


くずまき社協だより　No.122（令和４年 8月）

2

令和３年度 社会福祉法人葛巻町社会福祉協議会 事業報告 

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．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世代間交流等の地域活動の支援【261千円】
　・福祉活動補助事業：11自治会　・「やすみっこ」事業：４自治会
②すずらん工房の経営【25,908 千円】
　・１日平均利用者数：11.7 名（定員 15名）
　・�１人当たり月平均工賃支給額：13,594 円（前年度：12,873 円）
　・授産活動の成果 作業区分 内　　容 金　　額

裁縫関係 そば枕 165,958 円
食品関係 コーヒー・焼き鳥等 3,986,017 円
受託関係 草取り、公園トイレ清掃（２か所）、保健センター浴室管理� 1,330,368 円

合　　計 5,482,343 円
③配食サービス事業【9,972 千円】
　安否確認を兼ねて、高齢者等へ昼食のお弁当（１食 648 円のうち自己負担額 350 円）を月４回（前年度比：
月１回増）宅配。
　　※ひとり暮らしの方等の対象者を前年度 75歳以上から 70歳以上に拡大
　　・�利用者：360 名（前年度：142 名）、配食数：12,184食（前年度：4,626 食）、配達ボランティア数：57名
④外出支援サービス事業【791千円】
　公共交通機関の利用が困難な方の移動を支援。
　　・登録者数：22名、利用回数：町内 63回、町外 12回
⑤介護者リフレッシュ事業【78千円】
　在宅で家族を介護している方を対象に研修や情報交換の場を提供。
　　・交流会（介護相談、マッサージ等）参加者：９名
⑥おたっしゃの会の開催
　65歳以上のひとり暮らしの方を対象に交流会の開催を予定していたが、
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止。
⑦日常生活用具の貸出：車イス９件
⑧子育て支援事業【448千円】
　　・�エンゼル事業：おむつ給付券（１人 20,000 円相当）
　　　出生人数：17名（前年度：25名）
　　・チャイルドシートの貸出：13件
　　・�子育て支援ボランティア派遣（幼児歯科検診時の見守り活動等）：９名
　　・子どもの遊び場維持管理：遊具修繕、塗装（橋場地区）
⑨ぬくもり助成事業（くずまき商品券交付）【1,791 千円】

　令和４年６月 27日（月）開催の評議員会において承認された当会の事業報告について、主な内容をお知らせ
します。
� （【　】内は事業ごとの支出決算額となります。）�

⑩歳末たすけあい激励金の配分【1,188 千円】
　社会福祉協議会交付額：597 件×3,000 円

区　　分 件数（前年度）
高齢者世帯（65歳以上） 532 件（538 件）
障がい者 57件 （53件）
ひとり親世帯 7件 （11件）
震災被災者 1件 （1件）

合　　計 597 件（617 件）

　激励金配分額：297 件×4,000 円
区　　分 件数（前年度）

ねたきり高齢者（60歳以上）� 5 件 （6件）
認知症高齢者（65歳以上）� 9 件 （11件）
ひとり暮らし高齢者（75歳以上） 229 件（226件）
在宅重度心身障害者 29件 （29件）
母子父子世帯 25件 （24件）

合　　計 297 件（296件）

配食サービス 

橋場地区の修繕された遊具 
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⑪高齢者の居場所づくり【30千円】
　　・�出前食堂：�希望する地域で安心して暮らし続けることができるように、地域住民同士の繋がりの強化や�

生活支援のために現地に直接出向いて支援する仕組づくりに取り組んだ。
　　　　１回目　場所：冬部地区生活改善センター（市部内）、内容：地域食堂、生活実態調査
　　　　２回目　場所：立神会館（栗山）、内容：地域食堂、生活実態調査、オレンジカフェ
　　・�あったかサロンの開設：保健センターの入浴日に併せて、憩いの場を提供し居場所づくりを行った。
　　　　開設日数：98日
⑫資金貸付事業【951千円】：相談件数 68件
　　・たすけあい金庫貸付（事業主体：町社協）：件数 22件
　　　※貸付限度額：30,000 円
　　・生活福祉資金貸付（事業主体：県社協）：件数６件
⑬生活困窮者自立支援事業：相談者数 10名
　　・就職支援１名
　　・フードバンク（食材提供等）の利用：延べ９回
⑭見守り活動の推進【570千円】
　　・�シルバーメイト事業：地域の高齢者の見守り事業。
　　　団体数：28団体

