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平成24年度
予算・事業計画

重点事業

▼法人運営事業経理区分内訳（収入）
寄附金収入
0.9%
会計単位間繰入金収入
1.2%
雑収入
2.0%

１小地域福祉活動
２自主財源確保事業
３介護保険事業
４指定管理施設の経営

▼法人運営事業経理区分内訳（支出）

助成金等収入
0.2%

その他の支出
4.8%

事業収入
0.8%

固定資産支出
0.4%

繰入金収入
30.7%

積立支出
8.7%

予備費
3.5%

助成金支出
2.3%
事業費支出
9.0%

会費収入
9.8%

受託事業繰入収入
54.4%

収入合計

事務費支出
9.9%

57,682,000円

人件費支出
61.4%

支出合計

▼その他の経理区分内訳

主な事業

経理区分
◇高齢者福祉事業
ふれあい会食会
一人暮らし高齢者激励事業
友愛通信事業
◇障害者福祉事業
関係団体への助成
紙おむつの配布
声のおたより事業
◇子育て支援・児童福祉事業
子育て支援事業
一人親家庭への図書券配布
新生児への紙おむつ券配布
ふれあい里親運動
◇生活福祉事業
福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業
◇募金活動
共同募金（赤い羽根・歳末）
まつぶし一円玉募金
◇地域福祉振興事業
小地域福祉活動助成事業
福祉機器貸出事業
ふれあい・いきいきサロン事業
◇在宅福祉事業
一人暮らし高齢者支援事業
紙おむつの配布
在宅介護者支援事業
◇ボランティア活動と福祉教育
福祉協力校助成（小・中・高）
ボランティアスクール
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57,682,000円

一円玉募金運動事業
地域福祉活動推進事業
ボランティアセンター事業

予算（円）
600,000
6,472,000
628,000

共同募金配分金事業

2,969,000

心配ごと相談所運営事業

2,676,000

福祉資金貸付事業

4,219,000

福祉サービス利用援助事業

507,000

かるがもセンター指定管理業務

47,239,000

デイサービス指定管理業務

10,794,000

老人居宅介護等事業

42,315,000

障害福祉サービス事業

3,432,000

ふれあいセンター指定管理業務

13,688,000

老人福祉センター指定管理業務

25,832,000

学童クラブ指定管理業務

85,737,000

自動販売機設置事業（特別会計）
彩の国ボランティア事業
ボランティアセンター運営委員会
ボランティア団体活動助成事業
◇顕彰事業
◇松伏町委託事業
心配ごと相談所開設事業
高齢者軽度生活支援サービス
◇指定管理事業
かるがもセンターの管理運営
（生活介護・就労継続支援Ｂ型）
老人福祉センターの管理運営
ふれあいセンターの管理運営

この「社協だより」は､みなさんの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。

810,000
ふれあいデイサービス事業
学童クラブの管理運営
◇介護保険事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業
◇障害福祉サービス事業
障害者居宅介護事業
◇権利擁護事業
福祉サービス利用援助事業
◇福祉サービス苦情解決体制
◇資産の活用
◇個人情報保護
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平成24年度

社協会員加入のお願い
しゃきょう

会費の種類

（社協＝社会福祉協議会）社協は、民間の福祉団体です。

一般会費（個人・世帯等）
毎年町民の皆様にご協力いただいております。

１口１，０００円

社協会員募集活動が、７月からはじまります。

団体会費（法人企業・諸団体）
１口３，０００円

社協会員とは、住民の皆様が地域福祉活動の推進に

特別会費（個人・世帯等）

参加・協力いただくための制度です。皆様からご協力

１口５，０００円

いただいた会費は、地域福祉推進事業の貴重な財源として
活用させていただいております。
※７月から会員募集にあたり、６月下旬に自治会長・組長様宅に社協職員がお伺いし、
会員募集についてご説明させていただきますので、ご協力をお願いします。

※自治会未加入の方は、直接窓口にて受付させていただいております。

―社協会員利用案内―社協会員世帯は次のものがご利用できます。
福祉機器貸出事業
○車いす・松葉杖（在宅で必要とする方。介護保険要介護度２以上の方は除く）
○ハンディキャブ（リフト付ワゴン車）
○スロープ付軽自動車・リフト付軽自動車
○高平カネ氏記念号（ワゴン車）
○助手席スライドシートワゴン車
【高齢者や障がい児・者の方と
一緒にお出かけする際に、ご利用できます】

