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社会揚祉法人名寄市社会福祉協議会

会長毛皮田 イニ

市民の皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお畠ぴ申しょげます。

この度の役員改選に伴い、理事会、評議員会のご推挙をいただき会長に再任いたしました坂田仁です。

会長として二期目の倍を受け、これまで以ょに地域福祉の発展に精一杯努めさせていただきますので、市

民の皆様方のご支援ご協力のほどよろしくお頼、川、たします。

さて、近年の地域には、少子高齢化や家族機能の低下、地域のつながりの希薄化、高齢者の孤立、子

育て不安、災害時要援護者への対応など多岐にわたる諜題が混在しています。

このような中、名寄市社会福祉協議会では平成24年度よりスタートした名寄市第3期地域福祉実践計画

が5年間の施行期間の中間に当たる3年目を迎えます。

本計画は「ともに文え合う、安心・安全・福祉のまちづくりJを基本目標とし、地域に混在する様々な課題に

対して、市民の皆様方をはじめ多くの関係機関・団体との協働により識にとっても暮らしゃすいまちづくりを進め

ていくものであり、町内会ネyトワーグ事業をはじめ、各種地域福祉事業やボランティア事業、介護保険事業

など様々な活動を展開して参ります。

一方で本舎の使命である地域福祉の控進を一層進めて、、くことができるよう、法人運営の強化、職員の資

質の向よを常に図り、地域に信頼される社協を呂指して参りますので、引き続き市民の皆様方の格別なるご

指導、ご報提をお願い.しょげご挨拶とさせていただきます。

〈会長〉

坂田

〈剥会長〉

名寄市社会福祉協議会役員
任期：平成26年3月27日～平成28年3月26日

仁

菅野正雄中村雅光小平一 郎滝 沢照 子

〈常務理事〉

三谷正治

〈理事〉

木田繁太郎

名取純子

山ロ正克

〈監事〉

神田秀彦

中村辰雄

川原夏子

小田桐 茂

佐々木 寛

横山正範 中村幸尚 新井田 洋

今藤正美 回途俊昭 大石正 予

藤井 武

事務局人事異動

〈退職〉（平成26年3月318付） 〈就任〉（平成26~4月 1 B付）

事務局長 西 守 専務場長 三谷正治

地域支援係長 三品百合子 事務渇次長兼風速支所長兼地域支援係長

松原寛充

介護支援専門真 後藤靖子
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地域の課題やニーズに対応できる事業の展開を推進するため、 3年目を迎えます第3期地域福祉実践計画の
基本目標である「ともに支え合う安心・安全・福祉のまちづくり」を「市民全体の地域活動の活性化と仕組み
づくり」など5つの基本計画に基づき、行政はもとより、地域住民、町内会、民生委員・児童委員、ボランテ
ィア、福祉関係団体等が連携を深めながら協働し、地域が一体となるまちづくりを目指すため、計画的な取り
組みの中で地域の問題や課題を明確化し、共有しながら解決に向け地域福祉の推進を図っていきます。

平成26年度予算

一般会計予算 198,035千円 （平成25年度一般会計予算総額 202, 372千円）

【収入】 （単位：千円） 【支出】 （単位：千円）

会費収入 4, 622 (2. 3%) 人件費支出 129, 106 (65. 2%) 

寄付金収入 5, 310 (2. 7%) 事業費支出 8, 985 (4. 5%) 

経常経費補助金収入 50, 807 (25. 7%) 事務費支出 19, 815 (10%) 

受託金収入 8, 733 (4. 4%) 貸付事業支出 2, 000 (1%) 

貸付事業収入 2, 010 (1 %) 共同募金配分金事業費 2,550 (1.3%) 

事業収入 1, 342 (0. 7%) 助成金支出 5, 750 (2. 9%) 

負担金収入 724 (0. 4%) 負担金支出 249 (0.1%) 

介護保険事業収入 103,116 (52.1%) その他の支出 2, 000 (1%) 

障害福祉サービス等事業収入 14, 711 (7. 4%) 固定資産取得支出 970 (0. 5%) 

受取利息配当金収入 53 (0. 03%) 積立資産支出 19, 943 (10.1 %) 

その他の収入 140 (0.1%) サービス区分間繰入金支出 6, 467 (3. 3%) 

サービス区分間繰入金収入 6, 467 (3. 3%) 予備費支出 200 (0.1%) 

