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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
●平成30年度利府町社会福祉協議会事業報告
●平成30年度利府町社会福祉協議会決算報告
●社協会費の使いみち
●利府町社会福祉協議会役員・評議員名簿

●利府町中央地域包括支援センター
●利府町障害者地域活動支援センター
●利府町高齢者いきいき活動ポイント事業
●あたたかい善意ありがとうございます

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。

利府町高齢者いきいき活動ポイント事業

～ ボランティア登録者募集中 ～

●対 象 者　介護施設などでのボランティア活動に興味のある町内にお住まいの65歳以上の方。
●活動内容　施設利用者の話し相手、レクリエーション、食事の配膳など。 ※受入施設との調整があります。
●活動方法　保健福祉課長寿介護班で登録申請を行い、講習会受講後にボランティア活動をしていただきます。
　　　　　　講習会については、毎月第３木曜日を予定しておりますが、調整可能です。

町内の介護施設等で行ったボランティア活動に対して、活動時間に応じた
ポイントを付与し、年間最大5,000円の交付金に転換します。
この事業は、高齢者の地域貢献や社会参加活動を通した介護予防の推進、

生きがいづくりを目的としています。

※登録申請：利府町保健福祉課  長寿介護班（TEL：356-1334）
※講 習 会：利府町社会福祉協議会  　　　（TEL：356-9060）

小地域ネットワーク

推進事業開催!!
各地区のボランティ

ア友の会が中心とな
り、

ふれあい・見守り・
支えあい・励まし助

けあう

活動を実施していま
す。

●内容…生活相談全般・障害者相談・

　　　　人権相談・行政相談

●日程…令和元年８月27日（火）・

　　　　９月17日（火）・10月29日（火）

●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。

生活相談所開設のお知らせ

《 相談は無料・秘密厳守で行います。》

●匿名 様（町内）
●歌謡教室「杜の会」
　会主  杜  はるか 様
●NEXUS株式会社 様（町内）

…………… 10,000円

……… 30,000円

…………… 200,000円

……………… 食器多数

… 福祉車両１台
… 風呂用手すり

………… タオル多数
………… 紙おむつ多数

●匿名 様（町内）
●ジャパンゴルフツアー
　選手会長  石川  遼 様
●匿名 様（しらかし台）
●匿名 様（神谷沢）
●匿名 様（加瀬）

社会福祉のため

物 品 寄 付

傾聴ボランティア養成講座　初級コース
「傾聴」とは、相手の方の心に寄り添いながら、お話をお聴きする活動です。
「傾聴」は家庭・職場・ご近所付き合い・地域の活動等、様々な場面で生かすことができます。
【日時・内容】 ①９/18「よい聴き手になるために・ロールプレイング」
　　　　　　　 ②９/25「事例を使ってのロールプレイング」
　　　　　　　 ③10/２「認知症の方への傾聴・被害者支援の傾聴とロールプレイング」
【会　　　場】 コミュニティセンター （利府駅　隣接）
【講　　　師】 仙台傾聴の会　会長　森山　英子　氏
【受　講　料】 1,000円（３日分のテキスト代）
【定　　　員】 30人（定員になり次第、締め切らせていただきます）
【対　　　象】 利府町にお住いの方で、傾聴に関心があり、全３日間受講できる方
【持　ち　物】 筆記用具・昼食（各自ご持参ください）　動きやすい服装でご参加ください
【申込締め切り】 ９月10日まで
【申し込み先】 梨～風　 石川　 FAX 022－356－7018　 携帯 090－9749－7782

もりやま えい  こ

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
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その他の活動による収入　20,727,636円

平成30年度   利府町社会福祉協議会事業報告平成30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
■無料巡回弁護士相談事業
■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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49,233円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16,811,616円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13,255,819円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,116,668円

・・・・・・・・・・ 1,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1円
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,020,009円

・・・・・・・・・・・・・・・ 944,783円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31,500円

・・・・・・ 63,831,362円
・・・・・・・・・・ 37,536,000円
・・・・・・・・・ 1,577,389円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105,941,044円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136,057,712円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,637,138円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,922,081円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,559,219円

・・・・・・・・・・・・ 63,831,362円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63,831,362円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71,390,581円

差引純資産（資産合計－負債合計）     64,667,131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　9,848,000円
寄付金　620,070円

