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芽室町社会福祉協議会は、総務係（あおぞら芽室会）、地域福祉係（芽室町共同募金委員会、芽室町老人クラブ連
合会、芽室町ボランティアセンター、ふれあいサロン「なごみ」、身体障害者福祉協会芽室町分会）、訪問介護係・
障がい者支援係（ホームヘルパー）、通所介護係（「あいあい21｣デイサービスセンター）、居宅介護支援係（ケアマネ
ジャー）、小規模多機能型居宅介護係（ふたば）の７係で構成されています。

「社協」とは、社会福祉協議会の略称です。

芽室町社会福祉協議会公式ＨＰ  http://http://www.memuro-syakyo.jp/

〒082-0012 北海道河西郡芽室町東２条２丁目15番地１ ふれあい交流館内
☎ 62-1616　 62-1657

№347

めむろ社協だよりは「赤い羽根共同募金」の助成を受け、発行しています。

平成28年度
事業計画と予算が
決まりました

芽室町社会福祉協議会の

１．使　　命 
　社会福祉法人芽室町社会福祉協議会は、地域福
祉を推進する中核団体として、町民が安心して暮ら
し続けることができる福祉のまちづくりの実現に努め
ることを使命とします。

２．基本方針 
　この使命を実現するため、第４期地域福祉実践計
画（平成25年度～平成29年度）に基づき、以下の方
針を定め各種事業を行います。
（１）住民参加による福祉のまちづくりへの参画
　行政をはじめ、福祉の推進に関わる民生委員・児
童委員、各種ボランティア、単位老人クラブや町内
会等と連携・協働し、地域福祉のまちづくりを推進し
ます。
（２）成年後見事業等の支援体制の充実
　住み慣れた地域で、将来にわたり生活が続けられ
るよう、小地域ネットワーク活動、公的制度による日
常生活支援、法的権限をもつ成年後見事業まで、
一連の幅広いサービスと支援体制の充実を図ります。
（３）芽室町西地区ふれあいの居場所ゾーン機能の 
　　拡充・強化
　地域の人々が互いに認め合い、支え合いながら暮
らし続ける地域社会を創出するため、既存３事業所（ふ
たば・なごみ・みらい）が連携し、住民参加型のゾー
ン運営に努めます。
（４）介護保険事業の安定的運営と新しい総合事業
　　への取り組み
　既存の介護保険事業所の安定的事業経営を図る
ため、サービス内容を見直すとともに、町や関係機
関と連携し、新しい介護予防・日常生活支援総合事
業への取り組みを実施します。　

（５）社会福祉法の制度改正に対する取り組み
　新たな運営体制、第２種社会福祉事業と公益事
業の整理などに関する定款変更を行い、制度改正に
対する備えを行います。
（６）介護職員初任者研修の実施
　近年、介護職員が極めて得づらい状況にあること
から、町や関係機関と協働し、自ら人材の養成を図り、
サービスを必要とする人々への人的体制整備に努め
ます。

３．主要事業実施計画 
（１）地域福祉事業
①福祉活動事業
ふれあい交流会の開催
　（年18回、ふれあい交流会ボランティアさつ
き会・かしわ会の協力）
老人クラブ交歓会の開催
　 （主管：芽室町老人クラブ連合会）
ふれあい交流まつりの開催
 （主管：実行委員会）
ふれあい雪中運動会の開催
 （主管：実行委員会）
広報啓発活動（社協だよりの発行　毎月１回、
ホームページの刷新）
歳末見舞金配分事業
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平成28年度予算

有無縁仏供養法要の実施（芽室霊園、芽室
仏教会の協力）
物品貸出し事業
 　車いす、ポップコーン・綿あめ機、大型カル
タなど）
除雪サービス事業 【受託事業】

②助成事業
地域福祉活動助成事業
地域福祉基金助成事業
紙おむつ等購入助成事業
シルバーカー購入助成事業

③相談援助事業
成年後見支援センター事業 【受託事業】
日常生活自立支援事業 【受託事業】
心配ごと相談所の開設（毎月第２・第４水曜日、
毎回相談員２名が対応）
無銭旅行者援護事業
生活福祉資金貸付事業

　（道社協制度資金の周知及び申請対応）
生活応急資金貸付事業（町と共同）

④ボランティア事業
ボランティア相談、登録斡旋
広報啓発活動
　（ボランティアセンターだよりの発行　毎月１回）
ボランティア講座等の開催
ふまねっとサポーター養成講習会、講演会の
開催
教えて先生！の開催
ボランティアセンター運営委員会の開催

介護予防ポイント推進事業 【受託事業】
⑤共生型施設ふれあいサロン「なごみ」の運営

（２）介護事業
①訪問介護事業
訪問介護、介護予防訪問介護
障がい者居宅介護事業
移動支援事業 【受託事業】
福祉有償運送事業
自費サービス事業

②通所介護事業（施設名：「あいあい21」デイサ　 
　ービスセンター）

通所介護、介護予防通所介護
日中一時支援事業 【受託事業】

③居宅介護支援事業
居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
介護予防支援事業（ケアプラン作成）
 【受託事業】
要介護認定訪問調査事業 【受託事業】

④小規模多機能型居宅介護事業（施設名：ふたば）
⑤介護職員初任者研修会の実施

（３）その他の事業
①第三者委員の継続設置
②芽室町老人クラブ連合会事務局の運営
③あおぞら芽室会（母子会）事務局の運営
④身体障害者福祉協会芽室町分会の事務局の運営
⑤共同募金運動及び歳末たすけあい運動への協力

