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社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 



平成２８年度 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会事業報告 

 

 

平成２８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（５回開催） 

【第１回】 

・開催日時  平成２８年４月２８日（木）９時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター １階ボランティアルーム 

 ・議題内容  ①５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 

 

【第２回】 

 ・開催日時  平成２８年９月６日（火）９時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター １階ボランティアルーム 

 ・議題内容  ①９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 

 

【第３回】 

 ・開催日時  平成２８年１２月１２日（月）１３時００分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター １階ボランティアルーム 

 ・議題内容  ①１２月理事会・評議員会・見舞金品配付会議の開催日程について 

②理事会（12/14）提出議案について 

        ③理事会（12/27）提出議案について 

 

【第４回】 

 ・開催日時  平成２９年２月１６日（木）午前９時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター １階ボランティアルーム 

 ・議題内容  ①２月・３月理事会・評議員会等の開催日程について 

        ②理事会提出議案について 

 

【第５回】 

 ・開催日時  平成２９年３月２１日（火）午前９時３０分 

・開催場所  南幌町保健福祉総合センター １階ボランティアルーム 

 ・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 
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（２）理事会の開催（７回開催） 

【第１回】 

  ・開催日時  平成２８年４月４日（月）１６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６号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会 会長、副会長の選任について 

議案第７号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会 会長職務代理者の指名について 

議案第８号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会 常務理事の指名について 

 

【第２回】 

・開催日時  平成２８年５月１１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 ９号 平成２７年度 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会事業結果報告に 

ついて 

    議案第 10 号 平成２７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 

           平成２７年度会計 決算監査報告 

 

【第３回】 

・開催日時  平成２８年９月１６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 11 号 平成２８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 12 号 平成２８年度福祉活動功労表彰について 

 

【第４回】 

・開催日時  平成２８年１２月１４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 13 号 社会福祉法人南幌町社会福祉評議会定款の全部改正について 

 

【第５回】 

・開催日時  平成２８年１２月２７日（火）１０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 14 号 平成２８年度 歳末たすけあい見舞金品配付事業の実施について 

 

【第６回】 

・開催日時  平成２９年２月１７日（金）１４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 
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  ・議題内容 

議案第１号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会 評議員選任・解任委員会運営 

細則の制定について 

議案第２号 評議員選任・解任委員の選任について 

議案第３号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会 次期評議員候補者の推薦に 

ついて 

 

【第７回】 

・開催日時  平成２９年３月２２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４号 平成２８年度社会福祉法人南幌町社会福祉評議会資金収支補正予算 

（第２号）について 

議案第５号 平成２９年度特殊事情世帯の会費減免について 

議案第６号 平成２９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７号 平成２９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８号 社会福祉法人南幌町社会福祉評議会関係諸規定の制定及び一部改正 

      について 

議案第９号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会事務局長の任用について 

 

 

（３）監事会の開催（４回開催） 

【平成 27 年度 第４四半期監査・決算監査】 

 ・開催日時  平成２８年４月２５日（月）９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１四半期監査】 

 ・開催日時  平成２８年８月１０日（水）９時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター １階ボランティアルーム 

 

【第２四半期監査】 

 ・開催日時  平成２８年１１月９日（水）９時３０分 

 ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター １階ボランティアルーム 

 

【第３四半期監査】 

 ・開催日時  平成２９年３月６日（月）９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（４回開催） 

【第１回】 
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  ・開催日時  平成２８年５月１８日（水）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６号 平成２７年度 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会事業結果報告に 

ついて 

議案第７号 平成２７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 

平成２７年度会計 決算監査報告 

 

【第２回】 

・開催日時  平成２８年９月２３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 

    議案第８号 平成２８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 

 

【第３回】 

・開催日時  平成２８年１２月１６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 

    議案第９号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会定款の全部改正について 

 

【第４回】 

・開催日時  平成２９年３月２９日（水）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１号 平成２８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２号）について 

議案第２号 平成２９年度特殊事情世帯の会費減免について 

議案第３号 平成２９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４号 平成２９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５号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会諸規定の制定について 