補助金
19,164,000円

助成金
4,100,066円

受託金
46,474,694円

事業等　1,336,200円

貸付事業等
70,000円

介護保険サービス事業
•訪問介護事業所
•居宅介護支援事業所
52,895,804円

障害福祉サービス事業
•児童デイサービス
•居宅介護等事業
30,780,605円

委託事業
•地域包括支援
　センター
•障害者地域活動
　支援センター
•障害者相談支援
　事業所
•生活支援
　コーディネーター
50,961,671円

法人運営事業
•地域福祉•在宅福祉
•共同募金•資金貸付
47,175,451円

平成30年度  利府町社会福祉協議会決算報告平成30年度  利府町社会福祉協議会決算報告

その他の収入
69,752円

収 入
170,875,005円

障害福祉
サービス等事業
33,051,728円

支 出
181,813,531円

介護保険事業
35,412,859円

支え合い活動とは？支え合い活動とは？

地域の中には、高齢者や障害をお持ちの方だけでな
く、生活を送る上で困ったことや、悩みを抱えている方
が身近にいらっしゃるのではないでしょうか。核家族化
が進む中、困った時には、制度やサービスだけでは届か
ない、ちょっとした手助けが必要なことは多々あ
ります。こうした高齢者等の日常生活を地域の身
近な方々で見守ったり、支え合ったりすることが
「支え合い活動」です。

（1） 支え合い活動の必要性

身近な地域での“支え合い活動”には次のようなものが
あります。
・近所で声をかけあうこと
・安否確認の取組
・地域の公民館などでのお茶飲み会（サロン）
・ゴミ出しの手伝いや漬物のおすそわけ…など

（3） 色々ある“支え合い活動”

最近は急激な核家族化やプライバシーの問題で地域の
つながりが希薄化し、「地域での孤立」が発生しやすい
状況です。孤立した状況が続くと、生きがいを喪失した
り、日常生活に不安を感じることにつながります。身近

な地域での“支え合い”は、そうし
た不安な日々を、心温かい日々に
変え、地域の方々とつながりを生
み出します。

（2） 孤立を防ぐ“支え合い”

生活支援
コーディネーターが
「支え合い」活動を
お手伝いします！

利府町中央地域包括支援センター
住所／利府町中央2-11-1
電話／022-353-7322

ままももりりーーぶぶ ～福祉サービス利用などのお手伝いをします～

書類などのお預かり
・預貯金通帳、保険証書などの
重要書類や、実印を安全な場
所でお預かりします。

福祉サービス利用のお手伝い
・福祉サービスの
　利用申し込みを
代行します。

日常的な金銭管理のお手伝い
・預貯金を計画的におろしてお
届けします。
・家賃や公共料金の支払いを代
行します。

内容に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
■仙台地域福祉サポートセンター（宮城県社会福祉会館内）☎022-212-3388
■利府町社会福祉協議会　　☎022-356-9060

どんなことを
手伝って
くれるの？

どんな人が
つかえるの？

在宅の認知症高齢者や、
知的障害、精神障害の
ある方で日常生活に
不安をお持ちの方。

利府町障害者地域活動支援センター利府町障害者地域活動支援センター
町内にお住いの障がいのある方々を対象に、
軽作業のお仕事や、創作活動等を通して、利用者
の社会参加を支援する事業を行っています。
見学や１日体験もありますので、お気軽にご
相談ください。

利用者
募集！
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業
務
内
容

社協会費の使いみち

法人運営事業　5,247,400円（53.2％）
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、備品貸出事業、印刷輪転機設置事業）

法人運営事業　5,247,400円（53.2％）
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、備品貸出事業、印刷輪転機設置事業）

地域福祉活動推進事業　4,299,400円（43.6％）
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）
地域福祉活動推進事業　4,299,400円（43.6％）
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）

