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利府町社会福祉協議会は、法人の認可を取得した福祉団体であり、皆様の会費等によって運営されています。

主な内容
●令和２年度利府町社会福祉協議会事業報告
●令和２年度利府町社会福祉協議会決算報告
●利府町社会福祉協議会会長就任の挨拶
●利府町社会福祉協議会役員・評議員名簿
●利府町老人クラブ連合会

この広報誌は、皆さまからの会費と赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

●利府町ボランティア友の会
●生活支援体制整備事業
●利府町中央地域包括支援センター
●あたたかい善意ありがとうございます

ご近所さんや友人、知り合いの方々との日常的な交流はありますか？コロナ禍でもつながり合えてい
ることが、生活をしていく上での豊かさになります！このような「支え合い」を見つけに、生活支援
コーディネーターが町内を訪問しています。（生活支援体制整備事業：関連５頁）

 

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急

小口資金等の特例貸付を実施しています。

● 緊急小口資金
　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場
合に、少額の費用の貸付を行います。
【対象者】
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等によ
り収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持
のための貸付を必要とする世帯
【貸付上限額】
•20万円以内
【貸付利子・保証人】
　無利子・不要

● 総合支援資金
　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行
います。
【対象者】
　新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少
や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が
困難となっている世帯
【貸付上限額】
•二人以上　20万円以内　•単身　15万円以内
　貸付期間：原則３ヶ月以内
【貸付利子・保証人】
　無利子・不要

●匿名 様（菅谷一部）
●匿名 様（町内）
●匿名 様（青葉台）

… 16,450円
……… 30,000円
……… 6,512円

●匿名 様（菅谷二部）
●匿名 様（菅谷一部）

… 10,000円
… 20,000円

社会福祉のため
●小山光子 様（大町）
●匿名 様（大町）

… 紙おむつ
…… タオル多数

物 品 寄 付

あたたかい善意ありがとうございますあたたかい善意ありがとうございます

特別会員・賛助会員ご紹介
特別会員 賛助会員●坂田　善夫 様　●片倉ツヤ子 様　●星　　典男 様

●鈴木　とり 様　●伊藤きよみ 様　●阿部　善男 様
●認定NPO法人さわおとの森  理事長 清野精維 様
●医療法人社団刀根歯科医院  理事長 刀根功 様
●有限会社利府自動車整備工業  代表取締役 藤原大志 様
●株式会社阿部電工  代表取締役 阿部剛典 様
●宮川ローラー株式会社  代表取締役 宮川忠直 様
●仙台農業協同組合利府支店  支店長 庄司文彦 様
●有限会社テクノ・アーム  代表取締役 後藤亨 様
●共立工業㈱  代表取締役 村田学 様
●有限会社阿部自動車商会  代表取締役 阿部健一 様
●北日本印刷株式会社  代表取締役 佐藤精一 様
●公益社団法人利府町シルバー人材センター  理事長 小岩義文 様

●水野　佳子 様

ご協力いただき
ありがとう
ございました。

（順不同・受付順）

●有限会社渡辺自動車  代表取締役 渡邊勝利 様
●株式会社ヤマトク  代表取締役 小幡大治 様
●株式会社白寿殿  代表取締役 菅原宏和 様
●一般財団法人花園まちづくり記念財団  理事長 田口史郎 様
●株式会社ごんきや  代表取締役 佐藤知樹 様
●㈱オフィスK２  代表取締役 髙山一成 様
●有限会社ウツミ水産  代表取締役 内海春寿 様
●株式会社まちづくり利府  代表取締役 赤間信博 様
●㈱仙台銀行利府支店  支店長 吉田勝昭 様
●株式会社鈴木工務店  代表取締役 鈴木美範 様
●有限会社チョーリ  代表取締役 櫻井幸一 様

●内容…生活相談全般・障害者相談・人権相談・行政相談
●日程…８月25日（水）・９月22日（水）・10月27日（水）
●時間…午前10時～午後３時まで
●場所…利府町社会福祉協議会事務所

日常的な暮らしのことや介護の悩みなど、心配ごと
について専門の相談員を配置し、解決へのお手伝いを
いたします。新型コロナウイルス感染症対策として、
完全予約制で実施します。

•相談は無料・秘密厳守で行います。
•マスクの着用・検温のご協力をお願いします。

生活相談所開設のお知らせ

利府町社会福祉協議会
のホームページが７月１
日よりリニューアルされ
ました。随時福祉の情報
を町民の皆様へお伝えで
きるよう、これからも更
新していきますので、よ
ろしくお願いいたします。

ホームページリニューアルのお知らせ

URL　https://rifu-shakyo.com/

申請期間：令和３年８月31日まで　　問い合わせ：利府町社会福祉協議会　TEL 356-9060

R3.7.16現在
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利府町中央地域包括支援センターは、高齢者の身近な相談窓口です。
高齢者の皆様が『住み慣れた地域でいつまでもいきいきと過ごせるように』

