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社協

あいかわ
社会福祉協議会は、皆さんの参加と協力により
地域福祉をすすめる民間の団体です。

検 索愛川町社会福祉協議会

お問い合わせは、お気軽にどうぞ

インターネットからは
046-285-2111㈹TEL2018

NO.122

5/15

自治会活動は地域福祉の原動力

自治会に加入しましょう！
加入は地域の
行政区役員へ
ご連絡ください。

もくじ

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　町社協では、様々な事業や福祉サービス事業を実施しています。
今年度も広報紙やホームページなどで随時紹介をします。

平成29年度のテーマ　「バーチャル
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ふれあい広場

地域ふくしサポーター養成講座
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業

福祉職従事者研修会

社協の年間事業
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今年度、重点的に取り組む
事業についてお知らせします

「第3次地域福祉活動計画」及び
　「ふれあいのまちづくり推進プラン
 　　　　　（第5次社協発展計画）」の推進

　町と一体的に策定している第3次地域福祉計
画・地域福祉活動計画の2年目にあたり、着実
な推進を図ります。

その他、
福祉サービス等の
運営・協力

＊愛川あんしんセンター事業�………日常生活自立支援事業、法人後見事業
＊地域包括支援センターの運営　＊あいかわ福祉サービス協会の運営
＊障害者総合支援法による事業所の運営�……… 愛川町ありんこ作業所の運営
＊売店「ふれあいショップ希望」の運営　＊愛川婚活支援センターへの協力

平成30年度に実施する講座

愛川あんしんセンターの機能充実
　日常生活自立支援事業、法人後見事業の取り組みを通じ、町民が

地域で安心して生活が送れるよう権利擁護の推進に努めます。また、

成年後見制度の利用促進や市民後見人等の啓発を進めるため「成年

後見制度、法人後見支援事業研修会」を開催します。

社協組織の基盤強化
　社会福祉協議会活動への理解と

協力を求め、自治会との連携や会

員加入の推進を図ります。

ボランティア活動の推進
ボランティア活動や福祉教育の啓発に努めます。

・次代を担うボランティア育成事業
　中学生・高校生ボランティア研修会、体験学習
・ボランティア相談会
・知的障がい児・者サポーター養成講座
・災害ボランティアコーディネーター養成講座
・福祉教育サポーター養成講座
・ボランティアのつどい
・視覚障がい者サポーター養成講座

平成30年度
事業計画

障がい者福祉
•成年学級事業�•肢体
不自由児日常介助物品
支給事業�•移送サービ
ス�•障がい児サロンの
実施�•就労訓練事業•
売店等運営事業におけ
る障がい者雇用　他

高齢者福祉
•福祉機器貸与事業（ベッド・車いす等）•理髪
サービス事業•ミニデイサービス事業•訪問給食
サービス事業•いきいき生活応援事業（エンディ
ングノートの配布と普及）•高齢者障がい者暮ら
しサポート事業「ひとり暮らし高齢者安否確認事
業」•住民参加型送迎サービス“愛川お助け便”の
運営•高齢者サロン活動支援事業「（仮称）回想法
と共に学ぶ地域サロン運営講座」　等

要援護者・要援護世帯等福祉
•被保護世帯入学卒業祝品支給事業
•行路人等援護事業•緊急援護資金
貸付事業•生活福祉資金貸付事業•
年末激励金支給事業•災害見舞金支
給事業　他

児童・母子福祉
•交通遺児世帯援護金支給事業
•母子福祉会への協力

援護サービス活動の充実に向けて

関係機関・団体・施設等との
連携に向けて

•行政区•民生委員児童委員協議会•共
同募金会•福祉施設•福祉サービス事
業者・県内の社協•行政機関等との連
携•社会福祉法人等代表者会議の開催

出前講座や「やさしさ
を育む教室」の実施　
他

福祉教育の推進・支援事業

•あいかわ福祉のひろば（わいわいス
ペース）の開催•福祉講演会の開催•ふ
れあい広場の開催•地域ふくしサポー
ター養成講座　他

地域福祉推進・啓発活動

•福祉総合相談の実施�•成年後見�・権利
擁護相談の実施�•各種計画の推進

福祉問題・福祉動向等の
把握に向けて

ふだんの

　くらしの 
　　しあわせ

ふだんの

　くらしの 
　　しあわせ やさしさを育む教室▶

～高齢者疑似体験～
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予算総額　224,417千円
平成30年度　予算のあらまし

