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平成３０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、こども課との連絡調整会議 

第１回 

１０名 

期日 平成３０年６月２７日（水）９時～１０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３０年度事業の進捗状況について 

  ひとり親家庭ふれあい交流事業、さかほぎ「城見」オレンジカフェ、シニアクラブ 

「夏休み体験教室」 

・サンライフさかほぎ改修・修繕箇所の確認 

第２回 

９名 

期日 平成３０年１０月３日（水）９時～１０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３０年度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、チャレンジ就労体験事業、農福連携事業、 

福祉映画会（認知症啓発：「毎日がアルツハイマー」）、サン・サンふれあい交流会、 

福祉・健康フェスティバル、共同募金運動、生活支援コーディネート事業 

・サンライフさかほぎ改修工事の進捗状況について 

  トイレ洋式化 

・坂祝町デマンドタクシーの運行事業について 

第３回 

１２名 

期日 平成３０年１２月２５日（火）１３時３０分～１４時５５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３０年度事業の進捗状況について 

  坂祝町デマンドタクシーの運行事業、外出支援事業、チャレンジ就労体験事業、農 

福連携事業、地域ケア推進会議 

第４回 

１１名 

期日 平成３１年３月２２日（金）９時～１０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３１年度事業及び事務分掌について 

  坂祝町デマンドタクシーの運行事業、坂祝町地域福祉計画・坂祝町地域福祉活動計 

画、サンライフさかほぎ改修・修繕（空調・給湯設備改修等）、第１３回坂祝町社会 

福祉大会、チャレンジ就労体験事業、農福連携事業、コミュニティスクール事業 

 

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） 

 

 

 

ア．法人運営事業 
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③ 自治会長説明会 

自治会長 

説明会 

期日 平成３０年４月２６日（木）１９時～２０時４５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１０２名委嘱） 

・サンライフさかほぎ館内見学 

 

④ 会費の納入状況 

 平成３０年度 平成２９年度 比較 

一般会費 １，９８９，５００円 １，９８６，５００円  ３，０００円 

施設会費 ３０，０００円 ２５，０００円 ５，０００円 

団体会費 ６８，０００円 ６８，０００円 － 

賛助会費 ９９０，０００円 １，００５，０００円 △１５，０００円 

合計 ３，０７７，５００円 ３，０８４，５００円 △７，０００円 

 

⑤ 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  ２回  

５月  ７回  

６月  ２０回  

７月 １回 １９回 民生委員児童委員協議会研修同行（長野県） 

８月  ２６回 
指導監査に対応するための業務改善セミナー（愛知県） 

社協・社会福祉施設職員会計実務講座（神奈川県） 

９月 １回 ２１回 地域福祉コーディネーターリーダー研修会（東京都） 

１０月  １８回 社協・社会福祉施設職員会計実務講座（神奈川県） 

１１月  ２２回  

１２月  ８回  

１月  １２回  

２月  １９回  

３月  １４回 ケアレク 100連発セミナー（大阪府） 

計 ２回 １８８回  
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⑥ 職員研修の実施 

感染予防勉強会 ２４名 

     在宅酸素勉強会 １５名 

 

 

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 

・クラブ内サークル「編み物クラブ」の立ち上げ 

・会員交流日帰り旅行（２回） 

・サンライフカフェボランティア活動 

 

 

 

⑧ 幹部会議 

・会長、事務局長、課長による幹部会議を実施（１２回） 

 

 

（２） 組織運営 

① 理事会（定時３回・臨時３回開催） 

第１回 

定 時 

期日 平成３０年５月３１日（木）９時３０分～１１時１５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２９年度事業報告について 

・平成２９年度収入支出決算について 

・社会福祉充実計画の終了について 

・評議員選任・解任委員の選任について 

・評議員選任候補者の推薦について 

・平成３０年度定時評議員会の開催について 

原案

可決 

報告 ・会長及び常務理事の職務の執行状況の報告について  

第１回 

臨 時 

期日 平成３０年８月２０日（月） 議決

状況 場所 書面決議 

出席者 

（12名） 
議案 ・法人設立２５周年記念会長特別表彰対象者について 

原案

可決 

第２回 

定 時 

期日 平成３０年１０月３１日（水）９時３０分～１０時４５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） 
報告 

