
第１回目の栄ふれあいサロンを、下記日時及び要
領で開催いたしますので、多数のご参加をお待ちし
ております。問い合わせは、本町５区自治会 住吉
栄治まで（７６－４８３９） 
         記 
開催日：平成２８年７月２２日（金） 
場 所：本町五区自治会集会所（栄町６３） 

時 間：午前１０時から１２時頃まで 
参加費：お一人 １００円 

内 容：おしゃべり、簡単なゲーム等 
☆参加費でお茶、お菓子等を用意致します。 

☆参加費は当日会場にて受付いたします。 
☆五区自治会員に限りませんので友人等誘い合っ

てご参加ください。 

虻田地区と洞爺地区において、生きがい 

のある暮らしが送れることや人とふれあう 

機会の提供の促進を図ることを目的にふれ 

あい交流会を開催しています。 

主な内容はレクリエーションや昼食など。 

写真は、年１回開催の合同食事会（虻田地 

区５月）の様子。この日は野外での予定で 

したが、 

あいにく 

の雨で、 

屋内での 

食事にな 

りました。 

 
 

平成２８年 
７ 月 発 行 
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平成２８年４月１４日以降発生の熊本県熊本地方を震源とする地震による「熊本地震災害」 

の被災地支援を目的とした義援金募集活動は、関係機関の皆様のご協力のもと実施をさせてい 

ただき、おかげさまで町民の皆様や事業所の皆様等から多くのご賛同を得ることができました。 

被災地に心を寄せ、ご支援ご協力をいただきました皆様に関係者一同、心より厚く御礼申し 

上げます。ご協力まことにありがとうございました。ここで、６月 3０日までにお寄せいただ 

いた義援金の総額をご報告いたします。なお義援金につきましては、熊本県共同募金会様への 

送金（第１回：６月１７日、第２回：７月５日）が完了しておりますことを合わせてご報告い 

たします。また義援金は随時、洞爺湖町健康福祉課並びに洞爺湖町社会福祉協議会で引き続き 

受け付けております。 
                        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

※今後の開催予定は、毎月の第３金曜日を予定しております。 

8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

19日(金) 16 日(金) 21 日(金) 18 日(金) 16 日(金) 

本  所：〒０４９－５６０４  虻田郡洞爺湖町栄町６３番地１   健康福祉センターさわやか内  
   電話７６－４３６３ FAX７６－４３６８  メール toyako-sha.abuta@jupiter.ocn.ne.jp 

洞爺支所：〒０４９－５８０２ 虻田郡洞爺湖町洞爺町１３２番地２ 洞爺ふれ愛センター内  
      電話８２－５１８５ ＦＡＸ８２－５８９５ メール toyakosha_toya_tsutsuji@hotmail.com 
ホームページ : http://toyako-shakyo.org 

