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令和２年度 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会事業報告 

 

 

令和２年度 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会事業計画に基づき実施した事業に 

ついて、次のとおり報告します。 

 

１．会務運営等 

（１）常任理事会の開催（４回開催） 

【第１回】 

・開催日時  令和 ２年 ５月２６日（火）１３時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階小会議室 

 ・議題内容  ①６月理事会・評議員会の開催日程について 

        ②６月理事会提出議案について 

         

【第２回】 

 ・開催日時  令和 ２年 ８月２１日（金）１３時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階小会議室 

 ・議題内容  ①８月・９月の会議開催日程について 

②理事会・評議員会提出議案について 

 

【第３回】 

 ・開催日時  令和 ２年１２月１５日（火）１３時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階会議室 

 ・議題内容  ①理事会・見舞金品配付会議の開催日程について 

②理事会提出議案について 

 

【第４回】 

 ・開催日時  令和 ３年 ３月１５日（月）１３時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階小会議室 

 ・議題内容  ①３月理事会・評議員会の開催日程について 

        ②理事会・評議員会提出議案について 

 

（２）理事会の開催（４回開催） 

【第１回】 

  ・開催日時  令和 ２年 ６月 ３日（水）１３時３０分 

  ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階会議室 

  ・議題内容 

議案第１２号 令和元年度 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会事業報告 

について 
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議案第１３号 令和元年度 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会会計の決算 

について 

令和元年度会計 決算監査報告 

議案第１４号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会 社会福祉充実計画について 

    議案第１５号 南幌町社会福祉協議会理事の辞任に伴う後任候補者の推薦について 

    議案第１６号 南幌町社会福祉協議会運営協議会委員の辞任に伴う後任候補者の 

選任について 

議案第１７号 南幌町社会福祉協議会 定時評議員会の開催について 

 

【第２回】 

・開催日時  令和 ２年 ９月 ３日（木）１３時３０分 

  ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階会議室 

  ・議題内容 

    議案第１８号 令和２年度 社会福祉功労表彰について 

    議案第１９号 南幌町社会福祉協議会 ９月期評議員会の開催について 

 

【第３回】 

・開催日時  令和 ２年１２月２４日（木）１０時００分 

  ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階会議室 

  ・議題内容 

議案第２０号 令和２年度 歳末たすけあい見舞金品配付事業の実施について 

議案第２１号 南幌町社会福祉協議会 会長の選任について 

 

【第４回】 

・開催日時  令和 ３年 ３月１８日（木）１３時３０分 

  ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階会議室 

  ・議題内容 

   議案第 １号 愛情銀行生活資金貸付に係る不納欠損処理について 

議案第 ２号 令和２年度社会福祉法人南幌町社会福祉協議会資金収支補正予算 

（第１号）について 

議案第 ３号 令和３年度特殊事情世帯の会費減免について 

    議案第 ４号 令和３年度社会福祉法人南幌町社会福祉協議会事業計画について 

    議案第 ５号 令和３年度社会福祉法人南幌町社会福祉協議会資金収支予算 

について 

議案第 ６号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会 ３月期評議員会の開催 

について 

    議案第 ７号 令和２年度 社会福祉功労表彰について 

 

（３）監事会の開催（４回開催） 

【令和元年度 第４四半期監査・決算監査】 

 ・開催日時  令和 ２年 ５月１９日（火）１時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階小会議室 
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【第１四半期監査】 

 ・開催日時  令和 ２年 ８月１１日（火）１３時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階小会議室 

 

【第２四半期監査】 

 ・開催日時  令和 ２年１１月１０日（火）１３時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階小会議室 

 

【第３四半期監査】 

 ・開催日時  令和 ３年 ２月１５日（月）１３時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階小会議室 

 

（４）評議員会の開催（３回開催） 

【第１回】 

  ・開催日時  令和 ２年 ６月１８日（木）１３時３０分 

  ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター １階あいくるホール 

  ・議題内容 

議案第１１号 令和元年度 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会事業報告について 

    議案第１２号 令和元年度 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会会計の決算 

について 

           令和元年度会計 決算監査報告 

    議案第１３号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会 社会福祉充実計画について 

    議案第１４号 南幌町社会福祉協議会理事の辞任に伴う後任候補者の選任について 

 

