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皆さんも手軽にできるボランティア、「リンク、フ。jし収集J に協力してみませんか?

アルミ缶のリングプルを集めて社会福祉協議会に持ってくるだけ!の簡単なボラン

ティアです。 1つ19にも満たないリングプルですが、これを約600kg集めること

で、車椅子や四輪歩行器(よ)にかえることができます。ぜひよろしくお願いします!!

事この社協だよりは、共同募金の回成金lこより発行しております
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@3F.i268に理事会・評議員会が開催され、平成25年度の事業計画・収支予算が

原案のとおり承認されましたので、その概要についでお知らせします。

イ盤盤措翻)

老人ホームの民営化により、デイサービス・ホームへんパーなどの在宅桓祉と、

養護・特別養護老人ホ…ムなどの施設福祉の一元化を図ります。また、総合的な福

祉サービス機関としての役割を認識しながら、福祉・保健・医療などの関係機関と

の連携、地域住民の皆様の理解と協力による助け合い・支え合いを基本にし、事業

の推進に努めます。

{輿盤翻恕欝畿の機鐘)

①指定管E雲者制度による養護・特養老人ホームの管理運営

②安心して生活できる地域福祉事業の充実

③子育て支援の充実

④高齢者の生活を支える福祉サービスの充実

⑤社会福祉事業基金の活用

⑥社会福祉協議会の組織強化

審議選齢麟

①援助活動の推進 ③老人福祉事業の推進

-生活福祉資金貸付の実施 -モE宅福祉サービス事業
-災害被災者に対する見 -生きがい対策事業

舞金給付(火災等) -ホームへんブサービス

-歳末たすけあい募金活 事業

動への協力 -デイサービス事業

②指定管理者制度による ④地域福祉事業の推進

養護・特養老人ホーム -小地域ネットワーク活

の管理運営 動に対する協力、助成

-在宅福祉と施設福祉の -小地域ネットワーク推

-7E化を図る 進会議の開催

-効率的な運営と施設経

営の安定化を包指す

j 

⑤児童福祉事業の推進

-保育士等職員研修費の助

成

⑥心身簿害者福祉事業の推

進
-身体障害者福祉協会活動

に対する協力と助成

-タクシー券の交付事業

-訪問理美容サーどス事業

-ふれあい広場の実施



!I!国境星野年醸罷戸醐牲をき撞韓協議会一瞬会計収吏予聾

(単位:千円)

会計名 I予算額

法人運営事業 I2抑 61適所介護事業(デイサービス)1 35，800 

生活福祉資金貸惜業 I 510 I訪問介護事業(ホームヘルプサービス)I 32，233 

受託事業 日 21養護老人ホーム事業(常楽屋)1 212，785 

i特別養護老人ホーム事業(緑静園)I 215，281 

I一般会計収支予算内訳(単位:千円)]

⑦母子福祉事業の推進

-母子寡婦会活動に対

する協力と助成

③ボランティア活動事

業の推進

-活動実践者の養成、

啓蒙

-ボランティア活動に

対する協力と助成

-リングプル収集活動

の拡充

共同募金配分金 1.250
貸付事業等 507
その他 5，457
予備費 100

助成金 1.660

41，405 

⑨心配ごと相談所事業 ⑪道正福祉事業の推進

の推進 -保護司会活動に対する協力

-福祉なんでも相談所 -更正保護会活動に対する協力

の開設(月~金寝臼) と助成

建設〕 ⑫広報活動の充実

-おけと社協だよりの発行

⑮戦没者遺族福祉事業 ⑬会務の運営

の推進 -理事会、評議員会の定例開催

-遺族会活動に対する -理事、監事、評議員による合

協力と助成 同懇談会の開催

.12:!3役会議の随時開催
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l !響機翠d基盤事鰻 騒開翻離盤纏櫨協麟強騒欝鞠鑑)

