
１．諸会議の開催（理事会、評議員会、各部会、三役会議等）

月　日 場　所 事業名 内　　容

5月18日 総合福祉センター 会計監査 ・平成29年度会計監査

・平成29年度事業報告の認定について

・平成29年度社会福祉事業会計・公益事業会計　決算の認定について

・平成29年度財産目録の認定について

・平成29年度会計監査報告について

・平成30年度社会福祉事業会計・公益事業会計補正予算について

・栗山町社会福祉協議会第１回評議員会の開催日程について

・第６期地域福祉実践計画について

・平成29年度事業報告の認定について

・平成29年度社会福祉事業会計・公益事業会計　決算の認定について

・平成29年度財産目録の認定について

・平成29年度事業報告の認定について

・平成29年度社会福祉事業会計・公益事業会計　決算の認定について

・平成29年度財産目録の認定について

・平成29年度会計監査報告について

・平成30年度社会福祉事業会計・公益事業会計補正予算について

・第６期地域福祉実践計画（案）について

・栗山町社会福祉協議会役員の選考委員について

・くりやまギフトカード加盟店会への加入について

7月2日 〃 第２回理事会 ・栗山町社会福祉協議会第2回評議員会の開催日程について

7月9日 〃 定期監査 ・4月～6月期会計監査

7月11日 〃 総務部会 ・平成30年度社協会費納入について

7月17日 〃 第2回評議員会 ・栗山町社会福祉協議会役員の選出について

・副会長、常務理事の選任について

・開拓先人供養会の実施について

・無縁仏供養会の実施について

・中国人殉難者供養会の実施について

・「２０１８ふれあい広場くりやま」の実施について

10月16日 〃 定期監査 ・7月～9月期会計監査

・社会福祉協議会顕彰について

・社会福祉充実計画の一部変更について

・平成30年度社会福祉事業会計・公益事業会計　補正予算について

・栗山町社会福祉協議会第３回評議員会の開催日程について

〃 第３回理事会

6月6日 第１回運営協議会〃

第１回評議員会〃6月14日

平成３０年度栗山町社会福祉協議会事業報告

5月29日 〃 第１回理事会

7月17日

10月26日 〃 第４回理事会



月　日 場　所 事業名 内　　容

11月8日 総合福祉センター 第2回運営協議会 ・栗山町社会福祉協議会福祉充実計画の一部変更について

・栗山町社会福祉協議会福祉充実計画の一部変更について

・平成30年度社会福祉事業会計・公益事業会計　補正予算について

1月23日 〃 定期監査 ・10月～12月期会計監査

・経理規程の一部変更について

・顕彰規程の一部変更について

・顕彰規程施行細則の一部変更について

・応急生活資金貸付に係る不能欠損処理について

・平成30年度社会福祉事業会計・公益事業会計補正予算について

・評議員選任・解任委員会運営細則の一部改正について

・職員給与規程の一部改正について

・平成31年度事業計画について

・平成31年度社会福祉事業会計予算について

・平成31年度公益事業会計予算について

・栗山町社会福祉協議会第４回評議員会の開催日程について

・平成31年度事業計画について

・平成31年度社会福祉事業会計予算について

・平成31年度公益事業会計予算について

・平成30年度社会福祉事業会計・公益事業会計補正予算について

・平成31年度事業計画について

・平成31年度社会福祉事業会計予算について

・平成31年度公益事業会計予算について

11月16日 〃 第３回評議員会

1月31日 〃 第５回理事会

〃 第6回理事会3月18日

3月27日 〃 第４回評議員会

3月26日 〃 第３回運営協議会



月　日 場　所 内　　　　容

4月27日 札幌市 トヨタ財団国内助成プログラム「しらべる助成」事業報告会

5月8日 滝川市 空知管内社協連絡協総会及び第１回会長・事務局長会議

6月18日～19日 札幌市 全道市町村社協会長・事務局長研究協議会

6月22日～23日 滝川市 第１回空知地区社協職員連絡協議会研修交流会

7月4日 美唄市 南空知ブロック市町村社協事務局長会議

