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令和元年度　足寄町社会福祉協議会【事業計画・収支予算】

2 社 協 だ よ り

　本会は、社会福祉法に規定された公共性の高い団体として、地域住民の福祉活動への参加を
促すとともに、「住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるまちづくり」の実現に向けて事業
を展開しております。
   今日、人口減少・少子高齢化の傾向は更に進展しており、地域の支え合いの必要性は、住民
生活を維持する上でもますます高まっています。
   特に、足寄町は６５歳以上の高齢者が占める割合が３８.9％、７５歳以上の高齢者の占める
割合が21.8％と全道の平均より高くなっており地域における支え合いが必要不可欠な状況に
あります。(Ｈ30.12月末 )
　私たちは、地域住民から寄せられる多様な生活課題を受け止め、地域住民を初め、行政や各
種関係組織、ボランティア、NPO法人等の団体と地域における幅広い協働・連携の場づくり
や仕組みづくりを行い、その解決につなげる支援を取り組みます。
   足寄町社会福祉協議会は地域福祉の推進を図るべく、基本理念「やさしさ！ふれあい！安心
を！ともに支え合う地域福祉社会の実現」に向けて地域の皆さんと共に活動をしてまいります。

　平成３０年度からの高齢者等複合施設にかかる指定管理を継続し、「医療と介護・保健・福祉

の連携システム」による、施設の管理運営を推進します。

　また、町が平成31年度から開設した「新認知症高齢者グループホーム」管理受託を受け、

指定管理を受託している既存施設として総合的な人材確保や体制の整備を図ります。

   介護現場の人材確保が厳しさを増す中で、介護福祉士などの資格取得への支援や研修への積

極的な取り組みなど、魅力ある職場づくりの普及・啓発等を行い、介護従事者の定着化とサー

ビスの質の向上を図ります。

　また、職員全体の資質の向上や雇用管理、労働環境・処遇の改善なども継続して取り組みます。

基本方針

高齢者等複合施設の継続的な管理運営

人材の確保と育成２

重点目標

重点目標

1

　高齢者における在宅生活の支援として介護保険事業を推進するほか、成年後見事業や宅配弁

当、給食サービス、安否確認電話サービスなどの町委託事業及び補助事業を展開し、住み慣れ

た地域で安心して生活ができるよう事業を取り組みます。

　また、日常的な親睦・交流を図る地域支援（サロン）活動を新たに展開し、孤独解消や生き

がい作り、支え合いの力を高める地域支援を取り組みます。

地域福祉活動の推進3
重点目標
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令和元年度  社会福祉事業収支予算（法人全体予算 394,074 千円）令和元年度  社会福祉事業収支予算（法人全体予算 394,074 千円）

　通所介護事業所、訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護施設においては、要介護・要

支援等の利用者やその家族の意向に添い、住み慣れた地域で穏やかに、尊厳ある暮らしを続

けられるよう、在宅生活を支えます。

　認知症グループホームにおいては、在宅で暮らすことが難しくなった認知症高齢者が、介

護スタッフのサポートのもと、症状の進行が穏やかになるよう、家族的雰囲気の環境の中で

生活を支えます。

　居宅介護支援事業所においては、利用者の体調やご家族の状況・要望を伺い、可能な限り

在宅生活の中で、本人の状態に応じた支援を提供できるように、他の事業所や地域との協力・

連携を図り、様々な相談に適切に対するよう取り組みます。

介護保険事業の推進

収入の部 支出の部

（単位：千円）

4

　障害者が在宅で生活できるよう、訪問介護や外出支援サービス事業の体制強化を図り、担

当者間の連携による在宅の生活の支援を取り組みます。

障害福祉サービスの推進５

介護保険収入
223,556

会費収入 904

寄付金収入 556

人件費支出
261,519

事業費支出
106,704

事務費支出
19,352

共同募金配分金
事業費 1,798

助成金支出　2,328 施設整備等支出 1,822
その他の活動支出

551

町補助金収入
42,835

助成金収入 49
共同募金
配分金収入
2,302

共同募金
配分金収入
2,302

受託金収入
54,605
受託金収入
54,605

事業収入 31,119事業収入 31,119

負担金収入 21,776負担金収入 21,776

障害福祉サービス
等事業収入　

221

障害福祉サービス
等事業収入　

221

雑収入外　481雑収入外　481

重点目標

重点目標

浴場管理入浴収入　2,154浴場管理入浴収入　2,154

その他の活動収入　896その他の活動収入　896

町助成金 2,422町助成金 2,422
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法人運営事業

地域福祉事業・在宅福祉事業

介護保険サービス事業

介護支援ボランティア事業（受託事業）

外郭団体の事業

「理事会」を年 4回開催
「評議員会」を年 4回開催
「定例会計監査」を年 4回実施
「社協会員の加入促進・会費納入事務」を行いました
個人会員 335 人、団体・法人 118 団体から総額
901,000 円のご協力をいただきました。寄せられた
会費は、社協の福祉事業などに有効に活用させてい
ただきました。

