川俣町

よろしくお願いします

菅 野 み よ

広 野 清 美

まだまだ未熟な２人ですが、みなさんに寄り添った
見守り・支援活動をしていきたいと思います。見かけ
たら気軽に声をかけてくださいね！
これからよろしくお願いいたします。

登録ヘルパー
集
募
【登録条件】
●ヘルパー資格２級以上取得者
●普通自動車免許をお持ちの方
【お問い合わせ先】

主 な 内 容
●平成26年度事業計画と予算

2〜3Ｐ

●平成25年度事業報告

4〜5Ｐ

●平成25年度決算

6Ｐ

●ボランティアセンター情報

7Ｐ

●寄附報告・各種お知らせ

8Ｐ

川俣町社会福祉協議会
☎565−3761

平成26年７月１日発行
編集発行

社会福祉法人川俣町社会福祉協議会

〒960−1436 伊達郡川俣町字川原田19−2 TEL（024）565−3761

②

平成 年度事業計画

児童および青少年福祉対策の推進

﹁社協だより﹂の発行

広報活動の充実

避難者の見守りや生活相談の実施

生活支援相談員の配置

基金とその利息の有効活用

寄付金からの福祉基金への積立

福祉基金の造成と充実運用

歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金

各種募金活動の実施

ひとり親家庭への食事券給付
ひとり親家庭への入学祝金支給
親子ふれあい映画会
町内遊び場の点検・整備

障がい者ホームヘルパー派遣

障がい者福祉対策

高額療養費・出産資金貸付事業

介護保険利用者への支援

重度身体障がい者へのタクシー券支給

高齢者福祉対策の充実

居宅介護支援事業所の設置・運営

自立支援ホームヘルパー派遣
ひとり暮らし高齢者のつどい

山木屋地区住民の交流会開催

仮設住宅でのサロン開催
老人クラブ︑母子会︑身体障がい者福祉会︑

ひとり暮らし高齢者の健康料理教室
ふれあい健康保持事業

町外からの避難者に対する支援
会︑川俣町赤十字奉仕団への助成金の交付

ふれあいいきいきサロンの普及・支援

福祉バスの運行

各種ボランティア講座の開催

ボランティア団体への協力・支援

ボランティアセンターの運営・強化

地域福祉活動計画の策定

すみよし保育園の受託運営

遺族会︑手をつなぐ親の会︑民生委員協議

事業

民生委員協議会の運営

高齢者支援システムづくり事業
︵ふれあい相談員の配置︶

高齢者配食サービス助成事業

︵ジュニア︑傾聴︑災害 等︶

老人福祉センターの運営

日常生活自立支援事業︵あんしんサポート︶

ボランティア活動の推進

介護者激励金の支給

在宅寝たきり高齢者の介護者リフレッシュ

福祉団体への協力・育成

生きがいデイサービスの運営

心配ごと相談所の開設

生活福祉資金貸付事業

生活援助資金貸付事業

生活援護事業の推進
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川俣町社会福祉協議会

臣

人件費支出
161,415千円

隆

217,513千円

寄

支 出

事業費支出
18,796千円

受託金収入等
190,128千円

事務費支出
22,631千円

217,513千円

予備費 539千円

収 入

貸付事業支出
3,500千円

その他の活動による支出等
7,226千円
助成金支出 698千円

片

負担金支出等 327千円

基金積立資産支出等
1,951千円
固定資産取得支出 430千円

会 長

主体的参加を促進し︑ボランテ
ィア団体︑ＮＰＯ︑福祉サービ
ス事業者︑町当局による相互連
携により︑住民のニーズに対応
した総合的なサービス提供を図
り︑誰もが地域で安心して暮ら
せ る 社 会 作 り が 求 め ら れ ま す︒
それらに対処するため︑今︑町
と社会福祉協議会は地域福祉計
画とその活動計画の策定を行っ
ております︒地域住民の皆様方
と懇談を進め︑各地域の実情と
課題について把握し︑今後の施
策に生かしていきたいと思って
おります︒
また︑原発事故により避難を

