
 

 

 

 

 

 

                                                   
 

「ともに理解し支え合う 光と笑顔があふれる福祉のまちたつの」をめざして 

第 2次辰野町地域福祉計画 

辰野町社会福祉協議会地域福祉活動計画 

が策定されました 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあいネットワーク 
 

社協たつの 
 

No.130 

2019.6.1 

辰野町における地域福祉施施策を効果的にすすめるため、今まで辰野町と辰野町社会福祉協議会で別々

に作っていた計画を一体的に策定し、5月に全戸に概要版を配布いたしました。 

令和元年度からの 5年間、辰野町社会福祉協議会として、この計画を基に事業をすすめてまいります。 

本編は辰野町・辰野町社会福祉協議会のホームページからもダウンロードできます。是非ご覧ください。 

 

行動目標① 

地域のつながりを 

つくる 
地域における支え合いを 

すすめるために、「支え合い」 

意識の高揚を図ります。 

行動目標④ 

安心・安全な 

まちをつくる 
住み慣れた地域で安心して 

暮らし続けることができるよう 

ハード・ソフトの両面からまち 

づくりをすすめます。 

行動目標② 

社会活動に 

参加する 
地域のつながりをつくるきっ 

かけとなる社会活動に参加を 

するための支援を行います。 

行動目標③ 

支援を 

充実する 
地域にある多様化・複雑化 

している課題の解決に向けた 

体制作りをすすめます。 



 

 

【事業計画】 

地域福祉活動計画に基づき、地域の福祉課題や要望の把握に努めるとともに、その解決

に向けて支援や活動を展開し、「人と人とがつながり 支え合う地域づくり」を目標に、ともに生

きる豊かな福祉社会の実現を目指します。 
■地域で支えあう組織作りの推進と支援を行っていきます。 

新事業☆誰もが安心して自分らしい生活ができる地域づくりを目指し、時代に応じた地域福祉の取り組み 

を進めるために、社会福祉大会を開催します。 

■安心して暮らし続けることができるよう、各種制度を活用するとともに質の高いサービスを提供します。 

新事業☆訪問型の学習支援事業を行い、子どもの自立を促します。 

新事業☆既存の制度やサービスでは対応できない福祉ニーズの解決のために「あんしん創造ねっと」（長 

野県社会福祉協議会）に加入して新たな支え合いを創造します。 

■地域福祉の担い手としての自覚を持ち、関係機関・団体と連携し、安心で安全な町づくりを目指します。 

■社会福祉法人として、経営組織の強化・事業運営の透明性向上・財務規律の強化を図ります。 

 

【予  算】 

収入 金額（千円） ％ 
 

支出 金額（千円） ％ 

会費収入 6,500  4.37  
 
法人運営事業 33,690  22.63  

寄附金収入 860  0.58  
 
地域福祉活動推進事業 1,950  1.31  

補助金収入 20,482  13.76  
 
福祉推進事業 10,683  7.18  

受託金収入 18,660  12.53  
 
ボランティア活動振興 7,620  5.12  

貸付事業収入 1,660  1.12  
 
相談所運営事業 254  0.17  

事業収入 4,360  2.93  
 
善意銀行会計経理区分 870  0.58  

負担金収入 65  0.04  
 
療養費福祉金特別会計 2,001  1.34  

介護保険事業収入 56,533  37.97  
 
くらしの資金特別会計 2,001  1.34  

障害福祉サービス等事業収入 17,333  11.64  
 
世代間交流センター管理運営事業 4,323  2.90  

受取利息配当金収入 7  0.01  
 
結婚推進支援事業 1,000  0.67  

その他収入 1,786  1.20  
 
老人福祉活動費 1,212  0.81  

前期末支払資金残高 9,918  6.65  
 
障害児・者福祉活動費 250  0.17  

共募 2,484  1.67  
 
児童・青少年福祉活動費 415  0.28  

積立資産 8,227  5.53  
 
福祉育成・援助活動費 248  0.17  

計 148,875  100.00  
 
ボランティア活動育成事業費 400  0.27  

 

   
訪問介護事業 35,738  24.01  

    
居宅介護支援事業 26,688  17.93  

    
自立支援訪問介護事業 19,472  13.08  

    
単独福祉事業 60  0.04  

    
計 148,875  100.00  

 

令和元年度 辰野町社会福祉協議会 事業計画・予算（概要版） 

上記は抜粋したものになります。事業

計画・予算書の全編については、辰野

町社会福祉協議会のホームページにも

掲載されています。 



 

辰野町社会福祉協議会は、「住民主体」で“人と人とがつながり、支え合う地域づくり”を目指し、様々

な福祉事業・活動を通じて地域福祉を推進するために住民の代表の理事や評議員により組織された民

間の団体です。 

町民の社協活動への参画並びに民間団体としての自主性の強化（自主財源の確保）を図るため「会

員制度」を設けております。お住まいの皆様及び法人・団体等の皆様に、社協活動や地域福祉活動にご

賛同いただき、ぜひ会員になっていただきますともに、住民同士の支え合いをますます発展・活性化し

ていくための会費納入に、ご協力下さいますよう、お願い申し上げます。 

 

【会費の種類は？】 
○一般会費（町内にお住まいの各世帯）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000 円 

○特別会費（社協事業に賛同してくださる個人）・・・・・・・・・・・・2,000 円～ 

○法人会費（社協事業に賛同してくださる企業・法人）・・・・・3,000 円～ 

 

 【どれくらい集まったの？】 
  平成 30年度 社協会費納入実績  6,579,000 円 でした。 

  皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

 【何に使われているの？】 

  令和元年度の計画では…（主要事業抜粋） 
  ◆各区集金総額の 20％を各区へ地域福祉活動費 

として還元し地区社協活動等に活用いただいて 

います・・・1,300,000 円 

  ◆ボランティア活動育成事業費として・・・570,000円 

  ◆災害時住民支え合いマップ作成事業費として 

・・・248,000 円 

  ◆地区社協の情報交換・学習の場づくりの為に地域 

福祉活動推進事業費として・・・100,000 円 

  ◆社協報(年 6 回)発行のため法人運営事業費として 

・・・400,000 円 
 

6月より今年も区・自治会の役員さんや隣組長さんなどを通じて 

会費のお願いをさせていただきます。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

辰野町社会福祉協議会では会費を財源にして 

安心して暮らせるまちづくりをすすめます 

社協会費のご協力をお願いします 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事のお知らせ 

編集・発行 
 

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。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 6 月 5 日・水 

竜東地区 6 月 12 日・水 

川島地区 6 月 19 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 備 考 

心配ごと相談 
14 日（金） 

28 日（金） 13 時～15 時 老人福祉 

センター 

 

行政相談 14 日（金）  

法律相談 28 日（金） 15 時～16 時 1 週間前までに要予約（41-4500） 

 

 

辰野町老人クラブ連合会主催 

健康運動教室が始まります 
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。どなたでもご

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。 

【日にち】6 月 12・26 日（水） 

【時 間】午後 1 時 30 分～午後 2 時 30 分 

【参加費】会員・無料 / 非会員 100 円 

【持ち物】タオル（ストレッチに使用します） 

 

もうすぐ「ホタルまつり」ですね。6

月に入ると町の中が何だか賑やかな雰

囲気になりますね。今年のホタルの発

生状況が気になるところです。○み  
 