・会長及び常務理事の職務の執行状況の報告について 

・平成３０年度事業の実施状況について 

原案

可決 

第２回 

臨 時 

期日 平成３０年１２月２５日（火）９時３０分～１１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 

・平成３０年度収入支出補正予算（案）について 

・平成３０年度第１回臨時評議員会の開催について 

原案

可決 

感染予防勉強会 

シニアクラブ会員交流日帰り旅行 
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第３回 

定 時 

期日 平成３１年３月２１日（木）９時３０分～１１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３ 

出席者 

（8 名） 
議案 

・平成３０年度収入支出補正予算（案）について 

・正職員等就業規則の一部改正について 

・非常勤職員就業規則の一部改正について 

・平成３１年度事業計画（案）について 

・平成３１年度収入支出予算（案）について 

・平成３０年度第２回臨時評議員会の開催について 

・坂祝町介護予防・日常生活支援総合事業 関連規程の一部改正 

・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 

・評議員選任候補者の推薦について 

原案

可決 

 報告 ・会長及び常務理事の職務の執行状況の報告について  

第３回 

臨 時 

期日 平成３１年３月２９日（火） 議決

状況 場所 書面決議 

出席者 

（12名） 
議案 ・常務理事の選定について 

原案

可決 

 

 

② 評議員会（定時１回、臨時２回開催） 

定 時 
期日 平成３０年６月１５日（金）１９時～２０時１５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 

（12名） 
議案 

・平成２９年度事業報告について 

・平成２９年度収入支出決算について 

・社会福祉充実計画の終了について 

・理事の選任について 

原案

可決 

第１回 

臨 時 

期日 平成３１年１月１６日（水）１９時～２０時 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 

（15名） 
議案 ・平成３０年度収入支出補正予算（案）について 

原案

可決 

第２回 

臨 時 

期日 平成３１年３月２８日（木）１９時～２０時１５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 

（12名） 
議案 

・平成３０年度収入支出補正予算（案）について 

・平成３１年度事業計画（案）について 

・平成３１年度収入支出予算（案）について 

・理事の選任について 

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３０年５月２２日（火）１３時３０分～１６時４５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２９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 

計算関係書類 ・財産目録 

財政援助団

体等に対す

る監査 

町監査委員

2名 

期日 平成３０年１１月２１日（水）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 １階相談室  

平成２９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、行事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） 

   ・勝山さるばみ互楽会・取組喜楽輝楽会の公民館開放やふれあいサロンの参加者を送迎するために 

送迎車輌を貸し出し 

・「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３０年１０月４日（木）１０時００分～１２時００分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室  

第１回「支え合い団体連絡会」 

〇岐阜市社会福祉協議会芥見東支部の取り組みについて 

・講義「小さな手助けの活動について」 

〇情報交換・交流「地域でやりたいこと・できそうなこと」 

＊岐阜県社協の「支え合い活動推進者コーディネート事業」活用 

29名参加 

期日 平成３１年３月１６日（土）１０時００分～１２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  

第２回「支え合い団体連絡会」及び第１回「協議体会議」 

〇基調説明「支え合い団体の設立経緯と各団体の活動状況について」 

〇グループ討議・発表 

・３事例（閉じこもり・徘徊・担い手の確保）から１つ選択し実施 
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（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な更新（Facebook＆Twitter更新） 

 

③ 坂祝町制施行５０周年・社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会 

法人設立２５周年記念式典 

開催日：平成３０年１０月７日（日）９時３０分～１１時 

場 所：坂祝町中央公民館    

参加者：約３００名 

内 容：特別表彰（４名） 

 

（５） 要援護者支援 

① 災害時の受け入れ体制の整備 

 災害備蓄品の更新（飲料水１．５ℓ×２０６本） 

 

② 行路人援助  実績なし 

 

（６） 子ども・子育て支援 

① 子育て支援サロン「きらきらパーク」 

  １２回開催 ４２１名参加 （１回平均 ３５名） 

（内訳 子：２０５名 親：１７５名 ボランティア４１名） 

 

 

 

 

 

（１） 赤い羽根事業の実施 

① 社協事業として活用 

・外出支援事業へ充填 

・生活困窮者食糧支援事業 

・緊急一時金給付事業 

・機関誌発行事業 

 

② 各団体に対する助成 

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 １５１，０００円 

イ．共同募金配分金事業 

坂祝町制施行５０周年・社会福祉法人坂祝町 

社会福祉協議会法人設立２５周年記念式典 

 
きらきらパーク 

さかほぎ社協だより 
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③ ひとり親家庭ふれあい交流事業 

 実施日：平成３０年８月１８日（土） 

 場 所：RIVER PORT PARK Minokamo（美濃加茂市） 

 参加者：６名 

  

④ 福祉映画会（認知症啓発：「毎日がアルツハイマー」上映） 

     実施日：平成３０年１１月１１日（日） 

     参加者：７３名 

 

 

