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社協だより 令和4年6月1日 発行 第170号

表紙題字　小田	道子さん（山県市谷合）

はじめよう！！健康革命★ 〜いつまでも元気で若々しく〜

まめかなクラブは誰もがいきいきと地域で暮らせるよう介護予防に取り組んでいます。やりたいこと
や目標を決め、自ら行動する高齢者を応援します！詳しくは8ページをご覧ください。

ボランティアによるがんばらない体操の様子

一般介護予防事業 ブま め か な ク ラ 開催中



　新型コロナウイルス感染症による社会的混乱は２
年にも及び、地域における交流の機会を激減させ、
地域活動の衰退は祭りなどの伝統行事の存続さえ危
ぶまれる状況を招いています。住民同士のつながり
の希薄化は社会的に孤立する世帯を生み、更に新型
コロナウイルスの感染拡大は、失業や収入減により
経済的に困窮する世帯を増やしています。孤立した
困窮世帯にあっては、必要と思われる情報が届きに
くく、また、届いていても、その世帯の多くは第三
者に相談することには消極的で自らでなんとかしよ
うとする中で世帯状況は悪化し、生活が成り立たな
くなってしまっていることもあります。
　このような中、山県市社会福祉協議会は、地域のつ
ながりの再構築に向け、活動が減退している「ふれあ
いサロン」の活動、安心いきいき台帳を活用した見守り
活動の支援を強化し、更に、高齢者の困りごとを近隣
住民で支える地域づくりを積極的に進めていきます。
　生活困窮世帯を含む社会から孤立した世帯への支
援については、対象世帯へ情報が届く取り組み、ア
ウトリーチでできるだけ早くつながりをつくる取り
組みを強化していきます。どんな相談も断らない、

寄り添い、関わり続ける相談を目指していきます。
　更に、社会から閉ざされた人、自宅にも自分の居
場所がない人、地域、家庭、学校等で孤立しがちな
人が地域から完全に孤立しないための居場所づくり
に力を入れるとともに、人と人のつながりのある居
場所への参加を支援していきます。
　この居場所づくりの取り組みについては、地域住民
主体の活動として推進していくとともに、本会の新事
務所等施設を活用した居場所づくりも積極的に展開
し、生きづらさを感じている人が社会から排除される
ことがないよう、誰もが住みやすいまちづくり「地域共
生社会」の実現を目指していきます。そして、在宅介
護サービスを行う法人の強みを活かし、地域福祉事業
と介護保険事業の連携により、関わりのある世帯の課
題発見に努め早期に相談につなぐことに努めます。
　特に、介護保険事業においては、今後ますます労働人
口の減少が予測されるなか介護人材の確保は更に厳し
い状況になります。従って、安定経営のためには、少な
い職員で多くの効果を生む必要があり、ICT等の活用に
よる業務の効率化を図るとともに、職員個々の力を最
大限に発揮できるよう人材育成に力を入れていきます。

●居宅介護支援事業…介護相談、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
●一般介護予防プログラム事業…
　65歳以上高齢者対象の介護予防事業（市 受託事業）

