
会  議  録 

会議の名称 浦幌町民生(厚生)委員協議会 

事 務 局 
（担当部署） 保健福祉課社会福祉係 

開催日時  平成27年４月９日（木） 14時00分 ～ 15時05分 

開催場所  浦幌町保健福祉センター 会議室 

出 席 者 

委 員：山岸、田中、芳賀、大西、臼井、橋本、坂下、斉藤、出口 

菅原、皆川、増子、背古、工藤、木下、松下、春日、清水 

事務局：熊谷課長、佐藤課長補佐、辻野社会福祉士 

欠 席 者 委 員：佐藤、菊地、広瀬、中山、内山、齊藤 

会議次第 会議結果 

１．会長あいさつ 

２．報告事項 

３．承認事項 

４．協議事項 

５．周知事項 

６．その他 

 

別紙のとおり 

別紙のとおり 

別紙のとおり 

別紙のとおり 

別紙のとおり 

審  議  の  概  要 

・報告事項 

１）平成26年度浦幌町自治功労者表彰（平成27年３月25日） 

２）平成26年度福祉灯油給付事業に係る決定処理状況について 

３）平成26年度民生委員協議会事業報告について 

４）平成26年度民生委員協議会収支決算報告について 

５）監査報告について 

・承認事項 

１）地域自立支援協議会委員の選出について 

・協議事項 

１）平成27年度民生委員協議会事業計画(案)について 

２）平成27年度民生委員協議会収支予算(案)について 

・周知事項 

１）当面の事業について 

①北海道民生委員児童委員連盟十勝支部総会 

②民生委員児童委員活動強化週間 

③全道民児協会長・副会長研究協議会 

④民生委員児童委員専門研修 



⑤中堅民生委員児童委員教室 

⑥平成 27 年度東部十勝民生委員児童委員研修会 

２）生活困窮者自立支援制度の概要について 

３）平成 27 年度民生委員・児童委員活動記録記入要領の変更の要点について 

・その他 

１）平成26年度民生委員（児童委員）の活動状況報告書について 

２）平成27年度福祉関係予算について 

３）民生委員・児童委員活動保険について 

４）厚生委員協議会互助会会費の納入について 

５）その他 

・高齢者生活実態調査報告について 

・浦幌町高齢者・障がい者見守りネットワーク事業への協力について 

 

会議録の公開期日 平成29年3月31日まで 

 



１ 
 

別紙 

 

２ 報告事項 

１）平成 26 年度浦幌町自治功労者表彰（平成 27 年３月 25 日） 

中 山 和 子 委員 

 

２）平成 26 年度福祉灯油給付事業に係る決定処理状況について（３月末現在）93.5％ 

 高齢者単身 高齢者世帯 介護認定者 障がい者 ひとり親 計 

該当見込者数 205 157 3 14 21 400 

申請者数 193 152 2 13 14 374 

交付決定数 193 152 2 13 14 374 

交付却下数 0 0 0 0 0 0 

却下理由 ― ― ― ― ― ― 

 

３）平成 26 年度民生委員協議会事業報告について 

 

４）平成 26 年度民生委員協議会収支決算報告について 

 

・事務局より、１）～４）を一括報告、全委員了承 

 

５）監査報告について 

 

・坂下監事より監査報告を受ける、全委員承認 

 

３ 承認事項 

１）地域自立支援協議会委員の選出について 

計画等の推進にあたり、当該委員の推薦依頼が町よりあり、次のとおり推薦したい

ので承認願います。 

根拠要綱 浦幌町地域自立支援協議会設置要綱 第 3条第 1項 

(別紙参考資料参照) 

委員任期 ３年、ただし、民生(厚生)委員任期の H28.11.30 まで 

地域自立支援協議会委員 

  田中 克枝 氏(民生委員協議会副会長)  

 

事務局にて、１）を説明、各委員了承 

 

４ 協議事項 



２ 
 

 

１）平成 27 年度民生委員協議会事業計画(案)について 

 

２）平成 27 年度民生委員協議会収支予算(案)について 

 

・事務局より、１）・２）を一括説明、全委員了承 

 

５ 周知事項 

１）当面の事業について 

①北海道民生委員児童委員連盟十勝支部総会 

日 程：４月 23 日(木) 午後１時 30 分 

場 所：十勝合同庁舎 ４階ＡＢ会議室 

支部規約により代議員各市町村２名（会長１名、副会長 1名） 

出席者：山岸会長、田中副会長 

 

・議案 11 ページにて説明をし、山岸会長・田中副会長が出席する旨を説明 

・全委員了承 

 

②民生委員児童委員活動強化週間 

５月 12 日(月)～18 日(日) 

民生委員児童委員の日  ５月 12 日(月) 

※会長・副会長・主任児童委員による学校訪問を実施する 

（上浦幌中央小・上浦幌中～日程は別途協議） 

※町広報誌への掲載：別紙のとおり 

 

・議案 12～16 ページにて説明をし、５月広報誌にて名簿を含めた掲載する旨を 

説明し了承 

・民生委員児童委員活動強化週間の取組として、会長・副会長・主任児童委員に 

よる学校訪問を実施する（上浦幌中央小・上浦幌中）、日程等については、各学校と

調整の上、決定して行きたい旨を説明し了承 

 

