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居 宅 介 護 支 援 事 業 所 世田米字川向 96-5  TEL 0192-46-2300 

訪 問 介 護 事 業 所 世田米字川向 96-5  TEL 0192-47-3357 

アンルス通所介護事業所 上有住字和田野 12-5 TEL 0192-48-3300 

デイサービスセンターとだて・訪問入浴介護事業所  下有住字十文字 89-2 TEL 0192-47-3104 

グループホームかっこう 下有住字十文字 89-2 TEL 0192-47-3103 

岩手県気仙郡住田町世田米字川向 96-5 

TEL0192-46-2300 FAX0192-46-2321 

 

社会福祉法人 住田町社会福祉協議会 

すみたおたすけ隊・夏、活動しました！

ボランティア活動連絡会が呼びかけ、町内
の中高生たちが中心となって行うボラン
ティア活動『すみたおたすけ隊』。 
昨年に引き続き、夏休みを利用してひと

り暮らし高齢者宅の窓ふきボランティア
を行いました。 

 

高いところも力を合わせてピカピカに！ 

頼もしい中高生たちに、お家の方も大変喜
ばれていました。 
次は冬休みでの活動を予定しています！ 



  

 平成２８年度は、２６年度に策定した「住田町地域福祉活動計画 ～すみた輪（和）
っこプラン～」の実施２年目として、「住み慣れた地域で 共に支え合い 安心していきいき

と暮らせる 福祉のまちづくり」の基本理念のもと、３つの基本目標に沿って計画的に地域福

祉事業を実施しました。 

 
まちづくり 

・ボランティア養成講座 

・ボランティア活動連絡会 

・民生児童委員活動の推進 

・シルバー人材センター事業  ・おたっしゃ移送サービス 

・すみたおたすけ隊      ・在宅介護者リフレッシュ事業 

・おげんきみまもりシステム  ・緊急連絡カードの設置 

・生活困窮者自立支援事業   ・日常生活自立支援事業 

・生活福祉資金        ・たすけあい金庫 

・歳末たすけあい事業     ・要援護者登録台帳 

・福祉票の整備 

・よりあいカフェ事業 

・老人クラブ活動の推進 

・ふれあいサロン事業 

おだげぁさまの 
まちづくり 

 
まちづくり 

 

 

居宅介護支援（ケアマネ）事業 

アンルス通所介護事業所 とだて通所介護事業所 グループホーム かっこう 

訪問介護（ヘルパー）事業 訪問入浴介護事業 

専任ケアマネ６人、地域福祉
との兼任１人の７人体制で介
護保険のケアプラン作成を行
いました。病院やデイサービ
ス、ヘルパーなど町内外の関係
機関と連携しながら、利用者や
家族の皆さんが安心して在宅
生活を送れるよう支援しまし
た。 

介護保険サービスの利用は減
少していますが、障がい者福祉
サービス支援は増加していま
す。各種研修会を開催・参加し、
調理技術、身体介護技術の向上
に努めています。職員会議やカ
ンファレンス等を行い、より良
いケアに励んでいます。 

介護度の高い利用者の入院や
施設入所などにより利用回数は
減少傾向にありますが、今後と
も利用者の健康維持のため高い
入浴技術とあたたかい心をもっ
てサービスの提供に努めていき
ます。 

開所から７年が経過しまし
た。介護度の高い利用者が増え
ていることから、転倒などの危
険に十分配慮し、安心して利用
していただけるように支援しま
した。９人の利用者の個性を大
切にしながら家庭的な雰囲気の
なかで過ごせるよう心掛けてい
ます。 

これまで以上に要介護３以上
の方の受入れを想定し職員体制
を整え、機能訓練、口腔体操等も
強化するため看護師を多く配置
しました。職員一丸となり、利用
者の状況に応じた支援を行うと
ともに、関係機関と連携を図り
ました。 

当年度より理学療法士も加わ
り、新たにリハビリサービスを
開始しました。リハビリにより
車イスの方が歩行訓練をするな
ど機能が回復しています。 

基本目標① 

基本目標② 

基本目標③ 



  

（単位：円） 

勘定科目 当年度決算 

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部 

収 
 

益 

会費収益 1,864,000 

寄付金収益 1,000,813 

経常経費補助金収益 19,153,156 

受託金収益 18,226,226 

介護保険事業収益 319,256,620 

老人福祉事業収益 707,719 

障害福祉サービス等事業収益 5,931,294 

補助金事業収益 1,745,036 

その他の事業収益 1,047,619 

その他の収益 938,038 

サービス活動収益計(1) 369,870,521 

費 
 

用 

人件費 298,414,136 

事業費 31,758,392 

事務費 21,997,305 

その他の事業費用 1,205,000 

助成金費用 2,488,675 

負担金費用 404,300 

減価償却費 13,382,618 

国庫補助金等特別積立金取崩額  -3,295,154 

サービス活動費用計(2) 366,355,272 

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 3,515,249 

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部 

収 

益 

受取利息配当金収益 36,522 

その他のサービス活動外収益 143,642 

サービス活動外収益計(4) 180,164 

費
用 

  

