令和２年度

事業報告書
自：令和２年４月１日

社会福祉
法
人

至：令和３年３月３１日

美幌町社会福祉協議会

令和２年度事業報告（総括）
■総括
令和２年度の美幌町社会福祉協議会は、
『みんなでささえあい～ふれあいのまち
づくり～』をスローガンとして掲げ、社
会福祉協議会に参加・参画いただける住
民みなさまと地域福祉活動を展開してま
いりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感
染症の広がりにより、人と人とが互いに
距離を取り、接触する機会を減らすこと
が求められ、ボランティア活動や地区た
すけあいチーム、地域住民等による福祉
活動、当社協に事務局を置く各種福祉団
体・実行委員会が実施するイベントの中
止・延期等といった活動自粛を余儀なく
されました。

回の職員会議において、研修の手法
により、相互に学びと研さんに努め
ました。
▶既存事業の検証・評価・再編・充実
【実施評価】各委員会にて担当する
事業の検証・評価を実施しました。し
かし、各事業の基盤整備に重点を置
くあまり、再編・充実への着手には至
りませんでした。
２．住民力を更に高めるためのボランテ
ィアセンターの活性化
▶ボランティア実践者による新たなボ
ランティアづくりのプログラムの構
築・実施
【実施評価】びほろ・ちいき活性化
事業『ささえ手くらぶ』を構築し、
１月より実施いたしました。
▶災害ボランティアセンター立ち上げ

令和２年度重点事業に対し、実施評価
は次のとおりです。

機能訓練の実施
【実施評価】雪害想定で２月実施を
計画して事業構築をしましたが、コ
ロナ禍により延期としました。事業
スキームができたので、次年度いつ
でも実施できる状況です。

１．社協だからこそできる、実践しなけ
ればならない事業の創造・構築
▶執行機関（理事会）主導による事業

３．（社協に事務局を置く）各種団体・
実行委員会の主体的な活動への移行
▶各種団体・実行員会が本来持ってい

運営
【実施評価】執行機関である理事会
や各委員会での協議と意思決定の機
会を今まで以上に拡大し、実施事業
の充実と新たな事業へ対応できる組
織運営を図りました。
▶職員の更なる資質向上のため対内・
対外研修の強化
【実施評価】対外研修はコロナ禍によ

る力を発揮できるような後方支援
【実施評価】コロナ禍においての各
種福祉団体・実行委員会が実施する
事業、イベントの中止・延期等を各
団体が主体となり判断し、事務局は
後方支援、あるいは側面的支援に心
がけました。これにより、各団体等
が本来持っている力をあらためて認
識する契機となりました。

このような状況でしたが、コロナ禍に
おける若干の変更を加えながら、重点事
業として掲げた事業を推進いたしました。

り計画していた研修会が中止・延期
となりました。一方、対内研修は１２

以下、会議体、委員会ごとにスローガ
ンによる事業の報告をします。

三役会議（兼総務委員会）
■正副会長３名
森 暉夫会長
菅野隆秋副会長、染谷
▶三役会議１４回開催

良副会長

■担当事業
① 法人運営
■総括
法人組織としての適切な運営を中心的
に担い、理事会・評議員会をはじめ各委
員会や各事業の実行委員会と連携した事
業の運営と、民間組織としての社会福祉
協議会の特性を活かした柔軟性や即応性
のある事業運営を図りました。
各事業報告
① 評議員会
役員（理事・監事）の選任・解任、定
款の変更など法人運営に係る重要事項
の議決機関。
▶評議員３０名
【福祉団体選出】杉原重美（共同募金委
員会）、遠藤智恵子（ボランティア連
絡協議会）、野昭憲（保護司会）、三浦
厚志（修養団）、牧野泰乘（手をつな
ぐ連絡協議会）、齋藤義浩（美幌えく
ぼ福祉会）、益田徹也（緑の苑）
【民生委員選出】亀井哲夫、牧野道雄、
早田眞二、矢葺恵子、橋本美典、
岡田宏将
【自治会（会長）選出】采女博安、
龍瀧誠一、三坂弘司★、亀山博貴★、
渡部章★、炭野恵司★
【自治会（福祉部会）選出】：佐野栄★、
小南徹★、川内利勝、弥三谷和貴、
山田信行★、阿部光宏
★=R03.06.26 就任