収入（単位　千円）

勘定科目 当初予算額
予算額 構成比（％）

会費収入 5,023 2.2 
寄附金収入 3,531 1.6 
経常経費補助金収入 52,657 23.5 
受託金収入 41,179 18.3 
貸付事業収入 614 0.3 
事業収入 12,036 5.4 
介護保険事業収入 10,399 4.6 
就労支援事業収入 6,189 2.8 
障害福祉サービス等事業収入 31,334 14.0 
受取利息配当金収入 28 0.0 
その他の収入 222 0.1 
基金積立資産取崩収入 7,613 3.4 
事業区分間繰入金収入 1,940 0.9 
拠点区分間繰入金収入 8,643 3.8 
サービス区分間繰入金収入 13,914 6.2 
前期末支払資金残高 29,095 12.9 

合　計 224,417 100.0 

支出（単位　千円）

勘定科目 当初予算額
予算額 構成比（％）

人件費支出 119,900 53.4 
事業費支出 26,260 11.7 
事務費支出 7,163 3.2 
就労支援事業支出 6,682 3.0 
収益事業支出 3,948 1.7 
貸付事業支出 1,515 0.7 
共同募金配分金事業費 3,730 1.7 
助成金支出 3,355 1.5 
負担金支出 1,363 0.6 
固定資産取得支出 121 0.1 
基金積立資産支出 3,548 1.6 
積立資産支出 1,545 0.7 
事業区分間繰入金支出 1,940 0.9 
拠点区分間繰入金支出 8,643 3.8 
サービス区分間繰入金支出 13,914 6.2 
その他の活動による支出 4,751 2.1 
予備費支出 16,039 7.1

合　計 224,417 100.0 

予算の内訳

前期末支払資金残高
29,095

繰入金収入
24,497

基金積立
資産取崩収入

7,613
その他の
収入222
受取利息
配当金収入28 事業収入60,572

（貸付・介護保険事業
障害福祉サービス等）

経常経費補助金収入
93,836
（受託金・委託金）

寄附金収入3,531
会費収入5,023収 入 支 出

収入合計
224,417

千円
人件費支出
119,900

事務費支出7,163 

事業費支出
42,135

助成金支出
3,355

負担金支出
1,363

固定資産
取得支出 
121

基金積立
資産支出
3,548

積立資産支出
1,545

繰入金支出
24,497

その他の活動による支出
4,751

予備費支出
16,039

支出合計
224,417

千円

予算の規模

（単位　千円）

　町社協では、福祉センター１階で売店「ふれあいショップ希望」を運営しています。ふれあいショッ
プ希望は、障がいのある人の雇用の場をつくり、障がいがあっても一生懸命頑張る姿勢を地域社会に
発信することによって「共生社会の実現」に資することをねらいとしています。売店にお越しいただく
皆さんの応援が販売員のやる気に繋がっています。頑張っていますので、ぜひお立ち寄りください！

商
品
紹
介

場所 　愛川町福祉センター1階
営業日　 月～金　※祝日除く
時間 　9：30～15：30

上記以外の時間は職員が販売しま
す。お気軽にお声掛けください。

販売品目　 飲み物、菓子、カップ麺、
雑貨手芸品　など バラエティに富んだ手作り

パンを毎朝仕入れています

半原パン
エコ石鹸やあいちゃんの缶
バッジなどを販売しています

あいかわ工房
採れたて新鮮な無農薬野菜
も販売しています

フリースペース グリーン

ふれあい
ショップ希望

のぞみ
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　「興味はあるけれど活動に踏み出せない…」
という方への初めの一歩として、毎月１回、
ボランティア相談会を開催しています。

日時 　1日目：6月29日㈮　午後1時30分～3時30分
　　　　2日目：7月  6日㈮　午後1時30分～3時30分
内容 　•知的障がい、発達障がいの理解

　　　　•保護者の思いを知る
　　　　•参加者意見交換、町内での活動を知る
会場 　町福祉センター3階会議室
対象 　町内在住在勤で、障がい児・者支援に関心のある方（定員30名程度）
申込 　6月25日㈪までに町社協へ申し込みください。

※講座受講者に「知的障がい児・者サポーター」の目印、シリコンバンドをお渡しします。

障がいのある人も地域で安心して暮らせるまちを目指して、「知的障がい児・者サポーター」を養成します。

「知的障がい児・者サポーター養成講座」を開催

実施日 時間
6月15日㈮ 午前10時〜11時
7月13日㈮ 午後1時30分〜2時30分
8月16日㈭ 午前10時〜11時
9月14日㈮ 午後1時30分〜2時30分
10月15日㈪ 午前10時〜11時
11月15日㈭ 午後1時30分〜2時30分
12月14日㈮ 午前10時〜11時

