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社会福祉法人川俣町社会福祉協議会

例年になく暑い日が続きますが︑町民の
皆々様におかれましては︑お元気でお過ご
しのことと思っております︒
さて︑社会は少子高齢化と言われて久し
く︑社会問題として私たちは大きな試練に
向き合っています︒本協議会は高齢者福祉︑
地域の安心安全︑子育て支援として児童福
祉など︑皆様方の日常生活に密着した問題
に取り組んでおります︒
川俣町地域福祉活動計画では︑基本計画
として︑

⑴地域を支える人づくり

⑵誰もがつながり合う仕組みづくり

⑶誰もが安心して暮らせる環境づくり

⑷地域福祉を推進する連携の体制づくり

の４つを定めました︒
これらの目標を達成するためには︑町民・

深め力を合わせることが大切です︒

福祉関係団体・ボランティア団体・行政な
どそれぞれの役割の中で︑お互いに連携を

今後とも私たちが住んでいる地域を﹃幸
せな地域﹄とするため︑住民一人一人が福
祉の担い手として︑ご協力を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます︒

編集発行

②

3月28日開催の評議員会で可決承認をいただきました。
平成30年度予算と事業計画についてお知らせします。

寄付金収入

1,400千円（0.55％）

保育事業収入

収

老人福祉事業収入

入

受託金収入

0千円（0.00％）
その他の活動による収入

0千円（0.00％）
12,154千円（4.78％）

積立資産取崩収入
77千円（0.03％）
事業収入

介護保険事業収入

254,115千円（100％）
収入合計

ホームヘルパー事業

9,654千円（3.80％）

生活福祉（避難者支援）事業
デイサービス事業

4,197千円（1.65％）

すみよし保育園受託事業

174,563千円（68.69％）
支出合計

254,115千円（100％）

ケアマネージャー事業

12,496千円（4.92％）

10,992千円（4.33％）

老人福祉センター運営事業

12,836千円（5.05％）

支 出

27,155千円（10.69％） 共同募金配分事業

2,222千円（0.87％）
社会福祉協議会運営事業

16,579千円（6.52％）
基金積立資産取崩収入
700千円（0.28％）
貸付事業収入

125千円（0.05％）
その他の収入
19,662千円（7.74％）

19千円（0.01％）
受取利息配当金収入
2,013千円（0.79％）
共同募金配分金収入

3,010千円（1.18％）
32,880千円（12.94％） 障害者福祉サービス等事業収入
町補助金収入

160,425千円（63.13％）

4,519千円（1.78％）

552千円（0.22％）
会費収入

平成

年度

事業計画

児童・青少年福祉対策

○赤い羽根共同募金の実施

各種募金活動

○親子ふれあい映画会

○ホームページの定期更新

○社協だよりの発行

広報活動

○歳末たすけあい事業の実施

○ひとり親家庭への食事券
給付

○ひとり親家庭児童入学祝

○親子ふれあい料理教室

贈呈事業

○各種資金の貸付

すみよし保育園受託運営

○町内遊び場遊具点検