介護や福祉、健康等、様々な面から総合的に支えるためのお手伝いをしています。
認知症の相談や介護予防活動の普及、65歳以上の一人暮らしの方や二人暮らし

高齢者の皆様へ「お元気ですか訪問」事業も行っています。
相談はご来所や電話のほか、ご自宅を訪問することも可能ですので、お気軽に

ご相談ください。

その他の活動による収入　3,219,090円

令和２年度   利府町社会福祉協議会事業報告令和２年度   利府町社会福祉協議会事業報告
法人運営事業法人運営事業
■理事会・評議員会の開催
■お悔み事業
■現場実習受入事業
■キャリアシップ職場体験事業
■備品貸出事業
■印刷輪転機設置・貸出事業
■福祉団体助成事業
■各種団体等ネットワーク構築事業

地域福祉活動推進部門地域福祉活動推進部門
■社協だより発行事業
■ホームページ事業
■地区社協設置事業
■小地域ネットワーク推進事業
■一人暮らし高齢者乳酸菌飲料支給事業
■防災・減災事業
■ボランティア保険支援事業
■学校等福祉教育活動への協力
■ふれあいオープンスクール送迎事業

■移送サービス事業
■ボランティア養成講座の開催
■利府町老人クラブ連合会事務局
■利府町ボランティア友の会事務局
■利府町身体障がい者福祉協会事務局
■利府町手をつなぐ親の会事務局
■利府町あけぼの会事務局
■利府町共同募金委員会事務局

福祉サービス利用支援部門福祉サービス利用支援部門
■生活相談所開設事業
■出張生活相談所開設事業
■生活安定資金貸付事業
■生活福祉資金貸付事業
■日常生活自立支援事業
 （まもりーぶ事業）

在宅福祉サービス部門（委託事業含む）在宅福祉サービス部門（委託事業含む）
■暮らしのサポートサービス事業
■訪問介護事業
■介護予防訪問介護事業
■居宅介護支援事業所
■障害者居宅介護事業
■行動援護事業
■重度訪問介護事業
■同行援護事業

■児童デイサービス事業
■障害者相談支援事業
■障害者地域活動支援センター事業
■移動支援事業
■生活支援コーディネーター事業
■地域包括支援センター事業
■軽度生活支援事業
■高齢者いきいき活動ポイント事業

資金収支決算財 産 目 録
■資　産
1．流動資産
　　⑴現金　現金手許有髙
　　　　　　小口現金
　　　　　　預貯金
　　　　　　未収金
　　合　　計
2．固定資産
　　⑴基本資産　基本財産特定預金
　　⑵その他の固定資産
　　　　　　　　構築物
　　　　　　　　車輌運搬具
　　　　　　　　器具及び備品
　　　　　　　　権利
　　　　　　　　退職手当積立金預け金
　　　　　　　　善意基金積立預金
　　　　　　　　生活安定資金貸付金
　　合　　計
資産合計

■負　債
1．流動負債
　　⑴流動負債　未払費用
　　　　　　職員預り金
　　合　　計
2．固定負債
　　⑴固定負債　退職給与引当金
　　合　　計
負債合計

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36,413円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19,600,472円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14,176,024円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33,812,909円

・・・・・・・・・・ 1,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 717,611円
・・・・・・・・・・・・・・・・ 435,386円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97,200円
・・・・・・ 66,751,778円

・・・・・・・・・・ 37,536,000円
・・・・・・・・・ 1,602,389円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108,140,365円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141,953,274円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,054,711円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,027,562円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,082,273円

・・・・・・・・・・・・ 66,751,778円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66,751,778円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72,834,051円

差引純資産（資産合計－負債合計）     69,119,223円

※会費は、地域福祉事業に充てられます。
※利府町からの補助金、受託金は人件費と事業費に充てられます。

社協会費　10,166,840円
寄付金　327,000円

補助金
20,164,000円

助成金
4,226,333円

受託金
59,892,372円

事業等　868,277円

貸付事業等
225,000円

障害福祉
サービス事業
•居宅介護等
•児童デイサービス
•障害者相談支援
　事業所
　26,389,301円

子育て支援事業
•十符っ子広場
•ファミリー・サポート・センター
　11,617,264円

介護保険事業
•訪問介護事業所
•居宅介護支援
　事業所
　66,275,159円

地域福祉事業
•法人運営•地域福祉
•在宅福祉•共同募金
•資金貸付
　39,156,832円

令和２年度  利府町社会福祉協議会決算報告令和２年度  利府町社会福祉協議会決算報告

地域活動支援
センター事業
　12,479,193円

その他の収入
528,289円

収 入
161,978,262円

障害福祉
サービス等事業
26,903,760円

支 出
155,917,749円

介護保険事業
35,457,301円

青空ラジオ体操企画の募集
新型コロナウイルス対策も行いながら、野外で距離を保ち、身体を動かしませんか？

「青空ラジオ体操」企画に是非応募ください！

①実施内容：晴れの日限定で、公園や空きスペースなどで「ラジオ体操第１」を行う取り組みを支援する企画
です。スタッフが音源を持って出向くので準備物も不要です。

②募集単位：町内会、高齢者を含む活動を行っている小サークルなど　合計５組程度
③募集期間：令和３年８月10日（火）～10月29日（金）まで
④そ の 他：実施期間、場所や時間帯、頻度や参加者向けのチラシ作成など、開催に向けての相談をお受け

