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（昨年の様子）

●日　時：平成29年8月27日（日）
　　　　  10：00～14：00
●場　所：川崎町健康福祉センター
●内　容：ふれあいコンサート、
　　　　   お楽しみ大抽選会他
※24時間テレビ「愛は地球を救う」
　募金活動も行います。

　川崎町ボランティア友の会では、一人暮ら
し高齢者の方々を対象に、気軽に集まり交
流ができる場、「お茶っこ飲み会」を開催し
ています。是非、お気軽にご参加ください。

川崎町社会福祉協議会では介
護職員を募集しております。お
気軽にお問合せください。

川崎町社会福祉協議会では介
護職員を募集しております。お
気軽にお問合せください。

ボランティアサマーフェスタ ’17

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会  TEL.0224-85-1222お問い合わせ

●募集職種：介護職員

●募集人数：若干名

●勤  務  先：川崎町デイサービスセンター

●応募条件：介護福祉士、ホームヘルパー2級以上

●応　　募：電話連絡の上、履歴書・資格書を
                  直接又は郵送でお願いします。

　6月12日（月）前川小学校において防
災訓練が開催されました。雨が降る中の
開会となりましたが、参加した皆さんは
一生懸命訓練に打ち込み、天気も回復
し、安全で充実した訓練となりました。前
川東・西、青根地区の皆さん、前川小学
校の児童の皆さん、各関係機関の皆さ
ん、大変お疲れ様でした。

川崎町6.12総合防災訓練川崎町6.12総合防災訓練
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基本方針

平成29年度  川崎町社会福祉協議会  事業計画
　私たちを取り巻く環境は、急速な少子高齢化や社会環境の変化、生活困窮や社会的孤立など地域が抱え
る課題が多様化する中で、地域での支え合いや繋がりといった「地域の力」が重要となっています。

　このような状況の中、社会福祉協議会の基本理念である「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現に
向け、公的サービスの充実のみならず、行政や関係機関、様々な団体等と連携を図り、地域の方々と協
働しながら地域福祉の向上に努めてまいります。
　29年度は、町の「地域福祉計画」に沿った「地域福祉活動計画」を策定し、地域住民の皆さんと一緒
に福祉課題の解決に取り組み、安心して暮らせるまちづくりを目指していきます。
　また、日常生活支援総合事業においては、地域包括と連携し地域での支え合い活動の展開が図られ
るよう取り組んでいきます。

１．地域福祉活動計画の策定 
　28年度において、町では「地域福祉計画」を策定し29年
度より実施することになっており、それに合わせた「地域福
祉活動計画」の策定にあたり、策定委員会を設置し、地域住
民と関係機関・団体・社会福祉事業者、行政と連携し地域の
課題を解決していく支え合いの仕組みづくりを進めていき
ます。また、概要版を作成し、住民の皆さんへ周知し理解の
啓発に努めます。

２．ふれあいネットワーク事業の推進
　高齢者等が日常生活をする上で困りごとが起きた場合、地
域の皆さんで支え合い・助け合いながら支援していく生活支
援（ゴミだしや掃除など）の活動を提供することにより、その
方が安心して暮らすことができる町づくりを目的に事業の展
開を図っていきます。

３．地域福祉ネットワークづくりと地域福祉活動の充実
　地域におけるニーズや福祉課題の把握に努めながら地域
内や各関係機関とのネットワークを強化し、地域の自助・互助
による「お互いさま」の相互扶助による活動の推進や、一人
暮らし高齢者等を支える事業及び認知症高齢者等支援など、
地域包括と連携し「地域包括ケアシステム」の構築の実現に
向けた取り組みの充実を図ります。

４．組織基盤の強化
　社会福祉法人制度の改革にあたり、経営組織のガバナンス
の強化や事業運営の透明性の向上など大幅な改革が施行さ
れることにより、本会においても組織体制の整備に努めま
す。また、社会福祉法人の地域における公益的な取組みを実
施する責務が課せられ、今後は他の社会福祉法人と情報を交
換しながら協働した取組みを強化してまいります。

