
 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

「社協バスハイク」へ行ってまいりました 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 20日（水）に毎年恒例の「社協バスハイク」が行なわれました。「社協バスハイク」

は町内におけるひとり暮らし高齢者の皆様を対象にした交流事業です。 

 

今年は山梨県・富士見高原への旅となりました。山梨県南アルプス市では数種類のサ

クランボをおなかいっぱい召し上がっていただき、シャトレーゼベルフォーワイナリーでは

チーズやワインの試食試飲に加えお買い物も楽しんでいただきました。その後、富士見高

原ではお昼とお風呂でゆっくりくつろいでいただき、遊覧カートに乗り 25分かけて霧の中

ではありましたが、1,420ｍまでの天空の散歩を楽しんでいただき帰路につきました。 

 

参加者の皆様からは「大勢での遠出は楽しいね。」との声が聞かれました。好評をいた

だいている「社協バスハイク」、次回は 10 月中旬に小布施方面を予定しております。お楽

しみに！ 
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平成 29年度 辰野町社会協議会 決算・事業報告 

 

6月の理事会・評議員会において平成 29年度の決算・事業報告が行なわれ承認されまし

た。 

【決算報告】 

◆収入の部 

項  目 決算額（円） 割合（％） 

会費収益 6,576,000  5.28 

寄附金収益 1,241,607  1.00 

補助金収益 19,514,725  15.67 

受託金収益 15,686,049  12.60 

事業収益 3,913,738  3.14 

負担金収益 65,000  0.05 

介護保険事業収益 54,756,801  43.98 

障害福祉サービス等事業収益 21,184,275  17.02 

その他収益 1,563,872  1.26 

計 124,502,067  100.00 

 

◆支出の部 

項  目 決算額（円） 割合（％） 

人件費 93,786,715  71.71 

事業費 28,096,182  21.48 

事務費 5,525,062  4.23 

助成金費用 1,704,891  1.30 

負担金費用 34,977  0.03 

減価償却費 770,489  0.59 

その他費用 866,250  0.66 

計 130,784,566  100.00 

 

当期収益        -6,282,499円 

当期末繰越金     35,779,525円 



【事業報告】 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度も多方面からのご参加・ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

本年度も御協力をよろしくお願い致します。 
 

  

◆ボランティアセンター事業 
・辰野町ボランティアセンター登録 

個人 45名、団体 108団体/5,133名（延べ） 

・辰野町ボランティアセンター利用人数 

649団 5,352名（延べ） 

・ボランティアに関する問い合わせ 

 電話 194件 来所 79件（延べ） 

・入門講座  6回 138名（延べ） 

・福祉教育指導 12件  

・ほのぼのランチ  121名/3,389食（延べ） 

・音訳ＣＤお届け 11名 

 

◆介護保険等事業 

・居宅介護支援事業 

介護保険 119名 

予防 27名 

総合事業 29名 

・訪問介護事業 

介護保険 36名 

予防 15名 

・訪問入浴介護事業 4名 

・障害者自立支援事 19名 

・地域生活支援事業 5名 
（上記の 5事業に関しては 3月分の実績となります） 

・訪問介護Ａサービス 1,481回（延べ） 

・ミニデイサービスよつば 241回/1,366名（延べ） 

・日常生活用具貸与 100件（延べ） 

・社協バスハイク 2回/80名（延べ） 

 

◆地域福祉事業 
・在宅介護者リフレッシュ事業 7件/50名 

・サービス利用補助 

 ショートステイ 344泊 

デイサービス 496回 

・福祉有償移送サービス 860回（延べ） 

・金銭管理・財産保全サービス 41名 

 

◆法人運営事業  
・辰野町社会福祉協議会会員数 

一般 5,758名 特別 167名 法人 160社 

・老人福祉センター利用人数 15,184名（延べ） 

・善意銀行 

 現金預託 42件/1,241,607円 

 物品預託 2件 

・共同募金 

 個別募金 3,281,958円 

 法人募金 313,600円 

・くらしの資金貸付 38件/862,600円（延べ） 

・心配ごと相談実績 28件（延べ） 

・高齢者教室 329回/3,299名（延べ） 

・福祉機器利用 966名（延べ） 

 

◆婚活サポート総合事業 
・結婚相談登録者数 

 男性 73名  女性 18名 

・成婚数 1組 

・相談件数 

 本人 160件  親他 134件（延べ） 

・ながの結婚マッチングシステムへの登録 

 男性 33名  女性 6名 

・婚活イベント 

 参加者 3回 80名（延べ） 

 カップリング  10組 

 

◆茶の間運営事業 
・利用者数  7,721名（延べ） 

・展示コーナー  15件 

・歌 Café  9回 

・折り紙サロン  10回 

・各種講座  28回 

 

◆補助・助成一覧 
・ボランティア・市民活動振興事業助成金 

 8件 383,800円 

・福祉学習推進校事業補助金 

 7件 350,000円 

・福祉系団体補助金 

 7件 332,357円 
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社会福祉法人 辰野町社会福祉協議会 
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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。また、カ

ラオケをしたり、お風呂に入ること

もできます。是非、お誘い合わせて

お出掛けください。 
 

【割当日】300 円 

午前 10 時～午後 3 時 

地区 日にち 

小野飯沼 8 月 1 日（水） 

竜東・上島地区 8 月 8 日（水） 
 

【自由日】無料 

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 8 月 10 日・24 日（金） 
13 時～15 時 

老人福祉センター 行政相談 8 月 10 日（金） 

法律相談 8 月 24 日（金） 15 時～16 時 

結婚相談 8 月 3 日・17 日（金） 13 時～15 時 世代間交流センター「茶の間」 

※法律相談は相談日の 1 週間前まえ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 
インストラクターの指導の元、体を動かした後は今

年度も湯にいくセンターさんのご協力をいただき、送

迎・入浴をお楽しみいただきます。老人クラブ会員以

外の方もご参加いただけますのでお誘い合わせてお

出掛けください。 

【割当日】 

地区 日にち 

川島・唐木沢・上島・今村・

宮所・小横川 
8 月 1 日（水） 

小野 8 月 8 日（水） 

宮木・新町・上辰野 

下辰野・羽場・北大出 
8 月 22 日（水） 

平出・赤羽・樋口・沢底 8 月 29 日（水） 

【時 間】午後 1 時～午後 2 時 30 分 

【参加費】○バス利用者（送迎・入浴有） 

     会員・500 円/非会員 600 円 

    ○自家用車（送迎・入浴無） 

     会員・無料/非会員 100 円 

 

 

お盆（8月 13日・月～16日・木）も窓口

対応いたします！ 
（ボランティアセンター・茶の間は休館となります。） 


