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久万高原町の地域活性化へ向け若者結束！
新ボランティアグループ「久万高原をよくする会」の誕生です！
久万高原町の地域活性化へ向け若者結束！
新ボランティアグループ「久万高原をよくする会」の誕生です！

刈った草はゴミ袋に入れて集め、堆肥の原料として農家に
引き取ってもらいました。
こんな有効利用もあったのか！？と驚きです！

今回は、子ども達
の安全な遊び場
の確保として、自
主的に清掃活動
を行いました！
（場所：笛ヶ滝公園）オレンジ色のユニホーム

を着て活動しています！
皆さんも一緒に活動しま
せんか！？
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《収　入》 （円）
項　　　目 金　　　額 備　　　　　　　　　考

会費収入 2,167,900 町内一般・特別・法人会費　町外特別会員
寄付金収入 2,463,916 まごころ銀行等寄付金
補助金収入 62,796,950 久万高原町・愛媛県社協事業補助金
助成金収入 19,790 その他助成金収入
受託金収入 33,987,525 久万高原町・愛媛県社協事業受託金
事業収入 1,998,400 柳谷通所事業・成年後見制度事業等　事業収入
共同募金配分金収入 3,317,113 一般募金配分金・指定配分金・歳末たすけあい配分金
介護保険収入 94,455,605 居宅介護支援・訪問介護・通所介護事業収入
自立支援費等収入 3,036,255 障害者在宅サービス事業収入
その他の収入 7,232,816 退職共済預け金返還金収入
雑収入 199,536 雑収入
利息等配当金収入 75,794 基本財産等　受取利息収入
経理区分間繰入金収入 8,306,762 事業単位間での資金振替額
収入合計 220,058,362

資金収支決算書（平成18年 4月 1日～平成19年 3月 31日）

平成 18年度  一般会計決算報告

《支　出》 （円）
項　　　目 金　　　額 備　　　　　　　　　考

法人運営事業費 53,087,723 法人運営に関する事業費
福祉活動専門員事業費 7,355,530 福祉活動専門員設置事業費
居宅介護支援事業費 26,169,885 居宅介護支援事業費（介護保険）
訪問介護サービス事業費 50,582,457 訪問介護事業費（介護保険）
通所介護事業費 40,096,414 通所介護事業費（介護保険）
障害者自立支援事業費 2,758,383 障害者在宅サービス事業費・移動支援事業費・相談支援事業費
在宅サービス受託事業費 10,233,755 久万高原町受託事業費（外出支援サービス・生活管理指導員派遣事業等）
在宅介護支援センター事業費 1,448,440 在宅介護支援センター事業費
福祉バス運行事業費 4,500,000 福祉バス運行事業費
施設サービス受託事業費 9,065,470 高齢者支援ハウス運営費
心配ごと相談事業費 648,422 心配ごと相談・法律相談開設事業費
まごころ銀行運営事業費 3,104,415 まごころ銀行運営事業費（助成金・見舞金等）
共同募金配分事業費 3,906,663 共同募金事業費（一般募金配分・指定配分・歳末たすけあい配分）
資金貸付事業費 242,140 生活福祉資金貸付事業費
支出合計 213,199,697

（円）
資　産　の　部 負　債　の　部

科　　　目 当年度末 科　　　目 当年度末
流動資産 60,280,494 流動負債 13,487,493
　　現金
　　預貯金
　　未収金
　　立替金
　　小口資金貸付金

50,000
41,912,209
17,683,891
514,394
120,000

　　未払金
　　預り金

11,770,425
1,717,068

固定資産 119,138,157 固定負債 46,814,670
　基本財産
　　基本財産特定預金

　　退職給与引当金 46,814,670

　その他の固定資産
　　建物付属設備
　　構築物
　　車輌運搬具
　　器具及び備品
　　退職共済預け金
　　福祉活動事業積立預金
　　まごころ銀行積立預金

106,138,157
350,931
189,764
4,722,319
3,720,557
46,814,670
16,653,365
33,686,551

負債の部合計
純　資　産　の　部

基本金 13,000,000
国庫補助金等特別積立金 3,873,427
その他の積立金 50,339,916
　　福祉活動事業積立金
　　まごころ銀行積立金

16,653,365
33,686,551

次期繰越活動収支差額 51,903,145
　次期繰越活動収支差額
　　前期繰越活動収支差額
　　当期活動収支差額

51,903,145
46,274,906
5,628,239

純資産の部合計 119,116,488
資産の部合計 179,418,651 負債及び純資産の部合計 179,418,651
脚注　１．減価償却費の累計額　11,091,046 円