③全道民児協会長・副会長研究協議会 

日 程：６月３日(水)～４日(木) 

場 所：札幌市 札幌パークホテル 

出席者：山岸会長、田中副会長、芳賀副会長 

 

・議案 17～24 ページにて説明をし、会議終了後、会長・副会長へ出席確認をする 

旨を説明、全委員了承 
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④民生委員児童委員専門研修 

日 時：７月８日(水) 

場 所：音更町 十勝川温泉 

出席者：後日集約 

 

・正式通知され次第、各委員へ案内する旨を説明、全委員了承 

 

⑤中堅民生委員児童委員教室 

日 時：７月 15 日(水)～17 日(金)又は７月 22 日(水)～24 日(金) 

場 所：札幌市 アパホテル札幌すすきの駅西 

出席者：参加希望者は５月 29 日（金）までに事務局あて報告 

 

・議案 25～32 ページにて説明をし、参加希望者は 5/29 まで報告する旨を説明 

・全委員了承 

 

⑥平成 27 年度東部十勝民生委員児童委員研修会 

日 程：８月 24 日（月）午前 10 時～（受付：午前 9時 30 分より） 

場 所：幕別町 町民会館 

内 容：未定 

 

・正式通知され次第、各委員へ案内する旨を説明、全委員了承 

 

２）生活困窮者自立支援制度の概要について 

（別紙参照） 

 

・議案 33～34 ページにて説明、全委員了承 

 

３）平成 27 年度民生委員・児童委員活動記録記入要領の変更の要点について 

 

・議案 35～38 ページにて説明、全委員了承 

 

６ その他 

１）平成 26 年度民生委員（児童委員）の活動状況報告書について 

 

・議案 39 ページにて説明、会議終了後に提出依頼、全委員了承 

 

２）平成 27 年度福祉関係予算について 
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・議案 40 ページにて説明、全委員了承 

 

３）「民生委員・児童委員活動保険」について 

（別紙参照） 

 

・別紙リーフレットにて説明、全委員了承 

 

４）厚生委員協議会互助会会費の納入について 

年会費 5,000 円（次回、協議会開催時に徴収） 

 

・次回協議会開催案内時に納入依頼をする旨を説明、全委員了承 

 

５）その他 

・次期協議会開催月日  ６月  日（ ）午後 時～ 

 

次回、６月 11 日（木） 午後２時開催予定とする 

なお、開催時間の変更等がある場合、会長等と協議の上、周知したい旨説明し、 

了承される 

 
・高齢者生活実態調査報告について 

 

・地域包括支援センター：志賀係長より経過を説明～平成 24 年度より全町の 65 歳以

上の高齢者世帯を訪問・面接し、健康状態・生活の様子・地域での支えを聞き取りし

てきた、昨年度で地域住民の方、民生委員の協力のもと、全ての地域に入ることがで

きた 

結果としては、訪問・面接など本人に会い、話が出来たケースが 984 人、訪問した

が不在であったり、都合の悪い方が 288 人であった 

聞き取り内容の整理・分析については、現在、整理中で今後高齢者の支えの必要性

や介護予防についてまとめる予定である 

また、訪問後の関わりの中で 102 人の方に継続支援を行っている旨を説明 

・全委員了承 

 
・浦幌町高齢者・障がい者見守りネットワーク事業への協力について 

 

・地域包括支援センター：志賀係長より説明～現在 25 協力団体、36 協力事業所（H27

～本別郵便局追加）の協力の中、可能な範囲内での見守り、日常生活の中での挨拶

などをする中で、いつもと違うと感じられた場合に報告頂いている旨を説明、昨年
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度は、町民から 1件、町外家族から 2件、警察・消防から 4件、民生委員から 2件、

病院から 2 件、金融機関から 1 件の計 12 件（障がい者 1 名・高齢者 11 名）の相談

が寄せられ、緊急安否確認が 3 件、相談支援対応が 9 件であった 

緊急安否確認のうち 1 件が既に死亡していた、4 ヶ月の間に 2 回警察・消防から

の相談があり、緊急入院した方が 1 件、相談後に認知症の疑いで介護サービスへつ

ながった方もいる 

広報うらほろ 5月号で別添資料を全戸配付する予定である旨を説明 

今後も地域における民生委員各位の協力を依頼、全委員了承 

 

・高齢者介護施設への入所等情報提供について 

 

・Ｑ：地域の高齢者などが当該施設等に入所した場合などの情報提供は？ 

・Ａ：入所・ショートステイ・通所など様々な状況があるが、地域の高齢者等の 

状況を民生委員へどのように情報提供すべきか、今後検討していきたい 

 
・振り込め詐欺等の相談対応について 

 

・Ｑ：最近、町内においても当該詐欺の被害に遭いそうなケースがあったが、その場

合、どこに相談したら良いのか？ 

・Ａ：町民課の消費生活担当へ確認の上、周知したい 
 
 
 