【学識経験者】白石さよ、井上裕子、
茂手木敏夫、平居宏聖、三宅直哉
▶３回開催
※ 令和元年度事業・決算承認、欠員理
事の補充選任、美幌町地域防災計画
への参画、事務局の移転、定款変更、
補正予算承認、新年度事業・予算など
② 理事会
法人の業務執行の決定機関。
▶理事１５名
森暉夫（会長）、菅野隆秋（副会長）、
染谷良（副会長）、石川亘（地域ふく
し推進委員会、社協だより編集委員
会担当）、岩田昇（地域ふくし推進委
員会、たすけあいチーム活動推進協
議会担当※R03.03.31 辞任）、
池野本満（在宅ふくし推進委員会担
当）、藤野木昭和（在宅ふくし推進委
員会担当）、藤井幸夫（地域ふくし推
進委員会、社協だより編集委員会担
当）、吉田孝（在宅ふくし推進委員会
担当）、影山健三（在宅ふくし推進委
員会、たすけあいチーム活動推進協
議会担当※R02.07.08 就任）、
影山順一（地域ふくし推進委員会担
当）、髙橋敬子（地域ふくし推進委員
会、社協だより編集委員会担当）、
松倉勇（在宅ふくし推進委員会、社協
だより編集委員会担当）、宮上憲之
（在宅ふくし推進委員会担当）、
那須清二（社協だより編集委員会担
当※R03.03.31 辞任）
▶４回開催
※ 令和元年度事業・決算認定、美幌町
地域防災計画への参画、事務局の移
転、定款変更、補正予算編成、事務局
長の選任、新年度事業・予算など

③ 内部監査
理事の職務執行、計算書類の監査
▶監事２名
平田美木男監事、松本光男監事
▶４回実施
※ 理事の職務執行、計算関係書類を
監査
④ 外部監査
法人のガバナンスの強化や、事業運
営の透明性の向上。
▶監査人：税理士法人タックス総合経
営研究所
▶１回実施
※ 定期的な計算書類の監査も実施。
⑤ 評議員選任・解任委員会
評議員の選任及び解任を審議、決定。
▶委員：３名
沖田滋委員、松本光男委員、事務局
▶１回開催
自治会・福祉部会選出評議員の母体
の役員改選に伴う選任
⑥ 役員が委嘱されている会議等
※ コロナ禍につきほとんどが書面開
催あるいは開催中止
⑦ 事務局職員が委嘱されている会議等
※ 美幌町生活支援・介護予防体制整
備推進協議体、空き家等対策協議会
など１３の会議（一部書面開催）に
出席しました。
⑧ 事務局職員の会議等
※ １２回開催。各種事業の実施状況
及び課題の共有、会議をとおした研
修方式で学び、研さんを深めました。
⑨ 町との協議事案
ⅰ．災害ボランティアセンター立ち上
げ・設置・運営等に関する協議

▶３回協議
▶町：防災危機管理主幹外２名
社協：事務局職員２名
※ 災害ボランティアセンターを担う
当社協が、美幌町地域防災計画へ参
画することに繋がりました。
ⅱ．美幌町介護支援ボランティアポイ
ント事業に関する協議
▶４回協議・関係団体への説明
▶町：民生部長、福祉主幹、担当主査
社協：正副会長、事務局職員１名
※ １月から実施した社協・ボランテ
ィアセンターのポイント型新規事業
「びほろ・ちいき活性化事業『ささ
え手くらぶ』」を、町が新年度に補助
金により支援する形となりました。
⑩ 社協に事務局を置いた団体等
▶美幌町共同募金委員会
▶美幌町老人クラブ連合会
▶美幌町身体障害者福祉協会
▶美幌町遺族会
▶日本赤十字社美幌町分区
▶ふれあい広場びほろ実行委員会
▶カレンダーリサイクル市実行委員会
⑪ 事故報告
２件の事故があり、それぞれ終結。
ⅰ．配食サービス運営事業
▶事故の概要：
配食の誤配により数日間利用者の安
否確認ができていなかった事故。
※ 利用者の命に別条はありません
でした。
ⅱ．法人車輌物損事故（被害）
▶事故の概要：
駐車場に駐停車していた法人車輌が、
隣に駐車しようとした車輌に衝突さ
れた。
※ 示談解決しました。

