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社会福祉法人
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小笠原村社会福祉協議会

Ｎｏ．１４５

がじゅまる
◇

〒100-2101小笠原村父島字奥村
小笠原村地域福祉センター内
TEL 04998-2-2486FAX 04998-2-3400
E-mail:shakyo-chichijima@h5.dion.ne.jp
〒100-2211小笠原村母島字元地
母島村民会館内 母島事務局
TEL&FAX 04998-3-2188
E-mail:shakyo-hahajima@h5.dion.ne.jp

社協は、みなさまの会費・ご寄付・村の補助金・委託金などで運営されています

社協の会員になってください！
私たち社会福祉協議会（通称社協）は、
すべての地方自治体に設置されている民間

社協は地域住民の会員制度により成り
立っています。ぜひ会員になって、小笠原
村の地域福祉を支えてください。
◇年会費◇

の地域福祉を推進するための団体です。

個人会員

１,０００円

賛助会員

３,０００円

団体会員１０,０００円

行政の手の及ばないきめ細かな地域福祉
を実現することを目的としています。

◇

６月頃より、会費納入と入会のお願いの
ために、社協協力員がみなさまのご自宅・
職場を訪問させていただきます。
ご協力よろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金の報告
昨年秋、赤い羽根共同募金活動を実
施しました。みなさまのご協力、あり
がとうございました。

【総額 ５０５,２４２円】
内訳：父島

募金は全額、２月に東京都共同募金会に送
金いたしました。その後、配分委員会で審査
され、配分先が決定します。

社協では、これまで車両、テント、
紅白幕、臼・杵などの配分を受け、村
内で活躍しています。
◆戸別募金とは・・・一軒づつ訪問して集めた募金です。
◆直納募金とは・・・社協の窓口で取り扱った募金です。
◆職域募金とは・・・職場・学校で、お願いした募金です。

戸別募金
直納募金
職域募金
合

母島

１７３,３５１円
１１８,９６７円
３９,１１１円

計

３３１,４２９円

戸別募金
直納募金
職域募金

１４５,１９７円
２１,６５２円
６,９３０円

———————————————————————————

合

計
利子

１７３,７７９円
３４円
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平成３０年度 社協の事業計画
今年度の社協の事業計画・予算が、３月の
理事会・評議員会で承認されました。

◆重点目標◆
１、地域のニーズに応じた地域貢献事業を
開発・試行し、制度化につなげる。
２、高齢者・障害児者の日常生活支援に努
め、家族を支える。
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◇ボランティア活動推進◇
・ボランティアセンターの運営
（ロッカー・スペース・物品の貸出）

・登録ボランティア団体・個人の活動支援
・ボランティア保険・行事保険の事務取扱

◇在宅福祉◇
・食事ｻｰﾋﾞｽ・ほがらかｻｰﾋﾞｽの運営（村受託）
・介護予防体操教室（明老会受託）
・ヘルスアップ教室協力（村主催）

◇その他◇
◆社会福祉事業◆

・生活福祉資金の貸付事業（東社協受託）

◇地域福祉活動◇

・福祉サービス利用援助事業（東社協受託）

・福祉団体の助成（助成金の交付）

・たすけあい資金貸付事業（独自貸付）

・福祉教育（教育旅行・職場体験の受入）
・福祉バザーの開催

◆公益事業◆

・郷土文化の伝承

◇施設管理◇

・戦没者追悼式典の開催
・母島上級救命講習会（村受託）
・夏休みラジオ体操
・赤い羽根共同募金活動

◇子ども家庭福祉◇
・行事の開催（こどもの日、クリスマス会）
・学童保育の運営（父島）
・チャイルドシートの貸出（会員対象）
・子育て支援

・母島村民会館（村指定管理）
・奥村運動場（村指定管理）
・地域福祉センター（村指定管理）
・大神山公園管理(清掃・巡回)(公園協会受託）
・父島火葬場管理（村受託）

◇ちびっこクラブ事業◇
・３～４才児保育

◇助葬事業◇

◇高齢者関係◇
・行事の開催（敬老の日）
・ゲートボール・グランドゴルフ大会参加助成

・いきいきサロン運営

◇自立支援事業◇
・高齢者・障がい者の総合相談、就労支援
・バザー（あゆみの店・母島ミニバザー）、
船待古本屋の運営
・居場所づくり事業（村受託）

「誰もが安心して暮らすことができる
福祉のまちづくり」を目指して、
社協はさまざまな活動をしています！
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平成３０年度 社協の予算
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総額は １億１,8６２万４千円 です

