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小諸市社会福祉協議会

小諸市八幡町3-1-17

電話 25-7337

FAX 25-5332

E-mail:k-syakyo@ctknet.ne.jp

URL:http://www.k-syakyo.org/

　初夏を思わせる晴天の日、市町
区の第100回記念となるふれあい
給食会が開催されました。
　「第200回記念もここにいる皆
さんでお祝いしましょう！」との
挨拶から楽しい会が始まり、昔懐
かしい歌を当時の記憶をたどりつ
つ楽しんだあとは、お待ちかねの
食事の時間♪　ご馳走をほおばる
皆さんの笑顔は、この日の青空に
負けないくらい輝いていました。

▼ 平成24年度社協事業報告・決算報告

▼ 平成25年度社協事業計画・当初予算

▼ 会長就任の挨拶

▼ 地域福祉活動計画策定委員の募集

▼ 社協事業の紹介

この広報誌は、社協会費及び共同募金配分金
により発行されています。

今号の主な内容今号の主な内容今号の主な内容今号の主な内容

☆歌のボランティア
 星野ご夫妻☆
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社協運営事業 役員会開催、役職員研修会、紙の門松配布、百歳祝賀訪問、福祉用具・
福祉車輌貸出

介護予防事業 一次予防（地域交流支援、健康達人区らぶ、糠塚サロン、げんき教室）
二次予防（すみれクラブ、さくらクラブ）
介護予防指導者養成研修、介護予防地区指導者レベルアップ研修

地域福祉事業 福祉推進委員、支え合いマップ、ボランティアセンター運営、高齢者福
祉センター運営、在宅介護者リフレッシュ、ふれあいまつり、希望の
旅、社会福祉大会

相談支援事業 日常生活自立支援、生活福祉資金貸付、小口貸付、有償福祉運送、障害
者指定相談支援

介護保険事業 居宅介護支援、訪問介護、予防訪問介護、通所介護、予防通所介護

地域包括支援センター事業 高齢者総合相談、介護予防ケアマネジメント、権利擁護

平成24年度　社協事業報告（主な事業）

平成24年度　社協決算報告

支出　　237,857,782円

事業費支出事業費支出
172,330,424172,330,424

固定資産減価償却費固定資産減価償却費
12,043,00012,043,000

負担金支出負担金支出
58,80058,800

助成金支出助成金支出
5,335,7005,335,700

共同募金配分金支出共同募金配分金支出
2,264,0832,264,083

繰入支出等その他繰入支出等その他
7,844,0767,844,076

事務費支出事務費支出
29,081,69929,081,699

経理繰入間支出経理繰入間支出
8,900,0008,900,000

収入　　237,353,741円

受託金収入受託金収入
81,652,68881,652,688介護保険収入介護保険収入

107,095,846107,095,846

会費収入　8,561,500会費収入　8,561,500
寄附金収入　1,845,954寄附金収入　1,845,954

経常経費補助金収入　2,285,000

事業収入事業収入
3,268,9013,268,901

共同募金配分金収入
4,315,308

その他その他
8,152,3008,152,300

経理区分間繰入入金収入経理区分間繰入入金収入
8,900,0008,900,000

助成金収入助成金収入
2,298,0002,298,000雑収入雑収入

640,003640,003
自立支援等収入自立支援等収入

8,284,1508,284,150

受取利息配当金収入受取利息配当金収入
54,09154,091
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平成25年度　社協事業計画

