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社会福祉法人ニセコ町社会福祉協議会は、新憲法に示された福祉国家の建設という

方向に向けて、昭和26年に社会福祉事業法が公布され、当時狩太社会福祉協議会が設

立されることになりました。町内全戸を会員としての組織、民生委員を主体にとし各

種団体の長を役員とし、活動資金として、会費、共同募金分配金、寄付金等によって

運営が図られ歳月が経過しました。少子高齢化、核家族化が進展し福祉事業はより多

角化、専門的な要素が要求されるようになり、任意団体体制では対応に限界があるこ

とから、法人化による組織強化の議がまとまり、昭和63年9月社会福祉法人としての設

立認可を得て、昭和63年10月19日に社会福祉法人ニセコ町社会福祉協議会となり現在

に至り、設立30周年を迎えることが出来ました。

これも一重に地域住民の皆さまをはじめニセコ町並びに関係機関・福祉団体等多く

の方々のご理解、ご支援、ご協力をいただいた賜物と厚く御礼申し上げますと共に、

歴代役員の皆様の熱意とご苦労に対して敬意を表する次第であります。

近年、認知症高齢者の増加、一人暮らしの増加、孤立死、虐待といった痛ましい問

題が発生しています。

又、生活支援ニーズや社会的孤立貧困を背景とする深刻な生活課題が顕在化してお

り、互いに支え合う地域づくりが不可欠です。

権利擁護事業の推進や、在宅福祉サービス事業等一層の強化を進めなければなりま

せん。

これからも平成28年度から第5期ニセコ町地域福祉実践計画「みんなで支え合い、安

心・安全・やさしい温かい福祉のまちづくり」を土台とし、住民参加の福祉向上に全

力を傾けて参りたいと考えております。

ご挨拶

法人設立30周年を
迎えて

社会福祉法人　ニセコ町社会福祉協議会

会　長 三　橋　範　夫
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社会福祉法人ニセコ町社会福祉協議会が、法人設立30周年の記念すべき年を迎えら

れましたことをお祝い申し上げます。ニセコ町社会福祉協議会は、設立以来、本町の

社会福祉の向上発展に多大な貢献をされてこられました。そして、急速に進行してき

ている高齢化対策、多様化する社会ニーズへの対応にも敏速に対策をこれまで講じら

れ、本町における社会福祉事業推進の中核法人として発展してこられました。このこ

とは、三橋会長様をはじめ、歴代の役職員、関係各位のご尽力に負うものであり、心

から感謝を申し上げる次第です。

世界においては、2015年に国際連合において採択された「SDGｓ（エス・ディ・ジ

ーズ＝持続可能な開発目標）」を、日本政府も国の大きな政策の柱に位置付け推進する

こととし、各自治体にもSDGｓの推進を訴えております。SDGｓは、地球温暖化防止

や貧困などの格差の解消等、17の重点目標を掲げているもので、そのキーワードは、

「だれ一人取り残さない持続する社会を」というものです。本年6月、本町を含む29の

自治体が「SDGｓ未来都市」として国から指定を受けております。私たちのまちの憲

法である「ニセコ町まちづくり基本条例」の前文に書かれている有島武郎の遺訓「相

互扶助」は、我が町の基本理念であるとともに、世界各国が一致し採択をしたSDGｓ

の基本精神でもあると思います。

今後とも、少子化による人口減少、そして高齢化社会の進行に伴い貴社会福祉協議

会の役割は益々重要でかけがえのない中核組織として発展していくものと期待をいた

しているところです。本町として、今日の目まぐるしく変動する社会にあって、「多様

性」と「相互扶助」による人間の尊厳を尊ぶ寛容な地域社会を、貴協議会との連携を

深めながら創ってまいりたいと考えております。温かな思いやりに満ちたまちづくり

を進めるため、町民みなさまの絶大なるご支援の下、ニセコ町社会福祉協議会が更な

る発展の歩みを進められますことをご祈念申し上げ、法人設立にあたってのお祝いの

言葉とさせていただきます。

お祝いのことば

法人設立30周年に
寄せて

ニ　セ　コ　町

町　長 片　山　健　也
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社会福祉法人ニセコ町社会福祉協議会がここに法人化30周年という記念すべき節目の年