援助活動の推進 指定管理審制度による盤 地域福祉事業の推進

-生活福祉資金活用 議@特養老人ホームの管 -小地域ネットワーク活動

道社協より無利子で貸付(1件) 理運嘗 縫遂事業
-生活福祉資金貸付

-養護老人ホーム常楽扇、特
-小地主義ネットワ ク推進

低所得の方に生活一時金を無利子 会議の実施
で貸付 (4件)

別養護老人ホーム緑静匿を

-共同募金活動への協力
指定管理者制度により管理

-歳未たすけあい募金の助成
運営

町内111世帯に歳未慰問金を助成

/ 
f 番人福椎寧撲の推進主¥

夜宅介護密交流会 寝具乾燥沼塁審サービス審議 ふれあい昼食交流会

介護者のりフレッシユ、介護者 自力での寝累乾燥・消毒等が冨 70歳以上の独り暮らし高齢者を招待
問士の交流、情報交換を目的と 雲監な方等に年4田実施 し、ボランティアによる手作りの料
して町と共催 (3月14日開催) (延利用者数27世苦手28名) 理等を囲んだ昼食交流会を実施

入浴サービス害審議 軽度生活援助号審議 ホームヘルプサービス率業

自宅に風邑がない、または自宅 小地域ネットワ クの協力を得 訪問介護事業(本部延回数1，896回、
での湯沸しが困難な世帯に、 i也 て、家の周りの除草や除雪など 常楽園支部延回数33，191@))
域福祉センタ 浴室を週2団関 の軽作業を実施 ホムヘルパ一派遣事業
放(延利用者数123名) (延利用者数9世帯17回) (延回数314回)

一般訪問事業(延回数85@))
ノ

国会サービス署審議 除雪サービス審議

独り暮らし高齢者世帝などに週 自力での除雪がIil重量で、町内に デイサービス喜審議

2田夕食を届け、安否確認と同 除雪を頼める毅族等がいないt!:I: 適所介護事業(延利用者数3，547名)
時にバランスの叡れた食事を提 帯に実施 生きがい対応型デイサービス
供(配食数738食) (延利用回数16世事40回) (延利用者数100名)

介護移送サービス審議 在宅介護密交流会 介護用品サービス審議 11長
介助が必要な方を、福祉車騎で 介護者のリフレッシュ、介護者 蛍光テープ付き安全杖を無料で給付
医療機関まで遇2包送迎 同士の交流、情報交換を目的と (給付数12本)
(延利用者数381名) して町と共催

訪隠理美容サービス率紫 タクシーさ器交付審議 ふれあい広場
¥ 

訪問サービス(延利用回数O包) 疾病・虚弱高齢者の透読や、心 70>歳以上の独り蓬らし高齢者や身体
移送サービス(延利用回数B回) 身障害者の日常生活全絞の交通

宜をー祭!W手段として用いるタクシー券を に招待し、町民とのふれあいを深め
交付(延利用問数44名1，218回) る密約で実施

心持隠密器盤紙欝鍵o機器室 1

見護福祉審議の推進 ボランティア活動事業の推 その他福祉に関する事業
-保育事業等に対する裕助 進 -各種福祉団体への効成(助成

更正福祉事業の推進
-活動実践者の養成、啓蒙(オ 先:身体障害者福祉協会童戸

ホーツク圏市民活動ボランテ 町分会、置戸町母子参婦会、
-保護司会活動に対する協力 ィアフォ ラムへの参加) ボランティア団体、置戸町選

広報活動の充実
-収集活動(リングブル)の拡充 族会、更正保護会)

-行事用テント貸出
-おけと社協だよりの発行

心国ごと相談所審議の推進
-共悶募金配分テントを貸出

(年4回) (3件22張)

-月~金曜日に事務局職員によ -福祉機器等貸与

会務の運営 る各種椙談を実施 寄付された物品等を希望者に

-理事会、評議員会、監査等 (相談件数15件) 無料で貸与 (33件)
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翠属議塁4官事霞麓戸時桂重量盤韓協議醤一瞬金計眠吏蹄聾