平成25年度　社協当初予算（総括表）
 （単位：千円）

経理区分

①収　入 ②支　出 ③当期資金収支差額合計

当初予算
前年度
予算

増減 当初予算
前年度
予算

増減 当初予算
前年度
予算

増減

１ 法人運営事業 47,230 37,477 9,753 47,076 36,489 10,587 154 988 △834

２ 生活支援事業 37,152 32,238 4,914 40,835 33,670 7,165 △3,683 △1,432 △2,251

３ ボランティアセンター事業 4,983 5,027 △44 4,910 5,007 △97 73 20 53

４ 共同募金配分金事業 2,212 2,255 △43 2,212 2,255 △43 0 0 0

５ 居宅介護等事業 27,603 30,092 △2,489 28,317 29,606 △1,289 △714 486 △1,200

６ 居宅介護支援事業 11,077 11,948 △871 11,823 12,838 △1,015 △746 △890 144

７ 心配事相談事業 2,916 5,141 △2,225 2,805 5,141 △2,336 111 0 111

８ 資金貸付事業 8,454 8,750 △296 8,132 8,563 △431 322 187 135

９ 高齢者福祉センター事業 13,703 15,482 △1,779 15,996 15,838 158 △2,293 △356 △1,937

10 宅幼老所運営事業 24,900 29,419 △4,519 24,331 30,245 △5,914 569 △826 1,395

11 地域包括支援センター事業 53,836 55,180 △1,344 54,167 55,199 △1,032 △331 △19 △312

12 障害者福祉サービス事業 4,674 3,364 1,310 4,564 3,088 1,476 110 276 △166

計 238,740 236,373 2,367 245,168 237,939 7,229 △6,428 △1,566 △4,862

※支出に対する収入の不足額については、繰越金をあてます。

　平成25年度においては「地域福祉活動計画」の作成作業を本格的に実施します。この地域

福祉活動計画は、当社協の基本理念及び基本方針に基づく事業をどのように展開し地域福祉を

推進するか具体的な形で計画化するものです。また地域福祉活動計画は、市が作成を予定して

いる「地域福祉計画」と密接に関連するもので、それを念頭に置き社協が先行して作成するも

のです。全国的に少子高齢化が進行する中、小諸市においても平成27年度では高齢化率が

28％に達すると予想されています。また、人口は減っているのに世帯数は増えており核家族

化の進行も顕著に現れています。（27年度推計１世帯2.67人）このことは家族の中での世代間

の支え合いが希薄になることにつながり、独居高齢者、高齢者のみの世帯の増加、介護問題、

高齢者への虐待、認知症への対応等々の高齢者にかかわる問題のみならず、育児ノイローゼや

児童虐待など子育て世代にも問題が起こってきます。こうした状況の中で、地域における住民

同士の支え合いが益々重要になってきます。そのためには住民の意識向上も必要であり、広報

誌「社協情報こもろ」やインターネットのホームページを媒体としての啓発にも重点を置いて

取り組みます。地域社会が抱える様々な問題にどう対処したらよいか、地域住民とともに考え

「地域福祉活動計画」に反映し、安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。また、高齢

者や心身に障がいを負った方、生活困窮者などの個々の問題について総合的な相談支援に力を

入れるとともに、介護保険事業についても経営の健全化に努力します。
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平成25年４月より、小諸市社会福祉協議会会長に髙
たか

橋
はし

嗣
つぐ

治
はる

が就任

就任の挨拶
　本年、４月１日就任致しました。

　昨年母が96歳で亡くなりましたが、病院、デイサービスセンター、

ショートステイなどの多くの関係者の皆様にお世話になりました。そ

んな事もあり、お引受け致しましたが、福祉関係は初めてであり素人

です。

　高齢化社会が進み多様化されるなか、核家族が多くなり人の手が借

りられない家族が多くなっています。

　社会福祉協議会では問題を抱える皆様と、担当の専門職員が相談にのり、より良い方法を見

いだしてまいります。障がいをお持ちの方を含めて、子どもから高齢者に至るまで、安心して

暮らせるよう明るい地域社会づくりに向けて職員と共に頑張ってまいります。

　関係する皆様をはじめ、市民の皆様のご指導、ご協力を切にお願い致しまして、就任の挨拶

とさせていただきます。

 会長　髙橋　嗣治

平成24年12月11日～平成25年５月31日までに頂きましたご寄附の紹介をします。（順不同）

・女性団体連絡協議会　様　　・カーブス佐久こもろ　様　　・男の料理教室参加者一同　様

・長野沖電気㈱　様　　・長野県マレットゴルフ連盟小諸支部　様　　・依田きよ子　様

・理容組合小北支部　様　　・労金小諸支店運営委員会　様　　・平成25年成人者一同　様

・野口　良雄　様　・モチーフの会　様　・小諸ライオンズクラブ　様　・井出製菓㈱　様

・土屋　保則　様　　・土屋かくゑ　様　　・中山　尚武　様　　・匿名希望者　様

　（寄附品：寄附金、花、その他）

＊　 小諸市ボランティアセンター発行の「ボランティアこもろ」で掲

載させていただいた方については、割愛させていただきます。

ご了承くださいますよう、よろしくお願いします。

あたたかいご寄附をありがとうございましたあたたかいご寄附をありがとうございました

　日頃より、社会福祉協議会の活動にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。

　本年も社協会費の納入をお願いいたします。

　納入期間は、９月１日（日）～９月30日（月）です。よろしくお願いいたします。

社協会費納入のお願い
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小諸市地域福祉活動計画策定委員を募集します

