
◆法人運営事業 
・理事会などの開催 

 理事会4回 / 評議員会5回 / 監査会2回 

・広報紙の発行 

 社協たつの 5回 / お元気ですか 7回  

 ボランティア情報紙「福寿草」10回 

・辰野町社会福祉協議会会員数 

一般5,713名 / 特別134名 / 法人139社 

・老人福祉センター利用人数  8,329名（延べ） 

・善意銀行 

皆さまからの善意を福祉事業に活用させていただきます。 

 現金預託 41件 1,527,362円 / 物品預託 2件 

 

 

 

 

 

                                                        

 

令和2年度社会福祉法人辰野町社会福祉協議会 事業・収支決算報告 
 

6月1日（火）に行なわれた辰野町社会福祉協議会理事会において、 

令和 2 年度事業・収支決算報告が承認されましたので紙面にて概要を

報告させていただきます。 
 

【事業報告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあいネットワーク 
 

社協たつの 
 

No.141 

2021.7.1 

◆介護保険事業 
・居宅介護支援事業 

介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるよう

ケアマネジャーがサービスを受けれるようにケアプランの作

成を行います。 

介護保険 1,427名 / 介護予防 639名 （延べ） 

・訪問介護事業 

利用者が在宅のまま自立した日常生活が出来るようヘルパ

ーが利用者宅を訪問して介助面に関する「身体介護」、家事

面における「生活援助」などのサービスを行います。 

訪問介護 465名 / 訪問Aサービス 300名 （延べ） 

・障害者自立支援事業 

障がいのある人が在宅で生活をする為に訪問介護サービス

を提供しています。 

居宅介護198名 / 同行援護23名 

重度訪問介護12名 / 移動支援107名 （延べ） 

◆赤い羽根共同募金 
・赤い羽根共同募金 

 個別募金 3,363,348円 / 法人募金 314,000円 

・配分概要 

老人福祉活動費/899,000円 
（高齢者教室、ひとり暮らしバスハイク、町老人クラブ連合会補助金） 

障害児・者福祉活動費/295,000円 

（重度身体障害児・者 希望の旅） 

児童・青少年福祉活動費/448,000円 
（福祉学習推進校事業補助金、福祉・ボランティア学習のつどい） 

福祉育成・援助活動費/372,000円 
（フードバンクたつの、福祉車輌貸出事業、町遺族会補助金 

民生児童委員協議会補助金） 

ボランティア活動育成事業費/364,597円 
（ボランティア・市民活動振興事業助成金） 

計：2,378,597円 
※ひとり暮らしバスハイクと希望の旅（障害者バスハイク）、福祉・ボラン

ティア学習のつどいについては、新型コロナ感染症の拡大によりやむなく

中止としました。 

◆育児・子育て支援事業 
・ママサポート事業（町委託事業） 

妊娠期産褥期の母親に対して家事や育児支援を行います。 

 3名 / 60回（延べ） 

・訪問型学習･生活支援事業（県委託事業） 

学習などの機会が乏しい児童・生徒を対象に学習・生活支援

を行います。 

 3名 / 137回（延べ） 

◆障がい者支援事業 
・計画相談支援   町内76名 / 町外30名 （延べ） 

・障害児相談支援  町内13名 / 町外21名 （延べ） 



◆ボランティアセンター事業 
・利用人数 

477団体3,225名（延べ） 

・ボランティア保険受付 

 ボランティア活動保険 662名 / 行事用保険31件 

 福祉サービス総合保障7件 / 送迎サービス補償2件 

・各種講座の開催  22回304名（延べ） 

・福祉教育プログラム作成 

町内の小・中学校、高校で行なう福祉教育の学習プログラム

を学校の先生方と一緒に作成します。 

5件  

・ふれあい型配食サービス「ほのぼのランチ」 

毎週木曜日に調理・配達ボランティアによるお弁当を町内の

高齢者等へお届けしています。 

97名/2,583食（延べ） 

・音訳ＣＤお届け 

朗読グループ「ひびき」に協力をいただき町・社協の広報紙を

音訳したCDを視覚障がい者や福祉施設へ届けています。 

4名（対面朗読） / 100名（音手紙ほのぼの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収支決算】 

●法人・地域福祉事業                      ●在宅福祉サービス事業 
（法人、地域福祉、相談事業、指定管理施設関係他）  単位：円     （訪問介護、居宅介護支援、計画相談他）         単位：円 

