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平成27年度　予算・事業内容

各会計の予算や事業の内容は次ページ以降で説明しています｡

（単位：円）

平成27年度より一般会計及び収益事業特別会計は社会福祉事業及び収益事業と名称が変更しました。
（社会福祉法人の会計制度改正によるものです。）

つがる市社協だより　②

社会福祉事業

収　入
1,376,089,768円

支　出
1,376,089,768円

人件費支出人件費支出
749,856,278円749,856,278円

事業費支出事業費支出
197,183,516円197,183,516円

事務費支出事務費支出
167,507,892円167,507,892円

次年度繰越金次年度繰越金
239,522,394円239,522,394円

介護保険事業収入介護保険事業収入
874,124,080円874,124,080円

前年度繰越金前年度繰越金
232,205,379円232,205,379円

その他の支出
9,807,688円
予備費 2,000,000円
積立資産支出
2,000円

助成金支出
690,000円
共同募金配分金事業費
7,870,000円
貸付事業支出
1,650,000円

障害者福祉
サービス等収入
14,510,000円
事業収入
1,255,500円
その他の収入
12,306,359円

貸付事業収入 1,650,000円
受託金収入 89,452,100円
補助金収入46,638,000円
寄附金収入 500,000円
会費収入 8,958,000円

収益事業（温泉事業)

事務費事務費
(施設維持管理費)(施設維持管理費)
65,617,722円65,617,722円

つがる市社協では
３つの温泉施設を
つがる市から指定
管理を受け営業し
ています。

しゃこちゃん温泉
じょっぱり温泉
し ゃ り き 温 泉

商品仕入支出商品仕入支出
9,241,000円9,241,000円

消費税･法人税6,500,000円消費税･法人税6,500,000円
　次年度繰越金1,879,126円　次年度繰越金1,879,126円

売店売上売店売上
11,975,000円11,975,000円

指定管理料指定管理料
33,341,000円33,341,000円

賃借料収入賃借料収入
　961,184円　961,184円

入浴料等売上入浴料等売上
73,862,000円73,862,000円

前年度繰越金前年度繰越金
1,498,251円1,498,251円

収　入
121,637,435円

支　出
121,637,435円

人件費支出人件費支出
38,399,587円38,399,587円

老人福祉事業収入老人福祉事業収入
（措置費）（措置費）
94,490,350円94,490,350円



次ページへ

③　つがる市社協だより

◆ 会費収入　市民の皆さまからお預かりした１口1,000
円の一般会費と、各種団体より1口5,000円の賛助会費
を基に、各種事業等へ活用しています。（平成26年度
は一般会費 8,398世帯､ 賛助会費は25団体より会費を
頂いています。）
◆ 寄附金収入　市民や各種団体より頂いた寄附金は各種
事業への活用や､ 介護保険施設に必要な備品等購入に
充てています。

◆ 補助金収入　つがる市より福祉事業を推進するために
支援されている補助金です。県社会福祉協議会から福
祉に関する事業を実施するための補助金です。赤い羽
根共同募金（全地区）と歳末たすけあい募金（木造､
森田､柏地区）が県共同募金会より配分されております。
◆ 受託金収入　つがる市や県社会福祉協議会等から事業
の実施について委託受けているものです。

    主な事業としまして、
　①つがる市からの受託事業
　　 ●ほのぼのコミュニティー21推進事業●福祉安心電
話事業●地域包括支援センター事業●生活困窮者自
立相談支援事業・生活支援体制整備事業等…

　②県社会福祉協議会からの受託事業
　　●日常生活自立支援事業
　　●生活福祉資金貸付事務事業
◆ 貸付事業収入　つがる市民で一般会員の方を対象とし
た、たすけあい資金貸付金の償還金です。

◆ 事業収入　各種事業実施時に参加者より負担金を頂い
ているもの。また､介護保険に該当しない利用者にサー
ビスを実施した場合の利用料も含まれています。
◆ 介護保険事業収入　介護保険サービスを実施時の利用
者からの負担金や国保連からの介護報酬等です。
　 つがる市社協で実施している介護保険サービスを紹介
すると、
　 ●訪問介護事業（ホームヘルプサービス）４ヵ所（木
造､ 森田､ 稲垣､ 車力）●訪問入浴事業１ヵ所（対象
は全地区）●通所介護事業（デイサービス）７ヵ所（木
造①､ 森田②､ 稲垣②､ 車力②）●居宅介護支援事業
（ケアプラン）４ヵ所（木造､ 森田､ 稲垣､ 車力）
　 ●グループホーム２ヵ所（稲垣､ 車力）●特別養護老
人ホーム（短期入所施設含む）２ヵ所（稲垣､ 車力）
◆ 老人福祉事業収入　養護老人ホームぎんなん荘の経営
に伴う､ 入所者の生活費及び施設維持費費等に係る措
置費等の収入です。
◆障害者福祉サービス等事業収入
　 障害者自立支援サービス（障害者のための介護支援
サービス）を実施した場合の利用者からの負担金及び
介護報酬です。
◆ その他の収入　雑収入、預金利息､ 積立金取崩､ 職員
給食費等があります。
◆ 前年度繰越金　平成26年度より繰越す見込みの自主財
源です。現金による繰越金と介護保険収入未収金等の
繰越見込額が合算額として計上されています。

◆ 人件費支出　つがる市社協の地域福祉事業及び介護保
険事業職員の給与等の費用です

◆ 事業費支出　事業費は地域福祉事業及び介護保険事業
実施時に利用者に直接要する費用であり､ 主なものは、
介護用品や食材料の購入､ 施設の光熱費等となってい
ます。

　 また、事業費には社協で実施している様々な地域福祉
事業や委託事業も含まれています。主な事業を説明し
ますと、

　①地域福祉事業及び受託事業
　　 ●社会福祉大会の開催●ボランティア､ リサイクル

活動の推進●小中学校福祉体験活動事業の実施
　　 ●高齢者芸能大会の開催（柏） ●シルバーサロン事
業の実施（木造､ 稲垣）●地域福祉活動計画策定事
業の実施●各地区での福祉まつりの開催●高齢者疑
似体験事業の実施●中高校生ワークキャンプ事業の
実施●会費増強運動及び地区推進委員会の設置●高
齢者を対象とした食事サービスや交流会を実施（木
造、森田、柏、車力）●視覚障がいのある方を対象
とした声の広報活動事業の実施・知的に障がいがあ
る方を対象としたレクリエーション事業の実施