２．地域福祉を支える人材育成と仕組みづくり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【240千円】
　　・福祉推進校指定事業：町内小中学校、高等学校�全８校
②福祉と健康のつどいの開催【84千円】
　　・葛巻町社会福祉協議会長表彰　受賞者：20名
　　・募金付きおもちゃすくい（子どもが楽しめるコーナーの設置）
③ボランティアの育成、研修等【32千円】
　　・団体登録数：５団体、165 名（前年度：175 名）
　　　個人登録数：110 名（前年度：72名）
　　・ボランティア養成講座の開催　参加者数：33名
④相談体制の整備等【101千円】
　　・心配ごと相談所の開設　開設日数：24回（月２回）
　　・�日常生活自立支援事業「あんしんネット（資金管理の代行等）」
　　　利用者数：５名

３．地域協創のまちづくりに向けて３．地域協創のまちづくりに向けて
①緊急時連絡カード整備事業　登録者数：386名
　ひとり暮らし高齢者等の方が、突然の病気や事故、災害などに備えて希望により作成するもので、緊急時の�
連絡先やかかりつけ医等を記録している。

②会費 種　　類 金額（前年度） 内　　訳
一般会費 2,327,000 円 （2,338,000 円） 2,327 世帯×1,000 円
賛助会費 210,000 円 （206,000 円） 105 名×2,000 円�
団体会費 12,000 円 （12,000 円） ４団体×3,000 円�
合　　計 2,549,000 円 （2,556,000 円）

③福祉基金積立資産 金額（前年度） 内訳（前年度）�
寄�附�金� 1,222,000 円 （2,980,850 円）� 12 件（30件）�
年度末額� 112,549,536 円（122,067,573 円）�

出前食堂

福祉と健康の集い 

ボランティア養成講座 
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令和３年度 社会福祉法人葛巻町社会福祉協議会 決算報告

町補助
事業収入
21,976 千円

受託金収入
7,363 千円
貸付事業収入
770千円
事業収入
4,983 千円

就労支援事業収入
5,482 千円

障害福祉サービス等
事業収入
20,270 千円

③基金
取崩収入
10,743 千円

②前年度繰越金
20,394 千円

その他の収入
70千円

寄付金収入
1,222 千円

会費収入
2,549 千円

収入合計
95,822千円

貸借対照表【令和４年３月 31日現在】
資産の部 負債の部

科　目 当年度末 前年度末 科　目 当年度末 前年度末
流動資産 29,824,199 円� 22,195,427 円� 流動負債 3,684,179 円� 3,809,436 円�
　現金預金 23,405,056 円� 14,088,372 円� 　未払費用 1,688,017 円� 1,696,402 円�
　未収金 4,548,006 円� 7,907,075 円� 　預り金 109,162 円� 72,034 円�
　その他の流動資産 1,871,137 円� 199,980 円� 　その他の流動負債 1,887,000 円� 2,041,000 円�
固定資産 148,752,813 円� 157,611,194 円� 固定負債 9,132,197 円� 7,832,105 円�
　基本財産（定期預金） 1,000,000 円� 1,000,000 円� 負債の部合計 12,816,376 円� 11,641,541円�
　その他の固定資産 147,752,813 円� 156,611,194 円� 純資産の部
　　建物・器具等 6,336,061円� 6,881,685 円� 基本金 100,000 円� 100,000 円�
　　基金積立資産 112,549,536 円� 122,067,573 円� 基金 112,549,536 円� 122,067,573 円�
　　その他の積立金等 28,363,216 円� 27,062,936 円� その他の積立金等 53,111,100 円� 45,997,507 円�
　　貸付事業貸付金 504,000 円� 599,000 円� 純資産の部合計 165,760,636 円� 168,165,080 円�
資産の部合計 178,577,012 円� 179,806,621円� 負債及び純資産の部合計 178,577,012 円� 179,806,621円�

・負債の部が資産の部の２分の１以下であることや貸付事業の貸付残高が少額であり、財政基盤は安定しています。

資金収支決算概要
【収入】

【支出】

事業費支出
16,657 千円

就労支援事業支出
5,628 千円

その他の支出
5,925 千円

事務費支出
2,594 千円 人件費支出

34,503 千円

④積立資産支出
2,525 千円

支出合計
67,832千円

【その他の支出　内訳】
　貸付事業支出� 675 千円
　共同募金配分金事業費� 1,188 千円
　助成金支出� 3,144 千円
　負担金支出等� 271 千円
　固定資産取得支出� 647 千円