【第２回】 

・開催日時  令和 ２年 ９月１１日（金）１３時３０分 

  ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター ２階会議室 

  ・議題内容（報告事項） 

    １）令和２年度 社会福祉功労表彰の被表彰者の決定 

 

【第３回】 

・開催日時  令和 ３年 ３月２６日（金）１３時３０分 

  ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター １階あいくるホール 

  ・議題内容（報告事項） 

    １）令和２年度 社会福祉功労表彰の被表彰者の決定 

  ・議題内容（決議事項） 

議案第 １号 愛情銀行生活資金貸付に係る不納欠損処理について 

議案第 ２号 令和２年度社会福祉法人南幌町社会福祉協議会資金収支補正予算 

（第１号）について 

議案第 ３号 令和３年度特殊事情世帯の会費減免について 

    議案第 ４号 令和３年度社会福祉法人南幌町社会福祉協議会事業計画について 
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    議案第 ５号 令和３年度社会福祉法人南幌町社会福祉協議会資金収支予算 

について 

 

（５）運営協議会の開催（１回開催） 

  ・開催日時  令和 ２年 ８月２６日（水）１５時００分 

  ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター １階あいくるホール 

  ・議題内容（報告事項） 

１）南幌町社会福祉協議会役員等の変更について 

２）令和元年度 南幌町社会福祉協議会事業報告について 

３）令和元年度 南幌町社会福祉協議会会計の決算について 

４）令和２年度 南幌町社会福祉協議会事業計画について 

５）令和２年度 南幌町社会福祉協議会資金収支予算について 

 

（６）その他会議及び研修会 

 

令和 ２年 ４月２０日  第４四半期会計・決算巡回監査       （あいくる） 

５月１２日  空知管内社会福祉協議会連絡協議会第１回理事会 

  (岩見沢市 会長） 

５月１２日  空知管内社会福祉協議会連絡協議会総会      （中止） 

５月１２日  空知管内社会福祉協議会連絡協議会会長・事務局長会議 

  （中止） 

６月１０日  全道市町村社協会長・事務局長研究協議会     （中止） 

～１１日   

７月３１日  第１回巡回監査 

 （あいくる ㈱よつば会計事務所・事務局） 

８月 ５日  地域支え合い活動空知地区推進セミナー       （中止） 

８月２５日  北海道社会福祉大会                          （中止） 

８月２５日  生活支援コーディネーター養成研修 （札幌市 事務局） 

９月 ７日  コミュニティソーシャルワーク実践者養成研修 

  （札幌市 事務局） 

～８日   

９月１８日  空知管内社協連絡協議会第２回理事会（岩見沢市 会長） 

９月１８日  地域に理解され支持される社協づくり研修会 

 （岩見沢市 会長・事務局） 

９月２３日  全道市町村社協事務局長連絡会議   （札幌市 事務局） 

１０月３０日  第２四半期会計巡回監査 

 （あいくる ㈱よつば会計事務所・事務局） 

１１月１９日  南空知社協連絡会会長・事務局長会議         （中止） 

１２月１１日  空知管内市町社協への巡回                   （中止） 

１２月２４日  歳末たすけあい見舞金品配付会議         （あいくる） 

１月１８日  行政区長会議                       （役場 事務局） 
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２月 ３日  地域における権利擁護システム構築セミナー 

オンライン会議        （あいくる・事務局） 

２月 ５日  第３四半期会計巡回監査 

  （あいくる ㈱よつば会計事務所・事務局） 

２月１０日  社協活動ＷＥＢ講座 第２回「重層的支援体制整備事業 

のあらましと活用について」   （あいくる・事務局） 

２月１６日  ボランティア強化セミナーオンライン会議 

（あいくる・事務局） 

３月１２日  認知症地域支援推進員研究成果報告会 

（あいくる 事務局） 

３月１４日  これからの災害支援を考える北海道フォーラム 2021 

オンライン会議        （あいくる・事務局） 

３月１６日  空知管内社協会長・事務局長会議 

（岩見沢市 会長・事務局） 

 

２．地域におけるコミュニティー活動の推進 

（１）ひだまりサロン 

「誰でも気軽に無理なく楽しく自由に」過ごせる地域コミュニティーの場として、幅広

い世代の方々を対象に、運営ボランティアの協力のもと自由に過ごせる場所を提供する。 

実施内容 参 加 者 実施回数 １回当たり人数 登録ボランティア数 

脳トレ・健康体操 他 １７人 ５回 ３．４人 １９名 

 