紙おむつ配布事業

【在宅介護の方に限ります】

○高齢者（介護保険要介護度３以上）の方
○障がい者手帳・療育手帳の受給を受けている方

歳末たすけあい事業

子育て支援事業

○歳末援護金配分事業

○新生児（０歳児）に対し、おむつ券の発行

○歳末大掃除事業

（平成２４年１月１日〜

○一人暮らし高齢者火災警報器設置事業
○ひとり親家庭図書カード配布

平成２４年１２月３１日出生の方対象）
【詳しくは１月号にてお知らせします】

○ひとり親家庭チケット配布
【詳しくは９月号にてお知らせします】

地域の皆様の支えにより、上記のような福祉サービスを実施しておりますので、趣旨をご理解いただき、
より多くの皆様に社協会員となっていただきますようご協力をお願いします

社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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松伏町学童クラブ
桜の花が咲きほこるなか、新一年生64名を迎えた入室児童
272名指導員33名で24年度が始まりました。
ものお

ことしの新一年生は、物怖じしなくてすぐに学童の輪のなか
に溶け込み進級した子どもたちに見守られ、一緒に楽しく遊ん
でいる姿が目に浮かびます。
ともだち関係の輪も広がり、ひとりひとりの成長を見守りながら安心・安全な場づくりを目指して行きた
いと思いますので、引きつづき皆さまの温かいご支援・ご協力をお願い致します。

お知らせ
学童クラブ本部

夏季期間（7月・8月）臨時職員
募
集

勤務時間帯

詳細につきましては下記まで

午前9時45分〜午後6時30分
電話

お問い合わせください。

048-991-1093

電

話

991-2701

受

付

月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時15分

老人福祉センターだより
平成24年５月15日（火）松伏町けんこうクラブ連合会総会が開催され、平成24年度の事業計画・
予算案が満場一致で承認されました。
また、役員改選が行われ、連合会新会長に一色恒義氏、副会長に副島秀夫氏が、新女性部長に石
川ひろ子氏が新たに就任されました。
前連合会長の澁谷徳氏、前女性部長会田きみ氏には、会運営に多大なるご尽力をいただき感謝申
し上げます。ありがとうございました。

社会福祉事業への寄附
ありがとうございました。

≪平成24年２月１日〜平成24年４月30日≫
（順不同・敬称略）

たから幼稚園
たから幼稚園父母の会
福寿会
フォークダンス若返り会
石川 遼
第２回あひるレース収益金
シニア将棋愛好会
共栄フード㈱東京工場
匿名１件

5,000円
6,330円
659円
3,584円
118,950円
30,000円
将棋用時計４台
車いす１台
2,000円

皆様から寄せていただきました善意は、社会福祉事業に使用させていただきます。
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障害福祉サービス事業所 松伏町立かるがもセンター

〜かるがもセンターが変わりました〜
平成24年４月から障害者自立支援法に基づき、生活介護事業と就労継続支援Ｂ型事業に移
行しました。利用者の適性・特性等を踏まえ、利用者にあった自立や社会活動への参加を推進
する為に、日中活動支援や生活支援への取り組みを行います。

◆就労Ｂ◆

◆生活介護◆
散歩に出かけ、
お花見をしました

内職を中心に、
日課を過ごしています
お誕生日会の
準備をしました

自主製品（ビーズ・編み物）作り

高齢者の介護予防、健康保持さらには交流の場と
して、
「ふれあいデイサービス」を行っています。ぜひ、
ご参加ください。
《対象者》介護保険で要介護認定を受けていないお
《場

所》ふれあいセンターかがやき

《時

間》午前９時30分〜午後４時

《実施日》毎週月・火・木・金（年末年始・祝祭日を除く）
（送迎時間を含む）
《利用料》１日350円

誕生会
︵とってもみなさん
お元気です︶

おむね65歳以上の方

外出事業
︵チューリップを
みてきました︶

「ふれあいデイサービス」に参加してみませんか？

その他、昼食代が別途かかります
《内

容》健康チェック、生活指導、相談、趣味・
生きがい活動、健康増進・日常動作訓練等

《送

迎》自宅近所まで送迎し、お一人での外出が
難しい方も参加できます。

《申込み・問い合わせ》役場住民ほけん課高齢福祉
担当

TEL991−1884

手作りのチューリップも
できました

（350円程度）

社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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ふれあいセンターに、「ふれあいサロン」

