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社協だより
平成19年5月25日発行
この社協だよりは、共同募金の
配分を受けて作成しています。

3月21日（水）、揖斐川中央公民館において、「健康・福祉」の推進を目的に「いびがわ健康福
祉フェア2007」を開催しました。天候にも恵まれ、多くの町民、ボランティア、福祉団体、福祉
施設のご協力をいただき、誠にありがとうございました。（関連記事はP5）

さをり織りコーナーでは、世界に
1つの作品が出来上がりました。

各コーナーは来場者でいっぱいとなり、体験や交流、各種バザーなど楽しんでいただきました。
展示コーナーでは施設の活動の様子や個性溢れる作品が並び、華やいだ会場となりました。
各種の体験をとおして健康、福祉について考えていただけたことと思います。
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本誌に対してのご意見・ご要望がございましたら、
下記までお寄せください。

編集・発行

社会福祉法人

揖斐川町社会福祉協議会
〒501-0603
岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方193番地
ＴＥＬ（0585）23-0411
ＦＡＸ（0585）23-1678

暮らすことができる福祉のまちづくり 〜
〈基本方針〉
本会の目標「すべての町民が安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」をさらに推進するため、適正
な法人運営に努めるとともに、住民の参加・協働による地域に根ざした福祉事業を展開します。
法人運営事業については、長期にわたる経営の安定化を目指し、経費削減、事務事業の効率化を徹底する一
方、必要な人材の確保、情報管理ネットワークの整備を計画的に進めます。
地域福祉事業については、小地域活動事業を主とし、地区懇談会や関係団体・機関との連携を強化しながら
諸事業を展開することを基本とします。なお、今年度は、地域福祉活動計画の策定に着手するほか、本会設立
後初めての社会福祉大会を開催します。
在宅福祉事業については、介護保険法、障害者自立支援法の共通理念「個人の尊厳」を認識し、利用者本位
の質の高いサービスを提供できる体制づくりに努めます。
全国的に、利用者が増えつつある日常生活自立支援事業や成年後見制度に関する相談業務については、すべ
ての職員が適切に対応できるよう、必要な研修制度を随時取り入れます。
基本方針に基づき、平成19年度の各種事業を展開していきます。

法人運営事業
（１）理事会・監事・評議員会の開催
（２）地域福祉推進委員会の開催
（３）財政基盤の強化
・会費による財源確保
・介護保険および障害福祉サービス事業の
適切な運営
（４）情報管理ネットワークの構築

２６２，
２４３，
０００円
積立金取崩収入

8,535
会費収入

経理区分間繰入金収入
16,844
利息収入
雑収入

寄付金収入
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調査企画広報事業

7,980
900

（１）社会福祉大会の開催
（あわせて福祉講演会を開催）
（２）広報「かけはし」の発行
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福祉推進事業
（１）福祉委員委嘱、研修会
（福祉委員を委嘱し、その役割等について研
修会を開催）
（２）地区懇談会
（町民、行政推進員、民生児童委員、福祉委員
と福祉課題、支援体制等についての懇談会）
（３）地域サポート
（関係機関、住民と連携し要援護者宅の見守
り訪問）
（４）福祉機器貸与
（要援護者に車いす・電動ベッドを貸与）
※介護認定者を除く

補助金収入
60,968

収入
（単位：千円）
介護保険事業収入
136,438

受託金収入
24,537

事業利用料収入
739
共同募金配分金収入

5,268

生活福祉資金貸付事業
（１）低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対
しての貸付
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ボランティア事業
（１）防災ボランティアフォローアップ講座
（養成講座参加者を対象に継続した講座の開催）
（２）災害ボランティアセンター設置準備
（３）ボランティアスクール
（中学生・高校生を対象に福祉施設でのボラ
ンティア体験学習事業）
（４）福祉協力校助成
（５）ボランティア団体活動支援

