
予算（案）について
○平成26年度経理規程第30条による資金の繰替使用について
○役員の改選について
３）部

会

①第1回地域福祉部会
と き 平成25年8月23日
ところ 地域福祉センター研修室
出席者 10名（部会員6名、事務局4名）
○地域福祉推進指定事業（町内会福祉活動助成事業）
平成25年度新規及び継続指定の審査

○随時開催
○各部会の機能充実と専門化の
強化。

②第1回社会奉仕部会
と き 平成25年12月17日
ところ 地域福祉センター研修室
出席者 ８名（部会員5名、事務局3名）
○平成25年度歳末たすけあい配分予定について

③第2回社会奉仕部会
と き 平成26月3月11日
ところ 地域福祉センター研修室
出席者 8名（部会員5名、事務局3名）
○平成26年度共同募金助成について
○社会福祉資金貸付の状況について
４）監

査

①平成24年度第4四半期・決算監査
と き 平成25年5月13日
ところ 地域福祉センター集会室
出席者 8名
②平成25年度第1四半期監査
と き 平成25年8月19日
ところ 地域福祉センター集会室
出席者 7名
③平成25年度第2四半期監査
と き 平成25年11月13日
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○年４回内部監査実施
○業務会計監査を実施し、事業
の適正化を監査。

事業名

事業の内容
ところ
出席者

事業の概要

地域福祉センター集会室
7名

④平成25年度第3四半期監査
と き 平成26年2月12日
ところ 地域福祉センター研修室
出席者 7名
５）関係諸会議・研修への
参加

○役職員視察研修
と き 平成25年9月26日
ところ 旭川市
参加者 13名（理事6名、監事3名、共募会長1名、事務局2名）
内 容 障がい者雇用について視察研修

○役職員にて視察研修を実施。
交流と研鑽に努める。

６）事務局体制の整備

○随時整備及び強化をしていく

○職員の資質向上に努め、介護
保険事業等の経営並びに地域
福祉センター運営管理等の体
制の強化を図る。

２．財政基盤の確保
１）一般会費の確保

○一般会費

186町内会

3,840,230円

○各町内会・農事組合等に一般
会費の適正納入を依頼(6月)

２）特別会費の拡大

○特別会費

371件

2,000,000円

○市内各事業所･商店･企業等に
特別会費を依頼(7月)。

３）補助金･交付金･寄付金
･配分金･委託料の確保

○随時適正確保に努める

○市・道社協・道共募等からの
補助金・交付金・寄付金・配
分金・委託料等の適正確保に
努める。

４）社会福祉基金の積立と
利用

○随時実施

○基金の積立及び的確な管理運
用に努める。

１）第４期地域福祉実践計
画の推進

○第４期地域福祉実践計画の推進

○富良野市策定の「富良野市地
域福祉計画」と連携し「社協
第４期地域福祉実践計画」の
着実な実践に努める。

２）広報活動の推進

①社協だよりの発行
年４回（４月・６月・９月・1月）

○社協活動啓発に努める。

３．地域福祉活動の推進

②ホームページの更新
３）要援護者早期発見・早
期援護

○随時実施

○関係機関・団体との情報活動
を強化し、要援護者の早期発
見・早期援護に努め、在宅福
祉サービスの増進を図る。

４）共同募金・歳末たすけ
あい募金運動の啓発推
進

①赤い羽根共同募金運動
・10月1日～12月31日の3ヶ月間実施
・戸別・街頭・特志募金の取りまとめ実施

○共同募金・歳末たすけあい募
金運動の啓発と推進を図る。

②歳末たすけあい募金運動
・11月15日～12月15日の1ヶ月間実施
・各町内会・農事組合に封筒及び町内一括によ
り実施
・低所得者･施設入所児･重度寝たきり介護者･
市内福祉施設に見舞金として配分