し、調整の後にご支援します。
※週１回程度、午前９時～午後３時の間でできるサークル等。
※地域づくり支援にも応じます。

●身体的機能や認知機能の低下を予防（みんなで体操をすることに意味があります！）
●外出の機会づくり（散歩がてらに丁度良いです！）
●交流やつながり維持（屋内での集いから形を変えてつながり合えます！）

目　的

【例】
●●公園で、毎週
水曜日、午前10時
から実施！

生活支援コーディネーターがおじゃましています！
（生活支援体制整備事業）

1月から、みやぎ
生協さんの移動販売
が来ている地区があ
ります。音楽を聴き
つけて集まって来る
近所の方々同士で会

話が弾みます。店員さんも常連のお客様が来ない
と気に掛けてくれるようになっています。 皆様の地域の「支え合い活動」も教えてください！

「シニアのちょこっと貯筋体操」や
「カフェなし畑」もやっています！

しらかし台、花園、青山、青葉台、皆の丘地区にお住まいの方は北部地域包括支援センター（022-767-7677）へご連絡ください。

利府町　　　地域包括支援センターです！利府町　　　地域包括支援センターです！中中 央央利府町　　　地域包括支援センターです！利府町　　　地域包括支援センターです！

022-353-7322 利府町中央地域包括支援センター

①総合相談　②介護保険の代行申請　③介護保険サービスや生活支援等の相談
④権利擁護の相談や認知症の相談　⑤介護予防事業の実施　ほか

下記の業務を行っております

※企画における楽曲使用については、「かんぽ生命」様に使用申請をしております。

利府町中央地域包括支援センター 電話：022-353-7322
（生活支援コーディネーターまで）

令和３年度
版

  晴れの日限
定！

お茶飲み会やサロン
活動を自粛している地
域では、代わりに地域
高齢者宅へ訪問し、見
守りを行う中でつなが
りを保っています。
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このたび6月16日付で、利府町社会福祉協議会会長に就任いたしました。
もとより微力ではございますが、行政及び福祉関係機関の皆様と連携を図り

ながら、利府町社会福祉協議会の使命であります「誰もが安心して暮らすこと
ができる福祉のまち」を目指し、その職務に専念し、努力する所存でございます。
さて、新型コロナウイルス問題は、ワクチン接種に一筋の光が見えてはいるものの、まだまだ感染拡

大に警戒が必要な状況が続いております。
このようなことから、本会の重点事業としている地域福祉事業については、住民参加型のコミュニ

ティ事業が十分に展開できていない状況にありますが、本会の初期の目的を達成すべく、地域のつなが
りが途切れないよう、福祉関係機関同士のネットワークをいっそう強化するとともに、支援を必要とす
る住民の声を聞き逃さず、様々な地域福祉課題の解決に真摯に取り組んでまいりたいと思います。
結びに、町民皆様方のこれまで以上のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、

ますますのご多幸とご健勝をご祈念いたしまして就任のあいさつといたします。

利府町社会福祉協議会  会長就任の挨拶
社会福祉法人
利府町社会福祉協議会　会長　伊藤　三男

利府町社会福祉協議会
利府町中央2-11-1
☎022-356-9060

私たちは利府町内で活動しているボランティア団体です。
活動に興味のある方、一緒に活動したい方はご連絡ください。

利府町老人クラブ連合会
町内で20の単位老人クラブが活動し、総会員数は850名を超えています。
いくつになっても明るく楽しく元気よく生活するために、グラウンド・ゴルフな

どの健康維持活動や、集会所などを利用したお茶会、地域の公園清掃など、様々な
活動を通し会員同士の親睦と交流を深めながら活動を行っています。

私たちと一緒に楽しく
活動しませんか！？
●新しい友人を作りたい！
●お茶のみ友達が欲しい！
●健康のために楽しく身体を
　動かしたい！　など
一緒に活動していただける会員を
随時募集しています！！

R3.5月 利府町野球場にて
快晴の空の下、グラウンド・ゴルフ大会を行いました。

● 主な活動内容

体調確認！
　検温実施中！

利府町老人クラブのグラウンド・ゴルフ大
会で点数計算のお手伝いをしています。

マスクや茶菓子を持って、地域高齢者の
自宅を訪問する友愛活動を行いました。

利府町役場にあるコーヒーショップ
「ペアパル」でお手伝いをしています。

障がい者の方の社会参加を目的として利府町社会福祉協議会
が行っているコーヒーショップ「ペアパル」のお手伝いです。
利府町役場で平日10：00～14：30までの時間、利用者さん

