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６月１９日

助け合いの
地域づくり勉強会

５月２０日

ん島」
通いの場「ひょうた
も開催中！

移動支援担い手
養成講座

庄内町社会福祉協議会では、生活支援体制整備事業を庄内町から受託し、生活支援コーディ
ネーターを配置しています。「地域の支え合い」について考え、取り組むことを推進するため
に、地域の話し合いや仕組みづくりの支援を行っています。住み慣れた地域で暮らし続ける
ために、今から一緒に考えていきましょう。

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分で発行しています。

令和元年度（平成３１年度）庄内町社会福祉協議会事業計画と予算
庄内町社会福祉協議会では、
「第２期庄内町地域福祉活動計画」
（平成 29 年度〜令和３年度）の基本理念である『健
やかでやさしい健康・福祉のまちづくり』と４つの基本目標「地域における「つながり」
「支えあい」の構築」
「地域
住民の「生活を支える」取り組みの推進」
「福祉サービスの充実に向けた取り組みの推進」
「地域福祉推進のための「基
盤づくり」を掲げ、地域や関係団体との連携、相談・見守り支援体制の強化、在宅福祉サービス・障害福祉サービス
の充実、町民の福祉意識の醸成・啓発、組織体制・財政基盤の強化を図り、地域福祉活動を推進する中核団体として、
地域から信頼される活動を展開してまいります。

収 入
7. 基金積立資産取崩収入
6,744 千円 2%

8. その他の収入
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1.介護保険事業収入
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1. 人件費支出
161,696 千円
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2. 事務費支出
41,630 千円
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2. 障害福祉サービス等
事業収入
56,023 千円
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8. その他の収入
1. 受託金収入

13,176 千円

5,456 千円

内訳

5. 寄附金収入

600 千円

2. 拠点区分間繰入金収入 4,564 千円

6. 負担金収入

229 千円

3. その他の収入

1,014 千円

7. 受取利息配当金収入 172 千円

4. 貸付事業収入

1,000 千円

8. 事業収入

141 千円

事
◎社会福祉協議会本部
○組織推進体制の整備強化
1,498 千円
・理事会・評議員会の開催
・理事・評議員・監事研修会の開催
・専門部会（組織財政・厚生福祉）の開催
・事務局体制の強化
・職員資格取得支援助成制度の実施
○周知・広報活動の推進
1,178 千円
・福祉員活動の推進
・広報委員会の開催
・出前講座の開催
・街頭募金の実施
○活動財源の確保
350 千円
・社協会費の納入拡大と啓発
・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動の拡充
・安定的な活動財源の確保
（補助金・受託金・事業収入）
○関係団体との協働・連携
300 千円
・民生委員・児童委員活動への支援
・各地区公民館との連携
○地域福祉事業
1,139 千円
・金婚祝賀記念式の開催
・ふれあい福祉まつり
○地域ふれあい事業
3,636 千円
・さわやかふれあいのつどい
・食事（配食）サービス
・集落いきいきサロン活動
○生活困窮世帯等支援事業
6,378 千円

8. その他の支出
1. 助成金支出
2. 負担金支出
3. 共同募金配分金事業費
4. 拠点区分間繰入金支出
5. 基金積立資産支出

業

計

30,457 千円

6,234 千円
5,804 千円
4,735 千円
4,564 千円
3,600 千円

内訳

6. ファイナンス・リース債務の返済支出
3,415 千円
7. 貸付事業支出 1,000 千円
8. その他の支出
660 千円
9. 予備費
445 千円

画

・生活福祉資金貸付制度の活用（県社協から受託）
・福祉資金の貸付
・生活援護金の支給
・歳末たすけあい運動の実施及び募金の配分
○総合相談事業
698 千円
・心配ごと相談
・法律相談
○ボランティア推進活動
468 千円
○福祉教育の推進
○広報活動
495 千円
○福祉サービス利用援助事業
795 千円
（県社協から受託）
4,773 千円
○生活困窮者等相談支援事業【新規事業】
（庄内町から受託事業）
○火災見舞金贈呈事業
150 千円
○赤い羽根共同募金運動への協力
○福祉関連団体等の育成指導
◎地域包括支援センター事業【受託事業】
41,480 千円
・第１号介護予防支援事業
・総合相談事業
・権利擁護事業
・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
・認知症施策推進事業
929 千円
・生活支援体制整備事業
生活支援コーディネーター業務
3,625 千円