31年1月16日㈬ 午後1時30分〜2時30分
2月15日㈮ 午前10時〜11時
3月15日㈮ 午後1時30分〜2時30分

知的障がい児・者サポーターバンド

会場 　町福祉センター3階会議室
内容 　 ボランティア活動紹介、意見交換

等（毎回同様の内容です）
申込 　 各実施日の2日前までに町社協へ

申し込みください。

※�知的障がい児・者サポーターは、知的障がいについて正しく理解し、特別に何かするのではなく、
障がいのある人やその家族を見守る“応援者”です。
　�知的障がい児・者サポーターには、地域住民、コンビニエンスストアや商店の方など様々な
方がいます。地域の中で障がいへの理解が深まるよう、大勢の方の参加をお待ちしています。
　講座終了後は、ボランティアとしての活動の場も広がります。

ボランティア活動保険のご案内
　ボランティア活動中は、安全に最善をつくすのはもちろんですが、不慮の事
故が起きたときのことを考えて、ボランティア保険に加入されると安心です。
　町社協では、全国社会福祉協議会のボランティア活動保険の申し込みを受
付けています。

問い合わせ先　町社協　【電話】285-2111　内線3794 【電話】285-2111　内線3794

加入できる方・団体
 町社協に登録するボランティア、ボランティアグループ
保険の対象となる活動
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボラン
ティア活動」で、次のいずれかに該当する活動
　•グループの会則に則り、企画・立案された活動
　　（グループが町社協に登録していることが必要です）
　•町社協に届け出た活動　　•町社協に委嘱された活動
※ 活動内容により、保険の対象とならない場合もありますので、詳細は町社

協へ問い合わせください。
補償期間 　 毎年4月1日～翌年3月31日（中途加入の場合は、申込の翌日から有効）
※ 平成29年度途中に加入した方も、4月1日以降の活動を行う際は再度加入

が必要となります。
年間保険料（1名当たり）　天災タイプは、天災（地震、噴火、津波）に起因す
る被保険者自身のケガが保証されます。
　Aタイプ 350円／天災タイプA 500円
　Bタイプ 510円／天災タイプB 710円

ボランティア相談会

日時

ボランティアに関する問い合わせは、
あいかわボランティアセンター
☎046-285-2111 内線3794

ボランティア
情 報

ボランティア
情 報

ボランティア
情 報

ボランティア
情 報

ボランティア
情 報
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「収集ボランティア」をご存じですか
　どなたでも身近なところから、簡単で気軽に始められるボランティア活動です。
町社協では、ご寄付いただいた物品を町内、町外の団体へ配分し、活用させていただいています。

ちょこっと
ボランティ

ア

○�上記以外の寄付物品については、受け入れ先があ
ることを確認した後、お預かりさせていただいて
おりますので、事前に問い合わせください。

町社協でお預かりしている物品

　町社協で配分している団体以外にも様々な団体で寄付物品を募っていますので、活動をする前にご自身で調べてか
ら、活動に賛同できる団体に送付していただくこともお勧めしています。
　収集ボランティアについてご不明な点は、町社協あいかわボランティアセンターまで問い合わせください。

⃝プルタブ
集まったプルタブを換金して、町の福祉の
ために活用しています。平成29年度には
車いす1台を購入しました。
★�平成29年度にお預かりしたプル
タブの換金額は10,789円でした。

★�町福祉センターホールにプルタブ
回収ボックスを設置しています。

⃝古切手
町外で必要としている施設に配分しています。
★�平成29年度は障害者支援施設　鎌倉清和園にお届
けしました。

※�切手を封筒からはがさ
ず、周りを1㎝程度残し
ていただけると活用し
やすいので、ご協力を
お願いします。

82

⃝ベルマーク
町内で収集活動をしている
学校へ配分しています。

⃝使用済みプリペイドカード  　　
　（テレホンカード等）
町外で必要としている団体に配分をしています。
★�平成29年度はNPO法人誕生日ありがとう運動本部
へ配分しました。
※�受け付けられないもの…病院等のテレビカー
ド、ゴルフ場、パチンコ店のプリペイドカード

善意のご寄付ありがとうございました
平成29年11月1日〜平成30年3月31日までに次の方々からご寄付がありました。（敬称略・順不同）

○ありんこ作業所、NPO法人地域生活支援の会・あいのために　北村　紀子

指定寄付

寄付物品

指定寄付金　150,000円

○ありんこ作業所のために　　布等　　　　匿名
○障がい児サロンのために　　ブロック　　千葉　富士子
○高齢者施設のために　　　　タオル　　　神奈川西北地区郵便局長夫人会

匿名　16件

小原　千代美 一粒の会 旭硝子㈱相模工場 影山　金次郎 白井　昭子
愛川町民生委員児童委員協議会 渡辺　祐子 志田山ホーム ボーイスカウト愛川第1団OB会 ニッパツハーモニー
社会参加グループ 天○まさ 内田　武 株式会社桜建築事務所 小林　陽子
山一撚糸㈱ 市川　ウメノ 新倉　喜佐美 公文式春日台教室 篠原　正紀
上家　怜 かわせみN.O 小池　弘子 堀内　弘治 池田　教弘
国際ソロプチミスト愛川 石井　康弘 栁澤　てい子 松本　美佐子 中央労働金庫愛川支店推進幹事会
臼井　美恵 ナガタコーギョウ株式会社 八木　世高 半谷　公子 愛川町立中津第二小学校

