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マコちゃん モコちゃん

マクベツの“マ”を
イメージ。ほっぺもm
なので、マコに決めま
した！

モコモコは優しい
イメージ。エプロンも
mなので、モコに決め
ました！

最優秀賞はレイン涼子さん

優秀賞はお二人に!!

　住民の皆さんや、各学校の皆さんのご協力に
より、総数 565件もの応募がありました。
　それら全てを集計し、職員による一次選考に
よって最終候補（3件）を決定し、役員による
最終選考を行いました。
　その結果、レイン涼子さんの「マコちゃんと
モコちゃん」が最優秀賞に選ばれました！
　レイン涼子さんには、会長から賞状と副賞の
商品券を贈呈しました。
　愛称募集にご協力いただきました皆さん、本
当にありがとうございました。
　役職員一同、心からお礼申上げます。

　惜しくも最優秀賞は逃しましたが、最終
候補に選ばれた 2件、川崎未羽さんと山
村菜乃さんには、優秀賞を贈りました。
　副賞として、キャラクター考案者の北原
さんがイラストを手掛けた、メモ帳やクリ
アファイルなどの文房具（怪獣シリーズ）
をプレゼントしました。

▲最優秀賞に選ばれたレイン涼子さん（左から3番目）とお子様。（右は当会会長）

▲優秀賞の川崎未羽さん（札内東中学校） ▲優秀賞の山村菜乃さん（白人小学校）
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平成25年度

幕別町社会福祉協議会事業報告
平成25年度

幕別町社会福祉協議会事業報告

収　　入
町補助金 30,772,108 13%
町委託費 51,538,680 21%
介護事業費 54,376,273 22%
就労センター事業 60,233,053 25%
社協会費 2,717,650 1%
寄付金 2,730,805 1%
共同募金 2,735,300 1%
基金取り崩し 7,400,000 3%
その他 1,982,432 1%
経理区分間繰入収入 7,453,425 3%
前年度繰越金 22,835,556 9%
合計 244,775,282

支　　出
事務職員人件費 68,398,343 29%
介護職員人件費 41,321,089 18%
就労センター配分金 53,866,062 24%
事務費 7,010,120 3%
事業費 3,647,971 2%
介護保険事業費 15,385,406 7%
受託事業費 18,640,044 8%
助成金 1,500,100 1%
負担金 1,275,500 1%
固定資産取得 9,725,275 4%
経理区分間繰入支出 7,453,425 3%
合計 228,223,335

収支差額 16,551,947 円（次年度繰越金）

　平成25年度事業報告は、５月16日の理事会で同意を得た後、５月28日の評議
会で議決されました。
　決算書の収入内訳のとおり、町補助金が13％、町委託費が21％、直営事業の
介護保険事業が22％、就労センター事業が25％と全体の８割を占めています。
　そのうち、町補助金は職員人件費に、町委託費は委託事業にと使い道が決めら
れており、介護保険事業と就労センター事業はその事業収入で運営されています。
　したがって、地域福祉事業の財源は、皆様からの社協会費（１％）や、個人・
企業からの寄付金（１％）、共同募金助成金（１％）等によって支えられており、
不足分は基金取り崩し（３％）によって対応しています。

主な事業内容

町委託費21%

町補助金13%

介護事業費22%

就労センター事業25%

前年度繰越金9%

受託事業費8%
事務職員
人件費
29%

就労センター
配分金
24%

介護保険事業費
7%

介護職員
人件費
18%

受託事業費8%

助成金1％

固定資産取得4%
負担金1％

経理区分間
繰入支出
3%

事務職員
人件費
29%町委託費21%

町補助金13%

介護事業費22%

就労センター事業25%

前年度繰越金9%その他1%

経理区分間
繰入収入3%

基金取り崩し3%
共同募金1%

寄付金1%

社協会費1%

就労センター
配分金
24%

事務費
3%

事業費
2%

介護保険事業費
7%

介護職員
人件費
18%

支出収入

平成25年度　事業報告・決算書は幕別社協ホームページに詳しく掲載しています。

幕別社協ホームページ　http://www.maku294.jp
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平成25年度　主な各事業の内容
地域福祉事業

