地域のボランティアの方よりご寄付いただいたマスクを、本会が実施している事業対象者の希望者へ
配付しました。配付時はマスクの流通量がまだ少なく、配付した方からは、「マスクがないから助かり
ます。買いに行くのも大変なので。ありがとうございます。」、「自分では作れない。布も手に入らな
いのに、作ってもらえる気持ちがうれしい。」などの感想をもらいました。

マスクの配付を
行っております。
希望者は社会福
祉協議会までご
連絡ください。

認知症予防等のための
「脳のトレーニング」
クイズです。
正解者の中から抽選で５名様に、図書カードをプレゼントします。

●応募要項
ハガキに答え・住所・氏名・年齢をご記入の上、下記までご
応募ください。また、社会福祉協議会に対するご意見、ご希
望もあわせてお寄せください。

次の文字を合体して
漢字を作りましょう!!

广一勿
旦十厶

●応 募 先
〒 501-1314 揖斐川町谷汲名礼 265 番地 43 揖斐川町社会福祉協議会 地域福祉係
●応募期間
令和2年7月27日（月）〜令和2年8月7日（金）必着
※発表は、図書カードの発送をもってかえさせていただきます。
※先月号の答えは…「ながさき おおいた」（24通の応募がありました。ありがとうございました。）
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新年度から︑介護スタッフ２名︑看
護師２名が新たに加わり︑充実したス
タッフが揃いました︒
若いスタッフから熟練のスタッフま
で幅広い層で色々なアイデアを出し合
い︑利用者様に楽しんで利用していた
だけるよう︑連携しながら雰囲気づく
りをしています︒
当センターではシフト制で︑毎日少
しずつスタッフの顔ぶれが違うので︑
新鮮な感じがします︒
明るく広々とした施設だけでなく︑
明るいスタッフの笑顔で皆様のご利用
をお待ちしています︒

谷汲デイサービスセンター
令和２年度に入り︑男性１名・女性６名の
スタッフでスタートしました︒
スタッフそれぞれの資格︑特技を活かし︑
雰囲気作りも含め︑利用者様に満足して頂け
るよう︑利用者様一人一人に合わせ工夫しな
がらサービスを提供しています︒
春日デイサービスセンターは︑春日地域の
方が多く利用されていますが︑現在は春日地
域だけでなく︑市場︑脛永方面からも利用し
て頂いています︒
陽気なスタッフが多く︑常に笑いの絶えない
和やかな雰囲気のデイサービスセンターです︒
皆様のご利用をスタッフ一同お待ちしてお
ります︒

春日デイサービスセンター

豊かな自然と︑龍神雨乞いの夜叉ヶ池伝説
で知られている坂内の中心に︑坂内デイサー
ビスセンターがあります︒隣接する高齢者住
宅﹁はなもも﹂とは廊下で繋がっており︑入
居者の方もデイサービスを利用されています︒
坂内デイサービスセンターでは︑利用者様
一人ひとりに合った活動や︑食事︑入浴サー
ビス︑レクリエーションを提供し︑毎日明る
い雰囲気のデイサービスを目指しています︒
フロアー内には利用者様による季節ごとの貼
り絵や折り紙などの作品が飾られています︒
皆様のご利用をスタッフ一同お待ちしてお
ります︒

坂内デイサービスセンターもみの木
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社会福祉協議会 事業・決算報告
【法人運営事業】

・理事会（6回）・評議員会（4回）
・評議員選任・解任委員会（5回）・監査（1回）
・会費の依頼（一般会費・賛助会費）

【調査・企画・広報事業】

・社協だより「かけはし」発行（6回）

【福祉推進事業】

・福祉委員研修会（11地区 参加者429名）
・揖斐川町福祉委員会（2回 参加者42名）
・福祉機器貸与事業
（車椅子 新規1台・更新12台・短期間20台）
・地域福祉推進助成事業（11地区自治会）
・ボランティア団体への助成（2団体）
・いびがわ健康福祉フェア実行委員会への助成
・社会福祉大会の開催
・第三次揖斐川町地域福祉活動計画の策定

【ボランティア事業】

・災害ボランティアセンター事業
（揖斐川町社会福祉協議会防災訓練）
・ボランティア市民活動支援センターの運営
・福祉協力校指定・助成
（小学校7校、中学校3校、小中学校1校、
高等学校1校、特別支援学校1校）

【共同募金配分金事業】

・バースデイサービス事業
（80〜90歳ひとり暮らし高齢者345名）
（91歳以上高齢者350名）
・ふれあいいきいきサロン事業
自主サロンへの助成 89サロン
・地域サポート事業（延べ人数1,434名）
・障がい者支援事業（1回 参加者114名）
・福祉教育事業（3校、4回）
（谷汲小学校・小島小学校・春日小学校）
・チャレンジスクール事業
（参加学校11校 延べ人数132名）
・ひとり親家庭等支援事業
図書カード贈呈（127世帯 184名）

