
 

 

びばい社協の広報紙  ぽぷら第 52 号 

この広報紙ぽぷらは美唄市共同募金委員会から助成を受けて作成・発行しています

 

―親しまれ、分かりやすく、頼られる社協を目指してー 

法人運営・センター管理・地域福祉実践計画・ボランティア全般 

ふれあいのまちづくり推進･民協・共同募金など担当 

[財務会計・生活福祉資金・たすけあい金庫貸付担当] 

[障害者総合支援法による障がい者相談支援及び特定相談支援] 

[介護保険法による通所介護及び障害者総合支援法による生活介護] 

[介護保険法による認知症対応型通所介護] 

[介護保険法による訪問介護及び障害者総合支援法による居宅介護等 

[介護保険法による居宅介護支援等] 

[美唄市受託事業] 

[日常生活自立支援及び市民後見人養成並びに成年後見制度普及等]  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  法人運営 センター管理 たすけあい金庫 共同募金 受託事業 居宅介護支援 

前年度 17,803 10,941 9,761 2,856 28,604 23,244 

本年度 21,831 12,398 9,007 2,943 32,954 24,156 

  かがやきﾃﾞｲ ふれあいﾃﾞｲ さわやかヘルプ 特定相談支援 ふれまち 一般会計 

前年度 95,002 38,472 29,259 0 11,253 267,195 

本年度 78,190 36,826 30,010 3,303 8,389 260,007 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

びばい
社協 

広報紙 
社協では 4月 1日付で事務局組織の一部改正と人事異動の発令を行いました。 

総務部門(旧総務企画課)と地域福祉推進部門(旧地域福祉課)を統合し、総務地域課を設け正規職
員 1名を増員し、機動力アップと疎通性の向上を図り、多様化する地域課題へ迅速かつ柔軟に対応
できるよう改めました。 

さらに、一昨年から準備を進めてきました認知症や障がいなどのため判断能力が低下した方の権
利や金銭などを守るとともに、日常生活を支援する部門として「成年後見支援センター準備室」を
設けました。 

組織機構が変わりました ‐総勢 74 名で地域の課題解決へ即応性と機動力アップ‐ 

 2013(平成 25)年 

5月 1日 

 

第 52 号 

～平成25年度 事業計画・一般会計予算(概要)～ 

局 長 次 長 

総務地域課 

 

主    幹 

かがやきデイサービスセンター 

 ふれあいデイサービスセンター 

障がい者相談支援センターいんくる 

 

食事サービスセンター 

 

さわやかヘルパーステーション 

生活支援センター 

成年後見支援センター準備室 

 

高齢や障がいなどにより日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方の福祉サービスの

利用手続きや生活費の管理、大切な書類の預かりなどのお手伝いをする「福祉サービス利用援助事業」

(道社協受託事業「日常生活自立支援事業」)を実施しています。また、高齢者、障がい者等の財産管理お

よび身上監護の事務について、本人を代理したり、本人の行為に同意したり取り消したりする「成年後見

制度」に関するご相談も受け付けています。かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか

かこの準備室は社協が法人として成年後見人等を受任するための手続きを経て 9 月正式オープンを目指

しています。オープン後は美唄市からの受託事業であります市民後見人の養成や成年後見制度の普及

啓発などを行います。 

 

こんにちは 「成年後見支援センター開設準備室」です 

 

 

 
組織機構 

(H25.4.1 現在) 

1) 第 2 期地域福祉実践計画の最終的な評価と次年度からの第 3 期地域福祉実践計
画を策定するため、広範な市民の皆様の声を聞かせていただくとともに、町内
会等の活動状況を教えていただくため、「町内会等活動調査」を実施いたします。 

2) 日常生活自立支援事業・市民後見人養成・成年後見(法人後見)事業の中核とな
る「美唄市成年後見支援センター」を設置し、権利擁護システムの構築に努め
ます。 

3) 地域の生活課題の共有化と課題の解決に向けた推進組織となる地区社会福祉協
議会の設置促進に努めます。 

4) 地域における課題解決のため民生児童委員や地域福祉委員との連携強化と地域
担当制の充実を図り、一人暮らし高齢者や障がい者に対する支援の強化を図り
ます。 

5) 広報紙「ぽぷら」の発行やホームページの充実、地域福祉セミナーの開催など
により広範な市民の皆様に地域の福祉活動情報を提供するとともに、福祉意識
の醸成など市民参加を基礎としたささえあいによるまちづくりに努めます。 

6) 高齢者や障がい児者に対する介護サービスの質的向上が求められていることか
ら職員研修の機会を十分保障し、良質なサービス提供による個別支援の強化に
努めます。 

7) 厳しい経営環境にある中、美唄市の支援を得て職員体制の充実を図るとともに、
組織機構を改正し、より効率的で効果的な運営に努めます。また、より透明性
が高く、分かりやすい会計基準への移行を行います。 

 
 

一般会計予算総額 260,007 千円  

総括表 

 

事業計画・・・第 3 期地域福祉実践計画策定、権利擁護システムの構築など重点 

※ 事業計画及び一般会計予算の全体は事務局内で随時閲覧しております 

(単位:千円) 



 

 

