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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27年度事業報告・収支決算　
●社協会費の使い道　　　　　　　　
●地域包括支援センター　　　　　　
●災害ボランティアセンター

●インフォメーション
●福祉事業・福祉団体の活動紹介
●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。

【利府町総合防災訓練に出展参加】
災害時における災害ボランティアセンターの役割や活動を紹介しました。



平成27年度  利府町社会福祉協議会事業報告平成27年度  利府町社会福祉協議会事業報告
法人運営部門法人運営部門
■理事会の開催
■お悔やみ事業
■備品貸出事業
■地域福祉活動計画策定事業

■評議員会の開催
■現場実習受入事業
■印刷輪転機設置事業
■各種団体等ネットワーク構築事業

■監査会の開催
■キャリアシップ職場体験事業
■福祉団体助成事業

地域福祉活動推進部門地域福祉活動推進部門
■社協だよりの発行
■一人暮らし高齢者見守り乳酸菌飲料支給事業
■ふれあいオープンスクール送迎事業
■利府町老人クラブ連合会事務局
■利府町手をつなぐ親の会事務局

■地区社協設置事業
■ボランティア保険支援事業
■移送サービス事業
■利府町ボランティア友の会事務局
■利府町あけぼの会事務局

■小地域ネットワーク推進事業
■学校等福祉教育活動への協力
■被災者支援事業
■利府町身体障害者福祉協会事務局
■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
■生活安定資金貸付事業
■日常生活自立支援事業

■無料法律相談事業
■生活福祉資金貸付事業

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
■居宅介護支援事業
■重度訪問介護事業
■障害者相談支援事業
■日中一時支援事業
■「食」 の自立支援事業

■訪問介護事業
■障害者居宅介護事業
■同行援護事業
■障害者地域活動支援センター事業
■介護予防居宅介護支援事業
■地域包括支援センター事業

■介護予防訪問介護事業
■行動援護事業
■児童デイサービス事業
■移動支援事業
■軽度生活支援事業
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平成27年度  利府町社会福祉協議会決算報告平成27年度  利府町社会福祉協議会決算報告
資金収支決算 財 産 目 録

社協会費の使い道

評議員の就任・退任のお知らせ

■資　産
1．流動資産
　　⑴現金　現金手許有髙
　　　　　　小口現金
　　　　　　預貯金
　　⑵未収金
　　合　　計
2．固定資産
　　⑴基本財産　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
　　　　　　　　退職手当積立基金預け金
　　　　　　　　善意基金積立預金
　　合　　計
資産合計

・・・・・・・・・・・・・・ 52, 111円
・・・・・・・・・・・・ 43, 122, 803円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15, 795, 850円
・・・・・・・・・・・・・・ 58, 970, 764円

　
・・ 1, 000, 000円

・・・・・・・・・・・ 196, 875円
・・・・・ 1, 532, 403円
・・・・・ 817, 918円

・・・・・・・・・・・・・ 224, 350円
・・ 52, 889, 508円
・・ 37, 536, 000円

・・・・・・・・・・・・・・ 96, 122, 500円
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 155, 093, 264円

■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

・・・・・・・ 4, 995, 355円
・・・・・・・ 863, 941円

・・・・・・・・・・・・・・・・ 5, 859, 296円
　

・・・ 52, 889, 508円
・・・・・・・・・・・・・・・ 52, 889, 508円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58, 748, 804円

収 入
164,660,182円

支 出
167,135,192円

社協会費 9,750,600円
その他 34,591円

拠点区分間繰入金支出 4,087,000円
その他 7,154,388円

寄付金 174,873円

補助金
19,164,000円

貸付事業等 225,000円
拠点区分間繰入金収入 4,087,000円
施設設備等寄附金 900,000円

事業等 3,194,956円

助成金収入
4,183,472円

受託金
43,786,851円

人件費
123,280,271円

事務費
13,914,241円

事業費　
12,779,343円

障害福祉サービス等事業
33,125,796円

介護保険
46,033,043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。

※人件費は、本会の常勤・非常勤47名分です。 
※事務費は、車両及び電算機器の他、通信費や消耗品費に充てられます。
※事業費は、「地区社協事業」や「ボランティアセンター事業」などの地域福祉事業の
　他、「生活相談」などの生活支援事業にも充てられます。

