
◆法人運営事業 
・理事会などの開催 

 理事会6回 / 評議員会4回 / 監査会2回 

・広報紙の発行 

 社協たつの 6回 / お元気ですか 6回  

 ボランティア情報紙「福寿草」11回 

・辰野町社会福祉協議会会員数 

一般5,664名 / 特別140名 / 法人147社 

・老人福祉センター利用人数  14,239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 53件 1,571,663円 / 物品預託 2件 

 

 

 

 

 

                                                        

 

平成31年度（令和元年度） 辰野町社会福祉協議会 事業・収支決算報告 
 

6月11日（木）に行なわれた辰野町社会福祉協議会理事会において、平成31年度（令和

元年度）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.137 

2020.8.1 

◆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 1,398名 / 介護予防 652名 

・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 473名 / 訪問Aサービス 322名 

・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。 

訪問介護189名 / 同行援護40名 

重度訪問介護12名 / 移動支援133名 （延べ） 

◆赤い羽根共同募金 
・赤い羽根共同募金 

 個別募金 3,242,576円 / 法人募金 308,000円 

・ボランティア・市民活動振興事業助成金 

ボランティア・市民活動活動のために必要な資金 5万円を上

限に交付しています。 

 11件 463,638円 

・福祉学習推進校事業補助金 

町内小・中学校・高校を福祉学習推進校に指定し福祉学習

に関する事業を行う為の補助金を交付しています。 

 8件 400,000円 

・福祉団体等への活動助成（共同募金配分金事業） 

辰野町老人クラブ連合会、辰野町遺族会、辰野町民生児童

委員協議会へ補助金を交付しています。 

3団体 283,000円 

・社協バスハイク 

65歳以上で一人暮らしの方を対象にした交流事業です。 

2回 / 81名（延べ）  

・希望の旅 

障がい者とその家族の交流を目的にした事業です。 

 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。 

 2名 69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。 

 4名 / 46回（延べ） 

◆障がい者支援事業 
・計画相談支援   町内56名 / 町外25名 

・障害児相談支援  町内12名 / 町外19名 

社会福祉大会が開催

され、地域福祉の推進

や地域のために尽力

された民生児童委員

の皆様やボランティア

団体など16団体・29名

の皆様が表彰され、3

団体・2 名の皆様へ感

謝状を贈呈しました。 



◆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利用人数 

643団体5,548名（延べ） 

・ボランティア保険受付 

 ボランティア活動保険 739名 / 行事用保険49件 

 福祉サービス総合保障5件 / 送迎サービス補償3件 

・各種講座の開催  29回711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。 

11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。 

135名/2,840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） / 97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）            （訪問介護、居宅介護支援、計画相談他）        単位：円 

収入合計 61,678,998   収入合計 79,308,674  

支出合計 61,421,560   支出合計 76,235,710  

前期末支払資金残高 12,502,882   前期末支払資金残高 17,479,833  

当期末支払資金残高（繰越金） 12,760,320  当期末支払資金残高（繰越金） 20,552,797  
 

◆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。 

 11回 65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。 

 168回 1,173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た食

事会やサービスの利用補助を行います。 

 6コース 36名 

 ショートステイ 275泊 / デイサービス 443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。 

 1,026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。 

 37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。 

88回/615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。 

1,117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。 

16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。 

33件 / 852,900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。 

 213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37名 / 財産保全67名 

◆婚活サポート総合事業 
・結婚相談登録者数 男性67名 / 女性19名 

・相談件数 

 本人98件 / 親他20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27名 / 女性11名 

・見合い件数 相談所間5件 / マッチングシステム 20件 

◆世代間交流センター運営事業 
・世代間交流センター利用人数  8,689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。 

13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。 

11回 71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。 

10回 108名（延べ） 

・各種講座  39回 814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 35,465,364  流動負債 5,670,727 

・現金預金 11,749,367  固定負債 21,952,438 

・事業未収金 23,715,997    

固定資産 136,644,719  負債合計 27,623,165 

・基本財産 2,000,000  純資産の部 

・建物関係 2,157,770  基本金 2,000,000 

・貸付金 1,288,431  福祉基金 40,037,430 

・退職給付引当資産 21,952,438 国庫補助金等特別積立金 371,250 

・積立資産他 109,246,080 その他積立金 72,909,310 

  次期繰越活動増減差額 29,168,928 

  純資産合計 144,486,918 

資産合計 172,110,083  負債・純資産合計 172,110,083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辰野町社会福祉協議会への御寄付 
 

ご厚情に厚く御礼申し上げます。戴いた寄付に関しましては、福祉事業に活用させていただきます。 

＜令和二年三月一日 ～ 令和二年六月三十一日＞ 

【遺志金】 

月 故人名 寄付者 故人名 寄付者 

三月 西村     様 西村喜代志 様 
 

四月 瀬戸 清明 様 瀬戸 雅三 様 

五月 原  典子 様 原  茂男 様 小林 光晴 様 小林 洋治 様 

六月 降旗 髙子 様 
降旗 譽男 様 土屋  隆 様 土屋由美子 様 

降旗 武志 様 吉川 初子 様 吉川  勝 様 
 

【寄付金】 

月 団体名 

三月 辰野町ゴルフ協会 様 

五月 匿名 希望 様 

六月 北澤 一雄 様 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。マスクを

着用の上お出掛けください。 
 

【割当日】300円 

午前9時～午前11時 

地区 日にち 

小野飯沼 8月5日（水） 

竜東 8月12日（水） 

小野雨沢 8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 

心配ごと相談 8月14・28日（金） 
13時～15時 

老人福祉センター 行政相談 8月14日（金） 

法律相談 8月28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2年8月26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、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。 

 

お盆期間中の開館について 
 

辰野町老人福祉センターは… 

8月 13日（木）14日（金） 開館いたします。 
※8月15日（土）・16日（日）は休館となります。 

※ボランティアセンター・茶の間は8月13日（木）～16日（日）

の間休館となります。 

例年になく長い梅雨となりました。一時的に落ち着いて

きた新型コロナウイルス感染症の陽性患者数も増加の一

途を辿っています。そうなると益々、外出の機会が減っ

てしまいます。「新しい生活様式」と併せて「ソーシャル・

ディスタンス」が声高に叫ばれていますが、本当に大切

な「人と人とのつながり」や「社会とのつながり」まで無くし 

てしまってよいのでしょうか。世 

界保健機構WHOでは「フィジカ 

ル・ディスタンス」に言い換える 

ように推奨しています。今、改め 

て様々な「つながり」をみつめ直 

してみませんか。○み 

 

困窮家庭への支援食糧緊急募集への御礼 
 

6月22日（月）から 30日（火）の間、実施した支援食糧

緊急募集について、多くの町民の皆様より、お米・乾物・イ

ンスタント食品・缶詰などをご提供いただき厚 

く御礼申し上げます。皆様からご提供いただい 

た食糧については、町内の生活困窮家庭へお配 

りさせていただきます。紙面をもって御礼に代 

えさせていただきます。 


