
表紙写真について： 

　けやき学園では、紫波総合高等学校生徒の皆さんが種から育てたベコ

ニアを再生プランター（ペットボトルキャップ原料）に移植し、町内の小

学校にお届けしました。その花は児童の皆さんが大事に育てていきます。

※子どもたちに、花を育てることを通じて命の尊さを実感してもらい、優しさや思いやり

の心を身に付けてもらうために町では「人権の花運動」を取組んでいます。その中で、け

やき学園ではプランターへの移植と小学校へお届けを行っています。

基本理念

「誰もが安心して暮らすことができる福祉でまちづくり」
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収　入
599，428，413円

支　出
454，985，271円

会費収入

１０,０３３,５００ 寄附金収入 １,０６３,６５１

補助金収入 ５８,７３３,８８６

受託金収入
２２,２９５,１５３

介護保険
事業収入

６７,１３１,７６４

保育事業収入
１４４,０２２,６７０

就労支援事業収入 １２,１１３,９９４
障害福祉事業収入

１１７,７８６,０５８

その他事業収入
７,７９４,０２４

施設設備等
補助金収入
３,９５５,０００

積立資産
取崩収入
２５１,７９５

前期末支払
資金残高
１５４,２４６,９１８

人件費支出
３０８,０７９,４１２

事業費支出
４４,６５０,１７１

事務費支出
４４,２５５,３３６

就労支援
事業支出
１２,４８８,２９０

助成金支出
２,８２４,０００

その他事業支出
３,１９４,８３９

固定資産
取得支出
６,９９７,４６０

積立資産支出
３２,４９５,７６３

支出の部 収入の部

地 域 福 祉  ４４,９０５,５７０
介護サービス ６８,４３０,５５１
児童サービス　１１７,２５７,３７４
障がいサービス　７７,４８５,９１７

（その他の固定資産）

基本金（第一号基本金）
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額

1,000,000
138,061,075
310,131,245
263,381,159

科　　目 金　額

負債の部合計 113,370,594

純 資 産 の 部

（基本財産）

科　　目
（流動資産）
預貯金
事業未収金（未収金含む）
その他の流動資産

建物
定期預金

退職給付引当金

（固定資産） （固定負債）

金　額 科　　目 金　額
（流動負債）
事業未払金（その他の未払金含む）
未払費用
賞与引当金
その他の流動負債

（基本財産）

財産目録総括表
資 産 の 部

科　　目
（流動資産）
預貯金
事業未収金（未収金含む）
その他の流動資産

建物
定期預金

退職給付引当金

土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
権利等（ソフトウェア含む）
退職給付引当資産
退職共済積立資産
各種積立資産

（固定資産） （固定負債）

資産の部合計

（その他の固定資産）

負 債 の 部
金　額 科　　目 金　額

（流動負債）
事業未払金（その他の未払金含む）
未払費用
賞与引当金
その他の流動負債

9,274,715
7,347,530
13,952,000
12,039,607

42,613,852

70,756,742

70,756,742

負債の部合計 113,370,594

差引純資産 712,573,479

貸借対照表総括表
資 産 の 部

資産の部合計

負 債 の 部

712,573,479

負債及び純資産の部合計 825,944,073

純資産の部合計

令和３年度  収支決算令和３年度  収支決算令和３年度  収支決算令和３年度  収支決算（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）（法人全体）令和３年度  収支決算（法人全体）令和３年度  収支決算（法人全体）

土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
権利等（ソフトウェア含む）
退職給付引当資産
退職共済積立資産
各種積立資産

