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地域包括支援センター・障害者相談支援センター・生活困窮者等相談

私たち専門スタッフが一人ひとりに寄り添い支援いたします。
まずはお気軽にお越しくださいませ。

～庄内町新庁舎Ｂ棟３階に各種相談窓口を集約しました～

（関連記事10ページ）
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3階へ

B棟の見取り図

庄内町福祉
総合相談センターの
入口はここです！

2階連絡通路
B棟入口



福祉　しょうない社協  （2）

　庄内町社会福祉協議会では、平成 29 年度 3 月策定の「第 2 期庄内町地域福祉活動計画」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。

令和２年度 庄内町社会福祉協議会事業計画と予算

事　　業　　計　　画

◎社会福祉協議会本部
　○組織推進体制の整備強化 1,442千円
　　・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 1,160千円
　　・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 330千円
　　・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 240千円
　　・民生委員・児童委員活動への支援
　　・各地区公民館との連携
　○地域ふれあい事業 2,160千円
　　・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 4,990千円
　　・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 150千円
　　・法律相談
　○生活困窮者等相談支援事業（受託事業） 6,207千円
　○ボランティア推進活動 220千円
　○福祉教育の推進  78千円
　○広報活動 340千円
　○福祉サービス利用援助事業 734千円
　　（県社協から受託）
　○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】 40,795千円
　・介護予防ケアマネジメント事業       
　・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 909千円
　・生活支援体制整備事業
　　生活支援コーディネーター業務 4,837千円

◎介護サービス事業（介護センターほほえみ）
　・居宅介護支援事業 33,844千円
　・訪問介護事業 35,926千円

◎障害福祉サービス事業
　（障害者多機能型施設ひまわり園）
　・生活介護事業【新規事業】 11,109千円
　・就労移行支援事業 11,453千円
　・就労継続支援（Ｂ型）事業 32,206千円
　・就労定着支援事業 1,267千円
　・地域活動支援センター事業（受託事業） 4,071千円

◎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 5,821千円
　　・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【受託事業】
　○ひきこもりサポート事業 6,324千円
　　・ひきこもり相談会事務局事業補助
　　・関係機関等と連絡調整等

収 入 支 出

支出合計
271,490千円

収入合計
271,490千円

8.  その他の収入　13,378千円　内訳

1. 介護保険事業
　 収入
 　113,073千円
　 42% 1. 人件費支出

　 163,944千円
　 60%

2. 障害福祉サービス等
 　事業収入
 　59,217千円　22%

3. サービス区分間
　 繰入金支出　
　 17,109千円　6%

4. 事業費支出
　 8,628千円　3%

5. 積立資産支出
　 7,558千円　3%

6. 就労支援事業支出
　 6,898千円　3%

7. 負担金支出
 　5,641千円　2%

8. その他の支出
　 19,255千円　7%

2. 事務費支出
　 42,457千円
 　16%

3. 経常経費
　 補助金収入
 　36,333千円
　 13%

4. サービス区分間
　 繰入金収入
 　17,109千円　6%

5. 受託金収入
　 13,226千円　5%

6. 会費収入
 　12,256千円　4%

7. 就労支援事業収入
 　6,898千円　3%

8. その他の収入
　 13,378千円　5%

1．前期末支払資金残高 4,997千円

2．拠点区分間繰入金収入 2,973千円

3．基金積立資産取崩収入 2,559千円

4．その他の収入 1,006千円

5．貸付事業収入 1,000千円

6．寄附金収入 600千円

7．事業収入 141千円

8．受取利息配当金収入 102千円

8. その他の支出　19,255千円　内訳
1．共同募金配分金事業費 4,706千円
2．助成金支出 3,769千円
3．ファイナンス・リース債務の返済支出
 3,162千円
4．拠点区分間繰入金支出 2,973千円

5．予備費 1,645千円
6．貸付事業支出 1,000千円
7．固定資産取得支出 740千円
8．その他の支出 660千円
9．基金積立資産支出 600千円



福祉　しょうない社協  （3）

　「第 2 期庄内町地域福祉活動計画」（平成 29 年 3 月策定）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。

