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春をみつけたよ！
「小さいお花が い～っぱい。
あっちにも、こっちにもたくさ
ん見つけたよ。」
穏やかな春の日、園児たちは近
所の空き地で日向ぼっこ。
小さな発見を積み重ね、すくす
く元気に成長しています。

〒969-0236 矢吹町一本木 100-1（矢吹町保健福祉センター内）
☎0248-44-5210 FAX0248-44-5827
編集・発行
E-mail shakyo@orion.ocn.ne.jp

矢吹町社会福祉協議会
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会長就任あいさつ
新緑の候、町民の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
本年１月に開催されました理事会におきまして、会長に選任され就任い
たしました。
今、日本国はもとより世界中の国々が新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のための戦いを行っており、外出の自粛をはじめ事業の中止や延期等
様々な対応をしております。
蛭田泰昭会長

社会福祉協議会の各種事業の実施におきましても、こういった状況から

中止や延期をせざる状況下にありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
さて、 社会福祉協議会の使命は、地域福祉を推進する中核的な団体として、町民の誰もが安
心して暮らせる福祉の推進にあり、少子化や高齢化社会の出現により、地域福祉の重要性がます
ます増大しております。
特に２０２５年には戦後生まれの団塊の世代がこぞって７５歳となる超高齢化社会の出現が目
の前に迫ってきており、一人ひとりが健康で生きがいのある老後が送れるような施策の展開が求
められております。
これらの課題解決に向け、今後も、町民の皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げ、
会長就任のご挨拶といたします。

令和２年度

事業計画

❶組織の整備・拡充、財政基盤の確立
⑴地域に開かれた組織として、運営の透明性と中立性、公正さの確保と情報開示
・理事会、評議員会、監事監査
・ホームページ、社協だよりによる情報発信
⑵会員加入を促進し住民参加型の事業展開を目指す
・一般会員
法人会員
賛助会員（新規）
⑶事業の効果測定やコスト管理を行い、効果的な経営を行う
・中期経営計画の進捗管理と評価
⑷社会福祉充実計画を推進する
・職員の健康診断（PET 検査）の充実
・福利厚生事業の充実（永年勤続表彰（新規）
）

❷地域福祉、在宅福祉サービスの充実
⑴生活支援体制整備事業との連携により、地域住民のニーズ、
地域福祉における課題を明確にしながら、新たな事業展開
を行う。
・住民向けワークショップ「井戸端会議」
（新規）
・社協まつり（新規）
⑵高齢者福祉サービス事業（配食サービス他）
、地域支え合
い事業（ふれあい＊いきいきサロン）の充実
⑶日常生活自立支援事業（あんしんサポート事業）の推進

❸ボランティア活動の推進

地域防災を考える会議

⑴ボランティア養成研修を実施
新規ボランティアの発掘、登録の推進
⑵ボランティアセンター事業の充実
⑶サマーショートボランティアスクールの実施
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❹介護保険事業等の充実
⑴訪問介護事業所の収益の改善を図るため利用者ニーズに合った制度の改善と体制整備
⑵訪問介護事業、通所介護事業所の一体的運営の推進
⑶通所介護事業所は、特色ある利用者サービスを検討し、利用者の確保を図る
⑷地域包括支援センター事業は、介護予防等高齢者の支援拡大、認知症予防事業の充実
のために、地域福祉事業や高齢者福祉事業等他拠点との連携を強める
・認知症高齢者見守りネットワーク（新規）
・健康麻雀サロンの立ち上げ（新規）
・高齢者虐待対応手順書作成（新規）

❺障害者自立支援事業の充実
⑴高齢者福祉事業との一体的な運営と利用者ニーズに合ったサービスを
提供し経営改善を図る

❻保育園事業の充実
⑴幼児組の完全給食を実施（新規）
⑵施設充実費の有効活用（新規）
・多様な保育プログラムの実施 （新規）
・建物修繕、設備更新の実施

❼募金活動の推進
⑴赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい募金、日赤社費募集の充実と広報活動の強化
⑵共同募金配分金を活用した事業の充実

❽福祉団体活動への協力
⑴老人クラブ連合会、日赤奉仕団（３地区）
、日赤アマチュア無線奉仕団、災害時ボラ
ンティアネットワークセンターの運営支援
⑵福祉団体に助成金の交付

