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平成２８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 

９名 

期日 平成２８年６月３０日（木）９時３０分～１１時１０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２８年度重点事業の進捗状況について 

  コミュニティソーシャルワーク事業、生活支援コーディネート事業、 

  外出支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業 

・サンライフさかほぎ改修・修繕箇所の確認 

第２回 

８名 

期日 平成２８年１０月４日（火）１５時～１６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２８年度重点事業の進捗状況について 

  コミュニティソーシャルワーク事業、生活支援コーディネート事業、 

  外出支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業 

・サンライフさかほぎ改修工事の進捗状況について 

  １階カーペット張替工事、空調設備修繕工事 

第３回 

８名 

期日 平成２８年１２月２６日（月）９時～１１時  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階相談室  

・平成２９年度事業について 

・社会福祉法人制度改革について 

第４回 

９名 

期日 平成２９年３月３０日（木）９時～１０時４０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２９年事業及び事務分掌について 

 

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２８年４月２８日（木）１９時～２０時４０分  

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 

ア．法人運営事業 
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④ 議会（福祉文教委員会） 

所管 

事務調査 

期日 平成２８年１２月７日（水）１３時～１４時  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階ふれあいホール  

・総合福祉会館サンライフさかほぎ指定管理事業の内容等について 

・意見交換 

 

⑤ 会費の納入状況 

 平成２８年度 平成２７年度 比較 

一般会費 １，９６３，０００円 １，９６７，０００円 △４，０００円 

施設会費 ２５，０００円 ２５，０００円 － 

団体会費 ６４，０００円 ６２，０００円 ２，０００円 

賛助会費 １，０４５，０００円 １，００５，０００円 ４０，０００円 

合計 ３，０９７，０００円 ３，０５９，０００円 ３８，０００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  ６回  

５月  １７回 生活支援サービス体制づくりセミナー（名古屋市） 

６月 １回 １５回 民生委員児童委員協議会研修同行（和歌山県） 

７月 １回 １５回 介護予防運動指導員研修（名古屋市） 

８月 １回 １７回  

９月  １９回 郡老人クラブ連合会指導者研修同行（知多市） 

１０月 １回 １１回  

１１月  ２６回 
市町村社協事務局長会議視察研修（長野県富士見町・駒ヶ根市） 

全国ボランティアフォーラム 2016（東京都） 

１２月  ９回 
サービス提供責任者研修セミナー（名古屋市） 

社会福祉主事資格認定通信課程スクーリング（神奈川県葉山町） 

１月  １８回  

２月  ３０回 子ども食堂全国交流会 inしが（滋賀県大津市） 

３月  １０回 介護予防運動指導員研修（名古屋市） 

計 ４回 １９３回  

  

⑦ 職場内職員研修の実施 

・リーダーコーチング研修（平成２７年１０月～平成２８年９月：毎月１回） 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 
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第 40 回シニア文化祭 

   ・介護職員を対象にした研修 

     危険予知（ＫＹＴ）講習 ２１名 

     記録の記入方法講習   １２名 

     嘔吐時の処理と対応についての講習 １８名 

 

⑧ 経営会議 

毎月１回、係長以上職員（７名）による経営会議を実施 （１２回） 

 

⑨ 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 

シニアクラブ通信の発行（第１号：平成２８年１０月） 

クラブ内サークル「健康麻雀クラブ」の立ち上げ 

 

⑩ 視察研修の受け入れ 

     平成２８年１１月２２日（火）１３時から１６時 

福井県永平寺町社会福祉協議会 役職員研修 ２４名 

     「坂祝町社協の取り組みについて」 

 

（２） 組織運営 

① 理事会（全６回開催） 

第１回 
期日 平成２８年４月１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評議員選任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評議員の選任について 

原案

可決 

第２回 
期日 平成２８年５月２３日（月）９時３０分～１０時４０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 

・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決算について 

・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役員選任規程の一部改正について 

・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２８年６月１日（水）９時３０分～１０時２０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 

（11 名） 
議案 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会会長・副会長の選任について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会理事職務代理順位について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会顧問の同意について 

