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社会福祉法人山県市社会福祉協議会
岐阜県山県市岩佐1177番地1
TEL（0581）52-3010　FAX（0581）52-2941
E-mail：info@y-shakyo.or.jp
ホームページアドレス：http://www.y-shakyo.or.jp/
◆高富支所
岐阜県山県市高木1000番地1
TEL（0581）22-6813　FAX（0581）22-2115山県市社会福祉協議会公式アカウントです！！

Twitter Instagram LINE

申請は随時受け付けますので、まずは本会までご連絡ください。

新型コロナウイルスの影響により、食べる物がなくお困りの方を対象に、
食料を無料でお渡しします。

▲内容例（米・缶詰・乾麺など）

新型コロナウイルス感染拡大の影響で
失業もしくは休業し生活困窮者となった世帯

※証明する書類と本人確認書類が必要です。
※受付終了時期は未定です。

対象世帯

山県市社協では
新型コロナウイルス対策として

フードバンクをはじめました！

新型コロナウイルスによる苦難をみんなで乗り越えよう！！

食費が足りずに 困っている方はいませんか？



　日本の人口構造の変化と同様に山県市の人口も
年々減少しており、年少人口、生産年齢人口も減
少し続けています。一方、高齢者人口は増加の一
途をたどっており、今や山県市民の3人に1人が高
齢者で今後さらに高齢化は進展しそれに伴い高齢
者世帯、認知症高齢者も増加していきます。
　このような超高齢社会においては、高齢者の生
活課題を地域で支える仕組みづくりが求められてお
り、山県市においても高齢者の見守り・支えあい活
動の一つである「ふれあいサロン」活動が活発に行
われている地域が増えてきています。
　しかし、家族形態の変化、人々の暮らし方の多様
化により近隣同士の繋がりが薄い地域は多く、そう
した活動が進まない現状があります。また、地域交
流の希薄化により地域の課題が見えにくくなってい
るといった問題もあります。特に生活困窮者や認知

症高齢者等は自ら相談することが少ないことから地
域の中で孤立し、その生活課題が深刻な状態になっ
てから表面化するケースが増えてきています。そし
て、その課題は、複雑で複合的なものであることが
少なくありません。
　山県市社会福祉協議会は、山県市地域福祉活動
計画の基本理念「支えあい　誰もが健やかに安心し
て暮らせるまち」に基づき、多世代が交流できる住
民の居場所づくりや見守り活動の支援をはじめ、高
齢者等の生活上の困りごとを住民がお互いに助け
合う活動の推進、そのための担い手の養成などを
行っていきます。さらに、本会職員自らが積極的に
地域に出向き、各世帯の実態把握により潜在化す
る地域・個人の課題を見つけ出し、関係機関と連
携し支援を必要としている世帯に対し適切な支援へ
と繋いでいきます。

●地域貢献事業
【高齢者福祉事業】いきいきつどいクラブ（介護予防、交流の場、買い物支援）

【児童青少年事業】子どもの居場所づくり 

●居宅介護支援事業…ケアプランの作成

●訪問介護事業…ホームヘルパーによる身体介護、生活援助

●通所介護事業…デイサービスでの生活援助、機能訓練

●ショートステイ事業…福祉施設で、短期間の日常生活援助

地域福祉を推進する事業

介護保険事業

●法人運営事業
【地域福祉事業】…………………… 小地域ネットワーク活動の推進、ふれあいサロン支援事業　他

【高齢者福祉事業】………………… ほほえみ冊子、カレンダー配付、高齢者の生活支援・コーディネート　他

【児童青少年、福祉教育事業】…… 出生・入学お祝い事業、福祉活動推進校の助成

 子どもボランティアスクール、福祉出前講座

【障害者福祉事業】………………… 福祉車両貸出、福祉機器貸出・ゆずりあい　他

【相談事業】………………………… 福祉総合相談（訪問相談）、ひきこもり支援、生活困窮者支援

【ボランティア推進事業】………… ボランティア講座、ボランティア活動助成

【福祉教育事業】…………………… 福祉活動推進校助成、子どもボランティアスクール

●福祉サービス利用援助事業　　　●病児保育事業

財源：介護報酬、利用料

実施事業とその財源

令和２年度山県市社会福祉協議会事業方針（抜粋）

財源：社協会費、共同募金配分金、寄付金、補助金、助成金、介護保険事業の収益 

収 益

下記、介護保険事業（デイ
サービス事業）の収益を財源
に「地域貢献事業」を実施
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▪令和2年度 山県市社会福祉協議会資金収支予算▪

