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今年度は町内6学童保育所に元気いっぱい

の新一年生61名が仲間入り。総勢231名と

なりました。

お兄さん、お姉さん達と一緒に楽しい時間

を過ごしてください。
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『 ’－ I ‘LL この度、前会長桑島正安氏、会長職務代理者千葉政幸氏の後をお

引き受けすることになりました。よろしくお願いいたします。

当協議会の諸事業が、皆様方にご支援・ご協力をいただいており

ますことに山から感謝と御礼を申し上げます。

就任して一ヶ月ほど経ちましたが、社会福祉協議会の事業が多岐

にわたっており、毎日の利用者ち多く、その対応の大部分がボラン

ティア等の皆様に支えられ、頼らざるを得ない状況にあるこ乙に驚

いています。

あつし ＝ 国は、介護制度の男直レや生活困窮者支援の対応などで、財政負

会長 佐藤 惇 司て 担の軽減を図ってきており、ますます社会福祉協議会の役割が大き

くなってくるものと思います。

社会福祉協議会の職員は、弱者毅済等の多くの事業に懸命に取り組んでおります。

多くの方々からご意見を聞き、改善を図りながら事業を実施して参ります。皆様の一層のご

支援 ・ご協力をお願い申し上げ挨拶といたします。 I -
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《平成27年度一般会計資金収支予算内訳表〉
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⑧ 法人運営部門

1. 法人運営事業

2. 指定管理事業

町の指定管理者制度により、グループリビング壮健ホーム、北部学童保

育所、三ケ尻学童保育所の指定管理者として、適切かつ円滑な施設運営

を行います。

3. 関係機関・団体との連携と組織体制整備、法務業務

6. 日常生活自立支接事業（地域福祉権利擁護事業）

高齢者や障がい者等で判断能力が十分でない方に対して、日常的な

金銭管理や大切な書類の管理あるいは、福祉サービスの利用援助な

どのお手伝いをします。

7. 町内福祉施設等協働事業

8. 生活援助貸付事業

(1）岩手県社会福祉協議会「生活福祉資金J受付窓口業務

(2）緊急小口資金「たすけあい資金J

9. 東日本大震災復興支援事業

(1）東日本大震災避難者サロン「さくらの会」実施

(2）生活支援相談員等による生活支援

(3）被災地支援ニーズ、への対応

10. 生活支援事業

(1）ふれあい配食サービス

(2）衣類洗濯サービス

(3）軽度生活援助サービス

(4）訪問理美容サービス

(5）福祉有償運送サービス

11. 日常用具貸付事業

生活における福祉の向上を目的に、日常用具の貸出しを行います。

(1）車いす

(2）チヤイルドシート

12. 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動の協力支援

(1）助成金事業の周知協力 • tL五主七 町一
I i I 組長雲 “γ (2）地域への義援金配分 ｜ E霊停

(3）歳末たすけあい演芸大会の実施 iu J・m保P ‘
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収入項目 円l
予算額

1割合（%）
（単位．千円）

①会費等収入

（助成金、共同募金収入等 31,113 7.8 
地域福祉活動事業収入）

②経常経費補助金収入 24,682 6.2 

③受純金収入 4,962 1.2 

＠｝貸付金事業等収入 4 250 0.1 

⑤介護保険事業収入 132,500 33.0 

⑥Ff,!答福祉トピ1等事業収入 84,635 21.1 

⑦就労支銀事業収入 14,600 3.7 

③拠点区分間繰入金収入 33,500 8.4 

⑨1lli期末支払資金残~｝j 74,169 18.5 

f.,n 400,411 100 

支出項目
予算額

割合（%）
（単位千円）

①人件後支出
. ＂＇’ 

206,828 51.7 

②事業費支出 45,598 11.4 

＠河事務費支出 24,721 6.2 

③貸付金支Ill 250 0.1 

⑤就労支援事業支出 14,500 3.6 

⑥助成金支出 745 0.2 

⑦悶定資産支出 10,000 2.5 

③lJ1立資金支出 1,010 0.3 

③拠点区分間繰入金支出 33,500 8.4 

⑩その他活動による支出 1,710 0.4 

⑪当期末支払資金残目、 61,549 15.4 

合，fr 400,411 100 
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⑧ 地域福祉事業部門

1. 地域福祉活動推進事業

(1）社会福祉大会

(2）金婚を祝う会

(3）元気高齢者の介護予防活動「ゆしりこハウスJ

(4）一人暮らし高齢者「青い鳥のつどいJ

(5）ボランティアセンター、ボランティア連絡協議会

(6）福祉協力校

(7）母子父子世帯「親と子のつどい」

(8）視覚障がい者「ふれあいハイキングJ

(9）独居高齢者宅等の雪かきボランティア「スノーパスターズ」

(10) 独居高齢者宅等の家屋の補修ボランティア「ハウスヘルパ－J

(11) 介護者リフレッシュ＆交流懇談会

(12）介護教室

(13）百歳記念祝賀行事

(14) 金ケ崎町地域見守り支援ネットワーク事業協力

(15) 福祉マップ作成の取り組み

2. 福祉総合相談事業

(1）ふれあい福祉相談

(2）介護相談

(3）ボランティア相談

(4）障がい者不利益取扱相談

(5）無料法律相談

3. 小地域福祉活動事業

(1）自治会等との連携による小地域ネットワークの確立

(2）地域包括支援センターとの協働による福祉ニーズへの対応

(3）地域における虐待防止の取り組み

4. 調査研究及び広報活動の充実

5. 民間福祉活動支援

老人福祉活動、障がい者福祉活動、母子父子福祉活動、児童福祉活

動、ボランティア活動、それら関係団体やゆいっこハウスなどの運営委員

会、その他多くの民間団体などへの協力支援を積極的に行います。
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⑮ 障がい者・児福祉事業部門

