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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㈹TEL2019

NO.124

6/15

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。
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　このたび、町社協役員（理事・監事）の任期満了に伴う役
員改選が行われ、第20期の役員に次の方々が就任しました。

【理事】▶平川利夫（区長会）▶伊從正博（同）▶小林晴
男（同）▶石井康弘（民生委員児童委員協議会）▶佐川福

造（身体障害者福祉協会）▶井上桂（ボランティア連絡協
議会）▶山口政幸（志田山ホーム）▶山中正樹（町議会）
▶小林弘（学識経験者）▶大貫洋（同）▶中村美好（同）
▶萩原庸元（同）▶澤村建治（町民生部長）

【監事】▶小島重夫（民生委員児童委員協議会）▶大野茂
（学識経験者）▶村中修（手をつなぐ育成会）

役員の改選について

　社会福祉協議会（略して「社協」）は、地域福祉を推進する団体として、
住み慣れた地域で“誰もが安心して暮らせるまちづくり”を進める民間の
社会福祉法人です。
　社協では、誰もが安心して暮らせる地域を目指して、地域の皆様に会
員加入のご協力をお願いしています。
　会員制度は、住民の皆様や企業の皆様が、社協の組織や活動への理解の
もと、社協が実施する事業・活動に直接的、また、間接的に参加していただ
くための制度です。会員になることで地域福祉を支える大きな力となります。
　年間を通じて募集していますので、ご協力をお願いします。
※お住まいの地域の行政区を通じて、会員募集・会費納入を行います。

会費を活用して実施している事業

社会福祉協議会
会員加入のお願い

権利擁護推進事業
ふれあい広場
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一般会員
（世帯）

１口
（年額） 500円

賛助会員
（世帯）

１口
（年額） 1,000円

特別会員
（世帯・事業所）

１口
（年額） 5,000円

会員の種類と金額

成年後見制度普及啓発講演会



● 「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着実な推進を図ります。

● 権利擁護事業の推進・機能強化
　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。

・ 日常生活自立支援事業、法人後見事業の支援に対する助言、相談への対応、及び今後、複雑・多様化
した課題に対応するため、権利擁護推進事業の法律業務を行う弁護士を配置し、権利擁護の推進・機
能強化を図ります。

・ 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るため、自治会との連携や会員加入の推進を図ります。

重点的に取り組む事業について

令和元年度（2019年度）事業計画

住民総参加による
ふれあいのまちづくり
　― つどい・学び・支えあう ―

　住民参加型送迎サービス（愛川お助け便）の担い手である運転協力員の確保に向け、福祉有償運送講
習、セダン等運転者講習を実施する機関の協力のもと、送迎サービス運転協力員養成講座を開催します。

住民参加型送迎サービス運転協力員養成事業
● 住民主体の支えあい活動の充実

● 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体験学習、研修会
・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

・ボランティアのつどい
・ボランティア入門講座（新規）
・子育て支援ボランティア養成講座（新規）

ふだんのくらしのしあわせ
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法人全体 予算規模
令和元年度（2019年度）　

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 4,842 2.0 
寄附金収入 3,201 1.3 
経常経費補助金収入 45,620 19.0 
受託金収入 45,924 19.1 
貸付事業収入 525 0.2 
事業収入 12,360 5.2 
介護保険事業収入 10,566 4.4 
就労支援事業収入 6,258 2.6 
障害福祉サービス等事業収入 32,838 13.7 
受取利息配当金収入 26 0.0 
その他の収入 4,711 2.0 
基金積立資産取崩収入 14,589 6.1 
事業区分間繰入金収入 1,850 0.8 
拠点区分間繰入金収入 15,570 6.5 
サービス区分間繰入金収入 14,671 6.1 
前期末支払資金残高 26,399 11.0 

合　計 239,950 100.0 

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 127,476 53.1 
事業費支出 28,147 11.7 
事務費支出 7,902 3.3 
就労支援事業支出 5,709 2.4 
収益事業支出 4,720 2.0 
貸付事業支出 1,426 0.6 
共同募金配分金事業費 3,620 1.5 
助成金支出 3,248 1.3 
負担金支出 1,363 0.6 
固定資産取得支出 4,402 1.8 
基金積立資産支出 3,116 1.3 
積立資産支出 1,551 0.6 
事業区分間繰入金支出 1,850 0.8 
拠点区分間繰入金支出 15,570 6.5 
サービス区分間繰入金支出 14,671 6.1 
その他の活動による支出 4,478 1.9 
予備費支出 10,701 4.5 

