
と み か 社 協 だ よ り

と み か
社 協 だ よ り 2018年7月2018年7月

116No.116No.

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

〜ふれあい会食会〜

天神堂
宜光 氏

コール
とみか

10/26
巾上・下滝田・井高
上羽生・下羽生 地区
11/30
駅前・高畑 地区

予定しています!!

6/22

5/25
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◦会議の開催（理事会（4回）・評議員会（4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）

◦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
◦第７回富加町社会福祉大会
　（表彰：1団体、3施設、27名）
◦町民まつりでの啓発事業
　（社協クイズ、移動児童館）

◦児童センター事業（延べ4,801名）
◦放課後児童クラブ事業《定員80名》
　（延べ13,147名）

◦居宅介護支援計画作成（681件）
◦要介護認定更新申請代行（１件）

◦パワリハ教室（延べ1,552名）
◦いきいきトレーニング（延べ6,053名）
◦パワーリハビリテーション講習会（4回  50名）
◦お口の健康講座（3名）

◦災害ボランティアセンター立ち上げ訓練（職員
訓練２回）

◦調理ボランティア研修会（14名）
◦ボランティア一日体験（小学生12名）
◦福祉施設ボランティア体験（中学生4名）
◦児童施設ボランティア体験（中学生11名）
◦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（160名）
◦ふれあいいきいきサロン普及（9地区）

◦生活福祉資金貸付事業（貸付中2件）
◦日常生活自立支援事業（2件）

◦生活支援ボランティアセンター立ち上げ・運営
　（くらしのサポーター：登録45名）
　（サポーター活動状況：定例会11回（延べ75名）
　活動実績27件（延べ83名））
　（利用者状況：事前調査27件（延べ17名）
　支援27件（延べ10名））
◦福祉委員・民生委員合同研修会（57名）
◦救急医療情報キット設置（172件）
◦福祉総合相談（5件）
◦無料法律相談（19件）
◦ふれあい会食会（4ヶ所　延べ180名）
◦貯筋教室（4回　延べ41名）
◦男の料理教室（3名）
◦買物支援事業（5回　延べ15名）
◦給食サービス（24回　延べ244名）
　（協力ボランティア：延べ126名）
◦大掃除支援事業（2回　21名）
◦片親家庭激励事業（6名）
◦放課後児童クラブ利用料助成（2名）
◦福祉協力校指定事業（2校）
◦福祉機器貸出事業（車いす（52件）、車いす積

載型車両（47件））
◦事業協賛（ふれあいわくわくまつり、認知症カ

フェ（2回））
※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29年度 事業報告・決算報告

法人運営事業

広報事業

地域福祉事業

生活支援事業

ボランティア推進事業

介護予防事業

介護保険事業

児童福祉事業

◦筋力トレーニング（延べ517名）
◦トレーニング機器取扱講習会（9回　157名）

中高年筋力トレーニング事業



3

当期末支払資金残高（収入−支出）1,812,396円

収　　入 支　　出
会費収入 3,152,000 人件費支出 53,649,052
寄附金収入 68,598 事業費支出 7,063,730
経常経費補助金収入 24,966,081 事務費支出 4,489,580
受託金収入 37,683,163 助成金支出 675,000
事業収入 1,497,600 固定資産取得支出 184,800
受取利息配当金収入 1,468 基金積立資産支出 50,000
その他の収入 51,798 積立資産支出 770,362
積立資産取崩収入 106,183
前期末支払資金残高 1,168,029
合　計 68,694,920 合　計 66,882,524

資金収支計算書　（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日
（単位　円）

貸借対照表　平成30年3月31日現在
（単位　円）

資　産　の　部 負　債　の　部
流動資産 9,674,335 流動負債 8,687,221
　　現金預金 8,872,863 　　事業未払金 2,641,255
　　事業未収金 4,682 　　その他の未払金 4,593,123
　　未収金 11,100 　　預り金 3,458
　　貯蔵品 15,000 　　職員預り金 617,853
　　前払費用 770,690 　　前受金 6,250
固定資産 28,233,622 　　賞与引当金 825,282
　　基本財産 1,000,000 固定負債 9,691,460
　　　定期預金 1,000,000 　　退職給付引当金 9,691,460
　　その他の固定資産 27,233,622 負債の部合計 18,378,681
　　　車両運搬具 1,063,500 純　資　産　の　部
　　　器具及び備品 3,494,930 基本金 1,000,000
　　　退職給付引当資産 6,958,210 　　基本金 1,000,000
　　　福祉基金積立資産 14,230,514 基金 14,230,514
　　　ボランティア活動積立資産 50,000 　　福祉基金 14,230,514
　　　運営費積立資産 1,020,000 国庫補助金等特別積立金 744,528
　　　児童施設管理費積立資産 353,998 　　国庫補助金等特別積立金 744,528
　　　リサイクル預託金 62,470 その他の積立金 1,423,998