令和 2 年度
収入

社会福祉事業予算
支出

（単位：千円）

障害福祉サービス等事業収入、他
退職手当共済積立基金預け金
取崩収入 2,549
拠点区分間繰入金収入

22,208

サービス区分間繰入金収入
8,040

前期末支払
資金残高
67,500

積立資産
取崩収入
21,290

固定資産取得支出、他

9,236
会費収入

5,900

寄附金収入

2,100

経常経費補助金収入
3,550

サービス区分間繰入
金支出 8,040

拠点区分間繰入金支出
22,208

その他の活動による
支出 15,546
4,195

受託金収入
65,678
事務費
支出
56,387

422,458

保育事業収入
105,686

4,876

ファイナンスリース債務の
返済支出 1,942

予備費

収入合計
千円

（単位：千円）

支出合計

379,258
千円

介護保険
事業収入
108,721

事業費
支出
47,615
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人件費支出
218,449

64号
「矢吹町ボランティアセンター」をご利用ください。

ボランティアセンターのしくみ
ボランティア
利用希望者
相

ボランティア
活動希望者

ボランティア
情報の提供・受付連絡調整

談

登

ボランティアセンター

録

（矢吹町社会福祉協議会）

依頼・照会・登録

情報提供・紹介

業

人

企

個

校

各団体

学

場

行政区

役

知識を広げる

つながりを広げる

ボランティア養成講座・ボランティア交流会
矢吹町社会福祉協議会では、「矢吹町ボランティアセンター」を開設しています。
ボランティア活動をしてくださる方の受入及びマッチングを行います。
ボランティアを必要とする方、ボランティアにご協力できる方は、ご連絡ください。

ボランティア活動紹介
＊光南高校「矢吹の町を支え隊」矢吹中学校にて介護授業実施
【車いす体験・操作指導】
【高齢者疑似体験】

＊町民介護講座開催

～初級・中級・完結編～

福祉や介護について授業で学
んだスキルを町民の皆さんへ伝
授！
大勢の受講者が若い講師達に
感心したり応援したり、共に実
のある講座でした。
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ふれあい＊いきいきサロン紹介
目的：地域のネットワークつくり・
生きがい・友達つくり・心身
の健康増進
内容：どなたでも楽しく月１回
２時間程度お茶会・趣味活動
場所：地域の集会所・公民館等
新田「あいうえおゲーム」で盛り上り
《趣味のサロン誕生予定》

「健康麻雀サロン」!
場所：中央公民館
＊地域・歌や趣味活動も

矢吹地区交流サロン善郷小 3 年生と笑顔！

3 区「ヤクルト健康講座」で勉強中

御遺志金

（ 令和元年１２月１日～令和 2 年２月末現在

井上

守【貞男】東郷

敬称略 ） ※【

】内は故人のお名前です。

好廣【サワ】寺内

小針

司【實】中畑

蛭田

蛭田

泰一【徳之助】八幡町 小林

進一【サト子】中丸

大髙

成道【佳博】弥栄

蛭田

義一【春子】文京町

和泉

安喜【トシヨ】弥栄

杉本

勝浩【由子】小松

川崎美佐子【佑治】中町

泉川

洋之【庄三】三城目

金子

宏輝【宏志】大久保

井戸沼

博【ヨウ子】松倉

仲畠

淳介【時廣】鍋内

後藤

和重【助一郎】根宿

須藤

一三【八重子】本郷町 中畑

満【一夫】上敷面

井戸沼

小磯

等【正作】田内

川上

豊久【佐藤リサ子】本町 大木

星野

一行【道行】文京町

松村

愼一【輔雄】本町

伊藤

正恵【トメ子】上宮崎 佐久間

勝【清勝】松倉
義正【キヨ子】上宮崎

遠藤かおり【秀幸】八幡町

実【ミチ】天開

一般寄付
ニプロファーマ株式会社鏡石工場

様より

（令和元年 12 月 1 日～令和 2 年 3 月末日現在）

１００，
０００円

お寄せいただいた寄付金は、地域福祉向上のため大切に活用させて頂きます。
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デイサービス通信

ら作成中
び
花
桜の
細かい作業も根気よく
折り紙に向かわれてい
ました。

笑顔の桜も満開

デイサービスご利用の皆様と桜を
満開にしました

🌸

余暇時間に折り紙や指先を
使って四季折々の形に残る工
作を行っています。

地域包括支援センター通信
こんなことで困ったら ･･・

地域包括支援センターへご相談ください。

介護のこと

健康のこと

お金や財産管理のこと

○介護保険を利用したいのですが
どうすればいいですか？

○最近足腰が弱くなり、
寝たきりへの不安があります。

○要支援と認定されたのですが
どんなサービスがありますか？

○ひとり暮らしで持病もあり、
急に具合が悪くなったら…
と不安です。

○最近物忘れが多く、お金の管理
に自信がなくなってきました。
頼れる身内もいません。

家族のこと
○母の介護をしていますが、
つい声を荒げてしまいます。
○離れて住んでいるひとり暮らし
の父が心配なのですが、様子を
見に行けません。

近所の高齢者のこと
○最近顔を見かけなくなった
近所の高齢者がいますが、
ひとり暮らしなので心配です。
○近所の高齢者が虐待されている
ようなのですが、どうしたらい
いですか？

