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社会福祉法人　
笛吹市社会福祉協議会 平成21年度　収支決算の状況

平成21年度決算の経常活動による収支差は、約６，９００万円となりました。

経常活動収支決算
○　収入 単位：千円

○　支出 単位：千円

項　目
会 費 収 入
寄付金収入
補助金収入
助成金収入
受託金収入
事 業 収 入

介護保険収入
支援費収入
その他収入

計

人件費支出
事務費支出
事業費支出

共同募金
分配金事業支出

助成金支出
負担金支出
その他支出

計 676,437

当期収支差 68,987

100.00%
40,516 5.99%
27,145 4.01%
4,271 0.63%

7,458 1.10%

71,824 10.62%
36,593 5.41%
488,630 72.24%

745,424 100.00%
7,060 0.95%
8,100 1.09%

482,882 64.78%

共 同 募 金
配分金収入 7,458 1.00%

4,408 0.59%
146,115 19.60%

100 0.01%
65,490 8.79%
6,355 0.85%
17,456 2.34%
金額 比　率

項　目 金　額 比　率

収入

その他収入

会費収入

寄付金収入

補助金収入

助成金収入

支援費収入

受託金収入

事業収入

人件費支出事務費支出

共同募金
分配金事業費

助成金支出
負担金支出

その他支出

事業費支出

共同募金
配分金収入

介護保険収入

支出

支出+収支差 745,424
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平成２２年度　一般会計収支予算
経常活動収支予算（経理区分間繰入金収入・支出を除く）

○　収入 単位：千円

○　支出 単位：千円

項　  目

会費・寄付金収入

補助金･助成金収入

受 託 金 収 入

事 業 収 入

共 同 募 金
配 分 金 収 入

介護保険収入

支 援 費 収 入

そ の 他 収 入

計 746,590 709,047 37,543

5,378 5,169 209

8,749 7,207 1,542

490,687 462,645 28,042

7,672 7,426 246

7,008 6,258 750

141,638 139,970 1,668

67,798 63,008 4,790

17,660 17,364 296

H22 予算額 H２１予算額 比   較

項　  目 H22 予算額 H２１予算額 比   較

人件費支出

事務費支出

事業費支出
共同募金

分配金事業支出

助成金・負担金支出

その他

計 746,590 709,047 37,543

36,770 40,324 ▲ 3,554

35,897 29,851 6,046

7,672 7,426 246

90,082 89,589 493

43,504 46,907 ▲ 3,403

532,665 494,950 37,715

支出収入その他収入1％ 会費・寄付金
収入2％

受託金収入
19％ 人件費支出

71%

その他5％
助成金・
負担金支出5％

共同募金
分配金事業
支出1％

事業費
支出12％

事務費
支出6％

補助金・
助成金収入
9％

事業収入1％

共同募金
分配金収入1％

介護保険
収入66％

支援費収入
1%
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平成22年度
●基本方針
　本格化する少子高齢化や核家族化の進展、産業構造の変化やライフスタイルの多様化
などにより家庭や地域で相互に支えあう機能の低下がもたらされ、行政等では対応でき
ない生活・福祉課題に地域全体で取り組むことが一層求められています。
   こうした状況の中、積極的に地域に出向き市民に信頼される社会福祉協議会となる
よう、地域福祉活動計画を基本にして、住民の主体的な参加・協力のもとに地域の特性を
活かした地域福祉活動を展開してまいります。

　笛吹市社会福祉協議会は、｢安心して暮らせる　幸せあふれるまちづくり」をテーマに、住民参加の地域福祉
活動を展開しています。会費は、行政からの補助金や委託金、共同募金助成金、寄付金などと合わせて、様々な
地域福祉事業に使われます。昨年度は、１５，４２５世帯から、１５，４１０，３００円のご協力をいただきました。
　今年度も、各区長・組長さんを通じてお願いさせていただきましたが、ご理解とご協力をお願いします。

普通会員　１世帯　１，０００円　　　賛助会員　１口　２，０００円　　　特別会員　１口　５，０００円

福祉のまちづくりのための貴重な財源として活用されます。

★一世帯１，０００円のご協力をお願いいたします★

●重点目標

１　地域福祉活動計画の推進
２　ボランティア・市民活動の充実
３　介護保険事業の経営安定とサービスの質の向上
４　地域活動支援センターの充実
５　指定管理施設の適切な管理・運営