合　計 239,950 100.0 

予算の規模

（単位 千円）予算の内訳

前期末支払資金残高
26,399

繰入金収入
32,091

基金積立資産取崩収入
14,589
その他の収入
4,711

受取利息
配当金収入26

事業収入62,547

（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
91,544
（受託金・委託金）

寄附金収入3,201
会費収入4,842収 入 支 出

収入合計
239,950

千円

人件費支出
127,476

事務費支出7,902 

事業費支出
43,622

助成金支出
3,248

負担金支出
1,363

固定資産
取得支出 
4,402

基金積立資産支出
3,116

積立資産支出
1,551

繰入金支出
32,091

その他の活動による支出
4,478

予備費支出
10,701

支出合計
239,950

千円

ご利用ください　重度心身障害者等移送サービス事業
　町社協では、公共交通機関を利用することが困難で、
車椅子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。
 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
その他、待機料金、迎車料金等が掛かる場合があります。

　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。
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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
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

　夏休み期間中、中学生、高校生を対象に社会福祉施設への理解と関心を高めるとともに、障がい・
高齢福祉について学ぶ機会として、ボランティア研修会、ボランティア体験学習を行います。

場　所    ありんこ中津作業所、ありんこ高峰作
業所、かえでの家　他

日　時    8月6日㈫～8日㈭の2泊3日（宿泊） 日　時    8月6日㈫～8日㈭の3日間
会　場    特別養護老人ホーム　ミノワホーム 会　場    特別養護老人ホーム 志田山ホーム、

愛和の里、介護老人保健施設 せせらぎ対象者    町内在住の高校生または愛川高校生
対象者   町内在住の中学生

締　切   6月24日㈪まで締　切   6月24日㈪まで

申　込    町外の学校へ通う生徒は町社協へ、愛川高校
生は学校の担当の先生へ申し込みください。 申　込    学校の担当の先生へ申し込みください。

申　込    町内の学校へ通う生徒は各学校の担当
の先生へ、町外の学校へ通う生徒は町
社協へ申し込みください。

対象者    町内在住・在学の中学生、高校生
 20名程度

締　切    6月24日㈪まで

中学生・高校生のみなさん!! 夏休みの思い出作りませんか？

ボランティア研修会・ボランティア体験学習   参加者募集

日時・内容   （全3日間）
・7月30日㈫　午前10時～午後4時
　事前学習、施設での体験
・7月31日㈬　午前9時～午後4時
　施設での体験
・8月  1日㈭　午後2時～午後7時30分
　ありんこ作業所夕涼み会参加、交流

ボランティア研修会
障がい者施設でのボランティア

ボランティア体験学習
高齢者施設でのボランティア

《 高校生 》 《 中学生 》
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⃝ナガタコーギョウ㈱ ⃝ひなたぼっこ ⃝両向区 ⃝柴田重伸 ⃝小倉淑子 ⃝篠原正紀
⃝東横交通 ⃝志田山ホーム ⃝カナガワ㈱ ⃝岸　恵 ⃝小原千代美 ⃝垣内眞由美
⃝㈱桜建築事務所 ⃝愛川町民生委員児童委員協議会 ⃝福寿草の会 ⃝榎本道子 ⃝山田大希 ⃝栁澤てい子
⃝かわせみN.O ⃝小沢ふたばふれあい会 ⃝一粒の会 ⃝前場利男 ⃝廣江道子 ⃝匿名　17件
⃝愛川町ペタンク協会 ⃝国際ソロプチミスト愛川プログラムB委員会 ⃝木村光雄 ⃝斉藤芳子

善意のご寄付ありがとうございました
平成30年11月1日から平成31年4月30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）

⃝相模野カントリー倶楽部 ⃝愛川町資源リサイクル協同組合 ⃝愛川町立高峰小学校PTA ⃝前場利男
⃝かわせみN.O ⃝Eの会 ⃝国際ソロプチミスト愛川 ⃝田邊厚子
⃝味彩会 ⃝AGC労働組合相模支部 ⃝一粒の会 ⃝加山サムラン
⃝両向区 ⃝三菱ふそう労働組合本社支部 ⃝愛川ダンスサークル ⃝池下睦子
⃝愛甲商工会 ⃝日本発条労働組合厚木支部 ⃝KUMON春日台教室 ⃝北村紀子
⃝神奈川舞踊チャリティー協会 ⃝平成30年度あたまの体操教室 ⃝㈱大相模カントリークラブ ⃝野口久雄
⃝厚木愛甲地区更生保護女性会 ⃝㈱シンクスコーポレーション ⃝一般社団法人愛川町建設業協会 ⃝匿名　5件
⃝㈱桜建築事務所さくらまつり実行委員会 ⃝中央労働金庫愛川支店推進幹事会
⃝国際ソロプチミスト愛川プログラムB委員会 ⃝愛川町ターゲット・バードゴルフ協会
⃝公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会県央支部 ⃝㈲伸光産業　代表取締役 齋藤絹枝
⃝2019あいかわチャリティーゴルフ実行委員会・愛川ライオンズクラブ

