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ジャパンゴルフツアー選手会様より福祉車両の寄贈を受けました!!

この度、男子プロゴルフツアーのジャパンゴルフツアー選
手会様より福祉車両の寄贈を受けました。
同選手会では、2012年度より震災復興支援として、選手
たちが獲得した賞金の一部から購入した車両を岩手・宮城・
福島の３県に寄贈する活動を行っており、６月７日にふれあ
いランド岩手で行われた贈呈式で、同選手会宮里優作会長
（写真右）から福祉車両１台を寄贈していただきました。
今後、各福祉事業の推進のために、有効に活用させていた
だきます。

主な内容

ページ

平成29年度事業計画・収支予算������２～３
平成28年度事業報告・収支決算������４～６
おげんきみまもりシステム・苦情相談のご案内�７
ふくし情報コーナー・社協会費のお願い���８
この広報紙は、共同募金の助成により発行しています。

誰もが安心して暮らすことのできる

支え合い・助け合いのまちへ
２

三月に開催した理事会・評議員会において、平

成二十九年度の事業計画・収支予算が決定いたし
ました。

洋野町地域福祉活動計画推進４年目となる今年

度も行政や関係機関・団体等と連携し、役職員一

丸となり更なる地域福祉推進のために各種事業に

取り組んで参りますので、町民皆様のご支援ご協

力をよろしくお願いいたします。

助け合いのまちづくり事業の推進

・いわ
 て“おげんき”みまもりシ
ステム事業の推進
・ふれあいサロン事業の推進
・ふれあいサロン研修会の開催
・住民支え合いマップづくり事業
の推進
・住民支え合いマップづくり研修
会の開催
・助け合い起こし懇談会の開催
・社会 福 祉 講 座 の 開 催（ ボ ラ ン
ティアスクール含む）
・生きがい福祉講座の開催
・ふれあい福祉懇談会の開催
・安心カード普及事業の推進

・団体別福祉懇談会の開催
・岩手県社会福祉大会への参加

地域福祉事業の推進
・福祉まつりの開催

平成28年度第２回社会福祉講座『安心家庭介護教室』の様子

・ボランティア活動センターの運
営（ボランティア相談登録あっ
・キャップハンディ体験の推進

・関係会議等への参加

・ボランティア保険加入

せん）
・広報紙「ひろのふれあいサロン
だより」の発行

・心配ごと相談事業の推進

・地域福祉団体助成事業の推進
・ホームページの運営・管理

・ 広報
 紙「ひろの社協だより」の発行

・東日
 本大震災に伴う生活支援事
業の推進
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◎基本方針
社会福祉協議会の経営基盤の課
題解決に向けた取り組みと、支え
合い・助け合いの地域づくりの推
進及び質の高い福祉サービスの提
供に努めます。
◎重点事項
①業務体制や財政等の経営基盤の
強化
②支え合い・助け合いの地域づく
りの推進
③介護保険事業、障害者自立支援
事業等在宅福祉事業の推進
◎事業推進計画

～平成二十九年度事業計画・収支予算～
健康のために「おいでよ！ひろの」の踊りに取り組む八木南さわやか会のふれあいサロンの様子
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５
その他関連事業の推進

