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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

◇

夏休みラジオ体操について
昨年３月より、マスク着用、三密の回避が求められ、日常的に呼吸
が浅くなっている気がしますね・・・。
今年の夏休みは、朝からラジオ体操で新鮮な空気を胸いっぱい吸い
込んで、さわやかにスタートさせましょう！
広々とした場所で実施します。みなさん、ぜひご参加ください。
【母島】

【父島】
日

時：8月1日（日）～２９日（日）
朝６時半から１５分程度

実施場所：①奥村運動場

日 時：8月1日（日）～２５日（水）
朝６時半から１５分程度
実施場所：小中学校グランド

②扇浦交流センター裏駐車場
◇ボランティアスタッフを募集しています！
（体操の手本・人数カウント・ハンコ押し等）

お問合せ

☎父島２－２４８６

◇会場の近隣のみなさまには、ラジオの音に

母島３－２１８８

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

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
材を募集しています。
（※賞味期限内、未開封の物に限る）
賞 味 期 限 が 切 れ て 捨 て て し ま う の は、

乾麺・缶詰・レト ル
ト・調味料・インス タ
ントコーヒーなど、

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。
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令和２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３年７月１日発行

令和３年度第１回理事会（５月２５日開催）

及び第１回評議員会（６月９日開催）において
承認されました。

◆ボランティア活動推進事業

◇組織運営…理事会・評議員会の運営
会員募集
◇調査研究…講習・研修参加、視察

・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
「楽々サロン」（母島）

◇連絡調整…関係機関との連絡調整

・小笠原村防災訓練参加

◇普及宣伝…ＨＰによる事業の案内

・ボランティア保険事務取扱

広報「がじゅまる」の発行

◆地域福祉事業

・広報「ボランティアセンターだより」

の発行

◇福祉活動事業

◆在宅福祉事業

・福祉団体の助成（４団体）
・学校教育への協力
・福祉バザーの開催（縮小）
・地域行事の開催（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

◇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１６名、母島１０名）

・ほがらかサービス
（利用者父島８名、母島３名）

◇介護予防体操教室事業（父島）
（明老会受託）

（縮小）

◇こども家庭福祉事業

◆福祉サービス利用援助事業
新規契約２件、契約継続４件、

・行事の開催
（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）
（父島）（3才児１３名、4才児９名）

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事務

・学童保育「とびうおクラブ」運営
（父島）（対象：小１～３年生、
春季７名、夏季１８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）

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

・未就学児一時預かり事業（父島）
・チャイルドシートの貸出

（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）

◇高齢者福祉事業
・小笠原グラウンドゴルフクラブ協力
◇自立支援事業
・就労支援・作業指導
・バザーコーナー運営
・居場所作り事業（父島）
・フードバンク（寄付食品の分配）

◇父島火葬場管理（村受託）
◇奥村村有施設草刈作業
（保育園・ふらっとハウス）（村受託）

◇奥村・扇浦交流センター維持管理
（村受託）

◆助葬事業…父島７件、母島３件
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令和２年度 決算報告
資産総額は、１億１,９１９万２,３３１円でした。
◆事業活動による資金収支決算
事業区分
社会福祉
事業区分
公益事業
区分

（単年度）（事業別） （単位：円）

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

収入
51,481,984
4

支出
56,396,941
0

差額
△ 4,914,957
4

51,481,988
47,912,577
17,057,260
3,048,555
119,500,380

56,396,941
35,818,269
16,417,638
1,916,286
110,549,134

△ 4,914,953
12,094,308
639,622
1,132,269
8,951,246

※施設整備・財務活動等資金は含まれていません。

◆経常収入

会費収入
1,636,000
1.4%

◆経常支出

（法人全体）（単位：円）
バザー事業
収入
999,379
0.8%

事業収入
7,033,634
5.9%
補助金収入
45,954,920
38.5%

寄附金収入
655,177
0.5%

（法人全体）（単位：円）

事業費支
出
11,443,741
10.4%

雑収入等
950,378
0.8%

事務費支
出
12,819,222
11.6%

受託金収入
62,270,892
52.1%

助成金支
出等
94,000
0.1%

人件費支
出
86,192,171
78.0%

〔説明〕
【経常収入の部】

【経常支出の部】

・村より父島上級救命講習会開催および施設管

・施設管理の受託増に伴い、人件費の割合も増

理（奥村・扇浦交流センター清掃）を、東社

加しています。社協の事業は、１０名の常勤

協より生活福祉資金新型コロナ特例貸付事務

職員と、多くのパートさん（父島６５名、母

を新規受託し、受託金収入が増加しました。

島２２名）で活動しています。

・コロナ禍の影響で島しょ連絡協議会が中止、
また職員の内地出張を控えたため、事務費支
出（旅費）が減少しました。

◆令和２年度 社会福祉充実残額

９４万円

（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。）

社会福祉充実計画「職員育成事業」（５か年計画）（H28～R3）を実施しています。
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役員・評議員の一斉改選の報告

（

令和３年７月１日発行

）内は選出区分、敬称略

【新役員】
会 長

※令和３年度第１回評議員会（令和３年

菊池聰彦（ライオンズクラブ）

６月９日開催）にて選出されました。

副会長 稲垣直彦（小笠原島漁協）
〃

任期は令和３年６月９日より令和５年

理 事

菊池峰子（民生児童委員）

６月の定時評議員会の日までです。

大塚慶子（住民組織）【新】
前田
秦

豊（住民組織）【新】
早苗（明老会）

亀崎

真（小笠原村診療所）

廣田

淳（小笠原支庁）【新】

村井達人（小笠原村）
監 事

菅野

修（社会福祉事業に識見を有する者）

鈴木正久（財務管理に識見を有する者）
【新評議員】
父島

繁藝奈津代（住民組織）

母島

仲本志穂（ボランティア）

中島多可子（住民組織）

佐々木彰（母島壮年会）

森下 和子（父島婦人会）

稲垣智也（母島青年会）【新】

横谷 晃治（手話サークル）

七尾穂波（母島婦人会）

岩﨑 圭子（保健所）

畔上智武（小笠原村役場母島支所）

西沢 佳

（小笠原支庁）【新】

片股ひとみ（明老会）
※令和３年度第１回理事会（令和３年５月２５日開催）にて選出されました。
任期は、令和３年６月９日より令和７年６月の定時評議員会の日までです。

【評議員選任・解任委員会委員】
箭内浩弥（元社協理事）

※令和３年度第１回理事会にて選出されま

菊池アサ（元社協評議員）

した。

鈴木正久（社協監事）
斎藤 実（社協事務局長）

任期は、令和３年６月９日より令和７年
６月の定時評議員会の日までです。

これまで理事を務めていただいた平賀洋子様、茂木雄二様、岸威雄様、
評議員を務めていただいた長吉せい子様、美舟隆之様、宮城雅司様、
どうもありがとうございました。

