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　６月12日（水）に三原いきいき交流センターで　６月12日（水）に三原いきいき交流センターで

「みんなの水曜食堂」がオープンしました。「みんなの水曜食堂」がオープンしました。

　「水曜日の夜は、みんなの水曜食堂に行こう！」　「水曜日の夜は、みんなの水曜食堂に行こう！」

が合言葉になるよう、ボランティアさんに協力をいが合言葉になるよう、ボランティアさんに協力をい

ただき、みんなで食べる楽しさや温かさを提供し、ただき、みんなで食べる楽しさや温かさを提供し、

笑顔が集まる食堂を始めました。笑顔が集まる食堂を始めました。

　当日は、32名の方がご利用されました。　当日は、32名の方がご利用されました。

みんなの水曜食堂
●みんなの笑顔が集まる場所●

この機関紙は、共同募金の配分金が一部使われています。

☎



令和１年７月15日 第192号　（2）つまごい社協だより

平成30年度社協の事業報告の概要
 本会では、地域福祉の事業全般とともに、デイサービスや訪問介護等の介護保険事業、村からの委託事業を実施しています。
福祉フェスティバルや認知症カフェの継続開催、いきいきサロン支援など地域福祉事業の充実に努めるとともに、利用者の要
望に添った介護保険事業の運営と業務改善に取り組みました。

嬬恋村からの受託事業の実施状況

事業名 実施状況

高齢者世帯配食サービス
実利用人員　　　419名

延べ配食数　　4,750食

紙おむつ支給事業 延べ利用者数　　117人

総合相談支援事業 延べ相談件数　　123件

一人暮らし老人保養事業 参加者　　　　　 67名

軽度生活援助 延べ利用者　　　412名

緊急通報システム管理運用 設置件数　　　　 52件

身体障害児者デイサービス 延べ利用者数　　224名

シルバー人材センター運営事業 受注件数　　　　331件

社協実施事業

事業名 実施状況

障害者自立支援事業

（居宅介護）
延べ利用者数　1,356名

    〃    同行援護 　　　〃　　　　 53名

　　　    移動支援事業 　　　〃　　　　372名

福祉有償運送事業 　　　〃　　　2,031名

地域福祉

広報「ほほえみ」の発行　　　　　　　　  年４回
認知症カフェの開催　年12回　　 延べ参加者126名
健康づくり教室の開催　11地区 　　　〃　　167名
ボランティア団体活動支援11団体 　登録者　419名
ふれあいいきいきサロン等活動支援 　　　 10団体
講演会・研修会の開催 　　 講演３回　研修会３回
福祉バザー・福祉映画会の開催 　　　来場者280名
福祉フェスティバルの開催

法人運営

理事会：４回　評議員会：３回
評議員選任・解任委員会：１回　
会員数：一般会員2,551世帯　特別会員58名

老人（在宅）福祉

一人暮らし老人防火訪問　　　　　　　　訪問31件
一声訪問事業（安否確認）　　　　　　　　　132回
無料配食サービス（年３回）　　　　 　 延べ301食
介護者の集い　　　　　　　　　　　　参加者28名

障害福祉

なかよしクラブの開催（余暇活動）　延べ参加157名
アトリエもく（書、絵画）　　　　　　 〃 　212名
ダンスダンスダンス　　　　　　　　　〃　 241名
身体障害者交流事業（旅行）　　　　 　参加　20名
リフトカー無料貸出　　　　　　　　　　　　31件
福祉用具貸出　　　　　　　　　　　　　22件

要援護対策

生活福祉資金受付・相談　　　　　　　　貸付８件
日常生活自立支援　　　　　 延べ訪問時間150時間
生活困窮者自立促進支援　　　　　　相談件数１件

子育て支援講演会 介護者教室
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平成30年度決算　事業活動計算書
単位：千円