びばい社協の広報紙  ぽぷら第 52 号 

この広報紙ぽぷらは美唄市共同募金委員会から助成を受けて作成・発行しています

 

―親しまれ、分かりやすく、頼られる社協を目指してー 

チャリティＰＧ大会参加者募集 

恒例となった社協と共同募金委員会が共催
の大会を開催します！世代、性別、年齢、障が
いの有無を越えた交流大会です。ぜひご参加く
ださい！ 

と き ６月１６日（日）※雨天中止 

    受付 ９：００～   開会 ９：３０  

ところ たずさえパークゴルフ場 

（市内東７条南２丁目５－２４）  

参加費 １,５００円  

締 切 ６月７日（金）  

問合せ・申込みは 

総務地域課(62-0770) 近藤・土本まで 

救急医療情報キット購入費助成 

自宅で具合が悪くなった時、救急隊員に既往歴
や緊急連絡先などを確実に伝える道具として「救
急医療情報キット」があります。社協では町内会で
一人暮らし世帯などに無料配布する場合、情報キ
ット購入費用の一部を助成しています。 

かかかかかかかかかかか町内会の方の「もし
も」のために･･･配布
を希望される町内会
様は本会にご相談く
ださい。 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ご  芳  名 金 額・品 名 摘   要 

増 田 義 年 様 車 い す  1 台 総合福祉センターで利用してください 

金 子 清 子 様 ３０，０００円 主人が生前お世話になったお礼 

匿   名(５名の方から) ３４，７５２円  

前号の美唄めぐみ幼稚園様の寄付目的は「クリスマス献金」の誤りでしたので、お詫びして訂正します。 

社協への寄付(1/11～3/31) ・・・・・・・・   24 年度累計   944,850 円 

発行・印刷  社会福祉法人美唄市社会福祉協議会 

〒072-0026 美唄市西 3条南 3丁目 6-2  美唄市総合福祉センターぽぷら内 

Tel0126-62-0770 FAX0126-62-6996・ホームページhttp://www.bibai.com/shakyo/ 
Eメール soumu.bibai-shakyo@pipalnet.jp 

ちょボラしませんか!!～ボランティア募集中！～ 

◎びばい社協で‥… 

・かがやきデイサービス－お話し相手・給水補助など－月～土曜(２時間程度) 

・食事サービス－お弁当の配達および安否確認－月～土曜(１時間程度) 

◎美唄光生園で‥… 

・エアロビ体操しながら利用者との交流・給水補助―毎火曜(１時間程度) 

・趣味活動の見守り－ぬり絵やパズル、手芸等の見守り―月～金曜(１時間半程度) 

・余暇活動の見守り－散歩やドライブ、カラオケなどを－土・日曜(１時間程度) 

◎美唄養護学校で‥… 

・運動会の児童見守、用具、放送など  

日時）６月１日（土）ＡＭ８：３０～ＰＭ１２：３０  

締切）５月１７日（金）まで 

 

ボランティアに関する問合せ・申込みは総務地域課（62-0770）土本・清水まで 

あなたの善意を大切に  社協へのご寄付ありがとうございました 

 

この冬の降雪量は平年比９割程度とのことでした
が、２月中旬から降雪の日が多くなり、除雪に難儀さ
れたことと思います。この冬は、中高生による除雪協
力もあり、自力での除雪が困難な高齢者の方々に大
変喜ばれました。一方で、２月に市から貸与・導入さ
れた除雪機は少人数での除雪活動に威力を発揮して
いました（写真）。 

ご協力いただきましたボランティア団体・個人の皆
様、有難うございました！ 

 

 

 

 

 

 

今年もありがとうございました・・・除雪ボランティアの報告 

――お願い―― 

まちの話題や社協、ぽぷ

らに関するご意見・感想な

どをお寄せ下さい。 

 

機動力を発揮した除雪機 

24 年度除雪ボランティア派遣・活動状況――――――――――――――― 

○派遣数…３５件 ○派遣ボランティア…９団体・５個人（延べ２１９人） 

○依頼者の状況まとめ 

・独居世帯の割合…８７％ 

・男女比（独居について）…男３１％ 女６９％ 

・地区割合…南美唄、市街地各３０％ 日東１７％ 我路、峰延各１０％ 

・除雪機を使った除雪件数…４件（南美唄３、市街１）２団体による実施 

（ボランティア除雪における除雪機貸出要綱は社協ＨＰでご覧になれます） 

社協会費納入のお願い 

社協では地域福祉活動の財源の一部として一般
会費(１戸 200 円/年)と特別会費(1 事業所 1000
円/年)を毎年お願いしております。6 月上旬に町
内会長様並びに事業所様宛に納入依頼の文書
を送付しますのでよろしくお願いいたします。ま
た、新規企業・事業所様の特別会員への加入を
募集しております。 

町内会等活動状況調査のお願い 

社協では第 3 期地域福祉実践計画を 25 年度中
に策定を予定しております。計画策定に当たり地
域福祉推進の基幹となる町内会(連合町内会)に
おける活動状況や課題などを把握し、計画に反
映させたいと考えております。つきましては 6 月上
旬に町内会長様宛に調査票を送付しますのでご
協力をお願い申し上げます。 

比較的普及している冷蔵庫に
保管するタイプの情報キット 