公的福祉事業（介護保険事業等）
財  源：介護報酬、利用料、受託金

令和４年度 山県市社会福祉協議会事業方針

一般福祉事業（地域福祉を推進する事業）

●法人運営事業
【地域福祉事業】
見守り・助け合いネットワーク活動の推進
ふれあいサロン支援事業　居場所づくり

【高齢者福祉事業】
ほほえみ冊子配付事業、カレンダー配付事業
生活支援・コーディネーター事業

【児童青少年福祉事業】
子育て支援事業
高等学校入学時学用品購入援助費給付事業

【障害者福祉事業】
福祉車両貸出事業、福祉機器貸出・ゆずりあい事業
障がい者家族支援事業

【相談事業】
福祉総合相談、生活困窮者支援（家計改善支援事業

（市 受託事業）、フードバンク事業）、生活福祉資金
貸付事業、ひきこもり支援

【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】
福祉出前講座　子どもボランティアクラブ

●福祉サービス利用援助事業
認知症高齢者等を対象とした福祉サービス利用の援
助、日常の金銭管理の援助

●病児保育事業
病気療養を要する幼児・児童の保育

●デマンド型交通事業（市 受託事業）
事前予約により運行する乗合型公共交通

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

実 施 事 業 と そ の 財 源
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▪ 令和4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 5,253 人件費支出 63,820 
寄付金収入 900 事業費支出 7,222 
補助金収入 37,734 事務費支出 14,474 
受託金収入 20,803 貸付事業支出 0 
事業収入 376 共同募金配分金事業費 3,888 
利息収入 29 助成金支出 980 
その他の収入 326 負担金支出 17 
施設設備等による収入 0 施設整備等による支出 110 
その他の活動による収入 

（公的福祉事業の収益など） 25,035 その他の活動による支出 12,525 

公的福祉事業より充当 13,089 予備費 509 

合　計 103,545 合　計 103,545 

一般福祉事業収支予算

（単位：千円）

収　　入 支　　出
補助金収入 5 人件費支出 185,586 
受託金収入 6,841 事業費支出 32,295 
事業収入 204 事務費支出 16,750 
介護保険収入 261,487 その他の支出 0 
障害福祉サービス等事業収入 9,419 施設整備等による支出 0 
利息収入 19 その他の活動による支出 34,199 
その他の収入 1,596 予備費 1,353 
施設設備等による収入 0 繰越金 22,487 
その他の活動による収入 13,099 

合　計 292,670 合　計 292,670 

公的福祉事業収支予算

「社協だより」に広告が掲載できます！

たて約55ミリ×よこ約85ミリ
※1号につき、2社まで

広告の規格

掲載を希望する広告原稿（プリン
トアウトした原稿とデジタルデー
タを保存した記録メディア）を添
えてお申し込みください。
※掲載は先着順となります。
次号（8月号）掲載の申込み期限は
令和4年6月30日（木）です。

申し込み方法

1回 2,000円 掲 載 例

ー 

55
ミ
リ 

ー

イメージ
写真

企業情報（住所・連絡先など）

企業紹介

ー 85ミリ ー
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　本会では、令和3年9月よりフードバンク事業・
子ども食堂等を継続して実施するための寄付金を
募集させていただいております。
　その結果、大変多くの企業・団体・市民の皆様
からご支援をいただき、現在も引き続き困窮家庭
の支援や居場所づくりを進めています。

これまでの寄付金総額

736,145円
（令和4年4月30日現在）

生活困窮者支援事業寄付金へご協力いただきありがとうございました
寄付金額 　13,145円　◦(有)本荘塗装　◦匿名2件

（令和4年3月1日～令和4年4月30日現在）

生活困窮者支援事業寄付金へ
ご協力いただきありがとうございます

　社協会費は、高齢者福祉事業や福祉教育事業、ボランティア推進事業など、地域福祉の
充実を図るための貴重な財源です。地域福祉に関する各種事業やボランティア活動事業に
活用させていただきます。

令和3年度
社協会費総額

引き続き令和4年度の社協会費へのご協力をお願い申し上げます。

5,106,500円
（令和４年3月31日現在）

令和３年度社協会費にご協力いただきありがとうございました

種　　類 金　　額
一般会費 3,675,500円

特別会費 311,000円

賛助会費 1,120,000円

寄付金はこれらを
購入・整備するために

活用させていただきました！
（一部抜粋）

生理用品を備蓄し、
あらゆる理由で生理用品を

購入できない方へ
無償でお渡ししています

フードバンクの
食料や備蓄ボックスの

購入

みんなの居場所
『わいわい喫茶』で使う

調理器具の購入
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あたたかいお気持ちありがとうございます
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
すべて、地域福祉事業等に活用させていただきます。〈順不同・敬称略〉 （令和4年3月1日～4月30日まで）