⑫ 苦情受付・処理
１件の苦情申し立てがありました。
▶苦情の概要：
事務局の女性職員の接遇（高圧的な
態度）に対する苦情。
経路は、申立者よりケアマネージャ
ーをとおして申し立て。
※ 謝罪し、職員教育を確りして福
祉の向上に努められたいとの言葉
があり終結。
（第三者委員会への申

会を１９回開催しました。
このうち１３回、応急援護資金貸付審
査を行いました。
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、これまで福祉の対象にはならなかっ
た方々へのつなぎ資金による支援。認知
症などにより、判断能力に欠ける方々の
日常生活における金銭管理などの支援、
あるいは法人として成年後見人となり、
死後までを見据えた支援。コロナ禍にお

し立て、報告希望はなし）

いてもつながりを絶やさない活動を進め、
住民を支えるサービスに努めました。
⑬ 後援等の名義使用承認
なお、地域ふくし推進委員会の担当事
▶R02.11.09-11『第３１回全道シルバ
業が多岐にわたることから、②法人後見、
ー作品展美幌町出品者４人展』（主
④日常生活自立支援、⑤成年後見支援セ
催：生きがいづくりクリエーター・
ンターの権利擁護関係事業については、
北海道シニアリーダー 平田美木男）
令和３年度新設される「ふくし権利擁護
委員会」に移管されます。

地域ふくし推進委員会
■委員５名
委 員 長 石川 亘理事
副委員長 岩田 昇理事（3/31 辞任）
委
員 藤井幸夫理事
影山順一理事
髙橋敬子理事
■委員会担当事業
① 応急援護資金貸付
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

法人後見
心配ごと相談所
日常生活自立支援
成年後見支援センター
生活福祉資金貸付
よりあいデイサービス
地域福祉に関すること

各担当事業報告
① 応急援護資金貸付
他より借受が困難な低所得者・生活
に困窮する者に対する、資金貸付（無利
子）。
▶相談件数２１件／貸付件数１８件
▶貸付実行額４２１，６５１円
※ 「応急援護資金貸付規程」及び「償
還免除等に関する規程」を見直し、令
和２年７月１日より施行。生活保護
受給者を対象外としました。

■委員会総括
令和２年度当社協の重点事業計画の一

② 法人後見
認知症高齢者等判断能力が不十分な
住民の成年後見人等を法人として受任。
▶後見類型３名、保佐類型３名
▶後見等支援員（市民後見人）５名が、
ケース担当し、支援。
（※うち１名２
ケース担当）

つ『執行機関（理事会）主導による事業
運営』推進のため、地域ふくし推進委員

※ いわゆる“おひとりさま”の死後
事務について、仏教会、葬儀社、国

保ＨＰの協力により、葬送体制を整
備できました。
③ 心配ごと相談所
３種の相談所を開設。
ⅰ．心配ごと相談
心配ごと相談員：１０名
相談件数：１件（住宅問題）
ⅱ．無料法律相談
弁護士：１名
相談開設日数：６日
相談件数：２４件
（財産・相続１０件ほか）
ⅲ．福祉よろず相談
社協事務局職員
相談件数：１件（人間関係）
④ 日常生活自立支援
北海道社会福祉協議会から委託を受
けて、認知症高齢者等で判断能力が十
分でない方への、福祉サービスの利用
援助や生活費の管理などをサポート。
▶利用者６名
認知症高齢者３名
知的障がい者１名
精神障がい者２名
▶生活支援員６名と社協事務局職員が
協働でケース担当し、支援。
▶支援稼働：１７８回
▶生活支援員登録者：１１名
（うち１名社協事務局職員）

