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平成３０年度 厚別区社会福祉協議会 

福祉のまち推進事業報告  

 
１ 地域福祉活動の推進 
（１）地区社会福祉協議会への活動支援 

  ■地区社協事務、事業費助成       総額１，２１８，０００円 

    ■ふれあい交流事業（共同募金配分）助成  総額  ５９２，４６０円 

 

（２）広報誌発行事業 

  ■「あつべつ区社協だより 7９号・８０号・８１号」の発行 

  ■発行部数 ６，５００部×１回 

  ■配 布 先  区内町内会班回覧及び各関係機関・団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜７９号＞         ＜８０号＞        ＜８１号＞  

 

（３）社協役員等研修事業 

■１１月１５日  法人役員研修（道社協主催）への出席 

■参加者 １名 

 

（４）社協活性化事業                

  ■６地区社協への賛助会費配分金（７割還元分） 

地 区 名 配 分 金（円） 

厚別中央 ５９，４００ 

厚 別 南 １８４，７００ 

厚 別 西 ２３，７００ 

 もみじ台 １２，５００ 

青  葉 １１３，３００ 

厚 別 東 １６，０００ 

合  計 ４０９，６００ 

各地区版 チラシを作成 
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（５）ふれあい・いきいきサロン活動への支援 

  ■実施団体 60 団体（助成中３１団体、助成終了・登録のみ 29 団体） 

   うち、平成３０年度新規登録：５団体 

      地区福祉のまち推進センター、町内会・自治会、ボランティアグループなど 

 厚別中央 厚別南 厚別西 もみじ台 青葉 厚別東 合計 

団体数 19 １6 ７ ５ 7 ６ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）日常生活自立支援事業の実施 

  ■利用者数  ２３件（厚別区１６件、白石区７件） 

（利用者内訳）                      単位：件 

 認知症高齢者 知的障がい者 精神障がい者 その他 合計 

厚別区 ８ ４ ３ １ １６ 

白石区 ２ ４ １ 0 ７ 

■新規契約件数 厚別区３件 白石区０件 

■解約件数   厚別区２件 白石区３件 

    ■相談件数   4,781 件（月平均 398 件） 

■生活支援員登録数  厚別区 2１名 白石区２０名 実働数 1９名 

 

（７）福祉除雪事業 （平成３１年３月３１日現在） 

  ■実施期間 １２月１日～３月２５日（受付９月 1 日～１０月４日） 

  ■実施世帯数 ４１7 件（申込件数 ４30 件） 

  ■地域協力員 176 名（ほか地域企業 5／ＮＰＯ法人１／福祉施設１） 

【地区別実施状況】 

地区名 実施件数 
内     訳 

地域協力員 地域企業 NPO 法人 福祉施設 

厚別中央 30 29 0 

 

1 0 

厚 別 南 97 87 ４ 0 6 

厚 別 西 71 66 5 0 0 

もみじ台 1１0 86 

 

24 0 0 

青  葉 ４5 42 3 0 0 

厚 別 東 64 56 8 0 0 

合  計 417 366 44 1 

 

6 
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（８）生活支援体制整備事業  

■生活支援ニーズの把握 

 ・地域組織が生活支援ニーズの調査を実施できるよう支援した 

  大谷地団地町内会 ９月アンケート実施 

  もみじ台みなみ自治会 12月アンケート実施 

 

■担い手の養成・把握 

   ・ちょこっとボランティア養成講座 in 厚別東（８月 27 日・28 日） 

   ・ちょこっとボランティア養成講座 in 厚別西（10 月 29 日・30 日） 

   ・社会福祉施設等における地域貢献活動に関するアンケート調査 

 

