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訓子府町社会福祉協議会 

平成２９年８月 No.１４１ 

※この社協だよりは、赤い羽根共同募金の助成の一部で発行しています。 

～ふるさとまつり会場でＰＲ～ 
　広く町民の皆さんに『社会を明るくする運動』の趣旨を理解していた
だくため、７月９日に開催された「くんねっぷふるさとまつり」の会場
で、啓発資材を配布し、来場者へ「社明運動」への協力と理解を呼びか
けました。 

くんねっぷ
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平成28年度 訓子府町社会福祉協議会 事業報告 
事　　　　業　　　　内　　　　容 

①法人運営 

　◆自主財源の確保（会費、寄付） 

　◆理事会、評議員会の開催及び監査の実施 

　　・理事会：5回、評議員会：4回、監事監査：4回 

　◆情報提供 

　　・社協だより（年4回）、ホームページ 

　◆各種研修会へ職員を派遣 

 

②地域福祉事業 

　◆「ふれあい昼食会」の実施　 

　　毎月1回、70歳以上の単身者を招待し、協力会

員による手作り料理と歓談を楽しむ交流会 

　◆まごころ弁当配付事業　 

　◆小地域ネットワーク活動の推進　 

　　・社会参加促進事業（交流会活動等）　 

　　・見守り、訪問活動（安否確認等） 

　◆「ふまねっと」無償貸出し　　 

　◆民児協「ふれあいチーム推進事業」への支援 

 

③ボランティア推進事業 

　◆ボランティア実践者と利用者の募集　 

　◆ボランティアセンター活動の推進 

　◆ボランティア育成のための講習会や講座、情報

交換会を開催 

　◆出前講座の開催 

　◆ボランティア利用者への周知及び募集 

　◆ボランティア活動の普及、団体等への支援及び

活動費の助成 

 

④子育て、青少年福祉事業 

　◆誕生証書の贈呈　　 

　◆子ども会育成連絡協議会への活動費助成 

 

⑤身体障がい者福祉事業 

　◆障害者外出支援サービス事業の実施（町委託事業） 

　◆身体障害者福祉協会の事業活動の推進及び活動

費助成 

 

⑥高齢者福祉事業 

　◆声かけ郵便事業の実施 

　　70歳以上の単身者へ児童、生徒及びボランティ

アの協力を得て、郵便による声掛けを実施 

　◆夜光反射材付きの杖を希望者へ無償配付　 

　◆老人クラブ連合会の事業活動の推進及び活動費

助成 

 

⑦その他関係福祉団体との連携 

　◆遺族会への活動費助成及び事務局担当 

　◆保護司会及び釧路更生保護協会の活動費助成及

び事務局担当 

 

⑧社会を明るくする運動事業 

　・啓発資材の設置、配付及び事務局担当 

 

⑨共同募金協力事業 

　◆赤い羽根共同募金運動への支援と事務局担当 

　　・平成28年度募金実績額：1,143,937円 

　◆歳末たすけあい運動への支援と事務局担当　　 

　　・平成28年度募金実績額：566,839円 

　◆歳末まごころプレゼント事業 

　　・ひとり親世帯　　・75歳以上単身高齢者 

　　・特養　　　　　　・グループホーム 

　　・贈呈件数：134件、贈呈金額：575,000円 

 

⑩福祉資金貸付事業（各限度額：50,000円） 

　◆低所得世帯や生活困窮世帯、身体障がい者世帯

等へ、社協の福祉資金の貸付けを実施 

　◆負傷又は疾病の治療に必要な経費及びその療養

期間中に生計を維持するための医療資金の貸付

けを実施 

　◆道社協生活福祉資金貸付事業 

 

⑪その他の事業 

　◆町内小中学校≪福祉の学習≫ 

　　・車イス介助体験、高齢者疑似体験 

　◆心配ごと、悩みごと相談窓口の開設　 

　◆高齢者単身世帯緊急連絡先情報の更新、整備 

　◆車イスの無償貸出し　 

　◆葬儀用供花ポスターの頒付　 

　◆収集活動（リングプル等） 

　◆災害等被災者への見舞金贈呈 

 