240,351,821

126,010,741
37,152,981
10,594,801

92,250
15,857
237,591
169,407
4,513,483
25,717,165
199,528

32,103,873
40,042,210
308,742,365

173,758,523

652,185,550

239,351,821
1,000,000

411,833,729

825,944,073

240,351,821

126,010,741
37,152,981
10,594,801

92,250
15,857
237,591
169,407
4,513,483
25,717,165
199,528

32,103,873
40,042,210
308,742,365

173,758,523

652,185,550

239,351,821
1,000,000

411,833,729

825,944,073

9,274,715
7,347,530
13,952,000
12,039,607

42,613,852

70,756,742

70,756,742

令和４年３月31日現在（単位：円）令和４年３月31日現在（単位：円）



たくさんのご支援、ご協力ありがとうございました。令和３年度 事業報告

◆生活福祉資金（県社協委託事業）
　低所得者や高齢者、障がい者の方が属する世帯へ資

金の貸付けと必要な相談支援を行うことで世帯の安定

と経済的自立を図るための貸付。　利用件数　６件

◆生活福祉資金特例貸付（県社協委託事業）
　新型コロナ感染症の影響による休業や失業等により、

生活資金でお悩みの方に対する貸付。   利用件数　５０件

資金貸付事業

◆居宅介護支援事業
　介護保険において要介護認定を受けた方の介護サー

ビス計画（ケアプラン）の作成等を行った。

　　介護支援専門員数　５名

　　利用者数　１７９名（要支援２０名含む）

◆訪問介護事業
　要介護認定者へ訪問介護サービスを提供した。

　　契約者数　８３名　　訪問回数　９,６１７回

介 護 事 業

◆高齢者サロン「いこいの家」ボランティア
　各地区の「いこいの家」運営にボランティアが携わ

った。　 延べ人数　４８３名

◆配食ボランティア
　６５歳以上の一人暮らしの方や、概ね７５歳以上の夫婦

世帯に昼食のおかずを届けながら見守りの安否確認を

行った。　ボランティア登録者　３７名

ボランティアセンター事業

◆虹の保育園、地域子育て支援センターの運営
　　保育園入所児童数　１２９名

　　支援センター相談数　２２件

◆けやき学園の運営
　１８歳以上の障がい者の方の活動の場として通所施設

の運営

　　登録者数　４４名

　　年間延べ利用者数　９,１７０名

◆さくら製作所の運営
　一般企業で雇用されることが困難な障がいのある方

を対象として働く場を提供する施設の運営

　　登録者数　１９名

　　年間延べ利用者数　３,６５４名

施 設 運 営

◆ふれあい相談所
　住民の抱えている問題解決に援助、協力するため、

無料相談所を開設した。

　　毎月第１・第３水曜日　相談件数６５件

◆元気はつらつサロン「ふれ愛交流館」
　介護保険要支援に準じた高齢者（事業対象者）を対

象に実施した。

　・開設日数　１８８日（火曜日から金曜日）

　・延べ利用者数　１,３６８名

　・実施内容　健康管理、趣味創作、給食、季節行事他

町受託事業
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◆車椅子等貸与事業（保有１４台）
　歩行困難者の日常生活支援の

ため、６ヶ月間を限度に、無料

で貸出した。　貸出延数　２５台

福祉活動推進事業

◆金婚を祝う会の開催
　長年、苦楽を共に歩んだ夫婦の結婚５０周年を祝した。

　３組６名

◆ふれあいフェスタの開催
　障がいのある１１歳から６９歳までの方がから寄せられ

共同募金配分事業

た作品２０点。町内の親の会と

紫波総合高校生徒が共同作製

した家族写真、赤沢地区在住

の佐々木美華さんの絵画展を

行いました。

紫波町の福祉事業所紹介
特定非営利活動法人 ぬくもり

　学童クラブが最初に始まり、平成19年10月に通所介護を開
設しました。
　ご利用者様が「自分らしく」「自分のリズムで」「自分の生活を」
を過ごしていただけるように職員一丸となって取り組んでいま
す。

　当事業所は学童クラブが併設しているので、同じフロアにて
通所介護サービスを提供していることが特色となっています。
老若男女地域の方々が身近に感じてもらうことが出来る事業所
を目指して運営を行っています。

　 特定非営利活動法人ぬくもりは下記の活動をしています
〇 地域密着型通所介護　  〇 居宅介護支援

お問合せ先
◇共生ホームぬくもり指定通所介護事業所
　紫波町稲藤字牡丹野10-1
　TEL:019－671－7300　FAX:019－673－8484ゲームで盛り上がりますゲーム前の上半身の運動

手前が通所介護・奥が学童クラブ
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お 知らせ

電  話：019-672-3258
F A X：019-672-5039
E-mail：shiwa-shakyo@ce.wakwak.com

◆電話番号が記載されている欄についてはそちらにお問い合わせください。
それ以外のお問い合わせは

紫波町社会福祉協議会

…
●寄　付
匿　　　名   …………………………………………… 3,000円
匿　　　名   …………………………………………… 20,000円
㈱伊藤園 様   ………………………………………… 40,541円
みちのくコカ・コーラボトリング㈱ 様 
　　　　　　　  　  スポーツドリンク1本300ｍl×216本

　 まごころ● まごころ 令和4年4月～令和4年5月まで

“食とのつながり・つながるプロジェクト”
“コロナ禍を乗り切るため、支える人を応援！”