福祉サービス利用支援事業　301,200円（3.0％）
（生活相談、出張相談所の開設、生活資金の貸付事務） 

利府町社会福祉協議会役員名簿

伊　藤　きよみ

宮　城　隆　雄

阿　部　次　雄

阿　部　善　男

酒　井　隆　志

鈴　木　とみ子

会　　長

副 会 長

副 会 長

常務理事

理　　事

理　　事

学識経験者

民生委員児童委員協議会

老人クラブ連合会

学識経験者

行政区長会

ボランティア友の会

氏　　名役　職

1

2

3

4

5

6

№ 所　　　　属

峯　岸　悦　子

板　橋　健　夫

郷右近　義　光

好　井　まり子

高　瀬　恵　子

伊　藤　文　子

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

婦人会

身体障がい者福祉協会

商工会

手をつなぐ親の会

子ども会育成会連合会

保健福祉課長

氏　　名役　職

7

8

9

10

11

12

№ 所　　　　属

大　友　　　悟

福　島　悦　子

監　　事

監　　事

学識経験者

民生委員児童委員協議会

1

2

櫻　井　正　人

伊　藤　三　男

顧　　問

顧　　問

議会議長

副町長

1

2

利府町社会福祉協議会評議員名簿

髙　橋　　　捷

小山田　喜　悦

大　槻　則　夫

水　上　榮　治

水　間　元　治

鈴　木　武　志

前川原　栄　三

鈴　木　敏　夫

板　橋　たみ子

菅　原　　　幸

高　橋　洋　太

小　澤　源　治

板　橋　節　男

引　地　龍　夫

菅　原　　　治

蜂　谷　勝　一

長　井　　　智　

岡　崎　昭　二

町内会代表（神谷沢）

町内会代表（菅谷一部）

町内会代表（菅谷二部）

町内会代表（沢乙）

町内会代表（加瀬）

町内会代表（野中一部）

町内会代表（野中二部）

町内会代表（町加瀬）

町内会代表（大町）

町内会代表（館）

町内会代表（仲町）

町内会代表（東町）

町内会代表（藤田）

町内会代表（春日一部）

町内会代表（春日二部）

町内会代表（赤沼）

町内会代表（浜田）

町内会代表（須賀）

氏　　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

№ 所　　　　属

十文字　晴　幸

富　田　　　稔

吉　田　千枝子

八　木　武　男

野　口　良　子

阿　部　長　夫

橋　本　　　博

渡　邊　あい子

金　野　敬　子

相　澤　道　男

髙　橋　俊　夫

佐　藤　光　子

平　岡　洋　一

櫻　井　和　美

小　幡　康　子

伊　藤　みつ子

引　地　　　實

町内会代表（しらかし台）

町内会代表（花園）

町内会代表（青山）

町内会代表（青葉台）

町内会代表（菅谷台）

町内会代表（皆の丘）

町内会代表（葉山）

更生保護女性会代表

手をつなぐ親の会代表

遺族会代表

交通安全協会代表

民生児童委員協議会代表

民生児童委員協議会代表

ボランティア友の会代表

ボランティア友の会代表

婦人会代表

身体障がい者福祉協会代表

氏　　名

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

№ 所　　　　属

■理事定数　　12名以上15名以内

■評議員定数　26名以上35名以内

※令和元年６月18日現在

※令和元年５月31日現在

皆さまからの会費を財源として地域福祉活動を実施いたしております。

総 額　9,848,000円

利府町中央地域包括支援
センターからのお知らせ
利府町中央地域包括支援
センターからのお知らせ

※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。

８/８（木）　藤田公民館
８/29（木）　葉山いろり庵
９/11（水）　菅谷台３丁目集会所
９/25（水）　赤沼公民館
※いずれも時間は午前10時～午前11時30分です。

　スタッフが地域に出向き、高齢者等のご相談をお
受けします。

①日　程：8/6（火）、8/20（火）、9/3（火）、9/17（火）
②時　間：10：30～11：30
③場　所：利府町公民館３階文化ホール
④持ち物：運動しやすい服装、飲料等
⑤参加費：無料

地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の皆様が『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、健康などの様々な面から総合的に支えるためのお手伝いをさ
せていただく身近な相談窓口です。
看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が相談

に応じます。また、認知症の相談と予防の普及も行っています。

利府町
中央地域包括支援センター
電話：022-353-7322

①総合相談
②介護認定の代行支援
③介護予防に関する支援など
④権利擁護や財産管理などの相談
⑤介護予防事業など

社会福祉士メールでのお問い合わせはQRコードをご利用下さい。 主任介護支援専門員 看護師

「認知症になっても、住み慣れた地域で
安心して暮らしたい」そんな思いを分かち
合う場として『カフェ・なし畑』を開催し
ています。認知症で悩んでいる方、認知症
の理解を深めたい方などお気軽においでく
ださい。ゆっくりとお話ししましょう。

日　程／①８/28（水）、②９/26（木）
時　間／10：00～11：30
場　所／利府町保健福祉センター 介護教育室
内　容／認知症の相談、交流、脳トレ、講話など
対　象／認知症の方やご家族、そのほか関心のある方
参加費／無　料

カフェ・なし畑のご案内カフェ・なし畑のご案内

ほほううかかつつ出出張張相相談談

シニアの
　ちょこっと 貯筋体操

連
絡
先

大好評をいただいております!!

