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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

『いきいきトレーニングプラザ』の
事業が変わりました。

職員が定期的に消毒作業を行っていますが、万全を期すため、
利用者の皆さまにもご協力をお願いしています。

【いきいきトレーニング（65歳以上）】
7月1日～開始
三密を避けるため、実施方法を変更して実施
しています。利用には「いきいきトレーニング
登録証」が必要です。

【パワリハ教室（65歳以上）】
今年度、休止

【富加町筋力トレーニング（30歳以上）】
今年度、休止

★完全予約制
初回のみ電話でご予約ください。
初回利用日に2回目のご予約を
受け付けます。

★時間を区切り、一日4枠
　（1枠：定員8名）

1  9：00～10：15
2 10：30～11：45
3 13：00～14：15

　（送迎あり）
4 14：45～16：00

変更点
ご予約・お問い合わせ
いきいきトレーニングプラザ（電話54-2166）
【受付時間9：00～16：00】
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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。

◦関市豪雨災害の体験を聞く会（47名）

◦調理ボランティア研修会（13名）

◦簡単なお弁当づくり（4名）

◦夏休みボランティア体験《小・中学生》（延べ28名）

◦登録ボランティア団体への助成（10団体）

◦ボランティア活動保険加入（190名）

◦ふれあい・いきいきサロン（9地区、延べ1,372名）

◦くらしのサポーターフォローアップ研修（16名）

◦くらしのサポートセンターの運営
　（活動：21件　定例会：10回）

◦生活支援体制整備事業
　（訪問活動、とみか生活便利帳の発行）

◦福祉委員・民生委員合同研修会（59名）

◦救急医療情報キット設置（210件）

◦福祉総合相談（26件）

◦無料法律相談（延べ17件）

◦結婚相談事業（相談：延べ218件）

◦ふれあい会食会（4カ所　112名）
　〈協力ボランティア：延べ41名〉

◦高齢者移動支援事業（75日　延べ126名）

◦高齢者買物支援事業（6日　延べ12名）

◦給食サービス事業（24回　延べ449名）
　〈協力ボランティア：延べ139名〉

◦大掃除支援事業（2回　延べ16名）

◦中学卒業生徒激励事業（10名）

◦放課後児童クラブ利用料助成（1名）

◦福祉協力校指定事業（2校）

◦福祉機器貸出事業《車いす》（延べ67件）

◦福祉機器貸出事業《車いす積載型車両》
　（延べ37件）

◦物品貸出事業（2件）

◦事業協賛・協力
　（認知症ふれあいカフェ、うちわの会）

平成31年度（2019年度） 事業報告・決算
地域福祉事業

ボランティア推進事業

◦生活福祉資金貸付事業
　（新規2件、終了1件、継続4件）

◦日常生活自立支援事業
　（新規1件、終了1件、継続1件）

◦生活困窮者自立支援事業
　（新規2件、終了4件、継続1件）

自立支援事業

◦富加町筋力トレーニング（延べ1,217名）
◦トレーニング機器取扱講習会（11回　73名）

筋力トレーニング事業

◦パワリハ教室（延べ1,494名）
◦いきいきトレーニング（延べ5,327名）
◦パワーリハビリテーション講習会（4回　29名）
◦お口の健康教室（4日間　延べ16名）

介護予防事業

◦放課後児童クラブ事業（延べ11,698名）
◦児童センター事業（延べ5,959名）

児童福祉事業

◦会議の開催
　（理事会・評議員会・監査・評議員選任解任委員会）

◦会費の募集（一般会費・特別会費）

◦地域福祉活動計画策定委員会（1回）

◦住民座談会（4カ所　18名）

◦福祉団体への助成（1団体）

法人運営事業

◦社協だより「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（12回）
◦ホームページ更新（9回）
◦町民まつりにて啓発活動

広報事業
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2月	 ◦ふれあい・いきいきサロン支援員交流会
3月	 ◦くらしのサポーター定例会
	 ◦異世代交流事業「ふれあいわくわくまつり」
	 ◦登録ボランティア連絡会
	 ◦ふれあい・いきいきサロン
	 ◦富加町筋力トレーニング
	 ◦トレーニング機器取扱講習会