　　ボランティア活動積立金 50,000
　　運営費積立金 1,020,000
　　児童施設管理費積立金 353,998
次期繰越活動増減差額 2,130,236
　　次期繰越活動増減差額 2,130,236
　　（うち当期活動増減差額） △1,360,665
純資産の部合計 19,529,276

資産の部合計 37,907,957 負債及び純資産の部合計 37,907,957
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　福祉委員は、各自治会において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
手として活動していただいております。

自治会名 氏　名 自治会名 氏　名 自治会名 氏　名
巾　　　上 森　正文

駅前(本宮町)
藤井　恭三 長　　　峰 酒井　一弘

下　滝　田

金竹　清治 酒向　正美 栃　　　洞 酒向　杉雄
梅村　和義 駅前 (旭町 ) 佐藤　富子 片　　　町 吉田　　研
北村　　清 駅前 (栄町 ) 朝日　博文 新　　　町 渡邉　正史
髙井　　円 駅前 (本町 ) 足立　和彦 上　　　町 只隈　康弘

井　　　高 森　　和美 駅前(南本町) 丹羽　正義 中　　　町 酒向　英夫

上　羽　生

大竹　　稔 大　　　　山 織部　　隆 下　　　町 河合　文彦
石原八重子 安田　　彰 絹　　　丸 石原　　茂
河合やち子 高　　　　畑 長尾　金広 川　小　牧 佐藤　　努
長尾　和夫 梅村　弥生 加治田住宅 水谷　由美

下　羽　生

井戸　輝夫 高 畑 住 宅 長尾　千鶴
井戸　義行 夕　　　　田 村山　茂基
井戸　豊子 本　　　　郷 西村　利雄
井戸　久子 町　　　　屋 多田　順三
木澤　素子 老　　　　梅 新美　恵美

平成30年度　あなたの地域の福祉委員

平成３０年度　保育士試験合格者のための研修
◦保育士に合格したけれど、実務経験がない方
◦保育園等での就職前に、現場ですぐに役立つ
　実践力を身につけたい方

　そんな方を対象に、実践研修を実施します！
　ぜひ、この機会にご参加ください。

対　象：保育士試験合格者で保育園等での就職を
　　　　希望されている方
　　　　※前期・後期の２日間コースとなります。
　　　　 （どちらか一方の参加も可）

参加費：無料

地区 日にち 会　場

岐阜
 9 月20日（木） ひきえ子ども園（岐阜市）
 9 月25日（火） 蘇原保育所（各務原市）
 9 月27日（木） 岐南さくら保育園（岐南町）

中濃  9 月26日（水） 古井第一保育園（美濃加茂市）
東農 10月 2 日（火） さくら保育園（中津川市）

 9：00～ 受付
 9：30～ 講義【保育園基礎研修】新保育指針や
 最新の保育事業【職業能力基礎】園長先生より
10：15～ 実技【実践研修】各クラスに分かれての保育実習
12：00～ ふり返り、質疑応答、求職登録、個別相談等
 （希望者）

12：00～ 受付
12：30～ 講義【保育基礎研修】新保育園指針や最新の
 保育事業【職業能力基礎研修】園長先生より
13：30～ 実技【実践研修】遊び等子どもと関わる
15：00～ ふり返り、質疑応答、求職登録、個別相談等
 （希望者）

　申し込み方法、不明点、ご質問等お気軽にお問い合
わせください。
　この研修は岐阜県の委託を受け岐阜県保育研究協議
会が開催しております。

岐阜県保育研究協議会　事務局（森）
　〒500-8385
　岐阜市下奈良2-2-1　岐阜県福祉農業会館3階
　TEL　058-273-1111（内線2517）
　FAX　058-275-4888

無料託児あり

問
い
合
わ
せ
先

前期日程

地区 日にち 会　場

岐阜
 1 月29日（火） ひきえ子ども園（岐阜市）
 2 月 7 日（木） 蘇原保育所（各務原市）
 1 月30日（水） 岐南さくら保育園（岐南町）

中濃  2 月 6 日（水） 古井第一保育園（美濃加茂市）
東農  2 月 5 日（火） 坂本さくら保育園（中津川市）

（敬称略）

後期日程
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　くらしの中で困っていることと地域にあるサ
ービスを繋げたり、新たなサービスを開拓した
り創ったりする仕事をしていきます。こんな事
に困っている、こんなサービスがあったらいい
なぁ、こんな事やっています。などご意見や情
報をお寄せください。
　また、現在 生活支援コーディネーターがい
ろんな場所に訪問して情報収集をしておりま
す。訪問した際にはお気軽にお声かけください。

