
社会福祉法人　田野畑村社会福祉協議会

御厨盟齢囲

髄
前納謝　胞触恕力細廓仏事す

今年も10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が全国一

斉にスタートします。

皆さまから寄せられた募金は、社会福祉協議会や民間社

会福祉施設の事業、災害時の活動支援などに役立てられま

すので、ご理解とご協力をお願いします。

◇主な内容◇ 
●役員改選のお知らせ ●社協会費のご報告 

●平成30年度事業報告・決算 ●お知らせ 



瞥JJ者皮膚の

おj診ろぎ
任期満了に伴う村社会福祉協議会の役員について、6月20日開

催の定時評議員会で新役員が選任されました。また、同日開催の

理事会で会長、副会長及び常務理事の互選が行われ、新しい体制

は右記のとおりとなりました。任期は、令和元年6月20日から令

和2年度に関する定時評議員会の終結の時までとなります。よろ

しくお願いいたします。

就任の御換拶

社合福祉法人
可野如村社合希祉協議合

全長　向川原　　展

役職名 �氏　　　名 

会　　長 �向川原　　　厳 

副会長 �小野寺　しげ子 
上　山　明　美 

常務理事 �嘉　藤　正　義 

理　　事 �溝　田　美寿子 
熊　谷　友　吉 

佐々木　秀　純 

工　藤　　　修 

監　　事 �穂　高　育　雄 
熊　谷　和　廣 

（定数：理事6名以上9名以内、監事2名）

このたびの役員政遠により、会長の地に就任いたしました。

連合前会長の後を引き鯉ぎ、これから2年伺、全長を務めさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。

さて、塞協報告では昨年9月に「可野如村地域福祉活動紺色」

を策定し、「共にええ合い、人にやさしい福祉のむらづくり」

を目脂して、活動を展開しております。

地域社合の変容などにより、名祉裸堰も多様化・複雑化して

おりますが、開催機関と連功し、村の地域福祉の推進のため、

役職月一九となって努力していく所存でございます。

つきましては、今後とも村民の皆さまのごま渡とご協力を掲

りますようお願い申し上げます。

出演者を募集しさす
～第50回可野知村歳末たすけあい演芸会～
日時：令和元年12月1日（日曜日）　午前10時から午後1時まで（予定）

場所：アズビィホール

○募集内容…舞踊、演劇、演奏、民謡、郷土 

芸能、歌謡曲、吟詠、奇術など 

○応募資格…個人又は団体で、ボランティア 

で出演できる方（出演料はありません） 

○応募期限…10月11日（金） 

○応募方法…「出演申込書」に記入し、期限 

までに申し込んでください（※出演申込書 

は村社会福祉協議会にあります） 
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匪］風塵囲画周囲厘］
今年度の村社会福祉協議会の会費について、次のとおりご報告いたします。
○一般会員及び賛助会員（行政区別の内訳）

