Ｈ２７.５.２３（土）
身障いきいきサロンの様子
わなげゲームは何点入ったのかな？

●事業報告と事業計画・・・・・・・（２）
●収支決算報告・・・・・・・・・・（３）
●社協の出来事いろいろ・・（４）〜（６）
●施設の紹介・・・・・・・・・・・（７）
●お知らせ・・・・・・・・・・・・（８）

平成２７年６月２５日
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（2）第19号

平成27年6月25日

おいらせ町社会福祉協議会の基本理念
自然災害を含めた様々な社会問題を解決するのは、行政や専門機関等(医療･介護等)による制度
に基づき提供される支援だけでは不可能だと言われている今日、そこに暮らす住民等が互いに支え
合う活動も重要です。
本会では小地域の中で、家族や友人、地域住民等が支え合う見守り活動などの地域資源がより一
層活性化できるような地域福祉の推進に取り組んで参ります。

平成２６年度事業報告
１．法人について
・・・正副会長会議(5 回)、理事会(5 回)、評議員会(3 回)、監査会(2 回)など

２．地域福祉活動について
・・・児童・生徒夏ぼらんてぃあ体験学習(84 名)、町社会福祉大会(220 名)など

３．在宅福祉サービス事業について
・・・ふれあい・いきいきサロン(192 回/4,769 名)、ほがらか教室(503 回/3,418 名)など

４．相談・援助活動について
・・・心配ごと相談(一般 12 日/6 名、法律 3 日/14 名)、日常生活自立支援(66 回)など

５．介護保険制度等の適正かつ円滑な事業展開について
・・・デイサービス利用者(年 6,265 人)、デイサービス夏祭り(139 名)など

６．各種施設等の管理受託事業について
・・・いきいき館修繕(13 箇所)、のびのび館修繕(6 箇所)、老人福祉センター修繕(4 箇所)

７．福祉避難所に関する対応
・・・協定の締結により、災害時等に対象者となる方の受け入れをする。

８．再発防止対策について
・・・公認会計士による点検(4 回)、内部監査(4 回)

平成２７年度事業計画
１．法人の適正運営
・・・会務運営及び役職員研修等の実施、社協だより発行など

２．地域福祉活動の推進
・・・ボランティアセンター事業、赤い羽根共同募金、ボランティアセンターだより発行など

３．在宅福祉サービス事業の推進
・・・ふれあい・いきいきサロン事業、ほがらか教室、福祉安心電話サービス事業など

４．相談・援助活動の推進
・・・心配ごと相談事業、低所得世帯の自立更生支援推進、資金貸付事業など

５．介護保険制度等の適正かつ円滑な事業展開の推進
・・・介護保険事業運営及び介護予防サービス事業の推進など

６．各種施設等の管理受託事業
・・・いきいき館・のびのび館修繕・老人福祉センターの管理受託運営

７．福祉避難所に関する対応
・・・協定の締結により、災害時等に対象者となる方の受け入れをする。

８．再発防止対策について
・・・職場内研修、公認会計士の定期的な指導と点検、職員相互による内部監査の実施
（2）おいらせ町社会福祉協議会(電話)0178-52-7066
   

平成27年6月25日
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平成２６年度

一般会計決算報告&新年度予算など

収支計算書
勘

定

科

平成２７年３月３１日
目

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入

決算額(円)
5,117,500

77,404,352

38,202,000

②固定資産

136,375,539

14,129,527

負担金収入
介護保険収入
雑収入
受取利息配当金収入
短期運営資金借入金収入
経理区分間繰入金収入

Ⅰ資産の部
①流動資産

受託金収入

共同募金配分金収入

資産合計

213,779,891

Ⅱ負債の部

2,441,220

①流動負債

6,209,114

347,000

②固定負債

38,155,500

4,480,000
260,000
95,625,542

負債合計

44,364,614

差引純資産

169,415,277

567,146

貸借対照表

37,905

資産の部

300,000
8,417,475

流動資産
固定資産①+②

経常収入計(1)

170,584,615

基本財産①

人件費支出

108,339,035

その他の固定資産②

事務費支出

4,028,983

事業費支出

30,678,052

貸付事業等支出

金額(円)

201,800

457,500

貸付事業等収入

平成２７年３月３１日

資産・負債の内訳

助成金収入

事業収入

財産目録

平成２７年３月３１日
負債の部

77,404,352

流動負債

6,209,114

136,375,539

固定負債

38,155,500

負債の部合計

44,364,614

2,000,000
134,375,539

純資産の部
基本金
基金

220,000

国庫補助金等特別積立金

2,000,000
57,106,200
2,164,934

助成金支出

2,531,000

その他の積立金

34,860,000

負担金支出

1,483,400

次期繰越活動収支差額

73,284,143

短期運営資金償還金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)

300,000
8,417,475
155,997,945
14,586,670

収入

施設整備等収入計(4)

0

支出

施設整備等支出計(5)

3,738,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

資産の部合計

213,779,891

純資産の部合計

169,415,277

負債及び純資産の部合計

213,779,891

平成２６年度原価償却累計額 9,643,256 円

平成２７年度予算
勘

定

科

目

新社会福祉法人
会計基準へ移行
予算額(円)