成年後見にできること～』
講師：梶田美穂氏（司法書士）外１名
受講者：２８名受講（受講人数制限）
▶市民後見人登録者：３２名
▶市民後見人フォローアップ講座：
R02.11.13 一部オンライン開催
『何をしたら後見人としての役割を
果たせているのか』
講師：合田央志氏（日本医療大学教員）
活動報告：法人後見支援員４名
⑥ 生活福祉資金貸付
北海道社会福祉協議会より事務委託
を受け、他の制度が利用できない低所
得者、障がい世帯または高齢者世帯へ
の資金貸付と相談支援。
▶生活福祉資金（本則）：
新規０件（相談件数０件）
貸付実行中７件
ⅰ．総合支援資金２件
ⅱ．福祉資金１件
ⅲ．教育支援資金４件
▶生活福祉資金（コロナ特例貸付）：
新型コロナウイルス感染症の影響
を受け、収入の減少や失業等により
生活に困窮し、日常生活が困難にな
った世帯へ貸付。
ⅰ．緊急小口資金（上限２０万円）
相談件数：７８件
貸付件数：６９件
貸付金額：１２，３００，０００円
ⅱ．総合支援資金（上限６０万円）
※条件により延長、再貸付有り
相談件数：６５件
貸付件数：６６件
貸付金額：３３，８３２，０００円

⑤ 成年後見支援センター
美幌町より委託を受けて、成年後見
制度の相談や利用のお手伝い、住民講
座などにより普及・啓発を図った。また、
市民後見人の養成、フォローアップ。
▶相談受付実績：１５件
⑦ よりあいデイサービス
▶住民向け講座：
地域のつながりや、支えあいを推進
R03.03.25 オンライン開催
する社協が指定したサロンを、助成金
『自分らしい最期に備えて～遺言と

により支援。
▶指定サロン：６団体
ⅰ．絆－びほろ ひだまり部会
ⅱ．げんきサロン夢工房
ⅲ．東栄たすけあいチーム
ⅳ．美園ほのぼの会
ⅴ．びほろ じ～・ば～サークル輝
ⅵ．元町ふれあいサロン
▶利用総数：６７２名
（前年度１，７１１名）
▶助成金総額：３６５，２００円
⑧ 地域福祉に関すること
生活困窮者支援としてフードバンク
について討議などをしました。

在宅ふくし推進委員会
■令和２年度委員６名
委 員 長 池野本満理事
副委員長 藤野木昭和理事
委
員 吉田孝理事、影山健三理事
松倉勇理事、宮上憲之理事
■委員会担当事業
① 配食サービス
② 移送サービス
③ いきがいデイサービス
④ 福祉用具及びレクリエーション
用具貸出
⑤ 在宅福祉に関すること
■委員会総括
令和２年度当社協の重点事業計画の一
つ『執行機関（理事会）主導による事業
運営』推進のため、在宅ふくし推進委員
会を４回開催しました。
在宅福祉サービスを必要とされる高齢
者等に、社協だからこそできる個別的な
支援に努めました。

各担当事業報告
① 配食サービス
高齢者等への自宅へ週３回夕食とし
てお弁当を配食し、安否確認、在宅生活
を支援。（町委託事業）
▶配食実績：利用者７０６名
配食数７，２１５食
提供回数１５５回
※ 配食ボランティア５６名、運転ボ
ランティア１６名の協力によりサービ
ス提供。１２月３１日には、高校生ボラ
ンティア３名、運転ボランティア３名
の協力により「おせち料理」を２９名に
お届けしました。
※ 利用料領収事務を見直し、銀行口座
自動振替を１０月より開始しました。
② 移送サービス
車いす利用者などで交通機関の利用
や家族の送迎が難しい方を医療機関へ
福祉車両により送迎支援。
（町委託事業）
▶利用実績：提供回数１１８回
実利用者２０名
※ 運転ボランティア５名の協力によ
りサービス提供。サービス向上のた
め、運転ボランティアミーティング
（６回）、アンケートを実施しました。
③ いきがいデイサービス
高齢者の要介護の予防を目的として
通いの場を開設。（町委託事業）
▶【新町】実績：２６５日開所
コミセン和室で、囲碁や麻雀を提供。
延２，４６５名（１日平均９．３名）利用
▶【青山】実績：２７５日開所
老人憩の家で、花札や百人一首、オ
セロ、週２回入浴提供。
延４，０７３名（１日平均１４．８名）利用