を迎えられますことを、心からお祝い申し上げます。

また、ここに記念誌を発刊され、その歩みを振り返り、未来への発展に繋ぐ糧とされま

すことは誠に意義深いものとお慶び申し上げます。

合わせて、創設以来、ニセコ町の社会福祉の発展と充実のために、献身的なご努力をさ

れました歴代会長をはじめ役員の方々並びに関係各位のご苦労に対しまして、深く敬意を

表しますとともに心から感謝を申し上げます。

福祉とは、辞書によれば「（祉も幸福の意）。満足すべき生活環境」とありました。行政

が考える福祉は、障がいのある人、高齢の人、生活が困窮している人などと区分して考え

がちですが、本来は、すべての人々が普通に暮らすことができる、それが福祉の到達点で

あり、そのためには、お互いが少しずつ助け合い譲りあって、寄り添いながら生活できる

地域づくりが、私たちがめざすべき目標と言えると思います。

ニセコ町では、まだ高齢化率は低いものの、確実に高齢者の数が増えていくことが予想

されます。私たちが年を重ねても、永く住み慣れたまちでいきいきと過ごすためには、地

域との協力なければ成り立ちません。行政の力だけではなし得ない課題も多くあります。

まさに、有島武郎が農場解放の際に残した言葉「相互扶助」の精神が欠かせないのです。

こうしたなか、ニセコ町社会福祉協議会におかれましては、行政の福祉制度では救いき

れない地域の広範多岐にわたる課題解決に積極的に取り組み、ボランティア団体の支援や

在宅高齢者などの介護、高齢者の移動手段でもある移送サービス、共同募金の管理運営な

ど、最も生活に密着した、しかも複雑な地域の課題に日々取り組んでいただいているとこ

ろです。皆さまのご苦労をしのび、心から重ねて感謝の意を表するところです。

結びに、今後とも住民福祉の向上のため、子どもからお年寄りまで、また健康な方もそ

うでない方も共に支えあって生きていける地域社会実現のために、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げますとともに、社会福祉法人ニセコ町社会福祉協議会のますますのご発展

と会員皆さまのご健勝、ご多幸を心からご祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていただき

ます。

お祝いのことば

法人設立30周年を
祝して

ニ セ コ 町 議 会

議　長 高 橋　　　守
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ニセコ町社会福祉協議会が法人設立30周年を迎え、その軌跡として記念誌が発刊されますこ