プルタブ、古切手、ベルマーク、使用済みプリペイドカード、書き損じはがき、レクリエーション用具、もち米、
車椅子、雑巾などをお寄せいただいた皆様

両向区 株式会社桜建築事務所　さくらまつり実行委員会 平成29年度あたまの体操教室
相模野カントリー倶楽部 ブティックくら梅沢　梅澤　悦子 田代小学校福祉委員会
愛川ボランティア倶楽部 田邊　厚子 楠幼稚園母の会
第一生命労働組合厚木支部 旭硝子労働組合相模支部 株式会社シンクスコーポレーション
Eの会 国際ソロプチミスト愛川 愛川町立高峰小学校PTA
愛甲商工会 日本発条労働組合厚木支部 一粒の会
愛川町資源リサイクル協働組合 斉藤絹枝後援会会長　河合　靖夫、日本クラウン　斉藤　絹枝 愛川リサイクルマーケット
厚木愛甲地区更生保護女性会 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会県央支部 愛琴会
中央労働金庫愛川支店推進幹事会 公文式春日台教室 愛川町ターゲットバードゴルフ協会
かわせみN.O 三菱ふそう労働組合本社支部 ダンスサークル愛川
北村　紀子 加山サムラン 匿名　3件

寄付金　2,668,769円
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　心身障がい児・者並びに介護者の方を対象に慰安激励会を開
催します。
　日頃、家族で出かける時間が少ない方や、仲間との交流を図
るため、1泊2日のバス旅行を行います。

★参加希望者には、参加負担金などを記載した案内を配布します。窓口まで
　お越しいただくか、お電話で問い合わせください。

参加者
募集 心身障害者介護者慰安激励会

【開催日】
【行き先】
【その他】

【申込締切】

6月30日㈯～7月1日㈰
熱海・伊東方面
宿泊費等参加負担金あり

町社協（愛川町手をつなぐ育成会事務局）
電話285-2111　内線3794

6月8日㈮

問い合わせ先

成年後見・権利擁護相談会
　住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、毎月１回
「成年後見・権利擁護相談会」を実施しています。成年後見
制度や遺言の活用など専門的な相談に応じます。お気軽
にご相談ください。（相談は無料）

【対　象】 町内在住の概ね65歳以上の高齢者とその家族
【相談日】 午後1時30分～5時の間で概ね40分程度

【場　所】 町福祉センター
  ２階相談室
【申込方法】 予約優先
（予約のない方は、お待ち
 いただく場合があります）

5月23日㈬
8月22日㈬
11月28日㈬
2月27日㈬

6月27日㈬
9月26日㈬
12月26日㈬
3月27日㈬

7月25日㈬
10月24日㈬
1月23日㈬

問い合わせ先：町社協　☎046-285-2111（内線3792〜4）

母子・父子家庭援助制度

問い合わせ先　町福祉支援課地域福祉班　
電話285-2111　内線3353

※�あいかわ福祉サービス協会…会員方式による定額有料のホームヘルプ（家事援
助・介助）サービスを行います。詳細は町社協へ問い合わせください。

母子・父子家庭生活援助費の助成をします
　義務教育終了前（中学校卒業前）の児童と同居し、養育して
いる方で、あいかわ福祉サービス協会のホームヘルプサービス
を利用した方に利用料金を助成します。
【助成の額】�1時間当たり700円（1か月20時間、14,000円を

限度）
【申請方法】�対象の方が、当該利用を受けた月の翌月までに生

活援助費助成請求書により請求してください。

利用できる方
　町内在住で次のいずれかに該当し、車椅子（またはスト
レッチャー）による移動が必要な方。
❶ 身体障害者手帳の交付を受けている方
❷ 介護保険の認定を受けている方（要支援または要介護）
❸  精神障がい、知的障がい等の障がいにより単独での移

動が困難な方
利用できる範囲

病院への通院、入退院・福祉施設の入退所・町役場等での手続き　等
利用料金

利用登録年会費　1,000円
初乗り２キロまで300円、以後1キロごとに50円加算

ご利用には事前の登録が必要です。サービスの詳しい内容については、お気軽に問い合わせください。

　町社協では、公共交通機関を利用することが困難で、車いすやストレッチャー
でなければ移動が困難な障がい者や高齢者を対象に、病院の通院等の外出を支
援する移送サービスを実施しています。

重度心身障害者等移送サービス事業ご利用
ください
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