基本方針

１）ケアネット活動の推進     ２）ボランティアフェスティバルの開催
３）サロン活動の推進　　　　　  ４）防災福祉マップ作成事業
５）災害時要援護者マップ作成・把握  ６）安心カードの作成・配布
７）男の料理教室の開催
８）認知症サポーター養成・キャラバンメイト・認知症講座への支援協力
９）社協広報誌の発行　　  10）社協ホームページの更新・情報発信
11）コミュニケーション麻雀の出前講座
12）ふれあいネットワーク事業

❶地域福祉ネットワーク事業

１）ボランティア団体等の調査・情報提供   ２）ボランティア登録と斡旋
３）ボランティア保険受付　　   ４）ボランティア活動連絡・調整
５）有償ボランティア活動連絡・調整
６）NPO・ボランティア団体等情報交換会の開催
７）ボランティアに関する講座・研修会の開催
８) 災害ボランティア運営協定による支援
９）災害時におけるネットワークの構築及び、災害ボランティアセンター運営
10）災害時に関する研修会の開催
11）仙南地区社協連絡会運営による近隣社協との連携
12）被災地活動ボランティア団体への支援協力

❷ボランティアセンター事業

1.地域福祉推進事業

１） 介護機器（車イス等）介護保険外短期貸出しサービス
２）有償ボランティア活動（ケアネット活動）
３）高齢者世帯等スノーバスターズ活動
４）善意銀行（金銭・物品）の預託と払出
５）テント等（社協物品）の貸出し

❺地域福祉型福祉サービス

１） 福祉有償移送サービス　　 ２）配食サービス
３）川崎町放課後児童教室の運営（川崎・今宿・碁石・前川）

❻受託事業

１） 一人暮らし高齢者支援　　 ２）在宅介護者への支援
３）交通・海難・労災遺児への支援
４）当事者団体支援               ５）青少年健全育成対策事業
６）火災等災害見舞事業         ７）生活困窮者への支援
８）法外支援在宅サービス

❼当事者等支援事業

１） 赤い羽根募金運動（10月～12月）
２）歳末助け合い運動（12月1日～31日）
３）配分申請受付・連絡調整
４）配分委員会・配分調査委員会等の開催
５）災害義援金受付窓口　 　  ６）小規模災害見舞

❽共同募金委員会事業

１）民生児童委員協議会の運営支援（事務局）
２）川崎町ボランティア友の会の運営支援（事務局）
３）川崎町身体しょうがい者福祉協会の運営支援（事務局）
４）川崎町遺族会の運営支援（事務局）
５）宮城県身体障害者福祉協会仙南地方連絡協議会活動支援
6）心身障害児者親の会への支援
7）母子福祉会への支援　　8）保護司会・更正女性会への支援
9）他ボランティア団体等への支援協力
10）川崎町老人クラブ連合会への協力…シルバースポーツ大会協力
11）ふれあいネットワーク事業運営委員会（事務局）

❾福祉関係機関・団体との連携

１）地域福祉活動計画に関するニーズ調査
２）要援護者調査
３）ボランティア団体調査

10調査研究事業

2.福祉サービス利用援助事業

１）生活支援員活動支援
２）仙南地域福祉サポートセンターとの連携

❶日常生活自立支援事業
　（まもりーぶ事業）

１）各種相談員との連携　２）生活相談所の開設
❷生活相談運営事業

１）成年後見制度の推進　２）成年後見の適正な運営
３）地域包括支援センター・保健福祉課との連携

❸法人後見事業

１）理事会・評議員会等の開催　２）評議員選任解任委員会の開催
３）税理士による外部監査・月次監査
４）社協会費の加入推進　5）介護保険事業の安定的経営
6）月次業務報告による経営状況把握及び改善
7）介護サービス情報公表制度による公表
8）社会福祉充実計画の作成
9）地域福祉活動計画の策定…策定委員会の開催

