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社会福祉法人

和寒町社会福祉協議会社協だよ社協だよりり
〒０９８－０１１１　上川郡和寒町字三笠６番地　特別養護老人ホーム『芳生苑』内　　Tel　０１６５－３２－３６６６
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　アトラクション第２部はミスター西垣こと西垣良克
さんのマジックとトークショー。元警察官だった西
垣さんの交通安全のトークを交えたマジックショーを
楽しみました。

　町内在住７５歳以上の方を対象に６月３日、公民館恵み野ホールにおいて社協主催の第１回ふれあい昼
食会が開催されました。当日は奥山盛町長からご祝辞をいただき、１６７名の参加者がフラダンスやマジ
ックショーを楽しみました。朝の受付時には参加者にフラダンスリーリア教室の皆さんが作ったお花
が手渡され女性は髪飾り、男性は胸ポケットにと会場は華やいだ雰囲気になりました。

　第１回ふれあい昼食会。レイ　アロハ　フラスタ
ジオ和寒リーリア教室の皆さんによるフラダンス。
あこがれのハワイ航路など全５曲を披露しました。

　今年も昼食はボランティアクラブ会員の手作りで用
意されました。前日から準備を始め、お赤飯、筑前煮、
お吸い物がテーブルに並びました。

　さあ、みんなで昼食です。フラダンスの皆さんや役
員さんも仲間に入り世間話に花を咲かせました。旧
知の友との会話も弾み、半日楽しく過ごしました。
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平成２５年度

社会福祉協議会及び特別養護老人ホーム芳生苑・ディサービス健楽苑事業報告

和
寒
町
社
会
福
祉
協
議
会
事
業
報
告

・ふれあい昼食会　　　　３回実施（参加延べ人数　３６９人）

・在宅安否確認事業　　　通年実施（２５５世帯　訪問延回数　３０，４９０回）

・紙おむつ購入助成金　　通年実施（対象者２１人　申請延人数　９９人）

・除雪サービス　　　　　１２月～３月（月極め７２世帯、屋根・ベランダ４１世帯）

・福祉、ボランティア関係団体活動助成（１０団体）　　　６３１，０００円

・ボランティア指定校（和小・和中）　　　　　　　　　　　４０，０００円

（１）第１２回芳生苑ちっちゃな夏まつり （７月２５日）

（２）第３７回芳生苑敬老会 （９月１４日）

（３）クリスマスの集い（１２月２１日）、 花火大会（２４日）

（４）避難訓練の実施 （５月２２日・６月１４日・９月４日）

・理事会開催　４回　　・評議員会開催　２回　　・監査の実施　１２回

・役員協議会　２回　　・道社協主催役員研修　３回　　・外部監査の実施　６回

・配食サービス（共募配分事業）　　５１回実施　利用者数３９人　延配食数１４７０食

・入院オムツ購入助成（　〃　）　　通年実施（対象者２０人　申請延人数１４８人）

・安全杖の支給　　　　　　　　　　通年実施（申請数　３５本）

・敬老会開催助成（歳末配分事業）　対象者７３０人×１，２００円　８７６，０００円

・町民への弔慰金　　　　　　　　　３４件　　　　　　　　　　　　１７０，０００円

・会葬ハガキの利用　　　　　　　　３０件

・福祉資金貸付事業　　　　　　　　３件　　　　　　　　　　　　　１００，０００円

・おせち料理の贈呈（歳末配分事業）年１回　対象者８３人　　　　　１６６，０００円

芳
生
苑
・
健
楽
苑
事
業
報
告

（１）食事検討委員会

（２）排泄検討委員会

（３）入浴検討委員会

（４）拘束ゼロ検討委員会

（５）ヒヤリはっと事故対策委員会

（６）ターミナル（看取り）検討委員会

（７）褥瘡（床ずれ）検討委員会

（８）感染症検討委員会

（１）バスハイキング

　・町内の桜、紅葉見学　・士別市へお買い物

（２）季節に応じた行事の実施

　・端午の節句・七夕祭り・節分・ひな祭り　などなど

健 楽 苑
行 事

芳 生 苑
行 事

委 員 会
活 動

地域福祉
推進事業

福祉団体
助成事業

受託事業

会務運営

《２６年度　和寒町社協事業方針》

　誰もが住み慣れた地域で暮らせるよう

街づくりに努め、地域福祉活動の中心的

役割を目指して参ります。さらに、高齢

者や障がい者が安心して日常生活を送れ

るよう、支援事業に取り組みます。

　指定管理制度を受け平成２０年度より運

営しております「芳生苑」「健楽苑」は

６年の実績を踏まえ、高齢者福

祉の一翼を担う施設としてより

一層の向上意欲を持ち、地域住

民の協力を得ながら、行政との

連絡を図り、各種事業の推進と

職員の研修を積極的に実施し、

安心した介護サービスを提供で

きる環境づくりに貢献していき

ます。
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平成２５年度　貸借対照表（社協）決算報告 （単位：円）

