
平成２６年度　社会福祉法人白老町社会福祉協議会事業実績書
（　　）内数値は前年度実績 （単位：円）

事　業　項　目 主財源 実 施 し た 内 容 予算額 決算額

１　地域の福祉活 会費 ア　行事用テントの貸出事業 － －
動を進める事業 寄付金 　　貸出件数　１５件（１２件）　　　４７張（５２張）
（法人経理区分） 共同募金

イ　トラック貸出事業 － －
　　貸出件数　１０１件（１１０件） 利用料　106,640円

ウ　三世代ふれあいサロン事業 295,000 226,195
　　地域の高齢者や乳幼児とその親、三世代が
　交流を深め健康と生きがい作りを図る事を目的
　に開催した。　３月１４日開催　　参加者　７４名
　　　　　　　　　（３月２９日開催　　参加者　１２１名）

エ　在宅高齢者ふれあいサロン 50,000 39,418
　　病気などで閉じこもりになりがちな高齢者が集
　い、会食などを通じて楽しく社会交流を図り、閉
　じこもりの予防に役立てた。
　　７月23日　参加者２３名（２８名）
　１０月２７日　参加者２４名（２９名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計４７名（５７名）

オ　結婚相談事業の開催 238,000 178,000
　　婚活パーティー会社　エクシオジャパンの協
　力を得て町内在住、在勤の男性と町外女性の
　出会いの場を提供した。
　男性１０名（１２名）　　女性１４名（１５名）参加
　カップリング３組（５組）

カ　砂まき機の貸出 － －
   凍結路面の転倒防止に手押し式の砂まき機を
　貸出し、歩行者の安全確保に役立てた。
　　貸出件数　１件

キ　地域あんしん見守り事業　（新規） 36,000 36,000
　 誰もが住み慣れた地域で安心して過ごせるよう、
　見守り活動や安全対策に必要な備品（砂まき機
　１台）の整備等を行った。

２　町内会単位に 会費 ア　町内会連合会補助金 300,000 300,000
よる福祉のネット 寄付金
ワークづくりを進 歳末募金 イ　小地域ネットワーク活動の推進 1,400,000 1,388,700
める事業   高齢化社会に対応するため、町連合、民協、そ
（法人経理区分） 　の他関係団体との連携を密にし、福祉のネット
（共募経理区分） 　ワーク（ふれあいチーム）づくりを全町に普及し、

　一人の不幸も見逃さない組織づくりを推進した。
ふれあいチーム　　　　65町内会　　5,618世帯
　　　　　　　　1,388,700円【継続64・新規１町内会】
　　　　　　　　　　　　 　（６１町内会　　5,737世帯）
　　　　　　 　(1,382,700円【継続60・新規１町内会】)

３ ボランティア団 共同募金 ア　ボランティア団体に対する補助金 168,000 168,000
体の育成と研修   婦人ボランティアグループ、ボランティアグル
を進める事業 　ープ四ツ葉会、ヘルム３９、緑丘小学校青
（共募経理区分） 　少年赤十字、白老朗読会コロポックル

４　児童の福祉を 共同募金 ア　低所得世帯へのランドセル贈呈事業 － －
進める事業 法人運営 　低所得世帯の新入学児童に対して、ランドセルを
（法人経理区分） 　贈呈し、福祉の向上を図った。
（共募経理区分） 　　　　２月１３日　　４名（４名）



（　　）内数値は前年度実績 （単位：円）

事　業　項　目 主財源 実 施 し た 内 容 予算額 決算額

イ　子育てサロンの開催
　子育てサロンを開催して子育て中の親子が交流 100,000 100,000
　した。
　　　　５月３１日　　１４名　参加
　　　　６月２８日　　３４名　参加
　　　１０月　４日　　１２名　参加　　合計１７４名参加
　　　１１月２９日　１１４名　参加　　　　　（１４２名）

