川俣町

デイサービスの利用について
●利用できる方
介護保険の認定を受けていない60歳以上の
ひとり暮らし（日中ひとり暮らしの方も含む）、
または高齢者のみの世帯の方
●場 所
川俣町老人福祉センター「いきいき荘」
●利用できる日
㈫、㈬、㈭のいずれかの曜日
ひとり週１～２回
●時 間
午前10時～午後３時
●料 金
ひとり１回800円（利用料、昼食代等）
●主な内容
健康チェック、ハイキング等の外出、趣味の
活動（書道、カラオケなど）、入浴 ほか
●送 迎
指定のあった自宅近くの場所まで送迎
●問い合わせ
川俣町役場（保健福祉課）☎566－2111
川俣町社会福祉協議会
☎565－3761

主 な 内 容
●会長あいさつ、平成28年度予算・事業計画

2〜3Ｐ

●平成27年度事業報告

4〜5Ｐ

●平成27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

平成28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

235,967千円

共同募金配分事業
2,644千円

ケアマネージャー事業
12,382千円

すみよし保育園受託事業
145,961千円

平成28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。

ごあいさつ
片 寄 隆 臣

デイサービス事業
4,254千円

支 出

川俣町社会福祉協議会
会長

みなさまからご協力いただいた会費は、社会福祉協議会が行う
地域福祉事業に活用させていただきます。

日ごとに暑さが増してきましたが、町民の皆様

共同募金配分金収入
1,955千円

方におかれましては、お元気でお過ごしのことと
思っております。
川俣町社会福祉協議会は、私たちが暮らしてい
る地域を「住みよい地域、幸せな地域」とするた
め各種地域福祉事業を行っております。その事業
実施には多くの町民の方・ボランティア団体・各
種団体の方々のご協力をいただいており、心より
感謝申し上げます。
本会は町が平成二十六年度に策定した川俣町地
域福祉計画に基づき、
「誰もが笑顔で元気に暮ら
せ る ま ち か わ ま た 」 を キ ャ ッ チ フ レ ー ズ に 掲 げ、
⑴地域を支える人づくり、⑵誰もがつながりあう
仕組みづくり、⑶誰もが安心して暮らせる環境づ
くり、⑷地域福祉を推進する連携の体制づくりの
四つを基本目標に定め、今後十年間、地域福祉活
動計画を推進して参ります。
現在、川俣町民が置かれている環境は、少子高

社会福祉協議会運営事業
26,883千円
市町村
補助金収入
34,769千円

ホームヘルパー事業
7,089千円
受託金収入
25,855千円

235,967千円

貸付事業収入
1,100千円

老人福祉センター運営事業
18,721千円

収 入

介護保険事業収入
12,381千円
老人福祉事業収入
528千円
保育事業収入
139,381千円

齢化の問題をはじめ、山木屋地区の避難解除の問
題、経済の低迷と厳しく、それらの課題を乗り越
えるためにも町民が一丸となって頑張っていかな
ければなりません。
明るいまちづくりに今後とも皆様方のご協力の
ほどよろしくお願い申し上げ、挨拶といたします。