行政区名 �一般会費 ��賛助会費 ��合　　計 （1世帯1千円） ��（1口3千円） 

件　数 �金　額 �件　数 �金　額 �件　数 �金　額 

北　山 �40件 �40，000円 � � �40件 �40．000円 

机 �47件 �47．000円 � � �47件 �47．000円 

明　戸 �29件 �29，000円 �2件 �6．000円 �31件 �35．000円 

羅　賀 �105件 �105．000円 �5件 �15，000円 �110件 �120．000円 

田野畑 �95件 �95．000円 �1件 �3，000円 �96件 �98．000円 

西和野 �84件 �84．000円 �1件 �3，000円 �85件 �87，000　円 

和　野 �37件 �37．000円 � � �37件 �37，000円 

菅　窪 �80件 �80，000円 �4件 �12，000円 �84件 �92，000　円 

七　滝 �31件 �31，000円 �1件 �3．000円 �32件 �34，000円 

猿　山 �26件 �26，000円 � � �26件 �26，000円 

大　声 �27件 �27，000円 � � �27件 �27．000円 

真木沢 �31件 �31，000円 �1件 �3．000円 �32件 �34，000円 

切　牛 �40件 �40，000円 � � �40件 �40，000円 

浜岩泉 �22件 �22．000円 � � �22件 �22，000円 

島　越 �120件 �120．000円 � � �120件 �120．000円 

板　橋 �8件 �8．000円 � � �8件 �8，000円 

尾肝要 �21件 �21，000円 �2件 �6，000円 �23件 �27，000円 

集　合 �19件 �19，000円 �1件 �3，000円 �20件 �22，000　円 

萩　牛 �2件 �2．000円 � � �2件 �2，000円 

田　代 �27件 �27，000円 �1件 �3，000円 �28件 �30，000円 

沼　袋 �30件 �30．000円 � � �30件 �3仇000円 

甲　地 �59件 �59，000円 � � �59件 �59，000円 

千　丈 �6件 �6．000円 �1件 �3．000円 �7件 �9．000円 

合　計 �986件 �986，000円 �20件 �60．000円 �1，006件 �1．046，000円 

○特別会員（1口1万円）　※随時受付中

佐藤建設傭〉　　　　　様 �田野畑村漁業協同組合　様 �㈱陸中たのはた　様 

㈲菊地電子工業　　　様 �田野畑交通㈲　　　　　様 �横田建設㈱　　　様 

下閉伊コンクリート工業㈱　様 �熊谷建設㈱　　　　　　様 �㈲下閉伊採石　　様 

㈱畠山自動車　　　　様 �（一社）田野畑村産業開発公社・様 �大崎建設㈱　　　様 

㈱甘竹田 �野畑 �様 （8月30日現在、順不同）

ご協力ありガとうヱ菖いました‖

義援金の名称 �募集期間 

平成30年北海道胆振東部地震災害義援金 �9月30日（月）まで 

平成30年7月豪雨災害義援金 �令和2年6月30日（火）まで 

平成28年熊本地震蒙援金 �令和2年3月31日（火）まで 

◆受付・問い合わせ先…田野畑村共同募金委員会（村社会福祉協議会内℡33－3025）
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囁儲⑩⑬萄壇ま
平成30年度事業報告と決算は、6月20日開催の定時評議員会で承認されました。主な内容は次の

とおりです。※詳細は、ホームページ（http〟tanohata－Shakyo．jp／）でも公開しております。

法　人　運　営
○理事会・評議員会の開催（理事会7臥　評議員会

4回、三役会議1回、評議員選任委員会2回）

○監事による出納調査の実施（4回）
○役職員研修の推進（各種研修会等への参加等）
○賛助・特別会員募集による自主財源の確保（一般

会員986件、賛助会員21件、特別会員13件）

○田野畑村地域福祉活動計画の策定（策定委員会2
回、平成30年9月に計画策定）

○苦情解決への取り組み（苦情受付状況0件

地域福祉の推進
○ふれあい・いきいきサロンの推進・支援（活動助

成金の交付8団体）
○関係機関との連絡・調整機能の強化

◇田野畑村民生委員児童委員協議会との連携、協
働活動の推進（第71回岩手県社会福祉大会への
参加17名、歳末たすけあい義援金配分対象者の
調査依頼及び配付依頼、合同研修会・交流会の
開催）