と一緒に接客や会計を行います。

コーヒーショップ「ペアパル」事業（通年）

地区集会所などを利用して、地域の方々とのレクリエーショ
ン活動や招待昼食会などを行っています。
ボランティアと参加者が互いに支え合いながら地域で生活す

るために楽しく活動しています。

小地域ネットワーク推進事業（６月・11月）

会員同士の親睦交流と、ボランティア活動の理解を深めるた
めボランティアに関する研修会や、レクリエーション体験など
を行っています。

会員交流会（７月）

１年間のボランティア活動に対する感謝とねぎらいを兼ねて
会員同士での食事会や演芸発表などの催し物を行います。
多くのボランティアさんが参加する一大事業となっています。

新春のつどい（１月）

● 他団体への協力

グラウンド・ゴルフ大会…事務局補助、点数計算などを行います。
老人福祉大会…受付、来客案内、会場準備などを行います。

利府町老人クラブ連合会

●ボランティア活動中に知った情報は活動終了後も口外しないようにしましょう。
●体調不良などで活動を休むときは、地区の理事や社協へ連絡しましょう。
●無理のない範囲で活動し、自分に出来ることから始めましょう。
●ボランティア仲間と明るく楽しく活動しましょう。

友の会活動での守り事 お問い合わせ

利府町ボランティア友の会

№ 氏　　名 所　　　　属
1 髙　橋　　　捷 町内会代表（神谷沢）
2 小山田　喜　悦 町内会代表（菅谷一部）
3 大　槻　則　夫 町内会代表（菅谷二部）
4 鈴　木　孝　也 町内会代表（沢乙）
5 水　間　元　治 町内会代表（加瀬）
6 鈴　木　武　志 町内会代表（野中一部）
7 前川原　榮　三 町内会代表（野中二部）
8 鈴　木　敏　夫 町内会代表（町加瀬）
9 板　橋　たみ子 町内会代表（大町）
10 菅　原　　　幸 町内会代表（館）
11 日　野　　　哲 町内会代表（仲町）
12 小　澤　源　治 町内会代表（東町）

№ 役　職 氏　　名 所　　　　属
1 会　　長 伊　藤　三　男 有識者
2 副 会 長 宮　城　隆　雄 民生委員児童委員協議会
3 副 会 長 阿　部　次　雄 老人クラブ連合会
4 常務理事 折　笠　浩　幸 社会福祉協議会事務局長
5 理　　事 酒　井　隆　志 行政区長会
6 理　　事 小　幡　康　子 ボランティア友の会
7 理　　事 貝　山　昭　子 婦人会

1 監　　事 木　村　みゆき 民生委員児童委員協議会
2 監　　事 佐久間　宏　之 有識者

1 顧　　問 吉　岡　伸ニ郎 議会議長
2 顧　　問 櫻　井　やえ子 副町長

■理事定数　　12名以上 15名以内

№ 氏　　名 所　　　　属
13 板　橋　節　男 町内会代表（藤田）
14 引　地　龍　夫 町内会代表（春日一部）
15 菅　原　　　治 町内会代表（春日二部）
16 蜂　谷　勝　一 町内会代表（赤沼）
17 長　井　　　智　町内会代表（浜田）
18 櫻　井　一　彦 町内会代表（須賀）
19 十文字　晴　幸 町内会代表（しらかし台）
20 富　田　　　稔 町内会代表（花園）
21 吉　田　千枝子 町内会代表（青山）
22 八　木　武　男 町内会代表（青葉台）
23 野　口　良　子 町内会代表（菅谷台）
24 阿　部　長　夫 町内会代表（皆の丘）

利府町社会福祉協議会評議員名簿

利府町社会福祉協議会役員名簿
№ 役　職 氏　　名 所　　　　属
8 理　　事 板　橋　健　夫 身体障がい者福祉協会
9 理　　事 好　井　まり子 手をつなぐ親の会
10 理　　事 阿　部　善　男 有識者
11 理　　事 佐　藤　知　樹 商工会
12 理　　事 宮　本　千賀子 子ども会育成会連合会
13 理　　事 佐々木　辰　己 地域福祉課長

№ 氏　　名 所　　　　属
25 橋　本　　　博 町内会代表（葉山）
26 渡　邊　あい子 更生保護女性会代表
27 今　野　康　子 手をつなぐ親の会代表
28 相　澤　道　男 遺族会代表
29 髙　橋　俊　夫 交通安全協会代表
30 佐　藤　光　子 民生児童委員協議会代表
31 平　岡　洋　一 民生児童委員協議会代表
32 櫻　井　和　美 ボランティア友の会代表
33 引　地　美由紀 ボランティア友の会代表
34 伊　藤　みつ子 婦人会代表
35 引　地　　　實 身体障がい者福祉協会代表