５　高齢者の福祉 会費 ア　敬老会（白寿）への記念品贈呈 50,000 50,000
を進める事業 寄付金 　　　白寿　１１名　（５名）
（法人経理区分）

イ　高齢者クラブ連合会に対する補助金 58,000 58,000

６　高齢者クラブ 白老町 ア　高齢者クラブ専門指導員１名の配置 1,350,000 1,342,165
専門指導員の配 　高齢者クラブ専門指導員を配置し、連合会並び
置 　に単位クラブの運営指導を行い、組織活動の活
（法人経理区分） 　性化を図る。

７　障がい者福祉 共同募金 ア　障がい者福祉団体に対する補助金 258,000 258,000
を進める事業 白老町 　　身体障害者福祉協会白老町支部、肢体不自
（共募経理区分） 　由児父母の会、白老町手をつなぐ育成会、白老
（訪問介護経理 　地区ことばを育てる親の会、難病連白老支部
区分）

イ　身体障がい者世帯ホームヘルパーの派遣 3,741,000 3,732,785
　町内に居住する身体障がい者世帯で、日常
　生活を営むのに支障のある世帯に対し、ホーム
　ヘルパーを派遣し、日常生活の援助等をし、
　障がい者福祉の向上を図った。
　利用者　　　　　　　　８名　（９名）
　年間訪問数　延べ　９６３回（９９６回）

８　母子、父子 共同募金 ア　白老町母子会に対する補助金（母子、父子 100,000 100,000
世帯の福祉を 　　　　家庭一日里親会事業委託含む）
進める事業 　一日里親会　３月２２日
（共募経理区分） 　　参加者　　１５名【児童２名、父母１３名】

　　　 　　　　（１８名（児童４名、父母１４名））

９　青少年の健 共同募金 ア　児童・青少年福祉団体に対する助成金 30,000 30,000
全育成を進める 　保護司会白老分区、社会を明るくする運動実
事業 　行委員会
（共募経理区分）

１０　戦没者遺族 白老町 ア　白老町遺族会に対する補助金 289,000 289,000
の福祉を進める
事業 イ　旭川護国神社慰霊祭への参加 － －
（法人経理区分） 　旭川護国神社で開催される招魂祭、本祭へ

　の遺族の参加に対し、援助協力を行った。
　6月４日～５日　参加者　９名　（１２名）

ウ　北海道戦没者追悼式への参加 － －
　札幌市で開催された北海道戦没者追悼式
　の参加者に対し、援助、協力を行った。

７月１７日　参加者　３名（４名）

１１　路上生活者 会費 ア　路上生活者等に対して旅費等の貸付 20,000 500
を援助する事業 寄付金 　所持金等をなくし、白老町に立ち寄る路上生活
（法人経理区分） 　者に対して、目的地までに達する旅費の一部の

　貸付をした。貸付件数　　１名　（６名）



（　　）内数値は前年度実績 （単位：円）

事　業　項　目 主財源 実 施 し た 内 容 予算額 決算額

１２　物故遺族に 会費 ア　物故遺族に対して弔慰ハガキを提供 920,000 784,800
対して弔慰を表 寄付金 　町民物故者の葬儀に伴う返礼用ハガキ印刷費
す事業 　を負担し、生前の功労に感謝の意を表した。
（法人経理区分） 　はがき利用件数　　１２１件　　２７，５５５枚

　　　　　　　　　　　　（ １１７件　　３２，３００枚 ）

１３　社会福祉 共同募金 ア　白老町社会福祉大会・笑顔まつりの開催 510,000 510,000
大会開催事業 　社会福祉大会を開催し、福祉に対する理解と
（共募経理区分） 白老町 　啓蒙を図った。

　（ボランティア演芸・交流会と合わせて開催）
　８月９日開催　　約８００名参加(１，０００名)
　　　　　　

１４　役職員研修 会費 ア　役職員研修会 594,000 302,910
（全会計） 寄付金 　北海道社会福祉協議会等の開催する研修会

　に参加し、役職員の資質向上を図った。

イ　先進地社協視察研修の実施 169,000 168,842
　道内で先駆的な実践を展開している社会福祉
　協議会を視察し役職員の資質向上を図った。

１５　社協だよりの 共同募金 ア　社協だより「ほほえみ」の発行 692,000 491,444
発行事業 　社協だより「ほほえみ」を年４回（１２４～１２７号）
（共募経理区分） 　作成し、全戸配布し社協活動をＰＲした。