 
社協だよりは町民のみなさまからの「社協会費」と「赤い羽根共同募金」の助成金を活用し、発行しています。 



 平成 2７年度 洞爺湖町社会福祉協議会事業報告と収支決算            

《福祉サービス》 

・移送サービス       ２，０６６件   ・配食サービス   １，６４２食 

・車椅子レンタル         ２６台   ・ふれあい交流会    ６３７名 

・ホームヘルプサービス  １，３３１名   ・デイサービス   ２，０１４名 

《福祉事業》 

・長寿まつり開催助成        １，９２５名 

・歳末助け合い見舞金贈呈     １０世帯１５名 

・新入学児童・ランドセル贈呈事業       ８名 

・福祉活動助成事業   総額１，７１２，４５７円 

【ふれあい交流会、福祉協力校（小・中学校）、福祉委員活動、ボランティアセンター、 

社協だより】 

・社協広報誌 7 月・９月・１２月・１月・３月発行（町回覧にて全戸配布）4,２５０世帯 

・生活福祉資金貸付相談 年間３件 貸付１件・福祉金庫貸付相談 年間３９件 貸付３９件 

・６５才以上名簿作成 

・福祉委員研修会（地域包括ケア会議全体会合同開催）１０月に開催 

・ボランティア研修会 １０月、３月開催（町内ボランティア延べ９２名参加） 

《収支決算》 

収 入 の 部（単位：円） 支 出 の 部（単位：円） 

科  目 決算額 備  考 科  目 決算額 備  考 

会費収入 3,347, 100 一般、賛助 

人件費支出 44,605,879 

事務職 5 名 

介護職 6 名 

パート 9 名 寄付金収入 1,345,756 
福祉事業を 

目的に 

経常経費補助金 

収入 
32,663,557 補助金 事業費支出 8,786,683 消耗品・広報ほか 

受託金収入 2,766,604 受託事業人件費 事務費支出 3,027,951 各事業運営費 

事業収入 2,851,500 利用料 貸付事業等支出 1,067,000 福祉金庫 

貸付事業等収入 1,117,000 福祉金庫 
共同募金配分金

支出 
1,153,978 

各福祉活動 

団体へ 

共同募金配分金 

収入 
1,618,978 

赤い羽根、 
歳末 

助成金支出 3,339,100 
長寿まつり助成、 
傘寿お祝い 

介護保険収入 20,563,024 
ホームヘルプ 

デイサービス 

雑収入 122,090 雑収入 

負担金支出 343,300 道社協、胆社協 受取利息配当金 

収入 
4,356 

決算利息、 

定期利息 

サービス区分間繰

入金収入 
3,879,771 

地域福祉、デイ、 

ボラセン 

サービス区分間

繰入金支出 
3,879,771 

法人、共募、デイ 

ホームヘルプ 

施設設備等収入 1,260,000  施設整備等支出 4,850,840  

積立資産取崩収入 2,647,344  積立資産支出 475,560  

前期末支払資金 

残高 
3,360,544  

当期末支払資金 

残高 
6,017,562  

収入合計 77,547,624 ― 支出合計 77,547,624 ― 

 
※平成２７年度現況報告等の詳細につきましては、当会ホームページに公開・掲載しております。 



 
《 基 本 理 念 》  『やさしさあふれる健康福祉のまちづくり』 
 
《 重 点 項 目 》 

１．地域住民とボランティアが一緒に支え合い、見守りあう地域づくりのため、地域、行政との 
連携を強化し、地域の福祉を担う体制づくりを一層推進する。  

２．平成２９年度から新たな介護保険制度導入に伴う経営状況の悪化が懸念されることから、従 
前のサービスと経営を維持するため、町への要請とともに、職員の資質向上等で利用者に求 
められるサービスを推進する。  

３．ボランティアセンターを中心に新たなボランティアの発掘と地域支援事業の推進を図るとと  
もに、生活支援コーディネーターを配置し、きめ細やかなサービスの充実を図る。 

４．住民の皆様に理解され信頼される社会福祉協議会を目指すため、地域福祉課題を受け止め、 
その解決を図ることを使命として、役職員がともに課題に向き合い、福祉のまちづくりの実 
現を目指す。 
 

《 実 施 事 業 》 
◆相談支援体制の整備    ◆必要なサービスを利用できる仕組みの確立 
・総合相談の受付       ・社協だよりの発行、ホームページの更新 

・高齢者の実態把握 
◆高齢者などへの見守り活動  ・サロンサポーターの養成とサロン活動の充実 
・福祉委員活動の充実     ・福祉金庫貸付事業 

・生活福祉資金貸付事業（北海道社協）への協力 
◆利用者の権利擁護 
・室蘭市成年後見センターとの連携による認知症高齢者の擁護図る。 
・日常生活自立支援事業への取り組み 

◆多様なサービスの参入促進 
・在宅福祉サービスの充実（ふれあい交流会、配食サービス（委託事業）、移動支援事業 
・生活支援コーディネーターによる地域支援事業の推進・介護事業の充実（訪問介護、通所介護） 

◆地域福祉団体等への支援 
・赤い羽根共同募金による福祉活動推進と各自治会や各小中学校への活動支援 
・歳末助け合い運動による活動推進（歳末見舞金事業、愛・ランドセル事業） 

◆地域福祉を推進する人材の育成 
・社協基盤の強化と信頼される体制づくり（法人役員研修、社協職員介護職員 
の資質向上と専門性の向上） 

・福祉関係者との連携強化（多様なボランティアニーズに応えるための人材発掘） 
≪ 収 支 予 算 ≫ 

 