貸借対照表（平成 19年 3月 31日現在）

13,000,000
13,000,000

60,302,163

当期資金収支差額 6,858,665
前期末支払資金残高 39,934,336
次年度繰越資金残高 46,793,001
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☆　平成 18年度まごころ銀行にお寄せいただきました預託件数は 47件、
　金額で 2,240,916 円の多額に成りました。誠に有り難うございました。
　皆様方の預託金は、《まごころ銀行積立金》の造成をはじめ、様々な福
　祉活動費として活動させていただきます。
☆　ご寄付についてのお礼は、広報「久万高原」に掲載させていただき、
　個別にお礼状を送りさせていただきましたので、ご了承いただきますよ
　うお願い致します。

（平成 18年 4月 1日～平成 19年 3月 31日）

勘　定　科　目 決　算　額 備　　考
通信運搬費 20,000 切手代
災害等見舞金 40,000 火災災害見舞い金
福祉バス 1,600,320 福祉バス委託金

歳末たすけあい
配分事業費 7,415 歳末たすけあい配

分事業負担金

奨学生助成金 1,036,800 奨学規程による奨
学金

助成金 100,000 久万保育園幼児祭
り開催費

共同募金指定配
分事業購入費 299,880

町子ども見守り隊
ステッカー・マグ
ネット購入費

合　　　　　計 3,104,415

勘　定　科　目 決　算　額 備　　考

前期末支払資金
残高 5,503,914

寄付金収入 2,240,916 寄附金収入　47件

受取利息配当金
収入 33,286 預貯金利子

合　　　　　計 7,778,116

【支出の部】　　　　　　　　　　　　       　　　　　        （円）【収入の部】　　　　　　　　　　　　       　　　　　        （円）

表 紙 の ご 紹 介 !!

［収入合計］　　　　　７, ７７８, １１６円
［支出合計］　　　　　３, １０４, ４１５円

［次年度繰越金］　　　４, ６７３, ７０１円

☆《まごころ銀行積立金合計額》
　　　　　　　　　３３, ６８６, ５５１円

 　地域を活気づけようと町在住の若者が集まり、平成 18 年 11 月、『久万
高原をよくする会』が結成されました。現在の会員は、20 ～ 30 代の 10
名で、主にボランティア活動や、勉強会を開催し、地域活性化や福祉向
上などに向けて活動を行っています。

 結成されてまだ半年と短い為、試行錯誤のうえ活動しているとの事です
が、とりあえず『できる事からはじめて行こう！』という思いから、清
掃活動などのボランティア活動を行われています。

 『オレンジ色のユニホーム団体を
見た時は、怪しい集団！？と思
わず、気軽に声をかけて下さい。』
とのメッセージを頂いています
ので、皆様気軽に声をかけてあ
げて下さい。また、『一緒に活動
して頂ける方々も募集中！』と
いう事ですのでぜひとも参加下
さい！

『久万高原をよくする会』の活動の一場面です！投げ捨てられたゴミの多さに驚きです！
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サマーボランティアキャンペーン２００７！

年間保険料

基 本
タイプ

天 災
タイプ

Ａ
  280 円

Ｂ
  460 円

Ｃ
  650 円

Ａ
  520 円

Ｂ
  880 円

Ｃ
1,280 円

 障害事故
ボランティアがボラン
ティア活動中の偶然・外
来の事故によりケガをし
た場合に保険金をお支払
いします

活動を支えます！
平成１９年度　ボランティア活動保険

※対象となる主な例

清掃ボランティア活動
中、転んでケガをした

ボランティア活動に
向かう途中、交通事故
にあった

活動中、食べた弁当で
ボランティア自身が
食中毒になった

入浴ボランティア活動
中、誤ってお年寄りに
ケガをさせた

家事援助ボランティア
活動で清掃中、誤って
花びんを落とした

自転車でボランティア
活動に向かう途中誤っ
て他人にケガをさせた

 賠償事故
ボランティアがボランティ
ア活動中の偶然な事故に
より他人にケガをさせた
り、他人のものを壊したこ
とにより法律上の損害賠
償責任を負った場合に保
険金をお支払いします

※対象とならないボランティア活動
自発的な意思による活動とは考え難いもの・組織運営や団体構成員の親睦のための活動eｔｃ

久万高原町社会福祉協議会では、久万高原町ボランティア連絡協議会会員については、
基本タイプＡに全員加入しております。
ボランティア活動をされる方は是非、久万高原町社会福祉協議会までご相談ください!!