　　 ●一人暮らし老人等を対象とした緊急通報システム
「福祉安心電話」事業の実施等…

　②介護保険事業　収入の部の介護保険をご覧ください。
◆ 事務費支出　事務費は地域福祉事業及び介護保険事業
の事務運営に係る費用のことであり、主に会議等費用
や､ 事務用品の購入、事務運営時に使用する光熱費､
施設の維持管理費などがあります。

◆ 貸付事業支出　たすけあい資金の貸付見込です。（た

すけあい資金の申し込みは各地区の支所で行っており、
上限額は10万円までとなっています。）
◆ 共同募金配分金事業費　上記の補助金収入内の県共同
募金会より配分された事業費は以下の事業に使用し､
地域福祉の向上を図っています。
　①一般募金配分金（赤い羽根共同募金）
　　 ●高齢者を対象とした食事サービスや交流会を実施

（全地区）●シルバーサロン事業の実施（木造）
　　 ●障害者団体等へ支援事業の実施（全地区）●各種

ボランティアの推進（全地区）●母子寡婦会との共
同事業の実施（全地区）●総合相談所の開設（法律
､ 介護､ 一般相談）●高齢者レクリエーション､ ス
ポーツ等の交流事業の実施（木造､ 森田､ 稲垣）

　②歳末たすけあい募金
　　●一人暮らし老人等への見舞金配分(木造、森田、柏)
　　●福祉施設､ 団体等への配分
◆ 助成金支出　つがる市内の小中高校等への福祉活動の
推進や向上を目的とした助成を行っています。
◆ 固定資産取得支出　10万円を超えるような物品や車輌
等を購入するための費用です。
◆ 積立資産支出　将来の財源の安定化を図ること､ また
将来施設等に修繕が必要となった場合において必要な
財源をもつための積立金です。
◆ その他の支出　施設入所者からの自己負担を軽減する
費用や職員･ボランティア等へ提供する給食材料費の
費用等です。
◆ 予備費支出　予算の範囲を越えるような想定外の支出
が緊急的に発生し､ 補正予算等で対応するいとまが無
い場合に使用する費用
◆ 次年度繰越金　前ページの予算額で推移しすることを
前提とし､ 28年度へ繰越す事となる､ 自主財源です。

社会福祉事業(旧一般会計)予算説明･事業内容のあらまし

収入の部

支出の部



平成26年度　決算報告

（単位：円）

つがる市社協だより　④

◆ 入浴料等売上　温泉入浴券販売､ マッサージ機やカラ
オケ使用料等が含まれます。

◆ 売店売上　入浴雑貨品､ お菓子､ アイスクリーム等の
販売売上です。

◆ 賃借料収入　食堂の賃借料や業者が設置している自動
販売機の設置手数料等です。

◆ 指定管理料　つがる市から施設の維持管理を請負に当
たり必要とされる委託料です。

◆ 前年度繰越金　平成26年度の現金繰越金の見込金額で
す。

収益事業(旧収益事業特別会計)の予算説明

◆ 商品仕入支出　売店で販売する品物（入浴用品や菓子
類）を業者から仕入れるための費用です。
◆ 人件費支出　温泉で働いている職員の給与等の費用で
す。当温泉ではフロント業務職員と清掃職員の２つの
業種があります。
◆事務費支出　温泉の維持に掛かる様々な経費です。
　 （光熱費、消耗品費、ボイラー保守料、機器リース料、
館内修理代等です）
◆ 消費税･法人税　入浴料や売店売上等に含まれている
消費税の納付と売上利益に応じて納付する法人税を支
払う費用です。
◆次年度繰越金　平成27年度の売上利益の見込額です。

収入の部 支出の部

一　　般　　会　　計

収　入
1,356,213,132円

人件費人件費
695,920,349円695,920,349円

収　入
121,921,151円

収益事業特別会計（温泉事業）

支　出
1,356,213,132円

支　出
121,921,151円

事務費事務費
133,030,929円133,030,929円

事業費事業費
218,294,436円218,294,436円

次年度繰越金次年度繰越金
278,832,240円278,832,240円

助成金 740,000円
共同募金配分金
7,727,400円
貸付金 725,000円

固定資産取得 10,778,110円
　その他の支出 9,164,668円
　　積立預金積立 1,000,000円

介護保険介護保険
874,074,361円874,074,361円

前年度繰越金前年度繰越金
222,578,551円222,578,551円

その他の収入
15,199,631円

自立支援費 
13,569,798円

指定管理料指定管理料
33,341,000円33,341,000円

入浴料等売上入浴料等売上
69,531,950円69,531,950円

事務費事務費
(施設維持管理費)(施設維持管理費)
69,898,758円69,898,758円売店仕入売店仕入

8,597,697円8,597,697円

消費税･法人税
3,928,987円

事業収入
17,040,641円
貸付償還金
961,500円
共同募金配分金
10,287,400円

受託金 65,930,287円
助成金 4,563,494円
補助金 36,700,000円
寄附金 2,470,312円
会費 8,832,800円

措置費措置費
84,004,357円84,004,357円

人件費人件費
37,753,697円37,753,697円

売店販売売上売店販売売上
11,181,778円11,181,778円

前年度利益
5,980,573円

テナント手数料
1,655,233円

その他の収入
230,617円

次年度繰越利益
1,742,012円



貸借対照表（法人全体)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年３月31日現在 （単位：円）

資　産　の　部 純資産・負債の部

勘定科目 金　　額 勘定科目 金　　額

〔流動資産〕
　小口現金
　預貯金
　未収金
　つり銭
　商品製品（棚卸）
　仮払金

786,421
164,066,482
139,143,697
600,000
388,345
3,843,300

〔流動負債〕
　未払金
　預り金

〔固定負債〕
　退職給与引当金（退職金）

28,177,064
76,929

77,117,071

小　　計 308,828,245 負債の部合計 105,371,064

〔固定資産〕
　基本財産
　固定資産
　長期貸付金（たすけあい資金）
　退職共済預け金（退職金）
　経営基金積立預金
　減価償却費積立預金
　施設修繕等積立預金

26,800,000
34,823,444
10,245,400
77,117,071
90,000,000
19,053,916
40,000,000

　基本金
　国庫補助金等特別積立金
〔その他の積立金〕
　経営基金積立金
　減価償却費積立金
　施設修繕等積立金
　たすけあい資金積立金
〔次期繰越活動収支差額〕
　次期繰越活動収支差額