生活支援相談員の配置

○防災組織との連携強化

防災体制の充実
○サロンの開催

○避難者の見守り︑相談対応

○生きがいデイサービス事業

○避難所体制整備

○障がい者へのヘルパー派遣

○ボランティア団体への支援

○職員の資質向上

○組織体制の強化

○社協会員加入促進

財政の強化と充実

○除雪協力員設置事業︵新規︶

○災害対応講座

○災害見舞金交付

○町外からの避難者支援
○高齢者料理教室
○百歳賀寿祝金贈呈事業

○ 重度障がい者タクシー券給付

○健康保持事業
○介護者激励金

○障がい者理解の啓発
○ ひとり暮らし高齢者のつどい
○ひとり暮らし高齢者会食

○各種講座の開催

○ボランティアセンター運営
○配食サービス助成事業

○情報交換会の開催

○福祉ニーズや課題の把握

○地域づくりネットワーク

○学校への講師派遣及び連携

○民生委員協議会運営

○福祉団体への助成金交付

福祉団体への協力・育成

○ヘルパー利用助成事業

○居宅介護支援事業所運営

介護保険利用者支援

○あんしんサポート事業

○サロン普及支援

○福祉バス運行

○老人福祉センター運営

交流会

ボランティア活動の推進

○ふれあい相談員配置

障がい者福祉対策

○自立支援ヘルパー派遣

高齢者福祉対策

○心配ごと相談・弁護士相談

○生活困窮者支援

生活援護事業

30

③

6月8日開催の定時評議員会で可決承認をいただきました、平成29年
度決算と事業報告をお知らせします。なお詳細はホームページ（URL：
http://kawamata-shakyo.or.jp/) をご覧ください。

収
入

会費収入
寄付金収入
町補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入

4,518,600円（1.83％）
3,449,885円（1.40％）
32,461,549円（13.15％）
2,105,798円（0.85％）
17,445,524円（7.07％）
373,000円（0.15％）
84,000円（0.03％）
12,218,712円（4.95％）
572,350円（0.23％）

保育事業収入
158,634,435円（64.25％）
障害者福祉サービス等事業収入 2,285,254円（0.93％）
受取利息配当金収入
4,682円（0.00％）
その他の収入
1,241,430円（0.50％）
基金積立資産取崩収入
310,000円（0.13％）
積立資産取崩収入
0円（0.00％）
その他の活動による収入
0円（0.00％）
前期未支払資金残高
11,210,622円（4.54％）
収入合計

支 出

社会福祉協議会運営事業
老人福祉センター運営事業
ホームヘルパー事業
デイサービス事業

28,873,291円（12.28％）
12,437,899円（5.29％）
7,286,857円（3.10％）
3,635,663円（1.55％）

246,915,841円（100％）

共同募金配分事業
2,269,372円（0.97％）
ケアマネージャー事業 12,813,129円（5.45％）
生活福祉（避難者支援）事業 9,084,328円（3.87％）
すみよし保育園受託事業 158,634,435円（67.49％）
支出合計