　小諸市社会福祉協議会では、平成27年４月より小諸市地域福祉活動計画に基づき地

域福祉事業を展開するため、平成25年度より１年半をかけて計画策定する予定です。

それに伴い、小諸市地域福祉活動計画策定委員の一般公募を行います。

　小諸市の福祉課題に目を向け、計画策定に取り組む意欲のある方、地域福祉に関心の

ある方は、ぜひご応募ください。

○　地域福祉活動計画とは…

　「地域福祉」とは、子どもから高齢者まで、障がい

のある人もない人も、誰もがその地域で、いきいきと

自立した生活を送れることを目指し、地域における

様々なサービスや活動を組み合わせて、共に支え合

い・助け合う社会づくりを具体化することです。

　それを具体化するために、社会福祉協議会が中核的役割を担い、地域住民、社会福祉

に関する活動を行う者（個人・グループ・団体等）、及び行政機関などと協力し、福祉

のまちづくりを進めるための活動及び行動の計画が「地域福祉活動計画」となります。

○　策定までの流れ･･･

　計画策定にあたり、学識経験者や市福祉関連機関・団体の方々並びに小諸市住民など

で構成された「小諸市地域福祉活動計画策定委員会」を設置し、この策定委員会の中で

平成25年９月から計画を検討し、策定作業を進めていきます。

１．応募人数：若干名
２．任　　期： 委嘱の日から当該計画に係る審議が終了するまで。 

（概ね平成26年度中に策定完了予定）
３．会　　議：２ヵ月に１回程度、平日（予定）
４．募集資格： 小諸市内に在住または通勤若しくは通学する満18歳以上の方。 

（平日の昼間の会議に出席が可能な方）
５．応募方法：
　　 住所・氏名（ふりがな）・生年月日・職業・電話番号を明記し、「応募動機」を

400字程度にまとめ、社会福祉協議会へ持参するか、郵送・FAX・E-mailのい
ずれかの方法にて応募ください。 
※受付した書類は返却しません。当協議会で責任をもって破棄します。

６．選考・通知：
　　 提出いただいた応募動機に基づいて選考します。
　　８月９日に選考し、８月13日付で選考結果を本人宛に通知します。
７．応募期限：平成25年８月６日（火）　必着
８．応 募 先： 〒384-0016　小諸市八幡町3-1-17 

小諸市社会福祉協議会 地域福祉係宛
９．問い合わせ：小諸市社会福祉協議会　地域福祉係
　　℡：0267-25-7337　FAX：0267-25-5332　E-mail：k-syakyo@ctknet.ne.jp
　　URL：http://www.k-syakyo.org/
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『在宅介護者のつどい』～あなたの元気が介護の源～
　在宅介護者の方に、介護に関する相談や介護者同士の交流等により、心も身体もリフレッ
シュしていただき、明日からの介護に対する活力を養っていただくことを目的とした事業で
す。
対 象 者：要介護１以上の方を現在在宅で介護されている市内在住の方
　　　　　※男性限定内容については、要支援１以上の方を介護されている方
定　　員：毎回20名程度
申込・問合せ：小諸市社会福祉協議会　電話　25-7337

日時 内容 場所 参加費

第１回
８月６日（火）

11：30～14：00
温泉・食事（昼）
〈絵手紙体験〉

布引温泉
こもろ

1,000円

第２回
９月４日（水）

19：00～21：00
男性限定

〈お酒と共に〉
市内居酒屋 2,000円

第３回
10月18日（金）
10：00～12：00

講演会
〈認知症との付き合い方〉

糠塚園 無料

（この事業はみなさんの介護保険料が使われております。）

糠塚　行かざぁ広場
　参加者どうしの“仲間づくり”や“出会いの場つくり”を進めるために、日常生活で役に
立つものや、趣味の幅を広げていただけるものなど多種多様な内容を取り入れた講座です。
対象者：小諸市内にお住まいの60歳以上の方
場　所：小諸市高齢者福祉センター糠塚園　　時間：10：30～11：50
参加費：無料
申込・問合せ：小諸市高齢者福祉センター糠塚園　電話　22-5550

月　日 内　容 持ち物

８月26日（月） 絵手紙体験　Ⅰ はがき、色鉛筆

９月30日（月） AED講習会 なし

10月28日（月） 絵手紙体験　Ⅱ はがき、色鉛筆

赤い羽根通信 こもろNo.1

　毎年、赤い羽根共同募金に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。
　今号より“赤い羽根通信 こもろ”として、募金の使道などお伝えしていきます。
　今回は「地区活動費補助金事業」より、昨年度公募により配分をした市内12地区より２
地区をご紹介します。　① 地区名　② 補助内容　③ ありがとうメッセージ（要旨）