原案

可決 
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デイサービス昼食を試食する理事 

第４回 
期日 平成２８年１２月８日（木）９時３０分～１１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 

（12 名） 
議案 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会定款の変更について 

・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 

・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補正予算

（案）について 

・坂祝町介護予防・日常生活支援総合事業における第１号訪問事業（介 

護予防訪問介護相当サービス）運営規程の制定について 

・坂祝町介護予防・日常生活支援総合事業における第１号通所事業（介 

護予防通所介護相当サービス）運営規程の制定について 

※昼食（デイサービスセンター給食を試食） 

 

 

 

 

 

原案

可決 

第５回 
期日 平成２９年１月３０日（月）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 

（12 名） 
議案 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規則 

 の制定について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会評議員選任・解任委員の選任について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会理事・監事・評議員選任規程の制 

定について 

・新評議員選任候補者の推薦について 

・パソコン及び周辺機器リース契約について 

・ワイズマンソフトウェアＩＤＣリース契約について 

原案

可決 

第６回 
期日 平成２９年３月１７日（金）９時３０分～１２時２０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定款の一部変更について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会理事会運営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経理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役員等の報酬及び費用弁償規程の 

全部改正について 

・平成２９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２９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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・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契約について 

 

② 評議員会（全３回開催） 

第１回 
期日 平成２８年５月３０日（月）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 

（21 名） 
議案 

・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決算について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会役員の選任について 

原案

可決 

第２回 
期日 平成２８年１２月２０日（火）１９時～２０時２０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 

（24 名） 
議案 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会定款の変更について 

・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補正予算

（案）について 

原案

可決 

第３回 
期日 平成２９年３月２４日（金）１９時～２０時５０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 

（24 名） 
議案 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会定款の変更について 

・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会評議員会運営規程の制定について 

・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役員等の報酬等支給規程の制定に 

ついて 

・平成２９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２９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 

 

③ 監査会等 

決算監査 

監事 2名 

期日 平成２８年５月１６日（月）１０時～１１時１５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２７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 

社会福祉

法人監査 

期日 平成２８年１０月２１日（金）９時３０分～１６時３０分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ １階相談室  

所轄庁（岐阜県）による社会福祉法第 56 条に基づく社会福祉法人指導監査 
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「福祉用具・住宅改修の話と実演」 かもやま咲宝友隊 「災害時支え合いマップづくり」 くもめ㐂楽里会 

・法人運営（定款・役員・理事会・評議員・組織等） 

・会計・経理（規程・会計書類・預貯金通帳・契約書類・寄付金・残高証明等） 

・労務（就業規則・労使協定・福利厚生・辞令等） 

・その他（助成事業・受託事業・生活福祉資金等） 

財政援助団

体等に対す

る監査 

町監査委員

2名 

期日 平成２８年１２月２２日（木）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２７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 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 

   ・かもやま咲宝友隊の公民館開放に出張相談所（職員常設） 

   ・「平成２７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２８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」及び「協議体会議」の開催 

32 名参加 

期日 平成２９年３月２９日（水）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階会議室  

・地域包括ケアシステムも構築に向けて 

・支え合い団体活動報告（勝山さるばみ互楽会、取組喜楽輝楽会、かもやま咲宝友隊） 

・情報交換会、グループ発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

 

（５） 要援護者支援 

行路人援助  実績なし 
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きらきらパーク 

（６） 子育て支援の環境整備 

① 子育て支援サロン「きらきらパーク」の開催 

・きらきらパーク 

     １２回開催 ５７３名参加 （１回平均 ４８名） 

（内訳 子：２９６名 親：２２９名 ボランティア４８名） 

・きらきらパークミニ 

   ７回開催   ５０名参加 （１回平均   ７名） 

（内訳 子： ２７名 親： １６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（外出支援事業、福祉用具貸出事業） 