    議案第６号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会理事の退任に伴う選任について 

 

 

（５）評議員選任・解任委員会の開催（１回開催） 

  ・開催日時  平成２９年２月２４日（金）１０時００分 

  ・開催場所  南幌町保健福祉総合センター １階ボランティアルーム 

  ・議題内容   

議案第１号 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会 次期評議員の選任について 
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（６）その他会議及び研修会 

平成２８年 ５月１０日  空知管内社協連絡協議会総会  （沼田町 会長・事務局） 

５月１０日  空知管内社協会長・事務局長会議 （沼田町 会長・事務局） 

        ６月１７日  空知地区社協職員連絡協議会総会・研修交流会  

  ・１８日                   （夕張市 事務局） 

６月２１日  全道市町村社協新任会長・事務局長研修会（札幌市 局長） 

６月２１日  全道市町村社協会長・事務局長研究協議会 

          ・２２日                （札幌市 会長・事務局） 

７月１５日  第１回巡回指導監査             （あいくる） 

８月 ２日  地域の絆と支え合い活動空知地区推進セミナー 

（新十津川町 会長・事務局） 

        ８月 ５日  社会福祉法改正勉強会        （由仁町 事務局） 

８月２４日  社会福祉法改正セミナー       （札幌市 事務局） 

９月２１日  成年後見制度視察研修         （美唄市 事務局） 

        ９月３０日  社会福祉法改正役員合同研修会 

                        （由仁町 会長・理事・監事・事務局） 

       １０月２４日  定款変更（素案）説明会 （あいくる 常任理事・事務局） 

       １０月２５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・局長） 

１０月２６日  第２回巡回指導監査             （あいくる） 

１０月２７日  定款変更（素案）説明会 （あいくる 理事・監事・事務局） 

１０月２８日  空知地区社協連絡協議会第２回研修交流会 

~２９日                  （歌志内市 事務局） 

       １１月１０日  南空知社協連絡会会長・事務局長会議 

                              （岩見沢市 会長・局長） 

       １１月１７日  全道市町村社協事務局長連絡会議    （札幌市 局長） 

       １１月３０日  社会福祉法人制度改革の概要等説明会 

（あいくる 評議員・行政区長・町内会長・V 活動団体・事務局） 

              １２月 ６日  行政区長会議             （役場 事務局） 

１２月１５日  社会福祉法改正セミナー        （札幌市 局長） 

１２月２０日  地域包括個別ケア会議       （あいくる 事務局） 

       １２月２６日  社会福祉法人制度改革に伴う事務説明会（札幌市 事務局） 

平成２９年 １月１２日  行政区長会議             （役場 事務局） 

        １月１３日  社会福祉法改正実務実践セミナー    （美唄市 事務局） 

      １月２４日  第３回巡回指導監査            （あいくる） 

３月 ８日  空知管内社会福祉協議会会長・事務局長会議 

               南空知社会福祉協議会連絡会会長・事務局長会議 

（岩見沢市 会長・事務局） 
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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・カラオケ 他 ３２８人 ２２回 １４．９人 ２２名 

 

（２）保有備品の貸出し（町内諸行事協力） 

  ア）行事用テント ２４件      イ）車椅子 ４３件 

  ウ）レクリエーション用具 １１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 

平成２８年 ５月２０日  食事部門打合せ          （あいくる 事務局） 

      ６月２８日  第１回役員会            （あいくる 事務局） 

      ７月１１日  第１回全体会議           （あいくる 事務局） 

      ８月２９日  第２回役員会・全体会議         （あいくる 事務局） 

９月２８日  第３回役員会・全体会議        （あいくる 事務局） 

     １０月 ８日  前日準備             （あいくる 事務局） 

     １０月 ９日  第１２回ボランティアフェスタなんぽろ 

（あいくる 事務局） 

     １１月２４日  監事会・第４回全体会議（反省会） （あいくる 事務局） 

 

（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 

 