（単位：千円）

収　　入 支　　出
会費収入 5,318 人件費支出 47,303 

寄付金収入 501 事業費支出 8,608 

補助金収入 35,206 事務費支出 28,315 

受託金収入 3,178 貸付事業支出 0 

事業収入 2,037 共同募金配分金事業費 4,125 

利息収入 62 助成金支出 500 

その他の収入 736 負担金支出 17 

施設整備等による収入 0 施設整備等による支出 497 

その他活動による収入
（公的福祉事業の収益等） 25,862 その他活動による支出 10,120 

公的福祉事業より充当 27,079 予備費 494 

合　計 99,979 合　計 99,979

一般福祉事業収支予算

（単位：千円）

収　　入 支　　出
補助金収入 0 人件費支出 253,611 

受託金収入 4,092 事業費支出 39,962 

事業収入 2 事務費支出 18,633 

介護保険収入 344,966 その他の支出 0 

障害福祉サービス等事業収入 7,473 施設整備等による支出 857 

利息収入 550 その他活動による支出 56,466 

その他の収入 2,812 予備費 1,844 

施設整備等による収入 0 繰越金 19,000 

その他活動による収入 30,478 

合　計 390,373 合　計 390,373 

公的福祉事業収支予算

●古切手、ベルマーク、テレカ、書き損じハガキ（受付順・敬称略）

㈱美山金型、鷲見司法書士事務所、はなぞの北幼稚園、山県市税務課、石神里子、山県市南部
包括支援センター、富岡カラオケA、特別養護老人ホーム椿野苑、同朋会在宅介護支援センター、
岐北衛生施設利用組合、藤田南司、松本三季、世界心道教高富教会、匿名3名

ありがとうハート （令和2年4月30日まで）
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住民主体のふくしのまちづくりのために
「社協会費」にご協力お願いします

福祉・育児用具
ゆずりあい

不要になった電動ベッド、車いす、杖、
ベビーカー等の福祉・育児用具を随時募
集しています。お譲り頂いた用具は、地域
で必要とされる方々に譲り渡されます！！

【譲ります】
• 電動ベッド（縦206㎝、横118㎝）
• 小児用車いす

ベビー用具には
取扱説明の添付が必要です

【会費の種類と金額】 
一般会費（市内の各自治体）… ……………………………………… 1世帯：500円/年
特別会費（事業に、より賛同していただく個人）… ………………… 1口：1,000円/年
賛助会費（企業や福祉施設等）… …………………………………… 1口：5,000円/年

日赤岐阜県支部主催の第3回赤十字救急法協議会
に山県市赤十字奉仕団から2チーム参加しました。

三角巾を用いた
応急手当とAEDを
用いた一次救命競
技の合計点を競い、
伊自良分団は総合
準優勝、高富分団
は金賞という好成
績を収めました。

社協会費の使いみち（一例）

通院や外出時ご活用ください！ 出前講座のようす

福祉車両の貸出
　車いすのまま乗り降りできる車の貸し出
しをしています。
※貸出しは予約制で予め登録が必要です。
※燃料費相当として、1kmあたり20円ご
負担いただきます。

福祉出前講座
　福祉やボランティアについて考えるきっか
けとして、自治会やサロン・学校に出向き介
護や福祉に関する講座を開催しています。

赤十字救急法協議会にて
好成績を収めました！！
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　山県市社会福祉協議会では、地域のふれあいサロンや学校などさまざまな団体に福祉機器
等の備品を貸し出しています。今回は、新たに貸し出し可能となった備品をご紹介いたします。