　皆さんが自然にボランティア活動に参加できるよう、昨年に引き続き、今年度もサマーボランティ
ア・キャンペーンが実施されます。

　キャンペーン期間中は、さまざまなボランティアが募集されています。

　久万高原町社会福祉協議会で配布しているボランティアイベントブックをご覧いただき、自分に
あったボランティアを見つけたら、そのボランティア活動に参加してみませんか？

　自分の意思で、無理せず、楽しく、できることから始めてみましょう。

　なお、ボランティアイベントブックの情報は、愛媛ボランティアネット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（http://nv.pref.ehime.jp/）にも掲載しています。
お問い合わせ先は？
　◎久万高原町社会福祉協議会
　　本　　所　　（0892）21－ 0800　　　面河支所　　（0892）50－ 1833
　　美川支所　　（0892）56－ 0750　　　柳谷支所　　（0892）54－ 2941
　◎愛媛県　県民環境部　県民活動推進課
　　〒 790－ 8570　愛媛県松山市一番町４丁目４－２　（089）912 － 2305

今年の夏、ボランティア活動を通じて新しい自分を再発見してみませんか？

サマーボランティアキャンペーン２００７！
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10 月
日 火 水 木 金 土月

3 4 51 2 6

7 9 10 11 12 138

14 16 17 18 19 2015

21 23 24 25 26 2722

28 29 30 31

9 月
日 火 水 木 金 土月

1

2 4 5 6 7 83

9 11 12 13 14 1510

16 18 19 20 21 22

26 27 28 29

17

23

30

2524

8 月
日 火 水 木 金 土月

321 4

5 7 8 9 10 116

12 14 15 16 17 1813

19 21 22 23 24 2520

26 28 29 30 3127

7 月
日 火 水 木 金 土月

321 4 5 6 7

8 10 11 12 13 149

15 17 18 19 20 2116

22 24 25 26 27 2823

29 3130

11 月
日 火 水 木 金 土月

2 3

4 6 7 8

1

9 105

11 13 14 15 16 1712

18 20 21 22 23 2419

27 28 30292625

○印…心配ごと相談
△印…司法書士法律相談
□印…弁護士法律相談

※下記、各種相談ごとの日程については、場合によって変更されることがあります。事前に久万高原町広報や久万高
　原町役場防災行政無線放送でお知らせします。

12 月
日 火 水 木 金 土月

1

2 4 5 6 7 83

9 11 12 13 14 1510

16 18 19 20 21 22

26 27 28 29

17

23

30 31

2524

地区 開　設　場　所 時　間 担当者 問い合わせ窓口
久万 久万町民館

9：00
～

12：00

人権擁護委員
行政相談委員
民生委員

社協本所　　    21－0800
面河 面河住民センター 社協面河支所    50－1833
美川 美川農村環境改善センター 社協美川支所    56－0750
柳谷 久万高原町役場柳谷支所 社協柳谷支所    54－2941

※　どの相談所でもご利用いただけます。
※　久万・美川地区は毎月、面河・柳谷地区については偶数月に開設しております。

心配ごと相談所

相談所名 開設場所 時　間 問い合わせ、予約受付窓口

弁護士法律相談 久万町民館
10：00
～

15：00

 社会福祉協議会
 本所　　　　    21－0800

司法書士法律相談 美川農村環境改善センター
10：00
～

12：00

 社会福祉協議会
 美川支所　　    56－0750

※　弁護士法律相談は奇数月、司法書士法律相談は毎月開設しております。
※　予約が必要ですので、事前に予約受付窓口までご連絡お願いします。

法律相談所
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　柳谷支所では、旧社協から引き継いだ単独のデ
イサービス事業を行っています。平成9年の4月
にスタートして、早いもので今年で10年目に突
入しました。このデイサービスの特徴は何と言っ
ても、送迎バスの運転、昼食の調理員が地域の方
達によるボ
ランティア
で 支 え ら

