
この「社協だより」は赤い羽根共同募金配分金の一部を受けて発行しています

７月２日（木）に釧路市市民ゲートボール場で釧路地区老人クラブ
連合会ゲートボール大会が開催され、下幌呂、茂雪裡、鶴居の
各老人クラブが参加し鶴居老人クラブが４位に入賞しました！
（釧路管内から１２チームが参加）
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⑴

平成２６年度鶴居村社会福祉協議会事業報告
項　目 回数・期間 内　　　　　　容

理事会 ３回 ○事業及び会計執行に伴う協議・決定について
○経理規定の改正にについて　他

評議員会 ３回 ○事業及び会計執行に伴う協議・決定について
○公印規程の一部改正について　他

役員・評議員等研修会 18回 ○平成26年度以降の事業展開について　他
内部監査 ４回 ○事業執行状況、会計収支状況について
会議・研修会 随時 ○社会福祉法人新会計基準研修会　他
在宅福祉除雪サービス事業 12月～３月 ○協力者17名（個人・団体含む）　対象者52世帯
子育て支援事業 通年 ○支援会員（11名登録）、依頼会員（52名登録）
保育ママ事業 通年 ○支援会員（６名登録）、依頼会員（３名登録）
地域活動支援センター事業 通年 ○運営委員会（５月、７月）

○障害者の地域における自立支援　他
生活福祉資金貸付事業 通年 ○貸付15件（新規１件）・相談９件
応急生活資金貸付事業 通年 ○貸付７件（新規４件）・相談13件

地域福祉推進事業 通年
○緊急時に活用できる命のバトンの配布
　（65歳以上の方のみ）
○日常生活自立支援事業の推進

福祉用具貸与事業 通年 ○車椅子13台、特殊寝台２台他　計17件
共同募金配分金事業
ボランティアセンター運営事業 通年

毎週金曜
○個人登録（25名）団体登録（４団体）
○ボランティア活動普及事業協力校の指定（２校）

広報活動（社協だより）事業 ４回 ○社協及び共募の平成26年度事業計画・予算
心配ごと相談所運営事業 月１回 ○運営委員会開催（２回）
サロン運営事業 11月

２月
○もせつりふれあいサロン実施（19名参加）
○上幌呂ふれあいサロン実施（15名参加）

独居高齢者支援事業
（年越しほのぼのサービス） 12月 ○村内独居高齢者32名におせち配布

　（調理ボランティア15名、配達６名参加）
在宅福祉推進事業（ふれあい昼食会） 11月 ○村内の独居高齢者（29名参加）

財産目録　平成２７年３月３１日現在
資　産　の　部 負　債　の　部

１．基本財産 1,000,000 １．流動負債 1,902,704
定 期 預 金 基 本 金 1,000,000 未 払 金 未 払 金 1,854,290

２．運用財産 9,937,729 預 り 金 所 得 税 他 48,414

普 通 預 金

一 般 会 計 普 通 貯 金 2,269,446 ２．固定負債 1,514,227
特 別 会 計 普 通 貯 金 242,304 引 当 金 退職給与引当金 1,514,227
職 員 共 済 費 口 座 48,414 負　 債　 合　 計 3,416,931
応 急 資 金 貸 付 口 座 158,216 差引純財産（資産合計－負債合計） 7,520,798

定 期 預 金 基 金 積 立 金 4,429,287
短期貸付金 応 急 生 活 資 金 貸 付 金 102,000
未 収 金 鶴 居 村 他 660,756

固 定 資 産 車輌運搬具・器具及び備品 1,800,026
退 職 共 済 預 け 金 227,280
資　産　合　計 10,937,729

お名前 金額 備考
匿名　様（幌呂市街） ２０，０００円 社会福祉事業
匿名　様（鶴居市街） ２３，７７２円 社会福祉事業
松井　貞達　様 １００，０００円 社会福祉事業