(1）相談支援事業所あゆみ

(2）ワークステーションかねがさき

就労継続支援 B型事業所…ふれ愛食堂、タオル等プリント印刷、受託作業

など、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう就労訓練等の

機会を提供

I 生活介護事業所…常時介護を必要とする人に、創作活動や生産活動の機会

を提供

(3）放課後等デイサービスクレヨン・第 2クレヨン

小学校に就学している障がいをもっ児童に対し、日常生活における基本的

動作の習得や集団生活への適応訓練など、自立に向けて適切に支援します。

(4）障がい福祉サービス事業所【居宅介護、 重度訪問介護、行動援護、同行援護】
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⑧ 公益事業部門
1. 高齢者共同生活支援施設『グループリビング社健ホーム」の運営

⑧ 介護保険サービス事業部門

(1）居宅介護支援事業所

(2）訪問介護事業所・訪問介護予防事業所

(3）訪問入浴介護事業所・訪問入浴介護予防事業所

(4）通所介護事業所・通所介護予防事業所 社会福祉協議会会費納入にご協力ください。 ～皆織か：；！~~~~』~＝~守＝す：：～
金ケ崎町社会福祉協議会の活動は、公的機関（圏、県、町）からの補助金や委託金、共同募金配分金、

寄間金の他、町民皆さんから納入いだだく会費が事業の大きな原動力となり、平成27年度事業計

画を実施するための重要財源として用いられます。

地域福祉向上のだめ、主旨のご参加いだだきご理解・ご協力いただきますようよろしくお願いい

たします。

金ケ崎社協の会費
一般会費 1世帯 1.000円（町内全世帯）

時土協福祉活動縫進員（自治会長）を通じて納入

いただいております。
2,000円（事業所、飽設、関係機関団体等）

1.000円 （本会役員その他個人）

⑧ 放課後児童健全育成事業部門

1. 学童保育所事業

子育て支援として金ケ崎第 1、金ケ崎第 2、

三ケ尻、北部、西、永岡学童全ての学区で学童／

保育所を運営。 ー 平成26年度社協会費実績

一般会費 4,010,000円

特別会費 I 357,QQO円

賛閉会費 • 14.000円

合計 4.381.000円



平成 ~JI 隼麗『鑓＠＠固金ケ崎町盆掘を拐う会』
社会福祉法人金ケ崎町社会福祉協議会

金ケ崎町老人クラブ連合会

結婚 50周年を迎えられるご夫婦の節目を祝福するとともに、今後の人生を有意義に、また、地域社会

での更なる活躍を願って、「金ケ崎町金婚を祝う会」を開催します。その席上で、褒賞状と夫婦お揃いの

額入記念写真をお贈りします。

【金婚該当者】 O 昭和40年 1月 1日～12月 31日に結婚したご夫婦

0 昭和 40年以前に結婚し、これまでに「金婚を祝う会」に出席していないご夫婦

【申込 み 】 「金婚を祝う会申込書」でお申込みください。

0 申込書取扱窓口

(1) 金ケ崎町社会福祉協議会 （福祉センタ一内）

(2）金ケ崎町老人クラブ連合会事務局 （生きがい交流センター）

(3）各地区の民生委員・児童委員

0 申込先

( 1 ）金ケ崎町社会福祉協議会 （福祉センタ一内）

(2）金ケ崎町老人クラブ連合会事務局 （生きがい交流センター）.

O 申込期間

平成27年 5月7日（木）～27日（水）

日 程 】日｜ O ご夫婦お揃いで記念写真撮影

(1) 撮影日： 平成27年 5月 29日（金） 9:00～11: 00 

(i）場 所： フォトスタジオ光影社 （ピック、ハウス駐車場入口）

O 「金婚を祝う会」

(1) 期 日： 平成 27年 6月 23日（火） 11 : 00～14:00 

(2）会場 ： みどりの郷 （金ケ崎町永栄上宿 26-3)

(3） 会 費 ： 1組 10,000円

ふれあい相醸
生活上の様々な心配事や困り ごとの相談に、相談員

が 1名ずつ交代でご対応いたします。お気軽にご相談

ください。

1. 相談員紹介 （敬称略）

人 権 擁 護 委 員 佐藤 孝男

人 権 擁護委員 高 橋 フ シミ

男女共同参画推進員 二 横田 悪子昌明｜同
民生委員 児童委員 伊藤 俊豪 EてJiiii：出
民生委員 ・児童委員 三 氏家 富士子 ｜巴Jiirr~, 
民生委員・ 児童委員 太田 祐子 ~Ill :i.引
（任期： 平成27年4月1日～平成29年3月31日）

2.相談日 毎週金曜日午後 1時～午後4時

※年末年始、 祝祭 日を除く。予約不要。

所 金ケ崎町福祉センタ－2階相談室

女この広報誌は、共同募金配分金の
一部をあてて発行しています女

ー
唱可 ー

寄付の部告
（平成27年4月1日～5月15日）

鈴木 アツ子 様 ． 51, 000円

高橋 慶人 様 口日 30, 000円

高橋 柴様 ~・ 30, 000円

干回 シヅエ 様 ,--J -,, 30, 000円

金ケ崎町シルバ一人材センタ－親睦会

会長高橋宏様 － 1 35, 000円

後藤 一行 様 Lr-「 30,000円

佐藤 正様 l日」 2.000円

相津 啓一様~ 30, 000円

~ 
簡箆畿毘

広報を編集するにあた り、少しでも読み

やすくなるように、文章を横書きに統一す

るなど工夫してみました。今回の表紙写真

には、元気な子ども達の笑顔が気分を明る

くしてく れるように思い、学童児童の写真

を選びま した。 一 《編集者：榊》