235,034,974円（100％）

収支差額（次年度への繰越額） 11,880,867円

平成

事業報告

生活援護事業

年度

１件

29

７件

８件

介護保険利用者支援

件

104

○ケアプラン作成 １︐００３件

○要介護認定調査

児童・青少年福祉対策

43

○ひとり親家庭への食事券給付

件

名

３名

○ひとり親家庭児童入学祝贈呈

事業

○親子ふれあい映画会

名

23 154

○生活援助資金貸付

○生活福祉資金貸付

８件

か所

体験プログラム
延
名

名

12 28

○川俣ＫＩＤ ʼＳ／

○地域福祉入門講座

福祉団体への協力・育成

３回

○福祉団体６団体へ助成金交付

○民生委員協議会運営

○学校への講師派遣

各種募金活動

３︐０８４︐５００円

○赤い羽根共同募金

募金総額

○ 歳末たすけあい慰問金贈呈事業

３回

名及び町内授産所３ヶ所

広報活動

○社協だよりの発行

名

随時

○ホームページの定期更新

616

○親子ふれあい料理教室

○町内遊び場遊具点検

町内

生活支援相談員の配置

延１０︐３２１件

○山木屋地区避難者宅訪問

19

○弁護士相談

19 20

○心配ごと相談

高齢者福祉対策

名

名

名

７名

○生きがいデイサービス事業

○自立支援ヘルパー派遣

○高齢者料理教室

489

○町外避難者宅訪問

年３月末園児数

名

１件

133

すみよし保育園受託運営

○平成

防災体制の充実

○災害見舞金交付

○災害対応講座

30

延１︐２９４件

回

23

○健康保持事業

名

○サロン開催

障がい者福祉対策

○障がい者へのヘルパー派遣

名

10

８名

○介護者激励金

名

60 190

○百歳賀寿祝金贈呈事業

○ふれあい相談員配置

28

○ひとり暮らし高齢者のつどい

名

○重度障がい者タクシー券給付

財政の強化と充実

○一般会員会費納入実績

３︐２１７︐６００円

１︐３０１︐０００円

○特別会員会費納入実績

事業所

○寄附
３︐４４９︐８８５円

28

○ ひとり暮らし高齢者会食交流会

名

72

名

14 23

名

○配食サービス助成事業

１名

○老人福祉センター利用者

○ヘルパー利用助成事業

名

団体

186

ボランティア活動の推進

名・団体

21

６︐４７９名

登録者数

個人
14

○ボランティアセンター運営

○ボランティア交流会

１︐
７２３名

件

件

39

回

件

24

○福祉バス運行

○サロン講師派遣事業

○サロン助成金

名

○ボランティアフォローアップ

講座

名

５名

○サロン交流会

○あんしんサポート事業
18

27 10 296

84

Jr

④

平成30年度も、社協会費の納入に
ご理解、ご協力をいただきますよう
お願い申し上げます
みなさまからご協力いただいた会費は、
て
社会福祉協議会が行う地域福祉事業に活用させて

一人ぐ

らし高

理教室

あい料

いただいております。

齢者会

れ
親子ふ

食交流

会

民生委員・ふれあい相談員研修会

「いきいき荘」をご利用ください
無料送迎バスの運行についてお知らせ
皆様にご利用いただいております
毎月第2・第3火曜日運行の無料送迎バスの運行方法を
平成30年8月1日から、下記のとおり変更します。
１．利用対象者

２人以上で利用される60歳以上の町民

２．運行時間等

毎週火・水・木曜日（祝日・年末年始を除く）
午前９時30分〜午後４時

３．申込み方法

利用される方は、前日までに電話で申し込
みください。但し、５名以上での利用の場
合は、３日前までに申し込みください。
詳細につきましては、下記連絡先まで問い
合わせください。

４．連 絡 先

川俣町老人福祉センター「いきいき荘」
電話：５６５−３７６１

「いきいき荘」でゆっくりと過ごしていただきたいと思いますので、ぜひご利用ください。

⑤

川俣 町 社 会 福 祉協議会の主な活動紹介
祉協議会の主な活動紹 介
居宅介護支援事業
介護認定調査を行い、介護が必要な方や家族に寄
り添い自宅で適切にサービスが利用できるように、
ケアマネージャー（介護支援専門員）が心身の状況
や生活環境等を把握し、居宅サービス計画を作成し
サービス事業所と連絡、調整を行います。
また、本人や家族からの依頼により要介護認定、
更新申請の手続きを行います。

ホームヘルプ事業所
障がい者、一人暮らしなど65歳以上の高齢者（介
護保険利用者を除く）で、日常生活でお困りの方に
ホームヘルパーによる掃
除、調理、買物などの生
活支援を行っております
ので、お気軽にお問い合
わせください。

生きがい活動
デイサービス
いきいき荘にて、毎週火・水・木の10時から15時、
デイサービスを実施しています。要介護認定を受
けていない方で60歳以上の高齢者のみの世帯、一
人暮らしの方等が対象となっています。1日利用料
800円で、入浴、おやつ、弁当付で生きがい活動を
楽しく過ごしております。随時募集しておりますの
でお気軽にお問い合せください。

原発事故避難者支援事業
生活支援相談員は、「いつもみんなと一緒に ” 希望 ”
を見つめます」をキャッチフレーズとし、避難者の方々
の見守り活動及び相談支援、住民同士のつながりを図
るサロン活動等を、避難者を支援する関係自治体、関
係機関などと協働、連携して取り組んでいます。
特に住民に寄り添う支援、そして「きずき」の支援
をしたいと思っております。

すみよし保育園
平 成30年 度 は ０ 歳 児 ６ 名、 １ 歳 児25名、
２歳児18名、３歳児32名、４歳児23名、５
歳児21名、計125名でスタートしました。
「明
るく元気に遊ぶ子ども」
「思いやりのある子
ども」
「進んで活動する子ども」の保育目標
のもと保育にあたっております。

