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皆さんも手軽にできるボランティア、「リンクひブリlノ収集j に協力してみませんか?

アルミ缶の1)ングフ。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750kg集めるこ

とで、車椅子にかえることができます。ぜひよろしくお願いします! ! 

現在、 656kg集まっています!

統この社協定よりは、共同事金の助成金山



会長就伊挨拶 会長退位挨拶

EE戸町社会福私協議会 亙戸冒丁ヰ土会福主主協議会

会長溝井ヲムー 前会長杉本計五

このたび、杉本会長の退任にあたり理事の皆

様のご推挙により、社会福祉協議会の会長職を

お受けすることiこいたしました。もとより微力

ではございますが、地域福祉の充実と発展のた

めその職責を全うするよう努めてまいる所存

でありますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。

このたび、平成26年5月11日をもって置戸

町社会福祉協議会会長を退任いたしました。

10年にわたり会長として社会福祉協議会の

運営に携わるなかで、置戸町長はじめ行政関

係、多くの団体、地域の皆様のご指導・ご協力

をいただきましたことに対し、深く御礼申し上

げます。

少子高齢化社会を迎えこれまで以上に多様

化・複雑化する福祉ニーズに常に耳を傾けなが

ら、福祉・保健・医療などの関係機関と連携し、

福祉事業の推進に努めてまいります。

最後に、今後益々の地域福祉の充実・発展を

祈念致しましてお礼と感謝のあいさつとさせ

ていただきます。

皆様の温かいご支援とご協力を切にお願い

申し上げまして、会長就任に当たってのご挨拶

といたします。
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{輿鱗翻裁事畿の機鐘)

①指定管理者制度による養護・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(運用)

@社会福祉協議会の組織強化 長

襲撃襲艶題懇

。戦没者遺族福祉事業の推 。地域福祉事業の推進 。心配ごと相談所事業の

進 -小地域ネットワーク活動 推進

-遺族会活動に対する協力と に対する協力、助成
-福祉なんでも ふjJ巳Aメ主Jく三こ;.';;'_.4ぐ、っoc 劫成 -小地域ネットワーク推進 杷談所の開設

会議の開催 (月~金曜日)

。更生福祉事業の推進

-保護司会活動に対する協力 。母子福祉事業の推進 。児童福祉事業の推進

-更生保護会活動に対する協 -母子寡婦会活動に対する -保育士等職員研修費の助

カと助成 協力と助成 成
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(単位:千円)

会計名 予算額 会 言十 名 予算額

法人運 営事業 I28，090 I通所介護事業(デイサービス)I 39，000 

m|訪問介護事業(ホームヘルプサービス)I 34，103 

4，5321養護考人ホーム事業(常楽冨) 1 225，540 

特別養護老人ホーム事業(緑静園) 1 232，889 

[一般会計収支予算内訳(単位:千円)]

生活福祉資金貸付事業

受託事業

共同募金配分金 1，170

貸付事業等 509

その他 8，929
予備費 300

1，170 

穣立預金取崩

3，680 

補助金 31，309

会費 448

貸付金事業等 509
その他 14，726

助成金 1，640

44，911 

人件費

368.495 

。ボランティア活動事業の 。指定管理者制度による 。心身障害者福祉事業の

推進 養護・特養老人ホーム 推進
-活動実践者の養成、啓蒙 の管理運営 -身体障害者福祉協会活動
-ボランティア活動に対する -在宅福祉と施設福祉の一 に対する協力と助成
協力と助成 "-.;> 元化を図る .NPO法人置戸町くらし

-リングプル収集 fj -効率的な運営と施設経営 サポート「たちってとJの
活動の拡充 の安定化を目指す 活動に対する協力と助成

-タクシー券の交付事業

。広報活動の充実 。援助活動の推進 -訪問理美容サービス事業

-おけと社協だよりの発行 -生活福祉資金貸付の実施
-ふれあい広場の実施

-災筈被災者に対する見舞
。老人福祉事業の推進 金給付(火災等) 。会務の運営

-在宅福祉サービス事業 -共同募金活動の協力 -理事会、評議員会の定例
-生きがい対策事業 -歳末たすけあ

舗P
開催

-ホームヘルプサービス事業 い募金活動へ -四役会議の随時間催
-デイサービス事業 の協力 -監査の実施
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援助活動の推進 指定管理者制度による養 地域福祉事業の推進

-生活福祉資金貸付 護・特養老人ホームの管 -小地域ネットワーク活動
低所得の方に生活一時金を無利子 理運営 推進事業
で貸付 (2件)

-養護老人ホーム常楽園、特
-小地域ネットワーク推進

-共同募金活動への協力 会議の実施
-歳末たすけあい募金の助成 別養護老人ホーム緑清園を

町内127世帯!こ歳未慰問金を助成
指定管理者制度により管理
運営

f 
老人福祉事業G推進入

/ 

在宅介護者交流会 寝具乾燥消毒サービス事幾

介護者のリフレッシュ、介護者 自力での寝異乾燥・消毒等が図
同士の交流、情報交換を目的と 重量な方等に年4回実施
して町と共催 (2月13臼開催) (延利用者数25投帯29名) ふれあい昼食交流会

70歳以上の独り暮らし高齢者を招待

入浴サービス事業 軽度生活援助事業 し、ボランティアによる手作りの料

自宅に風呂がない、または白宅 小地域ネットワークの協力を得
理等を密んだ昼食交流会を実施

での湯沸しが悶難な世帯に、地 て、家の周りの除草や除雪など
域福祉センタ浴室を週2@]開 の軽作業を実施 ホームヘルプサービス事業
放(延利用者数40名) (延利用者数6世帯36回)