ボランティア事業

幕別町委託  在宅福祉事業

高齢者就労センター事業

介護保険事業
社会福祉大会の開催
　社会福祉に貢献された方の表彰とエンディ
ングノートについての講演を行いました。
地域サロン運営支援事業
　町内9箇所開設（H25新規開設は3箇所）
　※社協では、開設準備の助成金や、開設相
談、保険料負担など、サロン開設のお手
伝いをしています。

幕別町ボランティアセンター
　登録数　個人51名　団体９団体180名
ボランティアスクール、ボランティア研修会の開催
　ボランティア活動者の育成や、スキルアッ
プを目的に各種研修会を行いました。

外出支援サービス事業
　公共交通機関で外出できない高齢者の方
を、病院等へ2,507回送迎を行いました。
生きがい活動支援通所事業
　いきいきエンジョイ教室
　　介護保険等を利用していない高齢の方を
対象に、近隣センターにて健康体操などの
いきがい活動を165回開催行いました。

他、委託事業は7事業実施しました。

ケアプランセンター
　様々な介護サービスを利用するため、介護
保険のケアプランの作成を行いました。
デイサービスセンター
　介護予防や介護保険の通所介護施設とし
て、のべ5,651名にご利用いただきました。

　高齢者就労センターでは、会員（概ね60歳
以上）の方へ町内の公共機関や一般家庭から
受けたお仕事を紹介しています。
　平成25年度は民間事業1,114件、公共事業
72件の業務を受注しました。

貸し出し事業
　公区の交流活動や福祉団体の活動のため
に、各種レクリエーション用具を59件貸し出
ししました。
　また、町民の方向けの車いすの短期貸し出
しは、25件ご利用いただきました。

▲サロンでの健康体操の様子

▲ボランティア研修会の様子

▲いきいきエンジョイ教室の様子▲街路の草取りの様子
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ナウマンの里ナウマンの里ナウマンの里からからからからナウマンの里から
社協　忠類支所 TEL (01558)8-2070

　５月18日（日）、一人暮らしのお年寄りなど総
勢25名が福祉バスに乗り、帯広市まで足を伸ば
しました。
　当日は、まず映画鑑賞。地元出身の荒川弘さん
の漫画「銀の匙」が映画化され、帯広で上映され
るということで日程に組み込まれました。
　映画の後は、食べ放題の食事。そして最後はお
決まりのデパートでの買い物です。このように、
参加する人たちが普段体験できない鑑賞や見学、
食事、そして買い物などがプログラムされ、有意
義で楽しい一日を過ごしました。

　忠類地区のサロンは、毎月第４月曜日、午前10時
から12時まで、「ふれあいセンター福寿」を会場と
して実施されています。
　６月は23日に行われ、21名の人たちがお茶を飲
みながら会話などを楽しみました。

　忠類地区と駒畠地域を対象に、家庭的な雰囲気の
中で忠類のデイサービスが行われていますが、６月
18日は避難訓練。
　ふれあいセンター福寿に非常ベルが響き、避難口
に向かう利用者の人たちから緊張が伝わります。

バス遠足を開催ふれ
あい

 ふれあいサロン

 デイサービス避難訓練

　身障幕別分会忠類支部（豊田支部長）では、身
障幕別分会が平成25年度をもって解散を決めた
ことから、５月30日に総会を開催して現メンバー
をもって名称を「パラレル忠類友の会」と改め、
今後も親睦を図っていくことを確認し、役員や事
業などを決めました。