社協会費へのご協力のお願い

介護予防事業（やってみるじゃん）夏休みボランティア体験

事　業　計　画

ひとり暮らし高齢者会食会
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特別会員会費　ご協力ありがとうございました。
社会福祉協議会では、地域福祉活動を円滑に進めるために、多くの企業・事業所等の皆様にご賛同をいただき、
特別会員にご加入をいただきました。心からお礼申し上げます。今年度もご理解とご協力をお願いします。

◆石和町
㈱石和植木 ホテル平安 ㈲ホテル千石 ㈲旅館喜仙 ㈲和風旅館峯
㈱常盤ホテル ㈱旅館きこり ホテル八田 ㈱ホテルふじ ㈲かげつ
㈲ きぬ川 ㈲ホテルくにたち ㈲ホテル甲斐路 ㈲京水荘 ㈲君佳 
㈲石和ビューホテル ㈲石和酒販 笛吹ゴルフセンター㈲ ㈲笛吹川旅館 緑水亭ﾎﾃﾙやまぶき
ローソン石和温泉店 ホテル東洋 石和タクシー㈱ ㈲石和錦鯉ｾﾝﾀｰ ㈱川阪食品
㈲富士野屋夕亭 医療法人 石和温泉病院 糸柳別館　和穣苑

日産プリンス山梨販売㈱笛吹石和店

㈱宮下測量
友愛工業㈱ 穴水㈱ﾄﾞｸﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ石和店 医療法人 小林医院 昭和測量㈱
㈱大沢商店 沢田屋薬局 山梨県民信用組合石和支店

茂手木歯科医院

奈須医院
若葉屋 石和華やぎの章 慶山 ㈲凧屋

鈴木時計店

㈱初鹿野商店
風間建設㈱ ㈱川合商店 日之出観光自動車㈱

㈲深澤石材店

㈲田中新聞店
㈱秋山 ㈱寺本商店 深 雪 温 泉

㈲ホテル甲子園

古屋眼科
㈱スルガ（駿河屋） おしゃれの店　フジタ ㈱カモシタ

小松商事㈱

コマツガーデン㈲
若月医院　眼科・歯科 ㈲石和交通 ㈱三和（ホテル石庭）

秋山酒類販売㈱

㈲ブックスアマノ
㈲英ﾄﾗﾍﾞﾙﾋﾞｭｰﾛｰ ㈱日食 ㈲ドゥーアップ

㈱小松遊覧農場

㈱天野建設設計事務所
甲府信用金庫　石和支店 ㈱協佑社事業所コルモラン ㈱甲州ほうとう小作

医療法人 イワマ歯科

サンライズ河野
アピタ　石和店 ｲｵﾝ空館トルエ スパランド・ホテル内藤

カーテンじゅーたん王国

㈱田丸
理工ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 保坂自動車整備工場 しむら医院

㈲広瀬商事

㈲梶田種苗
㈲住まいの空間佐野 佐野建築設計事務所 学良舎㈱ 

塩沢自動車整備工場㈲

秋山プロセス㈱
㈲諏訪建材 ふえふきこどもｸﾘﾆｯｸ サンリツテクノ

㈱ファルケン山梨

㈱富士サービスセンター
甲菱運輸㈱ 日本電子サービス㈱ ㈲エルテック

中込建設工業

野村歯科クリニック
直井運送㈱ ㈲東邦ハウス工業 日昇建設㈱

ウエルシア薬局ナカヤ石和店

新富㈱石和工場
㈱芦沢組土木 ㈱小林事務機 ホテルうかい

㈱関東リース興業

㈲協英ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店
㈱神宮司建築設計測量事務所 鬼久ヶ島精工㈱ ㈱岡工業 

