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行政区別赤十字活動資金納入一覧
行政区名 金額（円） 行政区名 金額（円） 行政区名 金額（円）
吉 ヶ 沢 24,000 新　　町 68,000 大　　沢 10,000

土 谷 川 15,500 浦 子 内 75,000 橋　　場 24,500

元　　木 33,000 茶 屋 場 95,000 野　　中 20,500

小 屋 瀬 57,000 江刈馬渕 23,500 四 日 市 60,000

田　　代 51,000 遠 矢 場 12,000 江 刈 川 25,000

平　　船 7,500 車　　門 29,000 上 外 川 4,000

垂　　柳 26,000 山　　岸 30,000 冬　　部 16,500

小　　田 45,000 五 日 市 26,500 市 部 内 12,500

星　　野 51,500 栗　　山 26,000 名 前 端 12,500

田　　子 92,000 泉　　田 25,500 田　　野 36,500

城内小路 31,000 江　　刈 55,000
合計

2,344件

下　　町 24,000 寺　　田 27,000 1,172,000円

 １，３１７，０００
　日本赤十字社の活動は、全て皆さまからの寄附により
行われています。大きな災害が発生した際には、被災者
の生活再建のために義援金が活用されますが、被災者の
命を救うために出動するDMAT（災害派遣医療チーム）
や救援物資の整備は赤十字社の拠出金が充てられます。
引き続き、一人でも多くの皆さまに赤十字の活動をご理
解いただき、温かいご支援、ご協力をお願いいたします。

～救うことを、つづける。～

令和２年度赤十字活動資金募集結果報告

●実　績　1,317,000円（目標額991,000円、達成率133％）
　　・法人社資　15件　145,000円（目標額82,000円、達成率176％）（敬称略・受付順）

㈱近誠 10,000円、㈱ビルド遠藤 10,000円、㈲コンケイ 10,000円、東北典礼社 10,000円
㈱守山乳業葛巻工場 10,000円、葛巻土建㈱ 10,000円、タカナシ乳業㈱岩手工場 10,000円
㈱阿部土建エンタープライズ 10,000円、㈲山久土木 10,000円、西島医院 5,000円
㈲山伸水道工業所 10,000円、㈲江田建築 10,000円、久多良建設 10,000円
㈲上遠野工務店 10,000円、匿名 1件 10,000円

　　・戸別募金　2,344件　1,172,000円（目標額909,000円、達成率129％）

【クルーズ船で活動する救護班員】

総額  １，３１７，０００円
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　このたび、令和２年度葛巻町社協会費へのご協力をお願いいたしましたところ、多くの方々に
ご賛同いただき、貴重な会費を納入していただきました。
　各自治会長・町内会長等をはじめ町民の皆様のご協力に心から感謝申し上げます。誠にありが
とうございました。
　当会がスローガンに掲げている「共に支え、支えられる地域福祉のまちづくり」の実現に向けて、
交流の機会・場の創出や福祉人材の育成、生活支援体制の整備など、地域福祉推進のために大切
に使わせていただきます。
　今後ともご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

～共に支え、支えられる地域福祉のまちづくり～

世帯会費  2,338,000円

行政区別社協世帯会費納入一覧
行政区名 金額（円） 行政区名 金額（円） 行政区名 金額（円）
吉 ヶ 沢 47,000 新　　町 136,000 大　　沢 20,000