	 ◦パワリハ教室
	 ◦いきいきトレーニング
	 ◦パワーリハビリテーション講習会
	 ◦児童センター「自由来館」

3月	 ◦放課後児童クラブ
	 ◦児童センター「ランドセル来館」

緊急に実施時間や回数を増やして対応した事業

当期末支払資金残高（収入－支出）2,981,791円

（単位　円）

（単位　円）

収　　入 支　　出
会費収入 3,156,000 人件費支出 57,051,486

寄附金収入 91,505 事業費支出 6,952,742

経常経費補助金収入 25,434,334 事務費支出 4,708,341

受託金収入 41,405,021 助成金支出 600,400

事業収入 505,540 基金積立資産支出 50,000

受取利息配当金収入 1,340 積立資産支出 1,099,505

その他の収入 15,510

積立資産取崩収入 76,089

前期末支払資金残高 2,758,926

合　計 73,444,265 合　計 70,462,474

資金収支計算書　（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

貸借対照表　2020年3月31日現在
資　産　の　部 負　債　の　部

流動資産 8,977,675 流動負債 6,953,200
　　現金預金 8,028,866 　　事業未払金 2,775,877
　　事業未収金 6,200 　　その他の未払金 2,993,516
　　未収金 30,150 　　預り金 50,500
　　貯蔵品 15,000 　　職員預り金 170,491
　　前払費用 897,459 　　前受金 5,500
固定資産 26,103,575 　　賞与引当金 957,316
　　基本財産 1,000,000 固定負債 12,264,524
　　　定期預金 1,000,000 　　退職給付引当金 12,264,524
　　その他の固定資産 25,103,575 負債の部合計 19,217,724
　　　車両運搬具 5 純　資　産　の　部
　　　器具及び備品 2,191,361 基本金 1,000,000
　　　退職給付引当資産 7,552,200 　　基本金 1,000,000
　　　福祉基金積立資産 13,465,334 基金 13,465,334
　　　ボランティア活動積立資産 50,000 　　福祉基金 13,465,334
　　　運営費積立資産 1,020,000 国庫補助金等特別積立金 150,061
　　　児童施設管理費積立資産 771,305 　　国庫補助金等特別積立金 150,061
　　　リサイクル預託金 53,370 その他の積立金 1,841,305

　　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 771,305
次期繰越活動増減差額 △593,174
　　次期繰越活動増減差額 △593,174
　　（うち当期活動増減差額） △1,802,905
純資産の部合計 15,863,526

資産の部合計 35,081,250 負債及び純資産の部合計 35,081,250

中止・休止した事業
新型コロナウイルス感染症の影響があった事業
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一部、変更となりましたので、再度ご案内いたします。

　現在“福祉機器貸出事業”として、必要な方に車椅子の貸し出しを行っていますが、所有する車椅子の老朽
化等に伴い、事業の継続が困難となりました。そこで、緊急時（突如歩行が困難となった場合、怪我等で車
椅子が必要となった場合）と外出時（通院や旅行など一時的に車椅子が必要な場合）の支援に限定
をさせていただくことといたしました。
　貸出期間は最長１ヶ月。延長がありませんので、長期的な利用が必要な方については、介護
保険等のサービスをご利用いただくこととなります。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願
いいたします。

※下記でも申し込みを受け付けています。
　まずはお電話等にてご確認ください。
●東海労働金庫
　緊急小口資金取扱センター
　電話：052-265-6677（平日9：00～17：00）
●郵便局
　（市町村毎に担当の郵便局が決まっています）
　【富加町担当】富加郵便局　電話：54-2715

　各都道府県者会福祉協議会では、低所得者に対して、生活費等の必要な資金の貸付等
を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
　このたび、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を拡大し、休業
や失業等により生活資金でお悩みの方々への特例貸付を実施しております。
　なお、特例措置により、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の
償還を免除することができるようになりました。

対　象　者

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための
貸付を必要とする世帯

貸付上限額 20万円以内

据 置 期 間 1年以内

償 還 期 間 2年以内

貸 付 利 子 無利子

保　証　人 不要

申 込 先 ※ 富加町社会福祉協議会
（電話：54-1312）

対　象　者

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、収入の減少や失業等により生活
に困窮し、日常生活の維持が困難と
なっている世帯

貸付上限額
（2人以上）月20万以内
（単身）月15万円以内
貸付期間：原則3月以内

据 置 期 間 1年以内

償 還 期 間 10年以内

貸 付 利 子 無利子

保　証　人 不要

申　込　先 富加町社会福祉協議会
（電話：54-1312）

“車椅子貸出事業”に生まれ変わります。

緊急小口資金…主に休業された方向け 総合支援資金「生活支援費」
…主に失業された方向け

まずはお電話にて、お問い合わせください。
相談は、予約制となっております（担当者が責任を持って対応いたします）。また、速やかに貸付手続き
を進めるため、相談日にお持ちいただく書類等もお伝えいたします。