御厚志頂き
ありがとうございます

業業業業業業



⑵

平成２６年度一般会計収支決算報告

平成２６年度保育ママ事業収支決算報告

平成２６年度地域活動支援事業収支決算報告

　収　入

科目（大区分のみ） 予算額（A）決算額（B） 差　引
（B－A）

会費収入 260,000円 256,200円 △3,800円
寄附金収入 408,000円 408,000円 0円
経常経費補助金収入 12,804,000円 12,804,000円 0円
少子高齢化対策事業補助金 2,701,000円 2,692,400円 △8,600円
受託金収入 91,000円 91,500円 500円
共同募金配分金収入 932,000円 933,335円 1,335円
雑収入 27,000円 32,200円 5,200円
受取利息配当金収入 2,000円 2,595円 595円
繰越金 893,000円 893,811円 811円

収　入　合　計 18,118,000円 18,114,041円 △3,959円

　支　出
科目

（大区分のみ）予算額（A）決算額（B）
差　引
（B－A） 

人件費支出 11,355,000円 11,181,202円 △173,798円
事務費支出 2,175,000円 1,775,639円 △399,361円
事業費支出 2,987,000円 2,896,048円 △90,952円
共同募金配
分金事業費 1,000,000円 905,509円 △94,491円
助成金支出 126,000円 126,000円 0円
繰出金 360,000円 359,346円 △654円
支出合計 18,118,000円 17,243,744円 △874,256円

　収　入
科目（大区分のみ） 予算額（A） 決算額（B） 差　引（B－A）

受託金収入 2,420,000円 2,418,690円 △1,310円
受取利息配当金収入 1,000円 32円 △968円
繰越金 19,000円 22,994円 3,994円

収　入　合　計 2,440,000円 2,441,716円 1,716円

　収　入
科目（大区分のみ） 予算額（A） 決算額（B） 差　引（B－A）

受託金収入 900,000円 900,000円 0円
受取利息配当金収入 1,000円 50円 △950円
雑収入 60,000円 70,123円 10,123円
繰越金 69,000円 81,785円 12,785円

収　入　合　計 1,030,000円 1,051,958円 21,958円

　支　出
科目（大区分のみ） 予算額（A） 決算額（B） 差　引（B－A） 

事業費 2,430,000円 2,419,874円 △10,126円
予備費 10,000円 0円 △10,000円

支　出　合　計 2,440,000円 2,419,874円 △20,126円

　支　出
科目（大区分のみ） 予算額（A） 決算額（B） 差　引（B－A） 

事業費 725,000円 625,881円 △99,119円
予備費 305,000円 0円 △305,000円

支　出　合　計 1,030,000円 625,881円 △404,119円

平成２６年度は滞りなく
事業を遂行できました。
この場をお借りして皆様
に御礼申し上げます。
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平成２６年度鶴居村共同募金委員会事業報告

平成２６年度鶴居村共同募金委員会決算報告

項　　　目 実　施 内　　　容

理事会 ３回 事業及び募金運動計画の協議・決定、会計の収支状況、募金状況について
共同募金助成事業について

評議員会 ２回 事業及び募金運動計画の協議・決定、会計の収支状況、募金状況について
内部監査 １回 事業執行状況及び会計の収支状況の監査
社協・共募合同研修会 １回 共同募金運動の現状と課題について
会議・研修への参加 ５回 共同募金運動推進のための会議・研修

共同募金運動の実施
10月～12月

赤い羽根共同募金　　募金総額 826,064円
（内　訳）　戸別募金557,700円・設置募金箱80,935円・学校募金32,433円
　　　　　職域募金5,438円・興行募金26,929円・街頭募金6,622円
　　　　　個人募金17,972円・その他募金98,035円

12月 歳末たすけあい運動　募金総額190,428円
（内　訳）　法人募金133,000円　法人以外の募金57,428円

災害義援金の募集

８月～10月 兵庫県丹波市豪雨災害義援金 総額 600円
徳島県台風11・12号災害義援金 総額 322円

８月～12月 広島県大雨災害義援金 総額 27,755円
７月～３月 7.9南木曽町豪雨災害義援金 総額 17,420円
８月～３月 京都府豪雨災害義援金 総額 5,864円
11月～３月 長野県神城断層地震災害義援金 総額 10,000円