△3,738,000

事業活動収入計(1)

155,547,000

積立預金取崩収入

2,330,000

事業活動支出計(2)

156,094,000

財務収入計(7)

2,330,000

事業活動資金収支差額計(3)=(1)-(2)

その他の支出

2,201,880

施設整備等収入計(4)

0

財務支出計(8)

2,201,880

施設整備等支出計(5)

2,800,000

収入
△547,000

支出
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)

128,120

施設整備等収支差額計(6)=(4)-(5)

△2,800,000

0

その他の活動収入計(7)

6,732,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

10,976,790

その他の活動支出計(8)

8,295,000

前期末支払資金残高(12)

60,218,448

その他の活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)

当期支払資金残高(13)=(11)+(12)

71,195,238

予備費支出(10)

△1,563,000
240,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△5,150,000

前期末支払資金残高(12)

64,607,512

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

59,457,512

（3）
おいらせ町社会福祉協議会(FAX)0178-50-1602   

おいらせ町社協だより

（4）第19号
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ほ がらか教室が開講しました♪
４月１６日（木）に老人福祉センターにおいて、ほがらか
教室開講式が行われ、今年度の活動が始まりました。
習字や大正琴、パッチワークやカラオケなど皆さん交流を
深めながら楽しく活動しています。
町内に在住の６０歳以上の方であればどなたでも入会で
きますので、興味のある方は老人福祉センターまでお越しく
ださい。

劇団笑劇による記念公演
★開催場所／老人福祉センター(おいらせ町向川原３－１２)
★参加資格／町内在住の概ね６０歳以上の方で、身の回りのことは自分でできる方。
★経
費／教室ごとで会費や材料費を徴収する場合があります。
★開催教室／各クラブ活動の他、教養講座や日帰り移動研修旅行などがあります。
★申し込み／申込書に記入し、社協または老人福祉センターの事務所へ提出してください。
※申込書は社協または老人福祉センターの事務所にあります。
★そ の 他／活動参加者数が少ない等の会は、活動日が減る場合があります。
★問合わせ／おいらせ町社会福祉協議会(０１７８－５２－７０６６)
老人福祉センター(０１７８－５６－４４１５)
≪クラブ活動一覧表≫※諸事情等により、指導日・活動日が変更になる場合があります。詳しくは毎月発行されている老人福祉センターだよりをご覧ください。
会名～活動内容～
さきおりの会

講師名

～伝統ある裂織りを織る～

筆っこの会
～書道を楽しむ～

ひしざしの会
～伝統ある菱刺しを刺す～

おどりっこの会
～みんなで楽しく踊る～

大正琴の会
～大正琴を弾く～

パッチワークの会
～小物やバッグ等つくり～

健康福祉麻雀の会
～麻雀を楽しむ～

カラオケの会
～カラオケを歌う～

ののっこの会
～手芸づくり～

かざりっこの会
～簡単な小物つくり～

（4）

松林 裕子 氏

毎週 (木曜日)

開催日・時間
１０：００～１５：００

※講師指導は第４木曜午前

(自主活動含む)

伊藤 ふさ 氏

第 1・3 (木曜日)

１３：００～１５：００

北向 春枝 氏

第 2 (木曜日)

１３：００～１５：００

下川原 和子 氏

第 1・3 (木曜日)

１０：３０～１２：００

菅原 カチエ 氏

第 2 (木曜日)

１０：３０～１２：００

自主活動

第 1・3 (木曜日)

１０：００～１４：００

自主活動

火・金曜日

１０：００～１４：００

第 2・4 (月曜日)

１３：００～１５：００

自主活動

※部屋が空いていて、且つ会員が集まれば他の月曜日も可能

職員(定員 8 名)

不定期

石岡 伸子 氏

第 3 (木曜日)

１０：３０～１２：００

≪愛好会≫
手 芸

自主活動

毎週月曜日 １０：００～１６：００

将

棋

自主活動

毎週(月・木曜日) １３：００～１６：３０

民

謡

自主活動

金曜日 １３：００～１５：００※但し大広間の空いている場合

平成27年6月25日
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デ イサービスセンターの行事いろいろ
お 花見ドライブ
花見ドライブ
４月２１日（火）・２２日（水）・２３日（木）の３日間、
十和田や小川原湖などにお花見ドライブに行ってきました。
道の駅などの産直でお買い物も楽しんできました。

買 い物ツアー
い物ツアー
６月３日（水）
・４日（木）
・５日（金）の３日間、イオン
モール下田へお買い物ツアーに行ってきました。
お買い物をした後は、みんなでおやつを食べるなど楽しん
できました。

（5）
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心 配ごと相談で話してみませんか？
配ごと相談で話してみませんか？
毎日の生活の中で、モヤモヤしている事や悩
み・不安など独りで抱え込んでいませんか？
そんなとき心配ごと相談なら相談員の方々が
親身になってあなたの不安や悩みを一緒に考え
てくれます。
相談料はかかりませんので、是非ご利用くだ
さい。
お問い合わせはおいらせ町社会福祉協議会ま
でお電話ください。