（２）チャリティーカラオケ 

  令和２年１１月 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

（３）保有備品の貸出し（町内諸行事協力） 

  ア）行事用テント ６件      イ）車椅子 ３９件 

  ウ）レクリエーション用具 ７件 

 

３．ボランティア活動の推進・協力 

（１）ボランティアフェスタの開催協力 

令和２年 ７月２１日  第１回役員会         （あいくる 会長・事務局） 

     ７月２７日  第１回全体会議        （あいくる 会長・事務局） 

令和３年 ２月１８日  第２回全体会議         (あいくる 会長・事務局） 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響によりボランティアフェスタ中止 

 

（２）ボランティア活動の普及拡大に向けた支援・協力 

  ボランティア活動登録者連絡会活動への助成 
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（３）ボランティア活動内容 

活 動 先 活 動 内 容 

その他（社協事業等） 
ひだまりサロン、電話サービス、寄贈品の仕分け・発送準備、 

他  

   ※ みどり苑ボランティア、施設等行事の協力、ふれあい食事交流会は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により中止 

 

（４）ボランティア研修事業の開催 

ボランティアスクール  

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

（５）ボランティア研修会への参加 

  令和２年 ９月１２日  ボランティア愛ランド北海道２０２０in 江別   （中止） 

 

（６）災害ボランティアセンター関連 

令和２年１０月１０日  圏域内災害ボランティアセンター設置・運営訓練 

（岩見沢市 事務局） 

    １０月２９日  災害ボランティアセンター協定に係る理事者説明 

（役場 町長・副町長・総務Ｇ主幹・事務局） 

    １１月 ６日  災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定締結 

  （役場 町長・副町長・総務Ｇ主幹・会長・事務局） 

４．在宅福祉サービス事業の推進 

（１）受託事業 

ア）移動支援事業（車両移送支援） 

・対 象 者：外出時に車椅子を必要とする方及び座位保持が困難な方などで移動する 

場合に介助を必要とする方 

   ・利 用 者・・・２名 

   ・利用状況・・・町内０回、町外４８回 

 

イ）「食」の自立支援事業（配食サービス事業） 

   ・対 象 者：高齢者のみの世帯、要支援・要介護認定者のみの世帯、または高齢者及 

         び要支援・要介護認定者のみの世帯であって、傷病等の理由により食事 

 の調理が困難な方、または治療食の摂取が望ましい方 

・利 用 者・・・３２名 

 

（２）独自事業 

  ア）らくらく移送サービス 

・対 象 者：普通乗用車の乗降が困難な障がい者及び要支援・要介護認定者 

   ・利 用 者・・・４名 

・利用状況・・・町内３回、町外２０回 
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  イ）電話サービス 

・対 象 者：概ね６５歳以上の方で、日中お一人で過ごすことが多い方 

   ・利 用 者・・・６名 

・実施状況・・・週１回（木曜日）／計４８回 

・担当ボランティア・・・４名 

 

ウ）一人暮らし高齢者食事交流会 

 令和２年１１月  ふれあい食事交流会 

 ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

  エ）福祉杖給付事業 

   ・杖給付本数・・・１５本 

 

５．高齢者福祉活動の推進 

（１）軽スポーツ大会開催及び世代間交流に対する支援・協力 

令和２年 ６月  第１８回町老人クラブ連合会パークゴルフ大会     （中止） 

     ８月  第４１回町福祉スポーツ大会             （中止） 

     １１月  第２６回室内ゴロッケーゴルフ交流会         （中止） 

 

６．福祉教育活動の推進 

（１）ボランティア育成校による実践活動への支援・協力 

  南幌高校家庭科「生活教養」実践活動（ひだまりサロン利用者との交流）   （中止） 

  南幌高校ボランティア活動（ボランティアフェスタへの参加協力）      （中止） 

 

（２）子ども会育成連絡協議会（たくみ祭り）への助成             （中止） 

 

（３）職場体験学習の受け入れ 

  令和２年１０月  南幌中学校職場体験学習受け入れ            (中止) 

 

７．各福祉団体への活動支援 

（１）各福祉団体の活動に伴う事業協力・支援 

  ・南幌町身体障害者福祉協会 

  ・南幌町手をつなぐ育成会 

  ・南幌手話サークル「きらら」 

  ・南幌町ことばを育てる親の会 
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８．生活援護に関する支援 