サービス活動外費用計(5) 0 

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 180,164 

経常増減差額(7)=(3)+(6) 3,695,413 

特
別
増
減
の
部 

収 

益 
固定資産売却益 9,999 

拠点区分間繰入金収益 66,982,398 

サービス区分間繰入金収益 32,204 

拠点区分間固定資産移管収益 0 

特別収益計(8) 67,024,601 

費 

用 

固定資産売却損・処分損 53,337 

拠点区分間繰入金費用 66,982,398 

サービス区分間繰入金費用 32,204 

拠点区分間固定資産移管費用 0 

特別費用計(9) 67,067,939 

特別増減差額(10)=(8)-(9) -43,338 

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,652,075 

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 

前期繰越活動増減差額(12) 292,823,882 

当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 296,475,957 

基本金取崩額(14) 0 

基金取崩額(15) 0 

その他の積立金取崩額(16) 4,095,190 

その他の積立金積立額(17) 32,501,044 

次期繰越活動増減差額 
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 268,070,103 

（単位：円） 

資産の部 負債の部 

流動資産 197,019,794 流動負債 25,751,183 

小口現金 150,000 事業未払い金 16,649,918 

普通預金 137,445,371 その他の未払い金  833,415 

事業未収金 57,381,404 
１年以内返済予定  
リース債務 

839,808 

未収金 833,415 預り金 0 

未収補助金 1,209,604 職員預り金 7,428,042 

固定資産 391,431,889 固定負債 92,518,341 

基本財産 117,288,272 リース債務 2,729,376 

建物 145,320,587 退職給付金引当金  89,788,965 

建物 
減価償却累計額△  31,604,367 負債の部合計 118,269,524 

建物付属設備 3,110,402 純資産の部 

建物付属設備 
減価償却累計額△  538,350 基本金 1,000,000 

定期預金 1,000,000 基本金 1,000,000 

その他の固定資産 274,143,617 基金 72,583,853 

建物 3,450,775 福祉基金 72,583,853 

建物 
減価償却累計額△  734,341 

国庫補助金等 
特別積立金 42,917,347 

建物付属設備 351,000 
国庫補助金等 
特別積立金 42,917,347 

建物付属設備
減価償却累計額△  37,986 その他の積立金 85,610,856 

構築物 1,304,553 車両購入積立金  30,421,098 

構築物
減価償却累計額△  1,304,550 

施設設備等 
積立金 55,189,758 

車両運搬具 61,760,405 
次期繰越活動
増減差額 268,070,103 

車両運搬具 
減価償却累計額△  47,169,179 

次期繰越活動
増減差額 268,070,103 

器具及び備品 11,144,163 (うち当期活動増減差額)  3,652,075 

器具及び備品 
減価償却累計額△  8,337,806 純資産の部合計  470,182,159 

ソフトウェア 1,148,000   

ソフトウェア 
減価償却累計額△  689,266   

無形リース資産  4,199,040   

無形リース資産  
減価償却累計額  629,855   

長期貸付金 1,574,000   

長期預け金 130,990   

退職給付 
引当資産 89,788,965   

福祉基金 
積立資産 72,583,853   

車両購入 
積立資産 30,421,098   

設備等整備 
積立資産 55,189,758   

資産の部合計 588,451,683 
負債及び純資
産の部合計 588,451,683 

事業活動計算書 
（自平成 28 年 4 月 1 日～至平成 29 年 3 月 31 日） 

貸借対照表 
（平成 29 年 3 月 31 日現在） 



 

 

 

 

 住田町共同募金委員会では、「平成２９年７月５日からの

大雨災害」「大分県豪雨災害」「秋田県大雨災害」への義援金

を募るための募金箱を設置しています。現在、募金箱を設置

場所は右記の通りです。 

ご協力いただいた義援金は全額送金され、被災地の支援に

役立てられます。 

その他の募金方法につきましては社協ホームページに掲

載されておりますのでご参照ください。 

※社協ホームページ URL （http://sumita-shakyo.jp/） 

このふくしだよりは、皆様からお寄せいただいた赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。 

♦  
♦個室にて相談にあたりますので、第三者
に相談内容が漏れることはありません。 

♦  

【設置期間】 
８月２９日（金）まで 
※住田町役場回収済 

【募金箱設置場所】 

 住田町共同募金委員会より 

９月 
１４日（木） 

２７日（水） 

 

 

永年勤続民協会長・副会長表彰  金野純一 

永年勤続民生委員・児童委員表彰  
中里宣紹 瀧本優一 泉ハシメ  
遠藤たか子 本田ひろ子 金野純一  

佐藤良一 髙橋由美子 金野和子  

永年勤続退任民生委員・児童委員表彰 横澤省三 

 

【御 礼】 