⑫福祉バンク事業 

　・ふれあい昼食会　　・除雪 

 

⑬介護保険事業 

　◆訪問介護事業、予防訪問介護事業 

　　・ホームヘルプサービスを提供し在宅生活を支

　援 

　◆居宅介護支援事業　 

　　・ケアプラン作成　・利用者の在宅生活を支援 

　　・介護保険認定調査 
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平成28年度 訓子府町社会福祉協議会 決算書 

1,174,000 

1,337,233 

32,271,295 

1,410,150 

1,407,083 

15,128,634 

8,564,974 

6,563,660 

919,200 

304,400 

225,000 

66,500 

2,412 

500,000 

102,462 

0 

912,105 

55,760,474

会費 

寄付金 

経常経費補助金 

受託事業収入 

共同募金配分金 

介護保険収入 

　 訪問介護事業 

　 居宅介護支援事業 

障害福祉サービス収入 

訪問介護サービス収入 

貸付事業収入 

雑収入 

受取利息等配当金 

その他の収入 

積立預金取崩収入 

サービス区分間繰入金収入 

前期末支払資金残高 

個人・法人による会費収入 

一般・指定寄付 

町補助金 

町及び道社協からの受託金 

赤い羽根共同募金等の助成金 

 

訪問介護給付費等 

居宅介護支援給付費等 

居宅介護給付費等 

社協訪問介護利用料 

福祉資金貸付事業償還金 

科　　　目 決算額 

合　　計 

【収入の部】 

（単位：円） 

（単位：円） 

説　　　　　　　　　　　　明 

45,451,165 

2,360,725 

3,636,011 

1,079,008 

290,000 

500,000 

0 

1,096,452 

500,000 

0 

847,113 

55,760,474

人件費 

事業費 

事務費 

共同募金配分金事業費 

貸付事業支出 

その他の支出 

サービス区分間繰入金支出 

固定資産取得支出 

積立預金積立金支出 

予備費 

当期末支払資金残高 

職員給与等 

各種事業経費 

事務費等諸経費 

赤い羽根共同募金等の助成金 

福祉資金貸付事業貸付金 

 

 

車両 

科　　　目 決算額 

合　　計 

【支出の部】 

説　　　　　　　　　　　　明 

5,937,630 

31,779,508 

1,000,000 

30,779,508 

 

 

 

 

 

37,717,138

【流動資産】 

【固定資産】 

基本財産 

その他の固定資産 

勘　定　科　目 

資産の部合計 

当　年　度　末 

資　　産　　の　　部 

5,090,517 

10,396,510 

15,487,027

1,000,000 

743,750 

16,190,121 

4,296,240 

22,230,111 

37,717,138

【流動負債】 
【固定負債】 

【基　　本　　金】 

【国庫補助金等特別積立金】 

【その他の積立金】 

【次期繰越活動増減差額】 

勘　定　科　目 

純資産の部合計 

負債及び純資産の部合計 

負債の部合計 

当　年　度　末 

負　　債　　の　　部 

純　資　産　の　部 

貸　　　借　　　対　　　照　　　表 （単位：円） 
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　５月28日、『第13回網走地区身体障害者パー
クゴルフ大会』が、網走市「レイクサイドパー
クのとり パークゴルフ場」で開催されました。 
　管内８市町より45名の選手が参加され、本
町からも３名の選手が出場し、ナイスショット
を連発していました。 

　６月15日、『第33回老連ゲートボール大会』
が屋内ゲートボール場で開催され、８チーム
51名の方が熱戦を繰り広げました。 
　優勝は中央長寿会チーム、準優勝はケアハウ
ス寿会チームでした。おめでとうございます。 

　６月22日、町レクリエーション公園において、
身体障害者福祉協会訓子府分会の会員同士の交
流を目的に、『親睦のつどい』が開催され、来
賓の菊池町長を含め17名の方が参加されました。 
　会員たちはおいしい焼き肉に舌鼓をうち、楽
しく和やかなひと時を過ごしました。 

