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平成２７年度 

社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会事業報告 

 

 

 

（１） 組織の基盤強化 

① 福祉課との連絡調整会議 

第１回 

8 名 

期日 平成２７年５月２６日（火）９時３０分～１１時２０分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階相談室  

・平成２７年度重点事業の進捗状況について 

・地域福祉計画の進捗について 

・移送サービス事業の今後について 

第２回 

8 名 

期日 平成２７年９月２９日（火）９時３０分～１１時３０分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階相談室  

・平成２７年度重点事業の進捗と課題について 

・平成２８年度実施事業について 

第３回 

8 名 

期日 平成２８年３月２４日（金）９時３０分～１１時２５分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階相談室  

・平成２７年度重点事業の進捗状況について 

・平成２８年度事業について 

 

② 民生委員児童委員協議会 

    定例会議に担当職員出席（１１回） 

 

③ 自治会長説明会 

自治会長 

説明会 

期日 平成２７年４月２７日（月）１９時～２１時  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室  

・社協職員紹介 

・社協の活動紹介及び協力依頼について 

・社協一般会費募集手順の説明 

・福祉委員の活動について（福祉委員１００名委嘱） 

・サンライフさかほぎ館内見学 

 

④ 議会（福祉文教委員会） 

事業説明

情報交換 

期日 平成２７年６月２４日（水）９時３５分～１０時３５分  

場所 坂祝町役場 ４階第１委員会室  

・コミュニティソーシャルワーク事業について 

・生活支援コーディネーター事業について 

・移送サービス事業について 

ア．法人運営事業 
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先進地 

視察同行 

期日 平成２７年１２月９日（水）９時３０分～１１時  

場所 可児市若葉台地区  

・住民主体による移送サービス事業について 

 

⑤ 会費の納入状況 

 平成２７年度 平成２６年度 比較 

一般会費 １，９６７，０００円 １，９６３，０００円 ４，０００円 

施設会費 ２５，０００円 ２５，０００円 － 

団体会費 ６２，０００円 ９４，０００円 △３２，０００円 

賛助会費 １，００５，０００円 ９７５，０００円 ３０，０００円 

合計 ３，０５９，０００円 ３，０５７，０００円 ２，０００円 

 

⑥ 役職員の研修参加状況 

月 会  長 職  員 うち、県外への出張、研修 

４月  ９回  

５月 １回 ２１回 赤十字奉仕団役員研修同行（岩手県大槌町） 

６月  １６回 民生委員児童委員協議会研修同行（兵庫県淡路市） 

７月 １回 ２０回 介護予防運動指導員研修（名古屋市） 

８月 １回 １９回  

９月 １回 ２６回 

市町村社協事務局長会議視察研修（香川県琴平町・岡山県総社市） 

郡老人クラブ連合会指導者研修同行（豊田市） 

生活支援サービス体制づくりセミナー（名古屋市） 

１０月 １回 １７回 市町村社協課題別検討会議（介護保険）視察研修（桑名市） 

１１月  １３回  

１２月  ３回  

１月  ３回  

２月  １７回 町シニアクラブ連合会役員研修同行（福井県） 

３月  １５回  

計 ５回 １７９回  

  ・職員研修の実施 

    リーダーコーチング研修の開催（平成２７年１０月～平成２８年９月：毎月１回 継続中）６名 

   ＊厚生労働省の職場定着支援助成金（キャリアアップ助成）事業を活用 

 

⑦ 坂祝町高齢者地域福祉活動相談支援事業（シニアクラブ協助員）業務の受託 



3 
 

（２） 会議の開催 

① 理事会（全６回開催） 

第１回 
期日 平成２７年４月１日（水） 議決

状況 場所 書面決議 

書面決議 

（12 名） 
議案 ・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会評議員の選任について 

原案

可決 

第２回 
期日 平成２７年５月２０日（水）９時３０分～１１時１０分 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３ 

出席者 

（8 名） 
議案 

・平成２６年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会事業報告について 

・平成２６年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会収入支出決算について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会経理規程の一部改正について 

・平成２７年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算

（案）について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会評議員の選任について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会福祉サービスに関する「苦情解決」 

事業における第三者委員の選任について 

・総合福祉会館サンライフさかほぎ空調・給排水設備等保守点検業務委 

託に係る契約について 

・総合福祉会館サンライフさかほぎ日常清掃業務委託に係る契約について 

原案

可決 

第３回 
期日 平成２７年９月２５日（金） 議決

状況 場所 書面決議 

書面決議 

（12 名） 
議案 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会職員就業規則の一部改正について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会非常勤職員就業規程の一部改正に 