◀山県市商工会女性部様

◦山県まちづくり振興券50,000円分…………… 匿名
◦3,145円…………………………………………… 匿名
◦切手1,344円分…………………………………… 匿名
◦タオル………………………… 山県市商工会女性部
◦文房具……………………………………… 村瀬洋子

♥♥

ファミリーマート♥山県市社協
フードドライブへのご協力ありがとうございます！

フードバンク事業にて食料を寄付してくださった方 （々順不同・敬称略）（令和4年3月1日～4月30日まで）

◦夢コーポレーション㈱　夢屋高富505店
　お菓子、ジュース、インスタント麺などを
　大量にご寄付いただきました。（写真は一部）
◦篠田時子…レトルト食品など
◦一般社団法人キッズベース…
　お米60㎏、ジュース
◦匿名6件…米、お菓子、冷凍弁当など

今後も企業・団体のみなさまと一緒にフードバンク事業を続けていきたいと考えています！
ご協力いただける企業・団体のみなさま、ぜひお声がけください！

〜もったいないをありがとうに〜

　ファミリーマート店舗におけるフード
ドライブにたくさんのご協力をいただき
ありがとうございます。
山県市内（東深瀬・佐賀・伊自良・岩佐
口店）で行っています！ 山県東深瀬店…14.95㎏ 佐賀店…1㎏

古切手、ベルマーク、テレカ、
書き損じハガキ（受付順・敬称略）
（令和4年3月1日〜4月30日まで）

◦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
◦はなぞの北幼稚園　◦㈱高富運輸　◦㈱美山金型
◦㈱オンダ製作所　◦ミズタニバルブ工業㈱　◦美山中央公民館
◦野々村建設㈱　◦岐阜県退職公務員連盟山県支部　◦世界心道教高富教会
◦山県市南部地域包括支援センター　◦東邦化学工業㈱　◦匿名３件　

ありがとう
ハート

▲岐阜県退職公務員連盟山県支部の皆様

▶︎
ス
ト
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
河
岸
範
充
様（
右
）
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地域福祉活動助成金ふくしのまちづくり
を応援します！

活動内容 助成限度額

❶福祉学習
介護予防講座、高齢者体験、認知症予防体操等の
福祉学習や生涯学習などの研修会を実施する。

20,000円

❷地域交流活動
軽スポーツ大会、福祉映画鑑賞会、高齢者と子ど
もの交流会等多世代での交流活動を実施する。
※参加者が10名以上であること

10～20名 10,000円

21～30名 20,000円

31～40名 30,000円

41～50名 40,000円

50名以上 50,000円

❸見守り活動
高齢者宅の訪問活動等、地域の見守り活動を年間
を通して定期的に実施する。

50,000円
（年度額）

❹防災・防犯活動
避難訓練や図上訓練（DIG）、防災グッズ作製等に
関する活動や防犯パトロール等を実施する。

50,000円
（年度額）

【対象となる活動と助成金額】

❶地区まめネット協議会
❷地区ふくしまちづくり推進員協議会
❸自治会を含む2以上の団体（10名以上かつ多世代が参加していること）
❹単位自治会（上記❶〜❹のすべてにおいて、助成額は上限10,000円）
※今年度の社協会費納入率により助成額が減額になる場合があります。

対象となる
団体

助成金は、先着順として本会の予算の範囲内で交付いたします。助成金の申請を希望される
団体は、詳しい資料や申請書等をお渡ししますので、本会へご連絡ください。

地域福祉係  TEL23-1211

活動内容などのご相談も
受け付けておりますので、
お気軽にご連絡ください‼

助成金を活用した高齢者交流会の様子
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山県市ボランティア・
市民活動支援センター
〒501-2104 山県市東深瀬696番地1
TEL（0581）23-1211　FAX（0581）23-1235
メールアドレス　community@y-shakyo.or.jp