7,000,000
4,401,130

90,000,000
19,053,916
40,000,000
23,652,945

317,389,021

小　　計 298,039,831 純資産の部合計 501,497,012

資産の部合計 606,868,076 負債及び純資産の部合計 606,868,076

※ 社協だよりに掲載されている､ 予算及び決算は要約したものであり､ 原本はつがる市社協本所･支所にて自由に
閲覧できます。（つがる市社会福祉協議会のホームページでも閲覧可能です。）

⑤　つがる市社協だより

監　査　報　告　書
平成27年５月15日　

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した　　
平成26年度監査結果について次のとおり報告します。

　（１）監査実施日　　中間期　平成26年11月17日､ 18日､ 19日の３日間
　　　　　　　　　　　　決算期　平成27年５月11日～15日の５日間
　（２）監査実施場所　　つがる市社協本所､ 木造支所､ 森田支所､ 柏支所､ 稲垣支所､ 車力支所
　（３）監査対象月日　　平成26年４月１日から平成27年３月31日まで
　（４）監査実施内容　　理事の業務執行の状況及び事業の執行状況､ 法人の財産の状況
　（５）監査結果報告　　 理事の業務執行の状況及び事業の執行状況､ 法人の財産の状況等を監査したところ

正しく執行し､ 正しく示し､ 不整の点はないと認めます。

つがる市社会福祉協議会　　監　事　　川崎　司、相馬　浩明、桜庭　修



つがる市社協だより　⑥

赤い羽根共同募金　　　期間10月1日～3月31日

26年度つがる市共同募金総額　5,834,446円
（木造 2,225,499円、森田 1,104,608円、柏 1,235,619円、稲垣 592,897円、車力 675,823円）

集められた募金額は一端、青森県共同募金会に納められます。

翌年度　　　　　　　　　

各市町村社会福祉協議会事業配分・広域配分が決定されます。

平成27年度のつがる市社会福祉協議会事業配分は
 3,360,000円です。下記の事業に使われます。

・ふれあい昼食会
・シルバーサロン
・身障福祉会共催事業
・ 母子寡婦福祉会共催
事業
・希望の会共催事業
・ 総合相談所開設事業
（法律相談）
・社会福祉大会
・ 高齢者スポーツレク
リエーション事業
・ミニ湯治

・ 一人暮らし高齢者ふ
れあい昼食会

・ふれあい農園事業
・身障福祉会共催事業
・ 母子寡婦福祉会共催
事業

・ 森田いきいき長寿芸
能祭り（盆踊り）

・ 高齢者スポーツ大会
事業

・森田地区夏祭り
• ふれあいコンサート事業
・ わら工芸世代間交流
事業

・ 森田ボランティアセ
ンター事業

・食事サービス
・ふれあい温泉研修
・身障福祉会共催事業
・ 母子寡婦福祉会共催
事業
・心配ごと相談所事業
・福祉推進活動事業費

・食事サービス
・身障福祉会共催事業
・ 母子寡婦福祉会会員
交流事業
・高齢者スポーツ大会
・ 在宅高齢者除排雪事
業

・ 一人暮らし老人新年
会

・障害児・者研修事業
・ 母子寡婦福祉会研修
事業

・ 一人暮らし老人昼食
会ボランティア打ち
合せ会

・ 除雪ボランティア事
業

歳末たすけあい募金　　　期間　12月1日～3月31日

26年度つがる市共同募金総額　4,030,299円
　　　（木造 2,571,545円、森田 378,543円、柏 1,080,211円）

　　　　　　　　　　　　年度内に募金の集められた地区に配分されました。
　　　　　　　　　　　　配分対象
　　　　　　　　　　　　　　一人暮らし高齢者・身体障害児者・寝たきり高齢者・福祉団体等　

木造地区 森田地区 柏 地 区 稲垣地区 車力地区
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本　　　　　所

〒038-3138
つがる市木造若緑52
総務課・地域支援課
☎0173－42－4886
℻  0173－42－4686

つがるつがる市社会福祉大会市社会福祉大会
　　つがる市民のみなさんと社会福祉関係者が
一堂に集い、相互の連携を深め、福祉意識を更
に高めると同時に、地域福祉活動推進の契機と
して開催しています。
　昨年の大会では、「いきいきと安心して暮らせ
る福祉のまちづくり」をテーマに行われました。
　大会は森田小学校吹奏楽クラブによる演奏で
始まり、第一部は児童・生徒の「福祉の作文」
発表、第２部は福祉功労者への表彰と感謝状の
贈呈、第３部はチャリティ芸能ショーで大変賑わ
いを見せていました。

ほのぼのコミュニティ21ほのぼのコミュニティ21
推進事業推進事業

　本会では地域住民と連携を図りながら、お互
いに見守り支えあう体制を整備し、誰もが住み
慣れた地域で安心して暮らせるような地域福祉
社会に取り組んでいます。
　昨年は、見守り活動の推進を図るネットワー
ク研修会を行いました。研修Ⅰでは青森県社会
福祉協議会職員より地域支え合い活動の重要性
を説明していただき、研修Ⅱではつがる警察署
職員による悪質商法の講話があり、地域で支え
合うことの大切さを感じていました。

　心身に障がいを抱える方とその家族、地域住民（ボランティア）が一緒に
ふれあうレクリエーション事業を年２回、北郡社協と共催で行っています。つ
がる市では、冬の一日レクリエーションである「ゆきん子の集い」を担当し、
森田保健福祉センターにおいて開催しました。
　当日は、障がい者が気軽に遊べるボッチャというゲームを行い、お昼は地
元のボランティア（やまぶき会）が作ってくれたカレーライスをご馳走になり
ました。最後は、バルーンアート体験し、楽しい一日を過ごしました。

介護者介護者リフレッシュのリフレッシュの集集いい
　在宅介護を続けている皆さまの介護の悩みや
困りごと、疲れやストレスを少しでも解消でき
るように、「介護者リフレッシュの集い」を開
催しました。当日は、市役所保健師をお招きし、
日頃の抱えていることを相談したり、同じ仲間
同士でグタメギあいながら、介護から離れて
ゆったりした時間を過ごしていました。