勘定科目 当年度 前年度 増減 割合（％）

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

益

会費収益 3,203 3,237 △ 34 1.8

寄付金収益 877 882 △ 5 0.5

経常経費補助金収益 24,825 21,931 2,895 14.1

受託金収益 14,006 12,743 1,263 7.9

事業収益 187 211 △ 24 0.1

負担金収益 8,069 8,286 △ 216 4.6

介護保険事業収益 109,266 109,484 △ 217 61.9

障害者福祉サービス等事業経費 3,331 2,265 1,065 1.9

医療事業収益 0 1,308 △ 1,308 0

その他の事業収益 11,665 10,860 804 6.6

その他の収益 1,103 582 804 0.6

サービス活動収益計 176,536 171,793 4,743 100.0 

費

用

人件費 129,853 135,989 △ 61,354 72.8

事業費 36,830 34,799 2,031 20.7

事務費 4,751 4,718 33 2.7

共同募金配分金事業費 1,555 1,499 56 0.9

減価償却費 4,284 3,761 523 2.4

助成金・負担金費用 1,143 1,170 27 0.6

その他 △ 101 162 △ 263 -0.1

サービス活動費用計 178,318 182,102 △ 3,783 100.0 

サービス活動増減差額 △ 1,781 △ 10,308 8,526

サービス活動外　収益 472 548 △ 75

サービス活動外　費用 2,610 2,008 602

　　サービス活動外増減差額 △ 2,137 △ 1,460 △ 677

経常増減差額 △ 3,919 △ 11,768 7,849

特別増減の部　収益 2,880 0 2,880

特別増減の部　費用 2,898 0 2,898

　　特別増減差額 △ 18 0 △ 18

当期活動増減差額 △ 3,937 △ 11,768 7,831

次期繰越活動増減差額 20,585 21,073 △ 487

＊千円未満は切り捨て

貸借対照表
単位：千円

資産の部 負債の部

当年度末 当年度末

流動資産 39,053 流動負債 8,885

固定負債 118,191

固定資産 129,506 負債の部合計 127,077

基本財産 1,000 純資産の部

基本金 1,000

国庫補助金等特別積立金 2,778

その他の固定資産 128,506 その他の積立金 17,118

その他の積立資産 17,118 次期繰越活動増減差額 20,585

純資産の部合計 41,482

資産の部合計 168,560 負債及び純資産の部合計 168,560

＊千円未満切り捨て

　デイサービスで前年比3.6％の増、訪問介護で11.7％の増と延べ利用者が伸びるなど、要望に応えるよう努めましたが、介

護保険事業での運営が厳しく、法人全体でも黒字転換には至りませんでした。今後もサービス向上とともに、運営の効率化や

業務改善に努めてゆきます。

平成30年度　社協決算報告の概要

事業別
 収益

（千円）

延べ利用者数

（人）

通所介護（デイサービス）事業 67,480 7,718

訪問介護（ヘルパー）事業 24,847 9,685

訪問入浴 2,421 159

居宅介護支援

（ケアマネジャー）
24,717 1,630

＊収益は事業収入の総額で、利益を示すものではありません。

＊訪問介護は、介護保険・障害福祉、有償運送を含みます。

介護保険事業の収益等の状況
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社会福祉協議会の役員を紹介します。

今年も社協会費の納入　よろしくお願いいたします
　社会福祉協議会は、全村民を会員とした社会福祉活動の推進を目的とした非営利の民間組織です。
　皆様からいただいた会費は、ひとり暮らしの方への配食サービスや障害者の活動支援の事業、介護講演会の開催やボランティ
ア育成等に活用させていただいております。本年も、社協会費の納入にご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

◇一般会費（一般家庭）　　　　　　１口　1,000 円
◇特別会費（賛同者・法人会社等）　１口  10,000 円
　　　　＊ご賛同いただける方は、何口でも受け付けます。

☆会費の納入方法
　各行政区の区長さんを通じてとりまとめをお願いしています。浅間高原の方は、つまごい社協だより「ほほえみ」の配布
にあわせ、会費の納付書等を配布させていただきます。
　各区の伍長さんを通じて区長さんに納入の他、村内の郵便局以外の金融機関の窓口にて納入ください。社会福祉協議会へ
持参して下さっても結構です。