令和元年度  庄内町社会福祉協議会事業報告と決算

事　　業　　報　　告

地域福祉推進事業
　○金婚祝賀記念式 60組
　○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（コロナ感染防止のため1回休止)
　○食事（配食）サービス 57名
　○集落いきいきサロン 88集落
　○心配ごと相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談件数 ８件
　○法律相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談件数 27件
　○南三陸町復興支援ボランティア（年1回実施） 12名
　○福祉サービス利用援助事業 ７名
　〇生活困窮者等相談事業　　　　　　　　　　　　　　　相談件数 58件

地域包括支援センター【受託事業】
　・サービス利用者数 1,290名
　・相談件数 2,329件

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 ５回
　・コーディネート業務 99回
　・多様な日常生活支援・社会参加推進 11回

介護サービス事業
　○居宅介護支援事業
　　・ケアプラン作成 1,590件
　○訪問介護事業　　　　
　　・訪問介護利用回数 延べ16,562件

障害者多機能型施設ひまわり園
　・自立訓練（生活訓練）事業　　　　　　　　　　　　　契約者数 ８名
　・就労移行支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　契約者数 10名
　・就労継続支援事業（Ｂ型）事業　　　　　　　　　　　契約者数 15名
　・地域活動支援センター事業　　　　　　　　　　　登録利用者数 11名

障害者相談支援センター【受託事業】
　○相談件数 延べ1,926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２回開催（延べ47名)
　○地域自立支援協議会運営協力 延べ４回開催

ひきこもり対策推進事業（ひきこもりサポート事業）【受託事業】
　〇相談会の開催　月２回（立川・余目)　相談件数（継続相談含む） 59件

収 入 支 出

支出合計
287,478,722円

収入合計
287,478,722円

7. その他の収入　27,738,954円　内訳

1. 介護保険収入
 　102,755,628円
　 36%

1. 人件費支出
 　165,974,572円
　 58%

2. 障害福祉サービス等
　 事業収入
 　54,432,317円
　 19%

3. サービス区分間
　 繰入金支出
 　30,830,139円
　 11%

4. 積立資産支出
 　7,737,022円　3%

5. 事業費支出
　 7,122,818円　2%

6. 就労支援事業支出
　 6,401,264円　2%

7. その他の支出
　 30,520,941円　11%

2. 事務費支出
　 38,891,966円
　 13%

3. 経常経費
　 補助金収入
 　44,707,994円
　 15%

4. 会費収入
 　12,062,000円
 　4%

5. サービス区分間
　 繰入金収入
 　30,830,139円
　 11%

6. 積立資産取崩収入
 　14,951,690円　5%

7. その他の収入
 　27,738,954円　10%

1．就労支援事業収入 6,296,490円
2．基金積立資産取崩収入 5,650,560円
3．受託金収入 5,395,404円
4．拠点区分間繰入金収入 4,563,443円
5．前期末支払資金残高 2,430,185円
6．その他の収入 2,212,640円

7．貸付事業収入 523,000円
8．寄付金収入 295,915円
9．負担金収入 220,860円

10．事業収入 120,080円
11．受取利息配当金収入 30,377円

7. その他の支出　30,520,941円　内訳
1．助成金支出 6,007,520円
2．固定資産取得支出 5,947,910円
3．負担金支出 5,254,620円
4．拠点区分間繰入金支出 4,563,443円
5．共同募金配分金事業費 4,470,420円

6．ファイナンス・リース債務の返済支出
 3,192,413円
7．貸付事業支出 599,000円
8．その他の支出 337,400円
9．基金積立資産支出 148,215円



福祉　しょうない社協  （4）

　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。

　福祉員（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。８月31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、８月31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。