青森県身体障害者福祉大会・青森県身体障害者福祉大会・つがるつがる大会大会
　第４０回青森県身体障害者福祉大会・つがる大会が、つがる市生涯学習交
流センター松の館を会場に、県内各地から約３００人の会員が集まり、盛大に
開催されました。当日は、功績のあったみなさんへ表彰があり、地元の北澤
律雄さんが代表で謝辞を述べられました。
　最後に、身体障害者の福祉向上をより一層図っていこうと参加者一同で決
議しました。

馬市馬市まつりパレードまつりパレード
　昨年も馬市まつりパレードに「仮装と踊り部
門」で出場しました。テーマは、つがる市社会
福祉協議会をもじって、ＴＳＫ２１「恋する
フォーチュンクッキー」で、仮装と踊り部門に
エントリーしましたが、残念ながら入賞できま
せんでした。沿道からたくさんの応援や拍手、
ありがとうございました。

西北地区西北地区レクリエーションレクリエーション
　　　　　　「「ゆきんゆきん子子のの集集いい」」
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木　造　支　所

〒038-3138
つがる市木造若緑52

☎0173－42－4660
℻  0173－42－4686

木造地区夏祭木造地区夏祭りり
　木造地区の社協福祉サービス利用者と家族を
対象に『サービス利用者感謝デー』として毎年
開催しています。
　昨年度は、銀杏ヶ丘保育園によるお遊戯や、
木造地区内の老人クラブの方々による芸能
ショーで楽しみました。

木造地区老人木造地区老人クラブクラブ
スポーツスポーツ大会大会

　木造地区老人クラブの会員を対象に、日頃の
運動不足の解消、体力の維持向上と交流を図る
ために行っています。

ボランティアボランティア
推進校事業推進校事業

　要望のある学校には出向き、高齢
者疑似体験や車いす体験を行ってい
ます。
　また、各学校の生徒はぎんなん荘
やデイサービスセンターかっこうの
館の利用者と交流を図ったりしてい
ます。

赤赤いい羽根共同募金 街頭募金羽根共同募金 街頭募金
　地域に根ざした福祉活動を行うため、赤い羽
根共同募金運動の一環として、街頭募金を行っ
ています。昨年は、木造高等学校の生徒にも協
力いただき、木造地区内のスーパー３カ所で行
いました。

秋秋いちばん!のいちばん!の旅旅
　木造地区の福祉安心電話設置者を対象に、リ
フレッシュと設置者同士の交流を図るために、
年１回開催しています。
　昨年は、津鉄に乗って「金多豆蔵」人形劇を
鑑賞しました。

希望希望のの会会
　精神に障がいのある方を対象に、当事者同士
の仲間づくりと、住民の障がいへの理解を深め
ることを目的に、月２回の活動を行っています。
　昨年は、黒石の中野のもみじ山に遠足にいき
ました。
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森　田　支　所

〒038-2816
つがる市森田町森田
月見野277-3
☎0173－26－3836
℻  0173－26－3836

森田地区高齢者森田地区高齢者スポーツスポーツ大会大会
　森田地区高齢者を対象に様々なスポーツ種目を
通してふれあい、お互いの親睦を深め、活力のあ
る高齢者福祉の高揚に資することを目的として行
われます。

わらわら工芸体験学習教室工芸体験学習教室
　森田小学校、育成小学校の児童、森田中学校
の生徒を対象に、高度の技術をもつ講師を迎え、
昔から伝承されてきた郷土技能を学び、昔の森
田地区郷土文化・伝統を伝えながら、わら工芸
作品の作成を通して学習、交流しています。

福祉福祉ふれあいふれあい
コンサートコンサート(交流会)(交流会)
　10月中旬、福祉サービス利用者の皆
様を対象に、音楽を通して世代間の交
流を図ることを目的とし、森田中学校
吹奏楽部によるコンサートを開催しま
した。
　普段、聴きなれた歌の迫力ある演奏
と口ずさむ歌声で会場は一体となり、
素晴らしい交流会となりました。

森田地区一人暮森田地区一人暮らしらし高齢者・高齢者・
高齢夫婦世帯高齢夫婦世帯ふれあいふれあい昼食会昼食会
　森田地区の一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯
等を対象に、食事や会話、レクリエーションを
通してふれあうことで、閉じこもりや孤独感の
解消などを目的として行われております。

森田地区森田地区ふれあいふれあい農園農園
収穫祭・収穫祭・ふれあいふれあい交流会交流会
　８月上旬、春から森田保健福祉セン
ターふれあい農園で育ててきたジャガ
イモを、森田小学校・育成小学校児童
がボランティアの皆さんと一緒に収穫
しました。
　採れたてのジャガイモはカレーに調理
し、デイサービス利用者の皆様と一緒
に会話を楽しみながら食事をしました。
　また、子ども達の演目もあり、賑や
かな交流会となりました。

森田地区社協祭森田地区社協祭りり及及びび
いきいきいきいき長寿祭長寿祭りり

　社協の福祉サービスを利用している
皆様、地域住民の皆様に日頃の感謝を
込め、広く社協を知っていただき、交
流する機会としています。
　昨年度は、もりた保育園の子ども達、
老人クラブの高齢者による演目に加え、
縄文太鼓ニューパーカッション演奏等
催され、参加した皆様に喜んでいただ
きました。

森田地区森田地区ボランティアボランティア
連絡協議会連絡協議会のの活動活動

　森田地区要援護者対象リストをもと
に、ボランティア連絡協議会所属ボラ
ンティアと協力し、一人暮らし高齢者
や高齢夫婦世帯等の地域における見守
り、除雪援助を行っています。
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柏　　支　　所

〒038-3104
つがる市柏桑野木田
若宮258-1
☎0173－25－2468
℻  0173－25－2469

柏地区柏地区ふれあいふれあい昼食会昼食会
　柏地区在住のひとり暮らし高齢者お
よび高齢者夫婦世帯を対象に、親睦と
交流を深めるため昼食会を開催してお
ります。（写真は12月のクリスマス会
ということでかしわ保育園の子供たち
がきてくれました。）

柏福祉柏福祉まつりまつり・桑寿園・桑寿園まつりまつり
　子供からお年寄りまでの世代間の交流と、地域住民・ボラン
ティア等が一堂に会するふれあいの場として、社会福祉法人柏
友会（桑寿園）と共催で行っております。当日も柏地区の二つ
の保育園や小学校、中学校の皆さまを始め、多数のアトラクショ
ンで大盛り上がりでした。

