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つるい　2018つるい　2018夏・秋号

　8月3日（金）に鶴居村社会福祉協議会で事務局を担っております、鶴居村遺族会にて

戦没者の方々へ哀悼の意を込めて会員の皆様と事務局職員で忠魂碑の清掃を実施致し

ました。当日は天気にも恵まれ楽しくも精力的に清掃に取り組むことができました。
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平成29年度社会福祉協議会事業報告

項　　　目 回数・期間 内　　　　　　容

理事会 6回 ○事業及び会計執行に伴う協議・決定について
○会長・副会長の選任について　他

評議員会 5回 ○事業及び会計執行に伴う協議・決定について
○理事・監事の選任について　他

役員・評議員等研修会 9回 ○新社会福祉法による評議員の役割について　他

内部監査 4回 ○事業執行状況、会計収支状況について

会議・研修会 随時 ○釧路地区社会福祉協議会連絡協議会、釧路地区
事務局長会議　他

在宅福祉除雪サービス事業 12月～3月 ○協力者17件（個人・団体含む）対象者48世帯

社協だよりの発行（共募助成） 通年 ○社協事業の報告やお知らせ　他

子育て支援事業 通年 ○支援会員11名登録、依頼会員53名登録
　臨時支援884件利用

保育ママ事業 通年 ○支援会員1名登録、依頼会員4名登録

外郭団体の事務局 通年 ○鶴老連、身障者分会、奉仕団、遺族会

各種イベントへの参加 随時 ○つるいふるさとまつり、敬老会　他

個別移送事業（新規） 通年 ○支援会員9名登録　依頼会員11名登録
　サービス利用回数　12件

生活福祉資金貸付事業 通年 ○貸付14件　新規0件

地域福祉推進事業 通年 ○緊急時に活用できる命のバトンの配布16件

福祉用具貸与事業 通年 ○車椅子3台貸出

ボランティア活動推進事業
（共募助成） 通年 ○サンタクロース派遣、カレンダー市の開催　他

○ボランティア保険47件

心配ごと相談所事業（共募助成） 通年 ○相談件数2件

生活支援体制整備事業（新規） 通年 ○サロンの設置5地区、定期開催　月1回

福祉教育推進事業 2校 ○下幌呂小学校、鶴居中学校（介護実践授業）

独居高齢者ふれあい事業
（共募助成） 11月 ○村内の独居高齢者26名参加協力スタッフ7名

　アイスブレイク、クイズ、マジックショー実施

年越しほのぼのサービス事業
（共募助成） 12月

○お節・手編みの会寄贈の靴下配布33名
　調理ボランティア4名　配達ボランティア11名
　※グリーンパークつるい様、大津様協力

平成29年度は滞りなく事業を遂行でき、新規事業についても2つスタートすることができました。
村民の皆様のみならず各関係機関の皆様にもご協力頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。引
き続きご支援ご協力の程、よろしくお願いいたします。



⑶

◆資金収支計算書　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
勘定科目 予算額A 決算額B 差異 A－B

事業活動収入① 25,953,000 23,194,817 2,758,183

事業活動支出② 25,941,000 22,544,930 3,396,070

事業活動資金収支差額③=①－② 12,000 649,887 △637,887

施設整備等収入④ 0 0 0

施設整備等支出⑤ 492,000 356,184 135,816

施設整備等資金収支差額⑥=④－⑤ △492,000 △356,184 △135,816

その他の活動収入⑦ 1,338,833 1,349,043 △10,210

その他の活動支出⑧ 1,617,833 1,673,515 △55,682

その他の活動資金収支差額⑨=⑦－⑧ △279,000 △324,472 45,472

予備費支出⑩ 681,000 0 681,000

当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨－⑩ △1,440,000 △30,769 △1,409,231

前期末支払資金残高⑫ 1,420,000 1,420,748 △748

当期末支払資金残高⑪+⑫ △20,000 1,389,979 △1,409,979

◆事業活動計算書　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
勘定科目 予算額A 決算額B 差異 A－B

サービス活動収益① 23,047,635 21,081,910 1,965,725

サービス活動費用② 23,330,202 20,770,372 2,559,830

サービス活動増減差額③=①－② △282,567 311,538 △594,105

サービス活動外収益④ 85,182 3,651 81,531

サービス活動外費用⑤ 0 0 0

サービス活動外増減差額⑥=④－⑤ 85,182 3,651 81,531

経常増減差額⑦=③+⑥ △197,385 315,189 △512,574

特別収益⑧ 1,349,043 0 1,349,043

特別費用⑨ 58,600 65,733 △7,133

特別増減差額⑩=⑧－⑨ 1,290,443 　△65,733 1,356,176

当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ 1,093,058 249,456 843,602

前期繰越活動増減差額⑫ 3,024,680 2,776,154 248,526

当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ 4,117,738 3,025,610 1,092,128