平成２５年度　資金収支計算書（社協）

増　　減前年同月当期残高勘定科目増　　減前年同月当期残高勘定科目

２５,２４４３１９,５５４３４４,７９８流　動　負　債△ ８７,４７３１,６５２,２８１１,５６４,８０８流　動　資　産

２３,０４８１５,７５０３８,７９８未　 払　 金０００現　　　　 金

２３,０４８１５,７５０３８,７９８未　 払　 金０１,６４９,５４１１,６４９,５４１預　 貯　 金

△ １７,８０４３０３,８０４２８６,０００預　　り　　金０２,７４０２,７４０未　 収　 金

０００仮　　受　　金０２,７４０２,７４０未　 収　 金

４７６,１００１,４０２,６５０１,８７８,７５０固　定　負　債０００仮　 払　 金

４７６,１００１,４０２,６５０１,８７８,７５０退職給与引当金

５０１,３４４１,７２２,２０４２,２２３,５４８負 債 の 部 合 計０１９,１６５,７３０１９,１６５,７３０固　定　資　産

０１,０００,０００１,０００,０００基　　本　　金０１,０００,０００１,０００,０００基　本　財　産

０１,０００,０００１,０００,０００基　　本　　金０１,０００,０００１,０００,０００基本財産特定預金

２１,６３３１６,７６３,０７４１６,７８４,７０７その他の積立金

２１,６３３１６,７６３,０７４１６,７８４,７０７運用資金積立金４９７,７３３１８,１６５,７３０１８,６６３,４６３その他の固定資産

△ １１２,７１７１,３３２,７３３１,２２０,０１６次期繰越活動収支差０１１車 両 運 搬 具

△ １１２,７１７１,３３２,７３３１,２２０,０１６次期繰越活動収支差０５５器具及び備品

△ ２４５,７７４１,５７８,５０７１,３３２,７３３前 期 繰 越４７６,１００１,４０２,６５０１,８７８,７５０退職共済預け金

６９０,３８１△ ２３４,７７１△ ９１,０８４当期活動収支差額２１,６３３１６,７６３,０７４１６,７８４,７０７運用資金積立預金

△ ９１,０８４１９,０９５,８０７１９,００４,７２３純資産の部合計

４１０,２６０２０,８１８,０１１２１,２２８,２７１負債及び純資産部合計４１０,２６０２０,８１８,０１１２１,２２８,２７１資 産 の 部 合 計

差　　　　　異当　期　残　高予　　算　　額勘　　定　　科　　目

【経常活動による収支】

１７,０００８１８,０００８０１,０００会費収入

６６７,０００２,５７０,０００１,９０３,０００寄付金収入

０６,３７８,０００６,３７８,０００経常経費補助金収入

２２,５００１６１,５００１３９,０００助成金収入

０５,１２２,０００５,１２２,０００受託金収入

１６,０００９６,０００８０,０００事業収入

９４２１,１０７,９４２１,１０７,０００共同募金配分金収入

４５,７５１２,０６０,７５１２,０１５,０００負担金収入

４,３００４,３０００雑収入

△ ２５,４３６２４,５６４５０,０００受取利息配当金収入

０８,７１６,０００８,７１６,０００経理区分間繰入金収入

７４８,０５７２７,０５９,０５７２６,３１１,０００経常収入計（１）

３１３,９４０１３,４８３,０６０１３,７９７,０００人件費支出

７５９,４８５１,９７２,５１５２,７３２,０００事務費支出

３０８,９０２８,０９３,０９８８,４０２,０００事業費支出

３０４,５３２３,６０１,４６８３,９０６,０００助成金支出

００経理区分間繰入金支出

１,６８６,８５９２７,１５０,１４１２８,８３７,０００経常支出計（２）

２,４３４,９１６△ ９１,０８４△ ２,５２６,０００経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