⑥

平成30年度赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金2」

被災地住民支え合い活動助成事業について
中央共同募金会では震災における被災地支援として、福島県在住者５名以上で構成されている団体へ、
住民同士の支え合い活動を支援する助成を行ってきました。しかし、今年度より対象となる活動が変更に
なりましたので、お知らせします。

これまで

今年度より

●川俣町全域を対象に、住民同士の助け合い活
動。

●川俣町における原発事故により多くの住民が
避難した地区。

※川俣町民の団体であれば、ほとんどの団体が
対象となっていた。

変更

右記のように多数の変更点がございます。
この件で利用を考えている方やご不明な点があ
る方はお問い合せください。
（川俣町社会福祉協議会

※子供会、地区の敬老会など震災がなくとも行
われる活動。

☎565−3761）

ボランティアセンターについて

●参加者のうち上記被災者の割合が３割以上で
あること。
●精算報告時には参加者の名簿の提出が必要。
【下記の活動は対象外となります。】

※県外への旅行（隣接県も不可）

ボランティア活動保険について
ボランティア活動中の事故により、ケガをされた場合や、
他人にケガをさせてしまったり、物を壊してしまった場合
に補償を受けることができるのが「ボランティア活動保険」
です。皆さんぜひご活用ください。

川俣町ボランティアセンター ☎565−3761

※補償期間は、申込日の翌日から平成31年３月31日まで

保険料

社会福祉協議会では、
「ボランティア活動を
してみたい」「ボランティアの協力をお願いし
たい」という方々からの相談に応じ、マッチン
グするため ” 川俣町ボランティアセンター “ を
設置しています。
センターでは、相談内容に応じて活動先の紹
介等を行います。興味がある方は、ぜひお問い
合せください。

Ａプラン

Ｂプラン

基本タイプ

３５０円

５１０円

天災タイプ

５００円

７１０円

となります。詳細はお問い合わせください。

私たち達南精神保健福祉会は、精神障がい者の方々が社会復帰
を目標に集まり活動している通所施設です。活動内容は自動車部
品の組み立てや乾燥こんにゃく等の委託販売等を中心に、研修旅
行やクリスマス会といった四季のイベント等を楽しみながら伸び
伸びと過ごしています。これからも、町民の皆様の支援を仰ぎな
がら、施設の充実に努めてまいります。
昨年12月、川俣町社会福祉協議会を通じ、公益財団法人中央競
馬馬主社会福祉財団様及び福島馬主協会様からの助成金で、新型の
軽ワゴン車を購入しました。仕事やレクリエーション活動など、多
彩な用途で使用しています。様々な活動に対し、ご理解をいただい
たことに心から感謝申し上げます。機会があれば、当施設に是非お
立ち寄りください。（スタッフ一同）

⑦

お 知 ら せ
福島県高齢者総合相談センター

秘密
厳守

相談
無料

高齢者総合相談センターではシニア世代の方やご家族の方の悩みごと、心配ごとの相談を受け付けており
ます。日常生活全般のこと（一般相談）や法律に関することの相談に応じます。下記の通り相談会を開催し
ますのでお越しください。（隣人とトラブルになっている・遠方の親が心配だ・知人にお金を貸したが返し
てもらえない等々）
■開催日 ７月１８日㈬
■時 間 一般相談（高齢者総合相談センター職員）…10：30〜15：00（予約不要）

法律相談（弁護士）…13：00〜15：00（要予約／先着4名）
※相談は１名（１組）30分以内です。
■会 場 川俣町老人福祉センターいきいき荘
■ご予約・お問合せ 福島県高齢者総合相談センター
TEL024-524-2225 （受付時間9：00〜17：00）

毎週水曜日

を貸出しています
を開設しています

■開所日 毎週水曜日
■時 間 9：00〜11：00
■場 所 川俣町老人福祉センター「いきいき荘」
生活上の困りごとがあればご相談ください。
法律関係のご相談などの場合、専門機関をご紹介す
ることも可能です。