平成28年度予算

その他の収入 716千円

障害福祉サービス等事業収入 2,478千円

基金積立資産取崩収入 11,059千円

会費収入 4,545千円

寄附金収入 1,200千円

生活福祉（避難者支援）事業
18,033千円

③

平成

年度

事業計画

児童および青少年福祉対策

○老人クラブ、母子会、身体障がい者福祉会、遺族

福祉団体等への協力・育成

会、手をつなぐ親の会への助成金の交付

○一人親家庭への食事券給付

○民生委員協議会の運営

○一人親家庭への入学祝金支給
○親子ふれあい映画会

○学校への講師派遣

各種募金活動と歳末たすけあい事業等の実施

○社協ホームページの定期更新

○「社協だより」等の発行

広報活動

○福祉ニーズや課題の把握

○各種団体との地域ネットワークづくり

○町内遊具の点検・整備

障がい者福祉対策
○重度身体障がい者へのタクシー券給付

○障がい者ホームヘルパー派遣

○生活援助資金貸付事業

○障がい者理解の啓発

○高額療養費・出産資金貸付事業
○生活困窮者支援制度に関する対応
○心配ごと相談所の開設、弁護士相談会

○赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金

○ボランティアセンターの運営・強化
○ボランティア団体への協力・支援

○歳末たすけあい事業の実施

○防災組織との関係づくりの強化

○居宅介護支援事業所の運営

○組織体制の強化、職員の資質向上

○社協会員加入の促進

福祉基金の造成と充実運用

すみよし保育園の受託運営

○仮設住宅、借り上げ住宅等のサロンの開催

○町外からの避難者に対する支援

○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

○各種ボランティア講座の開催
（ジュニア、傾聴、災害

○高齢者支援システムづくり事業

○避難所体制の整備

等）

○生きがいデイサービスの運営

○ボランティア受入施設、団体との情報交換会の開
催・連携の強化

（ふれあい相談員の配置）

○川俣町・県北地区防災訓練への協力（新規）

防災体制の充実

○老人福祉センターの運営

○災害見舞金の支給

○ふれあい・いきいきサロンの普及啓発・支援
○高齢者配食サービス助成事業
○日常生活自立支援事業（あんしんサポート）
○ヘルパー利用助成金事業

介護保険利用者への支援

○福祉バスの運行

○介護者激励金の支給

○ふれあい健康保持事業

○一人ぐらし高齢者の会食交流会（新規）

○一人ぐらし高齢者のつどい

○自立支援ホームヘルパー派遣

高齢者福祉対策

ボランティア活動の推進

○生活福祉資金貸付事業

生活援護事業

28

④

平成

年度

事業報告
生活援護事業
◯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
◦心配ごと相談
◦弁護士相談

高齢者福祉対策

８件
１件
８件
８件

◯ふれあいいきいきサロンの普及・啓発
◦サロンへの助成金
助成数 件
◦サロン交流会の実施
参加者 名
○高齢者配食サービス事業
登録者 名
○日常生活自立支援事業（あんしんサポート）
利用者３名
対象者２名
○ヘルパー利用助成金事業

児童および青少年福祉対策
○一人親家庭への食事券給付
○一人親家庭への入学祝金支給
○親子ふれあい映画会
○町内遊具の点検・整備

障がい者福祉対策

給付件数 件
支給件数８件
来場者 名
１カ所

○障がい者ホームヘルパーの派遣
利用者
○重度身体障がい者へのタクシー券給付

名

給付者 名

傾聴ボランティア講座

ボランティア活動の推進
○ボランティアセンターの運営
◦ボランティアセンター登録数
19

◯生きがいデイサービスの運営
◯自立支援ホームヘルパーの派遣
◯一人ぐらし高齢者のつどい
◯一人ぐらし高齢者の健康料理教室
◯ふれあい健康保持事業
◯介護者リフレッシュのつどい

利用者 名
利用者 名
参加者 名
参加者４名
助成数 名
参加者６名
名
対象者

名

◯介護者激励金の支給
◯高齢者支援システムづくり事業

利用者
利用者

ふれあい相談員の配置
◯老人福祉センターの運営
◯福祉バスの運行

延７，
５９６名
延１，
６９８名
（ 回運行）

ふれあい相談員研修

14 31 298
32

69
10
30

16

197
85

36
団体
個人
◦ボランティア交流会
参加者 名
○各種ボランティア講座の開催
◦傾聴ボランティア講座
参加者 延 名（全３回）
◦ジュニアボランティア講座
参加者 延 名（全４回）
◦ボランティア入門講座
参加者 名
16

45

54

67 17 19
60

549

27

⑤

すみよし保育園のすこやかな保育活動

赤い羽根共同募金運動（街頭募金）

◦災害ボランティア講座

福祉団体等への協力・育成

参加者 名

３回

延１，００９件
延 件

◯老人クラブ、母子会、身体障がい者福祉会、遺族会、
手をつなぐ親の会への助成金の交付
◯民生委員協議会の運営
◯学校への講師派遣
３回
◯福祉ニーズや課題の把握
◦住民座談会の開催
１回