　新役員は次のとおり。
　　会長／菅原長悦　副会長／手塚くに子
　　幹事／豊田未友・山下澄雄

 パラレル　－　大辞林
①平行なこと。また、二つの物事の状態・変化・傾
向などが相似の関係にあること。
②電気で、並列。③両足のスキーを平行にそろえた
まま滑る技術。
 パラリンピック
・障害者スポーツ最高峰の大会。国際パラリンピッ
ク委員会（IPC）が主催している。
・もう一つのオリンピックという意味を表す 
parallel（パラレル）と olympic（オリンピック）を
合わせた造語。

パラレル
忠類友の会

が発足しました。

豆知識
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ボランティアセンターだより第55号

幕別町ボランティアセンター　幕別町新町122番地の1
幕別町社会福祉協議会内　☎0155-54-4877　FAX0155-55-2115

みなさんに福祉のことやボランティアのことを知っていただけるよう、楽しく学べる
２つの体験型の入門講座を企画しました。みなさんのご参加お待ちしております!!
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■　盲導犬体験　■【平成26年8月11日（月）】

　この十勝でも盲導犬を必要としている方は、た
くさんいます。そんな盲導犬が、幕別町にやって
きます！盲導犬と一緒に歩く体験もできます！

■　プルタブ分別体験　■【平成26年8月8日（金）】

　集まったプルタブは、ボランティアさんの手に
よって分別され、業者へ送っています。そんな分
別を体験してみませんか？

・場　　所　札内福祉センター前
                （札内青葉町311-3）
・時　　間　午前10時30分～ 12時まで
・しめ切り　平成26年8月8日（金）までに、
　　　　　　幕別町ボランティアセンター
　　　　　　【54-4877】へご連絡ください。

・場　所　幕別町保健福祉センター（新町122-1）
・時　間　午前10時30分～ 12時まで
　　　　　※事前のお申込みはありません。当日

は直接おこしください。
・持ち物　薄めの軍手や手袋

▲盲導犬と歩行訓練 ▲２カ月に一度の分別隊

幕別町母子会会員募集
幕別町母子若葉会は母子家庭のお母さんたちが自立するために助け合える会を目指しています。

対　象
　０才～ 18才までのお子さんを扶養す
る母子家庭のお母さん。

今までの活動
・技能講習
・就業支援
・生活資金の低金利貸付

・高校生向けの奨学金
・弁護士による無料法律相談窓口の紹介
・研修旅行（日帰り・１泊）

連絡先
幕別　西尾　　080-6092-1747
札内　久保田　090-8897-8776



この社協だよりは、共同募金（助成金）の一部で作成いたしました。6

　前号よりリニューアルしました「社協だより」ですが、カラー化にともなう経費増大を避けるため、今年度

より社協だよりの発行回数を６回から４回に変更し、、紙面には載らない情報については、社協ホームページに

てお知らせしていきます。社協だよりと社協ホームページ、併せてぜひご覧ください。

皆様からの心のこもったあたたかい善意
誠にありがとうございます

受領日 寄付者名 寄付の理由、目的
５月７日 野原　久子（依田） 野原治夫様ご逝去に際して
５月７日 鈴木　重次郎（札内春日町） 鈴木ユキ子様ご逝去に際して
５月15日 匿　名（忠類本町） 社会福祉事業のために
５月20日 橋本　浩弥（五位） 橋本彌信様ご逝去に際して
５月26日 橋本　文雄（緑町） 橋本タミ子様ご逝去に際して
６月12日 幕別経友会 社会福祉事業のために

６月24日 第二回初夏を飾る芸能フェスティバル
実行委員会 第二回初夏を飾る芸能フェスティバル益金

受領日 寄付者名 寄付品物
５月15日 村田　敏（駒畠） 介護用品
６月17日 匿　名 介護用品
６月19日 匿　名 はがき

　寄 付 金〈平成26年3月19日～ 6月24日〉

　寄 付 物 品〈平成26年4月23日～ 6月24日〉

※敬称は略させていただきます。

ふれあい広場
開催決定!!

午前10時30分～
保健福祉センター
前駐車場

平成26年度 （第31回）

社協だより発行予定のお知らせ

　８月31日（日）