事　　業　　名 歳　入 歳　出 差引額
社会福祉事業 249,789,000 197,259,000 52,530,000
社会福祉事業 249,789,000 197,259,000 52,530,000
法人運営事業 39,703,000 38,598,000 1,105,000
地域福祉事業 24,441,000 24,441,000 0
福祉活動事業 7,018,000 7,018,000 0
助成事業 4,254,000 4,254,000 0
相談支援事業 6,985,000 6,985,000 0
ボランティア事業 4,451,000 4,451,000 0
ふれあいサロン事業 1,733,000 1,733,000 0

介護事業 185,645,000 134,220,000 51,425,000
訪問介護事業 42,560,000 26,221,000 16,339,000
通所介護事業 55,108,000 51,292,000 3,816,000
居宅介護支援事業 9,453,000 9,370,000 83,000
小規模多機能型居宅介護事業 77,999,000 46,955,000 31,044,000
介護職員初任者研修事業 525,000 382,000 143,000

（単位：円）
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住　　所：西４条４丁目１番地　「西子どもセンター」となり
　　　　　☎61-3631　FAX66-9169
開館時間：火～土曜日 ９時～17時30分※日・月・祝日はお休みします。
　　　　　ただし、土曜日は祝日でも開館します。

ブログ（「ふたば」と「なごみ」のぽかぽか日記）も見てね～
http ://nagomi .kakuren-bo.com/

　3月12日（土）中央公民館講堂を会場にボランティ
アのつどいを開催しました。
　ボランティア団体・個人を中心に、北海道芽室高
等学校ボランティア部、芽室町ボランティアセンタ
ー運営委員など106名が一堂に会しました。
　前半の活動紹介は、オカリナサークルの演奏、個
人ボランティア・河野康雄さんと北海道芽室高等学
校ボランティア部の発表のほか、こずえの会による

朗読会体験と芽室町手話サークル「虹」による手話合唱など、わかりやすく伝えていただきました。
　後半は、ボランティアセンター運営委員の進行で、グループに分
かれての情報交換、ロビーサロンとグランマの手作り
作品展と販売、リスどんの出張販売、九神ファームめ
むろの試食品配布などを通じて交流を図りました。
　参加者からは、「若い方（高校生）の考えや発表が聞け
て刺激になった」「いろいろな活動があることがわかった」
「一緒に参加できる活動紹介がよかった」などの感想をい
ただきました。

芽室町介護予防ポイント推進事業
登録説明会のお知らせ

　芽室町では、65歳以上の町民の方を対象に、「介護予防ポイント推進事業」を実施しています。こ
の事業は、ボランティア指定を受けた施設・団体でボランティアをするとポイントがもらえ、その
ポイントを商品券などに交換できる制度です。
　事業に参加するためには、登録説明会に参加し、ボランティア登録することが必要です。
　★と　き　４月21日（木）　13時30分～15時30分
　★ところ　ふれあいサロン「なごみ」
　★持ち物　芽室町介護保険被保険者証、印鑑、筆記用具
　★その他　準備のため、４月20日㈬までに、参加申し込みをお願いします。

開催しました！
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「ふれあい交流会」で
 雑巾を寄贈しました！
　3月11日（金）、中央公民館
を会場に行われた「ふれあい
交流会」で、会員の方が縫い
上げた雑巾の寄贈式を行い、
合計200枚の雑巾を芽室小学
校、上美生小学校に寄贈しました。
　寄贈した雑巾は、芽室町民の方々からいただいた

不用タオル（古タオル）を会員
の方達が会食前の余暇活動と
して丁寧に１枚１枚手で縫い
上げたもので、不定期ではあ
りますが寄贈しています。

善意に厚く
感謝いたします

平成28年２月20日～平成28年３月31日

個人情報保護の観点から同意された方のみ掲載しております。
この他にも多くの方々にご寄附いただいておりますことに厚くお礼を申しあげます。

時　　　間　13時15分～15時30分
場　　　所　保健福祉センター２階「静養室」
専門相談員　今

こん

野
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（人権擁護委員）
（予　　定）　和

わ
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（行政相談委員）

時　　　間　13時15分～15時30分
場　　　所　保健福祉センター２階「静養室」
専門相談員　松

まつ

久
ひさ

　満
みつ

夫
お

（行政相談委員）
（予　　定）　舘

たて

盛
もり

　静
しず

子
こ

（学識経験者）

★問題解決に向けたアドバイスや関係機関などへの橋渡　
しを行います。
★おおむね月２回、第２・第４水曜日に開設しています。
【お問い合わせ先】　地域福祉係　☎62‒1616（担当：澤尻）

心配ごと相談日程

★ふれあい交流会は、ひとり暮らし高齢者の食事会です。
★参加には、事前の会員登録が必要です。
【お問い合わせ先】
　地域福祉係　☎62‒1616 （担当：福井）

ふれあい交流会（ひとり暮らし　
高齢者の食事会）日程

時　間　11時～
場　所　中央公民館
内　容　レク活動、皆勤賞表彰式、誕生会
担当ボランティア：かしわ会

時　間　11時～
場　所　中央公民館
内　容　裁縫活動
担当ボランティア：さつき会

５月11日（水） ５月13日(金)

４月22日（金）４月27日（水）

　いよいよ４月となりま
した。春ですね！
　春は新たな旅立ちの季
節でもあります。この春、
社会人として出発された
方も多いと思います。

　「自分もそんな時があったな…」と思う今日
この頃です。今でも大切にしている言葉があ
ります。それは「信用という土台を作りなさい」
という上司からの言葉。当時は正直よく分か
っていませんでしたが、世の中って多くの約
束で出来ているんですよね。約束はもちろん、
時間であったり、期日であったり…。
　歳を重ね、「約束を守り
続ける地道な一歩」が信
用につながると思ってい
ます。
　自分も自分らしく頑張
ります！ （Ｆ）

編集後記

匿　　名 

57社協だより
2016 . 4