基本金取崩額⑭ 0 0 0

基本取崩額⑮ 0 0 　　　0

その他の積立金取崩額⑯ 0 0 0

その他の積立金積立額⑰ 1,339,142 930 1,338,212

次期繰越活動増減差額⑱=⑬+⑭+⑮+⑯－⑰ 2,778,596 3,024,680 △246,084

◆貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
勘定科目 当年度末A 前年度末B 増減A－B

資
産
の
部

流動資産 3,622,942 3,424,176 198,766
固定資産 7,382,696 7,035,879 346,817
基本財産 1,000,000 1,000,000 0
その他の固定資産 6,382,696 6,035,879 346,817
資産の部合計 11,005,638 10,460,055 545,583
勘定科目 当年度末A 前年度末B 増減A－B

負
債
の
部

流動負債 2,232,963 2,003,428 229,535
固定負債 561,690 1,338,700 △ 777,010
負債の部合計 2,794,653 3,342,128 △ 547,475

純資産の部合計 8,210,985 7,117,927 1,093,058
負債及び純資産の部合計 11,005,638 10,460,055 545,583

◆財産目録　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
Ⅰ．資産の部 金　額
１．流動資産
現金預金 3,068,662
事業未収金 554,280

流動資産合計 3,622,942
２．固定資産
　⑴　基本財産 1,000,000

基本財産合計 1,000,000
　⑵　その他の固定資産
車両運搬具 190,255
器具及び備品 1,191,222
退職給付引当資産 561,690
人件費積立資産 1,338,833
社会福祉事業積立資産 3,093,556
その他の固定資産 7,140

その他の固定資産合計 6,382,696
固定資産合計 7,382,696
資産合計 11,005,638

Ⅱ．負債の部
１．流動負債
事業未払金　 2,161,849
職員預り金　 71,114

流動負債合計 2,232,963
２．固定負債
退職給付引当金 561,690

固定負債合計 2,794,653
負債合計 2,794,653
差引純資産 8,210,985

平成３０年３月３１日時点

平成29年度 鶴居村社会福祉協議会 会計決算報告
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項　　目 実　施 内　　　　　　　容
運営委員会

（旧理事会・評議員会） 6回 事業報告・決算、役員改選、募金の推進について、共募助
成事業、ご当地バッジの推進について

内部監査 1回
会議・研修の参加 3回 釧路地方共募理事会、町村研究協議会、事務研修会

広報活動 9月～12月 茂雪裡、下雪裡秋祭り参加、ふるさとまつり参加
赤い羽根募金活動 10月～12月 村内全域にて実施

興行募金 10月～11月 チャリティープロレス、村民文化祭参加
歳末たすけあい運動 12月 村内全域

災害義援金 随時 福岡県大雨災害義援金募集

寄付金収入項目 収入決算額 寄付金支出項目 支出決算額
赤い羽根募金 691,952 法人内部間取引 779,673
義援金収入 87,720 共同募金配分金支出 844,903
法人内部間取引 844,903
受取利息 1
合計 1,624,576 合計 1,624,576

収入―支出 繰越額　　0

事務費収入項目 収入決算額 事務費支出項目 決算額
法人内部間取引 163,890 事務費支出 48,224
受取利息 0 事業費支出 84,598
雑収入 26,000 法人内部間取引 57,068
合計 189,890 合計 189,890

収入―支出 繰越額　　0

歳末収入項目 収入決算額 事務費支出項目 決算額
歳末助け合い募金 160,000 法人内部間取引 160,000

合計 160,000 合計 160,000
収入―支出 繰越額　　0

皆様の多大なるご協力の下、無事に
平成29年度の募金活動を終える事が
出来ました。皆様から頂いた募金は
村内の地域福祉に役立てられています。

平成29年度鶴居村共同募金委員会決算報告

平成29年度鶴居村共同募金委員会事業報告
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鶴居村共同募金委員会からのお知らせ鶴居村共同募金委員会からのお知らせ

今年はご当地クリアファイルを作成致しました！！

　2018年はこれまでのご当地バッジに代わ
りクリアファイルを作成致しました。キャラ
クターについてはおなじみの「つるぼー」と
「ひなぼー」となっております。また、鶴居
らしさ溢れる風景の写真を提供して頂く事
ができ、とても良いデザインとなりました。
1000枚限定で300円の募金にて1枚進呈と
なります。
　その他、北海道限定バッジは北海道犬をモ
チーフにしたデザインと北海道150周年記
念バッジとなっております。
　バッジにつきましては500円の募金で1個
進呈致します。

赤い羽根共同募金運動が１０月より開始予定です。
鶴居村では平成30年度の募金目標額を７0０,０００円と掲げ、運動を展開します。
この運動で集められる募金は、鶴居村の地域福祉活動を行うための大切な財源となり
ます。
お独りでお暮しの高齢者の為のふれあい昼食会や世代間で楽しめる取組みを行う為の
サロン経費、小学校や中学校の児童・生徒が行うボランティア活動の経費等々、幅広
い分野で使われます。
鶴居村に住まわれております一人ひとりの温かいご支援・ご協力が地域福祉の活性化
に繋がっていきます。毎年多くのご協力を頂いておりますが本年も引き続き皆様のご
協力よろしくお願い致します。