【財務活動による収支】

△ １,２４４,００００１,２４４,０００積立預金取崩収入

△ １,２４４,００００１,２４４,０００財務収入計（７）

２８,３６７２１,６３３５０,０００積立預金積立支出

２８,３６７２１,６３３５０,０００財務支出計（８）

△ １,２１５,６３３△ ２１,６３３１,１９４,０００財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

００予備費（１０）

１,２１９,２８３△ １１２,７１７△ １,３３２,０００当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（９）－（１０）

【資金残高】

０１,３３２,７２７１,３３２,７２７前期末支払資金残高（１２）

１,２１９,２８３１,２２０,０１０７２７当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

（単位：円）
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平成２５年度　貸借対照表（芳生苑・健楽苑）決算報告 （単位：円）

増　　減前年同月当期残高勘定科目増　　減前年同月当期残高勘定科目

△ １０,８５１,１００２８,９５２,９００１８,１０１,８００流　動　負　債３３,１３７,３５０１８０,４１０,５９６２１３,５４７,９４６流　動　資　産

５,０２６,２５９１０,２７４,６３４１５,３００,８９３未　 払　 金３３,００２,５８４１１６,２６６,４１７１４９,２６９,００１預　 貯　 金

５,０２６,２５９１０,２７４,６３４１５,３００,８９３未　 払　 金△ ２６,４５６３３,７４２７,２８６小　口　現　金

△ １５,８７７,３５９１８,６７８,２６６２,８００,９０７預　　り　　金１１７,６２２６４,１１０,４３７６４,２２８,０５９未　 収　 金

０１１７,６２２６４,１１０,４３７６４,２２８,０５９未　 収　 金

３,５５６,４７０１８,２０２,５６０２１,７５９,０３０固　定　負　債０００立　 替　 金

３,５５６,４７０１８,２０２,５６０２１,７５９,０３０退職給与引当金１１,８３８,２６６９８,０９６,０４６１０９,９３４,３１２固　定　資　産

△ ７,２９４,６３０４７,１５５,４６０３９,８６０,８３０負 債 の 部 合 計１１,８３８,２６６９８,０９６,０４６１０９,９３４,３１２その他の固定資産

０７０,０００,０００７０,０００,０００その他の積立金１,２６９,８２９６９９,１８４１,９６９,０１３建　 　 　 物

０７０,０００,０００７０,０００,０００運用資金積立金３,６７１,３６４３,６７１,３６４建物附属設備

５２,２７０,２４６１６１,３５１,１８２２１３,６２１,４２８次期繰越活動収支差額△ ３４４,７３２１,４６０,９８４１,１１６,２５２車 両 運 搬 具

５２,２７０,２４６１６１,３５１,１８２２１３,６２１,４２８次期繰越活動収支差額１,３２２,８３５７,５６９,６９３８,８９２,５２８器具及び備品

１４,６６７,６４２１４６,６８３,５４０１６１,３５１,１８２前期繰越活動収支差額２,３６２,５００１６３,６２５２,５２６,１２５ソフトウェア

１７,６０２,６０４３４,６６７,６４２５２,２７０,２４６当期活動収支差額３,５５６,４７０１８,２０２,５６０２１,７５９,０３０退職共済預け金

５２,２７０,２４６２３１,３５１,１８２２８３,６２１,４２８純資産の部合計０７０,０００,０００７０,０００,０００運用資金積立預金

４４,９７５,６１６２７８,５０６,６４２３２３,４８２,２５８負債及び純資産部合計４４,９７５,６１６２７８,５０６,６４２３２３,４８２,２５８資 産 の 部 合 計

（単位：円）平成２５年度　資金収支計算書（芳生苑・健楽苑）

差　　　　　異当　期　残　高予　　算　　額勘　　定　　科　　目

【経常活動による収支】

１,３８３,０００１,３８５,０００２,０００寄付金収入

２,９３４,４６４４３０,３３９,４６４４２７,４０５,０００介護保険収入

４,４９２,５９３４,５２８,５９３３６,０００雑収入

２２,５８４２７４,５８４２５２,０００受取利息配当金収入

０００経理区分間繰入金収入

８,８３２,６４１４３６,５２７,６４１４２７,６９５,０００経常収入計（１）

２２,２７２,８７５２６３,７９０,１２５２８６,０６３,０００人件費支出

５,２９５,２４７１９,３９６,７５３２４,６９２,０００事務費支出

１６,９４７,２０１９０,１４３,７９９１０７,０９１,０００事業費支出

△ ３１１,０００８,７１６,０００８,４０５,０００経理区分間繰入金支出

４４,２０４,３２３３８２,０４６,６７７４２６,２５１,０００経常支出計（２）

５３,０３６,９６４５４,４８０,９６４１,４４４,０００経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