介護支援ボランティアのフォローアップ研修会を年 3
回実施
介護支援ボランティアの方々には、登録施設において、
利用者のお話相手や身の回りのお世話をしていただき
ました。

足寄町共同募金委員会
「赤い羽根共同募金運動」を１０月１日から１１月３
０日まで実施しました。皆さまのご協力により総額
1,964,823 円の寄付が集まりました。
「歳末たすけあい運動」を 12 月 1 日から 12 月 31 日
まで実施しました。総額 829,686 円の募金が集まり
ました。
足寄町遺族会
護国神社参拝、戦没者慰霊祭、英霊を偲ぶ会をはじめ
とする各種追悼式や法要に参列。
身障会足寄町分会・母子寡婦会
身障会・母子寡婦会合同研修旅行、身障者スポーツ大
会などに参加。
足寄町老人クラブ連合会
ゲートボール大会、パークゴルフ大会や各種研修会の
参加、開催しました。

「小規模多機能型居宅介護事業」を実施
「通い」を中心に「泊まり」「訪問」の３サービスを組
み合わせて提供する在宅サービスを行っています。
「訪問介護・予防事業」を実施
ヘルパーが訪問し、掃除や調理など生活援助や入浴介
助などの身体介護を行い利用者様の在宅生活を支えて
まいりました。
「通所介護・予防事業」を実施
在宅の要介護者の皆様が送迎車で通所いただき、高齢
者の自立的生活助長、社会的孤立感の解消、心身機能
の維持向上を図り、介護している家族の身体的・精神
的な負担の軽減を図っています。
「居宅介護支援事業」を実施
要介護認定の申請手続きの代行や要介護者に対するケ
アプランの作成などを通じて、介護保険サービス利用
の提案及び調整を行いながら在宅で安心して生活でき
るよう支援いたしました。
「認知症高齢者グループホーム事業」の実施
認知症の症状を持ち、病気や障害で生活に困難を抱え
た高齢者に対して少人数の家庭的な雰囲気の中で共同
生活ができるよう専門スタッフが援助しています。

「社協だより」を年 1回発行
「外出支援サービス事業」を実施
歩行が困難な方を対象に移送ボランティアの協力のも
と自宅から病院などに移送車で送迎しました。
（H30年度実績　延べ 353人）
「地域住民グループ支援事業（受託事業）」を実施
地域の団体が行う「見守り活動」や「集いの開催」な
どを支援しました。
「あんしん電話サービス（安否確認）事業（受託事業）」
を実施
足寄町婦人ボランティアクラブ会員により独り暮らし
高齢者宅へ定期的に電話をし安否の確認を行いまし
た。（H30年度実績　延べ 66人、429回）
「配食サービス事業（受託事業）」を実施
調理が困難な独り暮らし高齢者等に対して、ボラン
ティアがお弁当を毎週火・木曜日のお昼に届け、安否
確認を行いました。（H30 年度実績　延べ 2,383 人）
「給食サービス事業」を実施
在宅独り暮らし高齢者に毎週火曜日老人憩いの家にお
いて足寄町婦人ボランティアクラブが手作りの食事を
提供し、孤独化の解消と健康保持を図りました。
（H30年度実績　延べ 690人）
「生きがいディサービス事業（受託事業）」を実施
螺湾・大誉地・上利別地区において、各地域の高齢者
を対象に食事サービスや趣味活動などを提供し介護予
防を行っています。（H30 年実績　大誉地：延べ 535
人　螺湾：延べ 431人　上利別：延べ 129人）
「生活支援長屋」
出来るだけ住み慣れた自宅で生活を継続できるよう支
援が必要なときに一時的に滞在できる施設です。
「地域交流施設」
地域の高齢者などが集う場所を提供しています。趣味
活動やレクリェーションなどを通して介護予防に努め
ています。
「足寄町成年後見支援センター（受託事業）」の実施

平成30年度　事業報告
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平成30年度　社会福祉事業収支決算
資金収支計算書