・生活困窮者食糧支援事業 

② 各団体に対する助成 

福祉まちづくり活動応援助成金 

 ・もみじ会 ・花っこ ・五感推進会 ・サルビア会 

 ・そば打ち迷人会 ・和む会 

 ・おもちゃ図書館はっぴー ・おもちゃ病院アンクルズ 

・傾聴ボランティアたんぽぽ・ 加茂山ふれあいサロン 

 ・坂区良を美しくするボランティアの会 

 ・多文化共生アグリ交流グループ 

１２団体 ３３９，６５０円 

ふれあいサロン助成支援事業 

 ・一色、池端、中組、雲埋、茶屋、大針、黒岩、深萱、 

  勝山、取組、加茂山の各ふれあいサロン 

１１団体 １４４，０００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 ６３，６５６円 

老人福祉施設へのクリスマスプレゼント配付 ８施設 １０３，５００円 

ひとり親家庭へのクリスマスプレゼント配付 ４３名 ４３，０００円 

寝具クリーニング ５名 １５，０００円 

介護用品の支給 ４８名 １４０，７１５円 

灯油購入助成 ４３名 １２９，０００円 

ひとり暮らし高齢者等への年賀状配付 １３８名 ８，０６０円 

 

（３）社協指定メニュー事業の実施 

・福祉避難所における備蓄食材等整備 

・社会参加促進のための農機具用備品・倉庫整備 

イ．共同募金配分金事業 
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（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２８年４月２１日（木）１６時３０分～１７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２７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２８年４月２８日（木）  

場所 書面決議  

・平成２７年度事業報告について 

・平成２７年度決算報告（寄付金会計・事務費会計）について 

・平成２８年度事務費会計予算（案）について 

・平成２８年度委員の選任について 

第２回 

書面決議 

（8名） 

期日 平成２８年５月３１日（火）  

場所 書面決議  

・平成２８年度委員の選任について 

第３回 

（8名） 

期日 平成２８年６月２１日（火）９時３０分～１０時３５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２８年度事務費会計補正予算（案）について 

・平成２８年度配分申請内容（案）について 

 期日 平成２８年９月２３日（金）９時３０分～１０時３０分  

第４回 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３  

（8 名） ・平成２８年度共同募金運動について 

 

② 募金活動の状況 

 平成２８年度 平成２７年度 比較 

戸別募金 １，６３５，５６５円 １，６５５，４７７円 △１９，９１２円 

街頭募金 ２０，１８７円 ０円 ２０，１８７円 

法人募金 １７２，８５０円 １４３，６００円 ２９，２５０円 

職域募金 １３０，４０９円 １３２，４０６円 △１，９９７円 

ｲﾍﾞﾝﾄ募金 ２６，８６３円 １６，０２１円 １０，８４２円 

その他募金 ３０，４２８円 １４，８０７円 １５，６２１円 

合計 ２，０１６，３０２円 １，９６２，３１１円 ５３，９９１円 
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学生ボランティアによる街頭募金 サンライフに設置してある共同募金コピー機 

第２回ボランティア交流会 「手話体験」 

 ※街頭募金…スーパーセンターオークワ坂祝店 北側入口にて 

平成２８年１２月３日（土）１３時３０分～１５時３０分 

         学生ボランティア ９名協力（高校生２名、中学生６名、小学生１名） 

   ※その他募金…サンライフさかほぎ１階 硬貨式「赤い羽根コピー機」設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 災害義援金等受付（募金箱設置）事務 

・平成２８年熊本地震義援金 4/15～継続中（募金額 23,146 円 ※平成 29 年 3 月 31 日送金） 

・平成２８年４月地震大分県被災者義援金 4/22～9/30（募金額 2,756 円） 

・平成２８年８月３０日からの大雨災害義援金 9/2～9/30（募金額 227 円） 

・岩手県台風１０号大雨等災害義援金 9/5～3/31（募金額 22,903 円） 

・平成２８年鳥取県中部地震災害義援金 10/25～3/31（募金額 1,791 円） 

・平成２８年新潟県糸魚川市における大規模火災義援金 12/26～継続中（募金額 2,352 円  

※平成 29 年 3 月 31 日送金） 

 

 

 

（１） ボランティアセンターの運営 

・ボランティア登録者数 ７０３名 

・ボランティア団体連絡協議会加入団体 ２４団体  延６０２名 

   ・ボランティア活動マッチング数 １４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 

   ・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：５回開催 

・第２回ボランティア交流会の開催 

開催日：平成２８年８月２８日（日）１０時～１２時 

参加者：７８名 

内  容：「神戸町ボランティア連絡協議会の活動について」講演会 

手話サークル活動発表・手話体験、非常食試食、活動掲示 等 

 