土 谷 川 31,000 浦 子 内 150,000 橋　　場 49,000

元　　木 66,000 茶 屋 場 190,000 野　　中 41,000

小 屋 瀬 114,000 江刈馬渕 47,000 四 日 市 119,000

田　　代 101,000 遠 矢 場 24,000 江 刈 川 50,000

平　　船 15,000 車　　門 58,000 上 外 川 8,000

垂　　柳 51,000 山　　岸 60,000 冬　　部 33,000

小　　田 90,000 五 日 市 52,000 市 部 内 25,000

星　　野 103,000 栗　　山 52,000 名 前 端 25,000

田　　子 184,000 泉　　田 51,000 田　　野 73,000

城内小路 63,000 江　　刈 110,000
合計

2,338件

下　　町 46,000 寺　　田 54,000 2,338,000円

社協会費のお礼と結果報告

地区名 吉ヶ沢、土谷川、元木、小屋瀬、上外川、田代、田子、城内小路、下町
日　程 １月５日、２月２日、３月２日
地区名 平船、垂柳、小田、冬部、市部内、名前端、田野、星野
日　程 １月 12日、２月９日、３月９日
地区名 新町、浦子内、茶屋場、江刈川、四日市、野中
日　程 １月 19日、２月 16日、３月 16日
地区名 江刈馬渕、遠矢場、車門、山岸、五日市、栗山、泉田、江刈、寺田、大沢、橋場
日　程 １月 26日、２月 24日、３月 23日

高齢者まごころ弁当宅配事業 （1月〜3月）
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日常生活自立支援事業

生活福祉資金特例貸付

　町社会福祉協議会では、皆さまのご協力により積立てた福祉基金を活用し、３千円分のく
ずまき商品券を交付する、ぬくもり助成事業（町はくずまき商品券５千円分交付）を下記の
とおり実施しております。
〇受付期間　令和２年 12月１日～令和３年２月 26日
〇対象世帯　�令和２年 12月１日現在、葛巻町に住所登録し、令和２年度の住民税が、世帯

全員が非課税で、かつ、次のいずれかに該当する世帯。
　・65歳以上（昭和 31年 4月 1日以前生まれ）の人だけの世帯
　・障害年金を受給している人がいる世帯
　・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳を持っている人がいる世帯
　・�18 歳未満の子（平成 14年 4月 2日以降生まれ）を養育している母子・父子または、

65歳以上の祖父母が養育している世帯。
〇申請方法　�町保健センターに「印鑑」と「身分を証明できるもの（保険証や免許証等）」

障がい者世帯に該当する方は「手帳又は年金証書等」をご持参ください。
〇問い合わせ先　葛巻町健康福祉課　電話 66-2111（内線 152�）

ぬくもり助成事業

〇日常生活自立支援事業とは？
　認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が、地域において
自立した生活が送れるよう、福祉サービス利用のための援助等を行います。
〇日常生活自立支援事業のサービス内容
・福祉サービスを安心して利用するための支援
・毎日の生活に欠かせない、お金の出し入れの支援
・日常生活に必要な事務手続きの支援
・大切な通帳や証書などの保管支援
〇利用料
　訪問 1回あたり利用料は、平均 1,200 円
〇問い合わせ先
　詳しくは、「葛巻町社会福祉協議会事務局（電話 68-7161）」へご連絡ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響による減収や休業・失業で、生活資金にお困りの方々に
向けた特例貸付を、３月 31日まで延長することとなりました。詳しくは葛巻町社会福祉協
議会までお問い合わせください。
★緊急小口資金
　貸付上限額：20万円、償還期限：２年以内、据置期間：１年以内、利息：なし
　保証人：不要
★総合支援資金
　貸付上限額：単身月 15万円・２人以上月 20万円、償還期限：10年以内、
　据置期間：１年以内、利息：なし、貸付期間：原則３か月間以内、保証人：不要



5

　当町の社会福祉事業に積極的に取り組んでこられた方々に表彰状や感謝状が贈られました。
　この表彰は、これまで、一堂に会して町社会福祉大会の席上で行っていましたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため各ご家庭を訪問しての贈呈となりました。

葛巻町社会福祉協議会　理事　芦澤　ゆり子　様（茶屋場）

〈多年にわたり社会福祉の増進に寄与し、社会福祉事業推進の功績が
顕著な方〉

〈3年以上在宅要介護者の介護に携わった方〉

〈多額の金品を寄附された方〉

木　本　サ　ツ　様（小屋瀬）　　菅　野　康　明　様（田　代）　　岩　澤　長　作　様（小　田）
佐々木　章　人　様（田　子）　　吉　澤　井　子　様（茶屋場）　　下　上　清　美　様（寺　田）