3

事業名

事業の内容

事業の概要

４．福祉のまちづくり事
業の推進
１）福祉のまちづくり推進
会の組織

○福祉のまちづくり委員会の開催
・年１回開催 地域福祉センターにて開催
①福祉のまちづくり委員会
と き 平成25年12月5日
ところ 地域福祉センター集会室
・第４期地域福祉実践計画進捗状況について
・権利擁護事業（日常生活自立支援事業・法人後見事業）
進捗状況について
出席者14名（委員11名、事務局3名）

○福祉のまちづくり事業の推進
の為、委員会を立ち上げ、企
画・立案・提言及び評価を行
なう。

②福祉のまちづくり委員会研修会（富良野市民協と合同開催）
と き 平成26年3月25日
ところ 富良野市保健センター2会会議室
内 容 北海道地域生活定着支援事業について
出席者 65名（委員10名、民生児童委員52名、事務局3名）
２）福祉のまち推進センタ
ー設置

○平成25年度相談実績

一般相談

406件

３）地域生活支援事業

①地域福祉推進指定事業
○生活支援事業と住民参加を基
平成26年3月31日現在 継続指定12町内、新規指定5町内 計17町内
盤とした、小地域ネットワー
（累計81町内会）
クづくりを推進する。

○地域住民の様々な福祉・生活
問題に応じる総合相談窓口を
設置し、金銭・生活・トラブ
ル・就業等の相談を受ける。

②地域推進センター設置事業
麻町連合町内会･新富町連合町内会･東山地区
の３ヶ所を指定
４）住民参加による地域福
祉事業

○随時実施、支援

５）福祉のまちづくり事業
のメニュー

①除雪支援ボランティア事業
・利用者数 22名
・協力者数

○ボランティアの発掘、育成等
ボランティアセンター機能の
充実と、住民参加を基調とす
る支援事業の推進を図る。

202名

②図書宅配ボランティア事業
・実施回数
17回 ・実利用者数 4名
・延利用者数 32名 ・延宅配冊数 66冊
・市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4名 ・企業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ １社

○市内の中学校・高校・市連合
の協力により、障がい者・高
齢者宅の除雪ボランティアを
実施。
○市内小中学校、図書館、佐川
急便の協力により、障がい者
及び高齢者宅に図書を宅配。

③ボランティアスクール事業
○市内の中学生・高校生を対象
・平成26年2月14日 扇山小学校疑似体験講座 小学5年生45名
に各種体験を実施。
・平成26年3月1日、8日、15日、29日 計4日間
富良野市内児童センター（桂木、緑町、麻町、北の峰）4か所
中学生2名、高校生11名、地域住民2名、高校教師1名
④子育て支援事業
・対象者 歳末要援護世帯の新１年生
・件 数 １件

○歳末たすけあい要援護世帯で
新1年生を対象に、文房具等の
購入資金として図書カードを
贈呈。

⑤福祉機器貸出事業
・貸出件数
11件

○寝たきり高齢者及び障がい者
に福祉機器（介護用品）等を
貸出する。

⑥低所得者対策事業
・支給件数
138件

○要保護世帯を対象に暖房用燃
料の一部支給を行う。
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事業名

事業の内容
⑦出前福祉講座
・依頼件数

事業の概要
○町内会・老人ｸﾗﾌﾞ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団
体・学校等の依頼により出前
の福祉講座を実施。

2件

⑧携帯見守りネット
・毎週月～金曜日実施（祭日･年末年始除く)
・実登録者数 18名 ・実ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数 8名

○携帯電話を使い、一人暮らし
高齢者宅に安否確認を行う。

１）地域福祉センター｢い
ちい｣の指定管理者受
託

○地域福祉センター事業
・延利用者数2,175名
・延利用団体161団体

○市より指定管理委託を受け、
地域福祉活動の拠点施設とし
て運営する。

２）一人暮らし高齢者ふれ
あいの集い事業

①実施回数 年4回（延9回）
【富良野地区・山部地区・東山地区】
②対象者 75歳以上の一人暮らし高齢者
（自己負担 200円～500円）
③延参加数 ・高齢者473名 ・民生委員129名
計 602名