40,367 千円
・居宅介護支援事業
30,494 千円
・訪問介護事業
◎障害者多機能型施設ひまわり園
・自立訓練（生活訓練）事業
9,695 千円
・就労移行支援事業
14,314 千円
・就労継続支援（Ｂ型）事業
28,461 千円
1,129 千円
・就労定着支援事業【新規事業】
・地域活動支援センター事業【受託事業】
3,282 千円
◎障害者相談支援事業【受託事業】
（庄内町障害者相談支援センター）
○相談支援事業
10,215 千円
・障害福祉サービスの利用につながる支援の実施
・社会資源を活用するための支援の実施
・社会生活力を高めるための支援の実施
・権利の擁護のために必要な支援の実施
・専門機関の紹介
・地域自立支援協議会の運営への協力
・専門的な相談支援等を要する困難ケースへの支援
・交流室の活用とネットワークの推進
・地域における障がい児・者理解を促す地域支援事業の実施
◎ひきこもり対策推進事業【新規事業】
（庄内町から受託）
○ひきこもりサポート事業
・ひきこもり相談会事務局業務補助
・関係機関等と連絡調整等

1,015 千円

◎介護サービス事業（介護センターほほえみ）

福祉

しょうない社協（２）

平成 30 年度 庄内町社会福祉協議会事業報告と決算
「第２期庄内町地域福祉活動計画」に示す「健やかで やさしい 健康・福祉のまちづくり」の基本理念のもと、地域
住民の参画、福祉員や民生委員との協働、専門機関や関係団体との連携を図りながら、地域福祉を推進するため、各
種事業に取り組んでまいりました。新規事業として生活支援コーディネーター業務を庄内町から受託、訪問介護事業
では、同行援護（障害福祉サービス）を実施しました。
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7. その他の収入
17,158,637 円 7%

6. 就労支援事業支出
6,265,992 円 3%

6. 積立資産取崩収入
8,720,910 円 3%

5. 事業費支出
6,486,666 円 3%

5. サービス区分間繰入金収入
10,949,626 円 4%

4. 積立資産支出
7,698,606 円 3%

4. 会費収入
12,424,800 円 5%

7. その他の支出
28,366,418 円
11%

3. サービス区分間繰入金支出
10,949,626 円 4%

収入合計
3. 経常経費
補助金収入
49,719,076 円
20%

254,083,612 円

支出合計

1. 介護保険収入
100,172,890 円
39%
2. 事務費支出
37,569,246 円
15%

250,322,843 円

1. 人件費支出
152,986,289 円
61%

2. 障害福祉サービス等事
業収入 54,937,673 円
22%

7 その他の収入
8. 就労支援事業収入
9. 拠点区分間繰入金収入
10. 基金積立資産取崩収入
11. その他の収入
12. 受託金収入
13. 貸付事業収入

17,158,637 円

6,153,193 円
4,524,898 円
3,294,880 円
1,061,615 円
714,000 円
651,000 円

内訳

7 その他の支出

14. 寄付金収入 357,892 円
15. 負担金収入 235,980 円
16. 事業収入
121,390 円
17. 受取利息配当金収入 33,469 円
18. 固定資産売却収入 10,320 円

事

8. 助成金支出 6,085,477 円
9. 負担金支出 5,322,328 円
10. ファイナンス・リース債務の返済支出
4,900,692 円
11. 共同募金配分金事業費
4,675,973 円

業

地域福祉推進事業
70 組
○金婚祝賀記念式
○ふれあい福祉まつり（「庄内町芸術祭開幕記念事業」と同日開催）
○さわやかふれあいのつどい
年４回
○食事（配食）サービス
70 名
○集落いきいきサロン
83 集落
○心配ごと相談
相談件数 13 件
○法律相談
相談件数 33 件
延べ 21 名
○南三陸町復興支援ボランティア（年 2 回実施）
○福祉サービス利用援助事業
７名
地域包括支援センター【受託事業】
・サービス利用者数
・相談件数
生活支援体制整備事業 【受託事業】
（生活支援コーディネーター業務）
・生活支援協議体
・コーディネート業務
・多様な日常生活支援・社会参加推進

福祉

しょうない社協（３）

1,232 名
1,929 件

３回
91 回
22 回

報

28,366,418 円

内訳

12. 拠点区分間繰入金支出 4,524,898 円
13. 固定資産取得支出 1,493,208 円
14. 貸付事業支出
787,000 円
15. その他の支出
347,850 円
16. 基金積立資産支出
228,992 円

告

介護サービス事業
○居宅介護支援事業
・ケアプラン作成
○訪問介護事業
・訪問介護利用回数
障害者多機能型施設ひまわり園
・自立訓練（生活訓練）事業
・就労移行支援事業
・就労継続支援事業（Ｂ型）事業
・地域活動支援センター事業