〜 すべての町民が安心して
平成１９年度 特別会計
[高齢者住宅はなもも」
予算 ６，
５７３，
０００円
事務費支出 133

共同募金配分金事業
（１）給食サービス
（75歳以上独居、80歳以上高齢者世帯の希
望者対象）
（２）バースデイサービス
（80〜90歳独居、91歳以上高齢者を対象）
（３）高齢者のつどい
（保育園児との交流、高齢者同士の交流会を開催）
（４）ふれあいいきいきサロン活動支援
（５）キッズパワー事業
（児童生徒、地域住民と「地域の福祉」につ
いて考える場を提供する）
（６）母子父子激励事業
（母子父子家庭で希望する世帯の子に図書
カードを贈る）
（７）歳末たすけあい事業（個別援助）
（８）障害者のつどい（障害者との交流会を開催）
（９）悪徳商法撲滅に向けての生活支援

受託事業
（１）軽度生活援助事業
（２）福祉移送サービス事業
（３）生きがい活動支援通所事業
（４）介護予防普及啓発事業
（５）地域介護予防活動支援事業
（６）家族介護継続支援事業

人件費支出 750

支出

収入

（単位：千円）

（単位：千円）

受託金収入
6,573

事業費支出
5,690

平成１９年度 一般会計予算
固定資産取得支出
経理区分間繰入支出
16,844
負担金支出 129

共同募金配分金事業費
1,213

人件費支出
（法人運営・地域
福祉・受託事業）
65,784
事業費支出
37,169

人件費支出
（介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業）
99,980

（１）居宅介護・重度訪問介護事業 １事業所
（揖斐川）
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（１）高齢者住宅「はなもも」の管理受託事業
（２）日常生活自立支援事業
（３）災害見舞金支給事業

支出
（単位：千円）

障害福祉サービス

その他の事業

12,379

助成金支出
3,710

介護保険事業
（１）居宅介護支援事業
４事業所
（揖斐川・谷汲・春日・坂内）
（２）通所介護事業
３事業所
（谷汲・春日・坂内）
（３）訪問介護事業
１事業所
（揖斐川）※サテライト事業所 春日・坂内

その他の支出

6,210

事務費支出 18,825

〜地域福祉権利擁護事業の名称が変更になりました〜

〜地域でだれもが安心して福祉サービスを利用できるよう社会福祉協議会がお手伝いします〜
◇日常生活自立支援事業ってなあに？◇
判断能力や日常生活に不安のある方を対象に、住み慣れた地域の中で安心して暮らせるよ
う社会福祉協議会がお手伝い（支援する）事業です。

◇どんなサービスが利用できるの？◇
たとえば…

「福祉サービスを利用したいけれど、どうしたらいいのかわからない・・」
（内容）
＊福祉サービスの利用に関する相談やサービスの提供
＊福祉サービスの利用申し込みに必要な手続き
＊福祉サービスの利用料を支払う手続き
＊福祉サービスについて苦情解決制度を利用する手続き

たとえば…

「大事な書類を失くしてしまいそう・・」
（お預かりできる書類等）
＊年金証書
＊定額預金証書
＊権利証
＊実印、銀行印など

たとえば…

※お預かりした書類等は貸金庫で
保管します。
※お預かりできる定期預金証書の
金額はひとつの金融機関につき
1千万円までです。

「お金がちゃんと管理できるか心配・・」
（支払いの手続きなど行います）
＊年金および福祉手当の受領に必要な手続き
＊医療費を支払う手続き
＊税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
＊日常品等の代金を支払う手続き

◇誰がお手伝いしてくれるの？◇
各地区の生活支援員、社会福祉協議会職員、西濃地区福祉サービス利用支援センター（大
垣市社会福祉協議会）がお手伝いします。

◇ 費用はかかるの？◇
＊相談などは無料です。
＊生活支援員がお手伝いする「福祉サービス利用援助」
「日常的金銭管理サービス」は、1時
間あたり1,000円です。（1時間を越えると30分ごとに500円加算されます）ただし、
生活保護受給者は無料です。
＊「書類等預かりサービス」は1ヶ月あたり500円です。
詳細は下記までお問い合わせください。

☆揖斐川町社会福祉協議会

在宅福祉係

1（０５８５）
２３−０４１１

☆西濃地区福祉サービス利用支援センター（大垣市社会福祉協議会内）1（０５８４）
７８−８１８１
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3月21日（水）

オープニング

スタンプラリー

朝から大勢の方にお集まりいただきました。

健康フロア
保健師による健
康チェックや食生
活見直しのコーナ
ー、福 祉 用具の
展 示など 、 健 康
について考えてい
ただくきっかけづ
くりになりました。
ゆる体操も大盛況
でした。