◇社会福祉施設との連絡調整、地域包括支援セン
ターとの連携・情報交換（地域ケア会議への出
席11回）

◇当事者組織・団体との連携・支援（団体助成金
の交付3団体）

○各福祉団体との情報交換会の開催（1回）
○共同募金・歳末たすけあい運動への協力

◇赤い羽根共同募金1．080件842千円

◇歳末たすけあい募金1，111件996千円

◇第49回歳末たすけあい演芸会の実施（来場者
152名、出演者・関係者117名）

◇歳末たすけあい義援金配分（92件481千円）
◇あったかいわてプロジェクト・地域みまもり応

援募金（24件16千円）

◇災害義援金の募集（2件9千円）
○福祉バザーの実施（売上42千円）
○福祉教育の推進

◇ボランティア協力校の指定（′ト・中学校）
◇キャップ・ハンディ体験教室の開催（1回）

○住民支え合いマップづくり事業（1地区）
（⊃田野畑村立若桶保育園の管理運営
○田野畑村地域子育て支援センターの管理運営
○田野畑村立たのはた児童館の管理運営
○たのはた放課後児童クラブの管理運営

広　報　活　動
○広報紙「たのはたの福祉」の発行（4回）
○ホームページの開設（平成30年8月）

東日本大震災被災者の支援
○生活支援相談員配置事業
◇生活支援相談員の配置3名
◇活動状況（3月未対象世帯数86世帯、延べ支援

実施回数2，445回）

◇生活支援相談員通信の発行（12回）
◇移転団地及び被災地区におけるサロンの開設

（118回開催、延べ参加者784名）

◇被災者支援会議（2回）

在宅福祉の推進
○理容サービス事業（利用者7名）
○一人暮らし高齢者友愛暑中見舞い・寒中見舞いの

実施（暑中見舞い138名、寒中見舞い140名）

○シルバーサポーター設置訪問事業（3月未対象世
帯82世帯、延べ訪問回数4，482回）

○まごころ宅配便事業（4臥延べ745世帯に食材
料等を配布）

○まごころ食事サービス事業（12回、延べ利用者
582名、延べボランティア74名）

○田野畑村地域包括支援センターの運営

福祉サービスの利用支援
○日常生活自立支援事業（利用者2名）
○心配ごと相談所の開設（12回、相談件数0件）
○陣がい者不利益取扱い相談窓口設置運営事業（相

談件数0件）
○生活福祉資金貸付事業（3月末現在、11件5，328

千円）
○たすけあい資金貸付事業（3月末現在、10件686

千円）
○生活困窮者自立相談支壊事業（田野畑村支援調整

会議への出席2回）

ボランティア活動の推進・支援
○ボランティア活動保険の加入（16団体250名）
○各種ボランティア養成講座（参加者9名）
○田野畑村総合防災訓練への協力（参加者3名）

その他団体事務
○岩手県共同募金会田野畑村共同募金委員会
○事務受託団体

◇田野畑村老人クラブ連合会
◇田野畑村母子寡婦福祉協会
◇田野畑村身体障害者福祉協会
◇田野畑村遺族会
◇岩手県下北地区交通安全協会田野畑支会
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法人単位資金収支計算書 
（自）平成30年4月1日　ほ）別り1年3月3川（単位：円） 