貸借対照表 財産目録

決算額勘定科目 決算額勘定科目

事
業
に
よ
る
収
支

施
設
設
備
等
に
よ
る
収
支

財
産
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

収
入

支
出

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入

人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分事業費
助成金支出

施設整備等補助金収入

固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

5,360,082
5,360,082
6,314,380
1,296,000
7,610,380
△2,250,298
8,000,000
60,000,032
68,000,032
60,000,000
8,000,000
60,000,032
　　266,220
128,266,252
△60,266,220

△55,344,164

901,000
556,944

52,830,048
54,992,952
29,598,519
22,041,595
182,427,950

588,320
1,753

265,329
344,204,410
223,983,864
94,574,193
15,402,215
1,668,368
1,403,416

337,032,056
7,172,354

1. 流動資産

 現金預金 

    現金

    普通預金

事業未収

立替金

前払費用 

仮払金

2. 固定資産

（1）基本財産

定期預金

（2）その他固定資産

車輌運搬具

器具及び備品

有形リース資産

その他の積立金

長期前払金費用

その他の固定資産

1. 流動負債

事業未払金

1年以内返済予定リース債務

1年以内支払予定長期未払金

預り金

職員預り金

前受金

未払消費税等

2. 固定負債

リース債務

退職給付引当金

金　額科　目
資産の部 負債の部

67,911,839

53,000

67,858,839

47,273,898

1,591,418

111,686

50,200

116,939,041

1,000,000

5,279,021

2,092,510

4,810,667

62,053,521

44,220

488,491

75,768,430

192,707,471

29,998,586

1,296,000

20,900

3,305,585

4,151,940

2,445

1,725,100

40,500,556

3,536,000

488,491

4,024,491

44,525,047

148,182,424

金　額科　目

事業活動収入計 (1)

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入計 (4)

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

財務収入計 (7)

財務支出計 (8)
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前期末支払資金残高 (12)
当期末支払資金残高 (11)+(12)

金　額科　目
資産の部 負債の部

流動資産

   現金預金

   事業未収金

   立替金

   前払費用

   拠点区分間貸付金

   仮払金

　サービス区分間貸付金

固定資産

   基本財産

      定期預金

  その他の固定資産

　   車両費運搬

      器具及び備品

      有形リース資産 

　   その他の積立金

　　 長期前払費用

　    その他の固定資産

流動負債

   事業未払金
　 1年以内返済予定リース債務
　   1年以内支払予定長期未払金
   預り金
   職員預り金
   前受金
　拠点区分間借入金
   未払消費税等
　 サービス区分間借入金
固定負債

   リース債務

   退職給付引当金

   長期未払金

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

次期繰越活動増減差額

（うち当期活動増減差額）

負債及び純資産の部合計

133,064,161

67,911,839

47,273,898

1,591,418

111,686

1,006

50,200

16,124,114

75,768,430

1,000,000

1,000,000

74,768,430

5,279,021

2,092,510

4,810,667

62,053,521

44,220

488,491

208,832,591

56,625,676

29,998,586
1,296,000
20,900

3,305,585
4,151,940

2,445
1,006

1,725,100
16,124,114
4,024,491

3,536,000

488,491

0

60,650,167

1,000,000

1,000,000

4,378,322

62,053,521

80,750,581

5,002,716

148,182,424

208,832,591

金　額科　目

負債の部合計

純資産の部

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

差 引 純 資 産

流 動 資 産 合 計 流 動 負 債 合 計

資産の部合計

純資産の部合計

133,099,549
77,755,385
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足寄町老人クラブ連合会

足寄町老連ゲートボール交流会
5 月 29日（水）
足寄町屋内ゲートボール競技場

十勝地区ゲートボール大会  
6 月 28日（金）芽室町

第 26回足寄町老連パークゴルフ交流会　　   7 月 12日（金）ときわコース

▲男性の部
佐々木勇蔵さん（相和）
ホールスコア　43

定期総会　4 月 25日（木）老人憩いの家

　足寄町老連会員 20名が参加し交流を深めま
した。
　足寄町老連会員 20名が参加し交流を深めま
した。

▼女性の部
佐藤恭子さん（足寄中央）
ホールスコア　45

十勝地区老人クラブ大会　10 月 17日（木）～ 10月 18日（金）
十勝管内東北部ブロック研修会（本別町開催）　10月 25日（金）

池北３町パークゴルフ交流会　　　　　　  　８月  ２日（金） 陸別町わかばパークゴルフ場

個人
優勝

　足寄町老連会員30名が参加し、
昨年に引き続き見事優勝しました。
　足寄町老連会員30名が参加し、
昨年に引き続き見事優勝しました。

　足寄町老人クラブ連合会より 2チームが参加
いたしました。寒い中、健闘しました。
　足寄町老人クラブ連合会より 2チームが参加
いたしました。寒い中、健闘しました。