■事業周知 

・ヘルパー事業所連絡会 （４月 19 日） 

・区保健福祉部新入職員研修 （５月 24 日） 

・厚別南地区民児協研修会 （5 月 27 日） 

・区社協理事会 （５月 29 日）、区社協評議員会 （６月 13 日） 

・区新任福祉推進員研修会 （６月 29 日） 

・厚別東地区民生委員有志５名（７月５日）  

・もみじ台福まち合同研修会 （７月 12 日） 

・厚別南地区社協研修会 （８月 23 日） 

・ちょこっとボランティア講座 in厚別東（８月 28 日）  

・青葉のまち「雑学塾まなびーの」 （９月 14 日） 

・厚別区 CCRC 事業「キャンパスタウンあつべつ」（９月 19 日）  

・厚別南第 1 町内会高齢期生活勉強会 （10 月 19 日） 

・ちょこっとボランティア講座 in厚別西 （10 月 30 日） 

・上野幌中央町内会連絡協議会研修会 （11 月 17 日） 

・社会福祉法人栄和会相談員勉強会 （12 月 12 日） 

・区老連女性部勉強会 （１月 21 日） 

・小野幌万年青会勉強会 （３月 16 日） 

・厚別中央地区福まち合同部会研修会（３月 27 日） 

    その他、関係機関連絡会議等に出席して事業周知 

 

■区生活支援推進連絡会（協議体）の開催 

・第１回 12 月３日 

・第２回 ３月 26 日 
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（９）相談会の開催及び協力 

■福まち総合相談会  

地区名 開催日 会場 

厚別中央 １１月 19 日 厚別信濃会館 

厚 別 南 ８月 16 日 コープさっぽろひばりが丘店 

厚 別 西 ７月２０日 西友厚別店 

もみじ台 １１月１９日 もみじ台管理センター 

厚 別 東 9 月 13 日 ＤＣＭホーマック厚別店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■民児協・見守り活動パネル展及び総合相談会 

 ・開催日 ５月12日～1５日 

・会 場 サンピアザ光の広場 

・相談件数 ６３件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ちょこっとよろず相談会 

 ・開催日 ４月19日、５月17日、６月21日、７月19日 

      ８月16日、９月20日、10月18日、11月15日 

      12月20日、１月17日、２月21日 

・会 場 コープひばりが丘店 

・相談件数 100件 
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■つながる相談会 

 ●厚別西地区 

・開催日  ７月２０日 

・会 場  西友厚別店 

・相談件数 なし（来場者数７９名） 

 

●厚別東地区 

・開催日  9月13日 

・会 場  DCMホーマック厚別店 

・相談件数 7件（来場者数73名） 
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２ 福祉のまち推進事業の推進 

（１）地区福祉のまち推進センターへの活動支援 

  ■６地区への活動費（基本活動費・事業加算費）の助成 総額 4,084,920 円 

    ■定例会、研修会、各種会議・行事等への支援・参加 

    ■６５歳以上世帯名簿の共同利用及び取り扱い研修の実施 

 

（２）区福祉のまち推進センター運営委員会 

  ■第１回 ７月２3日 

   出席者 19名（各地区実務者、区保健福祉課） 

内 容 平成29年度区福祉のまち推進事業報告について 

平成30年度区福祉のまち推進事業計画について 

    平成30年度「福まち発！地域福祉市民活動ファーラム」の開催案内について 

地区福祉のまち推進センター重点事業について ほか 

  ■第２回 ３月１3日 

   出席者 １7名（各地区実務者、区保健福祉課） 

   内 容 平成３1年度区福祉のまち推進事業計画について 

       あつべつ区ちょこっとボランティア講座について 

       福まちパワーアップ事業について 

       平成３1年度地区福祉のまち推進事業助成金等について 

       情報交換 ほか 

 

（３）福祉推進委員会「新任福祉推進員研修」 

  ■開催日 ６月 29 日 

  ■出席者 71 名（地区福祉のまち推進センター活動者・福祉推進委員会のい

ずれも１～３年未満の方、単位町内会） 

■内 容 講義① 「福祉のまち推進センターの基本活動について」 

     講義② 「65 歳以上世帯名簿取扱い研修について」 

      講 師 厚別区社会福祉協議会 事務局次長 高木啓太 

※受講終了時に、65 歳以上世帯名簿を見るために必要な、修了証をお渡し 

 