ついて 

原案

可決 

第４回 
期日 平成２７年１０月５日（月）９時３０分～１１時３０分 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３ 

出席者 

（10 名） 
議案 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会評議員の選任について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会経理規程の一部改正について 

・平成２７年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算

（案）について 

・坂祝町社協指定訪問介護事業所運営規程の一部改正について 

・坂祝町デイサービスセンター運営規程の一部改正について 

原案

可決 

第５回 
期日 平成２７年１２月２４日（木）９時３０分～１０時５５分 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３ 

出席者 

（9 名） 
議案 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会特定個人情報取扱規程の制定につ 

いて 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会職員就業規則の一部改正について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会非常勤職員就業規程の一部改正に 

ついて 

原案

可決 
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・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会非常勤職員給与規程の一部改正に 

ついて 

・第１１回坂祝町社会福祉大会表彰対象者について 

第６回 
期日 平成２８年３月２２日（火）９時３０分～１１時１０分 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３ 

出席者 

（11 名） 
議案 

・平成２７年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算

（案）について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会事務局規程の一部改正について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会基金及び積立金規程の一部改正に 

ついて 

・平成２８年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会事業計画（案）につ 

いて 

・平成２８年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会収入支出予算（案） 

について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会評議員の選任について 

原案

可決 

 

② 評議員会（全３回開催） 

第１回 
期日 平成２７年５月２６日（火）１９時～２０時１０分 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室 

出席者 

（22 名） 
議案 

・平成２６年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会事業報告について 

・平成２６年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会収入支出決算について 

・平成２７年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算

（案）について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会理事の選任について 

原案

可決 

第２回 
期日 平成２７年１０月８日（木）１９時～１９時５５分 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室 

出席者 

（21 名） 
議案 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会理事の選任について 

・平成２７年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算

（案）について 

原案

可決 

第３回 
期日 平成２８年３月２８日（月）１９時～２０時０５分 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室 

出席者 

（26 名） 
議案 

・平成２７年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算

（案）について 

・平成２８年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会事業計画（案）につ 

いて 

・平成２８年度社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会収入支出予算（案） 

について 

原案

可決 
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③ 監査会等 

決算監査 

監事 2名 

期日 平成２７年５月１２日（火）１０時～１１時３５分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ １階相談室  

平成２６年度事業報告 

財務諸表 ・貸借対照表・未収金、未払金内訳書・預金残高一覧表・固定資産管理台帳 

     ・資金収支計算書・事業活動収支計算書 

財政援助団

体等に対す

る監査 

町監査委員

2名 

期日 平成２７年１２月２１日（月）１３時３０分～１５時  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ １階相談室  

平成２６年度に執行した公の施設管理及び事業の受託に係る出納その他事務全般 

・帳票及び帳簿等の審査 

・町への提出資料に基づく説明 

・前回指摘事項についてのその後の推移状況の確認 

 

（３） 調査・研究 

① 第１１回坂祝町社会福祉大会の開催 

開催日：平成２８年１月３１日（日）９時３０分～１２時 

場 所：総合福祉会館サンライフさかほぎ 

内 容：表彰状（17 名 2団体）並びに感謝状（19名 1社 2 団体）の贈呈 

記念講演「気がつけば岐阜弁～ふるさとのことばは文化財～」 

      講師 元岐阜放送アナウンサー 神田卓朗氏 

坂祝社協キャラクター発表及び表彰 

参加者：約１５０名 

 

② 支え合い団体への活動支援 

・全１１地区の定例会及び地区懇談会、炊き出し訓練などの活動に参加及び代表者との打ち合わせ 

   ・加茂山咲宝友隊の公民館開放時に、出張相談所の開設 

   ・「平成２６年度坂祝町地域支え合い団体活動実績集」（冊子）の発行（平成２７年５月） 

・岐阜県発行の「ぎふ地域の絆づくり支援センターだより」の配布 

・「福祉のまちづくりフォーラム」（岐阜市）へ参加 

・支え合い団体連絡会の開催 

18 名参加 

期日 平成２８年３月２４日（木）１３時３０分～１５時３０分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室  

・支え合い団体の活動について 

・地域ケア会議及びグループ討議（坂祝町地域包括支援センター） 

 

（４） 企画・広報 

① 「さかほぎ社協だより」の発行 年４回発行（各２，４００部） 

② ホームページの定期的更新の実施 

③ 坂祝社協イメージキャラクター「つぐみちゃん」の誕生 
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（５） 要援護者支援 