○富良野市内に住む７５歳以上
の一人暮らし高齢者を対象に
引きこもり・孤独感の解消等
を目的として実施。

３）一人暮らし高齢者お節
料理贈呈事業

①贈呈日
②対象者

平成25年12月30日
・75歳以上の一人暮らし高齢者
・80歳以上の高齢夫婦世帯
③贈呈数 340名 （自己負担500円）
④贈呈方法 各地区民生委員より手渡しで贈呈

○富良野市内に住む７５歳以上
の一人暮らし高齢者及び８０
歳以上の高齢夫婦世帯を対象
に、年越しを一人又は夫婦で
過ごされる方にお節料理を贈
呈。

４）高齢者安全杖支給事業

○安全杖支給件数

86本支給

○歩行困難な高齢者・障がい者
等に対し、安全杖を支給。

５）敬老長寿箸贈呈事業

○長寿箸贈呈件数

292名贈呈

○数え76歳を迎える方に敬老の
お祝いとして長寿箸を贈呈。

６）車椅子貸出事業

○貸出件数

７）介護用ベッド貸出事業

○貸出件数

８）高齢者疑似体験セット
の貸出

○貸出件数

５．在宅福祉活動の推進

59台貸出

○歩行が困難な高齢者・障がい
者等に対し、車椅子を貸出。

2台貸出

3件

○介護用ベッドが必要な方に対
し、介護用ベッドを貸出。

26セット

○地域及び学校に「高齢者疑似
体験セット」を貸出。

６．要援護者福祉活動の
推進
１）社会福祉資金の貸付

○貸付件数

7件

354,800円

○緊急生活資金として５万円を
基準に貸付をする。

２）生活福祉資金の貸付

○教育支援資金
○緊急小口資金

1件
0件

1,652,000円
0円

○低所得世帯・障がい者世帯・
高齢者世帯を対象に、生活福
祉資金の貸付を行なう。

３）歳末たすけあい募金の
配分

①要援護世帯配分
137世帯
②寝たきり老人等介護者慰労金
35名
③施設入所児配分金
7名
④施設配分金
2施設
⑤ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ贈呈
64名

1,207,000円

○低所得世帯や寝たきり老人介
護者等に対し、年末に市民の
善意の「歳末たすけあい募金｣
を配分。
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280,000円
35,000円
60,000円
22,400円