ウ．ボランティア事業 
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（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  地域に開かれた観劇会・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、福祉・防災の学習会 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：坂祝中学校１年生、坂祝小学校４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 １件   車いす ４１件 

          簡易ベッド ６件  アシストシルバーカー １件 

 

② 外出支援事業    ２４０件 

家族利用 ６７件 

  支え合い団体・ふれあいサロン・公民館開放 ６９件 

  包括支援センター教室 ７８件 

  運転ボランティア ２６件 

 

③ 食事サービス事業  全２０回実施 実利用者 ３７名 延調理数 ４９９食 

           調理ボランティア 実１６名 

           配食ボランティア 実 ６名 

 

④ 筋力アップトレーニング機器一般開放 

・一般開放       １３４日開催  延２，５４２名 

・オリエンテーション    ３回開催   ３名受講 

 

⑤ 在宅訪問事業（支援）  訪問回数 ５５回  延訪問時間 ６８．５時間 

              利用者 実４名 

             傾聴ボランティア 実１１名 

 

⑥ 生活支援サービス事業（支援）  訪問回数 ８回  延訪問時間 １８．２５時間 

                    生活支援ボランティア 実１２名 

 

⑦ 遠距離孝行サービス事業  実績なし 

 

 

 

 

 

エ．在宅福祉事業 
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第２１回福祉・健康フェスティバル 「大抽選会」 

筋トレ機器 

 

 

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 

平成 

27 年度 

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 

平成 

28 年度 

332 

日 

36,407 

人 

8,670 

人 

710 

人 

2,918 

人 

11,731 

人 

7,704 

人 

59,470 

人 

179.1 

人 

   ・貸館登録団体数 ２８団体（貸館利用料収入：１３８，０００円） 

   ・入浴登録者数  町内：９１名  町外：６２名（入浴利用料収入：１１５，６００円） 

 

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 ２件 ２６件 ０件 

 

③ 第２１回福祉・健康フェスティバルの開催 

開催日：平成２８年１１月２０日（日） 

来場者数：約６，５００人 

 

 

 

 

 

 

① 高齢者筋力向上トレーニング事業 

・２０回コース 

第１回（ ４月１５日 ～ ６月２８日）  ５名 

第２回（１０月１３日 ～１２月２６日）  ６名 

   ・８回コース 

     第１回（ ７月１９日 ～ ９月１３日） １０名 

     第２回（ １月２７日 ～ ３月１７日） １２名 

 

② 筋トレフォロー教室事業 

全４０回開催 延１３９名 

 

 

 

オ．坂祝町総合福祉会館指定管理事業 

カ．受託事業 
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サンサンふれあい交流会 「いっしょに手遊び」 

③ ふれあいサロン事業 

全１１地区 総計 １２６回開催  延２，６１９名参加 （１回あたり平均２１名） 

内訳 参加者      １，７１６名 （平均１３．６名） 

          ボランティア     ７６４名 （平均 ６．０名） 

          民生委員       １２８名 （平均 １．１名） 

          自治会長等       １１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：１１回 

 

⑤ サンサンふれあい交流会 

開催日：平成２８年１０月 ６日（木）１０時１５分～１１時３０分 

     坂祝町スポーツドーム 

参加者：約３００名 

 

⑥ いきがいデイサービス事業 

全９６回開催 延７０３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運営） 

    相談件数延べ ３，０５９件（月平均２５５件）  実相談者数３６３名（月平均３０名） 

    （内訳：訪問回数延べ７６２回  来訪回数延べ４７８回  電話（メール含）延べ１，８１８回 

        出張相談回数延べ１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 ６件 

 

 

 

  ・日常生活自立支援事業 ８件 （新規：１件 継続：２件 終結：５件） 

 

 

 

① 生活福祉資金（総合支援資金）貸付 

相談件数 ８件   貸付決定件数 １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（県社協受託） 

キ．相談支援事業 

ク．日常生活自立支援事業（県社協受託） 

 