（４）地区福祉のまち推進センター活動交換会(地区福まちコーディネート研修 

及び生活支援活動セミナー兼) 

  ■開催日  １２月１９日 

  ■出席者 １０７名（各地区福まち関係者、地区民児協、単位町内会、福祉推 

進委員会、地域包括支援センター、保健福祉課 他） 

  ◆第 1 部 生活支援セミナー 

   ■内 容①講演 住民主体による支えあいについて 

        講師 さわやか福祉財団さわやかインストラクター 澤出桃姫子氏 

②実践発表 「あさがお会買い物ツアーの取り組みについて」 

 発表者 あさがお自治会青少年育成部長 保田雅子氏 
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◆第２部 福祉のまち推進センター活動交換会 

  ■内 容 ①講演 地域をつなぐ～地区福まちコーディネート機能 

        講師 札幌学院大学人文学部 人間科学科准教授 中田雅美氏 

           ※ビデオ上映 

 

 

 

 

                    

 

 

                 
                        

（５）地域見守りネットワーク会議 

  ■開催日  ９月２０日 

  ■内 容 ①見守り・訪問活動の取組状況について 

②異変発見時の迅速な対応について」 

③情報交換 他 

  ■出席者 24 名(生活協同組合コープさっぽろ、道新会八日会、各地区福まち 

関係者、消防署、保健福祉課 他) 

 

 

（６）地域見守りサポーター養成出前講座講師派遣 

  ■内容 少子・高齢化の現状と課題、見守り活動のポイントについて 

開催日 地区 団体名 参加者数 

６月 17 日（日） もみじ台 ポプラ自治会 22 

６月 27 日（水） 厚別南 厚別南福まちボランティア 63 

７月２2 日（日） 厚別南 上野幌中央第８町内会 24 

10月 14 日（日） 厚別南 上野幌中央第５町内会 12 

11月 17 日（土） 厚別南 上野幌中央町内会連絡協議会 20 

合  計 141 

 

（７）災害時のための地域支え合い講座講師派遣 

  ■内容 災害時の支え合いは、普段からのご近所のコミュニケーションが大切 

開催日 地区 団体名 参加者数 

10月 23 日（月） 厚別南 ひばりサロン 19 

11 月 7 日（水） 厚別中央 ひばりが丘豊生会 30 

１月 10 日（木） 厚別中央 かりぷ・カフェ 35 

合  計 84 
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（８）６５歳以上世帯名簿取り扱い研修の実施 

開催日 地区 団体名 参加者数 

５月 20 日（日） 青葉 あさがお会 14 

５月 22 日（火） もみじ台 北生自治会福祉推進委員会 9 

 ６月１7 日（日） もみじ台 あすなろ自治会福祉推進委員会 8 

 ６月 29 日（火） 区 新任福祉推進員研修（再掲） 52 

 ７月 12 日（木） もみじ台 もみじ台福まち合同研修会 7 

11月16日（金） 厚別西 桜台町内会支え合いの会 15 

11月17日（土） 厚別南 上野幌中央町内会連絡協議会 20 

 ３月 27 日（水） 厚別中央 厚別中央地区福まち 51 

合  計 176 

 