（３）ボランティア活動内容 

活 動 先 活 動 内 容 

みどり苑 
車椅子清掃（年５０回）・訪問サービス（年２５５回） 

施設行事の協力（年１回／みどり苑まつり） 

えぽっく 施設行事の協力（年２回／えぽフェスタ、成人式） 

老健ゆう 施設行事の協力（年１回／ゆう祭） 

手をつなぐ育成会 行事協力（年１回／食事会） 

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、 

ふれあい食事交流会 他 

 

（４）ボランティア研修事業の開催 

平成２８年１２月 ７日  ボランティアスクール 「笑い文字 ありがとう講座」 

            （あいくる 参加者３２名 保健福祉課職員・会長・事務局） 
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（５）ボランティア研修会の参加 

  平成２８年 ７月 ８日  南幌町 V 活動登録者連絡会１日研修旅行  （札幌市方面） 

        ８月２７日  ボランティア愛ランド北海道２０１６in むろらん 

（室蘭市 V15 名・事務局） 

 

（６）災害ボランティア体制整備に向けた検討 

平成２８年１２月 ５日  市町村ボランティアセンター運営協議会（札幌市 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移動する 

場合に介助を必要とする方 

   ・利 用 者・・・６名 

   ・利用状況・・・町内２５回、町外８２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・・・２６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２７回、町外１２回 

  

  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・・・８名 

・実施状況・・・週１回（木曜日）／計４５回 

・担当ボランティア・・・７名 

 

ウ）一人暮らし高齢者食事交流会 

 平成２９年 ３月 ７日  ふれあい食事交流会 

（あいくる 参加者４５名 会長・岩野副会長・事務局） 

 

  エ）福祉杖給付事業 

   ・杖給付本数・・・２１本 
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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 

平成２８年 ６月 ９日  第１４回町老人クラブ連合会パークゴルフ大会（中央公園） 

      １１月 ８日  第２２回室内ゴロッケーゴルフ交流会  （改善センター） 

 

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 

  平成２８年１０月 ９日  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 ３年生６名） 

（２）子ども会育成連絡協議会（たくみ祭り）への助成 

 

（３）職場体験学習の受け入れ 

  平成２８年１０月４日～６日  南幌中学校職場体験学習受け入れ（２年生３名） 

 

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 

 

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 

  生活福祉資金（道社協事業） 

    相談件数   １１件 

    貸付申請件数  ０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   １３件 

    貸付件数   １３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   ３７件 
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（４）歳末たすけあい見舞金・見舞品配付事業の実施 

平成２８年１２月２７日  歳末たすけあい見舞金配付（町内 4施設、17世帯） 

歳末たすけあい見舞品配付（75歳以上独居 135名） 

 

９．町内社会福祉法人との連携強化 

町内各社会福祉法人との事業協力（みどり苑、めぐみ学園、えぽっく） 

 

１０．日常生活自立支援事業の取り組み 

  生活支援員新規候補者の検討 

 

１１．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／１０ページ）発行 

・町広報誌に折込配布 

   ・町ホームページに掲載 

 

１２．財源確保の取り組み 

（１）社協会員会費の募集 

区  分 
平成２８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） 2,458 件 627,308 円 △32 件 △4,280 円 

賛助会費（一口1,000円～） 124 件 247,000 円 △9 件 △11,000 円 

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

合  計 2,586 件 886,308 円 △41 件 △15,280 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 
30 件 

179,028 円 

26 件 

693,000 円 

8 件 

400,000 円 

3 件 

400,000 円 

67 件 

1,672,028 円 

団体他 
17 件 

105,612 円 

－ 

－ 

1 件 

50,000 円 

1 件 

300,000 円 

19 件 

455,612 円 

合 計 
47 件 

284,640 円 

26 件 

693,000 円 

9 件 

450,000 円 

4 件 

700,000 円 

86 件 

2,127,640 円 

前年対比 
△12 件 

△80,439 円 

△1 件 

12,784 円 

△3 件 

△173,200円 

－ 

－ 

△16 件 

△240,855 円 
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１３．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 

 

（２）町への事業協力＜高齢者生活支援地域づくり推進事業＞ 

  平成２８年１２月１２日  第８区地域の福祉を語ろう会    （寿の家 事務局） 

 

 

 

 

 

※ 平成２８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。 
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