　発行月　５月　７月　１０月　１月

イ　社協だより「ほほえみ」の発行（町広報）
　白老町広報「げんき」に社協だより「ほほえみ」
　を掲載し、社協活動をＰＲした。
　　　　　　　　掲載月　　3月

１６　社協活動 会費 ア　パンフレットの配布による社協活動の啓発 － －
啓発事業 寄付金 　社会福祉協議会、ホームヘルプ、デイサービス、
（法人経理区分） 　居宅介護支援相談所のパンフレットを配布し理解

　と協力を得た。

イ　インターネットによる社協活動の啓発 － －
　社協ホームページ及びブログを開設し、多くの方
　に情報の発信をし、社協活動の理解と協力を得
　た。

１７　生活福祉資 道社協 ア　生活福祉資金の貸付相談 220,000 213,500
金貸付事業 　生活福祉資金及び総合支援資金の貸付相談を (受託金額)
（法人経理区分） 　し、低所得者及び離職者の福祉向上に努めた。

　

１８　在宅福祉サ 白老町 ア　電話サービスの実施 65,000 64,444
ービスを進める 　町内の独居世帯或いは高齢者世帯の安否の
事業 　確認、心配ごと相談などボランティア団体の協
白老町受託事業 　力を得て、電話サービスを実施した。
（在宅福祉経理 　　　対象者延べ　２９９回　８７名（３２８回　９６名）
区分）

白老町 イ　介護講習会の開催 29,000 28,033
　高齢者社会に対応し、多くの方に介護技術の
　習得を促進し、介護負担の軽減を図ることを目
　的に介護講習会を開催した。

３月２７日　参加者　　３名（３４名）



（　　）内数値は前年度実績 （単位：円）

事　業　項　目 主財源 実 施 し た 内 容 予算額 決算額

ウ　緊急通報システムの設置 719,000 671,147
　町内に居住する概ね65歳以上の虚弱老人宅
　等に緊急通報システムを設置し、急病などに
　備えた。　対象世帯　　４３世帯（５４世帯）

エ　地域福祉活動助成事業 961,000 953,087
　高齢者社会に対応するための必要な知識、
　技能を修得するための介護職員初任者研
　修会を開催した。
　　　６月２日～１０月２７日　　１５名（１８名）

オ　ホームヘルパー養成研修修了継続研修会 31,000 12,280
　過去のホームヘルパー養成研修修了生を対
　象に、技術と知識の向上のため継続研修を
　開催した。　　１月２２日　参加者　３４名 (３７名）

カ　福祉用具の貸出し － －
　要介護状態で在宅生活を送るのが困難な方
　のために、福祉機器を一時的に貸出した。
　・車いす50件　
　・ポータブルトイレ10件　
　・その他10件　

キ　認知症の人を支える家族のための集い 78,000 74,387
　認知症の人を支える家族のための集いを開
　催し、家族会設立の為の支援を行った。
　　　　　　　　７月１６日　参加者　２４名（３１名）
　　　　　　　　３月　６日　参加者　２７名（２４名）
                                        合計　５１名（５５名）

ク　認知症介護者リフレッシュ事業 73,000 22,192
　認知症の人を支える家族が日ごろの疲れを
　癒すためリフレッシュ事業を開催した。
　　　　　　　　１０月１９日　参加者　１２名（１１名）

１９　社会福祉事 寄付金 ア　白老町社会福祉事業基金造成事業 100,000 0
業基金造成事業 　町民の理解を得て、社会福祉事業基金を造
（法人経理区分） 　成し、社会福祉事業の安定を図る。

　　　　　　　　　事業基金寄付金　　０件（０件）　　　

２０　腎臓機能障 白老町 ア　腎臓機能障がい者の通院支援 10,657,000 10,511,042
がい者の通院を 　腎臓機能障がい者の通院支援事業の受託を
支援する事業 　受け、家族等の介助の負担を軽減し健康の維
（委託事業経理 　持増進を図った。
区分） 　登録者数　　　　　　　　　３０名　（３６名）