寄附金収入 1,500千円
事業収入等
4,136千円

今年は例年になく暑い日が続
き︑これから夏に向けての天気
が気になるところです︒
さて︑川俣町社会福祉協議会
はこれまで多くの町民の方々や
各種団体のご協力・ご支援によ
りまして︑各種の事業を推進し
てまいりました︒あらためまし
て皆様方に心より感謝申し上げ
ます︒
過日の理事会並びに評議員会
で︑平成二十五年度の事業報告
と決算報告︑平成二十六年度の
事業計画と予算案が承認されま
した︒社会福祉協議会の事業は︑
高齢者福祉対策を始めとする地

余儀なくされ仮設住宅や借り上
げ住宅に住む住民の方々への生
活支援体制の充実を図ることや︑
すみよし保育園運営の充実を図

会費収入 4,550千円
介護保険収入
12,161千円

域福祉事業全般です︒
今︑川俣町の置かれた環境は︑
少子高齢化という社会構造の変

っていきたいと考えております︒
今後とも︑皆さんと共に住み
良い町づくり︑笑顔が素敵な町
づくりに努力してまいりますの
で︑町民の皆様をはじめ︑関係
機関の方々のご協力とご支援を
お願いし︑あいさつといたしま
す︒

その他の収入等 92千円

基金積立取崩収入等 2,228千円
障がい福祉サービス等
事業収入
2,718千円

化や厳しい経済環境に加え原発
事故による山木屋住民の避難生
活︑さらにはその放射能による
日常生活への不安など厳しいも
のがあり︑これからの生活に明
るい展望を描くことは︑なかな
か厳しいものがあります︒
これらの課題に対処するため
には︑地域福祉活動への住民の

平成26年度予算

④

平成25年度 事業報告
生活援護事業の推進
○生活援助資金貸付事業
○生活福祉資金貸付事業
○心配ごと相談所の開設

１４件（
５９０，０００円）
１件（１，８８０，０００円）
１６件

高齢者福祉対策の充実
○生きがいデイサービス利用者
３０名
○自立支援ホームヘルパー派遣利用者
２５名
○ひとり暮らし高齢者のつどい参加者
４６名
○ひとり暮らし高齢者の健康料理教室参加者
７名
○ふれあい健康保持事業利用者
６１４名
○在宅寝たきり高齢者の介護者リフレッシュ事業
１２名
○介護者激励金の支給件数
１９６件
生きがいデイサービス
○高齢者支援システムづくり事業（ふれあい相談員の配置） ５９名
○老人福祉センター利用者
延９，２７８名
○福祉バス利用者
延１，５７８名（６８回運行）
○ふれあいいきいきサロン助成額
２８０，０００円
○サロン代表者交流会参加者
２２名
○高齢者配食サービス利用登録者数
１４名
○日常生活自立支援事業（あんしんサポート）利用者
５名
○ヘルパー利用金助成件数
延２９件

児童および青少年福祉対策の推進
○ひとり親家庭への食事券給付件数
○ひとり親家庭への入学祝金支給件数
○親子ふれあい映画会来場者
○町内遊び場の点検・整備

４１件
１１件
１４５名
１ヵ所

ふれあい相談員研修会

障がい者福祉対策
○障がい者ホームヘルパー派遣利用者
○重度身体障がい者へのタクシー券支給

９名
３９件

介護保険利用者への支援
○居宅介護支援事業所の設置・運営
ケアプラン作成件数
要介護認定調査件数

延９７１件
延９９件

ボランティア活動の推進
○ボランティアセンター登録者数
○ボランティア交流会
○各種ボランティア講座の開催
ジュニアボランティア講座受講者
災害ボランティア講座受講者
ボランティア入門講座受講者
ボランティアスキルアップ講座
傾聴ボランティア講座受講者