赤い羽根共同募金運動が始まります
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鶴居村生活支援体制整備事業にて実施しております村内サロンの運営状況についてお知らせ致
します。現在村内では５カ所に認定サロンを展開しております。各地域それぞれに設置委員が
おり多大なるご協力の下、楽しいサロン運営が出来ております。それぞれ毎月１回開催してお
りますのでお時間がありましたら是非、足をお運びください。日程はＩＰ等で告知します。

あおぞらサロンは毎回多くの方が参加
されボーリングやペタンクなど多種多
様な取り組みをしています。また、多
世代交流も大きな魅力です。

松井文子さん宅にて開催をしているサ
ロンです。非常にアットホームな雰囲
気で色々な話に花が咲きます。

田中商店さんに協力を頂き、茶話会や
歌唱などを楽しんでいます。コミュニ
ティセンターでのゲームやスポーツも
始め交流を図っています。

幌呂改善センターにて実施しているお
ちゃっこ会はカラオケでの音楽体操や
フロアーカーリング、口腔に関する勉
強会など多彩な展開を
しているサロンです。

下幌呂あおぞらサロン

ほろろおちゃっこ会上幌呂おひさまサロン

茂雪裡こすもすサロンン
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本事業において最初に出来たサロンが
にこにこサロンです。脳トレや囲碁・
オセロなど多様な取り組みを実施して
おり、毎回大賑わいで名前の通り笑顔
が溢れたサロンとなってます。

「囲碁将棋は打つけども相手がいないか
ら何かないか」という要望にお応えし
新たに加わった趣味サロンです。まだ
回数は浅いですが、参加された方たち
からは好評でした。年齢性別問わず参
加できます。

設置委員さん達が声を挙げてスタート
した「いきいき百歳体操」です。毎週
金曜日に実施しており、全国的に波及
してきている簡単に出来る体操です。

サロンそれぞれが違った特色を

持っているから参加されている方々は

毎回楽しそうにしているぼー。

気軽に参加出来るというのも

大きな魅力になっているぼー。

今後はサロンをきっかけに

困っていることや悩んでいることを

少しでも解決できるように

生活支援コーディネーターや

設置委員、協議体で

色々なサービスも

構築していくぼー。

つるいにこにこサロン

つるい囲碁将棋のひろば

ほろろおちゃっこ会
（いきいき百歳体操）

サロンの参加や不明な点につきましては生活自立
支援事業運営委員会　（鶴居社協内）0154－64－
3033までご連絡ください。各地域毎月一回開催し
ております。世代を問わず参加OKですので楽しく
交流しましょう。

会
）
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発行・編集／社会福祉法人　鶴居村社会福祉協議会
　　　　　　〒085-1203　阿寒郡鶴居村鶴居西１－１
　　　　　　☎0154－64－3033 　FAX 0154－64－3055　
　　　　　　Mail　info@tsurui-syakyo.jp          社協だより夏・秋号

　８月５日（日）に本村のボランティアサークル
「手編みの会」と埼玉県越谷市で生まれた「一歩会」
との交流が鶴居村にて行なわれました。一歩会さ
んから北海道に行く際に是非交流をしたいとのお
手紙を頂き交流をする運びとなりました。お互い
に地域への貢献や災害などで被災された方々へ少
しでもお役に立ちたいという共通の思いを持って活動に取り組んでいます。当日は手編みの会11名、
一歩会3名、鶴居村役場地域包括支援係の大崎主査と鶴居村社会福祉協議会松尾主査も参加しお
互いの取り組みや情報交換そして一歩会さんの考案した、「くるくるレインボー」という子ども
も大人も楽しめるおもちゃを作り大変有意義な時間となりました。それぞれの団体の活動は被災
された方々の大きな励みになっていると思います。こうした取り組みに賛同してくれる方が一人
でも多く増えてくれるといいですね。

毎年、皆様に納入頂いております社協会費ですが、鶴居村社会福祉協議会の実施している事業
に割り振りさせて頂き、地域住民に役立てられています。現在普通会員300円、特別会員一口
１，０００円、賛助会員一口３，０００円でそれぞれご協力を頂いております。皆様の引き続きの
ご協力よろしくお願いいたします。

社協会費について

７・８月実施項目 ９月予定

７月11日　社協内部監査
７月12日　釧根地区別課題会議
７月18日　全道新任経理・総務担当者研修
７月20日　共同募金委員会関係者研究協議会
７月30日　総務担当者専門研修

８月 7日　戦没者追悼式出席
８月24日　釧路地区管内ボランティア研修会
　　　　　（開催地：鶴居村）
８月28日　鶴居社協役職員規程改正説明会
８月30日　厚岸町社会福祉協議会との情報交換

９月 5日　生活支援体制整備事業運営委員会
９月11日　鶴居社協第2回理事会
９月13日　鶴居村共募第2回運営委員会
９月19日　鶴居社協第2回評議員会
９月20日　下雪裡秋祭り
９月21日　釧路地方共募事務担当者研修
９月23日　つるいふるさとまつり
９月26日　敬老会

８ 月 の １ コ マ