訪問介護事業(本部延回数1，766回、
常楽園支部延包数33，992回)

間食サービス事業 除雪サービス事業 ホームへ)~I\-派遣事業

独り暮らし高齢者世帯などに週 自力での除雪が困難で、町内に (延包数225@])

2白夕食を届け、安否確認と同 除雪を頼める親族等がいない世 一般訪問事業(延回数181回)

時にバランスの取れた食事を提 帝に実施
供(自己食数1，085食) (延利用回数14世帯44田) デイサービス事業

通所介護事業(延利用者数3，608名)
介護移送サービス事業 介護用品サービス事業 生きがい対応型デイサービス

介助が必要な方を、福祉車輪で 蛍光テープ付き安全杖を無料で (延利用者数62名)

医療機関まで週2包送迎 給付
(延利用者数330名) (給付数14本)

訪問理美容サービス事業 タクシー券交付事業 ふれあい広場

訪問サービス(延利用回数O図) 疾病・虚弱高鈴者の遇院や、 Jむ 70歳以上の独り暮らし高齢者や身体
移送サービス(延利用回数19自) 身障害者の日常生活全般の交通 障害者分会の会員を馬力だすべぇ祭

手段として用いるタクシ 券を に招待し、町民とのふれあいを深め
交付(延利用回数45名1，126回) る目的で実施

心魔障害者福祉事業ぬ推進 1

児童福枇事業の推進 ボランティア活動事業の推 その他福祉に濁する事業
-保育事業等に対する補助 進 -各種福祉団体への助成(助成

日ドミ

更正福祉事業の推進
-活動実銭者の養成、 EZ蒙(ボ 先身体簿害者福祉協会霞戸
ランティア交流会への参加) 匂分会、置戸町母子寡婦会、

-保護司会活動に対する協力 .Jj)(集活動(リングブル)の拡充 ボランティア団体、置戸町選

広報活動の充実
族会、更正保護会)

心国ごと相談所事業の推進
-行事用テント貸出

-おけと社協だよりの発行 -共同募金配分テントを貸出
(年4閉) . FI~金曜日に事務局職員によ (3件24l.長)

る各穣相談を実施 '宅問 -福祉機器等貸与

会務の運営 (相談件数12件) 重一‘ 寄付された物品等を希望者に

-理事会、評議員会、監査等 無料で貸与 (31件)
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202，436 

444，434 。
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。

支出合計額

29，104，866 

150，067 

2，815，926 

65，404，084 

408，209，891 

505，684，834 

収入合計額

29，307，302 

594，501 

2，815，926 

65，404，084 

408，209，891 

506，331，704 

会 計 名

法人選営事業

生活福祉資金貸付事業

受託事業

介護保険事業

指定管 理の受託事業

合 計 646，870 

貸付事業 150，000
回定資産取得 3，325，350

その他 9，561，787

助成金 1，580，209

平成25年3月31B現在

87，009，714 
釘徳助金 28，973，203
町受託金 39，266，176
道社協受託金 76，500
その他の受託金 18，693，835

前期末支払資金
501，658 
貸付金事業
253，000 

8，635 
その他

12，204，612 
毒事務費

38，249，773 137，707，826 

[収入支出i来事事内訳(単位:円)】

会費 443，100

寄付金 3，504，680 

共同募金配分金

1，251，494 

介護保険

263，446，985 
介護報酬

205，713，621 
利用者負担金

26，497，294 
利用料収入

31，157，320 
その他収入

78，750 

[貸借対照表]

方貸

呂 金額(円)

73，611，258 
19，878，749 

53，499，690 
232，819 

11，970，660 
11，970，660 

85，581，918 
1，000，000 

26，587，900 

4，106，635 
1，572，450 
2，534，185 

31，694，535 

117，276，453 

閤定負債

退職給付引当金

負債合計

基本金

その他の積立金

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

純資産合計

負債・純資産合計

金額(円)

74，258，128 
245，671 

32，873，803 
41，068，732 

11，329 
58，593 

43，018，325 
1，000，000 

42，018，325 

科

涜動資産

現金

預貯金

未収金

立替金

前払金

固定資産

基本財産(定期預金)

その他の匿定資産

器具及び備品 1，383，285円

ソフトウェア 2，013，480円

貸付事業貸付金 63，∞0円

その他の積立預金 26，587，900円

共済会退職共済預け金 11，970，660円

資援会計

方借

巨 科

流動負債

未払金

米返還金

預り金

117，276，453 
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第64回「社告を踊るくする題艶J強韻自器汀臨まります

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生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月を強調月間として、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区

は6月298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。

会費や寄間金12ついて皆醸から頂いている、

社会福祉協議会では、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、タクシー券の交付やふれあい広場、ふれあい

昼食会、小地域ネットワーク活動、冬の徐笥サービス、安全杖の交付等、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、これからも皆様のご協

力をお願いいたします。

轟免f足掛帥Zご聖書鱒議事静重要とうご番、帥譲しま主
平成26年3月18日~平成26年6F.l20日まで

震様

金一封

。地域福祉の推進に対して

若木窪田

笠寸

様

布て

子

あ

重八原石生協

女性団体協議会ならびに

霞戸町ボランティアつつじの会 様

タオル・ぞうきん

千鶴子様

勲様

寿雄様

良雄様

宗義様

和子様

美鈴様

以上、金一封

。香典返しを廃して

若 木北島

宮 下 笹久保

秋田東

栄第一 橋

勝山新生 阜

境野中央 結

拓実中

本

川

城

井
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