（９）各地区・福祉推進委員会の研修講師、その他の出前講座対応 

開催日 地区 団体名 内容 

４月 19 日（木） 区 ヘルパー事業所連絡会 
地域の支え合い・助け合い活

動を考える  

5 月 18 日（金） 厚別東 
小野幌ニュータウン町

内会福祉推進委員会 
見守り活動について 

５月 27 日（日） 厚別南 厚別南地区民児協 
生活支援体制整備事業につい

て 

７月５日（木） 厚別東 民生委員 福まちと見守り活動 

7 月 12 日（木） もみじ台 もみじ台福まち 
福祉推進委員会の活動につい

て 

8 月 23 日（木） 厚別南 厚別南地区社協 
福祉推進委員会の活動内容・

組織体制開設手順について 

９月 30 日（日） 青葉 青葉地区民児協 
民児協と社協のつながり・民

間企業における見守り活動 

10月19日（金） 厚別南 厚別南第１町内会 地域の支え合いについて 

11月16日（金） 厚別西 桜台町内会 見守り活動について 

３月 27 日（水） 厚別中央 
厚別中央地区福祉

まち 
地域における支え合い活動 

 

（１0）その他の出前講座対応 

開催日 地区 団体名 内容 

５月 24 日（木） 区 区保健福祉部 厚別区社会福祉協議会について 

6 月１０日（火） 

７月１０日（火） 
区 瑞穂大学 ボランティア活動について 

９月 14 日（金） 厚別中央 
青葉のまち雑学塾 

まなびーの 

みんなで支え合おう！  

地域福祉のこれから  
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９月 19 日（水） 区 
キャンパスタウン

厚別 

地域福祉において必要とされ

ている活動について 

11 月２日（金） 区 シニア脳活教室 
ふれあい・いきいきサロンに

ついて 

11 月８日（木） 厚別西 桜クラブ 地域について学ぼう 

11月 12 日（月） 区 
認知症サポーター 

フォローアップ研修 
ボランティア活動のいろいろ 

11月 14 日（水） 厚別中央 健康サロン 見守り活動について 

１２月４日（火） 区 北翔大学 ボランティアをやってみよう 

12月 12 日（水） 区 社福）栄和会 
生活支援体制整備事業につい

て 

１月 21 日（月） 区 区老連女性部 
生活支援体制整備事業につい

て 

２月８日（金） 

２月 26 日（火） 
区 

くらし・はつらつ 

応援教室 

ボランティア活動してみませ

んか 

３月 16 日（土） 厚別東 小野幌万年青会 地域の支え合いについて 

 

（11）地区福祉のまち推進センター在宅個別支援事業 

  ■厚別南地区 
   高齢夫婦と娘、それぞれに支援が必要な３人世帯に対して、訪問をする中で信頼関

係を築き、福まちボランティアを紹介するなどして日常生活の支援をした事例。 

  ■もみじ台地区 
   不衛生な環境で暮らす独居高齢者宅の室内清掃と、地域のつながりづくりを支援し

た事例。 

  ■青葉地区 

   夫が長期入院の末に亡くなり、独居となった高齢女性の家具移動支援。自治会、区

社協ボランティアが活動。 

 

（12）地区福祉活動座談会の開催 

■開催地区 青葉地区 

■開催日 ①12 月 12 日、②1 月 22 日 

  ■出席者 ①50 名、②40 名 

（町内会・自治会・民生委員・主任児童・地区社協・厚別区社協 他） 

  ■テーマ 「町内会・自治会の現状及び課題について」 

       「今後の各町内会・自治会の取り組み等について」 

 

（13）福祉のまち推進センター周知・広報事業 

    ■あつべつ区福まちかわら版の発行（９・１２・３月）６，５００部×１回 

    ※区社協だよりと併せて発行 

  ■見守り活動パネル展/総合相談会（５月１２日～１５日）※民児協共催 

  ■「まもりんカレンダー」作成・配布（３００枚・12 月） 
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  ■「まもりんバック」作成・配布（200 枚：３月） 

 

（１４）地域福祉ネットワーク構築事業 

  ■地区別サロン交流会 

   ①厚別中央地区 

・開催日  １２月５日 

    ・出席者  ６０名  

    ・内 容  講話及び各サロンの情報交換会 

②厚別南地区 

・開催日  ７月１２日 

    ・出席者  ２５名  

    ・内 容  サロンの情報交換会等 

■ボランティア登録者への意向確認 

      ・意向確認調査の実施（登録継続、ボランティア連絡会への加入、福まち活

動への参加などに関する意向確認 

 