浅間ﾚﾝﾀｶｰ㈲

㈲森沢運送
㈱望月建業 ㈲アイネイン山梨 山梨エール便

㈲ホテルホリデーイン VIVI

立川商会
ホテルシャンテ石和 シナネン関東ｶﾞｽ販売㈱ ホテルパティオアネックス

㈱ジーレンタル

㈲マルトミ

㈱雄松堂書店オペレーションセンター

㈲ミサワ ホテルエルム

明友機工㈱石和営業所

ネッツトヨタ山梨㈱勝沼バイパス石和店

日東物産㈱東部営業所 ㈱大洋

ホテルツーリング
㈱梶原乳販峡東支店

藤本電業㈱・藤本林業㈱ ホテルやまなみ

㈲岡部タクシー 山内煙火店㈱
岩野㈱

おの整形外科ｸﾘﾆｯｸ 清水内科ｸﾘﾆｯｸ

ホテル花いさわ ㈱ミヤカタ
エレガローザ石和

㈱筒井建設 富士空調㈲

石和健康ランド さいぐさ歯科
ラーメン専科新石和店

㈱ SPC 有電㈱
㈲松山興業 浅川住宅設備㈲

平成２１年度ご協力いただいた、企業・事業所の皆様（順不同・敬称略）

◆一宮町 
㈲一宮交通 ㈱駒井ニット 田中電気 ㈱佐野緑化土木 ㈱サン防災設備工業
㈱洋菓子舗ウエスト 大和運送 桔梗屋㈱ 小川商会㈱一宮事業所 ㈱松下製作所
一宮温泉病院 ㈱ブレーンズ いちのみやケアセンター 土井精工㈱ ㈱ニシムラ
セブンイレブン山梨一宮中央店 弦間医院 雨宮自動車興業㈱ やさしい手笛吹事業所 ローソン山梨一宮末木店
山一窯業㈱一宮工場 エルテックサービス㈱ 山梨中央銀行一宮支店 ㈲ネオ ㈱浅間園
㈱見晴し園 アルプスワイン㈱ ㈲早川運輸 ヤマヨセメント㈱ 大和工機㈱
矢作洋酒㈱ 山梨ミラクトラン㈱ 幸徳会サンテいちのみや ㈱ルミエール 渡辺建工㈱
㈱山下工務店 ㈱タイキ 三森歯科 日本システムウエア㈱ あさま保育園
相興保育園 あゆみ保育園 木の花保育園 都保育園 一宮保育園
日川中央葡萄酒㈱ 漬物センター昇谷 一宮温泉病院長  斉藤義昭

コニカミノルタオプトプロダクト㈱ ニュー山梨ワイン醸造㈱ ㈱日興製作所 大伸運輸倉庫㈱ 柳屋
サンシン美装 錦生パン出月 腕相撲酒造㈱ 御坂農園グレープハウス ㈱三和商会
滝田建材㈱ ㈱地場工務店 双葉商事㈱ サンフーズ㈱ ㈱雨宮金属
山梨中央交通㈱ 味の甲州わさび漬センター ㈱飯塚工業 ㈱立沢化成 ㈲風間自動車工業
アデコ㈱山梨工場 ㈱古屋工業 ㈱美和運輸 東八防災㈱ ㈲タナカ設備
篠原医院 ㈱カムイリゾート開発篠原歯科医院 梶原商店 ㈱日工建設
白倉商店 相鉄ゴルフ㈱ 鈴健興業㈱ 村松油店 ㈱友喜油店
㈱協和住建 ㈱小山電気 中村管材㈱ ㈱三和リース 渡辺ミナミ SS

◆御坂町 
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◆八代町 
    ㈲富士環境メンテナンス   中村自動車整備工場 ローソン笛吹八代店　　　中村米穀店 　　 八代観光㈱
ローズガーデンさいとう 　㈲椚設備 　　　　㈱飯田油店 　　　　滝沢電気㈱ 　　　たけい歯科医院
協和電気㈱ 　　　　　美咲園                      小山荘　　　　　　　　　風間興業㈱　　　　　　 ㈲前島園芸
八代醸造㈱　　　　　　　　 矢崎興業㈱　　　　　　 ㈲加々美組　　　　　　　 ㈲石原モータース　　　　加賀美百貨店㈲
芝垣工務所　　　　　　　　 祐吉　　　　　　　　　 山本塗装　　　　　　　　㈲東部ガス興業　　　　　㈱セイプラ
丸山製作所　　　　　　　　 ㈱河野組   　　　ウッドストックカントリークラブ　  江戸屋　　　　　　　　 加賀美アーチェリー
㈲相川工務店

◆境川町    
㈱葵精螺製作所山梨工場　　 飯田鉄工㈱　　　　　　 エンドレスハウザー山梨㈱　     ＯＢＡＲＡ㈱　　　　　　 クリフ㈱山梨工場
㈱笛吹　　　　　　　　　　 ㈱境川カントリー倶楽部　　　㈱潤工社　　　　　　　   ㈱福島運輸　　　　　   ㈱降矢技研
㈱ミクニ工業所　　　　　　 竜沢自動車整備工場　　 宮川石油　　　　　　　   境東石油　　　　　　　 山梨牛乳運送㈱
㈲テクノクリート　　　　　　 高畑精工㈱　　　　　　 ㈱サンフードジャパン甲府境川センター 