１）各種研修会への参加　２）社協ミーティングの開催
３）安心安全なサービス提供体制　４）職員の資格取得促進

1.社協基盤の充実・強化

   ケアプラン作成
   （月曜日～金曜日営業）

1.介護保険事業の推進

１）生活安定資金貸付
２）生活福祉資金貸付
３）生活福祉資金調査委員会の開催
４）民生委員との連携強化

❹各種福祉資金の貸付事業

１）苦情解決窓口の設置
２）第三者委員の設置

❺苦情受付、
　解決窓口の開設

❶居宅介護支援事業

❷訪問介護・予防訪問介護事業

❸通所介護・予防通所介護事業

   身体介護や生活援助
   （３６５日営業）

   送迎・健康チェック・入浴・食事・機能訓練等
   （月曜日～土曜日営業）

❶社協組織の強化

❷職員体制の整備と資質向上

基 本方針

重 点事業重 点事業

Ⅰ 地域福祉の推進Ⅰ 地域福祉の推進

１） 民生児童委員活動の推進と連携の強化
２）民生児童委員・小中高・警察連絡会議の開催
３）児童遊園等調査...児童福祉部会で実施
４）小中学生朝の声がけ運動（毎月20日）
５）高齢者地域見守りネットワークへの支援
６）子供見守り事業（新入学児童へ防犯ブザーの配布）

❹見守り支援ネットワーク事業

❸福祉教育推進事業
１）キャップハンディ体験
２）キャップハンディ体験グッズ・レクリエーショングッズの貸出し
３）福祉体験学習会の開催　
４）福祉教育推進事業（町内小中学校へ助成）
５）防災・福祉教育出前講座
６）ボランティアサマーフェスタ参加呼びかけ
７）スノーバスターズ活動
８）川崎町デイサービスセンター利用者との交流
９）世代間交流事業

Ⅱ 在宅福祉サービスの推進Ⅱ 在宅福祉サービスの推進 Ⅲ 法人運営体制の整備Ⅲ 法人運営体制の整備

（ボランティアサマーフェスタ）

（スノーバスターズ）（コミュニケーション麻雀出前講座）

（ほのぼの会）

（男の料理教室）

（キャップハンディ体験）
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平成29年度介護保険事業予算 単位：円

