
　現在お持ちの高齢者受給者証の有効期限は
令和元年7月31日までとなっていて、8 月
1 日以降は使用できなくなることから、高齢
者受給者証の更新を行います。

　高齢者受給者証の更新につきましては、特定
記録郵便で世帯主宛てにまとめてお送りいた
します。役場に直接受け取りに来られる人は
令和元年7月16日㈫までに健康福祉課まで
ご連絡ください。

　7月末までに届いていない場合はお手数です
が健康福祉課までご連絡いただくようお願いし
ます。

国民健康保険高齢者受給者証の更新について

送付時期：7月下旬ごろ

一般財団法人さなごうち　平成30年度 決算報告
次の通り、決算報告をいたします。

正味財産増減計算書
平成30年 4 月 1 日から平成31年 3 月31日まで

一般財団法人さなごうち （単位：千円）

科　　　目 当年度
Ⅰ　一般正味財産増減の部
1．経常増減の部
　⑴　経常収益 110,154　
　⑵　経常費用 95,834　
　　　当期経常増減額 14,320　
2 ．経常外増減の部
　⑴　経常外費用 0　
　　　経常外費用計 0　
　　　当期経常外増減額 0　
　　　税引前当期一般正味財産増減額 14,320　
　　　法人税、住民税及び事業税 4,113　
　　　当期一般正味財産増減額 10,207　
　　　一般正味財産期首残高 5,691　
　　　一般正味財産期末残高 15,898　
Ⅱ　正味財産期末残高 15,898　

貸　借　対　照　表
平成31年 3 月31日現在

一般財団法人さなごうち （単位：千円）

科　　目 当年度 科　　目 当年度
Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債の部
 1 ．流動資産 44,060　 1 ．流動負債 20,468　
 2 ．固定資産 2,307　 2 ．固定負債 0　

負　 債　 合　 計 20,468　
Ⅲ　正味財産の部
 1 ．搬出金 10,000　
 2 ．一般正味財産 15,898　
正 味 財 産 合 計 25,898　

資 産 合 計 46,367 負債及び正味財産合計 46,367
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総合計画策定に伴う
　6月 16日㈰午後 2時から、佐那河内小中学校体育館にて、中高生と一般参加者を交えたワークショップを
開催しました。当日は、一般参加者 32人、中学生 3人が参加してくれました。
　村長あいさつ、趣旨説明の後、今回の計画をサポートしていただいている㈱ぎょうせいの担当者でワーク
ショップを進めました。
　話し合いは、一般 6グループ、中学生 1グループに分かれて行いました。グループ内の自己紹介の後、2つ
のテーマでワークショップを進めました。

　アピールポイントについては、どのグループも自然が豊
か、村が徳島市に近いこと、人間関係が密であることなどを
実感として感じていました。
　課題としては、希望があっても移住者の住む家がない、居
酒屋がないなど、市内と比べてないものを挙げられていまし
た。また、村のHPの発信力が少ないや農業後継者がいない、
常備消防がないなど行政としてこれをどう受け止め、どう対
策するか？今後考えていく、いろいろな課題が出されました。

意見交換会テーマ 1 「佐那河内村のアピールポイントは？」「逆に課題は？」
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ワークショップ開催

　さらに住みよくするため
については、
・地域通貨を導入できな
いか。
・1000 年の伝統を継承す
る取組を行う。
・小中一貫校である村の
教育をもっとPRする。
・HPで情報を的確に発信する。
　　などの意見がありました。
　中学生グループからは、
・地域の子ども会をする。
・道の駅や公園を作る。
・小学生から運動をする習慣をつける。
・蛍が住む川を清掃する（中学生が主で）。　
      など、中学生らしい前向きな意見が出ました。

　ワークショップの最後には、この策定委員会の田口太郎委員長より総括がありました。田口委員長からは、
「この計画は村の基幹計画であり、計画ができたら終わりというわけではない。計画策定も大事であるが、計画
終了年度まで村民がチェックしていく必要がある。今後
も、村をよくするために注目しましょう。」とまとめら
れました。

　初めての試みで中高生の参加が少なかったですが、皆
さん、貴重な意見を出していただきました。もう少し積
極的な案内が必要であったと感じたワークショップで
したが、今後、出てきた意見を集約し、策定委員会で議
論し、佐那河内村らしい総合計画を策定します。令和 2
年度から 10年間を見据えた村の基幹計画です。最後ま
でこの計画に関心を持ってください。

意見交換会テーマ 2 「佐那河内村をさらに住み良くするためには？」
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薬物乱用は

「ダメ。ゼッタイ
。」

気づかないうちに薬物の量が増えてくる!気づかないうちに薬物の量が増えてくる!
薬物を使うと…

薬物が効かなくなるので、
どんどん増えていく

耐性!
もっと薬物が
欲しい

これじゃ足りない

薬物が効かない

ててててくるてくるてくるくるててくくるる!!