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
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　下記の施設の利用については、マスクの着用
と手指消毒が必要となっております。さらに、
発熱・風邪症状など体調がすぐれない場合のご
利用はお断りしております。本会においても、
換気や消毒等の対策に努めてまいります。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
この他、本会が実施する事業も、感染予防対策を取った上で、実施をしております。

詳しくは、事務局【電話54-1312】までお問い合わせください。

【喫茶（サロン）】
6月1日～開始

 ★利用カードへの記入が必要です
 ★入り口にて、検温を実施します

【介護予防講座】
今年度、休止

　　　【自由来館】
　　6月15日～開始
 ★初回利用時に登録が必要です
 ★町内在住者に限定します
 ★入館人数の制限をします
 ★12時～13時、休館します
 ★入り口にて、検温を実施します

　※表紙を
ご覧ください。

　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 近藤　鉄浩
駅前（本宮町）

川合　和彦 長　　　峰 野中　義憲

下　滝　田

酒向　和幸 河合　康広 栃　　　洞 足立　　満

金井十三雄 駅前（旭町） 織部　則子 片　　　町 藤村　元弘

酒向　弘己 駅前（栄町） 朝日　博文 新　　　町 鵜飼　房和

梅村　　徹 駅前（本町） 酒向　一雄 上　　　町 鈴木　茂男

井　　　　高 加藤　圭一 駅前（南本町） 加納　翔太 中　　　町 足立　宏司

上　羽　生

坂井　　清
大　　　　山

織部　正己 下　　　町 高垣　昌司

山田八壽典 畑　　弘史 絹　　　丸 豊嶋　稔雄

河野　秋子
高　　　　畑

清水　信幸 川　小　牧 福田　英樹

井戸みどり 野尻　澄代 加治田住宅 荘加　実信

下　羽　生

井戸　靖司 高 畑 住 宅 上田　美保

西村　公孝 夕　　　　田 高垣　純司

井戸千恵子 本　　　　郷 粥川　君春

井戸ちずる 町　　　　屋 酒井雄一郎

井戸　康子 老　　　　梅 新美　恵美

令和2年度　あなたの地域の福祉委員

開館しています！！

介護予防拠点施設
「どうだん」

いきいき
トレーニングプラザ児童センター



月曜日 水曜日 金曜日

8月
3日、17日
24日、31日

5日、12日
19日、26日

7日、21日
28日

9月
7日、14日

28日
2日、 9日
16日、23日

30日

4日、11日
18日、25日

6

富加町
児童センター

富加町役場

富加
小学校

富加町社会
福祉協議会

97

N

〒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［相談専用］
FAX番号 0574-55-0068 （共通です）
ホームページ　http://tomikasyakyo.or.jp/
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

事業の申し込み、ご相談はこちらまで

【65歳以上】
◦パワーリハビリテーション講習会
　9月16日（水）　13時30分～15時30分
　いきいきトレーニングプラザ
　※9月1日（火）9時より受付を開始いたします。

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。
申し込みが終了している場合もありますので、ご了承ください。

《実施日カレンダー》

【パワリハ教室（65歳以上）】
今年度、休止

【富加町筋力トレーニング（30歳以上）】
今年度、休止

あたたかい心ありがとうございます。

・幼児用おもちゃ……………………………………… 匿名
・児童用おもちゃ……………………………………… 匿名

お孫さんやお子さんが使われていた玩具を寄付していただきました。
・４点杖、自動車用持ち手、マッサージ器具（電動・手動）
　……………………………………双葉中学校ＧＩ委員会
　アルミ缶回収より得られた収益で、いきいきトレーニングプラザ
の利用者が活用できる品を寄付していただきました。毎年、生徒
の皆さんが届けに来てくださり、とても楽しい時間を過ごすことができていましたが、昨年度末には新型コロナ
ウイルス感染症の影響で中学校もプラザも休みとなってしまい、残念ながら贈呈の場を持つことができませんで
した。生徒の皆さんの温かい気持ちに感謝しながら、大切に使わせていただきます。

※8月14日はお休みします。

高齢者移動支援事業
月・水・金曜日の午前9時～11時30分に運行して
おります。
ご自宅からご希望の店舗まで送迎いたします。
ご予約・お問い合わせは、
事務局【電話：54-1312】まで。相 談 日

◦無料法律相談
8月25日（火）
13時～16時（1枠25分）
タウンホールとみか
※事前申し込みが必要です。
※今回より、換気や消毒のため相談枠を5分短縮して

おります。ご了承ください。

◦土曜の結婚相談日
8月8日（土）　9月19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おります。
※現在、相談会場の都合により、完全予約制となって

おります。お越しの際は、必ずお電話にてご予約を
お願いいたします。【電話 54-1313】