■評議員定数　26名以上 35名以内

４３ 第 142 号 社　協　だ　よ　り 令和３年７月31日第 142 号社　協　だ　よ　り令和３年７月31日



このたび6月16日付で、利府町社会福祉協議会会長に就任いたしました。
もとより微力ではございますが、行政及び福祉関係機関の皆様と連携を図り

ながら、利府町社会福祉協議会の使命であります「誰もが安心して暮らすこと
ができる福祉のまち」を目指し、その職務に専念し、努力する所存でございます。
さて、新型コロナウイルス問題は、ワクチン接種に一筋の光が見えてはいるものの、まだまだ感染拡

大に警戒が必要な状況が続いております。
このようなことから、本会の重点事業としている地域福祉事業については、住民参加型のコミュニ

ティ事業が十分に展開できていない状況にありますが、本会の初期の目的を達成すべく、地域のつなが
りが途切れないよう、福祉関係機関同士のネットワークをいっそう強化するとともに、支援を必要とす
る住民の声を聞き逃さず、様々な地域福祉課題の解決に真摯に取り組んでまいりたいと思います。
結びに、町民皆様方のこれまで以上のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、

ますますのご多幸とご健勝をご祈念いたしまして就任のあいさつといたします。

利府町社会福祉協議会  会長就任の挨拶
社会福祉法人
利府町社会福祉協議会　会長　伊藤　三男

利府町社会福祉協議会
利府町中央2-11-1
☎022-356-9060

私たちは利府町内で活動しているボランティア団体です。
活動に興味のある方、一緒に活動したい方はご連絡ください。

利府町老人クラブ連合会
町内で20の単位老人クラブが活動し、総会員数は850名を超えています。
いくつになっても明るく楽しく元気よく生活するために、グラウンド・ゴルフな

どの健康維持活動や、集会所などを利用したお茶会、地域の公園清掃など、様々な
活動を通し会員同士の親睦と交流を深めながら活動を行っています。

私たちと一緒に楽しく
活動しませんか！？
●新しい友人を作りたい！
●お茶のみ友達が欲しい！
●健康のために楽しく身体を
　動かしたい！　など
一緒に活動していただける会員を
随時募集しています！！

R3.5月 利府町野球場にて
快晴の空の下、グラウンド・ゴルフ大会を行いました。

● 主な活動内容

体調確認！
　検温実施中！

利府町老人クラブのグラウンド・ゴルフ大
会で点数計算のお手伝いをしています。

マスクや茶菓子を持って、地域高齢者の
自宅を訪問する友愛活動を行いました。

利府町役場にあるコーヒーショップ
「ペアパル」でお手伝いをしています。

障がい者の方の社会参加を目的として利府町社会福祉協議会
が行っているコーヒーショップ「ペアパル」のお手伝いです。
利府町役場で平日10：00～14：30までの時間、利用者さん

と一緒に接客や会計を行います。

コーヒーショップ「ペアパル」事業（通年）

地区集会所などを利用して、地域の方々とのレクリエーショ
ン活動や招待昼食会などを行っています。
ボランティアと参加者が互いに支え合いながら地域で生活す

るために楽しく活動しています。

小地域ネットワーク推進事業（６月・11月）

会員同士の親睦交流と、ボランティア活動の理解を深めるた
めボランティアに関する研修会や、レクリエーション体験など
を行っています。

会員交流会（７月）

１年間のボランティア活動に対する感謝とねぎらいを兼ねて
会員同士での食事会や演芸発表などの催し物を行います。
多くのボランティアさんが参加する一大事業となっています。

新春のつどい（１月）

● 他団体への協力

グラウンド・ゴルフ大会…事務局補助、点数計算などを行います。
老人福祉大会…受付、来客案内、会場準備などを行います。

利府町老人クラブ連合会

●ボランティア活動中に知った情報は活動終了後も口外しないようにしましょう。
●体調不良などで活動を休むときは、地区の理事や社協へ連絡しましょう。
●無理のない範囲で活動し、自分に出来ることから始めましょう。
●ボランティア仲間と明るく楽しく活動しましょう。

友の会活動での守り事 お問い合わせ

利府町ボランティア友の会

№ 氏　　名 所　　　　属
1 髙　橋　　　捷 町内会代表（神谷沢）
2 小山田　喜　悦 町内会代表（菅谷一部）
3 大　槻　則　夫 町内会代表（菅谷二部）
4 鈴　木　孝　也 町内会代表（沢乙）
5 水　間　元　治 町内会代表（加瀬）
6 鈴　木　武　志 町内会代表（野中一部）
7 前川原　榮　三 町内会代表（野中二部）
8 鈴　木　敏　夫 町内会代表（町加瀬）
9 板　橋　たみ子 町内会代表（大町）
10 菅　原　　　幸 町内会代表（館）
11 日　野　　　哲 町内会代表（仲町）
12 小　澤　源　治 町内会代表（東町）