違法薬物は
一回だけの使用でも

乱用！
大麻 危険ドラッグ

麻薬 シンナー覚醒剤
かく せい ざい

　高校2年生のA子は、成績も優秀で、進学校に
入学し、中学校からやっていたテニス部に入り順

調な学校生活を送っていたが、先輩とのいざこざから、退部し
てしまった。
　一種の挫折感から、勉強もはかどらなくなり、ストレス解消
と言いながら、夜遊びを繰り返し、いつしか中学時代の友人と
クラブに出入りするようになり、夜通し踊り明かしたり、時に
は酒を飲んだりするようになった。
　ある日、クラブで知り合った仲間から、覚醒剤を持ち出され
「これをやれば、すごい気持ちいいし、痩せられるよ」と言われ、
周りのノリと覚醒剤を勧めてきた仲間が異常に見えなかったこ
とから、覚醒剤を注射してもらい、たちまち虜になってしまった。
そして、学校にも通わなくなり、やがて仲間と共に逮捕され、
学校を退学することを余儀なくされた。

　覚醒剤を使っていたころは、いつもイラ
イラしていた。電車に乗っている時、刑事

が尾行していると思い込み、後ろにいたサラリーマンを
思いっきり殴って逃げたりしたこともあった。
　覚醒剤を使って運転して人をはねてしまったが、覚醒
剤のことがばれるのが怖くて、そのまま逃げてしまった。
被害者は子供だった。
　一番最初は興味本位でマリファナ（大麻）に手を出し、
そこから覚醒剤にはまってしまった。後悔してもしきれ
ないが、あの最初のマリファナさえやらなければ、と思っ
ている。

薬物乱用者の告白
事例1 事例2

0120-847-110危険ドラッグ110番
（フリーダイヤル）

Facebookに「徳島県危険ドラッグ 110 番」を開設

★断って、自分も家族もまわりも守りましょう！ 薬物乱用防止指導員　日下　早苗

●パソコン　https://www.facebook.com/tokushima.kikendrug
●スマホ　　https://m.facebook.com/tokushima.kikendrug

危険ドラッグ110 検索徳島県薬物乱用防止
啓発キャラクター
「ヤクヤンナくん」

sanagochi
 2019. 7 28



佐那河内の人権教育佐那河内の人権教育 VOL.268

～一人ひとりが自分らしく生きることができる村をめざして～

2019年度　第 1 回佐那河内村人権大学講座の案内
～一人ひとりが自分らしく生きることができる村をめざして～

　誰もが豊かに生きるためには、一人ひとりの人権意識を高めること、また、人と人とのつながりを
重視し、共に生き、支え合うことが必要です。
　そこで、職場や地域その他あらゆる生活の場面で、人権問題に気づき、その解決に向けて取り組ん
でいくことのできる地域リーダーの養成をめざして第１回人権大学講座を次の日程で開講します。
　ぜひ多くの皆さまに受講していただき、より広い視野を養い、豊かな気づきにつなげていただき
たいと思います。

〇 日 　 時　７月23日 (火)　18：45～20：30
〇 場　　所　農振センター１階会議室
〇 内　　容　・開講式
　　　　　　 ・講　義
〇 講義内容　講師　立教大学教授　萩原　なつ子さん
　　　　　　 演題　「一人ひとりが主役の地域づくり」