会費の区分

住民
協力会費

賛助会費
特別会費

庄内町社会福祉協議会  総務福祉課総務係  ☎43－3066

会費を財源としておこなう事業

会 費 で 行 う 事 業

○さわやかふれあいのつどい
○いきいきサロン活動支援

○生活援護金支給
○食事（配食）サービス

○ボランティア推進事業
○火災見舞金支給

１ 住民協力会費　　１世帯　 2,300円

２ 賛助会費　　　　１口　　 1,000円（個人）

３ 特別会費　　　　１口　　 5,000円（会社・企業等）

令和２年度 社会福祉協議会費納入のお願い

ボランティアセンターでは
 ボランティアを募集中です と思っている方はいらっしゃいませんか？

お気軽にお問い合わせください。
総務福祉課 福祉係
☎56‒3373

‶何かボランティアを
してみたい"

‶どんなボランティアが
あるかききたい"



福祉　しょうない社協  （5）

社会福祉法に定められた募金活動で、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
りのための、住民によるたすけあい募金です。
お寄せいただいた募金は、地域福祉活動事業や福祉団体の活動などに助成されています。

　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２　共同募金について
　　　　　　　  テーマ３　地域福祉事業について
　　　　　　　  テーマ４　ボランティアについて
　　　　　　　  テーマ５　介護サービス事業について
　　　　　　　  テーマ６　高齢者の消費者被害予防について
　　　　　　　  テーマ７　介護予防について
　　　　　　　  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）　☎43－3066　

赤い羽根共同募金とは

赤い羽根共同募金でこのような事業をおこなっています

出前講座をご活用ください!

“つながり　ささえあう　みんなの地域づくり“

令和２年度歳末たすけあい募金
みなさまのあたたかい

ご協力よろしくお願いいたします

お願い期間
11月1日～12月4日

＜地域の皆様へ＞地域の皆様からご協力いただいた共同募金は、福祉施設
や団体、地域の中で支援を必要とする高齢者や障害のある方々、児童の育
成支援等に活用させていただきます。
＜法人・企業の皆様へ＞法人・企業の所得から支出された共同募金への寄
付金は、金額損金扱いとなり法人税上の優遇措置が適用されます。ご協力
いただける法人・企業様を随時承っております。

【お問い合わせ先　総務福祉課 総務係 ☎43-3066】

当年度にお寄せいただいた募金は、次年度の地域福祉活動事業や福祉団体の
活動などに助成されています。例えば、このような活動を行っております。

手話教室 集落いきいきサロン 食事(配食)サービス

法律相談 ボランティア推進事業 広報発行
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庄内町ふれあい
福祉まつり

さわやか

ふれあいのつどい

社協の事業

趣味の会・愛好会

令和元年５月～令和２年２月までの活動の様子です

囲碁・将棋愛好会 カラオケ教室

令和元年
9月1日

庄内町
金婚祝賀記念式

令和元年
10月16日

令和元年
11月11日
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会員のつどい
（会員による余興）

余目身体障害者福祉会

庄内町ボランティア連絡協議会 庄内町手をつなぐ育成会

庄内町老人クラブ連合
会

福祉関係団体事業

令和元年５月～令和２年２月までの活動の様子です

会員研修会
（狩川公民館）

令和元年
11月12日

役員研修会

（県防災学習館）

令和元年
12月5日

会員交流会
（余目第三公民館）

令和２年
2月17日

令和元年
11月28日 お花見

（カラオケと孟宗汁）

令和元年
5月16日

立川身体障害者福祉協議会
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令和２年度　社協事業の見直しについて

バス・ワゴンのご利用について（お願い)

南三陸町復興支援ボランティアについてのお知らせ

　令和2年度の社協事業については、下記に記載の点を重視し、地域福祉事業の大幅な見直しを
実施しました。また、障害者多機能型施設ひまわり園においては、事業の変更を行い、利用者の
方への支援の充実を図ります。

①住民の命を守る事業を優先的に実施する。
②利用者が限定されない事業を優先的に実施する。
③「なければ困る」事業を推進する。
④費用対効果を踏まえ、低財源で効果がもたらせるような事業を実施する。