このほかにも、高齢者に関する相談や悩みを受け付けます。
矢吹町地域包括支援センター
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○振り込め詐欺の被害にあって
しまいました。

地域包括支援センター
に行けないときは…
体調が悪かったり、家族の介護
で地域包括支援センターへ行けな
いなどの場合は、地域包括支援セ
ンターの職員が訪問することもで
きますので、お気軽にご連絡くだ
さい。

☎０２４８－４４－５２３３
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ひかり保育園通信
社会福祉法人

矢吹町社会福祉協議会

保育目標

矢 吹 町 ひ か り 保 育 園

乳

児

○健康な子ども
○素直な子ども
○みんなと仲良く遊べる子ども

幼

児

○健康な子ども
○思いやりのある子ども
○チャレンジしようとする子ども

令和２年度は、このメンバーで、頑張っています！

令和元年度 社会福祉協議会一般会費報告

一般会費

４，
１７６，
４００円

４，
３０６件

町民の皆様、企業主様よりご協力頂きました財源をもとに、一層充実した地域福祉事業推進に取り組んでまいります。

令和元年度 日本赤十字社会費納入報告
２，
０７６，
７５０円

４，
３１０件

納入頂いた会費は「災害救護活動」、
「国際活動」、
「血液事業」
「奉仕活動」
、
等の事業に活用されます。ご協力ありがとうございました。

矢吹町社会福祉協議会職員募集について
本協議会では、次のとおり職員を募集します。
○募集職種及び募集人員
①保育士 ( 嘱託 )
②ホームヘルパー ( 非常勤 )

②矢吹町指定訪問介護事業所

矢吹町一本木 １００－１

若干名
若干名

○従業員数

○応募資格
①保育士資格を有する者
②ホームヘルパー資格を有する者
※普通自動車運転免許が必要です。
○勤務地
①矢吹町ひかり保育園

矢吹町八幡町３７４－１

５５ 名 ( 内① １７ 名② １５ 名 )

○賃金

①月給
②時給

○手当

通勤手当

１５７，７００ 円～
１，１５０ 円～ １，３００ 円
処遇改善手当

他

○事務局 ( 問合せ先 )
矢吹町社会福祉協議会 ℡ 0248-44-5210
矢吹町一本木 100-1 矢吹町保健福祉センター

応募は、電話連絡の上、履歴書をご持参ください。
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緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要
とする世帯
■貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20 万円以内
・その他の場合、1 ０万円以内
※従来の 10 万円以内とする取扱を拡大。
■据置期間
１年以内

■償還期限
２年以内

■貸付利子・保証人
無利子・不要

■申込先
現在お住まいの（住民票のある）
市町村社会福祉協議会

借入申込みに必要なもの
（１）身分を証明できるもの

（５）新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことが
確認できるもの
（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等）
▶企業等雇用されている方
（２）世帯全員分の住民票（本籍・筆頭者記載 ※発行 3 ヶ月以内）
①新型コロナウイルス感染症の影響が生じる前後の収入が確認
できる給与明細書等
（３）印鑑（実印でなくても構いません）
②就労先からの休職証明書等
（４）申込者の預金通帳又はキャッシュカード
▶自営業、フリーランス等の方…月収等を記録した会計帳簿等

事前にお電話でご相談下さい。申込等は予約制とさせて頂きます。

【ご相談窓口】 矢吹町社会福祉協議会
期
令和２年
４月１４日 ( 火 )
５月１２日 ( 火 )
６月 ９日 ( 火 )
７月１４日 ( 火 )
９月 ８日 ( 火 )
１０月１３日 ( 火 )
１１月１７日 ( 火 )
１２月 ８日 ( 火 )

令和 2 年度
日

☎０２４８－４４－５２１０

心配ごと相談所予定表
場所・時間

令和３年
２月 ９日 ( 火 )
３月 ９日 ( 火 )

●場所：矢吹町保健福祉センター
●時間：午前９時より１１時３０分まで
※相談時間は１件３０分程度です。
事前に予約が必要です。
予約・お問合せ先
☎ 0248-44-5210

編集後記
今年は例年より早く桜が咲きましたが、新型コロナウイルスの
影響でお花見で賑わう風景がみられませんでした。
来年は不安なく満開の桜の下、みんなが笑顔でいれますように。
そして、世界中の人々が新型コロナウイルスに打ち勝ち、穏やか
な日常が早くきますように願っています。
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矢吹町社会福祉協議会

