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この社協だよりは、みなさまの会費と赤い羽根共同募金が使われています。

編集・発行／社会福祉法人　富加町社会福祉協議会

「ストレッチ＆
　　脳トレ運動」

「スクエアステップ」マット
を使って、数種類の
ステップに挑戦しよう！

椅子に座って「ストレッチ」と
「筋力トレーニング」をしよう！

「踏み台昇降」しながら、
歌ったり、引き算をしたりしよう！

　4種類の器具を活用して、身体も脳もフル回転。
　やや息が上がる程度の運動に挑戦。

（９月・１２月・３月に実施予定）

貯筋教室　6月27日（火） 児童センター １２名参加

「バランススティック」の
上を歩こう！

だんだん幅が狭くなっているから
気をつけて。



2

◦会議の開催（理事会（5回）・評議員会（3回）・
監査（1回）・評議員選任解任委員会（1回））

◦会費の募集（一般会費・特別会費）
◦福祉団体助成（2団体）

法人運営事業

◦社協広報「ほっとほっと」発行（5回）
◦富加町社会福祉協議会だより発行（毎月）
◦ホームページ管理運営
◦町民まつりでの啓発事業

広報事業

◦児童センター事業（利用者　延べ6,394名）
◦放課後児童クラブ事業《定員80名》
　（利用者　延べ13,784名）

児童福祉事業

◦居宅介護支援計画作成（700件）
◦要介護認定更新申請代行（2件）
◦介護予防支援事業（9件）
◦要介護認定調査（11件）

介護保険事業

◦パワリハ教室（延べ747名）
◦筋力アップ教室（延べ389名）
◦いきいきトレーニング（延べ6,189名）
◦パワーリハビリテーション講習会
　（4回　42名）
◦貯筋教室（延べ395名）
◦お口の健口講座（6名）

介護予防事業

◦災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
　《講座》（28名）
◦調理ボランティア研修会（20名）
◦ボランティア一日体験（小学生　7名）
◦福祉施設・児童施設ボランティア体験
　（中学生　延べ14名）
◦ふれあいいきいきサロン普及（8地区）
◦ふれあいサロン・デモ（1地区）
◦登録ボランティア助成（7団体）
◦ボランティア活動保険加入（175名）

ボランティア推進事業

◦行旅人救済事業（0件）
◦生活福祉資金貸付事業（終了2件、貸付中1件）
◦日常生活自立支援事業（0件）
◦生活困窮者自立支援事業（2件）

生活支援事業

◦くらしのサポーター養成講座（4日間 13名）
◦くらしのサポーター検討会議
　（4回　延べ21名）
◦福祉委員・民生委員合同研修会（64名）
◦救急医療情報キット設置（169件）
◦福祉総合相談（7件）
◦無料法律相談（17件）
◦タブレット講座（17名）
◦ほっと一息講座（4回　延べ42名）
◦ふれあい会食会（4ヶ所　延べ99名）
◦買物支援事業（1名）
◦給食サービス（24回　延べ324食）
◦大掃除支援事業（2回　延べ23名）
◦福祉協力校指定事業（2校）
◦片親家庭激励事業（中学卒業時　5名）
◦放課後児童クラブ利用料助成（2名）
◦福祉機器貸出事業（車いす（30件）、
　車いす積載型車両（延べ74件））
◦事業協賛
　（ふれあいわくわくまつり、認知症カフェ）

地域福祉事業

※主な財源別に、「◦会費や共同募金配分金、
◦町や県社協からの補助金や受託金」となっ
ています。

平成28年度 事業報告・決算報告
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当期末支払資金残高（収入−支出）1,168,029円

収　　入 支　　出
会費収入 3,166,000 人件費支出 60,858,489
経常経費補助金収入 22,353,324 事業費支出 6,211,313
受託金収入 37,003,489 事務費支出 4,424,243
事業収入 1,438,700 助成金支出 661,000
受取利息配当金収入 4,497 固定資産取得支出 3,854,520
その他の収入 3,723,526 積立資産支出 614,919
基金積立資産取崩収入 4,065,000
積立資産取崩収入 4,037,120
前期末支払資金残高 2,000,857
合　計 77,792,513 合　計 76,624,484