・日常生活自立支援事業の推進

３ 在宅福祉事業の推進

・居宅介護支援事業の推進

・たすけあい資金貸付事業の推進

・苦情解決事業の推進

・通所 介 護 事 業（ デ イ サ ー ビ ス ）
の推進

・生活福祉資金貸付事業の推進

・ 生活福祉資金相談員設置事業の推進
・生活困窮者自立支援事業の推進

・ ふれ
 あ い デ イ サービス事業の推進

・生きがい活動支援通所事業（デ
イサービス）の推進

・赤い羽根共同募金運動の推進

・歳末たすけあい運動の推進

・ 歳末たすけあい隠し芸大会の開催
福祉施設等管理運営事業の推進

６
・大野福祉センター管理運営事業
の推進

・福祉バス管理運営事業の推進

会務の運営

・地域活動支援センター事業（障
害者デイサービス）の推進

・障害 者（ 身 体、 知 的、 障 害 児 ）
訪問介護事業の推進

・特定相談支援事業の推進

・ 放課後等デイサービス事業の推進
・配食サービス事業の推進

７
・理事会の開催

・外出支援サービス事業の推進

・福祉用具等貸与事業の推進

・評議員会の開催
一人暮らし高齢者給食サービス事業（ほのぼの会）の様子

・監事会の開催

・一人暮らし高齢者給食サービス
事業（ほのぼの会）の開催

・一人暮らし高齢者の集い「ふれ
あい交流会」の開催

・家庭介護者の集いの開催

新・ 生活支援コーディネート事業の推進
各種福祉事業の推進

４
・ひろの出会い支援事業の推進

・第 回洋野町高齢者ゲートボー
ル大会の開催

・ 民生委員児童委員協議会への支援
・老人クラブ連合会への支援

・身体障がい者協議会への支援

・手をつなぐ親の会への支援

・母子寡婦福祉協会への支援

・ ボランティア連絡協議会への支援
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平成29年度社会福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 予 算
〈収入〉 １１６，７１６，０００円
会費収入

5,342,000円

事業収入等

1,148,000円
4,338,000円

経常経費補助金収入

16,588,000円

積立資産取崩収入

受託金収入

13,670,000円

拠点区分間繰入金収入

貸付事業償還金収入

1,078,000円

介護保険事業収入

30,874,000円

障害福祉サービス等事業収入

15,407,000円

サービス区分間繰入金収入
平成28年度繰越金

554,000円
2,801,000円
24,916,000円

〈支出〉 １１６，７１６，０００円
法人運営事業
生活福祉資金貸付事業

226,000円

居宅介護支援事業

9,181,000円

通所介護事業

38,130,000円

障害者デイサービス事業

13,328,000円

たすけあい資金貸付事業

2,519,000円

ボランティア推進事業

1,474,000円

障害者訪問介護事業

2,446,000円

共同募金配分金事業

4,404,000円

特定相談支援事業

1,193,000円

6,000円

放課後等デイサービス事業

8,874,000円

954,000円

生きがい活動支援通所事業

661,000円

セーフティネット支援対策等事業

3,707,000円

ふれあいデイサービス事業

151,000円

生活福祉資金相談員事業

1,321,000円

配食サービス事業

ひろの出会い支援事業

3,017,000円

外出支援サービス事業

981,000円

生活支援コーディネート事業

3,010,000円

福祉バス管理運営事業

2,096,000円

福祉基金
福祉推進事業
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17,580,000円
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1,457,000円

⑦生きがい福祉講座の開催
３日間開催 町民等延べ125名参加

⑧助け合い起こし懇談会の開催
ふれあいサロン12団体で開催 サロン参加者等延べ217名参加

⑨キャップハンディ体験学習の実施
年間６回実施 児童生徒等延べ234名参加

⑩配食サービス事業の推進
年間147回実施 一人暮らし高齢者等延べ1,902食配達

⑪一人暮らし高齢者給食サービス事業（ほのぼの会）の開催
年間５回開催 一人暮らし高齢者、ボランティア等延べ303名参加

⑫一人暮らし高齢者の集い「ふれあい交流会」の開催
２日間開催 一人暮らし高齢者、民生委員等175名参加

⑬歳末たすけあい隠し芸大会の開催
来場者及び出演者等710名参加

⑭デイサービス事業の推進
年間310日実施 延べ8,271名利用

ひろの 社協だより №33
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写真でみる事業報告
平成28年度に実施した各種事業の中から一部を写真でお知らせします。

①平成28年度洋野町社会福祉大会の開催
社会福祉関係機関、団体及び一般町民等

5

589名参加

②ふれあいサロン事業の推進
年間776回実施 高齢者、ボランティア延べ10,743名参加

③ふれあいサロン研修会の開催
２日間開催 サロンボランティア等延べ66名参加

④住民支え合いマップづくり事業の推進
課題検討９地区 民生委員等延べ47名参加

⑤社会福祉講座の開催
４日間開催 町民、ボランティア等延べ93名参加

⑥ふれあい福祉懇談会の開催
町内４ヶ所で開催 地域住民等延べ56名参加
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平成28年度社会福祉事業区分資金収支決算
【収