災害ボランティア講座

１，８７７名（団体１９
１回
延３２名
１２名
１９名
１２名
５６名

個人１８）

⑤

広報活動の充実
○「社協だより」の発行

３回

各種募金活動と歳末たすけあい配分事業等の実施
○赤い羽根共同募金
○歳末たすけあい募金
○歳末たすけあい運動
慰問金配分事業

２，０３３，４６４円
１，２４０，６１４円
５８６名
（１，１７８，５００円）
１回
３７０世帯分

○仮設・借上げ交流会の実施
○避難世帯訪問事業

山木屋クリスマス会（仮設・借上げ交流会）

福祉基金の造成と充実運用
○寄附件数

４４件（１，６６１，０３４円）

生活支援相談員の配置
○訪問世帯
○仮設住宅でのサロン開催
○町外からの避難者に対する支援

３８１世帯
２２回

すみよし保育園の受託運営
○年間保育児童延人数

延１，６５６人

地域福祉活動計画の策定
○地区懇談会への参加

２９回

浪江交流会

25年度社協会費の納入にご協力いただき
ありがとうございました
皆様からご協力いただいた会費は、前記の地域福祉事業の実施に役立てられました。
内訳は、下記のとおりです。

会費総額

4,559,400円

〔内訳〕

3,331,400 円（山木屋地区を除く）
特別会員会費 1,228,000 円（山木屋地区を除く）
一般会員会費

社会福祉協議会では、町民のみなさまに一世帯あたり800円（山木屋地区除く）
の一般会員会費の納入をお願いしています。７月に、社会福祉協議会から委嘱を
受けた社会福祉推進員（行政区長さんなど）が納入のお願いに伺っています。
また、会社・事業所などを対象に、特別会員会費（１口5000円）の納入にも
ご協力いただいております。
26年度も、社協会費の納入にご理解、ご協力をいただきますようお願い申し
上げます。

⑥

平成25年度決算
運営費収入 624,100円
雑収入等 1,569,482円
その他の収入 587,550円
前期末支払資金残高 9,637,271円
会費収入 4,554,400円
寄附金収入 1,661,034円

自立支援費収入
2,728,850円
介護保険収入
12,282,990円
共同募金配分金収入
2,309,950円
事業収入等
562,500円

収 入
205,935,100円

事業費支出
33,401,278円

受託金収入等
169,416,973円

支 出

事務費支出
4,882,784円

収

入：205,935,100 円

支

出：195,696,244 円

借入金元金償還金支出
1,000,000円
積立預金積立支出
2,617,787円
その他の支出
6,837,203円

固定資産取得支出
472,500円
負担金支出等
368,536円
助成金支出
672,200円
貸付事業等支出
590,000円

195,696,244円

人件費支出
144,853,956円

差引残高： 10,238,856 円

貸 借 対 照 表
単位：円

資

産

の

部

負債・純資産の部

流動資産

２５, ２６６, １４７円

流動負債

１５, ０２７, ２９１円

固定資産

１５９, ６４８, ４８１円

固定負債

３１, ２１７, ５５４円

資産合計

１８４, ９１４, ６２８円

負債合計
基 本 金
基

４６, ２４４, ８４５円
１, １００, ０００円

金

４２, ８０７, ０２８円

国庫補助金等特別積立金

７７, ３００, １８６円

次期繰越活動収支差額

１７, ４６２, ５６９円

純資産合計

１３８, ６６９, ７８３円

負債・純資産合計

１８４, ９１４, ６２８円

⑦

ボランティア入門講座を開催しました
６月７日㈯、鶴沢公民館にて “ ボランティア入門講座 ” を開催しました。
地域で行われている “ ふれあいいきいきサロン ” や、ちゃばたけの子育てサ
ロン、なでしこげんきサロンの紹介を通して、サロンの担い手としてのボラ
ンティア活動の事例を紹介しました。
実際にサロンの場へ持っていくことができるようなお菓子作りも体験し、
参加者からは「初めてあった人とも打ち解けて楽しく活動できた」「今後の
参考になった」との感想をいただきました。
みなさんも、近所の方を誘って気軽なお茶飲み会から始めてみませんか？