① 行路人援助 １名 

 

（６）子育て支援 

① きらきらパーク   １２回開催 ５２８名参加 （１回平均４４名） 

（内訳 子：２５６名 親：２２６名 ボランティア４６名） 

② きらきらパークミニ  ８回開催 １４６名参加 （１回平均１９．５名） 

（内訳 子： ７５名 親： ７２名 ボランティア９名） 

 

 

 

（１） 赤い羽根事業の実施 

① 社協事業として活用 

・在宅福祉事業へ充填（福祉車両貸出事業、福祉用具貸出事業、食事サービス事業） 

② 各団体に対する助成 

福祉まちづくり活動応援助成金 ９団体 ２８８，９１７円 

ふれあいサロン助成支援事業 １１団体 １４７，０００円 

 

（２） 歳末たすけあい事業の実施 

施設入所者激励訪問 ２１名 ６８，９０２円 

老人福祉施設へのクリスマスプレゼント配付 ８施設 １１６，０００円 

ひとり親家庭へのクリスマスプレゼント配付 ５０名 ５３，０００円 

寝具クリーニング ８名 ２４，０００円 

介護用品の支給 ６３名 １８５，５９６円 

灯油購入助成 ４２名 １２６，０００円 

ひとり暮らし高齢者等への年賀状配付 １４４名 ８，８４０円 

 

（３） 社協指定メニュー事業の実施 

・ボランティアルームの整備 

・日常生活自立支援事業にかかる耐火金庫の整備 

 

（４） 坂祝町共同募金委員会運営 

① 委員会の開催 

監査会 

監事 2名 

期日 平成２７年４月２４日（金）１３時～１４時００分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ １階相談室  

平成２６年度事業報告及び収入支出決算について 

第１回 

書面決議 

（8名） 

期日 平成２７年４月２８日（火）  

場所 書面決議  

・平成２６年度事業報告について 

イ．共同募金配分金事業 
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・平成２６年度決算報告（寄付金会計・事務費会計）について 

・平成２７年度事務費会計予算（案）について 

・平成２７年度委員の選任について 

第２回 

（8名） 

期日 平成２７年６月２３日（火）１３時３０分～１４時１０分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３  

・委員長及び副委員長の選任について 

・監事の委嘱について 

・平成２７年度事務費会計補正予算（案）について 

・平成２７年度配分申請内容（案）について 

第３回 

（8名） 

期日 平成２７年９月１７日（木）１０時３０分～１１時２０分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３  

・平成２７年度共同募金運動について 

 

② 募金活動の状況 

 平成２７年度 平成２６年度 比較 

戸別募金 １，６５５，４７７円 １，６１８，９２２円 ３６，５５５円 

街頭募金 ０円 ０円 ０円 

法人募金 １４３，６００円 １２９，６００円 １４，０００円 

学校募金 ０円 ２，１４３円 △２，１４３円 

職域募金 １３２，４０６円 １３３，７３９円 △１，３３３円 

ｲﾍﾞﾝﾄ募金 １６，０２１円 ４１，５５７円 △２５，５３６円 

その他募金 １４，８０７円 １２，８０６円 ２，００１円 

合計 １，９６２，３１１円 １，９３８，７６７円 ２３，５４４円 

  

 

 

（１） ボランティアセンターの運営 

・ボランティア登録者数：４２２名 

・ボランティア団体連絡協議会加入団体：２４団体  延６１７名 

   ・ボランティア活動マッチング数：１３件 

   ・ボランティアだよりの発行：社協だより内にて４回発行 

   ・ボランティアルームの整備（棚等の設置） 

   ・災害備蓄倉庫の管理：備蓄食品の入れ替え 

 

（２） ボランティア団体連絡協議会の支援 

・ボランティア団体連絡協議会の定期開催：４回開催 

・第１回ボランティア交流会の開催 

ウ．ボランティア事業 
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開催日：平成２７年８月３０日（日）１０時００分～１１時３０分 

参加者：８６名 

内  容：「ボランティア継続のコツ・新規ボランティア獲得のコツ」講演会、脳活性化体操、 

コケ玉づくり体験 等 

 

（３） 次世代を担う子どもたちの育成・環境の充実 

・福祉協力校（園）事業 

遊々保育園  地域に開かれたお花見・クリスマスコンサート 

坂祝幼稚園  老人ホーム入所者との交流、未就園児との交流、サンライフ利用者との交流 

坂祝小学校  ふるさと教室、あいさつ運動、ありがとう集会 等 

坂祝中学校  福祉学習、全校福祉活動、花づくり、幼稚園児との交流 

・福祉学習への対応：坂祝中学１年生を対象に福祉体験学習を実施 

 

