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　７月２日（金）すずらん工房の遠足が実施され、一戸町「御所野縄
文公園」において、勾玉アクセサリーづくりを体験しました。
　晴天にも恵まれ、コロナ禍において、気分転換となる楽しいひと
時となりました。

— 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。—
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○�令和２年度事業報告・決算
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○役員・評議員の紹介
○エンゼル事業
○社協会費納入ご協力のお願い
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令和 2 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世代間交流等の地域活動の支援【260千円】
　　　・福祉活動補助事業：13自治会
　　②すずらん工房の経営【24,620 千円】
　　　・利用登録者数：地域活動支援センター 18名
　　　・年間開所日数：240 日、年間延べ利用者数：2,643 名、１日平均利用者数：11名
　　　・授産活動の成果

作業区分 内　　容 金額
裁縫関係 そば枕 205,120 円
食品関係 コーヒー・焼き鳥等 3,847,170 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 1,333,040 円

計 5,385,330 円

　　③配食サービス事業【3,965 千円】
　　　�安否確認を兼ねて、高齢者等へ１食350円で弁当（昼食）を月４回（前年度比：月１回増）宅配した。
　　　　利用者：142 名（前年度：120 名）、配食数：4,626 食（前年度：3,126 食）、
　　　　協力者数：40名
　　④高齢者まごころ弁当宅配事業【5,311 千円】
　　　75歳以上の方のみで暮らしている方へ無料で弁当（夕食）を月１回宅配した。
　　　　利用者：582 名
　　⑤外出支援サービス事業【727千円】
　　　登録者数：21名、利用回数：町内 42回、町外４回
　　⑥介護者リフレッシュ事業【27千円】
　　　無料入浴・昼食券の配布　利用者：18名
　　⑦日常生活用具の貸出：車イス３件、介護ベッド２件
　　⑧子育て支援事業【564千円】
　　　・エンゼル事業
　　　　（おむつ給付券（１人 2,000 円×10枚）の交付）
　　　　出生人数：25名
　　　・チャイルドシートの貸出：８件
　　　・子育て支援ボランティア派遣：10名
　　　・子どもの遊び場維持管理：遊具修繕、塗装（中村地区）
　　⑨ぬくもり助成事業（くずまき商品券交付）　　　⑩歳末たすけあい激励金の配分
　　　【1,809 千円】　　　　　　　　　　　　　　　　【1,184 千円】
　　　町社会福祉協議会交付額：603 件×3,000 円　　激励金配分額：296 件×4,000 円

区　　分 件数（前年度）
高齢者世帯（65歳以上） 538（549）
障がい者 53（ 55）
ひとり親世帯 11（ 12）
震災被災者 1（　1）

合　　計 603（617）

区　　分 件数（前年度）
ねたきり高齢者（65歳以上） 6（　9）
認知症高齢者（65歳以上） 11（ 10）
ひとり暮らし高齢者（75歳以上） 226（232）
在宅重度心身障害者 29（ 27）
母子父子家庭 24（ 26）

合　　計 296（304）

（【　】内は事業ごとの支出決算額となります。）

【高齢者まごころ弁当宅配事業】
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　　⑪ふれあいサロン「やすみっこ」事業【53千円】４地区開催
　　⑫高齢者の居場所づくり【55千円】
　　　・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。
　　　　　　　　　　場所：冬部地区生活改善センター、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　開設日数：98日
　　　　　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。
　　⑬資金貸付事業【570千円】：相談件数 23件
　　　・生活福祉資金貸付：件数７件、たすけあい金庫貸付：件数 16件
　　⑭生活困窮者自立支援事業：相談者数 11名、就職者数１名
　　　・フードバンク（食材提供等）の利用：延べ 14回
　　　・安心生活サポート（生活物資の提供等）の利用：２件
　　⑮見守り活動の推進【570千円】
　　　・シルバーメイト事業�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
　　①福祉教育の推進【240千円】
　　　・福祉推進校指定事業：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：17名
　　　・募金付き金魚すくい
　　③ボランティアの育成
　　　団体登録数：５団体、175 名、個人登録数：72名
　　④町ボランティア養成講座【27千円】
　　　参加者数：36名
　　　　研修内容：上手なコミュニケーションの取り方
　　⑤相談体制の整備【167千円】
　　　・心配ごと相談所　開催日数：35回
　　⑥権利擁護制度の利用促進
　　　・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：３名

　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：320 名
　　②会費

種　類 金額（前年度） 内訳
一般会費 2,338,000 円（ 2,368,000 円） 2,338 世帯×1,000 円
賛助会費 206,000 円（　　196,000 円） 103 名×2,000 円
団体会費 12,000 円（　 　12,000 円） ４団体×3,000 円
計 2,556,000 円（ 2,576,000 円）