こんな集まりやってっぞい
ふれあいいきいきサロン
福の神サロン （小神）
「小神地区でもサロンがあればいいのに」という地区の方たちで、
平成25年３月に “ 福の神サロン ” が立ち上げられました。
活動内容は運動推進員による体操のほか、童謡を歌ったり春には花
見会をしたりと、会員のみなさんでやりたいことを決めて活動してい
るとのことです。
隣近所の方に声をかけて、参加者が徐々に増えてきているようです。
今後の活動も楽しみですね♪
社協職員がお邪魔して、他地区のサロンにつ
いてお話をしてきました。みなさん真剣に聞
いてくださっています。

活動場所：小神下組集会所
活動日時：毎月１回（日程は相談） 13：30〜
人

数：１０名程度

うごかしてみっ会（小綱木）
地区のみなさんで声をかけあって、
25年12月から始まりました。
体操を中心に、お茶飲みなど毎回楽しく活動しています。参加者の方々
は、
「活動を始めてから体が軽くなった」「若い世代が多く、話してい
ると元気がもらえる」と笑顔で話してくださいました。
これからは日帰りの旅行なども検討しているとのことです。
サロン活動がますます楽しくなりそうですね !!
体操中のひとコマ。普段なかなかやる機会の
ない体操も、みんなでやるといっそう楽しい
ですね。

活動場所：仲田集会所
活動日時：第2・4火曜日 9：30〜
人
数：１０名程度

⑧

ご寄附
ありがとうございます

次の方々から多大なるご寄附をいただきました︒厚く
お礼を申し上げます︒
また︑亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し
上げます︒

タクシー利用券を給付します

▽飯 坂 三浦 利勝様
︵故 金次様︶

重度障がい者の方へ

寄 附

▽柏 崎 村上クラ子様
︵故 幹男様︶

裕一様

▽鶴 沢 菅野 益次様
︵故 ミエ様︶

▽静岡県藤枝市
寺島
︵故 圀義様︶

忠章様

仁様

▽千葉県習志野市
佐藤

▽中 島 松田
︵故 久様︶

均様

︵故 光孝様︶

▽小 島 菅野
︵故 陽一様︶

△ つちた歌謡さつき会様

一 般

▽東福沢・
山木屋広域交流絆会
会長 菅野 一男様
一〇︑
三七〇円

▽つちた歌謡さつき会
会主 土田 俊夫様

一七︑
五八七円

▽川俣町建設同業会
会長 香野 茂夫様

五〇︑
〇〇〇円

伸人様

邦明様

故人の遺志による寄附

▽大 作 広野
︵故 範雄様︶

▽羽 田 齋藤
︵故 徳衛様︶

▽鶴 沢 髙橋 友憲様
︵故 ミチ子様︶

△ 東福沢・山木屋広域交流交流絆会様

△ 川俣町建設同業会様

ひとり親家庭の方へ

食事券を給付します

■対象者 重度身体障がい者の方（身体障害者手帳
１種１級・１種２級をお持ちの方）

■対象者 18才未満の子どものいるひとり親家庭
及び父母のいない児童家庭で、川俣町ひとり親家

■給付券の数 １人６枚（１枚500円）
■申請方法 印鑑と障害者手帳を持参のうえ、川俣
町社協に用意されている用紙で申請
■受付期間
平成26年７月１日㈫〜12月25日㈭まで
■利用できる期間
平成27年３月31日㈫まで

庭医療費助成事業に該当する方、及び生活保護世
帯の方
■給付券の額 親子の人数に応じて（１人1,000円）
■申込方法 平成26年度交付のひとり親家庭医療
費の受給資格証又は、25年度の所得がわかる書類、
印鑑を持参のうえ、川俣町社協に用意されている
用紙で申請
■受付期間
平成26年９月１日㈪〜11月28日㈮まで
■利用できる期間
平成26年10月１日㈬〜12月31日㈬まで