＜地域福祉事業見直しによる変更＞
○法 律 相 談 の 実 施　：　年12回　→　年６回開催
○広 報 の 発 行　：　年３回　→　年１回発行（７月）
○さわやかふれあいのつどいの開催　：　年４回　→　年２回開催
○生 活 援 護 金 の 支 給　：　年２回　→　年１回（８月）支給
○金 婚 祝 賀 記 念 式 の 開 催　→　休止　　
〇南三陸町復興支援ボランティアバスの運行　→　廃止
○ふ れ あ い 福 祉 ま つ り の 開 催　→　廃止
○心 配 ご と 相 談 所 の 開 催　→　廃止
※その他の事業については、今年度は継続実施いたします。また、来年度以降の地域福祉事業について
　も見直しする場合があります。

＜障害者多機能型施設　ひまわり園＞　
　ひまわり園においては、平成19年から多機能型施設として、自立訓練（生活訓練）事業・就
労移行支援事業・就労継続支援（Ｂ型）事業を実施し、各事業とも利用者の方の個々のニーズ
にあった支援を実施してまいりましたが、自立訓練（生活訓練）事業については、利用者の
ニーズの減少から令和元年度で事業を廃止し、新たな生活介護事業を開設し令和２年度より実
施いたします。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「3密」を避ける下記の対策を当面の期間実施いたし
ております。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

◎平成23年度から実施してきました、南三陸町への復興支援ボランティア活動については、
延べ785人のボランティアの方々のご協力のもと、復興支援、農業支援、地域支援等の
活動を実施してまいりましたが、今年度から中止とさせていただきます。

　南三陸町の復興していく過程を、活動を通して感じることができたことは貴重な体験でありました。
　協力いただいた方々に、お礼を申し上げます。ありがとうございました。

【乗車人数の制限】
（いずれも運転手の真後ろの席・助手席は着席不可。）

●バス・・・・14名以内
　（補助席使用不可。２人席には１人着席。）
●ワゴン・・・４名以内
　（２人席には１人着席。）

【乗車・車内の注意事項】
・マスクの着用
・手指の消毒（バス等に備え付けてあります。）
・健康状態確認（乗車前の検温・チェックリストの記載。）
・飲食制限（食事・飲酒は禁止。飲み物は自分の物のみ。）
・適宜換気（１時間に 10分程度行うこと。）
・上記のことを主催者が参加者に周知し、順守を徹底

●問合せ / 余目老人福祉センター ☎43－3066・立川老人福祉センター ☎56－3373
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新型コロナウィルスで
生活にお困りの方へ

生活福祉資金特例貸付のご案内

新型コロナウィルスで
生活にお困りの方へ

生活福祉資金特例貸付のご案内

頑張りすぎない

対象世帯：新型コロナウイルスの影響を受け、休
業・失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等。

対象資金：①緊急小口資金：20万円以内
　　　　　②総合支援資金：20万円以内
　　　　　　　　　　　　　×３か月以内

① 一人で介護を抱え込まないようにしましょう。
●家族で介護を分担しましょう。●介護者どうしの交流の機会に参加しましょう。

② 必要な介護サービスなどを利用しましょう。
●介護者の息抜きの時間をつくりましょう。●根を詰めすぎないようにしましょう。

③ 病気や障害を受け入れましょう。
●元に戻そうとするのでなく生活しやすい方法をみつけていきましょう。

④ 介護を受ける人にもできることは自分でしてもらいましょう。
●環境を整えると介護の負担も減らせる場合もあります。

介 護 の ポ イ ン ト介 護 の ポ イ ン ト

４名の職員が社協に入職しました。

よ ろ し く お 願 い し ま す 。よ ろ し く お 願 い し ま す 。

　社会福祉協議会に長年勤務しておりました秋庭　史（介護
サービス課長）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。

職員退職者
―お疲れ様でした―

①本間　澄江
　(ほんま　すみえ）

②余目老人福祉センター
　(事務補助、産休代理）

③善因善果

①池田　美和
　(いけだ　みわ）

②介護センターほほえみ
　(訪問介護員）

③努力

①林　裕美
　(はやし　ひろみ）

②包括支援センター
　(生活支援コーディネーター）

③ありがとう

①三浦　美栄
　(みうら　みえ）

②障害者多機能型施設ひまわり園
　(生活支援員）

③初心忘れず

①名前　②勤務先（職名）　③モットー

詳細は、生活支援係（庄内町福祉総合相談センター
庄内町庁舎Ｂ棟３階）43－6236まで

介護の相談をお聞きします。
庄内町余目老人福祉センター内 指定居宅介護支援事務所   介護センターほほえみ  42－1623

（月～土　午前８：30～17：15　12月30日～１月３日を除く)
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お繋ぎ先の一つとして…