【高齢者住宅「はなもも」事業】
（揖斐川町）

・住宅管理業務（入居者5名）

理事会・
評議員会
だより

【受託事業】

＜揖斐川町＞
・揖斐川町生活支援体制整備事業
（第1層協議体1回、福祉懇談会等35回、
生活支援養成講座1回、
生活支援サポート事業476回）
・揖斐川町認知症地域支援・ケア向上事業
（認知症サポーター養成講座12回、
認知症講演会5回）
・介護予防講師派遣事業
サロン（112回 参加者1,395名）
サロン代表者交流会・福祉のつどい
老人クラブ・福祉委員会（12回 参加者612名）
・集いの場事業
（4団体、173回 参加者2,255名）
・おたっしゃ教室事業
（春日地区）（11回 参加人数195名）
（藤橋地区）（11回 参加人数 78名）
（坂内地区）（22回 参加人数328名）
・地域支援事業介護予防事業（たにぐみ青春塾）
（延べ人数168名）
・地域支援事業介護予防事業（春日青春塾）
（延べ人数196名）

【介護保険事業】

・居宅介護支援事業 2事業所（谷汲・春日）
介護プラン作成（1,887件）
予防プラン作成（546件）
要介護認定調査（16件）
・訪問介護事業 1事業所（揖斐川）
訪問介護サービス
（利用者32名 延べ回数3,143回）
・通所介護事業 3事業所（谷汲・春日・坂内）
通所介護サービス
（利用者108名 延べ回数12,540回）

【障がい福祉サービス事業】

・居宅介護事業 1事業所（揖斐川）
居宅介護サービス（利用者22名）
居宅介護（延べ回数2,444回）
移動支援（延べ回数381回）

【その他の事業】

・生活福祉資金貸付事業（貸付件数8件）
・日常生活自立支援事業（利用者8名）
・生活困窮者自立相談支援事業
（支援延べ人数27名）

◆5月27日（水）第1回理事会が開催され、令和元年度の事業報告及び会計決算が承認されました。
また、理事候補者の推薦について等5議案が上程され、原案のとおり可決されました。
◆6月17日（水）第1回定時評議員会が開催され、令和元年度の事業報告及び会計決算が承認されま
した。また、理事の選任について上程され、原案のとおり可決されました。
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社会福祉法人揖斐川町

令和元年度
「会計」

【事業活動による収支】
勘 定 科 目

その他の活動による収入
2.9％

その他の収入
0.3％
受取利息配当金収入
0.1％

収入

受託金収入
9.3％

介護保険事業収入
63.4％

役員紹介（順不同・敬称略）
会 長 富田 和弘
副会長 清水 善澄
常務理事 廣瀬 喜彦
理 事 村瀬 三郎
林
孝之
山田
満
中川 順人
細野 昌子

平井

壽人

岩間
椿井
橋本
山上
川瀬

明宏
昭二
利弘
一男
善忠

監 事 天羽 茂喜
小森 勝義
（任期：令和3年定時評議員会の終結の時まで）

0
2,199,420
2,199,420
-2,199,420

当期資金収支差額合計⑩ = ③ + ⑥ + ⑨
前期末支払資金残高 ⑪
当期末支払資金残高 ⑩ + ⑪

0
81,987,188
81,987,188

（単位：円）

固定資産取得支出
0.9％
その他の活動による支出
3.6％

助成金支出
1.9％
事務費支出
5.5％

（共同募金
配分金収入）
1.4％

事業費支出
14.2％

事業収入
0.1％
人件費支出
（高齢者住宅はなもも）
1.6％

評議員

額

金 額
9,090,122
7,268,050
16,358,172
9,059,110
9,059,110
7,299,062

負担金支出
0.1％

寄附金収入
0.1％
経常経費補助金収入
（市区町村補助金収入） 経常経費
11.5％
補助金収入

（単位：円）

金

【その他の活動による収支】
勘 定 科 目
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 ⑦
その他の活動による支出
その他の活動支出計 ⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧

その他の支出
0.2％

会費収入
2.9％

積立資産収入
3.7％
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額

7,219,000
158,990
32,081,358
28,530,000
3,551,358
22,923,022
214,000
156,680,386
10,817,880
26,547
854,326
230,975,509
182,044,074
57,800,500
120,312,107
3,931,467
35,184,991
13,515,151
4,665,385
143,000
522,550
236,075,151
-5,099,642

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計 ①
人件費支出
法人運営・地域福祉・受託事業
介護保険・障害福祉サービス事業
高齢者住宅はなもも
事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額③=①-②

障害福祉サービス等
事業収入
4.3％

【施設整備等による収支】
勘 定 科 目
施設整備等収入計 ④
固定資産取得支出
施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額⑥ = ④ - ⑤

（単位：円）

金

支出
人件費支出
（介護保険・
障害福祉サービス事業）
48.6％

人件費支出
（法人運営・
地域福祉・
受託事業）
23.4％

丸山 周治 林 千恵美 野田 達雄 中原 順彦
内田
悟 大郷 和幸 田宮 重夫 市川
守
竹中
勝 樫木 辰夫 前川 光男 竹中 一治
富田 法子 松原いく子 高橋 浅恵 横山 正美
近藤晃太郎 横山 法子 宮川
正
（任期：令和3年定時評議員会の終結の時まで）

評議員選任・解任委員
天羽 茂喜 服部
均 髙橋 敏博
（任期：令和6年定時評議員会の終結の時まで）
苦情解決第三者委員
栗山
知
高橋 宏之
（任期：令和3年5月31日まで）