◦岐阜信用金庫 業務推進部内ぎふしん愛の募金
…………………………………………………… 20,000円

◦匿　名…………………………………………… 5,000円

◦永井　均………………………………………… 電話器

◦（株）ワークス…………………………………電動ベッド

◦匿　名………………………………………………おむつ

◦匿　名………………………………………タオル・雑巾

　地域のみなさまから本会へご寄付をいただきましたの
で、ご紹介します。みなさまからの寄付金等は、全額地
域福祉事業に活用させていただきます。〈敬称略〉

あたたかいお気持ち
ありがとうございます♥ ♥

　企業、施設を社協だよりでPRするこ
とができます。低価格で市民へ周知でき
るこの機会をお見逃しなく！

掲載条件…本会の賛助会員であること
掲 載 料…1回につき2,000 円
申込方法…
所定の申請書に広告データを添えて本会
窓口に提出してください。

※詳細は本会（電話52-3010）までお問
い合わせください。

広告募集

福祉機器等の備品を貸し出しています

非常持ち出し袋（見本）
非常時に備えておくも
のが詰まっています。
ぜひ参考に！！

輪投げ
レクリエーションで大
盛り上がり間違いな
し！?

防災カードゲーム
楽しみながら防災知識
を身につけるならこれ
でしょう！！

これら以外にも電動ベッド
や車いす、お祭りで利用す
るかき氷機・やきそば鉄板
等ございます。
お気軽にご連絡ください！

健康体操DVD
“介護界のアイドル”
ごぼう先生による室内
でできる健康体操の
DVDです！！
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住み慣れた地域で自立した生活が継続できるよう、当
事業所では理学療法士と看護師による個別機能訓練に力を
入れています。お一人おひとりに合った運動を実施し、ご
自宅で行う自主練習なども提案させていただきます。レク
リエーションは運動と脳トレを取り入れたものを中心に…実
施し、日常生活動作の維持や向上を目指しています。…

（デイサービスふれあい 理学療法士 山田） ▲デイサービスふれあい北側には桜並木があり
　毎年4月には満開の桜が見ごろを迎えます

ふれあいデイサービスセンター

全体のレクリエーションでも運動を取り入れ
介護予防に取り組んでいます

ふれあいの個別機能訓練は、ご自宅での生活を想定し
日常生活動作（歩行、食事、着替え、入浴など）を中心に実施します。

棒体操

訓練内容を一部ご紹介

リハビリ体操ボール体操

理学療法士の不在時は、看護師による訓練を実施しています！看護
の視点からも意見をもらい共同で訓練メニューを考案しています！

　外出に向けて
靴の着脱訓練な
ども行います。

ご自宅で出来る自
主練習なども提案
させて頂きます。

デイサービスやすらぎ

河
か

合
わい

 宏
ひろ

和
かず

総務係

渡
わた

邊
なべ

 多
た

朗
ろう

「昔のように足を伸ばしてゆっくりお
風呂にはりたい」とのご希望に、実
際の風呂場で入浴に必要な階段昇
降訓練を繰り返し練習し、入浴が可
能となりました。

　デイサービスふ
れあいのお風呂に
は超音波が出る泡
装置があります。
超音波には関節の
深いところやイン
ナーマッスルなど
の温度を上昇させ、筋肉や関節の痛みを軽
減させてくれる効果があります。
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新入職員紹介
これからよろしく
お願いいたします！！



令和2年
6月1日発行

山県市ボランティア・
市民活動支援センター
〒501-2259 山県市岩佐1177番地1
TEL（0581）52-3010　FAX（0581）52-2941
メールアドレス　community@y-shakyo.or.jp

NO.158

●団体… 69団体 （1,834名）
●個人… 73名 （令和2年4月30日現在）題字　わたなべさん

　山県市社会福祉協議会では、不要となった入れ歯を回収しNPO法人日本
入れ歯リサイクル協会に寄付をしています。

入れ歯を回収ボックスに寄付する方法

※金属のついていないものは回収できません。

あなたの入れ歯、生まれ変わります

　入れ歯には貴重な貴金属が含まれています。その金属をリサイクルすることで資源として生まれ変わ
り、その収益は市町村の福祉事業に、またユニセフを通し世界の子どもの生活のために寄付されます。