　　③福祉基金積立資産
金額（前年度） 内訳（前年度）

寄附金 2,980,850 円（ 1,674,523 円） 30件（36件）
年度末額 122,067,573 円（125,259,387 円）

【出前食堂】

【福祉と健康の集い】
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令和２年度　社会福祉法人葛巻町社会福祉協議会 決算報告

【収入】
資金収支決算概要

【支出】

貸借対照表
令和3年 3月 31日現在

� （単位：円）
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 22,195,427 21,100,980 流動負債 3,809,436 6,389,545
　現金預金 14,088,372 14,949,530 　未払費用 1,696,402 4,317,889
　未収金 7,907,075 5,928,281 　預り金 72,034 57,656
　その他の流動資産 199,980 223,169 　その他の流動負債 2,041,000 2,014,000
固定資産 157,611,194 158,656,985 固定負債 7,832,105 6,579,833
　基本財産（定期預金） 1,000,000 1,000,000 負債の部合計 11,641,541 12,969,378
　その他の固定資産 156,611,194 157,656,985 純資産の部
　　建物・器具等 6,881,685 5,838,017 基本金 100,000 100,000
　　基金積立資産 122,067,573 125,259,387 基金 122,067,573 125,259,387
　　その他の積立金等 27,062,936 25,773,481 その他の積立金等 45,997,507 41,429,200
　　貸付事業貸付金 599,000 786,100 純資産の部合計 168,165,080 166,788,587

資産の部合計 179,806,621 179,757,965 負債及び純資産の部合計 179,806,621 179,757,965
・負債の部が資産の部の２分の１以下であることや貸付残高が少額であること等から財政基盤は安定しています。

会費収入　2,556千円
寄附金収入　3,018千円

経常経費
補助金収入
21,661千円

受託金収入　1,650千円
事業収入
10,001千円

就労支援事業収入　5,385千円

③基金取崩収入
6,188千円

障害福祉サービス等
事業収入
19,845千円

その他の収入
38千円

収入合計
87,612千円

貸付事業収入　597千円

②前年度繰越金
16,673千円

人件費支出
34,142千円

事務費支出　2,354千円

事業費支出
15,758千円

支出合計
67,218千円

④積立資産支出　4,286千円

就労支援事業支出　5,130千円

共同募金配分金事業費　1,224千円
助成金支出　3,338千円

負担金支出　162千円

貸付事業支出　410千円

固定資産取得支出　414千円

 【① 次年度への繰越額】20,394 千円

令和２年度会計の実質単年度収支は 1,819 千円の黒字※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
　　　　　　　　　　　（20,394 千円）　　　（16,673 千円）　（6,188 千円）　　（4,286 千円）　（1,819 千円）
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社会福祉法人葛巻町社会福祉協議会　役員の紹介
　令和３年６月 25日（金）に開催された第 106 回評議員会で次のとおり役員が選任されました。また、同日開
催された理事会で会長に辰柳敬一理事、副会長に神谷ミツ子理事がそれぞれ再任されました。（敬称略）

◆理事８名・監事２名【任期：令和３年６月 25日から令和４年度決算認定評議員会まで（２年間）】

会　長
辰柳　敬一（再任）

理　事
觸澤　進一（再任）

副会長
神谷　ミツ子（再任）

理　事
八木　寛一（再任）

代表監事
前原　達雄（再任）

理　事
姉帯　春治（再任）

理　事
藤岡　徹（再任）

監　事
八幡　忍（再任）

理　事
外久保　きみ子（再任）

理　事
楢木　幸夫（再任）

退任役員のお知らせ

・芦澤ゆり子�様【理事】（11年）
・神谷　義次�様【理事】（５年）
・中崎　善吉�様【監事】（８年）

　長年にわたり本会の役員として、社会
福祉の向上にご尽力いただきました。
　深く感謝申し上げます。

　各福祉団体において任期満了に伴う役員改選が行われ、次の方々が会長に就任されました。
　葛巻町共同募金委員会：辰柳敬一さん（再任）、葛巻町身体障害者福祉協議会：服部正仁さ
ん（再任）、葛巻町老人クラブ連合会：柴田勇雄さん（新任）、葛巻町手をつなぐ親の会：長岡
啓子さん（再任）
　なお、町老連前会長の中村正治さんは、平成 29年から４年間会長として会の発展・向上に
ご尽力いただきました。大変お疲れさまでした。

各福祉団体役員のお知らせ
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社会福祉法人葛巻町社会福祉協議会　評議員の紹介
　令和３年６月 17日（木）に開催された評議員選任・解任委員会で次のとおり評議員が選任されましたので、お
知らせします。（敬称略）

