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上の写真は、老人クラブと柳津町の「放課後子ども教室」の交流の写真です。

ニュースポーツ「カーリンコン」に挑戦中！

下の写真は、健幸クラブの活動の中で、西山小学生との交流の写真です。

このように、地域の子どもと関わり、笑顔あふれる町づくりにしたいと考えています。
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平成29年度社会福祉法人柳津町社会福祉協議会事業実績報告書
１，社会福祉協議会の体制強化。

⑴�　長期的視点に立った組織経営の確立と、業務執行体制の強化推進するため。福祉協力員会議（区長会）・
理事会・評議員会・関係委員会等を開催し、事業計画及び事業推進に努めました、また自主定期監査及
び福島県・柳津町の監査を受検いたしました。
①　福祉協力員（区長）会議
　平成29年度事業協力依頼� 平成29年４月19日
②　理事会……４回
　平成28度決算等に関する事項� 平成29年６月７日
　役員改選による会長選任等に関する事項� 平成29年６月23日
　経理規定改正・上半期事業報告に関する事項� 平成29年12月15日
　平成30度予算等に関する事項� 平成30年３月23日
③　評議員会……２回
　平成28年度決算等に関する事項� 平成29年６月23日
　平成30度予算等に関する事項� 平成30年３月29日
④　監事会……１回
　平成28年度会計監査� 平成29年６月１日
⑤　地域福祉委員会……１回
　各行政区遊具状況現場確認、整備計画会議及び平成29年度事業計画推進協議
� 平成29年７月９日
⑥　福島県指導監査
　社会福祉法第56条及び第70条の規定による監査� 平成29年10月19日
⑦　柳津町定期監査
　地方自治法第199条第7項の規定による監査� 平成29年10月31日
⑧　職員等の資質向上及び資格取得等研修会に積極的に参加しました。
　＊認知症サポーター養成研修講師「キャラバンメイト」養成研修４名
　＊社会福祉主事養成課程１名　＊その他各種研修会及び講習会へ積極的に参加出席

２，社協体制強化を図るため自主財源の確立強化に努めました。
⑴　会員会費の拡充に努めました。
①　個人会員会費　 837口　 837,000円（１口・ �1,000円）
②　特別会員会費　 237口　 474,000円（１口・ �2,000円）
③　賛助会員会費　　 43口　 430,000円（１口・�10,000円）

　　　　　　　　合計　1,117口　1,741,000円
　＊�社会福祉協議会活動に賛同していただき、各行政区長（福祉協力員）のご協力をいただき、各世帯の方々

に多額の会費を納入していただきました。

⑵�　「自分の町を良くするしくみ」である柳津町共同募金委員会の共同募金運動を推進し各行政区・事業
所及び福祉団体の協力をいただき、目的を達成いたしました。

　①　赤い羽根共同募金運動の実績　（10月）�702,957円
　②　歳末たすけあい募金運動の実績（12月）�807,023円
　③　柳津町共同募金委員会の開催　　３月23日

３，地域福祉事業の推進に努めました。
　⑴　県共同募金会からの配分を受け、児童遊び場遊具の点検・整備を行いました。
　〔遊具の整備地区〕……８地区　総額　513,000円
　　①　大平町……４連ブランコ移設・滑り台撤去　②　中　野……滑り台すべり面調整
　　③　檀ノ浦……４連ブランコ腰掛板交換　　　　④　猪　鼻……２連鉄棒移設
　　⑤　塩　野……滑り台パイプ取替　　　　　　　⑥　黒　滝……１連シーソー移設
　　⑦　琵琶首……３連ブランコ基礎修繕　　　　　⑧　すぱーく敷地……４連ブランゴ移設

　⑵�　福祉まつりを開催し、社会福祉協議会への理解と共同募金活動・健康・福祉についての啓発をはかり
ました。

　　①　来場者延べ　人数　　約300名
　　②　講演会の開催　１．＊講師健康運動指導士　早川　　克　先生「親子で遊ぼう」
　　　　　　　　　　　２．＊講師ベビーマッサージ　斎藤　知美先生「ベビーマッサージを体験してみよう」
　　③　第25回会長杯ゲートボール大会の開催………７チーム50名
　　④　包装食袋を使った炊き出し体験コーナーの実施（柳津町赤十字奉仕団）　⑤　遊びのひろばの実施
　　⑥　ゲームコーナー開設　⑦　コロッケ蒸しパン販売（柳津町食生活改善推進委員）
　　⑧　バザーの開催（柳津保育所保護者会・柳津町赤十字奉仕団）
　　⑨　シルバーフリーマーケツトの実施（柳津町シルバー人材センター）
　　⑩�　関係機関・団体の協力をいただき模擬店を出店し、収益金（151,730円）は共同募金会に全額寄附