会計名 収入合計額ぶ支出会計額一ジ

23，537，562 1 23，377，338 

511，505 1 170，071 

2.，484，590 1 2刈 4，590

63，892，960 1 63，892，960 

(単位:円)

鞠械事資金残高:
160，224 

341，434 。
。

法 人運営事業

生活福祇資金貸付事業

受託事業

介 護保険事業

指定管理の受託事業
.<>・ hλ J'E.ι
Eヨ 幽E

400，89乙2881 判 0，89以 88I 0 

491;318，9時 ....1:， 49()，~'Î7i~~7ヰ炊き号タOi，65~マ

【収入支出決算内訳(単依:円)]

会費 453，250

寄付金 1，4 

共同募金配分金

1，234，055 

介護保険

240，796，495 
介護報酬
187，318，378 
利用者負担金
22，055，378 

利用料収入
31，359，790 

その他収入
62.475 

{草壁借対照表】

流動資産

現金
預貯金

未収入

科

短期貸付金

仮払金

固定資産

基本財産(定期預金)

その他の閏定資産

83，061，494 
町徳酪金 50，784，697
釘受託金 14，381.423
遵受託金 71，500 
その他の受託金 17，823，874

前期末支払資金
494，672 
貸付金事業

164，000 
受取利息配当金

22，861 
その他

24，539，967 

86，593，454 
225，000 

42，526，015 
43，842，439 

0 

0 

36，683，249 
1，000，000 

35，683，249 

事務室電
34，494，334 

流動負債

未払金

未返還金

預り金

聞定負債

退職給付引当金

基本金

器異及び備品 904，792丹
その他の積立金

貸付事業 170，000
固定資産取得 991，500

その他 19，153，649

1，459，134 

:三金額弐内ルハ
86，091，796 
22，122，508 
61，330，490 
2，638，798 

6，933，180 
6，933，180 

2塑竺竺'
1，000，000 

27，679，277 

貸付事業貸付金 166，000 fIl 

共済会退職共済預け金

6，933，180円

その他の積立預金 27，679，277円

次期繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額

当期繰越活動収支差額

1，572，450 
654，672 
917，778 

資~窪~合許

※減価{箆却累計額:2，351，508円

030J251ヌ27

23;276~ìQ3 ん
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第63盟「社会を昭るくする運動」強調自聞か臨まります

すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更正について理解を深め、

犯罪や非行のない明るい社会を築くため、 7月を強苦言月間として、社会を明るくする

運動が全国一斉に行われます。強調月間の活動として、北見地区保護司会置戸町分亘

は6月30日に開催されたおけと夏まつりの日程に合わせ「社会を明るくする運動啓

発活動」として、うちわ配りを実施しました。

皆膿tJs頂いている、会費や寄借金(~ついて

役会福祉協議会では、皆様から頂いている会費や寄付金がとても大切な自主財源に

なっています。頂いた会費や寄付金は、タクシー券の突付やふれあい広場、ふれあい

昼食会、小地域ネットワーク活動、冬の除雪サービス、安全杖の受付等、皆様に還元

される地域福祉事業に使われています。

これらの事業は収益がある事業ではないため、皆様からの会費・寄付金や、 10月

から始まる赤い羽根共同募金が重要な財源になっています。

これらの地域福祉サービスを充実して提供していけるよう、これからも皆様の御協

力をお願いいたします。

。フラダンスチャリティ発表会 in

おけとに際して

遠軽町 フラダンススタジオUEDA

上回純子様

清之助様

以上、金一封

井

。離町に際して

若木岩

。地域福祉の推進に対して

女性包体協議会ならびに

置戸地区ボランティアつつじの会 様

タオ)(.， .ぞうきん

子様

雄様

茂様

ともえ様

夏子様

昌子様

ツヤ様

き太郎様

正剛様

百合子様

恵美子様

以上、金一封

文
重

。香典返しを廃して

秋田湊谷

雄 勝 笹久保

栄第一 田 嶋

若木川崎

若松工藤

小樽市 大 戸

勝山第一 下 村

新光菅野

拓実大平

境野中央 赤川

拓殖木村
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