ちょきん
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業
務
内
容

社協会費の使いみち

法人運営事業　5,247,400円（53.2％）
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、備品貸出事業、印刷輪転機設置事業）

法人運営事業　5,247,400円（53.2％）
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、備品貸出事業、印刷輪転機設置事業）

地域福祉活動推進事業　4,299,400円（43.6％）
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）
地域福祉活動推進事業　4,299,400円（43.6％）
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）

福祉サービス利用支援事業　301,200円（3.0％）
（生活相談、出張相談所の開設、生活資金の貸付事務） 

利府町社会福祉協議会役員名簿

伊　藤　きよみ

宮　城　隆　雄

阿　部　次　雄

阿　部　善　男

酒　井　隆　志

鈴　木　とみ子

会　　長

副 会 長

副 会 長

常務理事

理　　事

理　　事

学識経験者

民生委員児童委員協議会

老人クラブ連合会

学識経験者

行政区長会

ボランティア友の会

氏　　名役　職

1

2

3

4

5

6

№ 所　　　　属

峯　岸　悦　子

板　橋　健　夫

郷右近　義　光

好　井　まり子

高　瀬　恵　子

伊　藤　文　子

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

婦人会

身体障がい者福祉協会

商工会

手をつなぐ親の会

子ども会育成会連合会

保健福祉課長

氏　　名役　職

7

8

9

10

11

12

№ 所　　　　属

大　友　　　悟

福　島　悦　子

監　　事

監　　事

学識経験者

民生委員児童委員協議会

1

2

櫻　井　正　人

伊　藤　三　男

顧　　問

顧　　問

議会議長

副町長

1

2

利府町社会福祉協議会評議員名簿

髙　橋　　　捷

小山田　喜　悦

大　槻　則　夫

水　上　榮　治

水　間　元　治

鈴　木　武　志

前川原　栄　三

鈴　木　敏　夫

板　橋　たみ子

菅　原　　　幸

高　橋　洋　太

小　澤　源　治

板　橋　節　男

引　地　龍　夫

菅　原　　　治

蜂　谷　勝　一

長　井　　　智　

岡　崎　昭　二

町内会代表（神谷沢）

町内会代表（菅谷一部）

町内会代表（菅谷二部）

町内会代表（沢乙）

町内会代表（加瀬）

町内会代表（野中一部）

町内会代表（野中二部）

町内会代表（町加瀬）

町内会代表（大町）

町内会代表（館）

町内会代表（仲町）

町内会代表（東町）

町内会代表（藤田）

町内会代表（春日一部）

町内会代表（春日二部）

町内会代表（赤沼）

町内会代表（浜田）

町内会代表（須賀）

氏　　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

№ 所　　　　属

十文字　晴　幸

富　田　　　稔

吉　田　千枝子

八　木　武　男

野　口　良　子

阿　部　長　夫

橋　本　　　博

渡　邊　あい子

金　野　敬　子

相　澤　道　男

髙　橋　俊　夫

佐　藤　光　子

平　岡　洋　一

櫻　井　和　美

小　幡　康　子

伊　藤　みつ子

引　地　　　實

町内会代表（しらかし台）

町内会代表（花園）

町内会代表（青山）

町内会代表（青葉台）

町内会代表（菅谷台）

町内会代表（皆の丘）

町内会代表（葉山）

更生保護女性会代表

手をつなぐ親の会代表

遺族会代表

交通安全協会代表

民生児童委員協議会代表

民生児童委員協議会代表

ボランティア友の会代表

ボランティア友の会代表

婦人会代表

身体障がい者福祉協会代表

氏　　名

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

№ 所　　　　属

■理事定数　　12名以上15名以内

■評議員定数　26名以上35名以内

※令和元年６月18日現在

※令和元年５月31日現在

皆さまからの会費を財源として地域福祉活動を実施いたしております。

総 額　9,848,000円

利府町中央地域包括支援
センターからのお知らせ
利府町中央地域包括支援
センターからのお知らせ

※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。

８/８（木）　藤田公民館
８/29（木）　葉山いろり庵
９/11（水）　菅谷台３丁目集会所
９/25（水）　赤沼公民館
※いずれも時間は午前10時～午前11時30分です。

　スタッフが地域に出向き、高齢者等のご相談をお
受けします。

①日　程：8/6（火）、8/20（火）、9/3（火）、9/17（火）
②時　間：10：30～11：30
③場　所：利府町公民館３階文化ホール
④持ち物：運動しやすい服装、飲料等
⑤参加費：無料