入】
前年度繰越金
22,688,255円

特定相談支援事業
531,848円

会費収入
5,342,000円

福祉バス管理運営事業
1,811,692円

障害者訪問介護事業
2,494,721円

寄附金収入
94,853円

拠点区分間
繰入金収入
2,052,340円

経常経費
補助金収入
16,930,884円

積立資産取崩収入
3,700,000円

受取利息
配当金収入
224,214円

ふれあいデイサービス事業
304,441円
外出支援サービス事業
838,443円

放課後等デイサービス事業
4,375,148円

サービス区分間
繰入金収入
3,683,684円

その他の収入
219,980円

配食サービス事業
1,521,602円

生きがい活動支援通所事業
2,357,044円

障害福祉
サービス等
事業収入
22,440,545円

福祉推進事業
1,712,015円

貸付事業収入
218,000円
介護保険事業収入
44,832,480円

たすけあい
資金貸付事業
65,000円

福祉基金
5,096円

合
計
111,577,541円

事業収入
1,551,262円

生活福祉資金
貸付事業
224,257円

共同募金
配分金事業
4,320,190円

障害者
デイサービス事業
11,731,359円

受託金収入

出】

ボランティア
推進事業
1,097,818円

法人運営事業
18,082,296円

16,944,482円
合
計
140,922,979円

【支

セーフティネット
支援対策等事業
3,783,775円

通所介護事業
37,291,630円

生活福祉資金
相談員事業
2,492,927円
高齢者等生活支援事業
6,349,462円

居宅介護支援事業
7,179,853円

ひろの出会い支援事業
3,006,924円

29,345,438円【平成29年度へ繰越】

貸借対照表


資 産
定 科 目

の

勘
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
（基本財産）
定期預金
（その他の固定資産）
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
有形リース資産
ソフトウエア
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
その他の基金積立資産
その他の積立資産

資

産

の

部

合

計

部

金
額
40,294,922
21,481,982
15,306,169
2,387,515
1,119,256
98,364,855
1,000,000
1,000,000
97,364,855
6,560,977
428,493
3,119,048
4,441,400
428,225
1,058,000
31,215,401
20,279,311
29,834,000

138,659,777

勘 定
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金

負 債
科 目

の

（単位：円）

部

固定負債
リース債務
退職給付引当金
負 債 の 部 合 計
純 資 産 の
基本金
基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

金
額
10,949,484
6,237,953
4,590,956
120,575

部

35,656,801
4,441,400
31,215,401
46,606,285

1,000,000
1,000,000
20,279,311
20,279,311
524,300
524,300
29,834,000
29,834,000
40,415,881
40,415,881
92,053,492
138,659,777
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いわて“おげんき”みまもりシステム
このシステムは、ひとり暮らし高齢者の方が普段使用している電話機を利用して、１日１回、「元気」
や「（具合が）悪い」など４項目の情報を、電話機の番号を押して自分の状況を発信するものです。発
信された情報をもとに毎日、ひとり暮らし高齢者の安否確認をして、必要に応じて見守り協力者（民生
委員等）が支援をするなど、安心して住み慣れた地域で生活が続けられるようにサポートしています。