十勝地区女性リーダー研修会　11 月 28日（木）～ 11月 29日（金）

福祉団体の活動から
足寄町老人クラブ連合会は令和 2年に

創立 50周年を迎えます。
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足寄町老人クラブ連合会

十勝地区リーダー研修会　　２月 19日（水）～ 2月 20日（木）

　足寄町老連女性会員 74名が参加されました。一般社団法人とかちシニアサポート協会の方々をお招きし午前は
「エンディングノート」の書き方について学び、午後からは「吹き矢体験」をしました。
　足寄町老連女性会員 74名が参加されました。一般社団法人とかちシニアサポート協会の方々をお招きし午前は
「エンディングノート」の書き方について学び、午後からは「吹き矢体験」をしました。

足寄町遺族会足寄町遺族会

定期総会　4月 23日（火）

北海道護国神社大祭参拝研修　6 月 4日（火）～ 5日（水）旭川

今後の予定

忠魂碑清掃　8月 19日（月）里見が丘
令和元年度足寄町遺族会戦没者慰霊祭および英霊を偲ぶ会
　8月 20日（火）里見が丘・町民センター

遺族会交流会　3月 10日（火）　　老人憩いの家

　足寄町遺族会員の皆さんにご家族やご友人をお誘いいただき今年度は、13名が北海道護国神社大祭参拝研修
に参加いたしました。
　足寄町遺族会員の皆さんにご家族やご友人をお誘いいただき今年度は、13名が北海道護国神社大祭参拝研修
に参加いたしました。

足寄町老人クラブ連合会創立 50周年記念式典　令和 2年 2月 7日（金）　町民センター

女性部健康づくりふれあい交流会　12 月 5日（木）　町民センター

　足寄町遺族会員の皆様等
18名の方々が参加し、英霊
を偲びました。

　足寄町遺族会員の皆様等
18名の方々が参加し、英霊
を偲びました。

　当初の遺族会は父母、兄妹姉妹及び妻が主として活動をしていました。その後は、
妻と遺児が中心的な役割を担って現在に至っています。しかし、戦後 70年を経過し、
会員の方々も高齢化し会員は減少しております。
　遺児の方はもちろん、孫ひ孫の方の入会をお待ちしております。

　当初の遺族会は父母、兄妹姉妹及び妻が主として活動をしていました。その後は、
妻と遺児が中心的な役割を担って現在に至っています。しかし、戦後 70年を経過し、
会員の方々も高齢化し会員は減少しております。
　遺児の方はもちろん、孫ひ孫の方の入会をお待ちしております。

遺族会入会のお願い遺族会入会のお願い
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身障会足寄町分会

足寄町母子寡婦会

定期総会 4 月 12日 ( 金 )

合同新年交流会　1 月 24日（金）　南区コミュニティーセンター

身障会足寄町分会・母子寡婦会合同事業

8

十勝地区身体障がい
スポーツ大会
 7 月 26日 ( 火 )　
 浦幌町総合スポーツセンター
　   会員 9名が参加。練習の成果も
　あり 14町村中 5位になりました。

身障会足寄町分会　親睦会
 6 月 28日 ( 金 )　
南区コミュニティセンター
　今年度、新規事業として開催。
十勝地区のスポーツ大会に向けて
練習を行いました。

合同視察研修会　10 月 3日（木）～ 10月 4日（金）  北見市・留辺蘂町・上士幌町

　身障分会員 13名、母子寡婦会員 1名の外、平和老人クラブ会員にも参加していただきました。
北見市の障がい者就労継続支援　だんらん食堂で昼食をとり、北の大地の水族館、ひがし大雪自然館等の見学を
しました。

定期総会 4 月９日 (火 )

十勝地区母子寡婦会家庭研修 11 月 10日 ( 日 )　十勝川温泉　参加者　会員 3名

　各福祉団体への入会の相談は・・・ 社会福祉協議会事務局（28-0722）まで
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社協事業から社協事業から