④ 福祉用具及びレクリエーション用具
貸出
福祉用具は、施設からの外泊などで
一時的に使用したい方へ、レクリエー
ション用具はサロン活動等に貸出。
▶貸出実績
福祉用具：車いす、歩行器ほか９点
計１１３件貸出
レク用具：輪投げほか１３点
計４９件貸出
※「福祉用具及びレクリエーション用
具貸出要綱」として全面見直しました。
⑤ 在宅福祉に関すること
災害見舞金交付要綱を見直し、対象・
見舞金額の基準を規定しました。

社協だより編集委員会
■令和２年度委員５名
委 員 長 藤井幸夫理事
副委員長 髙橋敬子理事
委
員 石川亘理事、松倉勇理事
那須清二理事（3/31 辞任）
■委員会担当事業
① 社協だより編集発行
■委員会総括
令和２年度当社協の重点事業計画の一
つ『執行機関（理事会）主導による事業
運営』推進のため、委員会を１３回開催
しました。
身近にある福祉活動や、住民が利用で
きる福祉サービスなど、さまざまな福祉
情報の発信を、文字を大きく親しみやす
い紙面にすることで努めました。

▶発行回数：５回 ※前年度より１回増
№２０１（令和２年４月１日発行）
№２０２（令和２年７月１日発行）
№２０３（令和２年８月１日発行）
№２０４（令和２年１０月１日発行）
№２０５（令和３年１月１日発行）

地区たすけあいチーム
活動推進協議会役員会
■運営委員会
▶任期
平成３１年４月１日～令和３年３月３１日
▶役員８名 ※社協理事２名派遣
龍瀧誠一会長（南１丁目）、藤井幸夫
副会長（東栄）、中川能典副会長（日
の出）、松浦英雄委員（幸）、二俣正孝
（野崎団地）、西原みどり書記（南３西）、
派遣理事：岩田昇理事、影山健三理事
■担当事業
① 小地域ネットワーク活動推進事業
（地区たすけあいチーム活動推進事業）
■総括
地区たすけあいチーム普遍のスローガ
ン“あたたかい心と心のまちづくり”、各
地区の主体的で特性を生かした活動推進
のため、３回役員会が開催されました。
新型コロナウイルス感染症の影響によ
る外出自粛中でも、つながりを途切れさ
せない活動を支援するため、社協よりコ
ロナ特例助成金が交付されました。
担当事業報告
① 登録チーム数
▶３６チーム（うち、３チーム休止中）

担当事業報告
① 社協だより編集発行
▶発行部数：８，６５０部

② 総会・研修会
▶総会（書面開催）・研修会は中止。

※

新型コロナウイルス感染予防・拡
代理事長）、協力員：美幌町青年活動
大防止ため総会は書面開催にて表決、
団体Ｂ－ｌｉｖｅ
研修会は中止となりました。
■運営委員会担当事業
例年、６月下旬に総会が開催され、
① ボランティアセンター運営事業
総会後、各チームの活動実践発表な
地域住民のボランティア活動の拠
どの研修が行われております。
点として、町民へのボランティア活
動に対する理解と関心を深め、ボラ
⓷ 地区たすけあいチーム活動推進協議
ンティア活動者の育成、援助、ボラン
会・自治会連合会福祉部会合同研修会
▶中止
ティア活動をとおした地域福祉の増
※

新型コロナウイルス感染動向の予
見が困難なため中止となりました。
合同研修会は、両会から１００名
以上が集い、毎年実践報告や課題の
共有などを図りながら交流しています。