1,794 件
延べ 14,944 件

契約者数 ７名
契約者数 ７名
契約者数 15 名
登録利用者数 15 名

障害者相談支援センター【受託事業】
○相談件数
982 件
・身体・知的・精神・発達障がい等に専門的に対応
・家族会・障がい者団体・施設・病院・学校との交流
・障がい者施設・関連機関との連携
○地域における障がい児・者理解を促す地域支援事業
・障害福祉サービス事業所見学会
年 3 回開催（延べ 39 名）
○地域自立支援協議会運営協力
延べ３回開催

令和元年度

社会福祉協議会費納入のお願い

庄内町社会福祉協議会では、だれもが住み慣れた地域で、ともに支えあいながら安心して暮らしていけるよう、町民の皆様、
社会福祉関係機関等の参加と協力のもと、庄内町地域福祉活動計画（第 2 期）に基づき、各種事業を展開しております。
これらの事業をおこなうための財源は、皆様にお願いいたします社会福祉協議会費（社協会費）や共同募金等の 「民間財源」と、
補助金や委託費等の「公費財源」であり、特に社協会費は、地域福祉事業を充実させる重要な財源となっております。
町民の皆様が、ともに支えあい、助けあうための制度であります社協事業にご理解をいただき、社協会費の納入にご協力をお
願いいたします。

会費の
区 分

住民協力
会 費

賛助会費
特別会費

１. 住民協力会費 １世帯 ２，
３００円
３. 特別会費

１口

２. 賛助会費

１口

１，
０００円（個人）

５，
０００円（会社・企業等）

福祉員（行政区長）から、各世帯に納入依頼書の配布や訪問により納入協力を依頼いたします。９月２日
まで町内の金融機関（郵便局を除く）または社会福祉協議会事務局まで納入をお願い申し上げます。
また、口座振替で納入いただいております世帯につきましては、９月２日にご指定の金融機関口座よ
り引落しさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

８月下旬にご依頼する予定でございますので、ご協力のほどお願い申し上げます。なお、社会福祉
協議会の趣旨、目的に賛同いただき、新たに会員となっていただける個人、会社・企業等を随時募集
いたしております。下記までご連絡ください。

庄内町社会福祉協議会 総務福祉課総務係

☎４３−３０６６

社協会費で行う事業

さわやかふれあいのつどい

ふれあい福祉まつり

火災見舞金の贈呈
火災により住家を焼失、損傷した町民の方に火災見
舞金（火災見舞金支給要綱に従い）を支給しておりま
す。（庄内町に住所を有し、火災により損害を受けた
世帯）
全焼 10 万円
部分焼 5 万円 等

⾦婚祝賀記念式

会費を財源としておこなう事業
○いきいきサロン活動支援
○生活援護金支給

○総合相談（心配ごと相談）
○食事（配食）サービス

○ボランティア推進事業

福祉

しょうない社協（４）

平成 30 年８月〜平成 31 年３月までの活動の様子です。

９月 21 日

絡協議会
庄内町ボランティア連
（金山町視察）

12 月 23 日

庄内町手をつなぐ育成会
（会員交流会）

㑐ଥ࿅ᬺࠕ࡞ࡃࡓ

11 月 29 日

余目身体障害者福祉会
（会員のつどい）

８月 29 日

庄内町老人クラ
ブ連合会
（県老人福祉大
会 荘銀タクト鶴
岡）
福祉

しょうない社協（５）

11 月 22 日

立川身体障害者福祉協議会
（軽スポーツ芋煮会）

９月 29 日

祉会会員交流会
庄内町母子賓婦福
狩り）
（朝日町でりんご

令和元年度

庄内町社協新規事業

●生活困窮者等相談支援事業（相談支援員の配置）
【庄内町からの受託事業】
一時的な相談支援として、生活困窮者及びその家族、その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、
県との連絡調整、自立相談支援事業の利用勧奨等必要な援助を行い、支援体制の構築を図ります。

●ひきこもり対策推進事業（ひきこもりサポート業務）
【庄内町からの受託事業】
ひきこもり状態にある本人や家族からの電話を受け付け、相談会において適切な助言を行います。また、必要に応じ
て関係機関と連携を図り、町と共同し地域における社会資源の構築や情報提供の役割を担います。

●就労定着支援事業【障害者多機能型施設ひまわり園】
障害福祉サービス利用（就労移行、就労継続、自立訓練、生活介護等）を経て一般就労した方で、就労に伴う環境変
化により生活面・就業面の課題が生じている方を対象に、安定して就労が継続できるように支援します。