◆春日居町    
若尾電装冷機サービス㈲　   栄和交通㈱                甲州屋　　　　　　　　　小松石材店　　　　　　 ダスキンきたふじ
三科医院　　　　　　　　　 春日居農産物直売所　　 ㈲関動物病院 　　　　ホテル春日居           　 春日居町老人クラブ連合会
諸角歯科医院　　　　　　　 シェソワ甲斐の杜　　　　春日居ライフピアマンション　　 春日居びゅーほてる　　 サンコー貴金属㈱
黒部工務店㈲　　　　　　　 ㈲サンワ企画　　　　　 フルーツ山梨農業協同組合春日居支所

◆市外    
リコー販売㈱　　　　　　　 ㈱甲府キンダイサービス　    日本連合警備㈱　　　　　 ㈲メンテック調和          ワタキューセイモア㈱
㈲空研                          住友三井オートサービス㈱　　　㈱アイディライト　　　　　コカ・コーラジャパン㈱　　　 ㈱クレスト

皆様からご寄付や物品をいただきました。ここに厚くお礼申し上げます。
 社会福祉事業のために、大切に使わせていただきます。（順不同・敬称略 )　

◆石 和 町 　ユニー（株）アピタ石和店　　 石和東小学校児童会    
◆春日居町　 ボランティア山ゆりの会    
◆御 坂 町 　御坂ゲートボール愛好会　　  石原昭人　　堀内實    
◆八 代 町 　八代小学校児童会　　　　　ボランティアひまわりの会　　望月昇　　川口勝彦    
◆境 川 町 　手芸ボランティアの会    

望月昇様から絵画を
いただきました

手芸ボランティアの会からリフト
アップテーブルをいただきました。

八代小学校児童会から介護用
ベッドをいただきました。

平成２２年１月１日～平成２２年５月３１日受付分

石和東小学校児童会から
車いすをいただいたきました

多くの皆様から善意が寄せられました
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受 講  生  募 集
訪問介護員養成研修（２級課程）
（ホームヘルパー）

研修修了後は、訪問介護員２級の認定資格が

得られます。福祉・介護の専門知識を深め福祉

分野で活躍してみませんか。

対 象 者

募集定員
受 講 料
申込期間

申込方法

研修日程

県内在住で講義及び実習に通学可能で、心身ともに健康な者
全日程受講可能な方
２５人（先着順）
５０，０００円　（テキスト代、実習費等含む）

平成２２年７月５日（月）～７月２１日（水）
受付時間　午前８時３０分～午後５時３０分（土曜日・日曜日・祝日は除く。）  
「訪問介護員養成研修申込書」に必要事項を記入の上申し込んでください。  
申込書は笛吹市社会福祉協議会本所、石和・御坂・一宮・境川・境川・春日居・芦川の
各地域事務所の窓口にあります。
直接上記窓口へお申込み下さい。
＊受講料は開講式当日に納入していただきます。なお開講式後に中途で辞める場合は返金いたしません。
　また申し込み締切日以後、開講式までに取りやめる場合は、テキスト代等準備したものについては実費の負担を
　いただきます。

期　日

8月　２日（月）

8月　４日（水）
8月 ６日（金）
８月  7日（土）
８月 ９日（月）
８月11日（水）
８月18日（水）
８月20日（金）

８月２１日（土）

８月２３日（月）
８月２５日（水）
８月２7日（金）
８月３０日（月）

８月29日（日）

９月 １日（水）

内　　　　容 内　　　　容
開講式
福祉理念とケアサービスの意義
福祉サービスを提供する際の基本的態度
サービス提供の基本視点
障害・疾病の理解
高齢者の福祉制度とサービス
障害者（児）の福祉制度とサービス
ホームヘルプサービス介護概論
ホームヘルパーの職業倫理
在宅看護の基礎知識
リハビリテーション医療の基礎知識
医学基礎知識
高齢者の心理と家族の理解
相談援助とケア計画の方法
家事援助の方法
障害者（児）の心理と家族の理解
住宅改造・福祉用具に関する知識
介護事例検討
レクリエーション体験

介護概論と介護の基本視点
訪問介護計画の作成・記録と報告
訪問介護計画の作成・記録と報告
基本介護技術
基本介護技術
基本介護技術
基本介護技術
基本介護技術
基本介護技術
基本介護技術
ホームヘルパー同行訪問・デイサービス実習
ホームヘルパー同行訪問・デイサービス実習
デイサービス実習
ホームヘルパー同行訪問・デイサービス実習
ホームヘルパー同行訪問・デイサービス実習
介護施設実習
介護施設実習
閉講式