（自平成29年４月1日　至平成30年３月31日）
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いたしました。

　⑶　いこいの場づくり事業を実施しました。　総額547,744円。
　経営基本理念「町民誰もが、住み慣れた地域で安心して暮らし続ける、全員参加のまちづくり」を進
めるため「公式輪投げセット」各２台を16地区に配分しました。
＊出倉・大野・新村・長倉・猪鼻・麻生・長窪・柳ケ丘・檀ノ浦・桐ケ丘
　胃中・大成沢・四ツ谷・大峯・鳥屋・細越（下原）

　⑷　歳末たすけあい募金の配分事業を実施しました。
　　①　おせち材料配付世帯（75歳以上の一人暮らし・高齢者世帯・その他）　201世帯　587,445円
　　②　除雪費の助成（70歳以上の一人暮らし・高齢者世帯・その他）　　　 23世帯　219,040円

　⑸�　一人暮らし老人世帯に対し消防署柳津出張所より協力をいただき住宅用火災警報器点検を２回実施い
たしました。春・秋の火災予防週間時に消防署柳津出張所及び柳津西山駐在所の協力により防犯防火点
検を実施しました。

　　①　点検延世帯（本庁・支所）
　　　　　　　平成29年８月22日……８世帯　平成29年10月31日……６世帯
　　　　　　　平成29年11月31日……11世帯　平成30年３月６日……11世帯

　⑹　福祉団体等の育成及び活動費の助成等を実施しました。
　　①　柳津町赤十字奉仕団…………76,500円　　②　柳津町更生保護女性の会………10,000円

　⑺　ボランティアセンター事業推進に努めました。
　　①　ボランティアのつどい参加赤十字奉仕団
　　②　健幸クラブボランティア研修健幸クラブボランティア　③　ボランティア保険加入促進134名

　⑻�　住民の悩みごと相談に応じ、住民の福祉増進を図ることを目的に「心配ごと相談所運営」と相談体制
の強化、充実に努めました。

　　①　電話・来所相談回数……９回　相談件数…３件　内容　生活困窮に関すること
　　②　弁護士相談回数…………３回　相談件数…４件　内容　財産・（土地・相続等）

＊�弁護士等専門相談については、近隣町村社会福祉協議会との連携を取り実施しました。…会津坂下町・
三島町・金山町・昭和村

＊弁護士相談会時に合わせて行政相談会も実施していただきました。

　⑼　生活援助資金貸付事業。
　　①　平成29年度貸付件数…０件　0円　　②　平成29年度償還金　115,000円

　⑽　福島県社会福祉協議会生活福祉資金。（緊急小口資金貸付等）
　　①　貸付件数………………０件　0円

　⑾　高額療養費貸付事業。
　　①　貸付件数………………０件　0円

　⑿　除雪機・除雪作業助成事業を実施。　延べ22世帯　39,353円　　除雪機修繕経費　145,570円

　⒀　あんしんサポート事業による自立支援事業。………………０件

　⒁　生活困窮者自立支援調整会議へ出席しました。…ケース１件

　⒂　柳津町民生児童委員会定例会へ積極的に参加しました。　年間10回

４，柳津町健康福祉プラザ銀山荘の適切な指定管理業務に努めました。
　　①　入浴料…大人１回　300回……90,000円　小人１回　232回……46,400円
　　　　　　　　小人終日２回……600円　　　計137,000円
　　②　回数券…大人１回　32冊…98,560円　小人１回　49冊…100,450円
　　　　　　　　小人パスポート　25冊…77,000円　　　計276,010円
　　　　　　　　湯めぐり手形５枚　5,000円
　　③　回数券利用により入浴された方　＊大人417回　＊小人558回　湯めぐり手形利用12名
　　　　延利用回数　1,521回
　　④　会場使用関係……計163,840円� 合計　581,850円　　　　　　
　　　内容　健康教室・乳児健康相談・母子保健事業等・心の健康相談
　　　　　　地区児童会・各種団体等会議・老人クラブ会議・シルバー人材センター会議