赤赤いい羽根共同募金羽根共同募金
街頭募金活動街頭募金活動

地域に根ざした福祉活動を行うため、
赤い羽根共同募金運動の一環として街
頭募金活動をイオンモールつがる柏に
て実施いたしました。

柏地区高齢者芸能発表会柏地区高齢者芸能発表会
　柏地区の高齢者が一同に集い、芸能
発表を通じ互いの親睦を深め日々の健
康増進と生きがいの高揚を目的に開催
いたしました。
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稲　垣　支　所

〒037-0104
つがる市稲垣町豊川
宮川136-1
☎0173－46－3049
℻  0173－46－3063

　地区の集会所等で、座談会を開催しました。
地域住民からの社協に対する要望や、訪問対象
世帯の状況や地域の福祉課題について、活発な
意見交換が行われました。
　みなさまから頂いたご意見等を、これからの
社協活動に生かしていきたいと考えております。

　稲垣地区の訪問対象世帯（ひとり暮らし高齢者
等）を対象に、親睦と交流を深めるため年２回、昼
食会を開催しています。
　１回目は、気軽に楽しめる遊具で爽やかな汗を
かき、２回目は、新春餅つき大会で、皆様、楽しい
時間を過ごしていました。

　稲垣地区高齢者の健
康保持と生きがいを高
めるとともに、稲垣地
区老人クラブの親睦と
交流を図ることを目的
として開催しておりま
す。
　各地区、栄光の優勝
旗を目指し、大きな歓
声と、拍手と、笑いに包
まれた会場でありまし
た。

地域の福祉活動事業の推進に生かされる「赤い
羽根共同募金」ですが、その運動の一環として、
街頭募金を行っております。
　稲垣小学校の児童が、ＪＡつがるにしきたつ
がる支店にて、元気な声で、募金の呼びかけを
しました。

地域の中で歩いて行ける場所（集会所など）を拠点として、ひとり暮らし
高齢者等やボランティア及び地域住民が一緒になって趣向を凝らした活動
内容を考え運営し、楽しい仲間づくりをすることを目的としております。
　また、活動を通して、家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等の生
きがいの高揚や、孤独感の解消を図っております。

いながきいながき安住安住のの里祭里祭りり
（稲垣地区福祉（稲垣地区福祉まつりまつり））

ふれあいふれあい昼食交流会昼食交流会

稲垣地区高齢者稲垣地区高齢者スポーツスポーツ大会大会

赤赤いい羽根共同募金羽根共同募金
街頭募金活動街頭募金活動 シルバーサロンシルバーサロン事業事業

稲垣地区座談会稲垣地区座談会

　地域住民、福祉サービス利用者、ボランティ
ア等の交流の場として、そして地域の皆様の福
祉の輪を広げる場として、毎年、開催されてい
ます。
　当日は稲垣交流センターにて、様々なアトラ
クション・催し物が行われ、会場は大いに賑わっ
ておりました。
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車　力　支　所

〒038-3303
つがる市車力町花林48
☎0173－56－3051
℻  0173－56－4201

　車力地区では、毎月1回、一人暮らし老人昼食会を開催し
ております。
　しゃりき温泉での入浴、車力地区内のボランティア(8団体)
の方々手作りの美味しい昼食、そして、参加者の唄や踊りで、
楽しく賑やかな一日を過ごします。

　地域福祉活動を推進するにあたり、赤い羽根共同募金運動
(街頭募金)をJAつがるにしきた富萢支店前と車力郵便局前
にて実施いたしました。皆さんのご協力と温かい善意に感謝
いたします。

　高齢者の食生活改善と自立の助長を目的に開催している事
業です。
　栄養バランスのとれた料理作りに、レシピ片手に真剣な表
情で取り組んでいます。

～ 高齢者～ 高齢者のの生生きがいときがいと健康健康づくりをづくりを目的目的にに開催開催しているしている事業(年1回) ～事業(年1回) ～

赤赤いい羽根共同募金(街頭募金)羽根共同募金(街頭募金)

生生きがいきがい健康料理教室健康料理教室

一人暮一人暮らしらし老人昼食会老人昼食会

高齢者高齢者スポーツスポーツ大会大会高齢者芸能発表会高齢者芸能発表会

トランプトランプ大会大会ドップドップ引引きき大会大会



心温まる寄付物品がありました。本当にありがとうございました。
Ｈ26.4.1～Ｈ27.3.31（敬称略、五十音順）

名　前 種　類 名　前 種　類 名　前 種　類
赤 石　悦 子(浦　船) プルタブ・リサイクル品 木 村　マ サ(下内潟町) プルタブ つがる市連合婦人会柏支部 雑巾

