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平成 27年度事業計画・収支予算書が承認されました 
〔基 本 計 画〕 「社会福祉法」で「地域福祉の推進を図る団体」と明確に位置づけられている

社会福祉協議会は、神津島の地域福祉推進の中核組織となり、住民参加による在宅サービスの企画、

実施や相談業務の強化、行政をはじめ住民、保健、医療、福祉関係団体、施設と連携、支援、協同

して、地域の総合福祉力を高めるよう努力し、さらに介護保険と障害者自立支援法を側面から支援

して、すべての住民が地域において自己決定に基づく生きがいのある生活を営めるよう、在宅福祉

サービスのさらなる発展を図ります。 

〔重点目標〕 住民の直接社会福祉協議会への参加、加入を求め組織を強化し、住民参加による在

宅福祉サービスの充実を図り、安定した自主財源の確保に努め、神津島村地域包括支援センターの

支援を図り、共に支えあう地域社会の構築を図ります。 

住民の福祉向上を図るため「生きがい健康センター」を活用した事業を実施し、介護予防事業の拠

点作りとしての活動を推進します。 

平成 27年度 予算 総括表 

収  入 支  出 

科  目 予算額 科  目 予算額 

会費収入 830,000 人件費支出 25,754,000 

寄付金収入 900,000 事業費支出 6,759,000 

経常経費補助金収入 22,494,000 事務費支出 3,137,000 

村受託金収入 8,068,000 貸付事業支出 2,400,000 

貸付事業収入 50,000 分担金支出 20,000 

事業収入 10,000 

 

 

基本財産受取利息収入 1,000  

受取利息配当金収入 22,000  

その他の収入 1,000,000  

その他の活動による収入 2,330,000 その他の活動による支出 2,570,000 

前期末支払資金残高 5,036,000 予備費      101,000 

収入合計 40,741,000 支出合計 40,741,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉 老人福祉 障害者福祉 社協・ボランティア

７
月

・中学、高校生特養ホーム体験
　ボランティア(夏休み期間）
・夏休み工作教室
・神社宵宮夜店出店(7/31)

　 ・島嶼社協連絡協議会(7/ )
・中高生特養ホーム体験ボラン
　ティア(夏休み期間）
・夏休み工作教室
・神社宵宮夜店出店(7/31)

８
月

・中学、高校生特養ホーム体験
　ボランティア(夏休み期間）
・お楽しみドンタク

・中高生特養ホーム体験ボラン
　ティア(夏休み期間）
・お楽しみドンタク
・盆踊り大会夜店出店

3
月

・高齢者バスハイキング(6/14)
･ゲートボール大会(6/27)

・社協お祭りどんぶり
(福祉バ ザー)（12/5）

・社協お祭りどんぶり
・(福祉バザー)（12/5）
・歳末たすけあい弁当

６
月

・２５日様弁当配布

９
月

１０
月

・保存食配布

・敬老会

・七五三祝い品贈呈

・保存食配布

・凧上げ大会（1/2）

・理事会・評議員会
・島外施設お見舞い訪問
・監事会・監査

・社協お祭りどんぶり
・(福祉バザー)（12/5）
・歳末たすけあい弁当

・高齢者バスハイキング(6/14)
･ゲートボール大会(6/27)

※神津島村社会福祉協議会では本年度、会費等の収入で上記の事業を計画しています。ご理解、ご協力をよろしくお願い
致します。　皆様のご参加、ご利用をお待ちしております。

・歳末たすけあい募金
・社協お祭りどんぶり
・(福祉バザー)（12/5）
・歳末たすけあい弁当

　・理事会・評議員会
・(平成28年度予算、事業計画)

 ・敬老会

1
月

2
月

１１
月

１２
月

・保存食配布
・２５日様弁当配布

・赤い羽根共同募金
・村民大運動会協力

・２５日様弁当配布

・保健福祉まつり協力

・凧上げ大会（1/2）

平成 ２7 年度　　　神津島村社会福祉協議会　　事業予定表

５
月

年
 

間

４
月

・特養ホーム連携支援
・コスモスの会給食ｻｰﾋﾞｽ支援
・送迎車両貸出し
・見守りサービス
・紙オムツの安価販売
・福祉機器の貸出
・高齢者困りごと支援サービス

・やすらぎの里訓練所連携支援
・コスモスの会給食ｻｰﾋﾞｽ支援
・送迎サービス
・見守りサービス
・紙オムツの安価販売
・福祉機器の貸出
・心身障害者医療支援サービス
・困りごと支援サービス