地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の皆様が『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、健康などの様々な面から総合的に支えるためのお手伝いをさ
せていただく身近な相談窓口です。
看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が相談

に応じます。また、認知症の相談と予防の普及も行っています。

利府町
中央地域包括支援センター
電話：022-353-7322

①総合相談
②介護認定の代行支援
③介護予防に関する支援など
④権利擁護や財産管理などの相談
⑤介護予防事業など

社会福祉士メールでのお問い合わせはQRコードをご利用下さい。 主任介護支援専門員 看護師

「認知症になっても、住み慣れた地域で
安心して暮らしたい」そんな思いを分かち
合う場として『カフェ・なし畑』を開催し
ています。認知症で悩んでいる方、認知症
の理解を深めたい方などお気軽においでく
ださい。ゆっくりとお話ししましょう。

日　程／①８/28（水）、②９/26（木）
時　間／10：00～11：30
場　所／利府町保健福祉センター 介護教育室
内　容／認知症の相談、交流、脳トレ、講話など
対　象／認知症の方やご家族、そのほか関心のある方
参加費／無　料

カフェ・なし畑のご案内カフェ・なし畑のご案内

ほほううかかつつ出出張張相相談談

シニアの
　ちょこっと 貯筋体操

連
絡
先

大好評をいただいております!!

ちょきん
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その他の活動による収入　20,727,636円

平成30年度   利府町社会福祉協議会事業報告平成30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
■無料巡回弁護士相談事業
■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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49,233円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16,811,616円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13,255,819円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,116,668円

・・・・・・・・・・ 1,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1円
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,020,009円

・・・・・・・・・・・・・・・ 944,783円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31,500円

・・・・・・ 63,831,362円
・・・・・・・・・・ 37,536,000円
・・・・・・・・・ 1,577,389円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105,941,044円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136,057,712円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,637,138円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,922,081円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,559,219円

・・・・・・・・・・・・ 63,831,362円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63,831,362円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71,390,581円

差引純資産（資産合計－負債合計）     64,667,131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　9,848,000円
寄付金　620,070円

補助金
19,164,000円

助成金
4,100,066円

受託金
46,474,694円

事業等　1,336,200円

貸付事業等
70,000円

介護保険サービス事業
•訪問介護事業所
•居宅介護支援事業所
52,895,804円

障害福祉サービス事業
•児童デイサービス
•居宅介護等事業
30,780,605円

委託事業
•地域包括支援
　センター
•障害者地域活動
　支援センター
•障害者相談支援
　事業所
•生活支援
　コーディネーター
50,961,671円

法人運営事業
•地域福祉•在宅福祉
•共同募金•資金貸付
47,175,451円

平成30年度  利府町社会福祉協議会決算報告平成30年度  利府町社会福祉協議会決算報告

その他の収入
69,752円

収 入
170,875,005円

障害福祉
サービス等事業
33,051,728円

支 出
181,813,531円

介護保険事業
35,412,859円

支え合い活動とは？支え合い活動とは？

地域の中には、高齢者や障害をお持ちの方だけでな
く、生活を送る上で困ったことや、悩みを抱えている方
が身近にいらっしゃるのではないでしょうか。核家族化
が進む中、困った時には、制度やサービスだけでは届か
ない、ちょっとした手助けが必要なことは多々あ
ります。こうした高齢者等の日常生活を地域の身
近な方々で見守ったり、支え合ったりすることが
「支え合い活動」です。

（1） 支え合い活動の必要性

身近な地域での“支え合い活動”には次のようなものが
あります。
・近所で声をかけあうこと
・安否確認の取組
・地域の公民館などでのお茶飲み会（サロン）
・ゴミ出しの手伝いや漬物のおすそわけ…など

（3） 色々ある“支え合い活動”

最近は急激な核家族化やプライバシーの問題で地域の
つながりが希薄化し、「地域での孤立」が発生しやすい
状況です。孤立した状況が続くと、生きがいを喪失した
り、日常生活に不安を感じることにつながります。身近

な地域での“支え合い”は、そうし
た不安な日々を、心温かい日々に
変え、地域の方々とつながりを生
み出します。

（2） 孤立を防ぐ“支え合い”