秋 元　義 雄(稲　垣) アルミ缶 木 村 陸奥男(菰　槌) アルミ缶・プルタブ つがる市柏消防団第七分団 アルミ缶

石 森　茂 春(上　町) アルミ缶 木 村　芳 枝(生　田) アルミ缶 つがるライオンズクラブ 済切手

出 野 里 婦 人 会 アルミ缶 工 藤 イツ子(牛　潟) プルタブ 坪 田 みつ子(出　崎) 書き損じはがき

伊 藤　弘 子(越　水) プルタブ・日用品 工 藤　サ ヱ(三ツ館) アルミ缶 寺 山　繁 信(稲　垣) アルミ缶

稲 場　喜 吉(上　町) アルミ缶 工 藤　修 一(稲　垣) プルタブ 伝 法　　 馨(出野里) 牛乳パック

姥島子ども会(柏地区) アルミ缶 工 藤　　 隆(松　原) 牛乳パック 伝法谷 巳 代(蓮　沼) プルタブ

江 良　金 悦(出　崎) アルミ缶・牛乳パック 工 藤　タ ミ(車力町) プルタブ 豊 田 老 人 ク ラ ブ アルミ缶

江 良　徳 司(夕日岡) プルタブ 桑 村　七 重(朝　日) 衣類・済切手 中 島 有加里(　柏　) 食器

太 田　幸 子(若　緑) アルミ缶・プルタブ・牛乳パック 小 関　昭 夫(稲　垣) アルミ缶 奈 良 キヨエ(森田町) 牛乳パック

太 田　　 充(早　田) プルタブ 向 陽 小 学 校 プルタブ 奈 良　た ま(大湯町) 牛乳パック

小笠原 康 清(土　滝) アルミ缶 小木田レイ子 プルタブ 成 田　　 登(　柏　) プルタブ

岡 元　　 正(若　緑) 介護用品 今　　 礼 子(松　原) 牛乳パック 成 田　了 子(浮　巣) 食器類等

オ ガ ハ チ(清　水) アルミ缶・プルタブ 斉 藤　健 逸(出　崎) アルミ缶 鳴 海　　 絹(牛潟町) プルタブ

奥 田 商 店(浮　巣) 済切手 斉 藤　淳 一(出　崎) アルミ缶 新 岡　ト ミ(菰　槌) 牛乳パック

小山内 英 子(富萢町) プルタブ・牛乳パック・衣類 坂 本　大 介(　柏　) アルミ缶 野 宮 トスエ(出　崎) アルミ缶

小山内 キ サ(蓮　川) タオル 坂 本　秀 子(三ッ館) アルミ缶 野 呂　美 智(館　岡) アルミ缶・プルタブ

長 内　キ セ(丸　山) プルタブ 佐々木 秋 男(菊　川) プルタブ・牛乳パック 長谷川 キ グ(広　岡) アルミ缶

長 内　教 悦(稲　垣) アルミ缶 佐々木 和 子(稲　垣) アルミ缶 長谷川 満 幸(菰　槌) アルミ缶

小山内政太郎(永　田) アルミ缶 佐々木 幹 起(稲　垣) プルタブ 花 岡　ト キ(萢　中) 済切手

小山内マツ子(兼　館) 牛乳パック 佐々木正日公(稲　垣) アルミ缶 広 岡 老 人 ク ラ ブ アルミ缶

尾 野　　 滋(稲　垣) アルミ缶・牛乳パック 佐々木 佑 芳(稲　垣) プルタブ 福 士　正 男(豊　田) アルミ缶・牛乳パック

尾 野　俊 雄(稲　垣) アルミ缶 佐々木百合子(千　年) プルタブ ポーラエステイン青空 プルタブ

尾 野　フ キ(稲　垣) 牛乳パック 佐 藤　ミ ヨ(稲　垣) お手玉 松 橋　タ キ(富　萢) プルタブ

尾 野　義 雄(稲　垣) プルタブ 七 戸 美枝子(三ツ館) アルミ缶 三 浦　源 作(　林　) プルタブ

尾 野　栄 子(稲　垣) アルミ缶 渋 谷 ナツエ(上　町) リサイクル品 三 浦 せつ子(兼　館) プルタブ

葛 西　　 覚(今　市) アルミ缶・牛乳パック 渋 谷　正 志(若　緑) 衣類 三 浦 ゆきえ(　林　) プルタブ

葛 西　酒 店(田　町) アルミ缶 渋 谷　良 治(稲　垣) アルミ缶 三 上　セ イ アルミ缶

葛 西　昌 子(浮　巣) 食器 車 力 衛 生(富萢町) 介護用品 三 上　ま つ(稲　垣) アルミ缶

柏 小 学 校 プルタブ 消防試験研修センター青森県支部 済切手 三 橋 ミドリ(近　野) プルタブ

片 山　唯 一(立　花) アルミ缶 杉 森 鉄太郎(里　見) 牛乳パック 三 橋　寛 治(近　野) プルタブ

加 藤　正 彦(稲　垣) アルミ缶 杉 森　優 一(里　見) 牛乳パック 南広森老人クラブ アルミ缶・プルタブ

川 嶋　勝 蔵(千代町) プルタブ 鈴 木 はるみ(鶴田町) 衣類 村 元　幸 弘(富萢町) プルタブ

川嶋新聞店(有楽町) プルタブ 須 藤　た ま(桜　木) 衣類 山 内　カ ク(増　田) 衣類等

菊 地　善 吉(千代町) アルミ缶 神　　 勝 明(稲　垣) 食器 山 口　　 靖(土　滝) アルミ缶

北 沢　正 規(車　力) プルタブ 高 杉 真寿美(末　広) 食器 横 山　ク リ(稲　垣) 雑巾等

木 津　タ ミ(上　町) アルミ缶・牛乳パック 高 橋　広 子(桜　井) 衣類 吉出老人クラブ(稲垣) アルミ缶

木津谷 昭 郎(稲　垣) アルミ缶 竹 内　繁 夫(　林　) 牛乳パック 米 塚　　 悟(中泊町) 衣類等

木津谷 セ ツ(稲　垣) アルミ缶 田 村　昭 彦(稲　垣) アルミ缶 蓮松会老人クラブ アルミ缶

木 村 きぬゑ(菊　川) プルタブ・牛乳パック 田 村 三次郎(石　館) 牛乳パック 和 田 きぬえ(　曙　) 済切手

木 村　京 子(三ツ館) アルミ缶 高 谷　隆 夫(松　原) プルタブ
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基本理念「住民ひとり一人を大切にした地域福祉の推進」
□基本方針（骨子）
　 　社会情勢の変化により、地域においては、社会的孤立の問題、経済的困窮者や低所得者に対する
問題など生活課題が深刻化している中で、国では平成２７年４月より生活困窮者自立支援法がス
タートし、介護保険制度も大幅に改正されました。
　 　このような制度改革の中、本会では深刻な福祉課題・生活課題への対応として、長年にわたり培っ
てきた地域福祉に関する専門性やネットワークを活用し、本会の核となる地区社会福祉協議会活動
を地域住民やボランティア、自治会、民生委員、福祉推進委員等による福祉ネットワークを強化し、
既存の地域福祉事業や介護保険・障害者総合支援事業等を提供すると同時に、地域住民一人ひとり
の生活課題を早期に発見するシステム、深刻化させない支援や支え合いの仕組みの構築を目指して
います。

□主な事業

平成27年度事業計画
つがる市社協だより　⑭

地域福祉活動計画の推進
　基本理念の実現に向けて策定された計画をもとに
つがる市並びにつがる市民と共に地域福祉活動の推
進を図ります。

ほのぼのコミュニティ21推進事業
　地域住民が主体となり、互いに見守り支えあう体
制を整備し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮ら
せるような地域福祉社会に取り組んでいます。
・見守りネットワーク連絡会運営事業
・ほのぼの交流協力員事業（小地域ネットワーク事業)
・子どもほのぼの交流事業

広報啓発活動
・広報紙「つがる市社協だより」の発行
・広報つがるへ「社協からのおしらせ」毎月の掲載
・つがる市社会福祉大会、福祉座談会等の開催

共同募金の協力
　皆様の善意で寄せられた募金は、地域のさまざま
な福祉事業に活用されます。
・赤い羽根募金への協力
・歳末たすけあい募金への協力
・共同募金配分事業