№ 役　職 氏　　名 所　　　　属
1 会　　長 伊　藤　三　男 有識者
2 副 会 長 宮　城　隆　雄 民生委員児童委員協議会
3 副 会 長 阿　部　次　雄 老人クラブ連合会
4 常務理事 折　笠　浩　幸 社会福祉協議会事務局長
5 理　　事 酒　井　隆　志 行政区長会
6 理　　事 小　幡　康　子 ボランティア友の会
7 理　　事 貝　山　昭　子 婦人会

1 監　　事 木　村　みゆき 民生委員児童委員協議会
2 監　　事 佐久間　宏　之 有識者

1 顧　　問 吉　岡　伸ニ郎 議会議長
2 顧　　問 櫻　井　やえ子 副町長

■理事定数　　12名以上 15名以内

№ 氏　　名 所　　　　属
13 板　橋　節　男 町内会代表（藤田）
14 引　地　龍　夫 町内会代表（春日一部）
15 菅　原　　　治 町内会代表（春日二部）
16 蜂　谷　勝　一 町内会代表（赤沼）
17 長　井　　　智　町内会代表（浜田）
18 櫻　井　一　彦 町内会代表（須賀）
19 十文字　晴　幸 町内会代表（しらかし台）
20 富　田　　　稔 町内会代表（花園）
21 吉　田　千枝子 町内会代表（青山）
22 八　木　武　男 町内会代表（青葉台）
23 野　口　良　子 町内会代表（菅谷台）
24 阿　部　長　夫 町内会代表（皆の丘）

利府町社会福祉協議会評議員名簿

利府町社会福祉協議会役員名簿
№ 役　職 氏　　名 所　　　　属
8 理　　事 板　橋　健　夫 身体障がい者福祉協会
9 理　　事 好　井　まり子 手をつなぐ親の会
10 理　　事 阿　部　善　男 有識者
11 理　　事 佐　藤　知　樹 商工会
12 理　　事 宮　本　千賀子 子ども会育成会連合会
13 理　　事 佐々木　辰　己 地域福祉課長

№ 氏　　名 所　　　　属
25 橋　本　　　博 町内会代表（葉山）
26 渡　邊　あい子 更生保護女性会代表
27 今　野　康　子 手をつなぐ親の会代表
28 相　澤　道　男 遺族会代表
29 髙　橋　俊　夫 交通安全協会代表
30 佐　藤　光　子 民生児童委員協議会代表
31 平　岡　洋　一 民生児童委員協議会代表
32 櫻　井　和　美 ボランティア友の会代表
33 引　地　美由紀 ボランティア友の会代表
34 伊　藤　みつ子 婦人会代表
35 引　地　　　實 身体障がい者福祉協会代表

■評議員定数　26名以上 35名以内

４３ 第 142 号 社　協　だ　よ　り 令和３年７月31日第 142 号社　協　だ　よ　り令和３年７月31日



利府町中央地域包括支援センターは、高齢者の身近な相談窓口です。
高齢者の皆様が『住み慣れた地域でいつまでもいきいきと過ごせるように』
介護や福祉、健康等、様々な面から総合的に支えるためのお手伝いをしています。
認知症の相談や介護予防活動の普及、65歳以上の一人暮らしの方や二人暮らし
高齢者の皆様へ「お元気ですか訪問」事業も行っています。
相談はご来所や電話のほか、ご自宅を訪問することも可能ですので、お気軽に
ご相談ください。

その他の活動による収入　3,219,090円

令和２年度   利府町社会福祉協議会事業報告令和２年度   利府町社会福祉協議会事業報告
法人運営事業法人運営事業
■理事会・評議員会の開催
■お悔み事業
■現場実習受入事業
■キャリアシップ職場体験事業
■備品貸出事業
■印刷輪転機設置・貸出事業
■福祉団体助成事業
■各種団体等ネットワーク構築事業

地域福祉活動推進部門地域福祉活動推進部門
■社協だより発行事業
■ホームページ事業
■地区社協設置事業
■小地域ネットワーク推進事業
■一人暮らし高齢者乳酸菌飲料支給事業
■防災・減災事業
■ボランティア保険支援事業
■学校等福祉教育活動への協力
■ふれあいオープンスクール送迎事業

■移送サービス事業
■ボランティア養成講座の開催
■利府町老人クラブ連合会事務局
■利府町ボランティア友の会事務局
■利府町身体障がい者福祉協会事務局
■利府町手をつなぐ親の会事務局
■利府町あけぼの会事務局
■利府町共同募金委員会事務局

福祉サービス利用支援部門福祉サービス利用支援部門
■生活相談所開設事業
■出張生活相談所開設事業
■生活安定資金貸付事業
■生活福祉資金貸付事業
■日常生活自立支援事業
 （まもりーぶ事業）

在宅福祉サービス部門（委託事業含む）在宅福祉サービス部門（委託事業含む）
■暮らしのサポートサービス事業
■訪問介護事業
■介護予防訪問介護事業
■居宅介護支援事業所
■障害者居宅介護事業
■行動援護事業
■重度訪問介護事業
■同行援護事業