共同募金寄附金会計
　収　入

項　　目 決算額 備　　　考
共同募金収入 826,064円 赤い羽根共同募金
義援金収入 61,961円 災害義援金
法人内部間取引収入 933,335円 配分金収入
受取利息配当金収入 3円 貯金利息

合　計 1,821,363円

　
　支　出

項　　目 決算額 備　　　考

法人内部間取引支出 888,028円 赤い羽根共同募金
災害義援金・利息等送金

共同募金配分金支出 933,335円 鶴居村社会福祉協議会
合　計 1,821,363円

収入合計 1,821,363円
支出合計 1,821,363円
繰越金 0円

歳末たすけあい運動会計
　収　入

項　　目 決算額 備　　　考
共同募金収入 190,428円 歳末たすけあい義援金

合　計 190,428円 　

　
　支　出

項　　目 決算額 備　　　考
法人内部間取引支出 190,428円 義援金送金

合　計 190,428円 　

収入合計 190,428円
支出合計 190,428円
繰越金 0円

共同募金経費（事務費）会計
　収　入

項　　目 決算額 備　　　考
法人内部間取引収入 144,802円 事務費交付金
受取利息配当金収入 18円 貯金利息
雑収入 26,000円 鶴居村社会福祉協議会

合　計 170,820円 　

　
　支　出

項　　目 決算額 備　　　考
事務費支出 122,908円 事務消耗品・募金活動費用他
法人内部間取引支出   47,912円 残金送金

合　計 170,820円 　

収入合計 170,820円
支出合計 170,820円
繰越金 0円



⑷

鶴居村共同募金委員会からのお知らせ鶴居村共同募金委員会からのお知らせ

赤い羽根サポーター宣言赤い羽根サポーター宣言

＜災害義援金にご協力ありがとうございます＞

今年は鶴居村限定募金バッジにつるぼーが登場！
鶴居村のキャラクター「つるぼー」と「ひなぼー」がピンバッチとなって
共同募金運動に協力してくれることになりました。また、北海道限定バッチ
「エゾモモンガ」、「初音ミク」も個数限定（各３０個）で取り扱います。
９月から取り扱いを開始しますので宜しくお願いいたします！！

エゾモモンガ

今年も道内のプロスポーツチームが共同募金を応援してくれます！

つるぼー＆ひなぼー 初音ミク

※鶴居村共同募金委員会では日本ハムファイターズのポストカードとサンキューカードを取り扱
います。日ハムファンの皆さんカードで募金にご協力お願いいたします。

・屋久島町口永良部島新岳噴火災害義援金　　　匿名　様　　　１２，０００円



⑸

 鶴居村遺族会からのお知らせ

 鶴居村老人クラブ
 連合会
 ゲートボール大会

　６月４日（木）全道戦没者遺族大会、５日（金）に
北海道護国神社慰霊大祭が旭川市で開催され、船本会
長以下５名の会員が参加しました。全道戦没者遺族大
会では日本遺族会専務理事畔上和男氏より、戦後７０
年という節目の年を迎え「英霊顕彰」の意味を確認し、
「二度と戦争をしない」「遺族を出さない」恒久平和に
ついて講話を頂きました。また、５日（金）の慰霊大
祭では、寒さに震えながらも戦没者の冥福を祈る姿に
平和の大切さを改めて感じることが出来ました。会員
の皆さん大変お疲れ様でした。