みなさんの会費でこんな事業をしています。

・ボランティアの育成

・各種講座の開催

・子供の遊び場整備事業

・一人暮らし老人配食サービス

（年３回）

・障害者支援事業

・福祉教育への助成

・社協だよりの発行

・介護者の集い

・一人親家庭への助成

　任期満了に伴う本会役員（理事・監事）の改選、役職変更による評議員の補充選任が承認されましたので紹介致します。

評議員
令和元年５月 27 日現在

NO 氏　　名 選出母体

1 松　本　　　幸 議会議員

2 滝　沢　　　操 民生児童委員

3 上　野　夏　彦 民生児童委員

4 黒　岩　祐　子 民生児童委員

5 松　本　みさ子 民生児童委員

6 萩　原　　　孝 民生児童委員

7 羽　鳥　民　子 行政関係

8 髙　丸　和　江 教育関係

9 山　本　徳　幸 教育関係

10 下　谷　　　誠 区長

11 宮　﨑　昭　洋 福祉団体

12 坂　口　志　穂 福祉団体

13 黒　岩　今朝夫 福祉団体

14 黒　岩　ちえみ 福祉団体

15 唐　沢　忠　夫 福祉団体

16 黒　岩　清　一 福祉団体（事業者）

17 伊　瀨　知　敦 学識経験

18 加　部　よし子 福祉団体

19 滝　澤　きみ子 福祉団体

任期：平成 29 年４月１日～令和２年度決算の定時評議員会の
終結の時まで　（補充選任の方は残任期間）

※太字の方は補充選任の方

役員（理事・監事）
令和元年６月 10 日選任

NO 職 　 名 氏　　名

1 会　長 下　谷　　　博

2 副会長 滝　沢　俶　明

3 副会長 黒　岩　幸　恵

4 常務理事 大久保　　　守

5 理　事 櫻　井　慶　一

6 理　事 佐　藤　鈴　江

7 理　事 土　屋　　　政

8 理　事 宮　﨑　正　勝

9 理　事 熊　川　八重子

10 理　事 干　川　博　志

11 理　事 土　屋　和　久

12 理　事 安　濟　永　伸

1 監　事 下　谷　　　忠

2 監　事 山　﨑　優　子
任期：令和１年６月 10 日～令和２年度の決算の定時評議会の

終結の時まで

福祉フェスティバル
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苦情申し出窓口のお知らせ
　社会福祉協議会では、本会の福祉サービスに関する利用者
からの苦情に対応するため、苦情解決の窓口を設置していま
すのでお知らせします。
１　苦情解決責任者　　安濟　永伸（事務局長）
２　苦情受付担当者　　宇野美佐子（事務局次長）
３　第三者委員　苦情の円滑、円満な解決を図るための第三者委員
・黒岩紀子　連絡先　大前５０　　℡　９６－０９１９　　
・竹渕信江　連絡先　三原1045-4　℡　９７－２４５５
４　苦情の受付
　苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が
随時受付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出
ることもできます。
５　苦情解決の方法
　苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合
いをし、解決に努めます。その際苦情申し出人は、第三
者委員の助言や立会いを求めることができます。
６　福祉サービス運営適正化委員会の紹介
　本会で解決できない苦情は、福祉サービス運営適正委
員会に申し立てることができます。

（福祉サービス運営適正化委員　苦情受付専用電話　027-255-6669）

大前　黒岩紀子さん 三原　竹渕信江さん

　４月15日（月）から５月10日（金）まで、長野原町役
場新庁舎ロビ－にてアトリエもく展が開催されました。
　「アトリエもく」は、知的障害を持った方たちの自由な
ア－ト活動の場です。そこでは、毎回、多くの作品が出来
上がります。書はお母さん方に
よって表具され、より見事な作品
になります。絵画は額に入れられ
輝きを増します。そんな作品を集
め第一回のアトリエもく展を開催
することができました。
　見に来ていただいた方たちから、
たくさんの応援メッセ－ジやお褒
めのお言葉をいただきました。

アトリエもく展開催

　嬬恋村と社協では、今後少子高齢化が進む中で「誰もが安
心して暮らしていける村」を目指した地域の困りごとを地域
で解決する仕組みづくりを進めています。
　現在、各地区で主に高齢者の困り事や課題について行政説
明やグループワークを通して考えていただく地区懇談会を開
催しています。
　参加者の皆さんから様々な意見が出され有意義な話し合い
が行われています。
　社協では、これからの地域づくりに関心を持っていただき
支え合いの輪が広がっていくよう取り組んで行く予定です。