勘　定　科　目 ����決算額 

事 業 活 動 に よ る 収 支 �収 入 �会費収入 ��1，179，000 

寄附金収入 ��33，517 

緯常経費補助金収入 ��11，140，081 

受 �金収入 �158，075，097 

貸 �事業収入 �554，000 

事 �収入 �283，750 

受取利息配当金収入 ��496 

その他の収入 ��96，900 

事業活動収入計 ��171，362－841 

支 出 �人件費支出 ��130，355，429 

事業許支出 ��15，447，059 

事務費支出 ��15，078，191 

貸付事業支出 ��600，000 

助成金支出 ��1，231，000 

事業活動支出計 ��162．711，679 

事業活動資金収支差額 ���8，651，162 

踊整偉 等による 収支 �収入 �施 �整備等収入計 �0 
支出 �施 �整備等支出計 �0 
施設整備等資金収支差額 ���0 

そ の 他 の 活 ！U】 lこ よ る 収 支 �収入 �その他の活動収入計 ��0 

支出 �基金積立資産支出 ��76，501 
積立資産支出 ��1，375，422 

その他の活動による支出 ��5，006，640 

その他の活動支出計 ��6．458．563 

その他の活動資金収支差額 ���△　6．458．563 

予備費支出 ����0 

当期資金収支差額合計 ����2．192．599 

l　　前期末支払資金残高 ����2，342．6891 

l　　当期末支払資金残高 ����4．535，2881 

法人単位事業活動計算書 
（自）剛（30年4月川（引平成31年3月31日（単位：円） 

勘　定　科　目 ����決算額 

サ l ビ ス 活 動 増 減 の 部 �収 益 �会費収益 ��1，179，000 

寄附金収益 ��33，517 

経常経費補助金収益 ��11，140，081 

受‾ �金収益 �158，075，097 

事 �収益 �283，750 

サービス活動収益計 ��170，711．445 

費 用 �人件費 ��137，171，491 

事業曹 ��15，447，059 

事務費 ��15，078，191 

助成金費用 ��1，231，000 

減価償却許 ��83，257 

国銅励全等特別稲立金取崩額 ��△　24，937 

サービス活動費用計 ��168，986，061 

サービス活動増減差額 ���1．725．384 
サ l ビ 蓋 タ■ �収 益 �受取利息配当金収益 ��496 

その他のサービス活動外収益 ��96，900 

サービス活動外収益計 ��97，396 

笠 �錮lサービス活動外費用計 ���0 
の 部 �サービス活動外増減差額 ���97．396 

経常増減差額 ����1．822．780 

叫 �甘墓 �特 �収益計 �0 
費用 �特 �費用計 �0 

特別増減差額 ���0 
当期活動増減差額 ����1．822．780 

特 別 増 減 の 部 �前期繰越活動増減差額 ���△1，159，387 当期末繰越活動増減差額 ���663，393 

基本金取崩額 ���0 

基金取崩額 ���0 

その他の積立金取崩額 ���0 

その他の積立金積立額 ���76，501 

次期繰越活動増減差額 ���586．892 

法人単位貸借対照表　　平成31年3月31日現在（単位：円） 
米　産　の　部 ��負　債　の　辞 

勘　定　科　目 �金　額 �勘　定　科　目 �金　額 

流動資産 �41，448，094 �流動負債 �42，495，806 

現金預金 �34，563，515 �事業未払金 �34，250，230 

事業未収金 �4，982，579 �職員預り金 �2，662，576 

未収補助金 �1，902，000 �賞与引当金 �5，583，000 

固定資産 �42，511．183 �固定負債 �37，168，794 

（基本財産） �1，000，000 �退職給付引当金 �37，168，794 

定期預金 �1，000，000 �負債の部合計 �79，664．600 

（その他の固定資産） �41，511，183 �純　資　産　の　静 

車輌運搬具 �3 �勘　定　科　目 �金　額 

器具及び備品 �60，270 �基本金 �100，000 

ソフトウェア �48，600 �基金 �3，547，516 

長期貸付金 �686，000 �福祉基金 �3，547，516 

退職手当積立基金預け金 �30，738，670 �国庫補助金等特別積立金 �60，269 

退職給付引当資産 �6，430，124 �次期繰越活動増減差額 �586，892 

福祉基金積立資産 �3，547，516 �純資産の部合計 �4．294．677 

資産の部合計 �83．959．277 �負債及び純資産の都合！十 �83．959．277 
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◎お問い合わせ、申し込みなどは、