（１５）活動研修・交流事業 

   地区福祉のまち推進センター開催事業、各種研修会、施設見学会等への支援 

 

（１６）福まち総合相談会（再掲）■福まち総合相談会  

 地区名       開催日      会場 

厚別中央 １１月 19 日 厚別信濃会館 

厚 別 南 ８月 16 日 コープさっぽろひばりが丘店 

厚 別 西 ７月２０日 西友厚別店 

もみじ台 １１月１９日 もみじ台管理センター 

厚 別 東 9 月 13 日 ＤＣＭホーマック厚別店 

 

（１７）福まちパワーアップ事業 

 ■開催地区 青葉地区 

  ①第１回ワークショップ 

   ・開催日 12月12日（水） 

   ・開催場所 青葉会館 

   ・参加者 50名 

   ・内容「町内会・自治会の現状及び課題について」 

 

  ②第２回ワークショップ 

・開催日 1月22日（火） 

   ・開催場所 青葉会館 

   ・参加者 40名 

   ・内容「今後の各町内会・自治会の取り組み等について」 
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３ ボランティア活動の推進 
 

（１）相談・登録・需給調整（コーディネート） 

■活動希望相談…… 38 件（主な活動希望：施設行事の手伝い、自分の趣味・

特技を生かした活動） 

   ・活 動 成 立……16 件 

   ・そ の 他……22 件 

  ■要請希望相談……38 件（主な要請相談：施設行事の手伝い、通院同行や掃

除等） 

   ・紹 介 成 立……16 件 

   ・他機関紹介…… 9 件 

   ・そ の 他……13 件 

■区社協個人ボランティア登録人数 187 名 

 

（２）ボランティア体験事業 

    ■ボランティア活動受入メニューの収集（区内 66 施設の協力） 

  ■ボランティア活動受入メニューの提供 

 

（３）ボランティア交流会 

  ■開催日 6 月 22 日（金） 

  ■参加者 27 名 

  ■内 容 社会福祉法人報恩会職員による講話、グループワークなど 

 

（４）事務局ボランティア受け入れ  

  ■開催日 第 2・第 4 火曜日  

  ■参加者 22 名（登録者数） 

  ■実施回数 ２４回 

  ■内 容 封筒詰め、ラベル貼り、交流等 

 

（５）あつべつ区ちょこっとボランティア講座 

  ア 厚別区ちょこっとボランティア講座 in厚別西 

   ■開催日 10 月 29 日～30 日 

   ■場 所 社会福祉法人 栄和会 

   ■参加者 31 名 

   ■内 容 講義、グループワーク、施設見学等 

 

  イ 厚別区ちょこっとボランティア講座 in厚別東 

   ■開催日 8 月 27 日～28 日 

    場 所 ライフプレステージ白ゆり新札幌（１日目）、 

        社会福祉法人楡の会（２日目） 
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   ■参加者 ２５名 

   ■内 容 講義、グループワーク、施設見学等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）ボランティア情報提供事業 

  ■ボランティア情報誌の発行（６回） 

 

（８）ボランティア活動保険等の取扱い           

  ■Ａセット（  ３００円）  ２，００３名 

    ■Ｂセット（  ５００円）    １１４名 

    ■Ｃセット（  ７００円）      ３名 

■Ｄセット（  ６００円）    １０７名 

■Ｅセット（１，０００円）     ２１名 

■Ｆセット（１，４００円）     ３０名 

    ■行事用保険         ９，２１７名（１４４件） 

 

（９）ボランティア活動資機材の貸出 

機  材  名 保有数 貸出件数 貸出台数 

 車いす    １2 台 

  

  ４８件 １０９台  

 高齢者疑似体験セット   １２台 

  

  １６件     ９２台 

   片マヒ疑似体験セット    ４台 

  

    ７件     ２５台 

   点字器   ８１個 

  