　町内の一人暮らしの高齢者を対象にした『ふれ
あい昼食会』が６月28日、町レクリエーション公
園で行われました。 
　高齢者の交流を目的に毎月行われているふれ
あい昼食会ですが、年に一度レクリエーション公
園で焼肉を楽しんでおり、来賓の菊池町長を含め
34名の方が参加されました。当日は焼肉だけでな
く、輪投げやスロットボールなどのゲームも行われ、
参加者の皆さんの笑顔もたくさん見られました。 
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『生活資金』・『医療資金』 
を貸付けいたします 

『生活資金』・『医療資金』 
を貸付けいたします 



　老人クラブは「老人福祉法」に位置付けられた、
地域の高齢者の自発的な組織です。 
　訓子府町老人クラブ連合会は、町内で活動して
いる22の単位老人クラブをもって組織され、各老
人クラブの活動支援と老人福祉の増進のために
活動しています。 
　年間の行事としては、社会福祉奉仕活動のほか、
健康維持や会員相互の親睦を図るため、ゲートボ
ール大会、パークゴルフ大会、スポーツ大会、輪投
げ大会、ハッピーボーリング大会、芸能大会を和気
あいあいの中で楽しんでおります。 
　老人クラブでは会員を募集しておりますので、
お気軽に地域の老人クラブにお申込み下さい。 
　　　　　　　訓子府町老人クラブ連合会 

会長　　飯　島　英　雄 

　よつば会は、昭和49年に「明るく住みよい社
会づくりを目指し、学習を深め地域社会に貢献
する」を目的に発足して43年になります。 
　訓子府町の高齢化率が年々高くなり、３人に
１人は高齢者です。高齢者世帯、1人暮らしの高
齢者、障がいをもつ人が増えています。誰もが
住み慣れた訓子府で暮らし続けたいと願って
います。そのためにもボランティアの果たす役
割はますます重要になっています。 
　「今できることを手伝い、できなくなったら
手伝ってもらう」お互い様、そんな順送りがで
きたらいいなと思っています。 
　ボランティアは授業料のいらない社会勉強で、
多くのことを学べます。一緒に始めてみませんか。 
　　　　　　　　ボランティアよつば会　 

会長　　平　林　規　子 

　身体障害者福祉協会訓子府分会は、身体障がい
者相互の連絡を緊密にし、協力しあって身体障が
い者の福祉増進を図ることを目的として、昭和26
年６月27日に創立しました。 
　活動内容は、会員相互の親睦と交流を深めるた
めに、バーベキューや旅行の実施、網走地区身体障
害者福祉協会が主催するスポーツレクリエーシ
ョン大会及びパークゴルフ大会に参加しています。 
　身体障害者福祉協会訓子府分会では会員を随
時募集しておりますので、身体障害者手帳をお持
ちの方、また、会の趣旨にご賛同いただける方は社
協までご連絡下さい。 
　　　　　　身体障害者福祉協会訓子府分会 

分会長　　武　田　和　伸 

　訓子府町遺族会は、町内に居住する戦没者遺
族及び戦傷病者の遺族をもって、英霊の顕彰や
会員の相互扶助と親睦並びに福祉の増進を目
的に組織しており、毎年６月４日に旭川市で開
催されている護国神社例大祭への参拝や訓子
府町及び北海道戦没者追悼式への参加等活動
しています。 
　訓子府町遺族会では、「会員」、「賛助会員」の
募集をしておりますので、趣旨にご賛同いただ
ける方は社協までご連絡下さい。 
　　　　　　　　　訓子府町遺族会　 

会長　　輿　石　英　男 

社協の役員が改選されました 
【任期：平成29年６月14日～平成31年６月】 
●会長 
・南 出 守 人（末広町）　　 
●副会長 
・小 林 一 甫（若富町）　・上 杉     守（豊　坂） 
●理事 
・飯 島 英 雄（旭　町）　・鈴 木 陽 一（旭　町） 
・中 塚     保（柏　丘）　・武 田 和 伸（緑　丘） 
・佐 藤 正 好（旭　町）　・平 林 規 子（若葉町） 
●監事 
・後 藤 武 男（穂　波）　・谷 口 武 彦（末広町） 

