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　3月 20 日（金）冬部児童館修了式が行われました。平成 15 年度

の開設から令和元年度まで 21 名の幼児が修了しました。

（なお、4月 1日から利用者の減少等にともない当面休館します。）

― この広報紙は、共同募金配分金の一部をあて発行しています。―
編集発行：社会福祉法人　葛巻町社会福祉協議会
葛巻町葛巻 16-1-1　町保健センター内　TEL:0195-68-7161　FAX:0195-66-3665
E-mail：kuzumaki-shakyo@peace.ocn.ne.jp　ホームページ：http://kuzumaki-shakyo.jp

主な内容
○令和２年度事業計画・予算
○共同募金結果報告
○お知らせ
○エンゼル事業



2

基本方針
 急激な少子高齢化と独居高齢者や高齢者のみの世帯の増加に加え、貧困、孤独死、自殺など、地域を取り巻
く課題が多様化、複雑化し、既存のサービスだけでは対応が難しい状況にあり、その課題解決に向けた取り組
みが急がれています。
　このような中、国においては『地域共生社会の実現』に向け、地域力の強化、地域住民の地域福祉活動への
参加促進、包括的な支援体制づくりなどが進められています。
　本会では、様々な課題を解決するため、住民参加を基本とし関係団体と幅広い連携、協働しながら、第４次
地域福祉活動計画の基本理念として掲げている「共に支え、支えられる地域福祉のまちづくり」の実現に向け
役職員一丸となり取り組みを進めて参ります。特にも、高齢化の進行により日常生活の支援が必要な方々に一
層寄り添ったきめ細かなサービスを推進するため地域に出向いたサービスの提供に取り組んで参ります。

事業計画
１．誰もが生きがいを持って暮らすことができる環境づくり
　①生活基盤づくり
　　〇世代間交流等の地域活動の支援【予算：680 千円】
　　　・福祉事業補助金交付
　　〇すずらん工房の経営【予算：32,942 千円】
　　　・就労の場の確保
　　　・利用者工賃の向上（目標：前年度比月額１％ 増額）
　　　・施設整備の促進（令和３年度すずらん工房改築予定）
　　〇除雪支援事業の推進【予算：200 千円】
　　　・自治会へ除雪支援の要請
　　　・シルバー人材センターとの連携
　　　　 　高齢者等の日常生活を支援するため町と本会が連携し、シルバー人材センターの利用料の一部を補

助します。
　　〇在宅福祉サービスの提供
　　　・配食サービス事業【予算：3,898 千円】
　　　　　ひとり暮らし高齢者世帯等に月４回（１食 350 円）お弁当をお届けします。
　　〇外出サービス事業【予算：953 千円】
　　　・障がい等の方の通院などを支援するため、外出支援サービスを実施します。
　　★介護者リフレッシュ事業【予算：182千円】
　　　 　在宅で介護をしている方の家族を対象に、日常の介護から一時

的に離れ、心身ともにリフレッシュできるように、介護者同士の
情報交換・交流の機会の提供や入浴・昼食券の交付を行います。

　　　・介護者の集い開催（年１回）
　　　・無料入浴・昼食券の配布（年１回）
　　〇おたっしやの会の開催【予算：182 千円】
　　　　ひとり暮らしの高齢者の集いを年２回開催します。

令和２年度　葛巻町社会福祉協議会事業計画

【配食サービス事業】

【おたっしゃの会】
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　　〇日常生活用具の貸出
　　　・車イス（大、普、小）の貸出
　　　・電動介護用ベッドの貸出
　　〇子育て支援事業【予算：719 千円】
　　　・新生児オムツ給付券（20,000 円分）の交付
　　　・チャイルドシートの無料貸出（クリーニング代として 1,650 円）
　　　・子どもの遊び場の維持管理（修理・塗装・撤去等）
　　〇ぬくもり助成事業【予算：1,881 千円】
　　　 　高齢者や障がいの方等がいる低所得者世帯に対し、冬期間の経済的負担の軽減を図るため、ぬくもり