生活支援サービス体制整備事業が始まりました。

皆様からお寄せいただいた使用済み切手を、規格サイズにカット、仕分けしていただける
方を募集しています。在宅での作業が可能です。興味のある方はご連絡ください。

使用済み切手の仕分けボランティアを募集しています。

 

　ご家族などにやっていただけることや、車に乗せて移動することはお受け
できませんが、1時間以内にできる「ちょっとしたお手伝い（例えば、ゴミ捨て
や話し相手、草取り、掃除）」をお手伝いしています。

対　象：富加町内にお住まいの65歳以上の方
利用料：原則、無料（実費負担あり）

　必ず事前調査をさせていただきます。調査の結果、お断りする場合もありますので、
ご了承ください。
　現在、「ゴミ捨て」と「話し相手」の活動を継続的に行っています。
　活動内容は相談に応じますので、「ちょっと困っている」と感じてみえる方は
まずお電話にてご確認ください。

くらしのサポーターは、こんなお手伝いをします。

　生活支援ボランティア（くらしの
サポーター）に興味のある方はもち
ろん、「この話、聞いてみたいなぁ」
と思われる方、一日しか参加できな
い方でもO.K.です。
　ぜひご参加ください。

「生活支援ボランティア養成講座」を行います。

「生活支援コーディネーター 
兼 結婚相談員」として勤務して
おります、森浩美です。
このたび、居宅介護支援事業所
より異動してまいりました。

よろしくお願いいたします。

会場：高齢者活動センター

日　程 内　容

1日目
10/3（水）

13:30～15:50

◦生活支援活動について
◦介護保険制度について
◦障がい者福祉制度について

2日目
10/9（火）

13:30～16:30

◦障がい者の心理・接し方
◦高齢者の心理・接し方（傾聴も含む）
◦介護技術（演習）

3日目
10/22（月）

13:30～15:40
◦実践発表（近隣で活動している団体）
◦これからの活動
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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（代）
電話番号 0574-54-1313
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

あたたかい心、
ありがとうございます。

・葉書（未使用）………………… 酒向英夫 様
・タオル………………… 下滝田女性の会 様
　長年にわたり、タオルや石鹸を寄付してい
ただいております。今年いただいたタオルは、
児童センターと放課後児童クラブで活用させ
ていただきます。
・14,820円
　………… 富加町グラウンドゴルフ協会 様
　今年も、昨年度1年間にグラウンドゴルフ
でホールインワンを出された方からいただい
た「ホールインワン寄付金」を届けてください
ました。

今後の予定（8月〜10月）
【40歳以上対象】
◦トレーニング機器取扱講習会
　8月8日（水）　　19時半～20時半
　9月9日（日）　　　9時半～10時半
　10月10日（水）　19時半～20時半
　いきいきトレーニングプラザ
【65歳以上対象】
◦ふれあい会食会 （巾上・下滝田・井高・上羽生・下羽生地区）
　10月26日（金）11時～3時　タウンホールとみか
◦パワーリハビリテーション講習会
　9月19日（水）13時半～15時半　いきいきトレーニングプラザ
◦高齢者買物支援事業（町内商店への送迎）
　8月2日（木）、6日（月）、7日（火）　10時～12時
　10月11日（木）、12日（金）、16日（火）　10時～12時

富加町居宅介護支援事業所の電話番号（0574-54-1313）は、富加町社会福祉協議会事務局の電話番
号となりました。なお、FAX番号（0574-54-1366）は廃止とさせていただきました。

富加町居宅介護支援事業所
業務終了のお知らせ

　富加町居宅介護支援事業所は、富加町高畑に事業所
を構え、長年介護保険のケアプランを作成する業務を
行ってまいりました。厳しい経営状態ではございまし
たが、富加町内にケアプランを作成する事業所が少な
いということから、富加町デイサービスセンター閉鎖後
も富加町より委託を受け事業を進めてまいりました。
　今年４月、富加町内に新たな居宅介護支援事業所が
開所したことを受け、本事業所を閉鎖することとなり、
7月をもって全ての業務を終了させていただきます。
　利用者の皆様には、事業所の閉鎖、他事業所への引
き継ぎ等に関して、ご理解をいただきましたこと、深
く感謝申し上げます。
　長年に渡りご愛顧いただき、誠にありがとうござい
ました。

富加町社会福祉協議会　会長　櫻山　一倉

相談日（8月～10月）
◦無料法律相談
　8月21日(火)　13時～16時　（1枠30分）
　タウンホールとみか　※事前申込みが必要です。
◦土曜の結婚相談日　
　8月18日(土）　9月15日(土）　10月20日(土）
　9時～17時(相談受付は16時まで）
　児童センター　※平日も相談をお受けしています。

　【住民対象】
◦男の料理教室
　９月１２日（水）　１０月１７日（水）
　※内容、時間、会場は決まり次第、ご案内いたします。

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。