５，すぱーく柳津を管理運営に努めました。
　⑴　住民の健康増進並びに多目的な利用促進に努めました。
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　　①　利用延回数……79回　②利用延人数……2,212名
　　　多目的な利用促進…グラウンドゴルフ練習、高齢者スポーツ大会　300名　利用料収入　315,000円

６，日本赤十字社福島県支部柳津町分区事業、赤十字社社費増強運動の推進に努めました。
　⑴　各行政区の協力をいただき、社費増強運動の推進目標額を達成いたしました。
　　①　日本赤十字社資増強運動の実績（５月）　575,000円

７，在宅福祉活動の推進に努めました。
　⑴　介護保険事業の経営。
　　①　訪間介護事業（予防）経営
　　ア　訪問介護……３月末12名（平成28年度末16名）
　　　要介護１・６名　　要介護２・２名　　要介護３・１名　　要介護４・２名　　要介護５・１名
　　　　内訳　身体介護２名　身体生活３名　生活援助７名
　　　　（サービス内容複数利用含む）実人数　121人　　延人数　1,307回
　　イ　介護予防……３月末５名（平成28年度末10名）
　　　要支援１・４名　　要支援２・１名
　　　　内訳　予防Ⅰ　４名　　予防Ⅱ　１名　　予防Ⅲ　０名　実人数　51人　延人数　283回
　　ウ　事業対象者……３月末６名
　　　要支援１・４名　　要支援２・２名
　　　　内訳　訪問型サービス　14名　　訪問型サービス　112名　　実人数　48人　延人数　249回

　　②　居宅介護等事業経営（障がい者自立支援）＊利用者６名　　家事援助　445回　445時間
　　③　訪問入浴介護事業経営　要介護２・１名　要介護３・１名　要介護４・２名　要介護５・１名
　　　　①　柳津町……４名　②三島町…１名　計５名　＊延利用人数……31名　148回
　　④　障がい訪問入浴サービス受託事業　柳津町……１名　延利用人数…35名（回）

　⑵　関係機関連絡調整会議参加及び介護職員会議を開催しました。
　　①　介護職員・登録介護員連絡会議及び資質向上会議の開催　　毎月１回　年12開催
　　②�　地域包括支援センター主催の、保健・福祉・医療・介護保険事業所連携のケア会議へ積極的に参加

しました。　毎月１回　年12回参加

　⑶　在宅で寝たきり老人を介護している介護者に介護手当を給付いたしました。
　　①　給付延人数……25名　　②給付金額……125,000円

　⑷　貸出しの実績状況。
　　①車いすの貸出件数…２件（台）（保有台数・６台）

　⑸　柳津町障がい者自立支援会議「地域づくり部会」に積極的に参加しました。
　　　平成29年度定例部会開催……１回
　　　社会資源マップの及びチラシ作成　　障がい福祉計画作成について

８，地域介護予防活動支援事業の受託運営。
　高齢者が居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、要支援・要介護状態になることの予
防を図ることともに、認知症予防や生きがいや健康づくり活動のための運動や知識の普及啓発を行い、健
やかで活力のある地域づくりを推進し、健康寿命の延長「活動的な85歳」を目指すことを目的として運営。
＊「健幸クラブ」事業
①　本庁地区……24回（月２回）�41名　　参加者延人数……664名
②　支所地区・…24回（月２回）�24名　　参加者延人数……455名　　合計延参加人員　1,119名
内容　物づくり・地区散策・講演会・音楽教室・遠足・転倒予防運動・レクリエーション・運動会
　　　塗り絵カレンダーづくり・筋力維持運動・栄養講演会・手芸教室・映画鑑賞・音楽体操他

　　　ボランティア（本庁・支所）…14名　延活動人数…206名

９，広報啓発活動の強化。
　福祉サービスの周知や社会福祉協議会に対する認識を深めるため、広報誌を発行し啓発に努めました。
①　ホームページの開設による情報公開　通年　　財務諸表等
②　社協広報「社協だより」各世帯配付（年１回）③６町村合同かわら版「こねっと」関係機関配付

10，平成29年度寄附金及び内訳。
　　　ご遺志による寄附金……46件　1,320,000円

11，財政調整基金積立金。（介護保険関係）
　　　平成30年３月31日現在　　9,360,743円

12，社会福祉基金積立金。
　　　平成30年３月31日現在　　25,491,819円
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（平成30年３月31日現在） （平成30年３月31日現在）
貸借対照表科目 貸借対照表価額