地域づくり懇談会の開催

買い物支援バス運行開始
　買い物支援バスの運行が６月 20 日（木）より開始され

ました。買い物支援バスは、月１回、自宅まで迎えに行き、

村内の決められたお店で買い物ができます。

　対象者は、70 歳以上一人暮らしの方、75 歳以上二人暮

らしの方、および買い物困難者の方になります。

　事前登録が必要になりますので、ご利用したい方は、嬬

恋村社会福祉協議会までご連絡下さい。

今後の予定

７月18日（木）　８月13日（火）　９月19日（木）

10月17日（木）　11月21日（木）　12月26日（木）

※８月と 12 月は長野原町まで出かけます。

問合せ

嬬恋村社会福祉協議会　　電話　９６－１６１１

大笹地区懇談会



令和１年７月15日 第192号　（6）つまごい社協だより

吾妻郡身体障害者福祉団体連合会カラオケ交流会

　６月18日（火）草津町の国立療養所栗生楽泉園におい
て、吾妻郡身体障害者福祉団体連合会主催のカラオケ交流
会が開催されました。
　嬬恋身障連からは５名の方が交流会で歌を披露しまし
た。応援で７名の会員が参加し、声援を送りました。

身体障害者連合会

村老連ゲートボール大会
５月17日（金）　総合グラウンド
23チーム　130名参加
優勝　干俣10　　準優勝　三原　　
３位　干俣３
（上位８チームは６月６日郡大会に出場しました。）

村老連春季ゴルフ大会
５月30日（木）　嬬恋高原ゴルフ場
75名参加
優勝　山﨑栄太郎　　準優勝　滝沢　宏行
　　　３位　黒岩　節男
女子の部
優勝　一場美和子　　準優勝　大場　とし
　　　３位　山﨑　節子

村老連囲碁将棋大会
６月13日（火）　嬬恋村農村環境改善センター
囲碁の部
優勝　横沢　之一（鎌原）　　準優勝　黒岩　邦夫（田代）
３位　黒岩　栄治（大笹）
将棋の部
優勝　竹内　文男（鎌原）　　準優勝　竹渕　吉重（三原）
３位　鳴釜　重雄（鎌原）

村老連グラウンドゴルフ大会
６月18日（火）　総合グランド
41チ－ム　130名参加
団体の部
優勝　大笹９　準優勝　三原ろ
３位　三原は　　　
個人の部
優勝　加部　康吉（大笹）　　準優勝　干川　尊明（干俣）
３位　黒岩　義守（大笹）

村老連輪投げ大会
６月21日（金）　嬬恋村農村環境
改善センター
団体の部
優勝　門貝　準優勝　鎌原１
３位　三原Ａ
個人の部
優　勝　山﨑栄太郎（袋倉）
準優勝　一場　　博（袋倉）
３　位　加部　久喜（大笹）

村老連

　６月26日（水）　蓼科高原バラクラ
イングリッシュガーデン
　すずらんの会と社会福祉協議会主催
による介護者の集いが行われました。
　当日は天候に恵まれ、参加者のみな
さんは、バラ園の見学や買い物をした
りと、普段の疲れを癒されていました。

介護者の集い

　６月27日（木）　
　大前やすらぎ会のみなさんに毎年恒例となりました、社
会福祉協議会の花壇の花植えをしていただきました。
　また、各地区のボランティアのみなさんは、６月から７
月にかけて各地区のゴミ拾いをしました。