助成金を交付します。
　　　・ぬくもり助成金の交付（一世帯 3,000 円）※町から 5,000 円（合わせて 8,000 円の助成となります。）
　②交流の場づくり
　　〇ふれあいサロン「やすみっこ」事業の推進【予算：350 千円】
　　　・助成金の交付（上限２万円）
　　　・軽スポーツ用具やカラオケ機材等の貸出
　　〇高齢者の居場所づくり
　　　・あったかサロン開催（週２回）
　　★オレンジカフェ【予算：10千円】
　　　　認知症の方やその家族が気軽に集える場所づくりを行います。
　　★移動食堂【予算：100千円】
　　　　移動型の子ども（地域）食堂と買い物支援、生活支援を試行します。
　　〇障がい者の地域生活移行支援【予算：117 千円】
　　　・３障がい交流会の開催（年２回）
　③生活困窮者等の自立支援
　　〇生活困窮者自立支援事業【予算：862 千円】
　　　・自立に向けた相談窓口を設置し、就労支援、家計改善の支援、住居確保の支援等を行います。
　　　・緊急食糧支援
　　　・生活福祉資金、たすけあい金庫の貸付
　④各種団体の活動支援
　　〇福祉団体の活動支援

２．地域福祉を支える人材育成と仕組みづくり
　①福祉教育の推進
　　〇福祉推進校への協力援助【予算：270 千円】
　　　・福祉推進校補助金交付
　　〇福祉と健康のつどいの開催【予算：243 千円】
　　　・社会福祉大会、福祉チャリティショー、福祉バザーの開催
　②ボランティアの育成
　　〇ボランティア養成講座や交流会の開催【予算：47 千円】
　③相談体制の整備
　　〇心配ごと相談所の開設（月３回）【予算：196 千円】
　　〇相談先一覧の作成
　④権利擁護制度の利用促進
　　〇日常生活自立支援事業の推進
　　〇成年後見制度の推進

【ハンディキャップ体験】
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会費収入　2,576千円 寄附金収入
1,000千円

補助金収入
21,945千円

受託金収入　1,778千円

事業収入
5,987千円

貸付事業収入
703千円

受取利息配当金収入
12千円

福祉基金
取崩収入
8,697千円

※1
その他の収入
15,481千円

収入合計
58,179千円

障害福祉サービス等
事業収入
20,454千円

その他の収入
7,397千円

※1

収入合計
33,066千円

就労支援
事業収入
5,215千円

収入の部

収入の部

人件費
20,604千円

事業費
7,801千円

貸付事業費
700千円

助成金
4,252千円

負担金
158千円

積立費
2,444千円

支出合計
58,179千円

共同募金配分事業費
1,312千円 事務費

2,446千円

備品取得費
150千円

※2
その他の支出
18,312千円

人件費
14,153千円

事業費
3,724千円

就労支援
事業費
5,216千円

その他の支出
8,085千円

※2

事務費
1,217千円

支出合計
33,066千円

積立費
341千円

備品取得費
330千円

支出の部

支出の部

法
人
本
部
拠
点
予
算

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス

拠
点
予
算

令和２年度　葛巻町社会福祉協議会収支予算

３．地域協創のまちづくりに向けて
　①生活支援体制の整備【予算：1︐596 千円】
　　〇葛巻町シルバー人材センターの充実
　　〇生活支援コーディネーターの配置
　②災害時等の支援体制構築
　　〇緊急連絡カードの整備と関係機関での情報共有
　　〇災害見舞金の交付

※ 1　その他の収入は主に法人内部取引による収入、前年度繰越金等。
※ 2　その他の支出は主に法人内部取引による支出、当年度繰越金等。
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加入プラン 基本プラン 天災・地震補償プラン
【ケガの補償】

死亡保険金 1︐040 万円
後遺障害保険金 1︐040 万円（限度額）
入院保険金日額 6︐500 円

手術保険金 入院中の手術 65︐000 円
外来の手術 32︐500 円

通院保険金日額 4︐000 円
地震・噴火・津波による死傷 × 〇

【賠償責任の補償】
賠償責任保険金 ５億円（限度額）

【保　険　料】
一人 350 円 500 円

　ボランティア活動中の事故によるケガや損害賠償責任を補償します。
〇補償の例
　・賠償責任の補償：家事援助のボランティア活動中に誤って家の者を壊してしまった。
　・ケ ガ の 保 障：清掃ボランティア活動中に転んでケガをして通院した。
　　　　　　　　　　ボランティア活動により熱中症になり通院した。
〇保険料と補償金額