４名の職員が社協に入職しました。
①佐藤 沙織
（さとう さおり）

①渡部

朋

（わたなべ

とも）

②介護センターほほえみ
（介護支援専門員）
③一期一会

②余目老人福祉センター
（事務補助）
③笑顔

①田澤

①佐藤 美香

（たざわ

功
いさお）

②立川老人福祉センター
（事務補助、産休代理）
③温故知新
①名前 ②勤務先（職名） ③モットー

（さとう

みか）

②立川老人福祉センター
（事務補助）
③感謝すること

よろしくお願いします。

社会福祉協議会出前講座のお知らせ
社会福祉協議会では、「社協」の組織、各種事業、サービス等について、社協職員が地域の集会等にうかがい、説明
をいたします「出前講座」をおこなっております。
社協について、町民のみなさまから更にご理解をいただくことを目的として実施いたしております。ぜひ、お申し
込みください。
１ 対象団体
町内に在住、通勤・通学する５名以上で構成された団体（個人は不可）
２ 講座内容
テーマ１ 庄内町社会福祉協議会について
テーマ５ 介護サービス事業について
テーマ２ 共同募金について
テーマ６ 高齢者の消費者被害予防について
テーマ３ 地域福祉事業について
テーマ７ 介護予防について
テーマ４ ボランティアについて
テーマ８ 障害福祉サービス事業について
３ 実施日時
平日の午前９時から午後９時までの２時間以内とします。
４ 実施費用
申込団体でご負担ください（ただし、職員派遣料は無料）
５ お申込み・お問合せ
総務福祉課総務係（余目老人福祉センター） 電話４３−３０６６
福祉

しょうない社協（６）

社協事業所けいじ板
障害者多機能型施設
障
害者多機能型施設 ひ
ひまわり園
まわり園
ひまわり園では、利用者の個々の目的に合わ
せ自立に向けた支援を行っております。
一般企業での実習・園内での製造・受注・販売活動等で
園内外で利用者の皆さんから活躍していただいております。
就職したい、ひまわり園の作業に興味があるといった
方は是非、見学にお越しください。

ひまわり園の活動の様子

菓子製造

企業からの受注作業

ひまわり園菓子工房からのおしらせ…
店舗での常時販売はしておりませんが、事前注文に
て、プリン等の販売も行っております。
クールビズのおともに涼しげなスウィーツはいかが
でしょうか。

お問い合せ

急募 ヘ ル パ ー 募 集
介護職にしか味わえない感動がたくさんあります
是非一緒に働いてみましょう！
★ 1 時間からでも OK
★希望の時間を調整できます。
★介護職員初任者研修修了者（旧ホームヘルパー 2 級）
の資格を持っていれば未経験者でも OK
★ブランクのある方でも大歓迎です！
★子育ての合間を有効に使ってみませんか

社会福祉法人庄内町社会福祉協議会

介護センターほほえみ
( 訪問介護事業所 )
庄内町余目字大塚 1 番地 2

TEL45-0585

E-mail: hohoemi@shonai-shakyo.or.jp

（ひまわり園）42 - 0318
（菓 子 製 造 ）42 - 0680

ほっとひと息カフェ２０１９
ご自宅で家族を介護している方や、物忘れが気になる方・
心配という方やそのご家族、少しおしゃべりして気分転換
したい方へご連絡です。地域のみなさんとお茶を飲みなが
らおしゃべりしたり、悩みを相談できる「カフェ」を開催
します。ちょっと立ち寄ってみませんか。
○日

時

7 月 26 日（金）10:00 〜 11：30

○場

所

余目老人福祉センター

○対

象

どなたでも

○費

用

無料

庄内町在住の方で障がい種別・年齢を問わずご本人、
その家族等の相談をお受けします。来所が出来ない場合
でも、電話・メール相談、家庭訪問も行っております！
ご相談は無料です。障がいに関する本の貸出も行ってい
ます！

例えば、こんな？抱えていませんか？
・障がい福祉サービスを使いたいけど、

※送迎はありません。

どんなサービスがあるの？
・子どもの言葉の遅れが気になるけど
どこに相談したらいいの？

ぜひお気軽に
お越しください

あなたの？ を
一緒に考えていきましょう！

申込み・問合せ
庄内町保健福祉課 高齢者支援係
４2 ー０１７６
庄内町地域包括支援センター 余目 ４５
４５ー
ー１０３０
立川 ５１
５１ー
ー２５０５
福祉