７月12日～13日 札幌市 全道社協職員研究協議会

7月24日 岩見沢市 食品衛生責任者実務講習会

8月28日 札幌市 第６８回北海道社会福祉大会

10月16日 岩見沢市 空知地区「地域に理解され指示される社協づくり」研修会

10月19日～20日 北竜町 空知地区社協職員連絡協第２回研修交流会

11月7日 夕張市 南空知社協連絡会会長・事務局長会議

11月15日 岩見沢市 第２回空知生活支援体制整備事業意見交換会

12月16日～17日 東京都 ケアラー支援フォーラム

平成３１年

2月28日 由仁町 ふまねっとサポーター養成研修会

3月1日～2日 東京都 全国介護者支援団体連合会研修

3月20日 美唄市 社会福祉法人向け実務実践セミナー

２．町外の会議・研修会等



３．社会福祉

月　日 場　所 内　容

9月21日 総合福祉センター ２０１８ふれあい広場くりやま第１回実行委員会

11月11日 カルチャープラザEki ２０１８ふれあい広場くりやま（入場者数　約800名）

11月28日 総合福祉センター ２０１８ふれあい広場くりやま実行委員会反省会

随時 町　　　内 知って得する福祉何でも出前講座（26件）

４．児童福祉

月　日 場　所 内　容

７月8日～9日 コカ・コーラ環境ハウス 栗山町青少年育成会　初級・上級リーダー研修会

1月14日 カルチャープラザEki 全町子どもかるた大会

2月17日 スポーツセンター 栗山町スポーツ少年団交流のつどい

５．老人福祉

月　日 場　所 内　容

6月7日～12月6日
　　　（毎週木曜日）

いきいき交流プラザ 脳の健康教室 9名

7月18日～19日 伊達方面 栗山町老人クラブ連合会研修視察

12月19日 町　　　内 あったかサンタの贈り物13世帯

週6日（月～土 昼食） 〃 在宅ひとり暮らし老人世帯等食事サービス　延べ　31名　 3,547食

週5日（月～金 夕食） 〃 在宅ひとり暮らし老人世帯等食事サービス　延べ　29名　 3,489食

週6日（月～土 午前中） 〃 高齢者独居世帯等電話サービス14世帯

随時 〃 高齢世帯等除雪サービス158世帯、排雪・屋根の雪下ろし40世帯

　〃 〃 老人クラブ連合会事業に対する援助協力

　〃 〃 福祉の杖交付　　18本

　〃 〃 車椅子貸与　     22件　24台

　〃 〃 歩行器貸与　     延べ　7件

　〃 〃 ベット柵貸与　    延べ　7件

　〃 〃 入浴補助用具　　延べ　6件

　〃 〃 ポータブルトイレ　延べ　6件

　〃 〃 地域活動支援事業

　〃 〃
　・人にやさしい「愛らぶ」活動事業　　6町内会　13自治会
　（除雪・見守り対象世帯 89世帯、支援者 91名）

　〃 〃
　・ふれあいサロン事業　　6町内会　1町内連合会　1連合町内会
　（参加対象 173名、運営者 29名）

　〃 〃
　・いのちのバトン配付事業　累計595本（Ｈ31新規15本）
　　38町内会 13自治会 1連合町内会
　　地域担当民生委員と同行訪問



６．心身障がい者福祉

月　日 場　所 内　　容

随時 障がい者自立支援事業に対する援助協力

　〃 栗山町障がい者移動支援事業　340回

　〃 日常生活自立支援事業5件　

　〃
栗山町身体障がい者福祉協会、栗山町障がい者自立支援連絡協議会、
ことばを育てる親の会、手をつなぐ育成会に対する援助協力

７．遺家族援護

月　日 場　所 内　　容

8月7日 湯　　　地 無縁仏供養会の執行

8月7日 日　　　出 中国人殉難者供養会実行委員会に対する援助

8月5日～16日 開拓先人供養会の執行

大 井 分 　  5日　  トキト山共同墓地

日　　　出 　  7日　  二岐共同墓地

南角田・円山 　13日　　築別・円山共同墓地　

鳩　　　山 　16日　　雨煙別共同墓地

随時 遺族会に対する援助協力

８．ボランティア活動推進
月　日 場　所 内　　容

5月18日 総合福祉センター 栗山町ボランティア連絡協議会総会

6月11日～6月12日 帯広方面 栗山更生保護女性会研修視察

6月19日 小樽市 栗山町月見草の会研修視察

7月25日～8月10日 町　　　内 夏休み体験ボランティア10種の体験メニュー　参加者15名 延べ20名