第 1回佐那河内村人権大学講座の案内

　 厚生労働省ではノーマライゼーションを、「障がいのある人が障がいのない人と同等に生活
し、ともにいきいきと活動できる社会をめざす」と提唱していて、日本における社会福祉の基
本的な考え方としています。障がいのない人が障がいのある人を特別視するのではなく、障が
いのある人でも普通の生活を送れる環境を整えて、共に協力しながら普通に（あたりまえに）
生活していくことを基本理念とし、めざしています。 
　日本では、1981 年「国際障害者年」をきっかけに認識されはじめ、これまでに政府が施策
を実施した結果、民間でも多くの法人などが取組を進めることで、一般社会でも徐々に広まり
を見せるようになってきました。地方公共団体では、ユニバーサルデザインをまちづくりの基
本計画の中に位置づけることで、すべての人に便利で快適な生活環境を提供することを試みて
います。また、日本が抱える高齢化社会問題を解決へと導くためのヒントがあると考え取組を
行っている団体もあります。　
　最近では、車椅子が走行しやすいように段差や障害物を減らすバリアフリー化があらゆる場
所で見受けられたり、車椅子利用者専用にトイレ、エレベーターの整備がされていたりと、い
つのまにかそれがあたりまえの風景になってきました。これらもノーマライゼーションの理念
が浸透してきた結果です。さらに、車椅子に乗ったまま乗車ができるユニバーサルデザインタ
クシーサービスや、ＰＩＣＴサイン（トイレや駅等を示す絵のサイン）は、すべての人に優しく、
様々な場所でノーマライゼーションが具現化しています。

ノーマライゼーションのある風景ノーマライゼーションのある風景

佐那河内人権教育研究協議会　佐那河内村教育委員会
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7月1日～
8月31日

第42回「防ごう！青少年非行」
県民総ぐるみ運動

～地域の絆と輝く未来!! とくしま若者応援宣言～

　青少年こころの相談では、専門の相談員が相談に応じてくれます。
　「こんなこと話しても迷惑かも？」「話したいけど何を話せばいいのか分からない」と思っているあ
なた、そんな気持ちを電話で話してみませんか？もしかしたら、何かの役に立つかも知れません。あ
なたからのお電話をお待ちしています。

青少年のこころの相談では、徳島県にお住まいの
青少年を対象に電話相談を行っています。

絆と輝く未来地域 絆と輝域の絆と輝く未来地域の絆 !! 

青少年のこころ青少年のこころ青少年のこころ
青少年を対象に青少年を対象に青少年を対象に青少年を対象に青少年を対象に青少年を対象に青少年こころの相談

「だれに話そう・・・」、
「どこに相談しよう・・・」

心配事や悩み事をひとりで悩んでいませんか？心配事や悩み事をひとりで悩んでいませんか？

電話番号　　088－625－6165
受付時間　　毎週　月・火・木・金・土　※年末年始・とくぎんトモニプラザ休館日を除く
　　　　　　午後 1時～午後 5時

相談時間　　1 回 50 分程度
　　　　　　※相談内容によっては、県内の関係機関・専門機関を紹介させていただく場合もあります

人権擁護委員に藤田正治さん（新任）平岡都志子さん（再任）が委嘱されました
　本村の人権擁護
委員、西岡和夫さ
んの退任に伴い、
令和元年 7月 1日
付けで、新たに藤
田正治さん（上中
辺）が、また 3年

間の任期を終えた平岡都志子さん（平間）が再度、法
務大臣から人権擁護委員に委嘱されましたのでお知
らせします。
　西岡和夫さんは、任期途中での退任となりました
が、平成29年から 2年間にわたり人権擁護活動にご
尽力をいただき、たいへんありがとうございました。

長い間、お疲れさまでした。
　人権擁護委員は、地域のみなさんから人権相談を
受けたり、人権思想を広める活動を行うため、法務
大臣から委嘱され、村では 3人の人権擁護委員が活
動されています。
　いじめ、差別、嫌がらせなど人権に関する問題で
お困りの場合は、ひとりで悩まずご相談ください。

●村の人権擁護委員
　日下　健司さん（尾　端）平成30年 7 月 1 日委嘱
　平岡都志子さん（平　間）令和元年 7月 1日委嘱
　藤田　正治さん（上中辺）令和元年 7月 1日委嘱

平岡都志子さん 藤田　正治さん
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地域おこし協力隊の活動報告

宮岡　香織 
　阿波アグリガールズラボの活動の一環で、交
流会を兼ねたイベントを企画させてもらいまし
た。今回は柑橘を使ったドレッシング作りワー
クショップで、神山町の農家民宿で開催しまし
た。使用した柑橘は八朔です。とても簡単なレ
シピなので、参加者からも作りやすいと大変好
評でした。佐那河内村と神山町は作っている作
物が似ていますが、古代米や古代米味噌・新鮮
野菜に特製調味料と、神山には無い村の食材の
魅力を紹介出来たと思います。また、この様な
形で佐那河内村のPRをして行きたいです。

阿部　真夕 

　6月から新年度の放課後英語活動が始まりま
した。
　子どもたちは暑さに負けず、歌ったり踊った
り楽しく英語活動に取り組んでいます。
　今この瞬間を精一杯、楽しく取り組む子ども
たちの姿を見て元気をもらっています。
　こうして子どもたち
と一緒に活動できる貴
重な時間をより有意義
なものにしたいと思い
ます。

放課後英語活動始まり
ました！

Let’s Enjoy
English!!