ボランティア

（敬称略）
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嬬恋村ボランティア連絡協議会より

バザー用品拠出のお願い

　今年度も福祉バザーを開催します。 ご家庭に眠って

いる不用品（未使用のもの）をバザー用品として拠出し

て下さい。みなさまのご協力をよろしくお願いいたしま

す。詳細は「ほほえみ10月号」でお知らせします。

　日時　11月10日（日）午前９時30分から

　場所　嬬恋村農村環境改善センター体育館

嬬恋村身体障害者研修旅行参加者募集

募集対象者　　村内在住で身体障害者手帳をお持ちの方

日　時　　　　９月23日（月）

行き先　　　　「アッ！とおどろく夢芝居」梅沢富美男

劇団特別公演

　　　　　　　ホクト文化ホール（長野市）

参加費　　　　一人　5,000円　

応募方法　　　電話またはＦＡＸにてお申し込み下さい。

ＦＡＸの場合は、住所、氏名、年齢、電

話番号を明記して下さい。

応募締め切り　８月30日（金）

＊同行していただくボランティアさんも同時に募集いた

します。

問合せ　社会福祉協議会

電　話　９６－１６１１　ＦＡＸ　９６－１６５６

一人暮らし老人保養事業のお知らせ

　一人暮らしの方々の交流を目的に保養事業を開催しま

す。

　多くの方の参加をお待ちしています。

参加者：70歳以上の一人暮らしの方

（村内に住所のある方）

日　時：10月16日（水）

場　所：万座温泉

申込み：地区の民生委員さん、または社会福祉協議会ま

でお申し込みください。

問合せ：社会福祉協議会　電話９６－１６１１

放課後等デイサービスがオープンします。放課後等デイサービスがオープンします。

　放課後等デイサービス「星の王子さま３」が８月１日応桑
小学校近くにオープンします。
　障害をもった子供達が社会で生きてゆく力を育てることを
目指した療育を行います。
【基本方針】
・一人ひとりの特徴に合わせた療育を行っていきます。
・ほめられることを積み重ねることによって生まれる自己肯
定感を養っていきます。
・将来、社会自立をするために友達や職員と関わりながら、
コミュニケーション能力を高めていきます。

◇対象　年齢：小学校１年生～高校３年生
◇サービス提供時間：月～金13：30～17：30
　　　　　　　　　　祝日・学校休業日９:３０～17：30
◇送迎します：学校授業日　学校→星の王子さま→自宅

学校休業日　自宅→星の王子さま→自宅
◇料金（例）   ：世帯所得非課税世帯　　０円
　　　　　　　890万円まで　　月額上限4,600円

問合せ　特定非営利活動法人　西吾妻共生企画
ＴＥＬ　080-8724-0707（工藤）

土屋　春男様 30,000 円土屋　春男様 30,000 円

生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（ＪＡＩＦＡ）群馬県協会様生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（ＪＡＩＦＡ）群馬県協会様

 タオル　200 本 タオル　200 本

ご寄付をありがとうございます。



令和１年７月15日 第192号　（8）つまごい社協だより

会　場 日　程 対象者

ほほ笑みカフェ いきいき交流センター
　（嬬恋村商工会隣り）

毎月第３金曜日
午前９時 30 分～ 12 時

認知症の方やそのご家族
だけでなく認知症に関す
る相談・介護相談もおこ
なっています。

なかよしクラブカラオケ 長野原町老人福祉センター 毎月第１土曜日
午前 10 時～ 12 時

知的障害等をお持ちの方、
関心のある方はどなたで
も。

アトリエもく 東部小学校　図工室 毎月第２土曜日
午前 10 時～ 12 時

ダンス・ダンス・ダンス 東部小学校連携棟
多目的ホール

毎月第４土曜日
午前 10 時～ 12 時

みんなの水曜食堂 いきいき交流センター
（嬬恋村商工会隣り）

毎週水曜日
午後 4時 30 分～７時

お子さんを中心に、障害
のある方、高齢者の方な
ど（食堂利用には申込み
が必要です。）

※　問合せ：嬬恋村社会福祉協議会　　電話　９６－１６１１

●●●お知知らせせ●●●

第４回　嬬恋村社会福祉協議会　福祉フェスティバル
スローガン　　「つながる　ふくしの輪　拡大中」

日時：令和１年８月 25日（日）　午前 10：00 ～午後２：30
会場：嬬恋村社会福祉協議会・嬬恋村デイサービスセンター

●地域の福祉コーナー
各施設、事業所の紹介を行
います。

●福祉体験コーナー
福祉体験を行い、見て触れ
て福祉を学べるコーナーで
す。

●ステージ発表コーナー
ボランティアさんによるス
テージ発表や認知症劇を行
います。

●食べ物販売コーナー
焼きそばなどの軽食販売を
行います。

●ボランティア募集
各出展コーナーのお手伝いを
してくれる方を募集していま
す。
問合せ：℡ 96-1611

出展イベント

主催：嬬恋村社会福祉協議会　フェスティバル実行委員会

子どもさんから高齢者の皆さんまで

楽しんでいただけるイベントを企画

中です‼