歳末たすけあい事業

第46回楽しい老人のつどい「芸能発表」
9 月 7日（土）足寄町民センター

歳末たすけあい事業　ひとり暮らし高齢者ふれあい忘年会&メリークリスマス
12 月 3日（火）町民センター

ひとり暮らし高齢者等手作り弁当宅配事業　10 月 23日（水）

　今年度は、足寄町消費生活相談所の髙安ユミ子氏に「アユミちゃんと一緒に学ぼう！消費生活Ｑ＆Ａ」
について講演をいただきました。また、芸能発表では、個人・団体合わせて 27組の方々がカラオケや舞
踊等を披露いたしました。

皆さまから寄せられた「赤い羽根共同募金」と「歳末たすけあい運動」の配分金で事業を行いました。

　毎年恒例事業となっておりま
す。足寄町婦人ボランティアク
ラブの手作りの豚汁やお赤飯な
どをおいしくいただきながら楽
しいひとときを過ごしました。

町内の高齢者・関係者 208名が参加

高齢者 308名にお届け

高齢者・関係者１04名が参加

　

　年に一度　婦人ボランティアクラブの皆さんが心をこめて手作りした御弁当を各地区の民生委員の方々
にご協力をいただき町内にお住まいのおひとり暮らし等の方へ無料でお届けしました。



10 社 協 だ よ り

ほほえみ昼食会　焼肉パーティー

2019年度

①足寄町をイメージしたモチーフに「赤い羽根」　と「あしょろ」
（ローマ字、漢字、平仮名問わず）　と年号（2020 年）が書か
れていてればどのようなデザインでもよろしいです。
　※アユミちゃんのモチーフでも構いません。

足寄町限定赤い羽根ご当地ピンバッチデザイン表彰

　今年に引き続き来年度の足寄町限定赤い羽根寄付金付ピンバッチのデザイ
ンを募集いたします。募集内容は下記の通りとなっていますのでたくさんの
ご応募をお待ちしております。

足寄町共同募金委員会からのお知らせ足寄町共同募金委員会からのお知らせ

　令和元年 10 月 1 日、2019 年度足寄町限定赤い羽
根ご当地ピンバッチのデザイン表彰式を行いました。
　デザインは、3 作品の応募があり厳正なる選考の結
果、町内在住の門野由希子さんの作品が選ばれました。
本デザインは 2019 年度の赤い羽根共同募金運動の足
寄町限定ピンバッチに活用され作成した 500 個全て
がバッチ募金として 500 円以上募金していただいた
方々に頒布されました。
　今回、ご応募いただいた 3名の方々、ご応募いただ
き大変ありがとうございました。

２０２0年度

足寄町限定赤い羽根寄付金付ピンバッチデザイン 募集！

②色数は 6色程度でお願いします。
　※ピンバッチ化にあたりデザイン、色等の修正を行うことがあります。

＜応募方法＞
　応募用紙（社協事務局にて配布）、またはＡ４用紙に必要事項（住所・氏名・
年齢・電話番号・作品内容）を記載し、郵送・持参または、メールで送付ください。
手書きまたは、電子データの原稿も可能。
　※尚、採用された作品の著作権は、足寄町共同募金委員会に帰属させていた
　　だきます。
　※応募作品は、返却しません。
＜応募締切＞　令和 2年 3月 19日（木）まで
＜応 募 先＞　 足寄町共同募金委員会（足寄町社会福祉協議会内）
　　　　　　   住所／足寄町南 6条 2丁目　ＴＥＬ　0156-28-0722
　　　　　　   メール／ ashoro-shakyo@bz01.plala.or.jp

＜2019 年度版＞

募集内容
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　成年後見制度に関すること
　ご本人やご家族、お年寄りや障がいのある方の福祉に携わる機関からの成年後見制度のご利用に関する

相談をお受けします。

　このようなときは、お気軽にご相談ください。

　・成年後見制度とは何か知りたい。

　・認知症のために介護サービスを利用したいが自分で契約できない。

　・精神障がいや知的障がいのための財産の管理を自分で行うことができない。

　・申立書類の書き方をアドバイスしてほしい。　など
　　日常生活自立支援事業に関すること

　高齢や障がいのために日常生活に支障が生じている方の

ために、日常生活に必要な預貯金の払戻・預入れの代行や、

福祉サービスを利用するための相談等に応じます。

成年後見支援センターでは、次の業務をおこなっております。

　足寄町婦人ボランティアの皆さんの手作り

の食事です。一緒にいただきませんか？

詳しくは成年後見支援センター

（社会福祉協議会）までご相談

ください。

給食サービスのご案内 配食サービスのご案内

　毎週火曜日に、老人憩いの家で食事会を行って
います。一人暮らしの高齢者の方などに婦人ボラ
ンティアの方が作った昼食を提供しています。年
1回、屋外で焼肉パーティーも開催されます。
利用料：1 食 3００円
対　象：町内在住でおおむね７０歳以上のひとり
暮らし等で日常炊事に著しく困難をきたしている
方を対象にしています。