◆相談日／毎月

第１水曜日（週１回）

※但し、祝日等の場合は翌週となります。

◆場

所／いきいき館

談話室

◆時

間／１０時～１２時

弁 護士による無料法律相談
護士による無料法律相談
悩み事があるけど、法律関係のことはよく解らないし、相
談するにはお金がかかっちゃうし・・・と思う方の為に、お
いらせ町社会福祉協議会では弁護士さんをお呼びしての無料
法律相談日（予約制）を設けました。是非ご利用ください。

≪

日

程 ≫

①平成２７年１０月７日（水）１３：３０～１６：００
②平成２８年２月３日（水）１３：３０～１６：００
※予約受付は開催日の１ヶ月前からとなります。
（先着５名程度）
※但し、現在訴訟中などの場合はご利用できません。
≪問い合わせ先≫
おいらせ町社会福祉協議会（電話）０１７８－５２－７０６６

老 人クラブ会員による奉仕活動
人クラブ会員による奉仕活動
５月２６日（火）福祉プラザのびのび館ゲートボール場周辺の奉仕活動を行いました。
草刈り機や細かいところは鎌を使って伸びきった雑草を刈ったり、ゲートボール場の中にある石を
取り除いたりして、奉仕活動に励んでいました。
作業が終わり、綺麗になったゲートボール場では皆さんが楽しくゲートボールを行いました。

（6）
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施設の紹介
≪福祉プラザのびのび館≫
◆開館時間／月～金 ８時～１７時
◆休 館 日／土日祝祭日・年末年始
◆入
浴／月～金 １０時～１５時
◆施設利用／在宅高齢者・障害者や福祉
団体等は入館及び入浴無料

休憩場所
休憩場所

福祉プラザのびのび館
福祉プラザのびのび館
(電話)0178-50-1601

浴室
浴室

（お知らせ）
のびのび館や老人福祉センターを利用する
と町民バスの無料バス券(片道)が施設の窓
口で貰えます。詳しくは施設窓口まで。

≪老人福祉センター≫
◆開館時間／月～金 ８時～１７時
◆休 館 日／土日祝祭日・年末年始
◆入
浴／週２回 月・木
１０時～１５時
◆入浴利用／町内在住の６０歳以上の方
に限ります。
入浴料は無料です。

老人福祉センター
老人福祉センター
(電話)0178-56-4415

バス停は
下田診療所で下車

ロビー
ロビー

大広間
大広間

浴室
浴室

２階調理室
２階調理室
（7）

社協だより第19号
平成27年6月25日

平成２７年度

社会福祉協議会
一般会費納入のお願い
(会 費 額 )

１，０００円 の納 付 にご協 力 を・・・

７月上旬から町内会協力のもと、平成２７年度おいらせ町社会
福祉協議会一般会費納入のお願いの為、班長さんが各世帯
を訪問します。
皆様からの会費は、地域福祉事業や在宅福祉サービス事業
などを推進する為の貴重な財源となります。
ご理解とご協力をお願いいたします。

使途不明金補填状況の報告
平成 24 年 5 月に発覚した介護保険事業等に
係る使途不明金(総額 21,545,776 円)の補填問
題については、前回の社協だより第 18 号
(H27.1.29)にて報告したとおり、①元会計職員
相続人和解金(入金済)と、残りの不明金残金
は、②役職員が補填負担･協力金として補填し
ていく事が既に決定(合意済)しているところ
であり、平成 26 年 8 月から役職員の補填も開
始されております。
平成 27 年 3 月 31 日現在における補填状況

寄附のお礼
(平成２７年１月２９日～平成２７年６月２２日現在※敬称略)

皆様からの寄附は、町の福祉事業へ
大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。
①梅津 稼久造・・・・・・・・・・・800 円
②苫米地 善敬・・・・・・・・・・4,000 円
③山﨑 斉・・・・・・・・・・・・2,000 円
④吉田 忠・・・・・・・・・・・・2,000 円
⑤しもだ白鳥カラオケ会 会長 砂渡 敏美
・・・30,000 円
⑥匿名希望・・・・・・・・・・・・2,000 円

は、①和解金と②役職員補填を合わせ、合計
18,955,890 円(約 88％)が本会に補填されまし
た。
従 っ て 、 現 在 ( Ｈ 27.3.31) の 補 填 残 金 は
2,589,886 円(約 12％)であることをご報告申
し上げます。

社協の場所
デイサービスセンターやヘルパー、居宅介護支援
事業も行っております。
困りごとがありましたら、お気軽にご相談下さい。

なお、補填残金の補填については、役職員の
分割補填支払計画に沿って、平成 27 年度以降
も着実に補填されていくことになります。
今後も再発防止策を徹底しながら、町民の皆
様の信頼回復に向けて、役職員が一丸となり地
域福祉の推進に取り組んで参りますので、今後
ともご理解とご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。

おいらせ町社会福祉協議会
039-2222 おいらせ町下前田 158-1
(電 話)０１７８-５２-７０６６
(ＦＡＸ)０１７８-５０-１６０２
(介護保険)０１７８-５２-８４４０