・社協便り
・ボランティア保険受付
･福祉サービス苦情受付
・健康づくりの会(ウォーキングマシン）

・紙オムツの安価販売
・福祉機器の貸出
・生活福祉資金取扱い
・助け合い資金取扱い

・小、中、高ボランティア活動支
  援
・受験生チャレンジ支援貸付事
・業窓口

・小学生入学祝い
・鯉のぼり河原設置(4/21)

・社協会費徴収
・やすらぎの里祭り協力(5/31)
・高齢者バスハイキング(6/14)
･ゲートボール大会(6/27)
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 今年も子供の日に向けて４月２１日(火)、村役場の協力も得て、河原の松工橋から潮見橋の間、

また与種広場にも鯉のぼりを設置しました。 

使用できる分とご提供頂いた分を合わせて河原に１６セット設置することができました。ご提供

いただいた家庭の方々、誠にありがとうございました。また来年も飾られるように、ご提供できる

家庭があれば、是非社協までご連絡ください。 

 

 

 

社協では毎年、老人クラブとの共催で ≪高齢者バスハイキング≫ を毎年実施しています。 

老人クラブの会員の方が対象です。バスハイキングの後は、多幸ロッジに向い、昼食会があります。 

日頃、畑にはよく通っても、皆と一緒に神津の景観に触れに行く機会のあまりない方など、 

参加は老人クラブの役員さんを通じて募集しますので、是非この機会に参加してみて下さい。 

 

                               ◌ 実施日時     ６月１４日（日） 

◌ 集合場所     生きがい健康センター 

◌ 参加資格     老人クラブ会員   

 

 

 

 

社協では、６月２７日（土）に ≪ふれあいゲートボール大会≫ を実施する予定です。 

ゲートボールは体と頭脳を使った団体競技です。誰でも気軽にできるスポーツなので、 

是非この機会に興味のある方は、家族や友人を誘って参加してみませんか。 

◌ 実施日時  ６月２７日（土）  午前８時３０分 ～ 

◌ 集合場所  ゲートボール場 

◌ 参加費/保険料・食費代 １人 ５００円 

◌ 参加資格 ５人１組（人数が足りなくても対応できます） 是非社協までご連絡下さい。 

［高齢者困りごと支援サービス］ 

社協では「 高齢者困りごと支援サービス事業 」を実施しています。 

 対象者 ： 在宅の高齢者世帯・一人暮らし・体の不自由な方 

 内 容 ： 日常生活のちょっとした困りごとを援助して高齢者などの自立支援を行います。 

（例えば電球や蛍光灯の取替、カーテンの取替、家具の移動、簡易な修理など簡単な

作業で３０分位で終わるもの。)     社協 ８－０８１９までお電話下さい。 

 ※ 業務の都合により、即座に対応できない場合がございます。 

〈福祉用具(各種)の貸出し〉 
 〇社協では『車椅子』等の福祉用具の貸出しをおこなっています。受診等での上京時とか、不

慮の怪我などで車いす等の福祉用具が必要になった時に、無料で一定期間、使用することがで

きます。数も少なく在庫切れする場合もありますので、最長でも半年ほど、それ以上になる場

合は、要相談の上、再度延長の申し込みをしていただくか、ネット等でのご購入をおすすめし

ています。  尚、介護用ベッドの貸出しは村役場福祉課（8-0011）の方で受付けています。 

  

 

 

 

自走用車いす         介助用車いす         水回り用車いす       リクライニング車いす 

 

 

 

 

ポータブルトイレ             トイレ用手すり    歩行器     アルミスロープ 

※ご家庭で使用しなくなった「シニアカー」の保管や譲り先等でお困りで、寄贈でき

る方はいらっしゃいませんか？社協ではシニアカーを使いたくても購入できない人達

のために、使用できるシニアカーの募集・抽選等の仲介を企画しています。「寄贈し

てもいいよ💛」という方は是非社協までご連絡ください。  社協 ８－０８１９ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

    ご寄付誠にありがとうございました。 

皆様からいただいたご寄付は社会福祉事業推進のために大切に使わせていただきます。 

1月 21日   浜川  彦左     殿             香典返しとして   30,000円 

1月 21日      前田  武左エ門    殿        香典返しとして   30,000円 

  1月 22日    石野田 有三    殿       香典返しとして   30,000円 

 2月  2日    元婦人消防隊    殿       事業資金として   20,000円 

  2月 2日    匿  名      殿       事業資金として  106,000円 

 2月  4日   白﨑  嗣夫     殿             香典返しとして   30,000円 

 2月 10日   河合  雅一     殿             香典返しとして   30,000円 

 2月 18日   松村  正巳     殿             香典返しとして   30,000円 