事業名
４）日常生活自立支援事業

事業の内容
○相談・支援件数

延245件

事業の概要
○北海道社会福祉協議会より、
日常生活自立支援事業の業務
委託を受け、日常生活自立支援

事業の推進を図る。

５）成年後見制度
法人後見の実施

７．ノーマライゼーショ
ンの普及・定着の推
進

○相談・支援件数

①と き
②ところ
③参加者
④内 容

延74件

平成26年2月17日
ナチュラクス
8名参加
視覚障がい者との交流

○認知症や知的・精神障がい等
で判断能力が不十分な方々を
対象に、成年後見事業の推進
を図る。

○障がい者ふれあい交流会の実
施（開催補助事業）

８．ボランティア活動の
推進
１）ボランティア指定校の
指定促進

○指定学校数

２）学童・生徒ボランティ
ア活動推進会議の開催

○平成26年3月27日

３）福祉ボランティア活動
の援助

○随時、援助支援を実施

○ボランティア連絡協議会の育
成援助をはじめ、本市のボラ
ンティア活動について援助を
行う。

４）福祉施設と連携強化

○随時、連携調整を図る

○各福祉施設との連携を図り、
福祉サービスの向上を図る。

５）青少年ボランティアの
育成

○青少年サークル「ねーびる」と事業の連携を
図る

○市教育委員会と連携し、青少
年ボランティアを育成。

６）ボランティアセンター
機能の充実

○随時実施

○ボランティアの情報発信と収
集の強化を図る。

９．受託事業の推進

11校指定

11校参加

○市内の学校を指定し、福祉教
育の推進と家庭・地域への福
祉活動の普及を図る。
○ボランティア指定校間の情報
交換・連絡調整並びに研修活
動を実施する。

○地域ふれあい支援事業
①ふれあい託老事業
・実施回数
年52日開催（毎週日曜日）
・登録人数
15名
・利用者数
延608名
・参加ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数
延330名

○高齢者の一時見守りサービス
を実施。

②ふれあいサロン事業
・実施回数
開催地域11ヶ所 延111回開催
（麻町･山部･東山･東部第2･北の峰町･朝日町
若葉町･布部･瑞穂町･新富町・西町）
・利用者数
延2,234名
・参加ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数
延 899名

○地域主催の高齢者の集い事業｡

○予防介護件数
○介護保険件数

○介護保険で認定を受けた方へ
ケアプラン・介護サービス等
の計画を作成。

10．介護保険事業の推進
１）居宅介護支援事業

延１０７件
延３１１件
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事業名

事業の内容

事業の概要

２）訪問介護事業
【ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業】

○利用者数
○訪問回数

延４５４名
延５，５４９回

○介護保険で認定を受けた方へ
生活援助及び身体介護のサー
ビスを提供。

３）通所介護事業
【デイサービス事業】

○開催日数
○登録者数
○利用者数
○ボランティア数

３０９日
延１，１４５名
延８，０５０名
延６０６名

○介護保険で認定を受けた方へ
日帰りで食事・入浴・機能訓
練等のサービスを提供。

４）低所得者に対する利用
者負担減免事業

○減免者数

延７８名

○介護保険事業の利用者で低所
得者に対し、利用者負担額の
一部を減免。

１）居宅介護事業
【ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業】

○利用者数
○訪問回数

延９３名
延２，４６６名

○障がい者の方へ、生活援助及
身体介護のサービスを提供。

２）基準該当生活介護事業
【デイサービス事業】

○実登録者数
○利用回数

２名
延１２７回

○障がい者の方へ、日帰りで食
事・入浴・機能訓練等のサー
ビスを提供。

12．自立支援事業の推進

○実登録者数
○利用回数

１名
延８回

○要介護認定を受けていない方
で、サービスを必要とする方
に、生活援助のサービスを提
供。

13．各種福祉団体の活動
助長

○助成団体

11．障がい者自立支援事
業の推進

・福祉団体
・ボランティア団体

１１団体
１４団体

○各種福祉団体等の活動推進の
ための助成を行う。

14．その他の福祉活動
１）行事用テントの貸出

○貸出件数

２）市民弔慰福祉はがき利
用促進

①福祉はがきの利用
・利用件数
１４３件

43,200枚

②弔慰金の支給
・支給件数
１７８件

534,000円

③寄付金
・寄付件数

１３件

９１張

○各種行事・イベントに行事用
テントを貸出。
○福祉はがきの趣旨の普及を図
る。
○葬儀の際、弔慰金を支給。

○葬儀の際の寄付。

１５８件

7,901,416円

３）地域福祉センターの広
報活動

○広報誌等による広報活動の実施

○地域福祉センターを広く市民
にアピールし、在宅福祉援助
活動の推進を図る。

４）第27回富良野市社会福
祉大会の開催

①と き
②ところ
③参加者
④内 容
○表彰
○講演
○講師

○社会福祉関係者が一堂に会し
本市の社会福祉事業に貢献さ
れた方々の表彰及び講演を実
施。

平成26年2月21日
富良野市文化会館大会議室
193名
・28個人 ・2団体
「家族の絆～動物の絆から学ぶものとは～」
旭川市旭山動物園 園長 坂東 元 氏
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