8月28日 江別市他 栗山町赤十字奉仕団研修視察

10月21日 小樽市 ボランティア愛らんど２０１8inおたる

11月2日 岩見沢市 空知地区ボランティア活動推進会議・推進セミナー

毎週　水・金 総合福祉センター 配食サービス調理ボランティア（ボランティア59名）

随時 ボランティア実践団体の育成援助

　（月見草の会、更生保護女性会、赤十字奉仕団、青年団体協議会、ぼらんてぃあ輪来

　　　くりやま手話の会、リーディングサービス「とらいあんぐる」、傾聴ボランティア「虹」）

　〃 学校ボランティア活動普及推進事業援助（小学校１校、高校１校）

　〃 ボランティア連絡協議会への援助

　〃 ボランティア保険加入促進（Ｈ30　32件　320名加入）



月　日 場　所 内　　容

7月11日 総合福祉センター 栗山町共同募金会正副会長会議・理事会・総会

9月24日～26日 栗山市街
栗山祭典赤い羽根街頭募金運動　協力者　177名　152,943円
（24日　雨天中止）

11月11日 カルチャープラザEki 2018ふれあい広場募金運動　　　　協力者    7名　　  5,015円

12月5日 総合福祉センター 歳末たすけあい募金配分委員会

12月11日 歳末たすけあい義援金の生活困窮世帯への配付（民生委員）

　　配分金合計　934,000円

　　対象者数　　・町内86世帯

　　　　　　　　　　・町内施設入所者4名(無年金者）

随時 低所得者自立更生対策推進

応急生活資金の貸付 12件

生活福祉資金の貸付相談件数6件

毎月第3・5金曜日 総合福祉センター 無料法律相談（開設16回 、相談件数39件）

随時 栗山地区保護司会栗山分区に対する援助協力

栗山町民生委員児童委員協議会に対する援助協力

月　日 場　所 内　　容

4月15日 町　　　内 春の全町一斉清掃

5月27日 〃 花いっぱい運動（花苗22，100本植栽、83町内会・自治会・団体等）

10月14日 〃 秋の全町一斉清掃

１１．その他

月　日 場　所 内　　容

8・12・3月 社協だよりの発行（3回）

随時 社協ホームページ・町広報による事業等周知

〃 供花紙の配付

１０．まちを美しくする運動

９．しあわせを高める運動の推進



公益事業

１．いきいき交流プラザ管理運営

月　日 場　所 内　　容

いきいき交流プラザ ・カフェボランティア6団体　238日 延べ協力者382名

（老人クラブ連合会女性部、月見草の会、更生保護女性会

　栗山地区女性学級、赤十字奉仕団

　リーディングサービス「とらいあんぐる」）

・健康相談、パソコン利用

・趣味講座（健康太極拳3回　26名　）

・世代間交流　キャンドルづくり　小学生12名　高齢者12名

・３月末までの利用者

　小中学生以下76人、一般8,559人　合計8,635人

月　日 場　所 内　　容

角田改善センター ・毎週金曜日　13時～16時

（１階和室） ・カフェボランティア登録者29名（4班体制）

開催43日カフェボランティア延べ86名（1回2名体制で運営）

・いきいき百歳体操　32回　803名

・３月末までの利用者

　小中学生以下3人、一般1,024人　合計1,027人

ふじ団地集会所 ・毎週木曜日　13時～16時

・カフェボランティア登録者8名

開催44日カフェボランティア延べ86名（1回2名体制で運営）

・ゴスペルライブ　31名

・３月末までの利用者

　小中学生以下9人、一般839人　合計848人

遊歩道の駅つぎたて ・毎週月～土曜日

・カフェボランティア登録者19名

・健康相談、カラオケ、健康麻雀、マジック、ピアノミニ演奏会

・すこやか運動教室、いきいき百歳体操、脳の健康教室他

・サマーフェスタ　150名

・地域食堂　5回　204名

・３月末までの利用者

　小中学生以下9人、一般3,918人　合計3,927人

　　　　　　　　平成３０年度事業報告には、「社会福祉法施行規則」第２条の２５第３項に規程する
　　　　　　　　附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

２．まちなかカフェ事業