　延べ移送患者　　　７，４１４名　（７，６０５名）
　１日平均利用者　　　２３．７名　（２４．４名）

２１　　高齢者世 白老町 ア　高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 1,784,000 1,773,530
話付住宅生活援 　高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し生
助員派遣事業 　活援助員派遣の受託を受け、入居者が自立し
（委託事業経理 　て安全かつ快適な生活を営むことができるよう
区分） 　支援した。

　入居者　１２世帯　（１２世帯）

２２　ボランティア 白老町 ア　ボランティア及びコーディネーターの資質向上 33,000 23,360
センター活動 寄付金 　と養成研修の開催及び会議の参加
事業 共同募金 　①ボランティアコーディネーター研修

　②ボランティア担当市町村社協職員向け相談会



（　　）内数値は前年度実績 （単位：円）

事　業　項　目 主財源 実 施 し た 内 容 予算額 決算額
（ボランティア

事業経理区分） イ　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営委員会の開催（年2回） 13,000 5,300
（共募経理区分） 　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営委員会（6月、2月）

ウ　ボランティア体験学習の開催 160,000 120,000
　①サマーチャレンジボランティア体験
　　7月28日～8月6日（10日間）
　　25プログラム68名　延べ82名参加
　　（32プログラム68名　延べ125名参加）
　②冬休み学生ボランティア体験（1月）
　　（保育園や福祉施設等でボランティア体験）
　　1月7日～9日(3日間）
　　7日：開講式及び交流会実施
　　8日～9日：保育園・福祉施設　23名参加
　　(1月9日～10日(2日間)保育園・福祉施設　56名参加)

エ　ボランティア出前講座（通年実施） 70,000 54,658
　①高齢者疑似体験　小学校3件　高校2件
　②車いすの操作方法　高校2件
　③福祉の仕事と資格　高校2件
　④昔の遊び体験　保育園1件
　⑤ガイドヘルパー体験　小学校1件
　⑥点字点訳体験　小学校1件
　⑦手話体験　小学校1件

オ　ボランティア演芸・交流会の開催 280,000 200,000
　（第33回白老町社会福祉大会・笑顔まつり共催）
　町内で活躍している各団体の活動成果を発表し
　ボランティア活動の情報交換や意見交換を図る。
　　8月9日（土）開催　白老中央公民館
　一般観覧者　約800名　参加者16団体108名　　
　（一般観覧者　約1,000名　参加者16団体168名）　　

カ　町民防災講座の開催 100,000 100,000
　「樽前山噴火時の影響と対策について」
　　　　室蘭開発局 室蘭開発建設部 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　治水課　山口 昌志 氏
 「白老町消防署」庁舎内見学
 「しらおい防災マスター同好会活動紹介」
                            しらおい防災マスター同好会
　　12月10日（水）　25名参加

キ　カレンダーリサイクル市の開催 － －
　提供頂いたカレンダーを募金方式で販売し、
　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの活動資金として役立てた。
　1月13日～16日（4日間）
　益金￥162,914円（愛の小箱募金へ）（187,044円）
　企業・個人・団体117件　9,678点
　（企業・個人・団体131件　10,259点）

ク　ボランティアセンター広報誌の発行（年4回） － －
　（社協広報誌「ほほえみ」に合わせて掲載）

ケ　愛の小箱募金及び物品預託 － －
　・愛の小箱  16件　300,694円（12件245,001円）
　・物品預託 25件　6,915点（34件　8,256点）
　・リングプル　103件　338.7㎏（91件　553.0㎏）
　・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ　168件　1247.4㎏（127件　1017.9㎏）
　・使用済み切手　15件　3,090ｇ（31件　4,559ｇ）
　・ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ　2件1,700ｇ（1件　98ｇ）
　・その他（ベルマーク他）　2件46点（110点）



（　　）内数値は前年度実績 （単位：円）

事　業　項　目 主財源 実 施 し た 内 容 予算額 決算額

２３　応急生活資 白老町 ア　応急生活資金の貸付 1,000,000 869,000
金貸付事業 　応急生活資金貸付（無利子）を実施し、低所得
（貸付金事業 　者の福祉向上を図った。
経理区分） 貸付　４１件　869,000円　（３２件　824,000円）