OPEN！

平成24年４月より、ふれあいセンター１階ロビーの一角にて、高齢者のふれあいの場や
仲間づくりの場として、毎週月・水・金曜日の午前11時から午後４時まで、ふれあいサロ
ンをオープンしました。
このサロンは、おひとりで気ままに来られる方、
グループで時間を合わせて来られる方など、
どなたでも利用することができます。
１回100円の利用料によりコーヒー、紅茶、日本茶、こぶ茶などの飲み物を提供いたします。
また、町内の障がい者施設による手作りパンの販売もあります。
サロンの世話人は、様々なところで活動されているボランティアの方々に交替で協力いた
だいております。居心地の良いひとときを過ごしていただけるよう、スタッフ一同ご来店を
心よりお待ちしております。

募集中
ア
ィ
テ
ボラン
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福祉のふれあいひろば
開 催のお 知らせ
〜 ふ だんの

く らしの し あわせ〜

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせることを願い、福祉団体や地域福祉
活動のＰＲを行い、福祉を身近に感じていただくイベントです。

日

時

平成２４年６月１７日（日） 10：00 〜 14：00

会

場

松伏町Ｂ＆Ｇ海洋センター

内

容

車イスダンス・ハイハイヨチヨチ競争・バザー・模擬店・バルーンアート・
健康大学受講生演技披露・エアーランド・被災地支援活動等々

【

参加者募集!!

】

「福祉のふれあいひろば」会場にて、下記のとおりハイハイヨチヨチ競争を行います。
お子さんのかわいい姿は、 シャッターチャンス

満載です！ぜひ、写真・ビデオの

準備をしてご参加下さい。みなさんのチャレンジお待ちしております。

ハイハイの部……生後6 ヶ月から１歳程度

参加賞も
あるよ!!

ヨチヨチの部……１歳から１歳半程度
○各コース20人までとします（先着順）
○申込み方法

電話または社会福祉協議会に直接申し込みして下さい

問い合わせ先：

松伏町社会福祉協議会

電話９９１−２７01

社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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!

は
ち
に
ん
わたしたちホームヘルパーです。
こ
暖かかったり肌寒かったりして体調崩されていませんか。疲れたなと思う前に一休みして、体調
を整えてみませんか。
私たちホームヘルパーは、ご利用されている方に、やり過ぎず、痒いところに手が届く介護をモ
ットーに、日々ご利用者さまの笑顔のために業務させていただいています。
今日は、そんな私たちホームヘルパーが週に２回訪問するのを楽しみに待っていてくださる笑顔
の素敵な女性をご紹介します。
火曜日と金曜日の週
２回のホームヘルパー
の訪問以外は、ご自宅
で車椅子を利用し、す
べての事をお一人でこ
なしています。
そんながんばり屋さ
んの素敵な笑顔に会い
に、私たちホームヘル
パーは今日もあったか
い介護を目指します。

ホームヘルパー
大募集
お問い合わせは…

松伏町社会福祉協議会
℡
TEL

ホームヘルプサービス
●営 業 日／年中無休(但し､年末年始を除く)
●営業時間／午前7時〜午後9時
●問 合 せ／平日

月〜金

午前8時30分〜午後5時15分

か い ご の 窓 口
認知症の方を介護する家族

お気軽に
ご相談ください
松伏町社会福祉協議会

ずっと一緒に生活をしていた自分の親や配偶者が、認知症になってしまった…。
家族で介護していても、先の見えない介護による心身の不安や疲労、家庭生活
の大きな変化による混乱、悩みを話せず孤立してしまう…。誰にも相談できず、
だんだんと追い詰められてしまいます。
今では、認知症家族の会など地域の取り組みも行われています。
抱え込まずに担当のケアマネージャーや地域包括支援センター、松伏町社会福
祉協議会に相談しましょう。
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℡