とは、誠に意義深く、心からお慶び申し上げます。

昭和63年、ニセコ町社会福祉協議会が法人化され、以来、社会福祉の発展と充実のために献

身的な御努力をされました歴代会長をはじめとする役職員の方々並びに関係各位の御労苦に対し

まして、深く敬意を表するとともに心から感謝申し上げます。

これまでの30年を振り返りますと、社会福祉を取り巻く情勢は大きく変化し、現在はまさに

激動の時代といえます。

貴会におかれましては、地域住民の心の拠り所となり、地域における助け合い活動の推進をは

じめ、ボランティア活動などに積極的に取り組まれるとともに、常に地域福祉の原動力として重

要な役割を担ってこられました。

このように大きな成果を上げ、住民はもとより行政からも信頼を得られてきたことは、地域の

ニーズを的確し、きめ細やかな事業を展開してきたことへの評価であります。

地域福祉をめぐる情勢が大きく変貌する今日、申し上げるまでもなく、住み慣れた地域におい

て、いつまでも親しく・楽しい、そして安全で安心した生活を営むことができる社会は、誰もの

願いであり、地域福祉の原点であります。

現在、様々な地域福祉活動の中核を担う貴会の果たすべき役割は、より一層高まるものであり、

地域住民や市町村行政、地域の福祉関係機関・団体との連携を密に協働し、今後も、時代の流れ

を的確に読み取り、地域のニーズに応える社会福祉協議会であり続けることを期待しております。

私ども小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会といたしましても、ニセコ町をはじめとする

管内市町村社会福祉協議会、市町村行政並びに社会福祉関係機関・団体等と緊密な連携・協働を

図りながら、「心の通う温かい社会福祉の推進」と「住民手づくりの地域福祉の実現」を目指し、

全力をあげて取り組んで参る所存でございます。

結びとして、この記念すべき年を契機に、これまでに培われてきた豊かな知識や経験を活かし、

さらに、50年、100年に向けて、継続した着実な歩みを進めていただくこととともに、ニセコ町

社会福祉協議会の益々の御発展と、行政並びに福祉関係機関・団体各位、そして会員であります

地域住民の皆様の御健勝と御多幸を心から御祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。

お祝いのことば

法人設立30周年を
祝して

小樽・後志地区

社会福祉協議会連絡協議会

会　長 谷　口　　　徹
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■創立時から法人設立までの概要

１．創　　　立　…　昭和26年

２．名　　　称　…　狩太町社会福祉協議会
昭和63年9月20日（ニセコ町社会福祉協議会）

３．事　務　所　…　北海道虻田郡狩太町字富士見47番地
（役場庁舎内住民課社会係）

４．初 代 役 員　…　理　事　10名（会長・副会長、各1名を含む）
監　事　02名

■法人設立時から現在までの概要

１．名　　　称　…　社会福祉法人ニセコ町社会福祉協議会

２．設 立 登 記　…　昭和63年10月19日

３．法 人 認 可　…　昭和63年9月20日

４．登 記 住 所　…　北海道虻田郡ニセコ町字富士見95番地

５．現 所 在 地　…　北海道虻田郡ニセコ町字富士見95番地
（ニセコ町民センター内）
電話 0136-44-2234 FAX 0136-43-2655
HP http://www.protech-web.co.jp/homepage/niseko-s

６．現役職員体制 …　理　　事　　　　09名（会長1名、副会長2名を含む）
監　　事　　　　02名
評 議 員　　　　18名
事務職員　　　　03名
訪問介護事業所　04名（非常勤1名を含む）

あゆみ



７．定款変更内容

平成8年4月10日 一部変更　モデル定款準拠のため改正（全箇所）

平成12年3月17日 一部変更　介護保険事業を実施するため事業第二条13号に
ついては事業名の追加モデル定款の変更による
改正（事業第十条2号及び3号）

平成13年8月30日 一部変更　定款準則による改正（全箇所）

平成19年6月12日 一部変更　定款準則による改正（全箇所）

平成23年12月16日一部変更　定款準則による改正（全箇所）

平成24年4月19日 一部変更　定款準則による改正（全箇所）

平成29年2月21日 一部変更　社会福祉法等の一部を改正する法律
(平成29年法律第21号）施行に伴う所要の規程改
正事業第二条7号については事業名の変更
（訪問介護事業⇒居宅介護等事業）
事業第二条8号については事業の具体化（障害福
祉サービス事業⇒障害福祉サービス事業の経営）

平成30年2月1日 一部変更　新規事業（成年後見制度に関する事業）の追加
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■社会福祉法人　ニセコ町社会福祉協議会　役職員名簿

（平成31年1月現在）
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理　事

監　事

評議員

事務局

訪問介護事業所
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■社会福祉法人　ニセコ町社会福祉協議会　歴代会長

初代

八　力　律　人
（S63.10.19

～H4.11.17）

二代

大　木　　　勉
（H4.11.18

～H16.11.17)

三代

中　居　松　雄
(H16.11.18

～H20.11.17)

四代

竹　内　　　弘
（H20.11.18

～H22.11.17)

五代

渡　辺　冨　雄
(H22.11.18

～H26.11.17)

六代

三　橋　範　夫

(H26.11.18～現在)



■歴代役職員一覧
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思い出 ～写真から振り返る社協の活動～

昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号昭和63年6月1日・社協だより　第1号
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■訪問介護・介護予防日常生活支援総合事業、指定居宅介護サービス事業
①「訪問介護及び介護予防訪問介護」は、利用者の居宅（自宅）において介護福
祉士その他政令で定める者を派遣して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の
日常生活上の世話を行うサービスです。
②事業者は、身体介護・生活援助のサービス内容区分から指定の時間帯に応じて
選択されたサービスを提供します。

■紙おむつサービス事業
在宅支援サービスの一環として、在宅介護を支援し、要介護者を抱える世帯の

経済的支援と福祉向上を図ることを目的とする。
〇サービス対象者（下記のいずれかに該当し、承認を受けた者）
・身体障害者手帳の交付を受けている者
・精神障害手帳の交付を受けている者で1、2級及び3級の障害を有する者
・要介護区分3、4及び5に認定された者で概ね65歳以上の者
※紙おむつの購入助成を行う（1ヵ月に4,000円が上限）

■配食サービス事業
ニセコ町からの委託を受け、在宅65歳以上の一人暮らしの高齢者の方、または
高齢者夫婦世帯を対象に1週間に1度、1食200円でお弁当を配達しています。
※サービスを受けるにはニセコ町役場（保健福祉課）への申請が必要です。

■安全杖支給事業
お年寄りや身体に障害がある人はつまずいて転びやすいことから、安全に歩け

るよう補助用具として安全杖とそれに係る必要なものを給付しています。
〇安全杖　　　　　　2,000円　〇冬用杖先アイスピック　1,500円
〇杖先ゴムキャップ　　250円
※安全杖は貸出も行っています。お気軽にご相談ください。

■車椅子貸出事業
お年寄りや身体に障害のある人は家庭での歩行が困難な人に対し補助用具とし

て車椅子を無償で貸し出しをしています。（最長1ヵ月間）

■高齢者声かけ支援事業（ニセコ町委託）
町内にお住いの高齢者の安否確認、生活相談を目的とした声掛け訪問。
〇サービス対象者
・65歳以上の一人暮らしの方　　　・物忘れなど生活上心配のある方
・65歳以上の高齢者のみの世帯
※　デイサービス・ホームヘルプサービスご利用の方は対象外となります。

事業内容
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〇サービス内容

・ヘルパーが約2週間に1回声かけで15～30分程度訪問します。

※　利用料金は無料です。

■高齢者世帯除雪サービス事業
1シーズンに2回程度、屋根や住宅周囲に積もった雪を除雪します。

〇サービス対象者

・身体上、または精神上の障害のある一人暮らしの在宅高齢者

・身体上、または精神上の障害のある在宅高齢者夫婦世帯

（※費用負担：作業員1人あたり1時間100円となります）

・高齢者のみで構成されている世帯で、世帯の全収入が200万円以下

（※費用負担：作業員1人あたり1時間500円となります）

〇実施期間

近くなりましたら広報などでご案内します。

（平成29年度実績：平成30年1月9日～平成30年3月31日）

※サービスを受けるには申請が必要です。

◇申請先：ニセコ町社会福祉協議会　事務局（町民センター　1階）

■行事用テント貸出事業
行事用のテントや関連備品（シート・横幕など）を貸出しています。

ニセコ町内の使用を原則とします。（※町の行事で使用する場合を除く）

・行事用テント14張　　・クイックテント1張

・その他（横幕・シートなど）

※貸出申込書の提出が必要です。

予約状況の確認など詳しくはお問い合わせ下さい。

※貸出中の破損については当方では一切の責任を負いません。

■生活福祉資金貸付制度
北海道社会福祉協議会からの受託事業として、他の貸付事業が利用できない低

所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対して、以下の貸付に係る申請の窓口業

務や貸付後の返済等のサポートを行っています。

①総合支援金

②福祉資金

③教育支援金

④不動産担保型生活資金



■健康・体力づくり活動事業
〇ふまねっと教室
ふまねっとを使った、介護予防・認知症予防運動です。
・開催日時　毎月　第2・4金曜日　10：00～11：30
・会　　場　ニセコ町民センター
〇歩こう会
ニセコ町の自然と触れ合いながら5ｋｍ前後をゆっくりとしたペースでウォー
キングを行います。
・開催日時　毎年　5月～10月　　第1・3火曜日

