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社 協 だ よ 
社会福祉法人  利島村社会福祉協議会 

デイホームさくゆり /  ケアプランセンター木春 

利島村地域包括支援センター 

 

 

 

 

〒100-0301 東京都利島村 105 番地 

電話 04992-9-0018  /  FAX 04992-9-0317 

E-mail：toshima@violin.ocn.ne.jp 

ホームページでも情報発信をしています。⇒ http://toshimamura-csw.main.jp/ 

 

り 

＜お知らせ＞会費の徴収及び会員募集の中止について 

本会の地域福祉事業は、地域の皆様からいただく会費や寄付を財源として運営しています。

また、例年７月中旬から本会の理事・評議員が、会費の徴収・会員募集のお願いをして参りま

した。 

しかしながら令和 2年度は、新型コロナ感染症対策として会費の徴収・会員募集は行わない

こととなりました。戸別訪問については、東京都共同募金会も要請しない方針としています。

併せて、日本赤十字社への寄付募集も当面留保といたします。これまで実施してきた地域福祉

事業は、基金の取り崩しなど他の財源でまかない継続してまいりますので、ご安心ください。 

社協では職員募集をかけるにあたり、家を貸してくれる方を探しています。村営住宅に空き

がないのです。家がなければ、内地に募集をかけることが出来ません。 

つきましては、どなたか家を貸してくださいますようお願い申し上げます。まずは、ご連絡

ください。 

また、非常勤で調理の仕事を手伝って頂ける方を探しています！宜しくお願い申し上げます。                         

連絡先 9-0018 担当:桑村 

＜お願い＞家を貸してください！ 

＜お知らせ＞涼み処（すずみどころ）設置の中止について 

例年、夏の期間に社協にて設置していました“涼み処”は、新型コロナ感染症対策として令

和 2年度は中止させて頂くこととなりました。今年も猛暑が予測されますので、エアコン・扇

風機による温度調節や水分摂取をこまめにするなどして、熱中症予防に努めましょう！ 



 

①決算     
     

収入（資金収支） 単位：円  支出（資金収支） 単位：円 

会費 247,000  人件費 47,116,729 

寄附金 402,000  事業費 9,022,929 

補助金 41,763,396  事務費 5,853,181 

受託金 5,962,000  共同募金配分金事業 261,736 

共同募金配分金 262,174  分担金 8,000 

介護保険事業収入 11,736,368  負担金 20,000 

事業収入（利用料） 1,383,600  助成金 231,439 

受取利息 170  退職給付積立 465,093 

雑収入 1,944,279  固定資産取得支出 712,000 

合  計 63,700,987  その他の活動による支出 9,880 
   合  計 63,700,987 

 

貸借対照表（事業活動収支）  単位：円 

流動資産 9,191,654 流動負債 9,160,332 

  現金 50,000   事業未払金 8,125,548 

  預金 7,470,613   未払費用 535,806 

  事業未収金 1,633,724   職員預り金 498,978 

  貯蔵品 37,317     

固定資産 13,839,227 固定負債 2,297,470 

  基本財産 3,000,000   退職給与引当金 2,297,470 

  車輌運搬具 435,420 負債合計 11,457,802 

  器具及び備品 565,986 基金 3,000,000 

  退職給与引当金 2,297,470   基本財産 3,000,000 

  備品等購入積立資産 7,530,471 その他の積立金 7,530,471 

  その他の固定資産 9,880   備品等購入積立金 7,530,471 

    次年度繰越 1,042,608 

    純資産合計 11,573,079 

資産合計 23,030,881 負債純資産合計 23,030,881 

 

②事業報告 

・会   員  個人 151名／団体 8件  ・理事会 5回  評議員会 3回  監事監査１回 

・機関構成  理事 6名 監事 2名 評議員 7名 正職員 7名 非常勤職員 4名  

・連絡調整  村役場及び診療所と密接な連携をもって事業を実施 

・職員研修  管外 7件／管内 1件  ・理髪サービス券の交付 19件 

・広   報  社協だより発行 12回／ホームページ 

・赤い羽根共同募金実績  133件 137,340円  ・歳末たすけあい募金実績 126件 149,191円 

 