自立支援センターさかた
仕事や生活でお困りの方を専門のスタッフが親身に支援いたします。
●開 設 日　月～金曜日(祝日及び年末年始は除く)
　　　　　　８：30～17：15
●場　　所　酒田市地域福祉センター内（酒田市新橋２－１－19）
●費　　用　無料
●相談受付　TEL 25－0350
　　　　　　E-mail：jiritsu＠sakata-shakyo.or.jp

①庄内町地域包括支援センター
　高齢者の皆様が住み慣れた地域でできるだけ自立した生活ができるよう、保健・
医療・福祉・介護などさまざまな面から総合的に相談をお受けします。
　　　　担当地区　第1学区・第2学区・第3学区　
　　　　　　　　　※第四学区・狩川・清川・立谷沢地域においては、
　　　　　　　　　　立川サブセンター（立川総合庁舎内)　51－2505

②庄内町障害者相談支援センター
　障がい種別・年齢を問わず、ご本人、そのご家族などの相談をお受けします。ご
相談は無料です。お気軽にご相談ください！
　　ひきこもり状態にある当事者の方やご家族の相談も受付します。(予約制）
　　〇ひきこもり相談専用ダイヤル：080－8208－2280

③生活困窮者等相談
　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、悩みに寄り添い、
課題解決に向けて一緒に考え、関係機関と連携して支援を実施します。

お問合せ
　①庄内町地域包括支援センター　　　電話　45－1030　
　②庄内町障害者相談支援センター　　電話　42－2232
　③生活困窮者等相談　　　　　　　　電話　43－6236
　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX（各相談窓口共通　43－6235)
　　　　　　　　　受付時間　8：30～17：15　月～金（祝日・年末年始は除く）
　　

庄内町福祉総合相談センター
困ったときは、ご相談ください｡困ったときは、ご相談ください｡

庄内町余目字町132-1　庄内町庁舎Ｂ棟3階
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直接、ご自宅に訪問し心身の状況に応じたサービ
スを提供しています。
ご家族様の介護負担軽減と、ご本人様が自立した
日常生活ができるように支援します。

 生活介護
　日常生活に必要な介助・介護、生活自立に必要な訓練を行います｡
 就労移行支援
　企業での就職を希望する方に対し、園内・企業等で訓練し就職
　を目指します。
 就労継続支援事業（Ｂ）型
　就労・生産活動を事業所で実施。活動売り上げから工賃を支給
　します。園内の活動で労働習慣をつけ、可能な方は就職も目指
　します。
 地域活動支援センター
　障がい福祉サービス利用につながっていない方、日中活動する
　場所、居場所が欲しいという方が利用し、日常生活の充実する
　ようお手伝いいたします。
 就労定着支援事業
　福祉サービスを利用して就職した方が、安定して働き続けられ
　るように事業所訪問・相談などを行います。

介護センターほほえみ介護センターほほえみ障害者多機能型施設
ひまわり園 訪問介護（ヘルパー）のご紹介訪問介護（ヘルパー）のご紹介

お気軽にご連絡下さい　TEL 45－0585

身体介護
●入浴介助
●排泄介助
●デイサービスの送り出し
●食事介助
●清拭

生活援助
●掃除
●調理
●買物
●洗濯

※ひまわり園の活動にご興味のある方は、TEL 42-0318まで
　ご連絡ください。見学・体験随時お受けいたします。

受注作業 レクリエーション活動 社会マナー訓練

実施事業

　ひまわり園では、利用者の個々の自立を目指し、
日々の活動に取り組んでいます。

　生活支援コーディネーターは、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくこと
を目的としています。高齢になっても安心して暮らし続けるためには、その地域のみなさん自身で担う
取り組みが必要とされています。支え合いの仕組みや通いの場等、地域づくりのお手伝いをしていきます。