　毎週火・木曜日に、一人暮らしの高齢者の方など
にお弁当をご自宅まで宅配しています。

利用料：1 食 3００円
対　象：おおむね７０歳以上の一人暮らし等で日常
生活に著しく困難をきたしている方を対象としてい
ます。

※ご利用には申請が必要です。申請は足寄町役
場福祉課までお願いします。

※ご利用には申請が必要です。申請は足寄町
社会福祉協議会までお願いします。

足寄町成年後見支援センターからのお知らせ足寄町成年後見支援センターからのお知らせ

本別ひまわり基金法律事務所による無料法律相談のお知らせ

　今年度、年 5回にかけて本別ひまわり基金法律事務所の杉臣幸恵弁護士による無料法律相談をおこなって

きました。次回（最終回）は、3 月 12日（木）になりますのでご相談希望者は事前（1週間前まで）に

社会福祉協議会事務局までご連絡ください。
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多くの方々のご寄附に感謝いたします
平成30年8月1日から令和元年７月31日までに、皆様から寄せられた善意を紹介いたします。
※令和元年8月1日～令和2年2月までに寄付をいただきましたものについきましては大変申し訳
　ありませんが「明るい社会90号」に掲載させていただきます。
【個人情報保護の施行に伴い、住所については省略させていただきました。】 

●社会福祉協議会への寄附について

●足寄町高齢者等複合施設等への寄附について

●リングプル回収
 　多くの方々からリングプルをお持ちいただいています。ありがとう
 ございました。尚、リングプルの収集は今後も続けていますのでよろ
しくお願いします。

阿 部  トヨ子様ご家族
匿　　名

足寄町認知症グループホーム事業の運営のため
高齢者等複合施設のため

100,000円
1,000,000円

寄付者（個人・団体等）名 金　額 寄付目的
金銭預託（敬称略）

北海道足寄高等学校ボランティア部
半 谷　 京 子

3人用長椅子、介護用手すりなど
鉢植えのカーネーション、あじさい

寄付者（個人・団体等）名 預託物品名 寄付者（個人・団体等）名 預託物品名
高橋　雅代 紙パンツ、尿取りパット

物品預託（敬称略）

北海道足寄高等学校ボランティア部より寄付をいただきました。

上足寄分館夏祭参加者一同
総泉寺
坂 口　タミ子
安久津   弘 子
足寄建設業協会  会長 辻 泰治
足寄町民生委員協議会
ザ・サンデーグループ会長高橋房男
足寄町民生委員協議会
匿　　名
匿　　名

社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため

3,600円
5,000円
3,000円
8,800 円

150,000 円
62,000 円
50,000円
62,000円
200,000円
10,707円

寄付者（個人・団体等）名 金　額 寄付目的
金銭預託（敬称略）

玉 尾　 初 音
村 上　 良 子
松 崎　 晃 江
北海道コカ・コーラーボトリング（株）
小 川　 トミ子
苫米地  とし子
三 木　 怜 子
玉 尾　 初 音
宮 口　 敏 子

手編みおしゃれ毛布
衣類、帽子、タオルなど 多数
手編みの靴下、帽子 多数
飲料水
手編みセーター、帽子 多数
自転車、クッションカバー 多数
スリッパ、タオル 多数
おしゃれ手編み毛布
タオル

寄付者（個人・団体等）名 預託物品名 寄付者（個人・団体等）名 預託物品名
物品預託（敬称略）

佐々木　 邦 子
木 村　 モトエ
岩 山　 節 子
帯広信用金庫
匿　　名
匿　　名
匿　　名

手編み靴下　多数
紙オムツ、庭木バリカンなど
毛糸、ウエス　多数
タオル　多数
リハビリパンツなど
杖、シルバーカー　
バスタオル、タオルなど　

　平成31年4月15日、北海道足寄高等ボランティア部より、3
人用長椅子、2人用椅子、介護用手すり、血圧計、介護用補助シー
トの寄付をいただきました。寄付をいただいた物品については、足
寄町認知症高齢者グループホーム２や訪問介護事業所、通所介護事
業所で大事に使わせていただきます。大変ありがとうございました。