④ 社協からの活動助成費
▶活動助成費：１，５７７，０４６円
（※うち、赤い羽根共同募金配分金
６５０，０００円、コロナ特例助成金
３３０，０００円）

ボランティアセンター運営委員会
■運営委員会
▶任期
令和２年４月１日～令和４年３月３１日
▶運営委員１０名、協力員１団体
太田博美運営委員長（民生委員）

進を図る。
■運営委員会総括
『ボランティアは“Pass me the salt
（パスミー・ザ・ソルト）”』を提唱し、
事業推進しました。パスミー・ザ・ソル
ト＝食卓で「お塩取って」と言われたら、
近くの人が塩の瓶を手渡すように“でき
る人ができることをする”。わがまちのた
めに“できる人ができることをする（し
てみたい）”の契機を提供するため、運営
委員会を１０回開催し、２つの重点事業
の構築、センター事業の推進を図りました。
各事業報告
■重点事業
① 『ささえ手くらぶ』の実施：
▶地域のささえ手を増やしていく事業
「びほろ・ちいき活性化事業『ささえ

宮田博行副委員長（ＮＰＯ法人元気
プロジェクト理事長）、茂木要委員
（グループホーム連絡会長）、杢師美
和子委員（赤十字奉仕団委員長）、坂
田美栄子委員（ボランティア連絡協
議会長）、平澤一樹委員（美幌高校教
諭※R03.03.31 退任）、野崎誠委員（北
中学校教諭※R03.03.31 退任）、久山
武徳委員（ローターアクトクラブＯ

手くらぶ』
（第１期：１月～３月）」を
実施しました。
▶事業概要：社協・ボランティアセンタ
ーが認定した活動に参加し、
“ささえ
た数（ボランティア活動）”に対して
ハズレなしのくじ引きができるポイ
ント付与がされる仕組み。趣旨目的
は、地域をささえるボランティア活
動ですが、活動が目に見えるポイン

Ｂ）、松浦英雄委員（かたづけや本舗
元代表）、浦野紘史委員（美幌ＪＣ歴

ト制により、楽しみながら、モチベー
ションを高めながら活動をできる契

機となりました。
▶登録者数
ⅰ．登録者数：９１名
（大人８１名、学生・児童１０名）
ⅱ．平均年齢：６２.１歳
ⅲ．性別：男性２４名、女性６７名
ⅳ．登録者のうちボランティアセンタ
ーに新規の登録者数：４３名
ⅴ．活動に結び付いた方：延べ１１名
・配食サービス:８名

■ボランティアセンター事業（機能）
▶ボランティア登録
団体登録：３１団体 ２，８７６名
個人登録：１２４名
※ 団体活動は、コロナ禍で活動が
制限される中、様々な工夫を凝ら
して活動し、町民の福祉や教育、生
活の向上を支えていただきました。
個人ボランティアは、「ささえ手
くらぶ」の実施により、前年度登録

・移送サービス:１名
・生活たすけあいサービスさくら
んぼ:２名
▶入門講座『ＧｏＴｏささえ手くらぶ』
３回開催（延べ７４名参加）
▶『ささえ手くらぶ事業説明』
北４丁目自治会役員会ほか計２回
▶事業協賛
ＪＡびほろ、美幌観光物産協会

２１名を大幅に上回る１２４名が
登録され、配食サービス等の活動に
より、町民の生活を支えていただき
ました。
▶ボランティアコーディネート
延２７３回（１，０６３名）
▶デリバリー講座
学校等計７回実施（延べ３３６名）
▶災害ボランティアセンターフォーラム

▶景品（５０ポイントでくじ引き１回）
彩るアスパラソース、肉みそ、米、
ゴミ袋、アルコール類など

中止（※新型コロナウイルス感染動
向の予見が困難なため）

②『災害ボランティアセンター立ち上
げ機能訓練２０２０』の実施：
▶延期（※新型コロナウイルス感染動
向の予見が困難なため）
▶事業概要：延期としましたが、継続事
業として、災害ボランティアセンタ
ーの運営と災害ボランティア活動の
訓練をとおして、地域住民の意識醸
成を図り、住民力をあげる契機とし
て次のとおり計画・準備しました。
ⅰ．訓練日程：
２月２０日（土）・２１日（日）
ⅱ．想定災害：雪害
ⅲ．災害ボランティアセンター訓練本部：
旧西保育所
ⅳ．派遣先：グループホーム、個人宅
▶協賛：美幌建設業協会