（２） 歳末たすけあい事業の実施 

施設入所者激励訪問 ２４名 ７４，７０９円 

老人福祉施設へのクリスマスプレゼント配付 ８施設 ９８，６７６円 

ひとり親家庭へのクリスマスプレゼント配付 ４０名 ４０，０００円 

寝具クリーニング ３名 ９，０００円 

介護用品の支給 ４２名 １２２，５０１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 １４２名 ９，６１０円 

合 計 ４８０，４９６円 

 

（３）社協指定メニュー事業の実施 

① ボランティア活動機器整備事業 

（貸出用レクリエーション機器、福祉体験セット等の整備） 

 

 

② 福祉的就労、ボランティア体験事業 

 （チャレンジ就労体験事業での保険料補填、活動資材購入） 

  

（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３０年４月１７日（火）１３時３０分～１４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２９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 

（12名） 

期日 平成３０年４月２７日（金）  

場所 書面決議  

・平成２９年度事業報告について 

・平成２９年度決算報告（寄付金会計・事務費会計）について 

・平成３０年度事務費会計予算（案）について 

・平成３０年度委員の選任について 

福祉映画会 

貸出用レクリエーション機器 
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第２回 

（8名） 

期日 平成３０年６月２２日（金）９時３０分～１０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３０年度配分申請内容（案）について 

 期日 平成３０年９月２０日（木）９時３０分～１０時３０分  

第３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３０年度共同募金運動について 

 

② 募金活動の状況 

 平成３０年度 平成２９年度 比較 

戸別募金 １，６７２，３４１円 １，６３０，７９６円 ４１，５４５円 

街頭募金 ４，３７３円 １２，９４６円 △８，５７３円 

法人募金 １９０，０５３円 １８４，１００円 ５，９５３円 

職域募金 １１１，９７４円 １３１，２３８円 △１９，２６４円 

ｲﾍﾞﾝﾄ募金 ２９，２５７円 １６，６５３円 １２，６０４円 

その他募金 ２７，５７２円 ３６，６９６円 △９，１２４円 

合計 ２，０３５，５７０円 ２，０１２，４２９円 ２３，１４１円 

   

 ※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３０年１２月１日（土）１３時～１５時３０分 

         学生ボランティア ２名協力（小学生２名） 

   ※法人募金…サンライフさかほぎ１階 硬貨式「赤い羽根コピー機」設置 

   ※その他の募金…サンライフさかほぎ１階 ガチャガチャ募金設置 

 

（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 28/4/15～継続中（募金額 15,679円） 

・平成３０年大阪府北部地震義援金 6/22～9/28（募金額 0円） 

・平成３０年７月岐阜県豪雨災害義援金 7/11～9/11（募金額 4,869円） 

・京都府平成３０年７月豪雨災害義援金 7/11～12/31（募金額 500円） 

・平成３０年７月豪雨岡山県豪雨災害義援金 7/10～継続中 

・平成３０年７月広島県豪雨災害義援金 7/12～継続中 

・愛媛県豪雨災害義援金 7/11～継続中 

・平成３０年７月豪雨高知県災害義援金 7/13～9/28（募金額 0円） 

・平成３０年７月豪雨島根県災害義援金 7/20～9/28（募金額 35円） 

・兵庫県平成３０年７月豪雨災害義援金 7/26～10/31（募金額 2,761円） 

・平成３０年７月福岡県豪災害義援金 7/18～9/28（募金額 1.412 円） 
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・山口県平成３０年７月豪雨災害義援金 7/20～12/28（募金額 95円） 

・平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 9/12～継続中 

 

 

 

 

（１） ボランティアセンターの運営 

・ボランティア登録者数 ７４５名 

・ボランティア団体連絡協議会加入団体 ２７団体  延６３１名 

    ・ボランティア活動マッチング数 １７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開催：１回開催 

・ボランティア団体連絡協議会執行部会の開催：３回開催 

・第４回ボランティア交流会の開催 

開催日：平成３１年３月２日（土）９時３０分～１２時    

参加者：４１名 

内  容：プチ講話「ボランティアってなんだろう？ 

改めて振り返ってみよう！」 

    グループ交流＆カフェ  

 

 

（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 

坂祝保育園   敬老会 

遊々こども園  地域に開かれた観劇会 

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 ０件   車いす ２８件 

          簡易ベッド ５件  アシストシルバーカー ２件 

 

ウ．ボランティア事業 

エ．在宅福祉事業 

第４回ボランティア交流会 



10 
 

（２） 外出支援事業    ３０２件  家族利用 ３９件 

支え合い団体・ふれあいサロン・公民館開放 ７８件 

包括支援センター教室 ８３件 

運転ボランティア １０２件 

 