A 口 計 198,035 ムロ 計 198,035 

生活資金特別会計予算 4, 0 0 0千円

【収入】 （単位：千円） 【支出】 （単位：千円）

市受託金収入 2,000 貸付事業等支出 2,000 
貸付事業等収入 2,000 受託返済金 2,000 

A 口 計 4,000 A 口 計 4,000 
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r.yイZマト」 『事，，.薗』
などなど、自宅で安軍軍司Rり組める運動〈工ク

ササイカを一緒！こ体験しません11:1??
劃圃胴問、南劫阪慢です．

※上官日以外の時間でち目頃の運動等£

コ，1ての相蹴専を要け柑けています．
1 0時～16時カ聞の都合が乱首欄！こ会場！こ

お越し下さい．

。団兎島U
～私たちが暮らす町内会を紹介します～ (voe. 7) 

多世代が穆加で号る催し
第19区町内会は昭和53年に設立し、現在18 

5世帯、 363名の万が佳んでおり、住民の親睦と

地場行政への協力、地場内の環境改善、住み良い街

づくりを推進し白勾活動を行っています．
活動の申でもビールパーティー、破老会、新年会

は3太イベントとして毎年たくさんの拳加をいただ

いています．各世代の親睦を深めるために実施して
いるビールパーティーは長年続いており、子ども会

内 ノ 1ち共催とな

小 てって子ども
方、ら高齢者

まで80名
以上の参加

をいだだき

盛会に開催

し乱ます．

誼l己ピフて主官』色・官室な菖らし
福祉ネットワーク活動の一環として、独居世帯の見

守りや声掛がけ、高齢者向けのお食事会など様々な活

動をしています．その申でち「お聞け隊活動Jとして

声かけのみではなく、電球の受換等、生活上の困った

ことをボランティ？で解決する活動ち行っています．

また、防犯巡回として児童生徒の下校時の見守り活
動ち行い、町内会に住む方に安心・安全な暮らしを提
供できるように活動しています．

課題主音で少しすフ解決
町内会館がないため、隣接している17区会館を使

用させていただいています．
しかし、会館がないことで掻々な交流活動や力ラ才

ケなどの趣昧の集まりを自由な時聞に行うことができ

ないことや、集合住宅等の町内会への参加が少ないこ

となど色々な課題が点在していますが、町内会員、住

民のみなさんと協刀をしながらより良い町内にしてい
くために日々活動を盛り土げています．
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日00
。賛助会員・個人（順不同） （敬省略）

