
　　 　　　　　　　　　　 社会福祉法人足寄町社会福祉協議会　平成27年度事業報告

事業分類 事業内容 事業説明 時期 場所 実施状況等

1.一般事業 1.調査広報事業 1.社協事業の啓発を図り、会員の協力と理解 年２回 全戸配布

　を得る為、広報誌「明るい社会」を発行。 （７月・３月）

2.地域組織活動 1.敬老会の助成 年間 町一円 対象地区　18地区

事業 2.共同募金運動の実施 １０月１日～ 町一円

3.歳末たすけあい運動の実施 １２月 町一円

4.心配ごと相談所運営 年間 運営委員会等

5.社協会員加入促進 年間 町一円

　 　 　

　 　

3.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 1.ボランティアセンター運営 年間

事業 2.ボランティア団体活動の推進 年間

　 3.学童・生徒のボランティア活動推進 年間 協力校　６校

4.とかちﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾗｻﾞ推進会事業の協力 年間

5.各種ボランティアの加入促進 年間

6.ボランティア愛ランド北海道の参加 9月20日 根室市 参加者 ４名

　ボランティア愛ランド2015in清水の参加 11月8日 清水町 参加者 ８名

7.介護支援ボランティアの組織化と活動の推進 年間 町一円 介護支援ボランティア登録者数

60名

4.地域福祉推進 1.児童青少年福祉  

事業 （1）地域子ども会育成事業助成 年間 　 　

（2）交通遺児奨学金の支給 年間  

（3）防犯カルタ大会の後援 2月28日 老人憩の家

2.低所得者福祉 　

（1）民生児童委員との連携強化 年間 町一円

（2）生活福祉資金制度の普及並びに償還 年間 町一円  

促進 　

　 （3）福祉金庫制度の普及及び貸付 年間 町一円 貸付　7件

　 3.母（父）子・寡婦福祉

（1）母子寡婦会の育成指導 年間 会員　27名

（2）身障会合同厚生旅行の実施 10月28日 中標津町・ 会員　10名参加

　　　　　　　　　　　　　　　 ～29日 別海町  

　　

4.心身障害者福祉

（1）身障分会の育成指導 年間 会員　38名

　 （2）母子会合同研修旅行実施 10月28日 中標津町・ 会員　12名参加

～29日 別海町

（3）十勝身体障害者スポーツ大会の参加 7月31日 芽室町 会員　13名参加

（4）十勝東北部身障分会交流会の開催 陸別分会の解散により中止

（5）障害者自立支援制度における身体障害者・知的 年間 町一円

　　 障害者への訪問介護事業の実施。居宅における  

　　家事・身体介助及び相談、請求管理事務。  

　　ﾍﾙﾊﾟｰ 月～金（12/30～1/5除く）、9：00～17：00対応  

    

5.遺族福祉  

（1）遺族会育成指導 年間 会員　58名

（2）遺族会護国神社参拝の実施 6月4日 旭川市 会員等　18名参加

（3）戦没者慰霊祭の実施 8月20日 会員等　10名参加

（4）英霊を偲ぶ会の実施 8月20日 町民ｾﾝﾀｰ 会員等  10名参加

 

5.老人福祉事業 1.老連及び単位老人クラブ育成指導 年間 17ｸﾗﾌﾞ　574名

2.第42回楽しい老人のつどい開催（芸能発表） 9月12日 町民ｾﾝﾀｰ 参加者 204名

3.独居老人給食サービス事業の実施 年間 老人憩いの家 毎週火曜日実施

4.在宅老人・介護者慰労手作り弁当宅配事業 10月14日 町一円 在宅高齢者等306名へ宅配



事業分類 事業内容 事業説明 時期 場所 実施状況等

5.東北部老連ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ交流大会 8月7日 足寄町 会員　36名参加

6.老連十勝東北部ﾌﾞﾛｯｸ研修会 11月20日 陸別町 会員　23名参加

7.老人クラブ連合会会員交流ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ大会 7月17日 常盤コース 会員　70名参加

8.十勝地区老連ゲートボール大会 6月26日 芽室町 茂喜登牛老人クラブ 6名

芽登老人クラブ 7名

9.（歳末たすけあい）ひとり暮らし高齢者 12月8日 町民センター 参加者95名

　　 ふれあい忘年会＆ﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ

10.外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業の実施 年間 町一円 　

11.高齢者就労センター事業の促進 年間 町一円

12.訪問介護事業の実施。居宅における家事・ 年間 町一円 　

　身体介助及び相談、請求管理事務。ヘルパー 　

　３６５日体制、早朝・夜間対応。 　

13.通所介護事業の実施 年間 町一円

14.居宅介護支援事業の実施 年間 町一円

15.地域支え合いセンター事業の実施 年間 町一円

16.小規模多機能型居宅介護事業の実施 年間 町一円

17.認知症高齢者グループホーム事業の実施 年間 町一円

18.生活支援長屋事業の実施 年間 町一円

19.基準該当障害福祉サービスの実施 年間 町一円

2.受託事業 1.高齢者等の生活1.あんしん電話ｻｰﾋﾞｽ事業の実施等 年間 町一円

支援事業 　 　 　

　 　 　

2.介護予防生きが 1.地域住民グループ支援事業 年間 旭町、芽登、 西部ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会

い支援事業 　 　 下愛冠、中足寄 　（定期訪問活動 100回）

　 　 　 旭町高齢者ふれあいｸﾗﾌﾞ

　 　 　 　 　（定期訪問活動　238回）

　（集い等の開催　　4回）

　 　 　 下愛冠老人ｸﾗﾌﾞ

　 　 　 　（定期訪問活動　180回）

 中足寄自治会

　（定期訪問活動　256回）

2.食の自立支援（配食）事業 年間 町一円 　

3.地域サロン事業（生きがいディ）の実施 年間 螺湾・大誉地

9月～ 上利別

3.その他 1.災害見舞金品の贈呈 年間 町一円 　

の事業 2.無縁仏の供養の実施 8月20日 足寄墓地 　

3.成年後見支援センターの運営 年間 町一円 　

（成年後見制度・日常生活自立支援事業・生活  　 　

困窮者自立支援事業の推進に向けた検討） 　