収入合計 63,912,145   収入合計 75,359,951  

支出合計 61,385,026   支出合計 74,701,549  

前期末支払資金残高 12,760,320   前期末支払資金残高 20,552,797  

当期末支払資金残高（繰越金） 15,287,439  当期末支払資金残高（繰越金） 21,211,199  
 

◆福祉推進事業 
・認知症カフェ（町委託事業） 

認知症の当事者や家族の交流の場です。 

 6回 46名（延べ） 

・通所型介護予防事業ミニデイサービスよつば（町委託事業） 

体操・運動・趣味活動などを取り入れた日中の居場所づくり

を行います。 

 137回 864名（延べ） 

・在宅介護者リフレッシュ事業（町委託事業） 

在宅介護をされている方を対象にリフレッシュを目的として、

利用補助を行います。 

 ショートステイ 337泊 / デイサービス 600回 

・福祉有償移送サービス 

公共交通機関を一人で利用することが困難な方へ移送サー

ビスを提供します。 

 1,001回（延べ） 

・日常生活用具貸与 

車イスや電動ベッドなどを無償で貸出しています。 

 41件（延べ） 

・高齢者教室 

65歳以上の高齢者を対象に余暇活動の充実を図ります。 

72回 / 469名（延べ） 

・福祉機器利用 

老人福祉センターに設置されている各種福祉機器を利用日

を設定して住民向けに開放しております。 

626名（延べ） 

・心配ごと相談実績 

生活の困りごと・心配ごとに相談員が話をお聞きします。 

13件（延べ） 

・くらしの資金貸付 

生活に困窮している方に対し、小口現金の貸付を行います。 

39件 / 1,209,430円（延べ） 

・療養費福祉金貸付 

医療費特別給付金受給者証を交付されている方に対しての

貸付を行います。 

 159件 / 742,230円 

・金銭管理・財産保全サービス 

各種福祉サービスの利用料金や病院の医療費などを支払

いを代行しています。 

 金銭管理31名 / 財産保全51名 

◆婚活サポート総合事業 
・結婚相談登録者数 男性35名 / 女性9名 

・相談件数 

 本人107件 / 親他8件（延べ） 

・ながの結婚マッチングシステムへの登録 

結婚を望む独身男女のプロフィールをデータベース化し、イ

ンターネットで検索できるシステムです。 

男性24名 / 女性8名 

・見合い件数 相談所間9件 / マッチングシステム 10件 

◆世代間交流センター「茶の間」運営事業 
・利用人数  5,392名（延べ） 

・展示コーナー 

町内外の様々な手作り品、写真などを展示しています。 

5件 

・折り紙サロン 

毎月第3金曜日に季節の折り紙作成を楽しみます。 

12回 76名（延べ） 

・ぬり絵サロン 

毎月第1金曜日に大人のぬり絵を楽しみます。 

11回 74名（延べ） 

・各種講座  18回 139名（延べ） 



【辰野町社会福祉協議会 貸借対照表（法人全体）】                 

                                                                      単位：円 

勘定科目 金額 勘定科目 金額 

資産の部 負債の部 

流動資産の部 39,166,438  流動負債 6,105,144 

・現金預金 16,353,287  固定負債 24,100,696 

・事業未収金 22,800,171  負債合計 30,205,840 

・仮払金 12,980  純資産の部 

固定資産 141,199,935  基本金 2,000,000 

・基本財産 2,000,000  福祉基金 40,037,701 

・建物関係 2,245,262  国庫補助金等特別積立金 472,417 

・貸付金 3,494,560  その他積立金 76,385,930 

・退職給付引当資産 24,100,696 次期繰越活動増減差額 31,264,485 

・積立資産他 109,359,417 純資産合計 150,160,533 

資産合計 180,366,373  負債・純資産合計 180,366,373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辰野町社会福祉協議会理事・評議員の紹介 

 