Ⅰ　資産の部
１　流動資産
　　　現金預金 10,252,640
　　　事業未収金 2,071,828
流動資産合計 12,324,468
２　固定資産
　⑴　基本財産
　　　建物 127,701,613
　　　定期預金 1,000,000
基本財産合計 128,701,613
　⑵　その他の固定資産
　　　車両運搬具 3,158,931
　　　器具及び備品 128,048
　　　長期貸付金 1,651,710
　　　退職手当積立基金預け金� 11,354,880
　　　社会福祉基金積立資産 25,491,819
　　　財政調整基金積立資金 9,360,743
その他の固定資産合計 51,146,131
固定資産合計 179,847,744
資産合計 192,172,212
Ⅱ　負債の部
１　流動負債
　　　事業未払金 1,971,610
　　　職員預り金 125,271
流動負債合計 2,096,881
２　固定負債
　　　退職給付引当金 15,010,480
固定負債合計 15,010,480
負債合計 17,107,361
差引純資産 175,064,851

資 産 の 部 負 債 の 部

当年度末 当年度末

流動資産 12,324,468 流動負債 2,096,881

　現金預金 10,252,640 　事業未払金 1,971,610

　事業未収金 2,071,828 　職員預り金 125,271

固定資産 179,847,744 固定負債 15,010,480

基本財産 128,701,613 　退職給付引当金 15,010,480

　建物 127,701,613 負債の部合計 17,107,361

　定期預金 1,000,000

その他の固定資産 51,146,131 純 資 産 の 部

　車両運搬具 3,158,931 基本金 1,000,000

　器具及び備品 128,048 　基本金 1,000,000

　長期貸付金 1,651,710 国庫補助金等特別積立金 127,701,611

　退職手当積立基金預け金 11,354,880 　国庫補助金等特別積立金 127,701,611

　社会福祉基金積立資金 25,491,819 その他の積立金 40,364,387

　財政調整基金積立資金 9,360,743 　生活援助資金貸付積立金 2,707,337

　高額療養費貸付積立金 2,804,488

　社会福祉基金積立金 25,491,819

　財政調整基金積立金 9,360,743

次期繰越活動増減差額 5,998,853

　次期繰越活動増減差額 5,998,853

（うち当期活動増減差額） －2,043,987

純資産の部合計 175,064,851

資産の部合計 192,172,212 負債及び純資産の部合計 192,172,212

勘　定　科　目 決　　算
会費収入 1,741,000
寄附金収入 1,320,000
経常経費補助金収入 8,167,017
受託金収入 16,438,008
貸付事業収入 115,000
事業収入 896,850
負担金収入 80,400
介護保険事業収入 9,934,149
介護予防・日常生活支援総合事業収入 888,860
障害福祉サービス等事業収入 1,047,430
その他の事業収入 661,920
その他の収入 14,400
受取利息配当金収入 23,111
　事業活動収入計⑴ 41,328,145
人件費支出 22,721,399
事業費支出 9,259,958
事務費支出 8,350,278
貸付事業支出 0
共同募金配分金事業費 859,223
助成金支出 86,500
その他の支出 64,170
　事業活動支出計⑵ 41,341,528
　事業活動資金収支差額⑶＝⑴－⑵ 13,383
　施設整備等収入計⑷ 0
　施設整備等支出計⑸ 0
　施設整備投資金収支差額⑹＝⑷－⑸ 0
その他の基金積立資産取崩収入 1,346,000
事業区分間繰入金収入 2,000,000
拠点区分間繰入金収入 5,382,092
サービス区分間繰入金収入 5,370,180
その他の活動による収入 374,040
　その他の活動収入計⑺ 14,472,312
基金積立資産支出 1,362,790
積立資産支出 92
事業区分間繰入金支出 2,000,000
拠点区分間繰入金支出 5,382,092
サービス区分間繰入金支出 5,370,180
その他の活動による支出 861,600
　その他の活動支出計⑻ 14,976,754
　その他の活動資金収支差額⑼＝⑺－⑻ －504,442
　予備費支出⑽ －
　当期資金収支差額合計⑾＝⑶＋⑹＋⑼－⑽ －517,825
　前期末支払資金残高⑿ 10,745,412
　当期未支払資金残高⑾＋⑿ 10,227,587