　こんにちは、木内良樹です。

　不安定な天気が続いていますが、皆さんいかが

お過ごしでしょうか ?

 ６月の活動記録 
　今年も佐那河内果樹アグリスクールが、開講さ

れました。

　今年で参加三年目になりますが、毎年新しい事

を学べるので、来年以降も参加していきたいなと

思います。

　すだちの作業は、施肥や消毒を中心に作業して

います。次の広報には摘果摘葉状況が書けるので

はないかと思います。

　ふゆわらべの育苗状況は、去年の同じ時期より

しっかりした苗に育っているように思います。た

だ、発芽不良がやや目立つので、来年はもう少し

作業工程を見直して綺麗にそろった苗を育てられ

るように頑張りたいと思います。

　梅雨入りがかなり遅くなり、これから雨の中の

作業が多くなります。

　風邪などひかないように、体調にはくれぐれも

気をつけて下さいね。

　それでは今月はこの辺で失礼します。

こんにちは

です。木内 良樹木内 良樹

地域おこし
協力隊
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人件費支出
16,017,719
（42.7%）

歳 出

第230号

社会福祉協議会決算平成30年度

歳　入 歳　出歳　入

社会福祉協議会決算
歳　出一　般　会　計

前期繰越
5,921,379（15.8%）

サービス区分間
繰入金収入
100,000（0.2%）

拠点区分繰入金収入
286,800（0.8%）

基金積立
資産取崩収入
279,000
（0.7%）

事業運営費収入
7,482,392（20.0%）

寄附金収入
1,107,800（3.0%） 受託金収入

5,493,451（14.63%）

経常経費補助金収入
16,760,123
（44.7%）

会費収入
29,000（0.07%）

基金積立資産支出
972,211（2.6%）
負担金支出
267,530（0.7%）
助成金支出
180,000（0.5%）

共同募金
配分金事業
708,000（1.9%）

事業費支出
12,675,249（33.8%）

事務費支出
501,055（1.3%）

拠点区分間繰入金支出
286,800（0.8%）

サービス区分間
繰入金支出
100,000（0.3%）

その他の活動による支出
547,920（1.4%）

歳入歳出合計額　37,498,152 円

平成31年３月末　善意銀行残高25,211,112 円　　　平成30年度　預託件数  20件

歳 出歳 出
事業費12,675,249円は次のような事業に使われています。

・心配ごと相談に関する事業
　  開設日　第２第４月曜日（祝日は次の日）
・会食サービス事業（年 10 回　一人暮らし対象）
　  ふれあい昼食会は、ボランティアによって支えられています。
・生活福祉資金に関する事業
・年賀状の配布
　  小中学生がひとり暮し高齢者の皆さまへ毎年年賀状を送っています。
・高齢者大学
・高齢者など安全点検事業
・男性の料理教室
・訪問サービス事業
・配食サービス事業

◎地域福祉を推進するための事業

・熱中症計の貸与
・乳児おむつ助成事業
・訪問理・美容助成事業
・紙おむつ支援事業
・単身高齢者訪問事業
・生活困窮者自立支援事業
・障害者社会参加事業
  　障害者が交流し、創作する楽しみ、親睦を深めるために陶
　　芸教室を実施
・ボランティア推進
・日常生活自立支援事業
・学童保育
　  登録児童数　51 人
　  延べ児童数　7,553人  開設日数 260 日／年間
・シルバー人材センター事業
  　会員への配分金（6,695,515円）

●善意銀行だより●（受付順）

献血車がまいります ご協力ください献血車がまいります ご協力ください
■日時　令和元年７月23日（火）
☆全血車（400ml献血のみの受付となります）

９ :  30～16 : 30

♪献血に使用する器材は全て使い捨てです。病気
　などの感染の恐れは全くありません。
♪より安全な献血のために、受付時に確認できる
　もの（免許証・保険証など）の提示をお願いし
　ています。ご理解とご協力をお願いします。