     ８件 ３１８個 

   アイマスク   ７４個 

  

     ５件  １６７個 

 

（１０）区ボランティア連絡会への活動支援 

  ■自主活動への支援（ボランティアサロン、研修会開催など） 

   

（1１）福祉教育推進事業 

 ■「総合的な学習の時間」に講師調整として協力 

   ①ひばりが丘小学校 

・開催日 ７月２日、６日、１１日 

   ・内 容 講師調整：アイマスク体験、手話体験、点字体験 

             （障がい当事者からの講話・福祉体験） 
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②大谷地東小学校 

・開催日 ７月１７日 

   ・内 容 障がい当事者からの講話 

 

③小野幌小学校 

・開催日 ９月２０日、２５日 

   ・対象者 ６年生全員（８３名） 

   ・内 容 講師調整：アイマスク体験、手話体験、点字体験 

             （障がい当事者からの講話・福祉体験） 

車いす・アイマスク・点字・手話・円座作成 

※５コースのうち、各生徒は２コースの福祉体験 

 

  ■「総合的な学習の時間」等への協力 

   ・支援内容：講師の調整、ボランティア活動資機材の貸出など 

・協力依頼のあった学校件数：17 校(小学校 10 校,中学校 1 校,区外 6 校) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

（１２）「福祉教育だより」の発行 

■発 行 月  平成３１年３月 

■発行部数  ６，０００部 

■配 布 先  区内町内会班回覧及び 

小･中･高等学校 

各関係機関・団体 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



14 

４ 各種資金貸付事業の推進 
 

 

（１）生活福祉資金貸付事業（北海道社会福祉協議会へ進達） 

  ■貸付件数  1５件 

   【総合支援資金（住宅入居費）貸付金額       ０円（ ０件）】 

   【臨時特例つなぎ資金貸付金額           0 円（ 0 件）】 

   【教育支援資金貸付金額          19,341,000 円（10 件）】 

   【緊急小口資金貸付金額（特例）      200,000 円（ 2 件）】 

   【緊急小口資金貸付金額（特別）      800,000 円（ 3 件）】 

   【福祉資金（福祉費）貸付金額            0 円（ 0 件）】 

 

（２）応急援護資金貸付事業（札幌市社会福祉協議会へ進達） 

    ■貸付件数    2 件  （貸付金額 200,000 円） 

 

（３）特別（冬期）生活資金貸付事業 

  ■貸付件数    0件  （貸付金額        ０円） 

 

 ※来所・電話による全体の相談件数  1,188 件（月平均 99 件） 
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５ 各種福祉団体等への活動支援 
 

 

（１）区民生委員児童委員協議会事務局の運営 

  ■定例代議員会の開催（月１回） 

■民生委員互助共励事業の取扱 

（一般死亡 ０名、配偶者死亡 ３名、一般傷病 ３名、退任慰労 ３名） 

  ■新任民生委員児童委員研修会への協力 

  ■民生委員児童委員・見守り活動パネル展/総合相談会の開催（再掲） 

 

（２）区共同募金委員会事務局の運営 

  ■７月２５日 理事会の開催 

  ■街頭募金運動の実施 

   ・実施期間 １０月２日～６日 合計５日間 

   ・実施箇所 区内５か所で実施 

   ・活動者    団体、延べ３１０名 

   ・募金額   ４１１，６３９円 

  ■イベント募金の実施 

   ・実施場所 厚別区内 

   ・実施回数  ２６回  

■募金別実績 

募 金 名 募 金 額 （円） 

法人募金 518,832 

戸別募金 3,030,495 

街頭募金 411,639 

学校募金 91,823 

 

 

（３）各種福祉団体等の活動に対する協力及び助成（助成金合計 230,000 円） 

   ・厚別区子ども会連絡協議会   ・厚別区母子寡婦福祉連合会 

   ・厚別区老人クラブ連合会    ・厚別区青少年健全育成事業推進会 

   ・厚別区町内会連合会連絡協議会 ・厚別区少年消防クラブ 

 