れていることです。ボランティアの方自身の高齢
化など、いろいろと問題はありますが、現在34
名の方のご協力を頂いています。
　「いつでも、言えよ」「毎月調理は入れといて
やの」とうれしい言葉をかけてもらい、感謝して

います。特に冬場の運転には神経を使い、事故の
無いように心がけて頂いています。また、調理の
方達には自宅で採れた、旬の野菜を持って来ても
らい、新鮮な食材で調理をすることが出来、利用
者74名の大きな支えになっています。
　これからも、地域の方に支えられこのデイサー
ビスがいつまでも続くことを願っています。

柳谷デイサービス事業

柳谷デイサービス一日のスケジュール

事 業 所 紹 介

9:30 ～ 10:00 10:00 ～ 11:30 11:30 ～ 12:30 12:30 ～ 14:30 14:30 ～ 15:00

送迎
(いらっしゃ～い)

病院・手芸・ゲー
ム等

ランチタイム
(待ってました )

病院・手芸・雑談 送迎
(気をつけてね～)
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～あんしんして生活が送れるように～

最近物忘れが多くて、財布
や通帳等どこに置いたか分
からなくなってしまう…。

こんなとき ！ 社会福祉協議会がお手伝いします ！

一人暮らしの生活がなん
となく不安だわ。どうすれ
ばいいんだろう。

知らない間に預金が引き
出されているようだ。

支援内容
　・福祉サービスの利用援助
　・日常的な金銭管理
　・書類等の預かり社会福祉協議会までご相談下さい。

この事業の担当者（専門員）がご本人を訪問・面接し、お話を伺います。

生活支援員が支援計画（契約書）にもとづいてお手伝いします。

ご本人と社会福祉協議会が、契約を結びます。

ご本人のサービスの利用意思を確認し、これから行うサービスの計画を立てます。

福祉サービス利用援助事業 （地
ちいきふくしけんりようごじぎょう

域福祉権利擁護事業）

～あんしんして生活が送れるように～

福祉サービス利用援助事業
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暑い季節になりまし
た。皆さん水分補給
は十分ですか？
私はこの暑さに“ダ
イエット”なんて
言葉も忘れ大好きな
ビールを毎日飲んで
違う意味の水分補給
をしています。第２

の成長期？と思うほど・・・マルマル・コロコ
ロとした体型になりながら・・・しかしこんな
私にも白馬に乗らないマルマル・コロコロとし
た王子様が現れて結婚することになりました。
８月からは「西森久美」として在宅に笑顔と安
心をお届けできればと思います。これからもよ
ろしくお願いします。

皆さん、こんにちは。社
協柳谷支所に勤務してい
る、羽澤さんの紹介をし
ます、私　？私は紹介者
Xです。まず、性格は時
と場合によりますが、結
構いられです。趣味は映
画鑑賞、旅行、ウォーキ
ングなどなど、でも最近
は映画館に入ると「睡魔が襲ってくるんよ」と一人
呟いてるのをよく耳にします。年に一度、ストレス
解消の旅行も、つい貧乏性が出て、おいしい物も我
慢、我慢で解消どころかストレスをためて帰るよう
です（笑）・・・日課のウォーキングは、本人曰く「ぼ
け防止」だそうですが実際はどうなのかな？以上簡
単ですが紹介を終わります。
「本当、簡単やね」（本人）

久万高原町社会福祉協議会 職 員 紹 介 ! !

美川支所　介護職員

室崎　久美
柳谷支所　庶務係長

羽澤　紀子

福祉機器貸出事業

　久万高原町に在住する方で、介護保険の福祉用具貸与事業の手続きをしているが、年末年始
等の休日で契約事業所からの物品搬入が困難な場合や、足を骨折し在宅で療養しているが車椅
子等の移動機器が無く外出が出来ない時などの困ったときに貸出料金無料でご利用出来ます

［貸出期間］
原則１ヶ月以内（場合により３ヶ月まで延長可）
［機器搬入出］
社協職員が行います
［注意事項］
※　施設入所・病院入院の方は利用出来ません
※　原則として介護保険制度や身体障害者福祉
　法等の制度が優先です
※　利用者からの機器の指定（メーカー・型式等）
　は対応できません

《貸出内容等》
★電動ベッド　　　★入浴用介護用品
★ギャッジベッド　★排泄関係介護用品
★エアーマット　　★車椅子
★その他貸出機器として設置している備品

《貸与機器》

☆このようなときに無料でご利用になれます