日常生活自立支援事業
　高齢者や障がいなどにより、自分一人で意思決定
し、実行に移すことがむずかしい状況にある方を
対象に、福祉サービスの利用手続き等のお手伝い
をし、地域で安心して暮らせるよう生活を支援しま
す。
・福祉サービス利用援助　
・書類等預かりサービス
・日常的金銭管理サービス

※相談窓口　地域支援課　℡42-4886

地区社会福祉協議会活動の推進
　社会福祉事業をより円滑にかつ地域に密着した福
祉活動を推進する。
・地域の福祉課題の発見
・福祉課題に対応した活動の計画と推進
・地域住民の福祉意識の啓発、福祉向上

ボランティア推進校事業
　児童・生徒を対象に、地域でのふれあいや体験活
動を通して、社会福祉への関心を高め、地域社会へ
の啓発を図ります。
・つがる市内の小中高校、養護学校を推進校に指定
・指定校の活動支援、関係機関との連携

ボランティアの育成と活動促
誰もがいつでもどこでもボランティア活動ができる
ようサポートします。
・ボランティア活動の啓発、養成、相談、研修
・ボランティア保険の加入
・除雪ボランティアの育成・支援

各種相談事業
　みなさんの悩みをお聞きし、問題解決のお力添え
をする各種相談事業を実施しています。
相談は無料です。
・心配ごと相談所の開設
・関係機関との連携「総合なんでも相談」
・総合相談所事業（法律相談）
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貸付金事業
　低所得世帯等に経済的自立と生活意欲向上を図り
ます。
・生活福祉資金貸付事業（県社協より受託）
・たすけあい資金貸付事業（本会独自事業）
◇木造支所 ℡42-4660　◇森田支所 ℡26-3836
◇柏 支 所 ℡25-2468　◇稲垣支所 ℡46-3049
◇車力支所 ℡56-3051

住民参加型地域福祉事業の推進
　一人暮らしの高齢者や障がいのある方たちが、住
み慣れた地域で安心して暮せるような福祉事業に取
り組んでいます。
・食事サービス、シルバーサロン、友愛訪問事業

高齢者対策事業
　ミニ湯治、スポーツ大会、芸能大会など、高齢者
の生きがいと健康づくりの事業を行っています。

福祉団体との連携強化・事務局の運営
・つがる市老人クラブ連合会事務局
・地区老人クラブ事務局
・つがる市身体障害者福祉連合会事務局
・地区身体障害者福祉会事務局
・県身障連成年部会つがる西北支部事務局
・つがる市母子寡婦福祉連合会事務局
・地区母子寡婦福祉会事務局
・つがる市あすなろ会事務局
・つがる市ボランティア連絡協議会事務局

当事者団体との連携・事務局の運営
・希望の会（精神障がい児者）事務局
・車力在宅介護者家族の会事務局
・安住の里家族会事務局
・ゆうあいの里利用者家族の会事務局

福祉安心電話サービス事業
　一人暮らしの高齢者や高齢者世帯等の電話に緊急
通報装置を接続し、緊急事態の際の通報連絡と相談
に対応します。
・利用者への支援（安否確認・相談等）
・協力員との連携　・関係機関との連絡調整

除雪・災害支援事業
　関係機関等と連絡を図りながら一人暮らしの高齢
者や高齢者夫婦世帯等に対して支援します。

介護保険事業(介護予防事業)の実施
・居宅介護支援事業（ケアプランセンター）
・訪問介護事業（ホームヘルプサービスセンター）
・訪問入浴介護事業（訪問入浴サービスセンター）
・通所介護事業（デイサービスセンター）
・特別養護老人ホーム（ショートステイ含む）)
・グループホーム
・介護予防支援

各種講座・教室・体験活動
・小中学生福祉体験活動、中高校生等ワークキャンプ
・介護者の集い（介護技術普及事業）の開催
・福祉啓発事業の企画実施

リサイクル運動の推進
・資源ごみの回収　・リサイクルバザーの開催
※回収は、各支所で行っております。

つがる市生活相談支援センターの運営
　生活に困窮している人が自立した生活を送るため
に、各種相談に応じ、担当者が寄り添いながら問題
解決へ向けて支援していきます。

相談窓口　℡42-5678（専用）

介護予防・地域支え合い事業
　在宅の高齢者のみなさんの健康や自立を促し、安
心して暮せるよう支援します。
・外出支援サービス事業　　・配食サービス事業
・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
・家族介護支援事業等

在宅介護支援センターの受託運営
　介護・福祉サービスについての相談、利用・申請
等の代行、介護機器の展示・紹介を行います。
・木造在宅介護支援センター（℡42-6420）
・森田在宅介護支援センター（℡49-7005）
・稲垣在宅介護支援センター（℡46-2902）
・車力在宅介護支援センター（℡56-3000）

地域包括支援センターの受託運営
　高齢者の皆さんの生活を支援するための相談窓口
です。
・一人暮らし、高齢者世帯の相談
・高齢者の権利を守る相談
・サービス利用に関する相談など ℡69-7117

各種福祉施設等の管理運営
・老人福祉センター等の福祉施設の管理運営
・温泉施設の管理運営

養護老人ホームぎんなん荘の運営
　65歳以上の方で身体上、または環境上の理由によ
り自宅での生活が困難な方が入所できる施設です。

養護老人ホームぎんなん荘　℡42-3080



つがる市社会福祉協議会の介護保険サービス
　介護保険は、高齢者の方が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、自立した生活を送れる
ように支援する制度です。つがる市社会福祉協議会では、在宅サービスから施設サービスまでさまざまな事
業を展開しています。

居宅介護支援（ケアプランセンター）
　介護支援専門員（ケアマネージャー）が、本人や家族の希望を聞きながら、本人の心身の状態や家族の状
況に応じて、介護保険での様々なサービスを利用できるように支援します。ケアプランの作成や相談は無料
です。（介護保険で全額負担します。）

訪問介護（ホームヘルプサービス）
　ホームヘルパーがご家庭を訪問し、高齢や心身の障害等により日常生活を営むのに支障の
ある方へ、入浴・通院・排泄介助などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行い、在
宅生活のお手伝いをします。
○ホームヘルプサービスセンターきづくり（℡42-4066）　○ホームヘルプサービスセンターもりた（℡26-3836）
○ホームヘルプサービスセンターいながき（℡46-3049）　○ホームヘルプサービスセンターしゃりき（℡56-3051)