貸付事業 350,000円

配分金 2,935,949円
助成金支出 2,634,000円

差引純資産（資産合計－負債合計）  96, 344, 460円

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。（　）は、主な使いみちについて記載しています。

5月24日付け、左記のとおり変更となりましたので
お知らせします。

【就 任】地域代表（野中二部）　前川原　栄三 氏

【退 任】阿保　克郎 氏

法人運営事業　60.0％
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、施設管理）

法人運営事業　60.0％
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、施設管理）

地域福祉活動推進事業　36.5％
（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　36.5％
（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　3.1％
（生活相談、出張相談所の開設、生活資金の貸付事務）

在宅福祉サービス事業　0.4％
（暮らしのサポートサービス事業）
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お待ち
してます

地域で暮らす高齢者のみなさんが、『いつまでもいきいきと過ごせるように』介護や福祉、健康などさま
ざまな面から総合的に支えるためのお手伝いをさせてただいております。お気軽にご相談下さい。

高齢者の自己向上、生きがいづくりの支援として、月に４回保健福祉センターにて『いきいきシニアのお元気
サロン』を開催しています。

★４月：利府町生活安全課
の職員による「特殊詐欺
について」の講話を行い
ました。

みなさんが毎日の生活の中で気軽にできる運動を始めるきっかけづくりとして、本年度も体操教室を開催しま
す。体操は、音楽に合わせたリズム体操や椅子に座ったままできる簡単な内容です。
事前の申し込みは不要です。直接会場へお越しください。お待ちしております。

認知症の介護のことで、お困りの方はいらっしゃいませんか…？
認知症のことで悩んでいる方や、認知症の理解を深めたい方などが気軽に語り

合える場としてカフェをオープンします。お気軽にお越しください。

6月19日(日)利府町総合防災訓練が、しらかし台小学校を会場に開催されました。
利府町災害ボランティアセンターは、町の大規模災害時に設置される、被災者とボ
ランティアをつなぐ中核的な役割を担います。
「りふ社協」では、震災時の活動内容を紹介しました。参加した児童と保護者か

らも、熊本地震や昨年の豪雨災害の話もあり、防災・減災に対する関心の高さが伺
えました。

シニアのちょこっと貯筋体操教室シニアのちょこっと貯筋体操教室シニアのちょこっと貯筋体操教室シニアのちょこっと貯筋体操教室

「いきいきシニアのお元気サロン」開催中「いきいきシニアのお元気サロン」開催中「いきいきシニアのお元気サロン」開催中「いきいきシニアのお元気サロン」開催中

●7月1日（金）・15日（金）・22日（金）
●8月5日（金）
●9月2日（金）・9日（金）・16日（金）・30日（金）

●7月1日（金）・15日（金）・22日（金）
●8月5日（金）
●9月2日（金）・9日（金）・16日（金）・30日（金）

日  程《
今
後
の
予
定
》

《
今
後
の
予
定
》

10：30～11：30
時  間

利府町保健福祉センター  大ホール利府町保健福祉センター  大ホール
会  場

初めての方
大歓迎です!!

一緒に体を動かして
みませんか?!

★６月：料理教室を行いま
した。石川県金沢市の郷
土料理『治部煮』を作り
ました。

★５月：グラウンド・ゴル
フやゲームを利府小学校
の児童と楽しみました。

《今後の予定》
７月：健康体操　　８月：レクリエーション
　参加については、地域包括支援センターまでお問
い合わせください。

『カフェ・なし畑』 開催のお知らせ『カフェ・なし畑』 開催のお知らせ

●日　時：平成28年７月28日（木）10：30～11：30
●場　所：利府町保健福祉センター  介護教育室
●対　象：認知症の方やご家族、そのほか関心のある方ならどなたでも
●参加費：無　料

※お菓子を食べたり、お茶を飲みながら、
　ゆっくりおしゃべりしましょう。

ボランティア活動に必要な装備品等を展示

利府町地域包括支援センター（保健福祉センター内）　TEL  353－7322　　お気軽にご連絡下さい。問合せ先

利府町災害ボランティアセンター

利府町地域包括支援センター
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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のお手伝
いをいたします。