今藤正美、猿谷繁明、石田多喜子、秋葉幸子、木田信子、林里美、高木信行、根木 貫、石橋重成、菅野正雄

中村雅光、江口七郎、滝沢照子、木田繁太郎、大田勝雄、桜口光男、筆嶋 轟、新保利雄、名取純子、川原夏子

大石正子、山口正克、佐々木 寛、藤井 武、中村辰夫、三谷正治、神田秀彦、安倍英利、石川孝雄、石井 司

稲場由美子、小川 進、阿部克憲、金子誠一、菊池紀夫、北村 攻、吉川ひろ子、木之内奥、工藤久美子、黒田英二

小平一郎、駒田子上、小室勝治、斉藤 晃、斉藤寿万子、高橋直樹、谷口 忠、中林かつ枝、中村洋子、新井田洋

長谷川まゆみ、前田 勇、三戸 弘、山口利子、遊佐陽一、鷲見明久、渡遺敏雄、青山義和、松原寛充、西 守

三品百合子、山中 E紀、小笠原志朗、高橋大地、安達里美、橋本正子、田中由利子、中渡弘美、浜田康子、中村幸尚

横山正範、磯田久雄、高橋 勉、蓮宗 孝、大野先男、菊池慎二、菊池 隆、遊佐俊充、吉川一茶、池田幸真

原田友子、杉永松代、遠山徳治、田中多喜子、柿崎隆弘、今野道裕、山上俊之、木村喜代志

〈〉賛助会員・団体（順不同） （敬省略）

上川北部地域人材センター運営協会、石谷商事風連支店、今藤浅末郎商店、（有）藤村商店（セイコーマート）、（有大高運送

惰）大野塗装店、大村時計店、岡小田柄商店、（相川原観光、川原クレーン側、（樹庄司電気、ファッションハウスたかぎ

備）高橋商店、側とみなが、田中板金工業、側谷井鉄工所、谷精米所、側近藤組名寄支店、中舘建設側、新井田商店

情）沼前商店、側フジトラックス、上川北部森林組合、 JA道北なよろ、米津製麺所、（有）風連モータース、藤井自転車商会

側もち米の里ふうれん特産館、（有）藤井はなや、側北都新聞社、松川サイクル、側松屋、松葉屋食堂、三喜屋洋品店、美音福

鯛山崎機工、（有）山崎石油、ワタベ薬房、闘力ンリ、箭原電器、名寄新聞社、北星保健サービス道北振興商事側、側名文堂

惰）村上自動車工業、医療法人臨生会、側酉僚名寄店、藤田産業側、北昭産業側、北星信金、サンペリーむらおか

惰）喜多印刷所、（槻トヨタレンタリース旭川、（樹木賀商店、介護ショップいわた、旭川｜トヨペット附名寄店、（有）上松産業

名寄給食センター紅花、たに内科クリニック、名寄中央整形外科、こころ保険、ダスキン滝沢、（有）アクシス、側北方印刷所

システムマシンよしおか、ゲンキ・ハウス、花秀、吉川印刷側
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名寄声の図書会では「録音図書（本や広報紙などの朗読を録音したテープなど） Jを自の不自由な方な

どへ届ける活動をしています．

現在「広報なよろJの録音図書を名寄市社会福祉協議会で貸し出しています．

どなたでも無料で利用できますので、この機会に「耳で読む広報なよろ」をお試し下さい．

通常、録音図書の利用には図書館での登録が必要ですが、舎回の貸出はその登録はJ必要ありません．

「利用を考えているJ「どんなものか聞いてみたいJなどどのような理由でもかまいませんのでお気軽

にご利用下さい．

利用を希望される万は名寄市社会福祉協議会までお問い合わせ下さい．

名寄声の図書会／名寄市社会福祉協議会

rnmw＆句模湖＠~rBY
愛情銀行は、昭和44年に市民の皆さんの愛情を善意として積み立て、社会福祉事業に活

用することを目的に開始されました．現在は、会葬礼状としてご利用いただいている「福祉

はがき」をはじめ、チャリティ映画会の益金、金銭や物自寄伺を、福祉団体の福祉器具購入

朗成など市内の地域福祉・在宅福祉事業に育刻に活用させていただいています．

。愛情銀行寄託［福祉はがき］

．月｜ 寄付金額 ｜件数｜｜月

2 I 115. ooo円 I 4 11 3 

〈〉愛情銀行寄託［チャリティ映画会］

’月｜ 寄付金額 ｜件数

寄付金額

335, 000円

（平成26年2月1日～平成26年3月31日）

件数｜｜ ｜ 寄付金額 ｜件数

12 11合計｜ 450, 000円 I 16 

（平成25年12月1日～平成26年3月31日）

備考

3 22,246円 平成25年度チャリティ映画実行委員会より、福祉機器積立預金へ指定寄付金



河合純一民
日本バラリンピアンズ協会会提
バラリンピック水揚傭按メタリスト〈日本人量.メダル】

197 5年、浜松市生まれ。
1 5歳のときに全盲になる。
その後、早稲田大学を卒業し、母校で

ある舞阪中学校に社会科教諭として着任。
全国初の全盲の普通学技教諭として8年
間教壇に立ち、子ども達と汗をかき、成長忌
感動を共有し多くの子ども遣を送り出す。

5歳から始めた水泳では、 19 9 2年
のバルセロナ大会からロンドン大会まで
6文会連続でパラリンピックに出場し、
金メダル5個を含む日本人最多記録とな
る2，個のメダルを獲得する．
現在は全国各地での講演活動や障がい

者スポーツの指導・普及活動も展開して
いる。

一緒に考えましょう

5L ・ a ： ~o～
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名寄市総合福祉センター

私たちに、地域に広がる可能性
ー『E

会場にお越しの際は戸『 ｜｜申込み1s月， 1目〈目〉までに名寄市社会福祉協議会に電話・
『市内東ま抑パス」を」ー」 ｜ メール等にてお申込み下さい．
ご利用下さい。 曹園昏｜ TEL : 01654-3-9862 / FAX: 01654-3-9949 

神留所：総合福祉センター） I E-mai : chi ik i命iayoro-shakyo.j p 

Eの事なら何でもご相眼下さい。 I~ 市民ボランティア講座は、皆さんがポランティ？印刷 ~I !0編時明M刊 n問 削 河 川 伽 日拙 I：活動を身近に感じて、皆で一緒にまちづくりを行つ
いていくきっかけiこなるようにと、年4目、桂々なテ

麓北方印刷所副都滞留守混 I ！－~~＝：長E量れだけますので、ぜひ会場に
tt•－·祉畳楢山 秀明 http://www.hoppoh.Jp ｜：足をお運びいただければ幸いです．
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