田野畑村社会福祉協議会事務局

（℡33－3025）まで

理容サービス事業

◆対象者…村内のおおむね65歳以上の在宅で

外出が困難な高齢者又は障がい者など

◆内容…依頼を受けた理容店が利用者の自宅

まで訪問し、散髪を行います（理容券の発

行枚数：年4枚まで利用可能）

◆利用料…1回につき1，000円

宅配ボランティアを募集

「まごころ食事サービス事業」にご協力いた

だける宅配ボランティアを募集します。

◆募集人数…1名

◆担当地区・・億山・大声・切牛・浜岩泉

◆担当件数…6世帯　※増減する場合もあります

◆活動日…月1回（第4金曜日）

◆活動内容‥・対象世帯（高齢者世帯など）に昼食

（弁当）の配達

◆活動時間…2時間程度

◆応募要件…運転免許を持ち自分の車を運転で

きる方（任意保険に加入していること）

◆その他

①ボランティア活動保険に加入します

※保険料は村社会福祉協議会で全額負担

②ガソリン代相当の謝礼を支給いたします

使用済み切手などを募集

県内の工業高校や大学の生徒たちが使われなく

なった串いすを修理して、海外の方々に寄贈する
「いわて車いすフレンズ」の活動を支援するため、

使用済み切手、使用済みプリペイドカード、雷き

楓じはがきを随時募集していますので、皆さまの
ご協力をお願いします。

寄付いただいた使用済み切手などは、岩手県社

会福祉協議会を通じて、車いすを海外へ輸送する

ための費用に役立てられます。

￥
：使用済み切手は、はがきや

：封筒からはがさずに、切手
：の周囲を5mから1m程度
l

残して、切手の目打ち（切

手の周りのギザギザ部分）
：に切り込みを入れないよう

：に切り取ってください。
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たすけあい資金の貸付

◆利用できる世帯…低所得世帯又は一時的な生活

困窮世帯で、村内に住所が有り、担当民生委員

が貸付を必要と認める世帯など

※生活保護世帯は除きます

◆貸付限度額・・・1世帯10万円以内

◆貸付の条件…村内又は近隣市町村に住所が有り

返済能力のある65歳以下の連帯保証人1名が必要

◆返済期間…5万円未満は6か月以内、5万円以

上10万円未満は1年以内

◆貸付利子…無利子

◆返済方法…返済期間内に一括又は月賦払い

※返済期間内に返済が完了できない場合は、延滞利子

が発生します

心配ごと相談所の開設
◆開設日時…毎月第4木曜日10：00～12：00

◆開設場所…旧保健センター内

生活福祉資金の貸付

◆利用できる世帯…低所得世帯、降がい者世帯、高

齢者世帯、生活保護世帯

◆資金の種類

（D総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時

生活再建費）

②福祉資金（福祉費、緊急小口資金）

③教育支援資金（教育支援費、就学支度費）

④不動産担保型生活資金

※資金の種類ごとに貸付対象世帯が見なります

◆貸付利子

連帯保証人を立てた場合　　→　無利子

連帯保証人を立てない場合　→　年1．5％

※教育支援資金と緊急小口資金は、連帯保証人の有無に

かかわらず無利子

陣がい者不利益取扱相談窓口

平成23年7月1日から施行された「幹がいのあ

る人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり

条例Jにより、陣がいのある方に対する不利益な

取扱いの解消に向けて、不利益な取扱いに関する

相談を受け付けます。

◆受付日時…平日9：00～17：00

日常生活自立支援事業（愛称「あんしんねっと」）

◆利用できる方…自分ひとりで判断をすることに不安な方やお金の管理に困っている方（認知症高齢
者、知的陣がい者、精神陣がい者など判断能力が不十分な方）など

◆サービスの内容

◆サービスの利用料金…1回1時間あたりおおむね1，300円（相談は無料）

地域包括支援センター

地域包括支援センターでは、主任介護支援専門員、

保健師、社会福祉士の専門職が、高齢の方の介護や

在宅生活に関する悩みごとなどの相談に応じます。
◆連絡先…℡32－3013

◆受付日時…平日8：30－17：15
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地域子育て支援センター

地域子育て支援センターでは、保育士と看

護師の専門職が、子育てに関する悩みごとな

どの相談に応じます。

◆連絡先…℡33－3688、070－2036－9917

◆受付日時…平日9：00～16：00
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