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社協だより「がじゅまる」

社会福祉法人
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小笠原村社会福祉協議会

Ｎｏ．１５５

がじゅまる
◇

令和２年７月１日発行

〒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２F 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

◇

社協では、低所得世帯等に対して、⽣活費等の必要な資⾦の貸付け等を⾏
う⽣活福祉資⾦貸付制度を実施しております。

３⽉末より、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
休業や失業等により⽣活資⾦でお悩みの⽅々に向けた、
緊急⼩⼝資⾦等の特例貸付を実施しています。
申請の受付期間が、９⽉末まで延⻑されました。
⽣活に不安を感じている⽅は、ご相談ください。電話２－２４８６
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができるとされています。

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、

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。

すべての地方自治体に設置されている民間
の地域福祉を推進するための団体です。
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。

◇年会費◇

個人会員

１,０００円

賛助会員

３,０００円

団体会員１０,０００円
７月頃より、社協職員がみなさまの職場
にお願いに伺わせていただきます。
戸別訪問は、今年は秋から協力員がみな
さまのご自宅にお願いに伺う予定です。
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平成３１年度 事業報告
主な事業をご報告いたします。

◆法人運営事業

令和２年７月１日発行

令和２年度第１回理事会（６月５日開催）及び
第１回評議員会（６月２２日開催）において
承認されました。

◇自立支援事業

◇組織運営…理事会・評議員会の運営
会員募集

・就労支援・作業指導
・バザーコーナー運営

◇調査研究…講習・研修参加、視察

・居場所作り事業（父島）

◇連絡調整…関係機関との連絡調整

・フードバンク（寄付食品の分配）

◇普及宣伝…ＨＰによる事業の案内
広報「がじゅまる」の発行
◆地域福祉事業

◆ボランティア活動推進事業
・ボランティア団体の活動支援・育成等
・高齢者ふれあいサロン活動の実施

◇福祉活動事業

・小笠原村防災訓練参加

・福祉団体の助成（４団体）

・ボランティア保険事務取扱

・学校教育への協力

・広報「ボランティアセンターだより」

・福祉バザーの開催

の発行

・地域行事の開催（竹の羽根作り教室、
小笠原羽子板による羽根突き大会、
夏休みラジオ体操）

・赤い羽根共同募金運動
・小笠原諸島戦没者追悼式典の開催
◇こども家庭福祉事業
・行事の開催（こどもの日、
母島クリスマス子ども大会）

・ちびっこクラブ事業（認可外保育所）
（3才児１３名、4才児９名）

・学童保育「とびうおクラブ」運営
（対象：小１～３年生、
春季９名、夏季１６名）

・障害児放課後支援事業（父島）
（対象：小1～中3年生の障害児）

・未就学児一時預かり事業（父島）
・チャイルドシートの貸出
◇高齢者福祉事業
・遠征ゲートボールおよびグラウンド
ゴルフ大会参加助成

◆在宅福祉事業
◇高齢者地域支え合い事業（村受託）
・食事サービス
（利用者父島１７名、母島１１名）

・ほがらかサービス
（利用者父島１４名、母島６名）

◇介護予防体操教室事業（明老会受託）
◇ヘルスアップ教室（村主催）協力
◆福祉サービス利用援助事業
新規契約１件、契約継続４件、
契約終了２件
◆生活福祉資金貸付事業（東社協受託）
新型コロナ特例貸付

相談３件

◆施設管理事業
◇母島村民会館管理（村指定管理）
◇奥村運動場（村指定管理）
◇小笠原村地域福祉センター管理
（村指定管理）

◇大神山公園管理（清掃・巡回）
（東京都公園協会受託）

・小笠原グラウンドゴルフクラブ協力

◇父島火葬場管理（村受託）

・行事の開催（敬老の日）

◇奥村村有施設草刈作業
（保育園・ふらっとハウス）（新規村受託）

◆助葬事業…父島７件、母島３件
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平成３１年度 決算報告
決算額は、１億１,０３８万７８７円でした。
◆資金収支決算書