　高齢者や障がいのある方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに
関わる相談やお手伝いをし、その生活を支援します。

お
手
伝
い
の
内
容

〇福祉サービスの利用援助
　福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします。
〇金銭管理サービス
　毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。
〇書類等預かりサービス
　大切なハンコや証書などを安全な場所でお預かりします。

《対象となる方》
　認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でないため、日常生活での福祉サービスのご利用や、
金銭管理などが上手くできない方々が対象となります。

　葛巻町シルバー人材センターでは新規会員（働く人）とお仕事の発注を募集しています。
〇会員の条件
　町内に在住のおおむね 60 歳以上の方で働く意欲のある方。
〇仕事の内容と利用料
　【仕事内容・利用料】　　　（1 時間当たり）

仕事内容 利用料
一般世帯 補助対象世帯

掃除・家事 800 500
障子貼り 800 500
襖貼り 1︐100 800
草取り・墓掃除 800 500
草刈り 1︐400 1︐100
植木の剪定 1︐000 700
大工 1︐000 700
〇問合せ先
　所在地　葛巻町 16︲1︲1　葛巻町シルバー人材センター事務局（社会福祉協議会内）
　電　話　0195︲68︲7161

〇利用料補助制度
　高齢者等の生活支援の充実とセンター事業の利用促進を図る
ため、次の世帯の方に町と社協で利用料の一部と交通費を補助
します。

〔補助対象世帯〕
　町内に在住する
　・70 歳以上の高齢者のみの世帯
　・難病や身体・知的・精神に障がいのある方がいる世帯
　・妊産婦又は、乳幼児がいる世帯

〔補助内容〕
　一か月に８時間を限度とし、１時間あたりの利用料 300 円
と交通費全額を補助します。

〇手続きに必要な物
　印鑑と保険料
〇補償期間
　加入申し込みの翌日から
　令和 3 年 3 月 31 日まで
〇その他
　ご加入は、一人いずれかのプラン
一口のみとなります。

ボランティア活動保険

日常生活自立支援事業

シルバー人材センターからのお知らせ
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令和元年度

共同募金運動結果報告
共同募金運動にご協力ありがとうございました

　皆様から寄せられた暖かい善意に御礼申し上げますと共に運動結果をご報告いたします。
 （敬称略、受付順）

　赤い羽根募金
　　　　　　　募金実績額 1,357,227円

〇戸別募金 1,184,500円

〇法人募金 15,000円
　タカナシ乳業㈱岩手工場 10,000円
　西島医院 5,000円

〇職域募金 54,394円
　守山乳業㈱葛巻工場 5,936円
　盛岡中央消防署葛巻分署 2,100円
　誠心会親睦会 10,000円
　盛岡信用金庫葛巻支店 2,000円
　岩手銀行葛巻支店 1,790円
　葛巻町商工会 1,016円
　葛巻病院 8,358円
　葛巻郵便局 712円
　保育園 3,100円
　葛巻町役場 17,176円
　社会福祉協議会 2,206円

〇学校募金 83,951円
　江刈小学校 16,019円
　小屋瀬小学校 16,100円
　五日市小学校 4,469円
　葛巻小学校 33,843円
　小屋瀬中学校 2,957円
　葛巻高等学校 10,563円

〇その他 19,382円
　鈴木商店店頭募金 3,887円
　募金付き自動販売機等 15,495円

　歳末たすけあい募金
　　　　　　　募金実績額 1,427,387円

〇戸別募金 1,185,500円

〇法人募金 225,000円
　㈱阿部土建エンタープライズ 10,000円
　㈱コンケイ 10,000円
　㈱ビルド遠藤 10,000円
　葛巻土建㈱ 10,000円
　タカナシ乳業㈱岩手工場 10,000円
　北陽重機 100,000円
　平和運送㈲ 10,000円
　西島医院 5,000円
　㈲山久土木 10,000円
　夢工房21葛巻店 30,000円
　守山乳業㈱葛巻工場 10,000円
　㈱近誠 10,000円