車いす、手話、点字、視覚障害、要約筆記、不
器用さ、地震＆非常食など多くの方に体験していただき、
会場は大変にぎやかでした。

映画＆抽選会

バザー

餅つき、綿菓子、各種バザーなど大変好評でした。

福祉映画鑑賞会では 「博士
の愛した数式」を上映しました。
映画の後にはお楽しみ抽選会を
行いました。

防災ボランティア養成講座
自分たちの地域を自分たちで守るため、防災について
勉強しませんか。どなたでも参加できます。
日 時
平成19年6月29日（金）
午後1時30分〜午後3時
場 所
揖斐川中央公民館 第2会議室
講 師
NPO法人レスキューストックヤード（名古屋市）
内 容
能登半島地震から見た地域防災

5

講座の問合せ先
揖斐川町社会福祉協議会
地域福祉係
23−0411

防災ゲームを貸出しています。
学校で
家庭で

防災すごろく

自治会で
職場で

ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ
あなたならどうする？

・災害への備えをどうするか？
子供からお年寄りまで、みなさんで災害へ

・大地震が起こったらどう対応するか？
災害対応には、
ジレンマを伴う重大な「判断」

の確認をしていただくことができる「すごろく」
です。ブレーカーの位置、非常持出し袋の確認

の連続です。

等をしながら、
「大ナマジン」に追いつかれる

クロスロードは、そんな決断の「別れ道」を

ことなくゴールできたら、あなたも「防災博士」

描いたゲームです。ゲームを通じて、災害に対

になれるかも！

するいろんな意見を引き出すことができますよ。

他にも「防災ずきん」、
「非常持ち出しベスト」、
「非常持ち出し品」も貸出しています。

レクリエーション資材を貸出しています。
カラフルなレクリエーション資材を追加しま
した。サロン、行事などにご利用ください。遊
び方はいろいろ、新しいゲームを創作してみて
ください。
＊ ボール（小・大）

＊ 洗面器

＊ スカーフ

＊ かご

▲

スカーフ

▲

ボール（大）

▲

ボール（小）

＊ ザブザブボール
（マッサージなどに利用できます）
＊ ボーリング

＊ なるこ

＊ ハンドベルなど・・・
貸出期間は原則として1週間です。
▲

ザブザブボール

詳細は地域福祉係までお問い合わせください。
問い合わせ
お申し込み先

揖斐川町社会福祉協議会・地域福祉係
電話（0585）23−0411

FAX（0585）23−1678
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ボランティア・コーディネート
社会福祉協議会ではボランティアとボランティアを必要としている方を「か
けはし
（コーディネイト）」しています。

「平成19年度社会福祉助成事業」についてご案内
社会福祉を目的とした民間団体等に対して助成事業が実施されます。助成を希望される団体は
下記の要領でお申し込みください。

助成対象

丸紅基金

財団法人太陽生命ひまわり厚生財団

・申込者（実施団体）は原則として非営利法人
であること。（ただし、法人でない場合も3
年以上の継続的な活動実績がある団体は対象
とする。）
・明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間が
明確であること。
・助成決定から1年以内に実施が完了する予定
であること。
・一般的な経理不足の補填でないこと。
・申込案件に国や地方公共団体の公的補助が見
込めないこと。また、他の民間機関からの助
成と重複しないこと。

1、事業助成
・地域福祉活動を目的とするボランティアグルー
プ及びNPOであること。
事業内容
A 在宅高齢者又は在宅障害者の目的・自立の
意欲を引き出し、または鼓舞する等その生活
支援に資する事業。
B 在宅高齢者または在宅障害者の家族に対し
介護負担の軽減にかかわる支援をする事業。
C 在宅高齢者または在宅障害者の福祉に関す
る事業をするために必要な機器、機材、備品
等を整備する費用。
2、研究助成
・非営利の民間団体及び個人であること。
・社会福祉法人、その他の法人または民間機関
等が実施する老人保健、老人医療、生活習慣
病に関する研究並びに高齢者福祉に資する研
究または調査への助成。研究調査が平成20年
12月末日までに完了するもの。