（単年度）（事業別） （単位：円）

事業区分

拠点区分
地域福祉活動推進事業
社会福祉
たすけあい資金貸付事業
事業区分
小計
施設管理事業
公益事業
ちびっこクラブ事業
区分
助葬事業

合計
◆経常収入

収入
46,159,626
4
46,159,630
45,000,360
16,625,820
1,303,337

支出
57,626,895
0
57,626,895
34,897,138
16,676,962
1,179,792

109,089,147 110,380,787

差額
△ 11,467,269
4
△ 11,467,265
10,103,222
△ 51,142
123,545
△ 1,291,640

（法人全体）（単位：円）

〔説明〕
バザー事業
収入
1,050,422
1.0%

会費収入
1,654,000
1.5%

寄附金収入
1,083,327
1.0%

事業収入
6,674,861
6.1%

【経常収入の部】
雑収入等
487,439
0.4%

・Ｒ1.10月よりちびっこクラブ保育

受託金収入
53,542,896
49.1%

・施 設 管 理（奥 村 草 刈）を 新 規 受 託

料無償化に伴い、利用料収入分が村
からの補助金で補てんされました。

し、受託金収入が増えました。

補助金収入
44,596,202
40.9%

◆経常支出

（法人全体）（単位：円）
助成金支出
等
98,000
0.1%

事業費支出
11,677,822
10.6%

事務費支出
14,590,822
13.2%

【経常支出の部】
・人件費は支出全体の約４分の３を占
めます。社協の事業は９名の常勤職
員と、多く のパートさん（父島71
名、母 島 17 名）で 活 動 し て い ま

人件費支出
84,014,143
76.1%

◆平成３１年度 社会福祉充実残額

す。

△390万円

決算額に基づき、事業継続に必要な財産を控除した上で算出された、再投下可能な財産額のことです。
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子どもの日の行事の中止について
新型コロナウイルス感染予防のため、
父島こどもまつり、母島子供の日の集いは
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い！」と、子どもの日に村役場と社協で柏
餅を配ることができま
した。

中止となりました。毎年楽しみにしていて

今は我慢の時です

くれる子どもたちに対して、とても残念な

が、どんな環境でも負

決断でした。

けずにたくましく育っ

でも「お菓子を届けて喜んでもらいた

て欲しいですね！

夏休みラジオ体操について
今年の夏休みラジオ体操は、コロナ
感染予防の対策をと
りながら、実施する

日時：8月1日～31日
朝６時半から１５分程度
実施場所：

予 定 で す。詳 細は、

【父島】（調整中）

近くなりましたら村

【母島】小中学校グランド

の掲示板等で広報い

お問合せ

たします。

☎父島２－２４８６、母島３－２１８８

ご不用の食材のご寄付、 受付けています！ 「フードバンク事業」
社協では、ご家庭で眠っている不用の食
乾麺・缶詰・レトル

材を募集しています。
（※賞味期限内、未開封の物に限る）

ト・調味料・インスタ
ントコーヒーなど、

賞 味 期 限 が 切 れ て 捨 て て し ま う の は、
もったいない！必要な所へ有効活用させて

ご協力よろしくお願い

いただきます。

いたします。

評議員の改選の報告

【新評議員】（

）内は、選出区分の当該団体

繁藝奈津代（宮之浜地区）
６月１２日開催の評議員選任・解任委員
会で、評議員の改選が可決されました。
（敬称略）

お心をお寄せいただいた方

美舟

隆之（小笠原支庁）

岡本まゆみ様、金児千鶴様、中谷豊様、
これまでありがとうございました。

【令和２年６月】（敬称略）

費用弁償を社協のために
長谷部勝久

３,０００円

社協への寄付は税制上の優遇措置が受けられます