中　嶋　孫　二　様（田部馬渕）　入　月　　　保　様（浦子内）　林　　　勝　男　様（小 屋 瀬）
大　平　春　見　様（江刈馬渕）　近　藤　勝　彦　様（下　町）　澤　口　正　子　様（泉　　田）
幅　　　昭　文　様（元　　木）　遠　藤　朋　子　様（下　町）　中　村　隆　司　様（西和賀町）
吉　澤　　　晃　様（浦 子 内）

葛巻町社会福祉協議会長表彰

　10 月 30 日、岩手県民会館で岩手県社会福祉大会
が開催されました。
　当町から次の６名の方々が岩手県社会福祉大会長表
彰を受賞されました。おめでとうございます。

　老人クラブの健全な育成発展のため、多年にわたり指導をおこない、その功績が模範となる方
に贈られる老人クラブ育成指導功労者表彰を次の２名の方が受賞されました。おめでとうござい
ます。
　・藤　岡　一　雄　様（平船老人クラブ会長）　　・鈴　木　　　隆　様（下町老人クラブ会長）
※�新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和２年度岩手県老人クラブ大会（開催予定地：宮古市）は中止され
ました。

辰　柳　敬　一　様（葛巻町社会福祉協議会　会長）
和　野　喜　一　様（社会福祉法人　誠心会　理事長）
深　澤　　　進　様（民生委員・児童委員）
藤　岡　俊　策　様（民生委員・児童委員）
本　宮　洋　子　様（民生委員・児童委員）
南　坂　スガ子　様（民生委員・児童委員）

岩手県社会福祉大会

岩手県老人クラブ連合会大会長表彰

社会福祉事業功労者

在宅介護者

地域福祉貢献者

【県社会福祉大会長表彰を代表受領する
辰柳会長】
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ま ご こ ろ 寄 附

歳末たすけあい激励金

エンゼル事業 　社会福祉協議会ではエンゼル事業とし
て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。

中
なかむら

村　心
こ は る

遥ちゃん　R2.8.25 生
【保護者 : 大地・侑未】（四日市）

村
むらかみ

上　愛
え ま

茉ちゃん　R2.10.9 生
【保護者：泰貴・智香】（江刈川）

村
む ら き

木　一
い ち か

花ちゃん　R2.10.28 生
【保護者：亮介・智美】（下　町）

中　村　隆　司 様 （西和賀町） 500,000 円 遠　藤　恵美子 様 （浦子内） 50,000 円
吉　澤　　　晃 様 （浦子内） 100,000 円 葛巻町パークゴルフ協会 様 36,500 円
中川原　俊　次 様 （江刈馬渕） 50,000 円 葛巻町ゴルフ協会 様 37,000 円
金　子　桂　子 様 （新　町） 100,000 円

（令和２年 9 月～12 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。

　葛巻町共同募金委員会では、町内の皆さまからお寄せいただいた歳末たすけあい募金を「激励金」と
して配分しております。
　次の要件に該当し、まだ配分を受けられていない方がいらっしゃいましたら社会福祉協議会へ１月 29
日（金）までにご連絡ください。
【激励金配分対象基準（基準日：令和２年 10月 1日）】
○ひとり暮らし高齢者世帯　
　�基準日現在 75歳以上で、単身で生計を維持している状態が６か月以上継続している方の世帯。
○寝たきり高齢者のいる世帯　基準日現在 60歳以上で、在宅で寝たきりの状態にある方がいる世帯。
○認知症高齢者のいる世帯　基準日現在 65歳以上で、在宅で常時介護を要する方がいる世帯。
○重度心身障害児（者）のいる世帯　
　�在宅で療養している方のうち、排泄、食事、着替え等の日常生活に常時介護を要する方がいる世帯。
○母子・父子家庭　基準日現在、義務教育終了前の児童・生徒がいる母子、父子家庭。

ありがとうございます　
　この度、㈲川畑鮮魚店さまから、歳末たすけあい募金
に向けて店頭募金をお届けいただきました。
　皆さまのご協力をお願いしています。