（特殊寝台・エアーパッド・車いす）
介護保険非該当の高齢者などに対し日常生活用品
等の貸し出しを行っています。
●退院時、一時的に特殊寝台等が必要な場合
●ご家族で外出される時、車いす等が必要な場合など
利用を希望される方は社協にご相談ください。

重度障がい者の方へ
を給付します

を利用してみませんか

■対象者
重度身体障がい者の方（身体障害者手帳１種１級・

高齢者のみ、または高齢者の単身世帯への配食
サービス利用料金の助成を行っています。

１種２級をお持ちの方）
■給付枚数
申請月により最大で９枚（１枚500円）
■申請方法
印鑑と身体障害者手帳を持参のうえ、社会福祉協

■宅配内容
新川による弁当宅配
■助成金額
１個650円のうち200円（自己負担450円）
■上限金額

議会又は川俣町役場に設置の用紙で申請ください。
■受付期間
平成30年７月２日㈪から
平成31年３月29日㈮まで

毎月4,000円（20食分）
※20食を超えて配食サービスを利用することは
可能ですが、上限額を超えた分については全額
自己負担となります。

詳しい内容は、川俣町社会福祉協議会（☎565−3761）へお問い合わせください。

⑧

般
寄
附

今野紗智
町民の皆様に、いきいき荘
をいつも気持ちよく利用して
いただけるように丁寧な対応
と笑顔を大切にして一生懸命
頑張ります。どうぞよろしく
お願いします。

生活支援相談員
かん

の

菅野

しのぶ

忍

訪問活動で住民の皆様に寄
り添い、地域支援、つながり
を大切にしていきます。よろ
しくお願いします

保育補助員（介助員）
さいとう

齋藤あかね
初めての保育園勤務なので、
わからないことばかりですが、
一生懸命がんばりますのでよ
ろしくお願いします。

ご寄附ありがとうございます

一

ち

▽ライオンズクラブ国際協会３３２︱Ｄ
地区ガバナー 菅野 文吉 様
他︑匿名一件

さ

信義 様︶
ユワ 様︶
崇 様︶
ツヤ様︶

の

斎藤 義清 様︵故
斎藤
正 様︵故
広野 克彦 様︵故
佐藤 広一 様︵故

事務員
こん

菅野

ろしくお願いいたします。

常雄 様
︵故 喜一郎 様︶
他︑匿名三件

した。これからは育てていた
だいたこの町に恩返しできる
ように、社協の一員として努
力していきますので皆さまよ

故人の遺志による寄附

川俣で生まれ、川俣で育ち、
川俣町には強く感謝していま

▽小 神
▽飯 坂
▽賤ノ田
▽羽 田
▽鶴 沢

髙橋道大

ライオンズクラブ３３２︱Ｄ地区 様

福祉活動専門員
たか はし みち ひろ

次の方々から多大なるご寄附をいただきました︒厚くお礼申し
上げます︒
また︑亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます︒

▷

新職員
紹 介

正職員（栄養士兼調理員）募集
下記の日程で職員の採用試験を実施いたします。
①採用職種及び採用予定人数
栄養士兼調理員 １名（平成31年4月1日より採用予定）
②勤務場所

川俣町立すみよし保育園

③受験資格
④試験方法

栄養士資格保有者
小論文・面接

⑤試験期日
試験場所
⑥応募方法

平成30年度10月17日㈬ 10：00〜
川俣町社会福祉協議会（いきいき荘）
履歴書に必要事項を記入し、資格書の写しを添えて
川俣町社会福祉協議会に提出してください。

⑦受付期間

平成30年７月２日㈪〜９月29日㈮
郵送にて提出の場合は9月29日㈮までの消印有効

臨時職員（保育士）募集
すみよし保育園では臨時の保育士を若干名募集しています。
市販の履歴書に必要事項を記入の上、資格書の写しを添えて、
7月20日㈮まで川俣町社会福祉協議会へ提出してください。
■雇用期間 平成30年8月1日〜平成31年3月31日

詳しくは川俣町社会福祉協議会（☎565−3761）へお問い合せください