　新型コロナウイルス感染による治療費等がボランティア活動保険の対象と
なります。（今年度すでに加入された方も遡って対象となります）

●…寒さから身を守るための毛布… ………………………………… 7枚
●…10リットルの貯水容器… ………………………………………… 9個
●…HIV簡易検査セット………………………………………… 29セット
●…マラリアから身を守るための殺虫剤処理済の蚊帳…………………… 4張り
●…予防接種のための使い捨て注射器… …………………………350本…
●…勉強するためのノートと鉛筆… …………………………… 46人分…
※入れ歯といっても様々な種類があり、あくまで参考のための平均の数です。

どうして入れ歯を回収しているのか？

入れ歯ひとつでこれだけの援助をすることができます

■1入れ歯に熱湯をかけて消毒するか、入れ歯洗浄
剤で洗浄してください。

■2ビニール袋などに小さく包み回収ボックスに投
入してください。

入れ歯以外にも小さな義歯も回収します。

援助先の国々は
発展途上国がほとんどです。

私たち一人ひとりの
小さな善意が大きな援助へと

つながります。

美山老人福祉センター
（山県市岩佐１１７７－１）

保健福祉ふれあいセンター
（山県市高木１０００－１）

不要入れ歯
回収ボックス

設置場所

ボランティア活動保険における
新型コロナウイルスの取り扱いが改定されました

補償区分 葬祭費用 後遺障害保険金 入院保険金日額 通院保険金日額

保険金額 実　費
（300万円程度） 1,040万円 6,500円 4,000円

ボランティア行事保険では対
象になりません。
※詳しくはふくしの保険のホー

ムページをご覧ください。

ご注意
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再生紙を使用しています。 この印刷物は地球に優しい植物油を使
用したインキで印刷されています。8

　　　　　　　　　  看護師・介護職・調理員・ヘルパー

いきいきつどいクラブ （火・水・金）

常勤（嘱託）看護師（ショートステイ）
月　給：……………………………… 245,000円～
※ショートステイ勤務手当、
　特殊勤務手当、年末年始勤務手当あり

夜勤専門介助員（ショートステイ）
賃　金：…ヘルパー２級・
	 介護職員初任者研修修了	 21,040円～
… 介護福祉士	……………… 23,440円～
	 ※休日加算、交通費支給あり

常勤（嘱託）介助員（デイサービス、ショートステイ）
月　給：ヘルパー２級・
	 介護職員初任者研修修了	… 159,000円～
… 介護福祉士	……………… 166,000円～
※処遇改善手当含む
※ショートステイ勤務手当、特殊勤務手当、年
末年始勤務手当あり

パート介助員（デイサービス、ショートステイ）
時　給：…無資格	……………… 900円～
… ヘルパー2級・
	 介護職員初任者研修修了
	 	……………………… 940円～
	 介護福祉士	……… 1,090円～
※時間外・休日加算、交通費支給あり

パート調理員
時　給：…無資格	………………… 860円
	 調理師	………………… 900円
※休日加算、交通費支給あり

ホームヘルパー
時　給：…ヘルパー2級・
	 介護職員初任者研修修了
	 	…………………… 1,110円～
	 介護福祉士	……… 1,240円～
※時間外・休日・移動等加算、車賃借
料支給あり

お問い合わせ…… 	52-2800（担当：飯尾・長屋）

有休がとりやすい
各種助成制度あり、病児保育施設あり

夜勤は安心の
2人体制勤務

※新型コロナウイルスの影響で、6月末まで休止します。
　状況次第で休止期間が変わる場合がありますので、ご了承ください。

急募！！

新型コロナウイルスによる苦難をみんなで乗り越えよう！！

手作りマスク・不要未使用マスク募集します
　新型コロナウイルス感染拡大の影響でマスクが不足しているため、不要となった未使用マスクを募集し
ています。ぜひご協力をお願いします。

● 手作りマスク　 ● 日本政府配付マスク　● その他未開封、未使用マスク
※1枚からでもかまいません。

回収
場所

美山老人福祉センター玄関前（山県市岩佐1177−1）
保健福祉ふれあいセンターロビー（山県市高木1000−1）
上記2か所にポストを設置しています。※郵送でもかまいません。

【お問い合わせ】52-3010

◦緊急小口資金の貸付相
談の来所者

◦市内社会福祉施設

などマスクを必要として
いる方にお渡しします。

集めたマスクは…
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