◆会計別予算（法人全体）

単位：円
今年度当初
予算額

拠点区分名
地域福祉活動推進事業

前年度当初
予算額

増

減

57,813,000

58,290,000

99.2%

102,000

102,000

100.0%

施設管理事業

40,309,000

38,932,000

103.5%

ちびっこクラブ事業

17,621,000

19,677,000

89.6%

2,779,000

1,862,000

149.2%

118,624,000 118,863,000

99.8%

たすけあい資金貸付事業

助葬事業
総合計
◆科目別予算（法人全体）
【収入】

会費収入
1,531,000
(1.4%)
事業収入
9,615,000
(8.6%)

単位：円
ﾊﾞｻﾞｰ事業
収入
1,100,000
(0.9%)

経常経費補
助金収入
43,395,000
(39.0%)

雑収入等
810,000
(0.7%)

受託金収入
54,862,000
(49.3%)

単位：円

【支出】

事務費
16,598,000
(14.0%)

その他
258,000
(0.2%)

事業費
15,303,000
(12.9%)
人件費
86,465,000
(72.9%)

【概要】
・受託金収入の４分の３は施設管理によりま

・人件費は、社協の総支出の７割を占めま

す。施設管理の受託は、高齢者・障害者の働

す。平成３０年度当初は、職員９名、パート

く場の確保として、重要になっています。

６２名が在籍しています。

平成３０年度 新規村補助事業
障害児放課後支援「タートルズ」の紹介
５月より、障害児を対象とした通年の放課
後支援事業を始めます。
◆対象：小学１～３年生の障害児
◆活動時間：平日の放課後～午後５時まで
◆活動拠点：地域福祉センター児童遊戯室２
昨年度、試行的に実施しておりましたが、
今年度から事業化いたします。地域のみなさ
まのご支援をお願いいたします。

福祉サービス利用援助事業のおしらせ
「通帳や印鑑をどこにしまったか、
分からなくなってしまった・・・」
社協では、判断能力が不十分な方を対象
に、安心して地域生活を送れるように援助す
るサービスを実施しています。
ご本人と利用契約を結び、支援計画にもと
づいて生活支援員が金銭管理等をお手伝いし
ます。
現在５名の方の利用があります。
詳しくは、ご相談ください。
電話

２－２４８６
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福祉団体助成金の募集
社協では、村内の福祉団体に助成金
を交付しています。希望する団体は、
５月末までに申請してください。
対象：住民参加と地域福祉活動の
昨 年 度 は 父 島 ３ 団 体（は ぴ は ぴ キ ッ

促進を推進する団体

ズ、小 笠 原 お は な し 会、リ ズ ム あ そ び

金額：上限２万円

どんぐりクラブ）、母島１団体（やしっ

（原資は社協自主財源です）

こクラブ）に交付いたしました。

役員の異動（敬称略）
【評議員就任】4/1付
父島 中谷 豊（支庁行政係）
母島 畔上 智武（母島支所）

【役員就任】4/1付
理事 熊澤 健一（支庁総務課長）

石川明雄様、折田五十二郎様、
これまでありがとうございました。

濵中哲彦様、
これまでありがとうございました。

平成３０年度 職員体制
局長
主査
主査
主査
主任
主事
主事
主事
主事

斎藤
北條
川本
松林
上瀧
杉原
北川
橋本
成田

実
綾子（再任用）
真裕
久美子
有一（ちびっこクラブ）
玲子（ちびっこクラブ）
翔 （母島事務局）
翔太
ひろみ

お心をお寄せいただいた方々

今年度は父島８名、母島１名体制で、
地域福祉事業を展開してまいります。
みなさまのご支援ご指導を
よろしくお願いいたします。
【退職】3/31付
主 任
稲垣美奈（母島事務局）
有期契約 平井春香（ちびっこクラブ）

【平成２９年１２月～３０年２月】（敬称略・順不同）

地域福祉のために
吉田

一心

米１５キロ

社協のために
リサイクルの会

３０,０００円

父島図書室のために
としょしつをよくする会

書籍３冊

社協への寄付は税制上の
優遇措置が受けられます