【理事・監事】 任期：令和3年6月21日～令和7年6月20日 

NO 役職名 氏 名 職籍名 

1 会  長 赤羽八洲男 識見を有する者 

2 副 会 長 増澤 英徳 民生児童委員協議会会長 

3 理  事 津谷  彰 辰野町議会福祉教育常任委員会委員長 

4 理  事 竹村 智博 辰野町保健福祉課課長 

5 理  事 岡田 高政 辰野町区長会代表（羽場区長） 

6 理  事 羽場とよ子 辰野ボランティア・市民活動ネットワーク運営委員会委員長 

7 常務理事 入原 百合 辰野町社会福祉協議会事務局長 
    

1 監  事 中村 文昭 辰野町監査委員 

2 監  事 竹淵 光雄 識見を有する者 
 

【評議員】 任期：令和３年6月16日～令和7年6月定時評議員会 

NO 役職名 氏 名 職籍名 

1 評 議 員 根橋 久人 辰野町教育委員会教育長職務代理 

2 評 議 員 片桐 千鶴 特別養護老人ホームかたくりの里施設長 

3 評 議 員 赤沼 則光 辰野町民生児童委員協議会副会長 

4 評 議 員 小林 辰興 辰野町老人クラブ連合会会長 

5 評 議 員 和座香遠里 識見を有する者 

6 評 議 員 矢島美枝子 辰野町女性団体連絡協議会会長 

7 評 議 員 三浦八千子 辰野町赤十字奉仕団委員長 

8 評 議 員 三輪眞佐子 辰野ボランティア・市民活動ネットワーク運営委員会副委員長 

 

理事・評議員の改選に伴い、新理事・評議員 

の皆様をご紹介させていただきます。 
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社会福祉法人 辰野町社会福祉協議会 

〒399-0428 

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富2681-1 

電話・0266-41-4500 FAX・0266-41-1525 

メール・syakyo@town.tatsuno.lg.jp 

 

 

福祉機器の利用日について 
辰野町老人福祉センターのリハビリ室には、マッサ

ージ機等の福祉機器があり、町民の皆様に無料でお使

いいただいております。マスクを着用の上お出掛けく

ださい。 
 

【割当日】 

時 間：午前9時～午前11時 参加費：300円 

 竜  東：7月14日（水） 

小野雨沢：7月21日（水） 
 

【自由日】毎月火・金曜日 午後1時～午後4時 

 

生活の悩みアレコレ・・お気軽にご相談下さい！ 

相談日について 
辰野町社会福祉協議会では日々の生活にある困り事・悩み事の解決に向けて各種相談日を設けておりま

す。いずれも無料でご相談に応じますので、ご利用ください。 

相談内容 日にち 時 間 会 場 

心配ごと相談 7月9・23日（金） 
13時～15時 

老人福祉センター 行政相談 7月  9日（金） 

法律相談 7月23日（金） 15時～16時 

※司法書士による法律相談は30分/組で2組まで受付けます。法律相談は相談日の1週間前までに予約をして下さい（41-4500まで） 

 

辰野町老人クラブ連合会主催 

健康運動教室を開催いたします 
【日にち】 令和3年7月28日（水） 

【時  間】午後1時30分～午後2時30分 

【備 考】 

・町老連に加入してない町民の皆さまも100円でご参 

加いただけます。 

・体操に使用するタオルと水分補給する 

飲み物をお持ちの上、マスク着用で 

お出掛けください。 

新型コロナウイルス感染症が拡大を見せた昨年度から様々な研修や会議が中止、もしくはオンラインでの開催となりました。遠方の会場まで

いかずに済むのは移動時間がなくなるので、とてもありがたいのですが…何だか味気なさを感じます。特に研修や担当者間の情報交換など

は、顔を合わせて話をするからこその熱量や想いを感じる事が醍醐味だったりしますから。なんて思う今日この頃です。○み 

 

新型コロナ特例貸付の 

受付期間を延長します 
 

新型コロナウイルス感染症の影響によって休業や失業

状態などになり、収入が減少して生活資金にお悩みの方

へ、特例貸付の受付が下記のとおり延長となりました。 
 

 緊急小口資金 

一世帯10万円以内/月 

四人以上世帯20万円以内/月 

 総合支援資金（初回・再貸付） 

単身世帯15万円以内/月 

二人以上世帯20万円以内/月 
 

 受付期間 ： 8月31日（火）まで 
 

まずお電話でのご予約をお願いしております。 

 

 

 

 例年、春・秋の年2回開催していた「社協バスハイク」

ですが、春は新型コロナウイルス感染症の拡大を考慮し

て、中止とさせていただきます。 

秋は状況を見ながら判断し、追ってご案内させていた

だきます。 