資金収支計算書　（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日
（単位　円）

貸借対照表　平成29年3月31日現在
（単位　円）

資　産　の　部 負　債　の　部
流動資産 8,016,748 流動負債 6,848,719
　　現金預金 7,315,232 　　事業未払金 2,319,955
　　事業未収金 9,500 　　その他の未払金 4,181,623
　　未収金 14,700 　　預り金 5,399
　　貯蔵品 15,000 　　職員預り金 335,742
　　前払費用 662,316 　　前受金 6,000
固定資産 28,371,415 固定負債 8,561,577
　　基本財産 1,000,000 　　退職給付引当金 8,561,577
　　　定期預金 1,000,000 負債の部合計 15,410,296
　　その他の固定資産 27,371,415 純　資　産　の　部
　　　車両運搬具 1,119,568 基本金 1,000,000
　　　器具及び備品 4,290,834 　　基本金 1,000,000
　　　退職給付引当資産 6,474,550 基金 14,180,514
　　　福祉基金積立資産 14,180,514 　　福祉基金 14,180,514
　　　ボランティア活動積立資産 50,000 国庫補助金等特別積立金 882,454
　　　運営費積立資産 920,000 　　国庫補助金等特別積立金 882,454
　　　児童施設管理費積立資産 273,479 その他の積立金 1,243,479
　　　リサイクル預託金 62,470 　　ボランティア活動積立金 50,000

　　運営費積立金 920,000
　　児童施設管理費積立金 273,479
次期繰越活動増減差額 3,671,420
　　次期繰越活動増減差額 3,671,420
　　（うち当期活動増減差額） △652,571
純資産の部合計 20,977,867

資産の部合計 36,388,163 負債及び純資産の部合計 36,388,163
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福祉委員・民生児童委員
合同研修会

　自治会長、福祉委員、民生児童委員、
主任児童委員の方にご出席いただき、事業
などの説明をした後、地域ごとに「地域の
現状や課題」「普段感じている困りごと」な
どを話し合っていただきました。

その他にも、

無料法律相談
5月23日（火）　4名利用
　（8月・11月・2月に実施予定）

パワーリハビリテーション講習会
6月21日（水）　１４名参加
　（９月・１２月・３月に実施予定）

高齢者買物支援事業
6月26日（月）　１名参加
　（８月・１０月・１２月・２月に実施予定）

5月25日（木）【加治田・夕田地区】東公民館
39名参加

6月28日（水）
【大山・大平賀・川小牧地区】

西公民館
４５名参加

4月19日（水）　タウンホールとみか　57名参加

こんな事業を行いました！

１０月27日（金）
　【巾上・下滝田・井高・
　　上羽生・下羽生地区】
１１月29日（水）
　【駅前・高畑地区】

今後の予定

　本会では、住民の皆様からいただ
いたご意見・ご要望・ご提案をもとに、
今後の事業を検討・計画・実施して
いきたいと考えておりますので、お気
づきの点などがございましたら、ぜひ
お聞かせください。

4月・5月・6月編（毎月行っている事業は省略しています。）

ふれあい会食会
　ボランティアさんの手作り弁当を
おしゃべりしながら美味しくいただ
いた後、歌謡ショーを楽しみました。
　この事業は、各地域の民生児童
委員、調理ボランティア、町の栄
養士・保健師の方々にご協力いた
だいております。
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社会福祉協議会が年間を通じて
継続的に実施している事業を紹介します! !

❶救急情報シートを記入し、容器に入れます。
❷容器を冷蔵庫で保管します。
❸容器が入っていることを示すため、冷蔵庫にマグネッ
トシールを貼ります。

❹玄関ドアの内側にシールを貼ります。（悪質な業者に
利用されないため、必ず内側
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に貼ります。）

事業紹介①救急医療情報キット配布事業
　援助が必要な方（独居高齢者・高齢者世帯・昼間独居高齢者・障がい者など）を対象に「救急医療
情報キット」を配布しています。
　このキットは、緊急時（自宅や屋外で倒れた場合など）に、救急隊員や近所の方が、必要な情報（持
病やかかりつけ医、連絡先など）を得て、必要な援助活動を行うことができるようにするものです。（可
茂消防事務組合との間で協定を結んでいます。）
　希望される方は、各地区の民生委員、各自治会の福
祉委員、または富加町社会福祉協議会（担当：足立正孝）
までお声かけください。