平成28年度介護保険事業決算報告 単位：円

居宅介護支援・訪問介護・通所介護居宅介護サービス

前期末支払資金残高

収入計

123,790,091

166,826,216

290,616,307

項　　　目 内　　　訳金　　　額

収
入

居宅介護サービス

支出計

当期末資金残高

123,776,087

123,776,087

166,840,220

居宅介護支援・訪問介護・通所介護

項　　　目 内　　　訳金　　　額

支
出

平成29年度地域福祉推進事業会計予算 単位：円

人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業支出

共同募金配分金事業費

助成金支出

負担金支出

その他の支出

固定資産取得支出

サービス区分間繰入金支出

積立資産支出

その他の活動による支出

予備費

支出計

58,435,000 

5,172,000 

5,243,000 

200,000 

1,579,000 

537,000 

76,000 

10,000 

1,515,000 

4,555,000 

9,000 

2,429,000 

100,000 

79,860,000 

生活安定資金貸付

一般募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業費

各福祉団体

各種負担金支出

退職共済支出

1,466,000 

113,000 

項　　　目 内　　　訳金　　　額

支 

出

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

貸付事業収入

共同募金配分金収入

受取利息配当金収入

基金積立資産取崩収入

拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

収入計

2,856,000 

200,000 

15,598,000 

41,404,000

120,000 

201,000 

1,581,000

22,000

7,997,000 

5,326,000 

4,555,000 

79,860,000 

普通会費収入    

団体会費収入

賛助会費収入

一般寄附

運営費補助・県社協補助

町受託金収入

県社協受託金収入

参加費収入

一般募金配分金収入

歳末たすけあい配分金収入

2,385,000

21,000

450,000

41,254,000

150,000

1,468,000

113,000

項　　　目 内　　　訳金　　　額

収 
入

生活安定資金償還金

介護保険事業より繰入

居宅介護支援・訪問介護・通所介護居宅介護サービス

項　　　目 内　　　訳金　　　額収
入 145,039,000 居宅介護サービス 居宅介護支援・訪問介護・通所介護

項　　　目 内　　　訳金　　　額支
出 145,039,000

平成28年度地域福祉推進事業会計決算報告 単位：円

人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業支出

共同募金配分金事業費

助成金支出

負担金支出

積立資産支出

サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

支出計

当期末支払資金残高

53,131,591 

5,179,506 

4,106,084 

50,000 

951,892 

515,000 

78,241 

5,278 

6,002,136 

2,303,520 

72,323,248 

17,450,387 

生活安定資金貸付

一般募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業費

各福祉団体

各種負担金支出

退職共済支出

819,118 

132,774 

項　　　目 内　　　訳金　　　額

支 

出

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

貸付事業収入

共同募金配分金収入

受取利息配当金収入

その他の収入

基金積立資産取崩収入

拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金

前期末支払資金残高

収入計

2,874,000 

402,068 

14,755,000 
 

39,163,410 
 

143,280 

10,000 
 

958,138 

6,366 

66,857 

1,030,000 

6,981,000 

6,002,136 

17,381,380 

89,773,635 

2,384,000 

21,000 

469,000 

39,034,110 

129,300 

807,841 

150,297 

項　　　目 内　　　訳金　　　額

収 

入

普通会費収入

団体会費収入

賛助会費収入

一般寄付

運営費補助・県社協補助

町受託金収入

県社協受託金収入

参加費収入

生活安定資金償還金

一般募金配分金収入

歳末たすけあい配分金収入

介護保険事業より繰入

●相談日／毎週水曜日（祝日は休み）
●時　間／10：00～15：00
●場　所／川崎町健康福祉センター

川崎町社会福祉協議会  TEL.85-1222

事前予約制となっております。

地域福祉事業は、
皆様の会費により支えられています。
　川崎町社会福祉協議会は、「誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくり」
を目指して、地域住民の皆さまをはじめ、民生委員・児童委員、ボランティア団体
等、関係機関との連携、行政と協力しながら事業を展開しております。
　皆さまからの会費は、地域福祉事業、福祉教育事業、ボランティア活動推進な
どを支える貴重な財源として活用させていただきます。
　つきましては、今年も地域の皆さまのあたたかいご協力によりまして福祉の輪
が大きく広がるよう会員会費のご協力について、よろしくお願い申し上げます。

平成29年度

お問い合わせ

生活相談員の紹介
◎河野　光一　86-2356
◎追木　三郎　84-2705
◎奥山　富夫　84-5574

 日常生活上の心配事や悩み事
を相談できる身近な相談所を開
設しております。
　生活相談員が身近になって相
談に応じます。

生活相談所のお知らせ

3，０００円
１，０００円

一般会費

賛助会費

会員会費（年額）

  役員の任期満了に伴い社会福祉協議会の理事10名、監事2名及び評議員26名が改選されました。

（敬称略）

■理事 10名・監事 2名
■
■
■
■

会　　長　丹野　誠一
副　会　長　古郡　金蔵
副　会　長　河野　光一　
理　　事　三橋　滿壽

■
■
■
■

理　　事　小原　迪　
理　　事　尾形　喜一
理　　事　佐藤　達也　
理　　事　近藤　文隆

■
■
■
■

理　　事　追木　三郎
理　　事　佐々木　勝　　
監　　事　宮崎　功　
監　　事　佐藤　正男　

■評議員 26名
■
■
■
■
■
■

遠藤　紀秀
石川　一郎
近江　正人
大宮　里見
大宮　正春
福島　幸一

■
■
■
■
■
■

原　玖二陽
石川　憲夫
丹野　忠幸
佐々木　英俊
鈴木　洋一
宍戸　善夫
　

■
■
■
■
■
■

伊藤　健次
岡崎　正光
大松　一男
相原　良二
沼田　克己
佐藤　隆彦　

■
■
■
■

支倉　實
伊藤　清子
佐藤　公一
大宮　みつ子

■
■
■
■

佐藤　恒一
髙橋　裕一
佐藤　貞二
櫻䑓　清志
　

今回退任された役員の皆さんには、
社協活動に尽力を賜り感謝申し上げます。
大変ありがとうございました。

前  理  事 … 鈴木　洋一様、　佐藤　孝行様
前評議員 … 小山　進様、　　丹野　幸春様
                 菊地　重雄様、　鈴木　正司様
　　　　　  丹野　重信様、　森　勝英様
                  大本　亨様、　　菅生　貞夫様