（１）生活福祉資金貸付事業の協力・支援 

  ア）生活福祉資金（道社協事業）    ・相談件数 ０件・貸付件数  ０件 

  イ）緊急小口資金（特例貸付）             ・貸付件数 ４１件 

  ウ）総合支援資金（特例貸付）             ・貸付件数 ２７件 

  エ）総合支援資金（特例貸付）延長申請         ・貸付件数 １９件 

  オ）総合支援資金（特例貸付）再貸付          ・貸付件数  ９件 

 

（２）愛情銀行生活資金貸付事業の実施 

  愛情銀行生活資金（町社協事業） 

・相談件数    ４件   ・貸付件数   ４件 

   ・貸付審査委員会 ０回 

 

（３）無料法律相談会の実施 

  札幌弁護士会所属弁護士による無料法律相談（南空知四町共同開催事業） 

   ・開催回数   １１回   ・相談件数  ３４件 

   

（４）歳末たすけあい見舞金・見舞品配付事業の実施 

令和２年１２月２４日  歳末たすけあい見舞金配付（町内４施設、９世帯） 

歳末たすけあい見舞品配付（７５歳以上独居１７３名） 

 

９．町内社会福祉法人等との連携強化 

町内各社会福祉法人及び医療法人との事業協力・活動支援 

（みどり苑、めぐみ学園、えぽっく、やわらぎ） 

 

１０．日常生活自立支援事業の取り組み 

   ・福祉サービス利用援助件数   ３件 

   ・福祉サービス利用援助回数  ３３回 

 

１１．一般介護予防事業 

（１）受託事業 

ア）高齢者いきいき健康マージャン 

   ・開催回数 １３回  ・参加者  ２９８名 

 

イ）介護支援ボランティアポイント事業  

 ・登録ボランティア  ９９名 

 ・ポイント交換  ７２名 ２２１，０００円 

  ※令和元年度分ポイント引換時点 
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ウ）地域づくりサロン運営事業（なんぽろカフェサロン） 

 ・会場 ７箇所  ・開催回数  ４６回  ・参加者  ６６５名 

 

エ）高齢者運動促進事業（ふまねっと）  

 ・実施回数 ４回  ・参加者 ７３名 

  ※カフェサロンで実施 

 

１２．啓発活動の強化 

（１）社協だよりの発行 

  年３回（５月・１０月・２月／各１０ページ）発行 

・町広報誌に折込して配布 

   ・町ホームページに掲載 

 

１３．財源確保の取り組み 

（１）社協会員会費の募集 

区  分 
令和２年度実績 前年対比 

会員数 金 額 会員数 金 額 

一般会費（一世帯 300 円） 2,403 件 600,110 円 △7 件 △4,846 円 

賛助会費（一口1,000円～） 130 件 256,000 円 6 件 31,000 円 

法人会費（一口 3,000 円） 4 件 12,000 円 0 件 0 円 

合  計 2,537 件 868,110 円 △1 件 26,154 円 

 

（２）寄付金の受入れ 

区 分 2 万円未満 2 万円以上 5 万円以上 10 万円以上 合 計 

個 人 
56 件 

288,132 円 

14 件 

370,000 円 

12 件 

640,000 円 

3 件 

700,000 円 

85 件 

1,998,132 円 

団体他 
8 件 

42,852 円 

0 件 

0 円 

1 件 

36,269 円 

0 件 

0 円 

9 件 

79,121 円 

合 計 
64 件 

330,984 円 

14 件 

370,000 円 

13 件 

676,269 円 

3 件 

700,000 円 

94 件 

2,077,253 円 

前年対比 
△5 件 

883 円 

1 件 

0 円 

9 件 

476,269 円 

△1 件 

150,000 円 

4 件 

627,152 円 

 

１４．その他 

（１）諸団体活動支援 

・南幌町老人クラブ連合会 事務局 

・南幌町身体障害者福祉協会 事務局 

・南幌町ボランティア活動団体連絡会 事務局 

・南幌町ボランティア活動登録者連絡会 事務局 
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※ 令和２年度事業報告には、社会福祉法施行規則第２条の５第３項に規定する附属明細書 

「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。 