9：00から1時間半前後

■赤い羽根共同募金助成金事業
ニセコ町共同募金委員会から配分された助成金を分配しています。
〇高齢者支援事業
・ニセコ町老人クラブ　・サロン活動　・紙おむつサービス事業
〇障害者支援事業
・ニセコ町身体障害者福祉協会
〇児童・青少年支援事業
・児童生徒各種スポーツ大会
〇福祉活動事業
・ボランティア活動　・小地域活動推進　・福祉まつり　・社協だより
〇高齢者支援・総合福祉事業
・歳末見舞金　・配食サービス（おせち料理）

■ＴＶ電話健康ネットワーク事業
ニセコ町の補助を受け、行っている会員制の総合健康づくり事業です。ニセコ

町を含む4町村（喜茂別町・積丹町・島牧村・ニセコ町）の住民（高齢者主体）を
対象に歩数計を貸与し、日々の歩数をつけ、月2回の体組成や血圧測定と日々の歩
数データを採取・管理して、健康づくりの動機付けを行います。また、渓仁会と
業務提携の上、インターネットを活用し、年2回の保健師、年1回の医師との健康
相談をはじめ、年1回渓仁会の医師による健康教育講演会の開催や渓仁会の運動療
法士による体操教室を行い、介護が要らない健康づくりを目指して活動を行って
います。

■日常生活自立支援事業
北海道社会福祉協議会の委託を受け、ニセコ町に居住する認知症高齢者、知的

障がい者、精神障がい者など契約能力は保たれているものの、判断能力が不十分
なために、福祉サービスの利用や生活費の管理などに不安を抱えている方を対象
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にニセコ町社会福祉協議会で配置している自立生活支援専門員が利用を希望する
方の具体的な困りごとを確認し、個別の生活支援計画を作成します。
この計画に沿って、ニセコ町社会福祉協議会に登録されている生活支援員が定

期的に訪問し、支援します。
〇利用料　1時間あたり1,200円（交通費別途　300円）

■成年後見相談支援事業（ニセコ町生活サポートセンター）
ニセコ町の委託を受け、高齢者や障がいのある方が、住み慣れた地域で自分ら

しく暮らすことができるよう成年後見制度についての相談や利用のお手伝いを行
います。
〇対象者　ニセコ町にお住いの方（ご相談は無料です）
・相談　①判断能力に不安がある方の生活や財産管理に関する困りごとへの

相談
②成年後見制度の利用が必要か検討し、今後の方向性を検討
③関係機関との調整・連携

・支援　①手続き支援
②後見活動の支援…既に後見人となられているご親族の相談セミナ

ー、講演会の開催
成年後見への「理解と利用促進」活動

・法人後見の受忍
成年後見人等（補助・補佐・後見）は一般的に親族等が選ばれま

すが、親族や専門職等、他に適切な支援が得られない場合、ニセコ
町社会福祉協議会が法人として「成年後見人」をお受けすることが
できます。

■広報「ニセコ社協だより」発行
〇ニセコ町民へ広報誌「ニセコ社協だより」を年1回戸別配布（8月）
〇年2回、「社協だより」をニセコ町広報に掲載
〇ニセコ町民へ広報誌「社協だより新年号」を行政推進区毎に配布

■歳末援護事業
〇独居老人低所得世帯と母子低所得者世帯（子供が小学校低学年）を対
象に歳末見舞金を支給
〇配食サービス利用者に歳末特別給食として「おせち料理」を配食

■老人福祉対策事業
〇寿大学・老人クラブ合同研修旅行や運動会の共催
〇老人クラブゲートボール大会の開催

― 21 ―



― 22 ―

関係団体役員名簿 (平成31年1月現在)

■ニセコ町身体障害者福祉協会

■ニセコ町老人クラブ連合会

■ニセコ町共同募金委員会
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■ニセコ町ボランティア連絡協議会

■ニセコ町共同募金委員会作成　オリジナルピンバッジ

ニッキー
2017年作成

アニッキー
2018年作成
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