採 血 場 所 献 　 血 　 時 　 間
佐那河内村役場前 12　:　30 ～13 : 30

の間は休憩です。

岡﨑　是礼様………金一封
井上　和子様………金一封

　左記の預託金は、社会福祉のために役立ててくださいと
寄せられたものです。善意によって膨らんだ預託金を元金
とした利子を活用し、地域福祉事業などの推進のため、有
意義に活用させていただきます。ありがとうございました。

次期繰越5,241,668
（14%）

その他の収入
38,207（0.1%）
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広 報
人 の う ご き

●死亡おくやみ申し上げます●　（敬称略）

令和元年 6月 7日　嵯峨　知樹（42）下字明見谷
令和元年 6月18日　岡﨑　玉子（84）下字舟戸
令和元年 6月22日　笠井　豊博（77）下字高樋

月日 曜日 行　　事　　名 場所・時間 備　　　　考
7月16日 火 可燃ゴミ・古紙などの収集 追上駐車場

11：00 〜翌 11：00
7月17日 水 いきいき百歳体操講座 健祥会ハイジ　多目的ホール

13：30 〜 14：30
対象者：医師から運動制限を受けていない
人　持参物：運動しやすい服装、水筒など

7月17日 水 おはなし会　わんぱく広場 保育所
10：00 〜 11：00

7月18日 木 内藤昭文さん　野菜の学校 旧嵯峨出張所跡
13：30 〜

7月19日 金 1 学期　終業式 小中学校
11：40 〜 12：20

7月21日 日 第 25 回参議院議員通常選挙 村内 4 ヶ所
7：00 〜 20：00

7月22日 月 いきいき体操教室 農振センター 1 階会議室　 対象者：医師から運動制限を受けていない
人　持参物：運動しやすい服装、水筒など

7月23日 火 可燃ゴミ・古紙などの収集 追上駐車場
11：00 〜翌 11：00

7月23日 火 健康料理教室 農振センター 1 階会議室
10：00 〜 13：00

対象者：健康づくりに関心のある人　持参
物：材料代 200 円、エプロン、筆記用具など

7月23日 火 第 1 回人権大学講座 農振センター
18：30 〜（受付）

内容　「一人ひとりが主役の地域づくり」
講師　立教大学教授　萩原なつ子さん

7月23日 火 移動献血事業 役場前
9：00 〜 16：30

7月24日 水 ふれあい昼食会 農振センター 1 階会議室
11：00 〜 14：00

7月25日 木 わんぱく広場 保育所
10：00 〜 11：00 牛乳パックのヨーヨー作り

7月24日 水
職場体験学習（中 3） 保育所など

9：00 〜 15：007月25日 木
7月26日 金
7月26日 金 園外保育（大川原高原） 大川原高原

9：30 〜 11：30 園外保育　大川原高原　5、4、3 歳児

7月27日 土 法人設立50周年記念  第10回
佐那河内村社会福祉大会

佐那河内小中学校体育館
13：30 〜 16：00

7月29日 月 役場新庁舎基本設計の住民報
告会

農振センター 1 階会議室
19：30 〜

7月30日 火 可燃ゴミ・古紙などの収集 追上駐車場
11：00 〜翌 11：00

7月30日 火 学童保育遠足 須磨海浜水族館
7月31日 水 いきいきサロン 農振センター 1 階会議室

9：00 〜 16：00 どなたでも参加できます。

8 月 5日 月 心配ごと相談・行政相談・人
権擁護相談

農振センター 1 階会議室
9：00 〜 12：00

8 月 6日 火 可燃ゴミ・古紙などの収集 追上駐車場
11：00 〜翌 11：00

8 月 6日 火 学童保育子育て支援事業 農振センター 1 階会議室　
8 月 7日 水 粗大ゴミ・家電ゴミ・粗大廃

棄物・廃家電製品収集
追上駐車場
8：30 〜 11：00

8 月 9日 金 脳若トレーニング教室 農振センター
10：00 〜 11：00 対象者：65 歳以上

8月13日 火 可燃ゴミ・古紙などの収集 追上駐車場
11：00 〜翌 11：00

8月13日 火 第 44 回ふるさとづくり納涼
夏まつり

中央運動公園
17：00 〜 雨天中止（順延なし）

※7月16日～8月15日までの行事予定です。

情 報 ボ ッ ク ス

個人情報に関する内容のため削除しています。
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