【施設整備等による収支】

０００施設整備等寄付金収入（４）

△ ９,７５８,５１４１０,４９２,５１４７３４,０００固定資産取得支出及び繰入支出

△ ９,７５８,５１４１０,４９２,５１４７３４,０００施設整備等収入計（５）

△ ９,７５８,５１４△ １０,４９２,５１４△ ７３４,０００施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

【財務活動による収支】

０００財務収入計（７）

０積立預金積立支出

０財務支出計（８）

０財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

７１０,００００７１０,０００予備費（１０）

４３,９８８,４５０４３,９８８,４５０当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

【資金残高】

１５１,４５７,６９６１５１,４５７,６９６前期末支払資金残高（１２）

１９５,４４６,１４６１９５,４４６,１４６当期末支払資金残高（１１）＋（１２）





社　協　わ　っ　さ　む 第83号(6)　

日常生活自立支援事業…１市３町が広域支援事業を開始
　社協だより「第８１号」で掲載した、高齢や障がいにより日常生活に不

安のある方に地元の生活支援員が生活費の管理や通帳の保管などをする

「日常生活自立支援事業」が４月１日から始まっています。

　士別市を拠点に剣淵町・幌加内町・和寒町の４社協での広域支援事業

を開始するにあたり、４月１日に協定調印式が行われました。

　和寒社協では現在１名の方と支援契約を結び、金銭管理等の支援を

行っています。

　最近物忘れがひどく探し物が多くなった、年金が出てもすぐ使ってし

まい生活に困る…など「誰かに助けてもらいたい」と思っている方、支

援員さんが皆さんの暮らしをお手伝いします！

　まずは社会福祉協議会（３２－３６６６）にご相談下さい。

≪介護員≫斉藤比呂彰　　　≪管理栄養士≫佐藤みず希　　　≪看護師≫北山小百合

新規採用職員紹介　よろしくお願いします！

芳生苑・健楽苑　行事アルバム

　避難訓練では地域ボランティア
（非常災害協力員）のご協力を得
て実施。身体を支えてもらい無
事屋外へ避難できました。

　東西対抗、風船バレー大会！飛

んできた風船を落とさないよう、

みんな真剣にプレーしました。

　ユニット行事で旭山動物園に
行って来ました。たくさんの動
物を見てお昼ご飯もおいしかった
です。

　気の合うデイ仲間と囲碁の勝

負。伝統的な知的ゲームは脳ト

レに最適です。

　手先を使い根気よく貼り絵に挑

戦！　職員との世間話も弾みま

す。

　ホクレンショップでお買い物ツ

アー。どっちにしようか見比べ

て、カゴ一杯買いました。



第83号 社　協　わ　っ　さ　む 　(7)