■児童デイサービス事業
■障害者相談支援事業
■障害者地域活動支援センター事業
■移動支援事業
■生活支援コーディネーター事業
■地域包括支援センター事業
■軽度生活支援事業
■高齢者いきいき活動ポイント事業

資金収支決算財 産 目 録
■資　産
1．流動資産
　　⑴現金　現金手許有髙
　　　　　　小口現金
　　　　　　預貯金
　　　　　　未収金
　　合　　計
2．固定資産
　　⑴基本資産　基本財産特定預金
　　⑵その他の固定資産
　　　　　　　　構築物
　　　　　　　　車輌運搬具
　　　　　　　　器具及び備品
　　　　　　　　権利
　　　　　　　　退職手当積立金預け金
　　　　　　　　善意基金積立預金
　　　　　　　　生活安定資金貸付金
　　合　　計
資産合計

■負　債
1．流動負債
　　⑴流動負債　未払費用
　　　　　　職員預り金
　　合　　計
2．固定負債
　　⑴固定負債　退職給与引当金
　　合　　計
負債合計

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36,413円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19,600,472円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14,176,024円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33,812,909円

・・・・・・・・・・ 1,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 717,611円
・・・・・・・・・・・・・・・・ 435,386円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97,200円
・・・・・・ 66,751,778円

・・・・・・・・・・ 37,536,000円
・・・・・・・・・ 1,602,389円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108,140,365円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141,953,274円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,054,711円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,027,562円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,082,273円

・・・・・・・・・・・・ 66,751,778円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66,751,778円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72,834,051円

差引純資産（資産合計－負債合計）     69,119,223円

※会費は、地域福祉事業に充てられます。
※利府町からの補助金、受託金は人件費と事業費に充てられます。

社協会費　10,166,840円
寄付金　327,000円

補助金
20,164,000円

助成金
4,226,333円

受託金
59,892,372円

事業等　868,277円

貸付事業等
225,000円

障害福祉
サービス事業
•居宅介護等
•児童デイサービス
•障害者相談支援
　事業所
　26,389,301円

子育て支援事業
•十符っ子広場
•ファミリー・サポート・センター
　11,617,264円

介護保険事業
•訪問介護事業所
•居宅介護支援
　事業所
　66,275,159円

地域福祉事業
•法人運営•地域福祉
•在宅福祉•共同募金
•資金貸付
　39,156,832円

令和２年度  利府町社会福祉協議会決算報告令和２年度  利府町社会福祉協議会決算報告

地域活動支援
センター事業
　12,479,193円

その他の収入
528,289円

収 入
161,978,262円

障害福祉
サービス等事業
26,903,760円

支 出
155,917,749円

介護保険事業
35,457,301円

青空ラジオ体操企画の募集
新型コロナウイルス対策も行いながら、野外で距離を保ち、身体を動かしませんか？

「青空ラジオ体操」企画に是非応募ください！

①実施内容：晴れの日限定で、公園や空きスペースなどで「ラジオ体操第１」を行う取り組みを支援する企画
です。スタッフが音源を持って出向くので準備物も不要です。

②募集単位：町内会、高齢者を含む活動を行っている小サークルなど　合計５組程度
③募集期間：令和３年８月10日（火）～10月29日（金）まで
④そ の 他：実施期間、場所や時間帯、頻度や参加者向けのチラシ作成など、開催に向けての相談をお受け

し、調整の後にご支援します。
※週１回程度、午前９時～午後３時の間でできるサークル等。
※地域づくり支援にも応じます。

●身体的機能や認知機能の低下を予防（みんなで体操をすることに意味があります！）
●外出の機会づくり（散歩がてらに丁度良いです！）
●交流やつながり維持（屋内での集いから形を変えてつながり合えます！）

目　的

【例】
●●公園で、毎週
水曜日、午前10時
から実施！

生活支援コーディネーターがおじゃましています！
（生活支援体制整備事業）

1月から、みやぎ
生協さんの移動販売
が来ている地区があ
ります。音楽を聴き
つけて集まって来る
近所の方々同士で会

話が弾みます。店員さんも常連のお客様が来ない
と気に掛けてくれるようになっています。 皆様の地域の「支え合い活動」も教えてください！

「シニアのちょこっと貯筋体操」や
「カフェなし畑」もやっています！

しらかし台、花園、青山、青葉台、皆の丘地区にお住まいの方は北部地域包括支援センター（022-767-7677）へご連絡ください。

利府町　　　地域包括支援センターです！利府町　　　地域包括支援センターです！中中 央央利府町　　　地域包括支援センターです！利府町　　　地域包括支援センターです！

022-353-7322 利府町中央地域包括支援センター

①総合相談　②介護保険の代行申請　③介護保険サービスや生活支援等の相談
④権利擁護の相談や認知症の相談　⑤介護予防事業の実施　ほか

下記の業務を行っております

※企画における楽曲使用については、「かんぽ生命」様に使用申請をしております。

利府町中央地域包括支援センター 電話：022-353-7322
（生活支援コーディネーターまで）

令和３年度
版

  晴れの日限
定！

お茶飲み会やサロン
活動を自粛している地
域では、代わりに地域
高齢者宅へ訪問し、見
守りを行う中でつなが
りを保っています。
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利府町社会福祉協議会は、法人の認可を取得した福祉団体であり、皆様の会費等によって運営されています。