① 西原区　② 公民館で使用する座布団
③ 年数が経過し、老朽化に伴い枚数が減少し不足の事態となった中、今
回の補助により座布団を購入する事が出来ました。
今後は西原区の財産として大切にさせていただきます。

① ひばりヶ丘区　② 公民館で使用するドラム缶釜戸
③ 今までは釜戸など借りて調理等していましたが、今後は容易に運営実
施できます事、感謝申し上げます。区民新年会では「贈呈の話題」に花
を添えていただき楽しく出発することが出来ました。
誠にありがとうございました。

小諸市社会福祉協議会ホームページにも掲載しています
 ⇒　http://www.k-syakyo.org/?cat=20
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会長 副会長 理事 評議員

事務局長

総務係
℡：25-7337

地域福祉係
℡：25-7337

ボランティアセンター
℡：26-0315

高齢者福祉センター糠塚園
℡：22-5550

介護支援係
℡：25-5330

小諸市社協ホームヘルパーステーション
（訪問介護）　　℡：25-5330

宅幼老所アスパラハウス
（通所介護）　　℡：23-4800

障害者自立支援事業
（居宅介護）　　℡：25-5330

相談支援係
℡：25-7337

居宅介護支援
℡：25-5335

小諸市社協　ホワイトぽてと
（相談支援事業）　　℡：25-7337

相談業務
℡：25-7337

地域包括支援センター
℡：26-2250　/　24-1051

平成25年度　小諸市社会福祉協議会　組織図（概要）
　小諸市社会福祉協議会は、下記の通り組織図となっております。どこに相談して良いか

不明な場合は、総務係（25-7337）までお問い合わせください。

 社協事業紹介 ～シリーズ①～

●小諸市社協ホームヘルパーステーション（訪問介護・居宅介護）
　住み慣れた家で安心して生活できるように、支援が必要な方

の自宅にヘルパーが訪問します。

〈所在地〉小諸市八幡町3-1-17　　　　〈電話〉25-5330

●宅幼老所アスパラハウス（通所介護）
　地域の中でいつまでもその人らしく、日中楽しく穏やかに生

活して頂けるように、通所介護サービスを提供しております。

〈所在地〉小諸市大字滋野甲958　　　〈電話〉23-4800
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編集後記

　平成25年度も皆様の多大なる御支援御協力を賜りまして、このような社協情報誌を発刊
できましたことを深く御礼申し上げます。
　梅雨も明けはじめ、夏の暑さが段々と厳しくなってきますが、水分補給を十分行い、熱中
症対策を心がけましょう。特に、お子さんや高齢の方は熱中症になりやすいと言われていま
す。ご家族やご近所でも注意を呼びかけながら、夏の暑さを乗りきっていきましょうね。
 （広報委員　櫻井）

　寝たきりの原因になりやすい４つの疾患につ
いての教室です。
　今年度は年間を通し、シリーズ１～４で開催
します。
　市内在住の60才以上の方のご参加をお待ち
しております！

シリーズ１「今日からできる認知症予防」
日　時 内　容 講　師

７月17日（水）
運動
「運動で頭と体を鍛えよう」

高齢福祉課
佐藤理学療法士

８月７日（水）
口腔
「健口脳力アップで元気・長生き・口福に」

高齢福祉課
小山歯科衛生士

８月21日（水） 栄養「食事で脳力アップ‼」
高齢福祉課
丸山管理栄養士

９月４日（水） まとめ「認知症とともに歩むには…？」
小諸市地域包括
支援センター職員

時　間：10時30分～11時30分　　場　所：高齢者福祉センター糠塚園　
問合せ：小諸市社会福祉協議会　電話25-7337
●申込不要・入場無料です。

※シリーズ２～４につきましては、「社協情報こもろ」にて順次ご案内していきます。
　シリーズ２「50代からの生活習慣病（脳血管疾患）対策」
　シリーズ３「骨コツ貯筋教室」
　シリーズ４「知って得する‼　介護保険制度」
　（市報「広報こもろ６月号」及び社協ホームページにて、年間の予定をご案内しております）
　※ この事業は小諸市の委託を受け社会福祉協議会が実施しております。また皆さんの介護保険料が使

われております。

ヘルスアップセミナーヘルスアップセミナー
（旧げんき教室）（旧げんき教室）

ヘルスアップセミナーヘルスアップセミナー
（旧げんき教室）（旧げんき教室）

が始まりました！