 平成 2８年度 洞爺湖町社会福祉協議会事業計画と収支予算            

収 入 の 部（単位：円） 支 出 の 部（単位：円） 

科  目 予算額 備  考 科  目 予算額 備  考 

会費収入 3,156,000 一般、賛助 
人件費支出 51,721,000 

事務職５名 
介護職７名 
パート９名 寄付金収入 300,000  

経常経費補助金収入 33,057,000 補助金 事業費支出 10,388,000 各事業運営費 

委託金収入 8,255,000 委託事業人件費 事務費支出 3,175,000 消耗品、広報 

事業収入 3,120,000 利用料、償還金 貸付事業等支出 1,550,000 福祉金庫 

貸付事業等収入 1,500,000 
 

共同募金配分金支出 1,116,000 各福祉活動団体へ 

共同募金配分金収入 1,666,000 赤い羽根、歳末 助成金支出 3,691,000 
長寿まつり助成 

傘寿お祝い 

介護保険収入 20,843,000 
ホームヘルプ 
デイサービス 負担金支出 352,000 道社協、胆社協他 

雑収入 128,000 雑収入 
固定資産収得 
支出 

1,232,000  

受取利息配当金収入 3,000 決算利息 
サービス区分間
繰入金支出 

1,885,000  サービス区分間繰入
金収入 

1,885,000  

積立資産取崩収入 2,034,000  積立資産支出 837,000  

収入合計 75,947,000  支出合計 75,947,000  



 

◆平成２８年度北海道町内会連合会会長表彰◆ 優良組織会長表彰：木須 薫様（緑沢自治会） 
 

 

平成２８年５月１３日、洞爺湖町老人クラブ連合会総会席上で１０名の方が本年度の連合会 

表彰を受賞しました。また室蘭市で開催された胆振地区老人クラブ連合会総会席上で５名の方 

が福祉功労者表彰を受賞しました。 

◆平成２８年度洞爺湖町老人クラブ連合会表彰◆ 
・木方 光冬様（青葉クラブ） ・森糸  勉様（青葉クラブ） 

・小島 ヒデ様（睦 会）    ・宮内八千代様（洞爺福寿会） 
・中野 辰男様（洞爺福寿会） ・大西 則子様（洞爺福寿会） 

・大西 勝義様（大原喜楽会） ・毛利 則子様（大原喜楽会） 
・大西 シズ子様（大原喜楽会）・菊地 幸弘様（洞爺楽栄クラブ） 

◆平成２８年度胆振地区老人クラブ連合会福祉功労者表彰◆ 
・齋藤 政子様（いきいきクラブ）・小野寺喜一様（セブンクラブ） 

・横山 秋夫様（セブンクラブ） ・山田 澄子様（睦会）    （写真：胆老連総会開催時 
・菊地 幸弘様（洞爺楽栄クラブ）                   での表彰式の様子） 

 

 

この度新たに就任した新三役をご紹 

介します。宜しくお願いいたします。 

 

 
６月２４日～２５日、ＴＯＹＡＫＯマンガ・アニメファスタ２０１６ 

において、赤い羽根共同募金ＰＲ活動(北海道共同募金会主催)を実施し 
ました。募金にご協力いただき、まことにありがとうございました。 

ご協力いただいた善意の浄財は、地域の高齢者、障がい者、子ども  
たちなどへの福祉活動や地域で様々な福祉課題に取り組むボランティ 

ア活動などに役立てられます。（写真：ＰＲ活動の様子） 
 

 

平成2８年３月１日～平成２８年７月４日分まで掲載 
◆寄付金                ◆リングプル 
匿  名 様       ２００万円  酒井  簉様 宍戸 秀徳様 横山 信子様 
匿  名 様        １０万円  安富 隆吉様 坂井 千枝様 西野 礼子様 
匿  名 様      ５，２００円  村中 兼一様 菅野 常夫様 村上 愛子様 
白石  勉様         ５万円  あさひ団地様 
村中 兼一様      １，２０５円 ◆タオル◆  ◆書き損じ葉書◆ ◆ベルマーク◆ 
洞爺ライオンズクラブ様    ５万円  村中 兼一様 鈴木 正直様   匿  名 様 
北海道洞爺高等学校同窓会様 ７０万円 ◆ポケットティッシュ◆      西野 礼子様 

◆古切手◆                匿  名 様 
大友 靖子様  吉田ハツエ様  坂井 千枝様  佐藤  昭様   
鈴木 ミツ様  デイサービスセンターさくら家様 洞爺湖町総務課様 
洞爺湖町住民課様 

◆ペットボトルキャップ◆    
 吉田シヅ子様  宍戸 秀徳様  横山 信子様  坂井 千枝 様 
西野 礼子様  村中 兼一様  大橋  之様  村上 愛子 様 
あさひ団地様  虻田小学校様洞爺温泉病院様   虻田中学校生徒会様 

 
 
 
 
 

役 職 氏 名 氏 名 

会 長 大久保和幸（再任）  

副会長 加藤 公二（再任） 福井 政吉（新任） 

エコキャップ シールを剥がし、必ず洗浄・乾燥させて下さい。 

リングプル スチール製（磁石につく物）を除く。必ず洗浄・乾燥させて下さい。 

古切手 消印と約１㎝程余白を残して切り取って下さい。 

社会福祉協議会新三役のご紹介 