 

 

① 福祉用具貸出事業  特殊寝台：２件   車いす：５１件 

② 福祉車両貸出事業  １１７件 

（家族利用：４８件 ボランティア利用：６９件） 

③ 食事サービス事業  全２０回実施 実利用者：３６名 延調理数：４９２食 

           調理ボランティア：実１９名 

           配食ボランティア：実 ７名 

④ 筋力アップトレーニング機器一般開放 

・一般開放       １１６日開催  延２，１４６名 

・オリエンテーション    ８回開催  ２８名受講 

・スキルアップ講習     ３回開催   ９名受講 

⑤ 在宅高齢者支援事業（傾聴ボランティアたんぽぽによる在宅訪問事業）の立ち上げ支援 

⑥ 生活支援ボランティアグループ「小さな手助け坂祝」立ち上げ支援 

 生活支援ボランティア養成講座の開催（平成２８年２月４日～９日のうち３日間）１２名受講 

  ⑦ 遠距離孝行サービス事業（通信機器を用いての画像配信等）の立ち上げ 

   ＊⑤・⑥・⑦とも岐阜県社会福祉協議会福祉コミュニティ構築推進補助事業を活用 

 

 

 

① サンライフさかほぎ利用状況 

開館日 
個人利用者 

教室 
シニア 

クラブ 

福祉・社

協事業 
貸館事業 合計 １日平均 

 内入浴者 

336 

日 

31,496 

人 

8,418 

人 

1,139 

人 

2,218 

人 

9,844 

人 

6,583 

人 

51,280 

人 

152.6 

人 

   ・貸館登録団体数 ３８団体（貸館利用料収入：２５０，０００円） 

   ・入浴登録者数  町内：７８名  町外：４６名（入浴利用料収入：１２２，１００円） 

エ．在宅福祉事業 

オ．坂祝町総合福祉会館指定管理事業 
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② 心配ごと相談所の開設 

 一般相談 法律相談 身障相談 

開設日 ６日 ６日 ６日 

相談件数 ０件 ２１件 ０件 

 

③ 福祉・健康フェスティバルの開催 

開催日：平成２７年１１月２０日（日）  来場者数：約７，０００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 事務所南庭に菜園を整備（岐阜県社会福祉協議会安心なまちづくり推進モデル事業補助を活用） 

 

 

 

① 高齢者筋力向上トレーニング事業 

第１回（ ４月１４日から ６月２３日）全２０回開催 ５名 

第２回（１０月 ８日から１２月２４日）全２０回開催 ５名 

 

② 筋トレフォロー教室事業 

全４８回開催 延２２９名 

 

③ ふれあいサロン事業 

全１１地区 総計１２８回開催  延２，６９６名参加（１回あたり平均２１名） 

内訳 参加者     １，７７３名（平均１３．８名） 

         ボランティア    ７８０名（平均 ６．１名） 

         民生委員      １２０名（平均 ０．９名） 

         自治会長等      ２３名（平均 ０．１名） 

 

④ 軽度生活援助事業 

実利用者：１名   延べ利用回数：２９回 

 

⑤ サンサンふれあい交流会 

開催日：平成２７年１０月１４日（水）１０時１５分～１１時３０分 

参加者：２８１名 

カ．受託事業 
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⑥ いきがいデイサービス事業 

平成２７年１０月開始 全４７回開催 延２０６名 

       

 

 

 

① コミュニティソーシャルワーク事業（くらし安心相談室サンライフの設置） 

    相談件数延べ２，６２０件（月平均２１８件）  実相談者数３８７名（月平均３２名） 

    （内訳：訪問回数延べ８４６回  来訪回数延べ５３４回  電話（メール含）延べ１，２３４回 

        出張相談回数延べ６回）   

 

② 臨時小口資金貸付事業の実施 

    相談件数１１件  貸付件数７件 

 

 

 

  ・日常生活自立支援事業 ７件 （継続：６件 新規：１件） 

 

 

 

① 生活福祉資金（総合支援資金）貸付 

相談件数：６件   貸付決定件数：３件 

 

② 臨時特例つなぎ資金貸付 

相談件数：０件   貸付決定件数：０件 

 

 

ケ．生活福祉資金貸付事業（県社協委託） 

キ．相談支援事業 

ク．日常生活自立支援事業（県社協委託） 

 