 運営団体募集（助成要項）
　紫波町社会福祉協議会では、これまでNPO法人フード
バンク岩手等と連携し「こども食堂（たんぽぽ食堂）」を運営
しており、ひとり親世帯等を対象に食事や食品の提供を
行っています。今年度新たに支援活動を実践する団体に対
し助成を行いますので、応募をお待ちしております。
■助成団体 ３団体
■助成額 １団体当たり10万円（上限）
■対象期間 令和４年７月１日から令和５年１月末日まで
■その他 詳細についてはQRコード参照
■お問合せ先 担当：作山
 電話・FAX・E-mailはページ最下部左側に記載

※紫波町社会福祉協議会は持続可能な開発目標（SDGs）を取組み・支援しています。

コロナに
　負けるな

日常の暮らしの中で困っている事はありませんか。
一人で悩まず一緒に考えていきましょう。

相談支援員がお話を伺い、解決に向けたプランを一緒に考えます。

◆ 生活が苦しいので、家計を見直したい…
◆ 水道・電気・ガス等止められそう…
◆ 仕事がなかなか見つからない
◆ 家族間で問題を抱えている
 （進学・借金・ひきこもり等）
◆ ご近所で心配な方がいるんだけど…etc

● 直接、窓口に来所しての相談 （事前にご連絡ください）
● お電話での相談　　● ご自宅などにお伺いしての相談

ご相談の流れ

いわて県央生活支援相談室　電話０１９ー６３７ー４４７３
受付時間　月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５
※相談は無料です。 ※個人情報は厳守します。

いわて県央生活支援相談室
（社会福祉法人岩手県社会福祉協議会）

■ お問い合わせ・相談窓口

　赤い羽根共同募金の助成事業の募集を例年行っていま

すが、その応募事業内容の審査を行うため、町民の皆さん

から審査委員を募集します。

募集人員
任　　期
謝　　礼

応募資格
応募方法

提出期限
提出方法
お問合せ先

３人程度
令和４年９月１日から２年間
会議に出席した場合、１回2,500円をお支払
いします。
紫波町に住所のある方で、福祉に関心のある方
応募申込書に必要事項を記入のうえ、提出願
います。応募申込書は、紫波町社会福祉協
議会ホームページから出力できるほか紫波町
共同募金委員会で配布しています。
令和４年８月１日（月）午後５時必着
持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール
紫波町共同募金委員会
電話・FAX・E-mailはページ最下部左側に記載

町共同募金委員会審査委員公募

紫波町社会福祉協議会職員の募集
　紫波町社会福祉協議会では、令和４年度採用職員と令和
５年度採用職員を募集します。

■令和４年度採用

■令和５年度採用

■応募締め切り
■お問合せ先

①総合職・正職員３名
②職業指導員・嘱託職員１名
③訪問介護員・パート職員１名
①総合職・正職員４名
②指導員（デイサービス）・パート職員１名
令和４年７月７日（木）17時必着
職員採用係
電話・FAX・E-mailはページ
最下部左側に記載

臨時保育士は
随時募集中

　詳細は、紫波町社会福祉協議会ホーム
ページをご覧ください。

絵画、文芸等の壁に掲示できる平面作品
障がいのある方で、紫波町・矢巾町にお住まいの
方又は紫波町・矢巾町の事業所等に通っている方
一人１点まで
B5～A2程度   ※画材・素材は自由、平面作品に限ります
①8/1（月）から8/31（水）までの平日8:30～
17:00に紫波町社会福祉協議会へ持込
②郵送（送料はご負担下さい）
作品には住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・
所属・作品タイトルをつけて下さい。
９月上旬に審査を行い、下記の各賞を決定します。
・ふれあいフェスタ賞 1名　・ふれあい賞 2名
受賞者には9/23（金）10:00の開会式にて表彰を
行います。なお、応募者全員に参加賞をお渡しし
ます。
※展示の際、作品タイトル・氏名・年齢・性別を記載した紹介
用紙を作品と共に掲示します。氏名を匿名に変更したい
場合はその旨を応募時にお申し出下さい。
※広報物やホームページ等へ応募作品画像を使用する場合
がありますのでご了承下さい。
紫波町社会福祉協議会内 ふれあいフェスタ2022
〒028-3304　紫波町二日町字古舘356-1
電話・FAX・E-mailはページ最下部左側に記載

ふくしまつり  紫波町ふれあいフェスタ2022

作 品募集

部　　門
応募資格

応募点数
作品の規格
応募の仕方

審査・表彰

応募先と
お問合せ先

ふくしまつり紫波町ふれあいフェスタ
2022実行委員会では、ふくしまつりで
展示する作品を募集します。