〇個人・団体・その他 16,887円
　民生児童委員一同 8,887円
　匿名　２件 8,000円

【江刈小学校児童会の皆さん】
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歳末たすけあい激励金配分実績報告

赤い羽根募金、歳末たすけあい募金　個別募金内訳　　　（単位：円）
自治会名 赤い羽根 歳末たすけあい 自治会名 赤い羽根 歳末たすけあい

吉 ヶ 沢 25,000 25,000 車　　門 29,500 29,500 

土 谷 川 16,000 16,000 山　　岸 30,500 30,500 

元　　木 33,000 33,000 五 日 市 26,500 26,500 

小 屋 瀬 57,000 57,000 栗　　山 26,000 26,000 

田　　代 51,000 51,000 泉　　田 26,500 26,500 

平　　船 8,000 8,000 江　　刈 55,000 55,000 

垂　　柳 25,500 25,500 寺　　田 28,000 28,000 

小　　田 46,500 47,000 大　　沢 10,000 10,000 

星　　野 53,000 53,000 橋　　場 24,500 24,500 

田　　子 92,000 92,000 野　　中 20,500 20,500 

城内小路 32,000 32,000 四 日 市 58,000 58,500 

下　　町 24,000 24,000 江 刈 川 25,000 25,000 

新　　町 68,000 68,000 上 外 川 4,000 4,000 

浦 子 内 74,000 74,000 冬　　部 17,500 17,500 

茶 屋 場 100,000 100,000 市 部 内 13,500 13,500 

江刈馬渕 23,500 23,500 名 前 端 12,500 12,500 

遠 矢 場 12,000 12,000 田　　野 36,500 36,500 

合　　計 1,184,500 1,185,500 

皆さまから頂いた募金を次の方々に激励金としてお届けいたしました。

項　　　目
配分額（1件4,000円）
件数 金額

ひとり暮らし高齢者（75歳以上） 232件 928,000円

寝たきり高齢者居住世帯 9件 36,000円

認知症高齢者居住世帯 10件 40,000円

障がい児・者（身体、知的、精神） 27件 108,000円

母子父子世帯（義務教育修了前児童） 26件 104,000円

合　　計 304件 1,216,000円
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ま ご こ ろ 寄 附

エンゼル事業 社会福祉協議会では新生児誕生祝に
紙おむつ給付券をさしあげております。

 赤ちゃんのご誕生
　　　おめでとうございます。

橋
はしじり

尻　幸
さ な

奈ちゃん　R1.11.6 生
【保護者 : 輝美・janet frio】（小　田）

入
にゅう

月
づき

　翔
かける

くん　R1.12.1 生
【保護者 : 明・多恵子】（橋　場）

東山崎　政　弘 様 （茶屋場） 50,000 円 中　嶋　孫　二 様 （田　野） 100,000 円
入　月　　　保 様 （浦子内） 100,000 円 林　　　勝　男 様 （浦子内） 100,000 円
大　平　春　見 様 （江刈馬渕） 300,000 円 近　藤　勝　彦 様 （下　町） 100,000 円
葛 巻 信 友 会 様 10,000 円 田 子 自 治 会 様 10,000 円
こ　ぶ　し　会 様 5,000 円

（令和１年11月～令和２年３月）

次の方々から心温まるご寄附をいただきました。誠にありがとうございました。

令和元年度上半期心配ごと相談所、配食サービス日程表
心配ごと相談所 配食サービス

４月 10日（金） 20日（月） 30日（木） 3日（金） 9日（木） 15日（水） 24日（金）

５月 11日（月） 20日（水） 29日（金） 1日（金） 13日（水） 21日（木） 29日（金）

６月 10日（水） 19日（金） 30日（火） 5日（金） 11日（木） 18日（木） 24日（水）

７月 10日（金） 20日（月） 30日（木） 1日（水） 9日（木） 17日（金） 29日（水）

８月 11日（火） 20日（木） 31日（月） 6日（木） 12日（水） 20日（木） 28日（金）

９月 10日（木） 18日（金） 30日（水） 3日（木） 10日（木） 18日（金） 30日（水）