令和元年度決算・事業報告 

■ 理事会（令和 2年 6月 22日開催）で承認され、評議員会（令和 2年 6月 30日開催）で可決された 

   令和元年度決算・事業報告をお知らせします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 月分 大島の白井理学療法士 による 個別リハビリ 予約受付中！  
 お 1 人様約 20 分間の予約制  住宅改修や福祉用具に関する相談も OK、お気軽にどうぞ！ 

 

①15:00-15:20 ②15:30-15:50 ③16:00-16:20 ④16:30-16:50 

⑤17:00-17:20 ⑥17:30-17:50 ⑦18:00-18:20  
 

『利島村地域包括支援センター』からのお知らせです 

8 月 10 日(月) 

※祝日 

＊ 悪天候や感染症対策等で中止となった場合は、
村内放送等で中止の連絡をいたします。 

以上の時間（①～⑩）よりご予約下さい。 

予約受付 ☏04992-9-0018（担当：三田） 
肩や腰、膝などの痛
みをとり、自分でで
きるリハビリ法を伝
授します。 

９ 

1．目的：対象者に必要な福祉用具を貸与する事で、日常生活の向上を支援し介護者負担を軽減します。 
  

2．対象者：①要支援 1以上の介護認定をもつ方    ②障がい者手帳をもつ方 

③退院後等で医師の指示により一時的に福祉用具を必要とする方 など 
  

3．料金表  

用具名 月額利用料金 備考 

電動ベッド（一式） 1,000 円 マット・サイドレールは含まれます。 

その他：車椅子、ポータブルトイ

レ、入浴用椅子など 
無料 

用具の内容については、相談時に 

ご確認ください。 

   ※対象者①及び②に該当する方は電動ベッドの料金を無料とします。 
  

4．利用方法：福祉用具レンタル申込書を提出してください。 

 

福祉用具貸与事業 

⑧ 9:00- 9:20 ⑨ 9:30- 9:50 ⑩10:00-10:20  

 

無 料 

感染症の拡大防止のため、原則として 施術は居宅を訪問して実施 させて頂きます。 

・高齢者在宅サービスセンターの運営 

   居宅介護支援事業所 ケアプラン作成 5～7件／月 

   地域密着型通所介護事業 利用者 6～7名 延利用日数 1525日 

   お泊りデイサービス 延利用日数 126日 

   総合事業サロン事業 利用者 1～4名 延利用日数 452日 

   ホームヘルプサービス 延利用件数 149件 

・排泄補助用品等購入代金助成 高齢者 53件 乳幼児 28件 

・社協セミナー開催「要介護にならないために」 

・利島村地域包括支援センターの受託運営 など 

 

5月号より毎月の社協だよりに、住民向け支援事業について順次詳しい内容を掲載しています。 

＜お問い合わせ＞利島村社協事務局 ☎ 04992-9-0018 

 

まずは、ご相談ください！ 

※詳しくは、本会のホームペ

ージでご覧になれます。 

事業報告書及び

決算書は事務所

にて閲覧できま

す。ご希望者には

差し上げます。 

8 月 11 日(火) 



 

＜ 職員募集 ＞ 

利島村社協では、通所介護やホームヘルプで活動の

補助や見守りをしていただける方を求めています。 

1～3時間程度の短時間でもかまいません。 

賃金 初任者研修修了者 時給 1,300円 

介 護 福 祉 士 時給 1,500円 

上記資格のない方 時給 1,150円～ 
※関心のある方は、社協（担当：桑村）迄ご連絡ください！ 

＜ 編集後記 ＞ 

今年も、一年の半分が過ぎてしまいました。

来所者をお断りしている関係で、7月号の装飾

を実際にお見せできないことが残念ですね。決

算報告にもありますように、本会の事業は、利

島のみなさんからの会費や寄付で運営できて

います。改めて感謝申し上げます！    佐藤 

デイホームさくゆり  
だ よ り 

5月から新型コロナ感染症のため、ご利用者様・職員と

もに、手指消毒をしてからの作業とし、社協だよりを折っ

て利島の住民の方に配布しています。 

ご利用者様に、お花紙を

折る・切るなどの作業を行

っていただき、大量のハイ

ビスカスが出来ました。 

お花紙とモールを使って、ハイビスカスを作りました！ 

折り紙で、 

ハイビスカスの葉も作りました！ 

海辺をイメージして、ヤシの木や雲を加えました。 

ハイビスカスを壁一面に飾り付けて完成です！ 