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

広報活動の充実
○社協だよりの発行
○ホームページの作成・更新

１，９４３，２７９円

各種募金活動と歳末たすけあい配分事業等の実施
○共同募金活動の実施
◦共同募金実績
◦歳末たすけあい募金実績

１，１５４，３７９円
○歳末たすけあい事業の実施
名
（要援護世帯への見舞金交付）

生活支援相談員の配置

○山木屋地区避難世帯への訪問
○町外からの避難世帯への訪問
○避難者サロンの開催
◦仮設住宅でのサロン
◦借上げ住宅のサロン
◦浪江町民サロン

すみよし保育園の受託運営

○平成二十八年三月末入所園児数

回
回
５回

名

件
１，０３８，７７７円

福祉基金の造成と充実運用

○寄附件数

○会費納入実績
◦一般会員会費
◦特別会員会費

12 23

143

３，２８４，０００円
１，２２５，０００円

34

避難者サロンの開催
（山木屋・浪江合同クリスマス会）

20

125
601

⑥

平成27年度決算
※グラフ内の数字は千円単位に切捨しているため
合計額と差異が生じる。

前期末支払資金残高 11,604千円
会費収入 4,509千円

その他の収入
1,277千円

寄附金収入 1,038千円

障害福祉サービス等
事業収入
2,644千円

市町村
補助金収入
30,207千円

共同募金配分金収入 2,267千円
受託金収入 16,151千円

収 入

貸付事業収入 411千円
介護保険事業収入 12,789千円

216,423千円

老人福祉事業収入
534千円
社会福祉協議会運営事業 26,038千円

保育事業収入 132,986千円

老人福祉センター運営事業
11,683千円
ホームヘルパー事業 7,743千円
デイサービス事業 3,654千円

支 出

収

入：216,423,327円

支

出：206,836,505円

差引残高：

共同募金配分事業 2,272千円

206,836千円

ケアマネージャー事業
12,148千円
生活福祉（避難者支援）事業
10,281千円

すみよし保育園受託事業
133,014千円

9,586,822円

差引残高については平成28年度の
各事業にあてることとしています。

平成27年度
資

産

の

貸 借 対 照 表

部

負債・純資産の部

流動資産

２５, ４０７, ０１１円

流動負債

２４, ９３１, １８９円

固定資産

１６６, ０６６, ４０２円

固定負債

４４, ４７６, ５５６円

資産合計

１９１, ４７３, ４１３円

負債合計
基
基

本

６９, ４０７, ７４５円

金

１, １００, ０００円

金

４５, ６３３, ５５５円

国庫補助金等特別積立金

７３, ８９６, ３７５円

次期繰越活動収支差額

１, ４３５, ７３８円

純資産合計

１２２, ０６５, ６６８円

負債・純資産合計

１９１, ４７３, ４１３円

⑦

ープ設立！
ル
グ
ア
ィ
テ
ン
新規ボラ
傾聴ボランティア あゆみ
平成27年度の傾聴ボランティア講座を受講した皆さんにより、町内で３

つ目となる傾聴ボランティアグループが立ち上がりました。毎月第３火曜日
に、なでしこ川俣で活動しています。最初はボランティアさんも緊張した様
子でしたが、回を重ねるごとに活動が楽しくなってきているそうです。

ありがとうボランティア
広瀬カラオケ愛好会による
いきいき荘の花壇整備

いきいき荘を利用している
「広瀬カラオケ愛好会」、および
山木屋小学校児童が、いきいき
荘の花壇に花を植えるボランテ
ィア活動を行いました。施設を
利用する皆さんに花を見て楽し
んでいただけるよう、広瀬カラ
オケ愛好会の皆さんも山木屋小
の皆さんも、暑いなか一生懸命
取り組んでくれました。

山木屋小学校による
緑の少年団活動

来てみっせ！ふれあいいきいきサロン
地域から孤独・孤立をなくし、いきいきとした生活を送るため、おしゃべりや
様々な活動を楽しむ「ふれあいいきいきサロン」を始めてみませんか？
社会福祉協議会や地域包括支援センターが立ち上げをお手伝いします。
）

ら（福沢
く
さ

運 動 推 進 員 さ ん を 中 心 に、
４月から新たに立ち上がった
サロンです。人数も多く、お
しゃべりに華が咲きました。

男性の参加が多く、大変和
やかなサロンです。季節の行
事をはじめ、様々な活動を行
っています。

）

ブ（秋山

ラ
上東夢ク

社会福祉協議会では、ボランティアセンター情報をはじめ各種のお知らせをＨＰで紹介しています。

http://kawamata-shakyo.or.jp/
事業の実施報告なども掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

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。

故人の遺志による寄附

介護保険非該当の高齢者などに対し、
日常生活用品等の貸出を行っています。
利用を希望される方は、社協にご相談
下さい。

▽小 島 佐藤マサイ 様
（故 文男 様）

を貸出しています

どうぞ、皆さん
ご利用ください。

（特殊寝台・エアーパッド・車いす）

▽小綱木 香野
一 様
（故 ミツ子 様）

▽羽 田 羽生 智弘 様
（故 テル子 様）

一 般 寄 附

▽大成・東急・りんかい日産・
村本 特定建設工事共同
企業体

平成二十六年度 飯舘村
除染工事 その一 作業所
作業所長 清水 義男 様

（車いす三台）

日常生活用品等

△ 大成・東急・りんかい日産・村本 特定建設工事共同企業体 様

重度障がい者の方へ

タクシー利用券を給付します

■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）
■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28年７月１日㈮～12月26日㈪まで
■利用できる期間

平成29年３月31日㈮まで

配食（弁当宅配）サービスを
利用してみませんか

ホームヘルパー

はしもと

橋本

あや こ

綾子

支援を必要とされている町民のみ
なさまが健康で笑顔ある毎日を過ご
せますように、思いやりの気持ちを
忘れず、明るく元気に精一杯頑張っていきたいと思
います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

生活支援相談員

わたなべ

渡邊

とも え

知恵

６月より、生活支援相談員となり
ました。未熟な私ですが、個々の方
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、気軽にお声かけくださいね！どうぞ
よろしくお願いいたします。

社会福祉協議会では高齢者のみの世帯への配

食サービスを行っています。
■内 容 新川による弁当（650円）の宅配

■利 用 自己負担金額450円を新川に支払う。
※弁当代との差額200円については社協が負
担します。詳しくは社会福祉協議会までご
相談ください（☎５６５－３７６１）。

登録ヘルパー随時募集中

ホームヘルパー2級以上、および普通自動車免許を
お持ちの方
●詳しくは社会福祉協議会（☎565−3761）まで
お問い合わせください。