事業紹介②福祉機器貸出事業「車いす」
　介護者の負担軽減と対象者の自立をサポートする目的で、車いすの貸出事業を
行っています。種類（介助用・自走用）や数に限りがあり、ご要望に添えない場合
もありますので、事前にお電話にてご確認ください。

対 象 者

富加町在住で、
①歩行に不安のある高齢者や障がい者
（原則、介護保険の要介護認定で要介護 2以上の方は除きます。）
②ケガ等により一時的に歩行が困難な方

貸出期間 6 ヶ月（延長可能）　※数日間の貸し出しも可能です。（法事、旅行、通院　など）

利 用 料 無料　※不適切な使用などで故意に破損させた場合、修理代をいただきます。
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〒501-3305  加茂郡富加町滝田1381番地1
社会福祉法人富加町社会福祉協議会 事務局
電話番号 0574-54-1312
富加町ボランティア住民活動支援センター 
電話番号 0574-55-0066
FAX番号 0574-55-0068 （共通です）
ホームページ　http://tomikasyakyo.or.jp/

事業の申し込み、ご相談はこちらまで

介護保険（ケアプラン作成）に関するご相談はこちらまで
〒501-3304  加茂郡富加町高畑735番地
富加町居宅介護支援事業所
電話番号 0574-54-1313
FAX番号 0574-54-1366

あたたかい心、
ありがとうございます。

・20,000円…………………………… 匿名
・車いす（身障自走用）………… 石原加代…様
・タオル、石けん………下滝田女性の会…様
・切手シート帳（未使用切手）……… 匿名
・官製はがき10枚（未使用）… ……… 匿名
・スクラップブッキング用ダイカット
　……………………………………… 匿名

※ 紙に模 様を
つ け た り、
切り抜 いた
りできます。

　福祉委員は、地域の問題を把握し、民生委員と協力して地域の問題を解決する役割の担い手として、各自治
会で活動していただいております。

今後の予定（8月〜9月）
事前の申し込みが必要となります。
詳しくは各戸配布されるチラシ等をご覧ください。

【住民対象】
◦無料法律相談
　8月22日（火）13時〜16時　タウンホールとみか
【65歳以上対象】
◦買物支援事業
　8月1日（火）、4日（金）10時〜12時、13時半〜15時半
◦パワーリハビリテーション講習会
　9月20日（水）13時半〜15時半　いきいきトレーニングプラザ
◦貯筋教室
　9月27日（水）14時〜15時半　いきいきトレーニングプラザ
◦お盆大掃除支援事業
　8月1日（火）〜10日（木）
※対象者に個別案内いたします。

自治会名 氏　名 自治会名 氏　名 自治会名 氏　名
巾　　　上 的場　元重

駅前(本宮町)
堀部　健治 長　　　峰 足立　典生

下　滝　田

多治見直美 亀山　一成 栃　　　洞 杉山　誠司
金竹　清治 駅前 (旭町 ) 佐藤　富子 片　　　町 土屋　　等
伊佐治幸三 駅前 (栄町 ) 堀畑　清孝 新　　　町 松本　吉弘
塚原　　浩 駅前 (本町 ) 足立　和彦 上　　　町 只隈　康弘

井　　　高 三輪　伸也 駅前(南本町) 早川　　覚 中　　　町 酒向　嘉彦

上　羽　生

大竹　　稔 大　　　　山 織部　晴司 下　　　町 河合　文彦
石原八重子 吉田　　桂 絹　　　丸 庄司　隆章
河合やち子 高　　　　畑 生駒　一成 川　小　牧 佐藤　　努
長尾　和夫 多治見京子 加治田住宅 野島　教子

下　羽　生

井戸　輝夫 高 畑 住 宅 長尾　千鶴
井戸　義行 夕　　　　田 浅野　一美
井戸　豊子 本　　　　郷 粥川　繁樹
井戸　久子 町　　　　屋 石川　智広
木澤　素子 老　　　　梅 新美　恵美

平成29年度　あなたの地域の福祉委員

（敬称略）
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