気軽に活動して
いける居場所
づくりの支援

活動への参加や
運営の相談等の

活動支援

支え合い活動に
向けて担い手の

養成

地域課題を把握し､
解決策を考える

｢場」作り

お問い
合わせ

庄内町地域包括支援センター
【庄内町全域・余目地域担当：志田】福祉総合相談支援センター内（町庁舎Ｂ棟３階）☎45－1030
【立川地域担当：林】立川サブセンター内（立川総合支所）　　　　　　　　　　☎51－2505

～ シニアが主役！担い手養成講座 ～
　自分の時間を何かに役立てたい、何か活動をしてみたい…生きがいづくりにもつながる活動について
学んでみませんか？通いの場など町内の事例をご紹介します！
●日時・内容 ／ ①７月21日㈫　10：00～11：30　庄内町の現状、住民主体の活動について学ぼう！
（全２回）　　  ②７月30日㈭　 9：30～11：30　現地視察から考えよう！　視察先：ひょうたん島
　　　　　　　  ※第２回に参加希望の方は必ず申込みをお願いいたします。
●場　　　所 ／ 余目第三公民館
●問・申込み ／ 下記問い合わせ先へ、氏名・電話番号・参加希望日をお伝えください。
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庄内町社会福祉協議会組織図

庄内町社協連絡先一覧
電話番号

43－3066
56－3373
42－2232
43－6236

45－1030

51－2505

42－1623
45－0585
42－0318

所　　在　　地課　・　係　名施　　設　　名
庄内町余目字大塚1－2
庄内町狩川字大釜23－1
庄内町余目字町132－1
（町庁舎　Ｂ棟３階）
庄内町余目字町132－1
（町庁舎　Ｂ棟３階）

庄内町狩川字大釜22

庄内町余目字大塚1－2

庄内町余目字猿田36－3

総務福祉課　総務係
総務福祉課　福祉係

総務福祉課　生活支援係

包括課　包括係

包括課　包括係

介護サービス課　介護支援係
　　　　　　　　訪問介護係

①庄内町余目老人福祉センター
②庄内町立川老人福祉センター
③庄内町障害者相談支援センター・生活困窮者等相談
　（庄内町福祉総合相談センター内）
④庄内町地域包括支援センター
　（庄内町福祉総合相談センター内）
⑤庄内町地域包括支援センター　立川サブセンター
　（庄内町役場立川庁舎内）

⑥介護センターほほえみ（余目老人福祉センター内）

⑦障害者多機能型施設ひまわり園

理事（10人)
会　　　長
副　会　長

評議員（19人)○
会
　
　
　長

○
副
　会
　長

○
事
務
局
長

監　事（２人)

事 務 局 長

障害者多機能型
施設ひまわり園 介護サービス課 包括課 総務福祉課

訪　問
介護係

⑥

⑦

⑥ ⑤④ ③ ② ①
介　護
支援係

包括係 生　活
支援係

福祉係 総務係

●
庄内町総合体育館

●八幡スポーツ公園

羽
越
本
線●

八幡公園

●
八幡神社

●
余目中

Ａコープ
あまるめ
　　●

①

②⑤

⑥

⑦

③④

44

360

●
庄内町役場
Ａ棟 44

357

【福祉総合相談センター】
庄内町余目字町132－1　Ｂ棟３階

③庄内町障害者相談支援センター　☎42－2232
③生活困窮者等相談　　　　　　　☎43－6236
④庄内町地域包括支援センター　　☎45－1030

【余目老人福祉センター】
庄内町余目字大塚1－2

①社会福祉協議会総務係  ☎43－3066
⑥介護センターほほえみ（ケアマネージャー）
    ☎42－1636
⑥介護センターほほえみ（訪問介護） ☎45－0585

44

43

11733

345

【ひまわり園】
庄内町余目字猿田36－3

⑦ひまわり園　　☎42－0318

②社会福祉協議会福祉係  ☎56－3373
⑤地域包括支援センター（立川サブセンター）
    ☎51－2505

【立川老人福祉センター】
庄内町狩川字大釜23－1