勘　定　科　目 決　　算
会費収益 1,741,000
寄附金収益 1,320,000
経常経費補助金収益 8,167,017
受託金収益 16,438,008
事業収益 896,850
負担金収益 80,400
介護保険事業収益 9,934,149
介護予防・日常生活支援総合事業収益 888,860
障害福祉サービス等事業収益 1,047,430
その他の事業収益 661,920
その他の収益 14,400
　サービス活動収益計⑴ 41,190,034
人件費 23,741,339
事業費 9,259,958
事務費 8,350,278
共同募金配分金事業費 859,223
助成金費用 86,500
減価償却費 5,911,941
国庫補助金等特別積立金取崩額 －5,016,279
その他の費用 64,170
　サービス活動費用計⑵ 43,257,130
　サービス活動増減差額⑶＝⑴－⑵ －2,067,096
受取利息配当金収益 23,111
その他のサービス活動外収益 0
　サービス活動外収益計⑷ 23,111
　サービス活動外費用計⑸ 0
　サービス活動外増減差額⑹＝⑷－⑸ 23,111
　経常増減差額⑺＝⑶＋⑹ －2,043,985
事業区分間繰入金収益 2,000,000
拠点区分間繰入金収益 5,382,092
サービス区分間繰入金収益 5,370,180
　特別収益計⑻ 12,752,272
固定資産売却損・処分損 2
事業区分間繰入金費用 2,000,000
拠点区分間繰入金費用 5,382,092
サービス区分間繰入金費用 5,370,180
　特別費用計⑼ 12,752,274
　特別増減差額⑽＝⑻－⑼ 2
　当期活動増減差額⑾＝⑺＋⑽ －2,043,987
　前期繰越活動増減差額⑿ 8,059,758
　当期末繰越活動増減差額⒀＝⑾＋⑿ 6,015,771
　基本金取崩額⒁ 0
　基金取崩額⒂ 1,346,000
　その他の積立金取崩額⒃ 0
　その他の積立金積立額⒄ 1,362,918
　次期繰越活動増減差額⒅＝⒀＋⒁＋⒂＋⒃－⒄ 5,998,853

財 産 目 録 貸 借 対 照 表

（自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日 （自）平成29年４月１日（至）平成30年３月31日

資金収支計算書 事業活動計画書
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平成30年度  会員会費納入のお願い
【社協会員会費とは】

町民の皆様とともに柳津町の地域福祉を支え合い「だれもが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが

できる福祉のまちづくり」を推進する為に、直接町民の皆様が福祉活動に参加する方法もあれば、会員会費

というかたちも参加のひとつの方法だと考えます。

全世帯を対象とした会員制度を通して、町民の皆様が地域福祉への参加促進を図るための会員会費制度です。

今年度も、ご理解とご協力ご支援をお願い申し上げます。

皆様から寄せられた会費は、地域に密着した様々な福祉活動に活用させて頂きます。

【依頼方法と会費区分】

各地区福祉協力員（各行政区区長）様へ依頼し訪問お伺いいたしますのでよろしくお願いいたします。

＊個人会員　１口　1,000円　＊特別会員　１口　2,000円　＊賛助会員　１口　10,000円

銀山荘には日帰り入浴のできる温泉があります！

◇入湯料‥‥大人１回 300円、終日 510円
小人１回 200円、終日 300円

◇効　能‥‥切り傷、やけど、神経痛、筋肉痛、関節痛
冷え症、疲労回復　等

お茶のみ会日程

年・月・日 曜日 時　　間 参　加　費
平成３０年９月１１日

（場所：銀山荘和室）
火 午前９時～１２時 無　　料

☆�老人クラブや健康相談に混ぜていただき、地区のいいところや生活の困りごとなど色々な

お話を聞いて回っています！この機会にぜひお話を聞かせてください！

　また、皆様の地区で行われているお茶のみに混ぜてください！お問い合わせは

　生活支援コーディネーター 白井陽子までお電話ください⇨TEL：０２４１-４２-３４１８

健幸クラブ参加について

１日、みんなで楽しく元気に活動してみませんか？

☆目　的☆　地域で自立した日常生活を送れることを目的としています。

☆対象者☆　町内のおおむね65歳以上のすべての町民の方
☆内　容☆　健康チェック、レクリエーションや簡単な運動など

※入ってみたい方は、お気軽に柳津町社会福祉協議会にお問い合わせください。

柳津町社会福祉協議会 検 索

ＨＰ更新しましたので
要確認!!

「社協だより」社会福祉協議会に対するご意見やご要望
がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

発行：社会福祉法人
　　　柳津町社会福祉協議会