期　日
９月 ３日（金）
９月 ６日（月）
９月 ８日（水）
９月  ５日（日）
９月１０日（金）
９月１２日（日）
９月１３日（月）
９月１５日（水）
９月１７日（金）
９月２０日（月）
９月２２日（水）
９月２４日（金）
９月２５日（土）
９月２７日（月）
９月２９日（水）
１０月 １日（金）

１０月 ４日（月）

「講義」５８時間「実技」４２時間「実習」３０時間　計１３０時間

（平日は午後６時から３～４時間、実習は終日、土・日曜日は午前８時３０分～午後６時）

会　　場 八代福祉センター（笛吹市八代町南３２６－１）及び実習協力施設
問 合 先 社会福祉法人　笛吹市社会福祉協議会（地域福祉課）　電話　０５５－２６５－５１８２

＊研修期日及び内容については、都合により変更になることがあります。  
＊申し込み人数が少数の場合は、取りやめる場合があります。  
＊この研修は、厚生労働省の「訪問介護員養成研修事業実施要綱」に基づき山梨県の指定を受けて行います。  
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講師の先生と一緒に初心者の方のワード・エクセルを
楽しく学べます。パソコンで簡単な文章や表を作成
したい！という方、まずは見学に来てください。パソコン
の数に限りがありますので、興味のある方は事前に
支援センターまで連絡下さい。
日程：毎週月曜日・金曜日
 午前10時～午後12時
見学者、参加者募集中です（＾V＾）

パソコン教室

デイケアでは在宅の精神障がい者の方を応援します。
仲間作り、趣味探し、自立に向けての学習、相談など
様々な形でお手伝いします。
日程：毎週火曜日・金曜日午前９時半～午後3時
見学者、参加者募集中です（＾U＾）

問合わせ先
社会福祉法人　笛吹市社会福祉協議会
障害者地域活動支援センター「ふえふき」
電話：０５５－２６３－１７７７
FAX：０５５－２６３－１７６９

デイケア

障がいのある子ども達が長い夏休みの間、楽しく有意義
に過ごせるようサマースクールを開催します。
この期間のボランティアを募集中です。
< 日時 >   8 月18 日（水）～ 2１日（土）、23日（月）～
　　　　　25日（水）の７日間　午前９時～午後４時
< 場所 >  御坂農村環境改善センター
　　　　　笛吹市御坂町栗合 374
< 申込締切 > 8月10日（火）
< 詳細・お申込> 支援センターふえふき

サマースクール開催！ ボランティア募集

支援センター「ふえふき」は市内で暮らす障がい者の方を支えます。

笛吹どんどこ太鼓は笛吹市の障
がい者のグループです。毎月第1
木曜と第3土曜、午後１時半～3時

まで御坂道場にて太鼓教室を行っています。年に1回、
笛吹市太鼓フェステバルにも参加しています。リズムに
乗り、太鼓の音を体いっぱい感じて
みませんか？随時参加者募集中（＾－＾）
< お申込 >　支援センターふえふき

太鼓教室開催
家事、料理、掃除、買い物を一緒にしてみ
ませんか？楽しく家事
を体験してみましょう。

日程：毎週水曜日 午前10時～午後12時
参加者募集中です（＾V＾）

家事教室

御坂の畑にて毎週木曜日の午前１０時
から活動中。５月はチンゲンサイ、玉ねぎ、
エンドウなど新鮮な野菜を収穫しました。

これからは、じゃがいもの収穫やさつまいもの苗植え、
大豆まきなど様々な野菜を育てる予定です。
青空のもと、体を動かしてみませんか？
随時参加者募集中！　　　　　
< お申込 >　支援センターふえふき

畑作業

福祉機器貸出し
障害をお持ちの方に車椅子
など中古の福祉
機器の貸出しを

行っています。
< お申込 >　最寄りの社会福祉協議会

手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣

聴覚障害をお持ちの方のために手話通訳者・要約筆記
奉仕員の派遣を行っています。一週間前までに日程、
場所、内容についてお申し込み下さい。
是非ご利用ください。
< お申込 >　支援センターふえふき

視覚障がい者の方へ声の広報を
お届けしています。市内の朗読
ボランティアの方のご協力を得

ながら、笛吹市と社会福祉協議会の広報を
吹き込んだテープをお配りしています。
< お申込 >　最寄りの社会福祉協議会

声の広報発行

点訳サービス

視覚障害をお持ちの方への情報提供の
ために点字資料をお作りしています。
< お申込 >　支援センターふえふき

ながら、笛吹市と社会福祉協議会の広報を

支援センター「ふえふき」通信
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