（３） 食事サービス事業  全２０回実施 実利用者 ２５名 延調理数 ４４２食 

            調理ボランティア 実１８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       ３３２日開催  延３，２２９名 

オリエンテーション    ７回開催   １５名受講 

スキルアップ講習会   １２回開催  ６７名受講 

 

（５） 在宅訪問事業（支援）  訪問回数 ６５回  延訪問時間 ７０．８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 ７回  延訪問時間 １１．５時間 

                    生活支援ボランティア 実３名 

 

 

 

 

（１） サンライフさかほぎ利用状況 

 開館

日 

個人利用者 貸館 

利用者 
合計 

１日 

平均   入浴 和室 カラオケ その他 

平成 

29年度 

333 

日 

43,322 

人 

9,312 

人 

1,191 

人 

485 

人 

32,334 

人 

18,693 

人 

62,015 

人 

186.2 

人 

平成 

30年度 

333 

日 

37,248 

人 

8,883 

人 

1,360 

人 

474 

人 

26,531 

人 

26,171 

人 

63,419 

人 

190.4 

人 

   ・貸館登録団体数 ２９団体（貸館利用料収入：１，２００円） 

   ・入浴登録者数  町内：７５名  町外：５０名（入浴利用料収入：１６８，６００円） 

 

（２） 心配ごと相談所の開設 

 一般相談 法律相談 身障相談 年金相談 

開設日 ６日 ６日 ６日 ３日 

相談件数 １件 ２０件 ０件 ５件 

 

 

オ．坂祝町総合福祉会館指定管理事業 

調理ボランティア 
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（３） 第２３回福祉・健康フェスティバルの開催 

開催日：平成３０年１１月１８日（日） 

来場者数：約７，５００人 

 

 

 

 

 

 

（１） 生活支援コーディネーター事業 

   ・地域包括支援センターと連携し、協議体（第１層・２層）の設立 

    ・いきがい活動グループ（サンライフ編）チラシの更新 

   ・認知症カフェ開設支援 

   ・空き家を活用した通所型の居場所支援 

 

（２） 高齢者筋力向上トレーニング事業 

① ２０回コース 

第１回（ ４月１３日 ～ ６月２２日）  ５名 

第２回（１０月１２日 ～１２月２５日）  ５名 

   ② ８回コース 

     第１回（ ７月１７日 ～ ９月１１日） １２名 

     第２回（ １月２２日 ～ ３月１９日） １２名 

 

（３） 筋トレフォロー教室事業 

全４０回開催 延１００名 

 

（４） ふれあいサロン支援事業 

全１１地区 総計 １２４回開催  延２，６１５名参加 （１回あたり平均２１名） 

内訳 参加者      １，８０８名 （平均１４．６名） 

          ボランティア     ６７９名 （平均 ５．５名） 

          民生委員       １１８名 （平均 １．０名） 

          自治会長等       １０名 （平均 ０．１名） 

 

（５） 軽度生活援助事業  実績なし 

 

（６） サン・サンふれあい交流会 

開催日：平成３０年１０月１０日（水） 

１０時２０分～１１時２０分 

     坂祝町スポーツドーム 

参加者：約３１０名 

カ．受託事業 

第２３回福祉・健康フェスティバル 

サン・サンふれあい交流会 

高齢者筋力向上トレーニング事業 

２０回コース 
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（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 ２,５１３件（月平均２０９件）  実相談者数３５３名（月平均２９名） 

    （内訳：訪問回数延べ７０８回  来訪回数延べ３６７回  電話（メール含）延べ 1,4３８回） 

 

（２） 臨時小口資金貸付事業の実施 

    相談件数 ９件  貸付件数 ６件 

 

（３） 福祉一時金支給事業 

    相談件数 ３件  支給件数 １件 

 

（４） つぐみスクール 

    年１１回開催 １５８名参加 （１回平均１４．３名） 

    （内訳：小学生１０８名 ボランティア５０名） 

 

（５） チャレンジ就労体験事業 

    実利用者数１３名（月平均７．５名） 延べ対象者数８２２名（月平均６８．５名） 

実活動日数２５１日（月平均２１日） 実活動時間２，３５６．７５時間（月平均１９６時間）  

受入事業所（場所）５ヶ所 受入回数１２６回 

 

 

 

 

（１） 日常生活自立支援事業 ４件 （新規：１件 継続：２件 終結：１件） 

 

 

 

（１） 生活福祉資金（総合支援資金）貸付 

相談件数 ４件   貸付決定件数 ０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） 

 

チャレンジ就労体験事業 