 ボランティア活動の よ・う・す
◎ボランティアクラブ

　－芳生苑お花見ボランティアと花壇整備－

・５月１４日と１５日、三笠山で芳生苑利用者の

お花見に参加。ボランティアクラクラブ会

会員が焼いたジンギスカンを食べてもらいま

した。おいしいジンギスカンに苑利用者は、

お代わりをし、屋外での食事を楽しみました。

・６月２５日芳生苑入り口花壇に花苗の移植を

行いました。クラブ会員１１人がマリーゴー

ルド・サルビア・フリウスなどを放射線状に

レイアウトされた花壇に植え込み、かわいい

花壇ができました。

◎商工会フラワーロードボランティア

　和寒町商工会女性部（玉手美穂子部長）と

商工会の方々が６月１５日、たくさんのプラン

ターに花苗の移植を行いました。プランターは

駅前や小学校通学路に設置し町民の目を楽し

ませています。女性部では水やり、花殻摘み

など管理をしながら秋まで活動を続けます。

◎芳生苑居室等清掃ボランティア

　７月１６日と１７日の二日間、芳生苑利用者が

日々使用しているベッド・車椅子を屋外に出

し日光消毒をしたり、居室等清掃作業を行な

いました。

　２日間で延べ１１名のボランティアのご協力

を得ながら、普段なかなか手を付けられない

網戸や蛍光灯などの清掃に汗を流しました。

　次回は１２月に予定しています。

『住み慣れた町で安心して暮らせるように『住み慣れた町で安心して暮らせるように』』 小地域ネットワー小地域ネットワークク
福祉部長会議開催福祉部長会議開催！！

　毎年、各自治会で取り組んでいる「小地域ネットワーク事業」の福祉部長会議を開催。それぞれの自

治会で活動が始まっています。訪問活動、地域の行事へのお誘い、除雪支援、食事会等を実施し地域で

暮らす高齢者が“安全で安心して暮らせるように”福祉部長を中心に支援活動・交流活動を行っています。

支援対象者は７４歳以上独居高齢者、８０歳以上の夫婦世帯で今年は全町で２９９人が対象になっています。

《各自治会の福祉部長さん》（敬称略）

○恵みヶ丘 武田　節子 ○大　通 樋口　　稔 ○西　町 丹羽　　茂 ○仲　町 樋口　久子

○若　草 魚津　慶子 ○かたくり 佐藤　雄輔 ○松岡・北原 嵯峨　哲次 ○東　山 虻川　政義

○中　和 金谷　浩子 ○三笠南 川口　二男 ○三和・菊野 大川　孝義 ○西和福原 石塚　　正

よろしくお願いいたします。



社　協　わ　っ　さ　む 第83号(8)　

この社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分金を受けて発行しています。

ご寄付ありがとうございました　－地域福祉・芳生苑・健楽苑のために役立たせていただきます－
（平成２６年３月１８日から平成２６年７月２４日）

西　町　和寒町商工会青年部様（芳生苑） ５０,０００円

日ノ出　藤　森　俊　夫　様（芳生苑） １００,０００円

西　町　小　原　弘　子　様 ５０,０００円

北　町　武　田　幸　子　様 １００,０００円

旭川市　佐　藤　ヒデ子　様 ３０,０００円

三　笠　澤　井　廣　子　様 １００,０００円

三　笠　堀　口　　　亨　様 １００,０００円

日ノ出　佐々木　聖　子　様 １００,０００円

南　丘　倉　谷　一　利　様 ３０,０００円

北　町　松　下　康　子　様 ６０,０００円

東　町　小　松　増　美　様 ５０,０００円

三　笠　福　塚　フヤコ　様 ５０,０００円

東　丘　岡　　　弘　一　様（芳生苑） １００,０００円

菊　野　前　鼻　　　彰　様 ５０,０００円

　社協の会費には「一般会費」と「特別会費」の

２つがあります。自治会を通して１世帯５００円で

ご協力いただく一般会費は今年度１２自治会すべて

から納入をいただきました。ご協力ありがとう

ございました。

　また特別会費は福祉事業推進にご賛同いただけ

る方々から１,０００円～２,０００円の範囲でご協力をお

願いしています。

　社協の活動は町民の皆さまのご協力に支えられ

ています。

　昨年町民の皆さまから寄せられた募金は今年度

の社協事業及び町民の福祉の向上に下記のとおり

活用されます。

　２６年度≪赤い羽根・歳末≫交付総額
９３３,３５４円　

・配食サービス事業

・手をつなぐ育成会活動助成

・里親活動支援助成

・商工会女性部プランター設置事業

・社協だより発行事業

・第１４回社会福祉大会開催助成

・敬老会開催助成　　・新入学児祝品贈呈事業

・独居高齢者おせち配付事業

・入院、グループホーム利用者オムツ購入費助成

社協の福祉サービス

「杖」をさしあげます
　・対象　７０歳以上の方、または下肢の身障手

帳を交付されている方で杖を必要と
している方。

　・料金　無料。印鑑持参で役場、保健セン
ター、社協事務局（芳生苑内）で申請
して下さい。

おむつ購入費を助成します。
　・対象　在宅や入院で療養されている方や、

排泄機能障害でおむつを使用してい
る方。

　・内容　毎月、購入費の半額を助成します。
購入したときの領収書が必要です。

車いすを貸し出します
　・対象　外出や通院などで一時的に車椅子を

必要としている方。（１回の申請で
２ヶ月有効）

　・料金　無料。印鑑を持参し社協事務局（芳
生苑内）に申請して下さい。

除雪サービス事業
　・対象　民生委員の調査に基づく７０歳以上の

方、７０歳未満でも除雪が不可能な方。
　　　　　（地区担当の民生委員にお尋ね下さ

い）
　・料金　所得によって負担金があります。

利用希望の方は社会福祉協議会（３２－３６６６）へ連絡下さい！

≪社協の会費≫　ご協力のお礼 共同募金配分金について