●内 容／生活相談全般・障害者相談・人権相談・行政相談
●日 程／平成28年７月26日（火）・８月23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

イイ ンン フフ ォォ メメ ーー シシ ョョ ンン

利府町社会福祉協議会と宮城県社会福祉協議会（総合相談セ
ンター）では、高齢者やそのご家族などを対象に法律に関する
巡回相談を実施します。
お受けする相談は、以下のとおりです。

利府町手話奉仕員が土台となり手話サークルを立ち上げ
ました。現在新しい仲間を迎え手話をコミュニケーション手
段にしている地域の聴覚障害者の方々から手話学び、会話を
楽しんみながら交流をしています。
興味のある方、一度覗いてください。お待ちしております。

無料法律相談のお知らせ

弁護士による相続や財産、契約などの法律相談
　　　　　　　　　　　　　 　　　　です。秘密厳守

日  時 平成28年9月28日（水曜日）
10：00～正午／13：00～15：00

申  込 利府町社会福祉協議会　022－356－9060
※予約制でお一人当たりの相談時間は30分になります。
※予約数に限りがございます。
※平成28年9月20日（火）17：00までお電話にて予約願います。場  所 利府町社会福祉協議会事務所

無料 予約制

手話サークル リーフ手話サークル リーフ手話サークル リーフ手話サークル リーフ

●代　　表／和田 恭介
●活 動 日／毎月第2・第4水曜日
●活動時間／19：00から21：00
●活動場所／利府町役場2階交流スペース
●現在の構成状況／聴覚障害者4人・健聴者11人
●問い合わせ先／TEL 022－356－9060
　利府町身体障害者協会（利府町社会福祉協議会内）

り ふ長音

・普通一種自動車運転免許をお持ちの方。
・健康で、福祉活動に関心のある方。
・性別、年齢は問いません。

運転ボランティアさん募集中運転ボランティアさん募集中運転ボランティアさん募集中運転ボランティアさん募集中
社協の地域福祉活動に参加しませんか。
利府町社会福祉協議会では、地域福祉活動を支えていた
だく運転ボランティアを募集しております。
現在12名の方々が登録し、社協の車で月数回の活動を
行っています。

要  

件

生活相談のお知らせ
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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

小地域ネットワーク推進事業小地域ネットワーク推進事業

●匿　　　名 様（東　町）  
●鈴木　とり 様（沢　乙）
●高橋　勝弘 様（青葉台）

●匿　　　名 様（神谷沢）
●さわおとの森 様（沢　乙）    

社会福祉
のため

特別会員

賛助会員

知的な障がいのある者の
自立（就労・生活支援）を目
的とした保護者の団体です。
障がいのある者とそのご家
族が心豊かでいきいきとした
毎日を送れるように、さまざまな面から暮らしを支えています。
また、地域社会への貢献活動にも積極的に参加しています。

「放課後等デイサービス」は、どんな活動か紹介いたします。

学校通学中の障がい児が、放課後や夏休み等の長期休暇中

において、生活能力向上のための生活訓練等を継続的に提供

することにより、学校教育とあいまって障がい児の自立を促進

するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。

障がいの特性に合わせた個別支援や小集団での活動等を

とおした、療育支援も行っています。「すきっぷ」では毎日、学校

を終えたお子さんの笑い声が響いています。

お琴の演奏を楽しみました。
(保健福祉センター)

前期

しらかし台・花園・青葉台地区
腹話術を楽しみました。
（春日一部生活センター）

春日一部地区
出前講座の寸劇で認知症を学びました。

（保健福祉センター）

春日二部・赤沼・須賀地区

児童デイサービスセンター

利府町

町内在住の精神に障がい
のある方の家族および支援
者が結成した団体です。
福祉サービスや病気への

勉強、悩みや本音の語り合
い、関係機関へ働きかけなど家族や本人が地域の中で安心し
て暮らせるような活動に取り組んでいます。

利府町精神障がい者家族会
手をつなぐ親の会手をつなぐ親の会 あけぼの会あけぼの会

●高橋よし子 様（青葉台）
  ……………………………  7,859円

すきっぷ
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