しょうない社協（７）

◎ぜひ、お気軽にご連絡ください！
〒 999 − 7781 庄内町余目字猿田３６−３
☎４２−２２３２（ＦＡＸ兼用）
shien-no-wa@bz03.plala.or.jp

社協ひろば
南三陸町復興支援
南
日帰り
りボラ
ランティア
ア募集！
日帰りボランティア
募 集！
９月 28 日（土）
午前５時 00 分 役場本庁舎前
５時 15 分 役場立川庁舎前
解散時間
午後８時 00 分頃 予定
現地での活動時間
６時間程度（昼食含む）
定
員
20 名になり次第締切り
交通手段
借上げバス
参 加 費
無料
活動内容
地域支援、農業支援、漁業支援、など
募集対象
高校生以上の健康で体力のある方
参加資格
・『自己責任』を前提に活動できる方
・ボランティア活動保険（天災タイプ）
加入者
・現地担当者の指示に従って行動できる方
・未成年の場合、保護者の同意がえられる方
申込方法
参加申込書に記入の上、下記窓口まで
※参加申込用紙や保険加入手続等、詳しくは社協
ＨＰまたは下記の窓口へお問合せ下さい。

手話教室のごあんない

「手話にふれてみませんか？」

活動計画日
出発時間

申

込

先

受付時間

庄内町社会福祉協議会
☎４３―３０６６（余目老人福祉センター）
☎５６―３３７３（立川老人福祉センター）
午前８時 30 分〜午後５時 15 分

手話に興味のある人なら、誰でも参加できます。
参加費は無料です。当日の参加も受け付けます。
日

時

７月 29 日（月）
・８月１日（木）
・８月５日（月）
午後１時 30 分〜午後３時 00 分

場

所

講

師

庄内町余目老人福祉センター
三ツ澤

幸氏

（県聴覚障害者協会庄内支部会員）

お問い合わせ先 / 総務福祉課福祉係
（立川老人福祉センター）☎５６−３３７３

生活福祉資金貸付制度
他の貸付制度が利用できない所得の低い方、障がい
のある方、高齢の方で生活に必要なお金にお困りの方
を対象に、相談支援や貸付を行います。対象となる資
金や条件はさまざまです。詳しくはお問合せください。
【山形県社会福祉協議会が審査し、貸付の適否を決定します】
●相談・問合せ /
余目老人福祉センター
立川老人福祉センター

☎ 43 ー 3066
☎ 56 ー 3373

庄内町社協クイズ ？
？
○にあてはまる文字を入れてください。

クイズ：社協では、「地域の支え合い」を
推進するため、○○支援コーディネーター
を配置しています。
☆ヒント☆

今回の「福祉しょうない社協」のどこかに
正解が隠れています。

クイズの正解者の中から抽選で３名様に
障害者多機能型施設ひまわり園のお菓子
をプレゼント !!
たくさんのご応募お待ちしています。

○○支

社会福祉協議会に長年勤務しておりました
梅木京子（介護支援専門員）は、３月３１日をもって
退職いたしました。

町民の皆様には大変お世話になりました。

援

住所
氏名フ
リガナ
年齢
電話番
号
感想・
ご意見

★応募方法★
はがき、またはＨＰの応募フォームから、必要事項【①ク
イズの答え、②住所、③氏名（フリガナ）
、④年齢、⑤電話
番号、⑥福祉しょうない社協の感想やご意見】をご記入の
うえ、令和元年 8月23日（金）
（必着）までお送りください。
〒999―6601 庄内町狩川字大釜 23−１
庄内町社協クイズ係 あてにご応募ください。
※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※みなさまからいただいた個人情報は、当選者への賞品の発送や今後
の地域福祉活動の参考にさせていただきます。他の目的には使用いた
しません。
※クイズの答えは、次号に掲載させていただきます。

福祉しょうない社協41号の答え：3 集落
福祉しょうない社協41号の答え

職員退職者
―お疲れ様でした―

生活自立支援センターさかた
仕事や生活など、さまざまな問題を抱えてお困りの方
に対し、一人ひとりの悩みに寄り添い、課題解決へ向
けて一緒に考え、支援を行います。
●開 設 日
●場
●費

月曜日〜金曜日の午前８時 30 分〜
午後５時15 分
（土日祝日、年末年始を除く）
所 酒田市地域福祉センター内
（酒田市新橋二丁目１番地の 19）
用 無料

●相談受付

☎ 25 ｰ 0350（直通）
E-mail：jiritsu ＠ sakata-shakyo.or.jp
福祉

しょうない社協（８）