【①次年度への繰越額】� 27,989 千円

令和３年度会計の実質単年度収支は 623千円の赤字（※）となりました。
（※）資金収支決算概要の①次年度への繰越額ー②前年度繰越金ー③基金取崩収入＋④積立資産支出＝実質単年度収支
　　　　　　　　　　　�（27,989 千円）　(20,394千円 )　（10,743 千円）　（2,525 千円）�（△ 623千円）
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社協の取り組みから② 「理事会と評議員会」
　社会福祉協議会には、理事会（執行機関）、評議員
会（議決機関）、監事（監査機関）の３つの機関があ
ります。理事と監事は評議員会において、評議員は評
議員選任・解任委員会において選任されます。

１．理 事(８名) 任期：２年
　社協の執行機関である理事会を組織し、事業や予算
などを執行します。
　地域福祉に精通している関係者等から選任されてい
ます。

２．監 事(２名) 任期：２年
　社協事業や会計が適切に行われているかを監査しま
す。会計業務や福祉法人運営に詳しい関係者から選任
されています。

３．評議員(９名) 任期：４年
　理事会で決定した重要な内容を議決・承認する評議
員会を組織します。
　地域福祉に精通している関係者等から選任されてい
ます。

１．理事会 (年４回ほど開催 ) 
　理事会は、全ての業務執行の決定や会長等の職務執�
行の監督をする機関として位置付けられています。

6/9( 木 ) に開催した第１回理事会の様子

２．評議員会 (年２回ほど開催 ) 
　�　評議員会は、法人運営の基本ルールの決定、理事・
監事の選任・解任等を行い、法人運営を監督する機
関として位置付けられています。

6/27( 月 ) に開催した第 108 回評議員会の様子

理事の紹介
　６月 27 日（月）に開催し
た第108回評議員会において
当会、前理事の楢木幸夫さん
（前健康福祉課長）に代わり、
触沢誉さん（健康福祉課長）
が選任されました。任期は令
和４年度決算認定評議員会ま
でとなります。

川　戸　祐　一�様 (中 村) 30,000 円�

鳥　居　徳　光�様 (神奈川県) 100,000 円

城　内　清　志�様 ( 浦 子 内 ) 50,000 円�

匿 名 2 件 110,000 円

　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。

ままごごこころろ寄寄附附（令和4年6月（令和4年6月〜〜7月7月））

触沢　誉さん
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レクリエーション用具のご紹介
　当会では、レクリエーション用具の貸出を無料で行っています。地域、老人クラブ、子供会の行事などで是非
ご活用ください。貸出を希望される場合は、事前に当会（TEL68-7161）までご連絡ください。その後、事務
局へ申請書の作成・提出をお願いいたします。

　葛巻町社会福祉協議会では、新生児誕生祝として、紙おむつ給付券を差し上げております。
　赤ちゃんのご誕生おめでとうございます。

エンゼル事業

千
ち

葉
ば

　瑞
みず

己
き

くん R4.4.13 生
【保護者：称太・静香】( 土谷川 ) 

内
ない

藤
とう

　絵
え

菜
な

ちゃん R4.4.27 生
【保護者：健太・友絵】( 田代 )

目
め

黒
ぐろ

　維
い

音
と

ちゃん R4.4.27 生
【保護者：義範・清香】( 小屋瀬 ) 

スカットボール
　ボールをスティックで
打ち穴に入れ、得点を競
います。

輪投げ

　距離を離したり、縮めたり工
夫次第で楽しみが広がります。

卓球バレー

　テーブルを囲み、互い
にネットを挟んで座り、
ピン球が転がりながら
ネットの下を通過するよ
うに、ラケットで打ち合
い、得点を競います。

ラダーゲッター
　ヒモ付きのボールをラ
ダー（はしご）に投げ、引っ
かけて得点を競います。

通信カラオケ 

　常に最新の楽曲を受信
することができます。

トリコロキューブ

　サイコロをサイコロと同じ色の的に
向って投げ得点を競います。

スカイクロス
　リングをコーンに向っ
て投げ得点を競います。�
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