訪問入浴介護
　入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などでご家庭を訪問し、入浴のお世話を行います。
　○訪問入浴サービスセンターきづくり（℡42-4066）

通所介護（デイサービス）
　朝、ご自宅までお迎えに行き、健康チェック、一般入浴及び特殊入浴、昼食、機能訓練、レクリエーショ
ン等を行い、楽しい一日を過ごし、ご自宅までお送りします。なお、デイサービスセンターゆうあいの里は、
認知症の高齢者を対象にした事業所です。
○デイサービスセンターかっこうの館（℡42-4660）　 ○デイサービスセンターもりた（℡26-4308）　
○デイサービスセンターあーすとぴあ（℡49-7037） 　○デイサービスセンターいながき（℡46-2305）
○デイサービスセンターふれあいの家（℡46-2906） 　○デイサービスセンターしゃりき（℡56-3051）
○デイサービスセンターゆうあいの里（℡69-5100）

特別養護老人ホーム・ショートステイ
　入所者の方に対して、入浴、排泄、食事などの日常生活のお世話と、機能訓練、健康管理
及び療養上のお世話を行う施設です。寝たきりの方でも安心して生活ができます。また、介
護している方が病気や介護疲れ、旅行、冠婚葬祭等の事情でお年寄りの方を介護できない時に、一時的にお
預かりしてお世話するのがショートステイです。
○特別養護老人ホーム安住の里（℡46-3100）　　○特別養護老人ホームゆうあいの里（℡69-5100）

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
　認知症のお年寄りの方が安心して共同生活を送ることができます。
○グループホーム安住の里 （℡46-3100）　○グループホームゆうあいの里 （℡69-5100)
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　介護保険（介護予防）、福祉サービスについて、利用してみたい！聞いてみたい！と思っ
たら、お近くのケアプランセンターへまずはお気軽にご相談ください。電話でのご相談は、
24時間体制で受付しております。個人の秘密は厳守しますので、ご安心下さい。
○ケアプランセンターきづくり（TEL42-4620）○ケアプランセンターもりた　（TEL49-7005）
○ケアプランセンターいながき（TEL46-2902）○ケアプランセンターしゃりき（TEL56-3000）



悩みごと心配ごと…解決のお手伝いをいたします
生活一般相談
　日常生活の中での心配ごと、その他悩みごとなどの相談を各支所にて応じています。
　　◆日　時：月～金曜日（午前９時から午後５時まで）
　　◆場　所：各支所または電話でもＯＫです。

法律相談
　７月　９日（水）

財産、相続、借地、金銭、離婚等の相談に弁護士が対応します。
　◆時　間：午後１時から４時まで
　◆場　所：つがる市社会福祉協議会本所　相談室
　◆料　金：無　料・相談は予約が必要です。

・ 日程が変更になる場合がございますので、本会へお問い合わせくださ
い。 （℡０１７３－４２－４６６０）
・予約状況によっては翌月になる場合があります。

　※秘密は厳守しますのでお気軽にご相談ください。

　８月２０日（水）
　９月１０日（水）
１０月　８日（水）
１１月１２日（水）
１２月１０日（水）
　１月１４日（水）
　２月１０日（火）
　３月１１日（水）

つがる市生活相談支援センターが開設！
　・生活に困っているけど、どこに相談したらいいの・・・
　・なかなか仕事がみつからない・・・
　・障がいや病気があって不安があるけど、働きたい・・・
　・仕事を辞めて家賃が払えない、住む家がない・・・

■相談は無料で、秘密は厳守です■

　生活やお仕事などで、悩んでいることはありませんか？
　つがる市生活相談支援センターでは、つがる市から事業の委託を受け、地域のみなさんが抱えている生活
問題等を解決できるように支援していきます。生活の不安や悩みごとがありましたら、お気軽にご相談くだ
さい。

【対象となる方】
　 　生活保護を受けている方以外で、生活に困っていて、最低限度の生活を維持することができなくなるお
それがある方です。

⑰　つがる市社協だより

■自立相談支援事業
　個々の状態にあった支援計画を作成し、必要
なサービスの提供につなげます。また、関係機
関への同行訪問や就労支援を行います。

■住居確保給付金
　離職等により経済的に苦しく、住居を失った方や
失うおそれがある方に対して、期限付きで家賃相当
額を支給する制度です。※但し、条件があります。

　■専門のスタッフ（相談支援員、就労支援員）が応対します■

　　お問い合わせ先：つがる市生活相談支援センター（つがる市社会福祉協議会内）
　　電話 0173-42-5678(直通)・FAX 0173-42-4686　開設日：月～金(祝日を除く)8:15～17:00
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つがる市社協だより　⑱

　社会福祉協議会では、今年度も住民の皆様の暖かいご協力の
もとに、誰もが安心して暮せる『市民と共に歩む福祉のまちづ
くり』を目指し各種地域福祉事業・活動を推進しております。
　本会が委嘱している各地区の「福祉推進委員」及び関係者が
訪問した際には、ご賛同・ご加入のうえ、お力添え下さいます
ようお願い申し上げます。

　　■ 一般会費総額 8,379,800円　　　　 
　　■ 役員会費総額 228,000円　　　　
　　■ 賛助会費総額 225,000円　　　　

※地区により訪問する期間が違いますので、ご了承ください。

　★会　　費　１世帯　1,000円
　★賛助会費　１口　　5,000円～

会員制度は強制ではありませんが、加入することで小地域福祉
活動やさまざまな活動を支えています。

平成26年度　会費総額　8,832,800円
ご協力ありがとうございました

しゃこちゃん温泉(☎42-1277) じょぱり温泉(☎25-2390) しゃりき温泉(☎56-4126)

入　浴　料　金
区　　　分 金　　　額

大　人（12才以上） 320円 回数券あり
（10回券分の料金
　で13枚分）

子　供（６才以上～12才未満） 150円
幼　児（６才未満） 60円

しゃこちゃん温泉 ・ じょっぱり温泉 ・ しゃりき温泉しゃこちゃん温泉 ・ じょっぱり温泉 ・ しゃりき温泉

広報・啓発活動
（福祉大会、福祉まつりの開催など）

ボランティア推進校事業
（中高校生等ワークキャンプ）