２４　高額医療費 白老町 ア　高額医療費の貸付 100,000 0
貸付事業 　　疾病等により、高額医療費の支払困難な世帯
（貸付金事業 　　に対し、医療費を無利子で貸付し、町民の福
経理区分） 　　祉向上を図った。

貸付　　0件　　　0円　（0件　　0円）

２５　その他 会費 ア　法人運営に関わる会議の開催
（法人経理区分） 寄付金 　三役会、理事会、評議員会を開催し、各種議案

　を審議した。
　・三役会　３回（５回） 7,000 2,400
　・理事会　３回（５回） 40,000 15,420
　・評議員会　３回（３回） 40,000 26,153

イ　社協会員の拡充 3,117,000 2,658,180
　社協活動に理解を頂き会員を募集した。
　・会員会費   　7,663戸　1,532,480円
　　　　　　　　　（ 7,711戸　1,542,200円）
　・賛助会費 　 1,167口　1,125,700円
　　　　　　　　　（1,283口　1,282,500円）

ウ　寄付金の募集 2,580,000 1,339,908
　社会福祉の趣旨を理解された方々より寄附を
　頂いた。
　・一般寄付金　  １７件　301,908円
　　　　　　　　　　 （２０件　276,355円）
　・弔慰寄付金　　４３件　1,008,000円
　　　　　　　　　　 （５３件　1,591,000円）
　・事業基金寄付金　　　０件　０円
　　　　　　　 　　　　　　（　０件　０円）
　・指定寄付金　　　1件　30,000円
　　　　　　　 　　　（　１件　30,000円）

【介護保険事業】
２６　ホームへル 介護保険 ア　高齢者に対するホームヘルパーの派遣 20,956,000 20,109,394
パーを派遣する 　　町内に居住する要介護者に、ホームヘルパー
事業 　　による日常生活の支援を行った。
（訪問介護経理 　・介護対象者　７２名　（７２名）
区分） 　　年間訪問回数　延べ　　５，１６０回　（６，２５６回）

　・自立対象者　　２名　（１名）
　　年間訪問回数　延べ　２４回　（４１回）

イ　低所得者への利用料軽減の実施 53,000 47,094
　生計困難者等に対して利用者負担金を軽減した。
　延べ　１２２件　（１０３件）

２７　デイサービ 介護保険 ア　デイサービス事業の実施 79,194,000 76,534,005
スを進める事業 白老町 　町内に居住する要介護者に対して、デイサービス
（通所介護経理 　事業を行った。
区分） 　・通所事業　登録人員　９０名（７６名）

　　３５１日　延べ　7,661名　（360日　延べ7,187名）
　・配食事業　登録人員　６０名（５８名）
　　360日　延べ15,189食 （360日　延べ13,638食）
　・年末年始（12月31日～1月4日）配食
　　　　２８名　119食　（２８名　１０４食）



（　　）内数値は前年度実績 （単位：円）

事　業　項　目 主財源 実 施 し た 内 容 予算額 決算額

イ　低所得者への利用料軽減の実施 400,000 392,922
　　生計困難者等に対して利用者負担金を軽減し
　た。
　　　　　延べ　　２００件　（１８５件）

【公益事業会計】
２８　ケアプラン 介護保険 ア　居宅介護支援事業の提供 7,962,000 7,263,380
を行う事業 　　要介護者が適切なサービスを利用できるように
（居宅介護支援 　　ケアプランを作成した。
経理区分） 　・登録人数　６２名　（５２名）

　　　　　　　　　　　延べ６９９件（６４３件）

２９　福祉有償運 ア　外出支援サービスの提供 2,385,000 1,535,770
送による通院等   要介護状態または障がい者世帯等、何らかの介
外出支援のサー 　助がなければ外出できない要介護者に対し、有
ビスを進める事 　償にて外出支援サービスを提供する。
業 　・述べ回数　３１０回（６０４回）
（福祉移送サー

ビス事業経理区

分）