（４）小地域ふれあい事業実施団体への助成・支援 

  ■実施団体  ４団体  ３２，０００円（福祉推進委員会など） 

 

（５）食事サービス事業実施団体への助成・支援 

■実施団体  ２団体  ３７，０００円（地区社会福祉協議会など） 
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（６）札幌市地域自立支援協議会厚別区地域部会への協力 

  ■幹事会   11 回 

  ■厚別区地域部会総会・学習会「厚別区で気になるケースについて」 

   開催日 ４月 19 日  出席者 32 名 

  ■厚別区地域部会学習会「共生型サービスについて制度概要」 

   開催日 ９月 20 日  出席者 31 名 

  ■事業所交流会 

   開催日 12 月５日  出席者 71 名 

  ■研修会「厚別区で垣根のない支援を考える⑨」 

   開催日 ２月 28 日  出席者 60 名 

 

 

６ 会務の運営 
 

（１）正副会長会議 

  ■第１回 ５月 22 日 

   ○第１回理事会及び評議員会にかかる議案について 

  ■第２回 ３月 14 日 

   ○第３回理事会及び第２回評議員会にかかる議案について 

 

（２）理事会・評議員会 

  ■５月 29 日 第１回理事会 

   ○平成 29 年度資金収支予算補正（第２次）の会長専決処分報告について    

○平成 29 年度 事業報告について 

○平成 29 年度 資金収支決算報告について 

○平成 29 年度 監事監査報告について  

○社会福祉充実残額の算定結果について 

○平成 29 年度事業・予算執行状況について 

○評議員候補者の選定について 

○評議員選任・解任委員会の招集について 

○平成 30 年度第１回評議員会（定時評議員会）の招集について 

 

  ■６月 13 日 第１回評議員会 

   ○平成 29 年度資金収支予算補正（第２次）の会長専決処分報告について    

○平成 29 年度 事業報告について 

○平成 29 年度 資金収支決算報告について 

○平成 29 年度 監事監査報告について  

○社会福祉充実残額の算定結果について 

○理事の選任について 
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  ■第２回理事会（理事全員の同意により、理事会の決議があったとみなすもの） 

   ○第２回評議員会の日時及び場所について 

   ○第２回評議員会の議題について 

 

■３月 19 日 第３回理事会 

○平成30年度第２回・第３回監事監査報告について 

○平成30年度資金収支予算補正（第１次）の会長専決処分報告について 

○2019年度 事業計画（案）について 

○2019年度 資金収支予算（案）について 

○職員就業規則の一部改正について 

 

■３月 19 日 第２回評議員会 

○平成30年度第２回・第３回監事監査報告について 

○平成30年度資金収支予算補正（第１次）の会長専決処分報告について 

○2019年度 事業計画（案）について 

○2019年度 資金収支予算（案）について 

 

（３）監事会 

  ■第１回  ５月 18 日 
  ■第２回   １月 28 日 
  ■第３回  ３月  ５日 
 
（４）総合企画委員会 
  ■３月 14 日 第１回総合企画委員会 

○愛情銀行の払い出しについて 
○愛情銀行の活用方法について  
○社会福祉基金の運用について 
 

（５）評議員選任・解任委員会 
  ■第１回  ６月 13 日 
 
（６）正会員・賛助会員の加入促進 
  ■正 会 費  389,500 円（第 1 種 80 件、第 2 種 7 件、第 3 種 12 件、 

第５種 3 件  ※市社協会費代行徴収含む） 
  ■賛助会費   585,000 円（個人 160 件・195 口、団体 31 件・39 口） 
 
（７）寄付受理及び寄付金の社会福祉事業への有効活用 
  ■寄付受理  団体   7 件 

個人   5 件 
  ■寄 付 額 １,７９７,４１２円（うち指定寄付 ３８６,９７０円） 
 