■理事・監事・評議員が改選されました。

川崎町社会福祉協議会会費納入の
ご協力をお願いいたします。
川崎町社会福祉協議会会費納入の
ご協力をお願いいたします。
川崎町社会福祉協議会会費納入の
ご協力をお願いいたします。
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　6月6日(火)・6月15日(木)の2回に渡り、富岡小学校3年生
を対象に、点字体験を行いました。１回目は初めての点字に興
味津々の様子でした。２回目では、児童の皆さんに、それぞれ
が調べてきた身近な点字を発表してもらいました。黒板が
いっぱいになるほどの発表がありました。最後には、点字器を
使って点字で感想を書いてもらいました。

仙南地域福祉サポートセンター TEL.86-3811　川崎町社会福祉協議会 TEL.85-1222

まもりーぶは「まもる」と
「びりーぶ」（信じる）を
組み合わせた愛称です。

●福祉サービス利用のお手伝い
●日常的な金銭管理のお手伝い
●書類のお預かり

●基本料金……………………1ヶ月／700円
●サービス料金………………30分／500円
●お預かりサービス…………1ヶ月／300円
●サービス提供に係る旅費…キロ数に応じて
※サービス料金は減免になる場合があります。契約によりサービスの提供を行います。

お問い合わせ

みやぎ地域福祉
サポートセンター

=どんなことをしてくれるの？= = 利用料金=

　在宅の認知症高齢者や、知的障害・精神障害のある方で、自分に必要な福祉サービスを選んだ
り、利用するための契約を結んだり、利用料等の支払いをすることが一人では出来ない（自信がな
い）方のご相談に応じ、暮らしのサポートをしています。

　3 月29 日（水）川崎町健康福祉センターにおいて、一人暮らし高齢者
の方を対象に「ほのぼの会食会」を開催しました。東北財務局 金融監
督第三課の末永氏、藤井氏を講師に迎え、「金融犯罪被害にあわないた
めに」と題し、高齢者の詐欺被害について講話をいただきました。県内
の被害状況、寸劇による事例紹介、カルタを通して詐欺被害の防止対策
を楽しく説明していだだきました。昼食は、男の料理教室のボランティ
アさんによる白菜鍋を振る舞い、皆でおいしくいただきました。

　6月10日（土）川崎町健康福祉センターにおいて、男の
料理教室を開催しました。今回は、以前に調理したメ
ニューの復習として、すいとん汁、寒糀を使った焼き魚、
漬け物を調理しました。この男の料理教室は、家庭にあ
る食材で簡単に調理できるような教室を開催しておりま
す。次回の開催は9月頃を予定しておりますので、お気軽
にご参加ください。

　6月8日（木）、ジャパンゴルフツアー選手会様より車両

を寄贈していただきました。贈呈式では、県内10市町村

社会福祉協議会へ寄贈されました。

　この車両は、本会の地域福祉事業に活用させていただ

きます。大変、ありがとうございました。

男の料理教室男の料理教室男の料理教室男の料理教室

お問い合わせは…社協まで!!▶TEL.85-1222

有償ボランティア活動

趣味や特技をいかした活動

施設でのボランティア活動

ふれあいネットワーク事業
（活動員）

学校支援ボランティア活動

認知症サポーター

地域での
ボランティア活動

（見守り・安否確認訪問など）

川崎町社会福祉協議会では、
ボランティアを
随時募集しています。

夏休み福祉体験学習のお知らせ
●日　時：平成29年8月1日（火）  10：00～16：00
●場　所：川崎町健康福祉センター
●対　象：福祉体験に興味がある小学生
●内　容：  午前  キャップハンディ体験をしよう！
　　　　　午後  防災について考えよう！　　　　　　
●申込み：7月24日（月）社協事務局まで申込み願います。
●持ち物：筆記用具 
●その他：参加費は無料です。   ※昼食は用意します。

車両寄贈していただきました車両寄贈していただきました