◆評議員９名【任期：令和３年６月 25日から令和６年度決算認定評議員会まで（４年間）】

下道　和身（再任）
【社会福祉団体】

門場　政一（再任）
【地域の関係団体】

服部　正仁（再任）
【社会福祉団体】

天摩昭一郎（再任）
【ボランティア団体】

森　　久雄（再任）
【識見を有する者】

村木　フミ（再任）
【地域の関係団体】

久保　明夫（再任）
【識見を有する者】

日向　信二（再任）
【地域の関係団体】

鈴木　　満（再任）
【識見を有する者】

退任評議員のお知らせ

・長岡　　功�様（９年）
・橋本　秀雄�様（７年）
・前野　正寿�様（７年）
・中田　愛子�様（５年）

　長年にわたり本会の評議員として、社
会福祉の向上にご尽力いただきました。
深く感謝申し上げます。

【6/25（金）に開催された第 106 回評議員会の様子】
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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。

千
ち ば

葉 璃
り の

乃ちゃん　R3.1.11 生
【保護者：称太・静香】（土谷川）

上　脇　裕　太�様 （盛岡市） 50,000 円 三　澤　輝　則�様 （江刈馬渕） 100,000 円
下　道　直次郎�様 （浦子内） 50,000 円 匿　　　　　　�名 100,000 円

（令和 3 年 4 月～6 月）
次の方々から心温まるご寄付をいただきました。誠にありがとうございました。

　「仕事のこと」「お金のこと」など、くらしのことで悩んでいませんか？
　ひとりで悩まず、一緒に考えてみませんか？�お気軽にご相談ください。

電話等でのご相談の他、次のとおり出張相談を行いますので、ご利用ください。
　日　時：毎月第３金曜日　11時～15時
　場　所：葛巻町保健センター
　料　金：無料
　※来所される際は、事前に電話連絡をお願いします。

◆いわて県央生活相談室◆
　〒�022-0831　岩手県盛岡市三本柳 8-1-3
　TEL：019-637-4473　FAX：019-637-9722　e-mail：i-psc@iwate-shakyo.or.jp

　里帰り等、一時的にチャイルドシートを必要とされる
方々へ貸出を行っております。
　印鑑・運転免許証をご持参のうえ葛巻町社会福祉協議会
までお越しください。

◆貸出期間：６か月以内
◆料　　金：�無料。ただし、返却時にクリー
　　　　　　ニング代として、1,650 円いた
　　　　　　だきます。

……………　チャイルドシートの貸出　……………　

いわて県央生活相談室から　生活困窮者自立支援事業
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配食サービス 心配ごと相談所
７月 ７日（水） 15日（木） 21日（水） 30日（金） ２日（金） 16日（金）
８月 ６日（金） 12日（木） 19日（木） 25日（水） ６日（金） 20日（金）
９月 ２日（木） 10日（金） 22日（水） 30日（木） ３日（金） 17日（金）
10 月 ６日（水） 13日（水） 21日（木） 29日（金） １日（金） 15日（金）
11 月 ５日（金） 11日（木） 17日（水） 26日（金） ５日（金） 19日（金）
12 月 ３日（金） ９日（木） 15日（水） 22日（水） ３日（金） 17日（金）
１月 ６日（木） 14日（金） 21日（金） 27日（木） ７日（金） 21日（金）
２月 ２日（水） ９日（水） 18日（金） 25日（金） ４日（金） 18日（金）
３月 ４日（金） 10日（木） 16日（水） 23日（水） ４日（金） 18日（金）

　皆様方には、日頃から本会の活動に格別のご支援、ご協力を賜り心から感謝申し上げます。
　さて、本会では「共に支え、支えられる地域福祉のまちづくり」を基本理念に掲げ、子供か
ら高齢の方、障がいをお持ちの方など誰もが安心して暮らすことができるように、令和３年度
葛巻町社会福祉協議会事業計画を推進し、本町の社会福祉の向上のために取り組んで参ります。
　つきましては、時節柄ご負担をおかけすることになり大変恐縮に存じますが、諸事業を推進
するために、下記のとおり会費の納入にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　会 費 額　１世帯�1,000 円
　　　　　依頼時期　７月中旬（各世帯には、自治会長さんを通じてご依頼いたします。）

　令和３年７月から令和４年３月までの配食サービス
宅配日程及び心配ごと相談所開設日をお知らせします。

令和3年度葛巻町社会福祉協議会　会費納入ご協力のお願い

配食サービス、心配ごと相談所日程

令和３年度会費の主な使い道

介護者リフレッシュ事業 出前食堂 ボランティア養成講座

オムツのつけ方を学ぶ 田楽を焼きながら交流 コミュニケーションを学ぶ