助成金額

申込応募
方法

1件当たりの原則200万円を上限とする。

事業助成
研究助成

1件当たり
1件当たり

所定の申込用紙に記入の上、事務局へ直接送付。 団体名、住所、ＴＥＬ、ＦＡＸ、担当者名を記
Ｈ19年4月16日（月）から6月30日（土）まで
入して郵便またはＦＡＸで「応募申込書等一
式書類」を請求。（Ｈ19年6月20日まで）
応募はＨ19年6月末日必着

〒108-0014 東京都港区芝5−20−6
丸紅東京本社三田別館4階
社会福祉法人 丸紅基金
問合せ・ Tel 03-5446-2474・2475 Fax 03-5446-2476
書類の
ホームページ
送付先
http://www.marubeni.co.jp/kikin/index.html
Eメール mkikin@marubeni.com

（2月23日(金)・3月23日(金)

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-11-2
太陽生命日本橋ビル内
財団法人 太陽生命ひまわり厚生財団 事務局
Tel・Fax 03-3272-6268

28名の参加）

在宅で介護しておられる方々を対象に「家族介護者交流事業」を実
施し、本巣市の「つみつみいちごファーム」に出かけました。
皆さん摘みたての新鮮なイチゴを試食され、大満足の様子でした。
また、大型ショッピングセンターモレラでは、店内を散策されたり、お茶
を飲まれたりして交流を楽しまれていました。行き帰りのバスの中は、
あちらこちらで話が弾み、情報交換されているようでした。少しの時間
でしたが、介護でお疲れの心身をリフレッシュされたことと思います。
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20〜50万円
30〜70万円

揖斐川町社会福祉協議会では、
きる福祉のまちづくり

すべての町民が安心して暮らすことがで

を目指して、地域福祉活動に取り組んでいます。社

協の事業は、町民の皆様から寄せられた会費や寄付金、共同募金、行政から
の公費補助などによって支えられています。
ますます増大する福祉ニーズに対し、住民一人ひとりが福祉の担い手とし
て地域福祉を展開するには、多くの財源が必要となります。
町民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

会

費（年額）

一般会費（個人・世帯）

1口・・・１，
０００円

特別会費（個人・世帯）

３口以上（３，
０００円以上）

賛助会費（団体・施設・企業等）1口・・・５，
０００円
※ 一般会費・特別会費は、各地区行政推進員の方々にご協力をいただきお願いしています。
（お願いする時期は地域により異なりますので、ご了承ください。）
※ 賛助会費は、6月〜7月にかけ各事業所様宛に、お願いのご案内を郵送させていただきますの
でよろしくお願いいたします。

去る3月25日に発生した石川県能登半島沖を震源とする地震により、七尾市をはじめ
とする3市4町に災害救助法が適用されました。そこで、この被害に伴う被災者への義援
金募集を行っています。
9月28日まで、社会福祉協議会・揖斐川町役場・各振興事務所・揖斐川中央公民館に
募金箱が設置してありますので、ご協力をお願いいたします。

6月・7月の予定
こころあたたまる寄付をいただき誠に
ありがとうございました。
☆揖斐公民館 様（揖斐）………………………４２，
３５０円
☆下岡島ふれんず 様（揖斐）……………………９，
０００円
☆松井 親夫 様（谷汲）………………………２０，
０００円
☆坂田 澄代 様（坂内）………………………化粧石鹸
☆神谷 日文 様（坂内）…………………………入浴剤
☆匿 名………………………………………タオル３００枚
【平成１９年３月１日から４月３０日まで】

6月

1日（金）給食サービス（春日）
12日（火）給食サービス（久瀬・藤橋）
13日（水）給食サービス（谷汲）
29日（金）防災ボランティア養成講座（第1回）
下旬

7月中旬

介護予防ボランティア養成講座
防災ボランティア養成講座（第２回）

各支所電話番号
◎谷汲支所
（谷汲保健センター内）
◎谷汲デイサービスセンター
◎シングルシルバーふれあいの家
◎春日支所・春日デイサービスセンター
（かすがモリモリ村内）

156-3700
156-3630
156-3150
158-0008

◎久瀬支所
（久瀬振興事務所内）
◎藤橋支所
（藤橋振興事務所内）
◎坂内支所・坂内デイサービスセンター
もみの木
◎高齢者住宅「はなもも」

154-2288
152-2111
153-2662
8

153-0007