生活支援
コーディネーターが
「支え合い」活動を
お手伝いします！

利府町中央地域包括支援センター
住所／利府町中央2-11-1
電話／022-353-7322

ままももりりーーぶぶ ～福祉サービス利用などのお手伝いをします～

書類などのお預かり
・預貯金通帳、保険証書などの
重要書類や、実印を安全な場
所でお預かりします。

福祉サービス利用のお手伝い
・福祉サービスの
　利用申し込みを
代行します。

日常的な金銭管理のお手伝い
・預貯金を計画的におろしてお
届けします。
・家賃や公共料金の支払いを代
行します。

内容に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
■仙台地域福祉サポートセンター（宮城県社会福祉会館内）☎022-212-3388
■利府町社会福祉協議会　　☎022-356-9060

どんなことを
手伝って
くれるの？

どんな人が
つかえるの？

在宅の認知症高齢者や、
知的障害、精神障害の
ある方で日常生活に
不安をお持ちの方。

利府町障害者地域活動支援センター利府町障害者地域活動支援センター
町内にお住いの障がいのある方々を対象に、
軽作業のお仕事や、創作活動等を通して、利用者
の社会参加を支援する事業を行っています。
見学や１日体験もありますので、お気軽にご
相談ください。

利用者
募集！
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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
●平成30年度利府町社会福祉協議会事業報告
●平成30年度利府町社会福祉協議会決算報告
●社協会費の使いみち
●利府町社会福祉協議会役員・評議員名簿

●利府町中央地域包括支援センター
●利府町障害者地域活動支援センター
●利府町高齢者いきいき活動ポイント事業
●あたたかい善意ありがとうございます

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。

利府町高齢者いきいき活動ポイント事業

～ ボランティア登録者募集中 ～

●対 象 者　介護施設などでのボランティア活動に興味のある町内にお住まいの65歳以上の方。
●活動内容　施設利用者の話し相手、レクリエーション、食事の配膳など。 ※受入施設との調整があります。
●活動方法　保健福祉課長寿介護班で登録申請を行い、講習会受講後にボランティア活動をしていただきます。
　　　　　　講習会については、毎月第３木曜日を予定しておりますが、調整可能です。

町内の介護施設等で行ったボランティア活動に対して、活動時間に応じた
ポイントを付与し、年間最大5,000円の交付金に転換します。
この事業は、高齢者の地域貢献や社会参加活動を通した介護予防の推進、

生きがいづくりを目的としています。

※登録申請：利府町保健福祉課  長寿介護班（TEL：356-1334）
※講 習 会：利府町社会福祉協議会  　　　（TEL：356-9060）

小地域ネットワーク

推進事業開催!!
各地区のボランティ

ア友の会が中心とな
り、

ふれあい・見守り・
支えあい・励まし助

けあう

活動を実施していま
す。

●内容…生活相談全般・障害者相談・

　　　　人権相談・行政相談

●日程…令和元年８月27日（火）・

　　　　９月17日（火）・10月29日（火）

●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。

生活相談所開設のお知らせ

《 相談は無料・秘密厳守で行います。》

●匿名 様（町内）
●歌謡教室「杜の会」
　会主  杜  はるか 様
●NEXUS株式会社 様（町内）

…………… 10,000円

……… 30,000円

…………… 200,000円

……………… 食器多数

… 福祉車両１台
… 風呂用手すり

………… タオル多数
………… 紙おむつ多数

●匿名 様（町内）
●ジャパンゴルフツアー
　選手会長  石川  遼 様
●匿名 様（しらかし台）
●匿名 様（神谷沢）
●匿名 様（加瀬）

社会福祉のため

物 品 寄 付

傾聴ボランティア養成講座　初級コース
「傾聴」とは、相手の方の心に寄り添いながら、お話をお聴きする活動です。
「傾聴」は家庭・職場・ご近所付き合い・地域の活動等、様々な場面で生かすことができます。
【日時・内容】 ①９/18「よい聴き手になるために・ロールプレイング」
　　　　　　　 ②９/25「事例を使ってのロールプレイング」
　　　　　　　 ③10/２「認知症の方への傾聴・被害者支援の傾聴とロールプレイング」
【会　　　場】 コミュニティセンター （利府駅　隣接）
【講　　　師】 仙台傾聴の会　会長　森山　英子　氏
【受　講　料】 1,000円（３日分のテキスト代）
【定　　　員】 30人（定員になり次第、締め切らせていただきます）
【対　　　象】 利府町にお住いの方で、傾聴に関心があり、全３日間受講できる方
【持　ち　物】 筆記用具・昼食（各自ご持参ください）　動きやすい服装でご参加ください
【申込締め切り】 ９月10日まで
【申し込み先】 梨～風　 石川　 FAX 022－356－7018　 携帯 090－9749－7782

もりやま えい  こ

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
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