『生活資金』・『医療資金』 
を貸付けいたします 

『生活資金』・『医療資金』 
を貸付けいたします 

『生活資金』・『医療資金』 
を貸付けいたします 

　経済的な理由で一時的に資金を必要とする方、
負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその期
間中に生計を維持するため必要な「生活資金」・「医
療資金」を貸付けします。（限度額：５万円） 
【医療資金の貸付要件】 
・医療費の支払いが貸付け金額の概ね５割以上 
　となること 
・医療機関が発行する領収書等を２カ月以内に 
　提示すること（連帯保証人不要） 
※「生活資金」貸付につきましては、連帯保証人
　が必要なります。 
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　あたたかいご寄付をお寄せいただき、厚くお礼 
申し上げます。皆様のご厚意に感謝し、地域の福 
祉活動に活用させていただきます。 
（平成29年４月11日～平成29年７月10日） 

　・森　谷　繁　春　様（福　野） 
　・得　田　正　敏　様（若富町） 
　・佐　藤　　　勉　様（北　栄） 
　・及　川　幹　雄　様（大　谷） 
　・久　積　幸　子　様（清　住） 
　・横　川　千代子　様（緑　丘） 
　・鳥　山　博　司　様（福　野） 

・坂　地　陽　子　様（北　栄） 
・佐　藤　夏　生　様（高　園） 
・中　野　順　一　様（北見市） 
・角　　　茂　子　様（若葉町） 
・大　内　多美子　様（東　町） 
・元　木　榮　一　様（東　町） 
・大　崎　美喜子　様（若葉町） 
 

あたたかいご寄付を 
ありがとうございます 

　・藤　井　巳代子　様（西幸町） 
　・上　田　邑　子　様（若富町） 
▽「訓子府川柳社」の解散に際して 
　・訓子府川柳社　様 
▽福祉のために 
　・山　田　忠　茂　様（東幸町） 

▽香典返しにかえて 
 

▽福祉バンク退会に際して 
 

　訓子府小学校PTAでは「ベルマーク」、「インクカートリッジ」の回収をしています。 
　回収し、得た収益は「黒板消しクリーナー」や家庭科の授業で使用する「アイロン」などに還元し
児童の学校生活に活用されています。 
　こういった主旨にご賛同いただくことができましたら、下記の場所に設置している「ベルマー
ク回収箱」・「インクカートリッジ・トナー回収箱」に入れていただきたいと思います。皆様のご協
力をよろしくお願いいたします。 

●回収場所～役場１階自販機そば 
※お願い：集計作業をスムーズに行うために以下のようにお願いします。 
　１．できるだけマークや点数全体が見えるように切り抜いて下さい。 
　２．ガムなどの小さな物は紛失しやすいので、同じものは10枚単位でホチキスどめをお願いします。 
　３．とても小さい物は包装紙のままでも構いません。 
　４．丸いベルマークを切る際には周囲を少し残して四角に切って下さい。 
　５．インクカートリッジについては、「エプソン（インク・トナー）」、「キャノン（インク・トナー）」、
　　 「ブラザー（インクのみ）」それぞれ純正品の使用済みが対象です。 

○応募資格・免許 
　①資格【55歳位までの方　　ホームヘルパー2級（介護職員初任者研修）以上】 
　②免許【普通自動車免許】　  ③訓子府町居住者 
○賃金 
　①訪問介護【時給　　１，０００円】　②内勤業務【時給　８００円】 
　③最低補償【月額　３０，０００円】　④期末手当【６月、１２月（勤務状況による）】 
○勤務条件 
　①勤務時間【８時３０分～１７時３０分の内１日５時間以内】 
　②勤務体制【１週間あたり平均就業日数５日間以内】 
　③土・日・祝日、年末年始を含む休日勤務については、変則交代制とし、1ヶ月の休日総数の1/2まで 
　④有給休暇有　　　⑤労災保険加入　　　⑥通勤手当制度有 
○応募方法 
　履歴書（写真貼付・家族状況記載）を事務局へ提出(郵送可)して下さい。 
　面接日時は別途通知します。※応募締切：随時 

訓小PTAよりベルマーク・インクカートリッジ回収についてのお願い 訓小PTAよりベルマーク・インクカートリッジ回収についてのお願い 

社協のホームヘルパー（パート）を募集しています 
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