主な内容
●令和２年度利府町社会福祉協議会事業報告
●令和２年度利府町社会福祉協議会決算報告
●利府町社会福祉協議会会長就任の挨拶
●利府町社会福祉協議会役員・評議員名簿
●利府町老人クラブ連合会

この広報誌は、皆さまからの会費と赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

●利府町ボランティア友の会
●生活支援体制整備事業
●利府町中央地域包括支援センター
●あたたかい善意ありがとうございます

ご近所さんや友人、知り合いの方々との日常的な交流はありますか？コロナ禍でもつながり合えてい
ることが、生活をしていく上での豊かさになります！このような「支え合い」を見つけに、生活支援
コーディネーターが町内を訪問しています。（生活支援体制整備事業：関連５頁）

 

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急

小口資金等の特例貸付を実施しています。

● 緊急小口資金
　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場
合に、少額の費用の貸付を行います。
【対象者】
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等によ
り収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持
のための貸付を必要とする世帯
【貸付上限額】
•20万円以内
【貸付利子・保証人】
　無利子・不要

● 総合支援資金
　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行
います。
【対象者】
　新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少
や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が
困難となっている世帯
【貸付上限額】
•二人以上　20万円以内　•単身　15万円以内
　貸付期間：原則３ヶ月以内
【貸付利子・保証人】
　無利子・不要

●匿名 様（菅谷一部）
●匿名 様（町内）
●匿名 様（青葉台）

… 16,450円
……… 30,000円
……… 6,512円

●匿名 様（菅谷二部）
●匿名 様（菅谷一部）

… 10,000円
… 20,000円

社会福祉のため
●小山光子 様（大町）
●匿名 様（大町）

… 紙おむつ
…… タオル多数

物 品 寄 付

あたたかい善意ありがとうございますあたたかい善意ありがとうございます

特別会員・賛助会員ご紹介
特別会員 賛助会員●坂田　善夫 様　●片倉ツヤ子 様　●星　　典男 様

●鈴木　とり 様　●伊藤きよみ 様　●阿部　善男 様
●認定NPO法人さわおとの森  理事長 清野精維 様
●医療法人社団刀根歯科医院  理事長 刀根功 様
●有限会社利府自動車整備工業  代表取締役 藤原大志 様
●株式会社阿部電工  代表取締役 阿部剛典 様
●宮川ローラー株式会社  代表取締役 宮川忠直 様
●仙台農業協同組合利府支店  支店長 庄司文彦 様
●有限会社テクノ・アーム  代表取締役 後藤亨 様
●共立工業㈱  代表取締役 村田学 様
●有限会社阿部自動車商会  代表取締役 阿部健一 様
●北日本印刷株式会社  代表取締役 佐藤精一 様
●公益社団法人利府町シルバー人材センター  理事長 小岩義文 様

●水野　佳子 様

ご協力いただき
ありがとう
ございました。

（順不同・受付順）

●有限会社渡辺自動車  代表取締役 渡邊勝利 様
●株式会社ヤマトク  代表取締役 小幡大治 様
●株式会社白寿殿  代表取締役 菅原宏和 様
●一般財団法人花園まちづくり記念財団  理事長 田口史郎 様
●株式会社ごんきや  代表取締役 佐藤知樹 様
●㈱オフィスK２  代表取締役 髙山一成 様
●有限会社ウツミ水産  代表取締役 内海春寿 様
●株式会社まちづくり利府  代表取締役 赤間信博 様
●㈱仙台銀行利府支店  支店長 吉田勝昭 様
●株式会社鈴木工務店  代表取締役 鈴木美範 様
●有限会社チョーリ  代表取締役 櫻井幸一 様

●内容…生活相談全般・障害者相談・人権相談・行政相談
●日程…８月25日（水）・９月22日（水）・10月27日（水）
●時間…午前10時～午後３時まで
●場所…利府町社会福祉協議会事務所

日常的な暮らしのことや介護の悩みなど、心配ごと
について専門の相談員を配置し、解決へのお手伝いを
いたします。新型コロナウイルス感染症対策として、
完全予約制で実施します。

•相談は無料・秘密厳守で行います。
•マスクの着用・検温のご協力をお願いします。

生活相談所開設のお知らせ

利府町社会福祉協議会
のホームページが７月１
日よりリニューアルされ
ました。随時福祉の情報
を町民の皆様へお伝えで
きるよう、これからも更
新していきますので、よ
ろしくお願いいたします。

ホームページリニューアルのお知らせ

URL　https://rifu-shakyo.com/

申請期間：令和３年８月31日まで　　問い合わせ：利府町社会福祉協議会　TEL 356-9060

R3.7.16現在
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