令和4年
６月1日発行

NO.170

●団体… 72団体 （1,856名）
●個人… 88名 （令和4年4月30日現在）題字　武藤 美智子さん

登録を希望する場合はお名前、ご連絡先を本会までご連絡ください。
LINEやメールでもOKです！後日、担当から返信いたします。

　本会では、「福祉について
体験してみたい！」「だれかの
役に立つことに挑戦してみた
い！」という思いを実現する
ための『子どもボランティア
クラブ』を行っています。

活動例

高齢者宅へのお掃除ボランティア

福祉の世界へ

とびこもう‼

子どもボランティアクラブ

日  時 6月25日（土）
 10:00〜12:00
◦高齢者の方への手作りプレゼントを作成しよう
手作りのプレゼントとメッセージカードを高齢
者の方へプレゼントしよう！

◦子どもボランティアクラブ作戦会議
どんなボランティア活動・体験をしてみたいか
など、アイデアを出し合ってこれからの子ども
ボランティア活動についてお話ししましょう！

申し込み期限：6月17日（金）

第1回

子どもボランティアクラブ活動 【対　　象】 小学4年生～高校生まで

【活動時期】 月に1回程度
基本的には土・日・祝日の開催
※長期休み期間は平日の場合もあり

【申し込みにあたっての留意事項】
◦本会でボランティア活動保険に加

入します。
◦活動の写真や動画を広報活動に使

用する場合がありますのでご了承
ください。

◦感染症の動向により急遽、中止す
る場合があります。

このほかにも、
高齢者施設への訪問や
街頭募金活動、

レクリエーションイベントの
お手伝いなど、

子どもたちが主体的に楽しく
実施できる活動を
予定しています！

登録者募集
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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。
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開催日時 	 毎週火曜日、木曜日、金曜日
	 １０：00～15：00

イベント
開催時間

	 ❶10：45～11：45
	 ❷12：45～13：45

都合により時間が前後する場合があります。

開催場所 	 山県市社会福祉協議会　東深瀬６９６番地１
対　　象 	 65歳以上の元気な高齢者
利 用 料 	 200円

体験も随時受け付けております！

まめかなクラブってどんなところ？

はじめよう！！健康革命★ 〜いつまでも元気で若々しく〜

求人コーナー

どんな人が
参加できるの？

「介護予防に取り組みたい」など健康維持に取り組みたいとい
う高齢者が対象となります。また、自分の身のまわりの事（食
事やトイレ・移動）が自分でできる方が対象となります。

原則、公共交通機関での来館をお願いします。（山県バスター
ミナルより徒歩1分） 徒歩圏内（300m程度）にバス停がない
場合はご相談ください。

どうやって
行けばいいの？

施設内には頭や身体を使って挑戦する仕掛けが多数ありま
す。また、定期的に介護予防体操やクラブ活動を開催してい
ます！コーヒー、紅茶などのサービスもあります

どんなことが
できるの？

▲仲間と一緒に双六ゲーム ▲スカットボール

仕掛けに挑戦してマメー（施設内通貨）がもらえる制度
があります！マメーは、おたのしみ景品と交換できます！

事務職員 運転職員

時　給 900円～
（経理経験等により加算あり）

デイサービス利用者の送迎業務：1,050円
デマンド型交通の運転業務：1,100円（待機時間900円）
その他の運転業務：950円

必要条件・資格 OA能力（Word、Excel） 普通自動車免許

勤務時間 9:30～16:30の間で
希望する5時間

デイサービス：朝 1時間半程度 及び 夕方 1時間半程度
　　　　　　　年末年始は休み（日曜日休みのデイサービスあり）
デマンド型交通：7:30～12:00 または 11:30から16:30
　　　　　　　土日、祝日、年末年始は休み

処　遇 交通費支給、有給休暇あり、退職金制度あり（10年以上勤務）

【お問合せ先】（0581）23-1211 （担当：笠井）パート職員
急募‼

一般介護予防事業 ブま め か な ク ラ