１．利用できる方
 洋野町内にお住まいのひとり暮らし高齢者（※毎日、音声案内に応じて自宅の電話機で健康状態を
発信できる方。）

２．電話料等経費
１回あたり10円（月300円程度）は、利用者の自己負担となります。その他経費はかかりません。

３．その他
①

ご家庭で使用している電話機を利用します。新たな機器を取り付ける必要はありません。

②

別居親族（子ども・兄弟等）へご自分の発信結果をメールで自動送信することができます。



～福祉サービスの苦情相談のご案内～

・サービスの内容が説明と違う
・職員の態度や言葉づかいに傷ついた
・約束の時間をなかなか守ってくれない
・話をよく聞いてくれない
このような場合は、まず・・・

第三者委員

当協議会が提供する福祉サービスについて、このようなことで
困っていませんか。



中 野 典 明
☎65-4378

洋野町種市35-57-1

佐々木 きみ子
☎68-1970
洋野町大野7-50-2

①当協議会にご相談ください。「苦情受付担当者」や「苦情解決責任者」が対応し、話し合いによる解決に努
めます。また、直接当協議会に言いにくいなどの場合は、「第三者委員」へご相談ください。
②それでも解決しない場合には、岩手県福祉サービス運営適正化委員会にご相談ください。委員会では専門家
（大学教授、弁護士、民生委員・児童委員など）が話し合って、解決に努めます。
◎岩手県福祉サービス運営適正化委員会（盛岡市三本柳８- １- ３「ふれあいランド岩手」内）

受付：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時30分～午後５時
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電話：019-637-8871

ふくし情報コーナー
～ Information ～

たすけあい資金貸付事業

このページに関するお問い合わせは

◇町社会福祉協議会まで

本

所：☎６５－５３６０

大野事務所：☎７７－２１８０

心配ごと相談所の開設

生活費や医療費及び災害等により、一時的に
資金を必要とする方に対し、資金の貸付業務を
行っております。
◆貸付対象者
町内に在住し、低所得世帯で民生児童委員に
おいて貸付が必要と認められる者
◆資金の種類及び限度額
生業資金・・・・・・５０，
０００円以内
生活資金・・・・・１００，
０００円以内
災害援護資金・・・１００，
０００円以内
◆貸し付けの条件等
連帯保証人１名必要です。償還方法は、貸付
日から６ヶ月以内に月賦又は一括償還となりま
す。

住民のあらゆる生活上の相談に応じ、適切な
助言と援助を行うため、心配ごと相談所を開設
しています。生活一般、障がい者関係、福祉
サービス関係等、お気軽にご相談ください。
◆開催日 毎週月曜日～金曜日
（祝日・年末年始を除く）
◆時 間 午前８時30分～午後５時まで
◆場 所 町社会福祉協議会
本
所（種市生活改善センター内）
大野事務所（大野福祉センター内）
◆相談料 無料

古切手収集ボランティア

福祉用具等貸与事業

当協議会では、壊れた車いすを修理して、車
いすが不足している海外へ寄贈する「いわて車
いすフレンズ」活動を応援しています。そこで、
古切手や書き損じハガキなどを募集しており、
寄せられた古切手などは、岩手県社会福祉協議
会を通じて、車いすを海外へ
輸送するための費用として活
用されています。当協議会で
は、随時受け付けをしていま
すので、ご協力をお願いしま
す。

一時的に福祉用具が必要となった方に対し、
介護用ベッドや車いすを無償で貸し出しをし
て、在宅介護の支援を行っています。
ご利用を希望される方は、当協議会へお気軽
にお問い合わせください。

～平成29年度社協会費にご理解、ご協力をお願いいたします～
町民の皆様には、日頃より社会福祉活動並びに当協議会の運営にご支援ご協力をいただき深く感謝
申し上げます。
当協議会は、地域住民や福祉・保健・医療・教育などの関係機関や団体等の協力を得て「誰もが安
心して暮らすことのできる支え合い・助け合いのまち」を目指して、地域福祉活動に取り組んでいま
す。各種事業の実施にあたっては、町民の皆様からご協力いただく会費や寄附金、町からの補助金、
共同募金助成金などが重要な活動財源となっております。
長引く経済不況や少子高齢化の進行などに伴い、福祉ニーズが複雑多様化する中、今年度において
も充実した地域福祉活動が推進できるよう、町内全世帯を対象に社協会費の納入をお願いすることと
いたしましたので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

一般会費（１世帯あたり）
１，０００円
賛助会費（篤志者でご協力いただける方） １，００１円以上
※会費の取りまとめは、各地区の行政推進員の方々にご協力をお願いしています。
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