寄付物品　プルタブ・古切手・ベルマーク・紙パンツ・米・シルバーカー・タオルなどをお寄せいただきました。

寄付金　2,918,057円

寄託金品

障がい児サロンわんぱく♥ラブ♥
ボランティア募集

ボランティア相談会

　わんぱくラブ（6ページに記載）に参加する子
供たちの遊び相手となるボランティアを募集し
ます。詳細は、町社協までお問い合わせください。
都合の良い日、時間にご協力ください。
　なお、障がいのあるお子さんと関わることが
初めてで不安な方は、知的障がいを理解する機
会として、障がい児・者サポーター養成講座を
開催しますので、ご参加ください。

　「興味はあるけれど活動に踏み出せない」方へ、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ます。

日　時   7月  5日㈮ 午後1時30分〜
 7月17日㈬　午後1時30分〜　

日　時   7月16日㈫　午前10時～午前11時
 8月20日㈫　午前10時～午前11時

会　場   町福祉センター 3階 会議室

会　場   町福祉センター 2階 相談室

申込・問い合わせ先   7月1日㈪までに町社協へ申し込みください。

“知的障がい”を理解する機会として、「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。

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。 知

的
障
が
い
児
・
者

サ
ポ
ー
タ
ー
バ
ン
ド

「知的障がい児・者サポーター養成講座」を開催

対　象    町内在住在勤で、障がい児・者支援に関心の
ある方（30名程度）内　容   ・知的障がい、発達障がいの理解

 ・参加者意見交換、町内での活動を知る　

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。
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　あいかわ福祉サービス協会は、会員方式による低額有料のホームヘ
ルプサービス（家事援助・身体介助）を実施しています。
　このサービスは地域に住む会員同士のたすけあいにより、高齢者や
心身障がい者の人たちに生活の援助を行い、本人やその家族が地域で
安心して暮らせるように支援しています。

　夏休み期間中、特別支援学級、学校等に
通う小・中学生を対象に、交流の機会づく
りを目的として、障がい児サロン“わんぱ
くラブ”を実施します。ご家族の介護負担
軽減にもご利用ください。

あいかわ福祉サービス協会 障がい児サロン
わんぱく♥ラブ♥

参加者募集

開 催 日   8月18日㈰
旅 行 先   東京ディズニーランド

申　込    7月1日㈪までに愛川町母子福祉会事務局（町社協内）へ
電話または窓口まで直接お越しください。

※ 参加希望者には、参加負担金などを記載した「慰安激励大会のご
案内」を配布します。

申込・問い合わせ先    愛川町母子福祉会事務局（町社協内）
 電話 285-2111　内線 3794

定　員    40名（参加希望者多数の場合は抽選）

愛川町母子・父子家庭等慰安激励大会
参加者募集

　町内に住む母子・父子家庭など、ひとり親家庭の方を対象に、親子の
ふれあいや仲間との交流を深めるため、日帰りバス旅行を開催します。

協力会員募集

募集人員    1名

給　　与    法人規程による

業務内容    相談業務・予防プランの作成

問い合わせ先    電話 285-2111　内線 3796

勤務場所    町地域包括支援センター
 （町役場高齢介護課内）
業務時間    週5日（午前8時30分〜午後5時

15分まで）

そ の 他    普通自動車免許及び介護支援専
門員の資格を有する方

介護支援専門員（ケアマネジャー）
非常勤職員募集

非常勤職員募集

　地域包括支援センターが行う相談対応や
予防プランの作成等を行う職員（非常勤）
を募集します。

町社協ではサービスを提供していただける
協力会員を募集しています。

● 入会申請／登録　
● 利用申し込み  ● 訪問調査
● 利用券の購入 ● 定期訪問　
● 情報の提供

● 入会申請／登録
● サービスの提供依頼　
● 謝礼支払い
● 情報の提供

● 利用券の支払い
● サービスの提供

コーディネーター

協
力
会
員

利
用
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サービス協会の仕組み

日　時   7月22日㈪～8月30日㈮
 （全17日間）
 毎週月・水・金曜日
 午前10時～午後3時まで

会　場   町福祉センター3階 会議室 等

そ の 他   希望者には送迎あり
申　込    7月3日㈬までに町社協へ申し

込みください。

参加対象者    特別支援学校等に通う小中学
生の児童・生徒

参 加 費    無料（昼食代等の別途実費をご
負担いただきます。）

問い合わせ先    電話 285-2111　内線 3794

登録費用   年会費1,000円

募集要件    町内にお住まいの20歳以上の健康な方で、介護職員初
任者研修資格（ホームヘルパー資格）をお持ちの方

活動内容    高齢者、障がい者、母子及び父子家庭の方に対し、家事や
身体介助に関するサービスの提供

　　　　　 ◎活動希望の多い内容：①掃除　②買い物　③通院介助　

謝　礼   平日午前9時〜午後5時 1時間　700円
 土・日・祝日及び時間外 1時間　850円

問い合わせ先    電話 285-2111　内線 3794
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