　６月１６日（火）に鶴居村ゲートボー
ルコートで鶴居村老人クラブ連合会ゲー
トボール大会を開催しました。大会には
３８名の会員さんが参加し、当日は天候
にも恵まれ参加者の気合いや元気に後押
しされるように気温も上がり最高のゲー
トボール日和となりました。順位は優勝
が下幌呂チーム、準優勝が茂雪裡チーム、
３位が鶴居チームという結果になりまし
た。また、グリーンパークつるい様には
毎年お手洗い等を使わせていただき円滑
な大会運営にご協力して頂いております。
ありがとうございました。



⑹

教えて！
ほっとちゃん♥

北海道社会福祉協議会
イメージキャラクター
ほっとちゃん

　６月２６日㈮に「平成２７年度鶴居村総合防災訓練」
が鶴居中学校で実施され、鶴居村赤十字奉仕団から
も１０名の団員が参加して炊き出し訓練を行いまし
た。炊き出し訓練については、３月に行ったボラン
ティア研修会で学んだ災害時の炊き出しのポイント
を抑えながら実践しました。
　今回の訓練においては村内の関係機関（消防や役
場等）との連携の下、豚汁２００食を調理し、訓練
に参加した保育園児や小中学生、村民の方々に配布
をしました。調理時間の確認や器具の点検なども行
うことが出来たので、貴重な訓練となりました。

今回の訓練では、発泡スチロールの容器に耐熱袋を被
せて参加者に豚汁を配布しました。なんで袋を被せて
いるの？という声があったため説明します！

食べ終わっ
たら．．．

※東日本大震災の時も、この方法を活用していたそうです！

Q．なんで器に袋を被せて中身を
いれてるの？

A． それはね、もし災害が起き
て水が少ししかない時に洗い
物を極力減らしたり、ゴミを
減らすためなんだ！

　　お皿でご飯を食べてしまうと
それを洗うだけで沢山のお水
を使ってしまうからね！だか
ら、袋を被せて器を汚さない
ようにしているんだよ！

A．食べ終わったら右の写真のように
袋を器から取るんだよ！写真の
ように袋を取ると器が汚れない
から、また袋を被せれば何回だっ
て器として使うことが出来るん
だ！ゴミだって袋しか出ないか
らエコだよね！災害時には普段
は捨ててしまうものが役立つから、
きれいな器は他のことにも活用
する場面が出てくるはず！
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社協からのお知らせ
社協８月～10月の予定
８月

６日（木） 鶴居村遺族会役員会
７日（金） 鶴居村遺族会総会（10：00～ 鶴居村総合センター第１研修研修室）
11日（火） 鶴老連パークゴルフ大会
15日（土） 釧路戦没者慰霊大祭（釧路護国神社）
20日（木） 釧老連西ブロック研修会
中旬～下旬 第２回内部監査

９月
上旬 社協・共募　理事会・評議員会

１日（火） 釧老連パークゴルフ大会（弟子屈町）
３日（木） 北海道戦没者追悼式（札幌市）

上旬 釧路地区ボランティア推進会議
17日（木）～18日（金） 釧身協分会幹部・会員研修会（弟子屈町）

20日（日） ボランティア愛ランド北海道2015 in ねむろ（根室市）
23日（水） 鶴居村ふるさと祭り
24日（木） 全道老人クラブ大会

10月
１日（木） 赤い羽根共同募金運動開始

上旬 社協職員スキルアップ研修
21日（水）～22日（木） 釧老連リーダー研修会

新職員からのあいさつ

　今年の４月から地域活動支援事業の支援員としてお仕事させていただ
いています。昨年鶴居村に引っ越してきたばかりですが、鶴居村の方々
がとても優しく声をかけて下さる機会が多く、充実した毎日を過ごして
います。社会交流を通して「自立した生活」を送れるよう皆様をサポー
トしていくことが支援員の役割です。やりがいのあるお仕事ができるこ
とを、とても光栄に思っています。これから宜しくお願いします。

世良　奈都子

事務所職員不在のお知らせ

鶴居村社会福祉協議会では、８月13日㈭～14日㈮の２日間職員が不在となります。この間、村民
の皆様には大変ご不便をおかけすることとなりますが宜しくお願い申し上げます。


