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赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動ご協力ありがとうございました。

棚倉小学校 様

近津小学校 様

社川小学校 様

高野小学校 様

山岡小学校 様

高田産商㈱ 様

棚倉ライオンズクラブ 様
ページ

社会福祉協議会は地域福祉の要として、多くの

ます。住み慣れた町（地域）で安心して、生活で
きるよう、みんなで互助の心をはぐくみ、支え合
い、福祉の「まちづくり」を推進しましょう。
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平成３１年度棚倉町社会福祉協議会

事業計画・予算の概要

平成３１年３月２０日に理事会を２８日に評議員会を開催し、平成３１年度事業計画及び予算を審
議決定いたしました。
【基本方針】
今日の社会福祉を取り巻く環境は、急速な人口減少と少子高齢化や核家族化の進行、地域のつなが
りの希薄化などにより、社会や家族の姿は大きく変化し、生活や福祉に対する課題も多様化・深刻化
しています。また、国においては、地域福祉の充実を通して地域共生社会の実現に向けた支援体制づ
くりが進められており、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会の実現を
目指しています。
この様な状況の下、当協議会におきましては、住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に
取り組み、福祉施設や民生児童委員はもとより、保健、医療の各関係機関・団体等と連携・協力しな
がら安心して暮らせる地域づくりを進めて参ります。
特に、地域包括支援センターを核として、住民同士の支え合い、助け合い、見守りを基本とした生
活支援体制整備事業の推進を図ることで、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活が続けること
ができるよう「地域包括ケアシステム」の構築に向け取り組んで参ります。
また、ボランティア活動や地域サロン事業の推進を図りながら、地域に暮らす住民への支援、居場
所づくり活動など、地域に根付いた支援活動を積極的に進めることで、住民の主体的な取り組みを支
援して参ります。
一方、居宅介護・訪問介護などの福祉サービスについては、提供する事業者として、職員の資質向
上を図りながら、要介護者へ質の高い福祉サ－ビスを提供し、日常生活の支援と自立を支援して参り
ます。
【予算及び事業内容】
区
法人運営事業

分

（単位：千円）
本年度予算
36,821

地域福祉活動事業

7,331

訪問介護事業
資金貸付事業

8,982
1,891

共同募金配分金事業

2,907

福祉サービス利用援助事業
居宅介護支援事業

1,835
20,339

地域包括支援センター事業及び
生活支援体制整備事業

26,348

支出合計
収入合計
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主な事業内容
1．事務局運営費（人件費、事務費、管理費） 2．団体事務
1．身体障害者自動車燃料費助成事業
2．地域福祉ネットワーク活動（見守り、声かけ活動）
3．心配ごと相談事業（弁護士及び民生委員）
4．福祉バス貸出事業
5．奨学資金給付事業（ひとり親家庭の高校生を対象）
6．いきがい生活支援事業
7．ボランティアセンター事業
8．秋のフェスティバル開催事業
1．障がい者のための居宅介護事業
2．軽度生活援助事業（高齢者）
1．生活福祉資金の貸付（1件50,000円限度10 ヵ月償還） 2．高額療養費の貸付
1．夏季見舞金の贈呈
2．歳末助け合い募金配分金贈呈
3．高齢者交流会の開催
4．新春風まつりたこあげ大会助成
5．ひとり暮らし高齢者への火災報知器の貸与
6．福祉団体への助成（老人福祉活動助成、障がい者福祉活動助成、児童･青少年福祉活
動助成、母子･父子福祉活動助成、福祉育成・援助活動助成、ボランティア活動育成
事業助成）
7．行路人援助
1．日常生活自立支援事業（あんしんサポート事業）
1．介護及び介護予防サービス計画の作成及び管理業務
2．介護認定訪問調査
地域包括支援センター事業
1．介護予防マネジメント業務
2．総合相談支援業務
3．権利擁護業務
4．包括的・継続的ケアマネジメント
生活支援体制整備事業
1．生活支援・介護予防サービスの把握及び創出
2．高齢者支援ニーズの把握
3．ネットワークの構築
4．地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
5．サービス・支援の担い手となるボランティア等の養成
6．「地域サロン」の開催

106,454
106,454

会費収入1,670 経常経費補助金収入23,894
受託金収入24,913 貸付事業収入300 助成金収入 91
共同募金配分金収入2,907 介護保険事業収入24,514 障害福祉サービス等事業収入5,033
受取利息配当金収入5 その他の収入1
基金積立資産取崩収入8,018
前期末支払資金残高15,108

ご寄附

社会福祉に役立ててくださいと、多くの方々から善意の寄附金が寄せられました。
深く感謝申し上げます。
（平成３０年１２月２０日～平成３１年３月１１日）
御遺志による寄附（順不同）
石渡 達朗様
緑川 正仁様
宗田 純子様
齋藤 克子様
生田目秀稔様

仁公儀
岡 田
鉄炮町
福島市
八 槻

小山田正三様
川辺洋一郎様
松尾 浩司様
小林 孝男様
中村 友春様

堤
関 口
玉 野
一 色
仁公儀

小山田常夫様
堤
堀井 利幸様 鷹匠町
蛭田 廣行様 岡 田
岸波
広様 福 岡

金子 晃 様
蛭田 啓 様
生田目利光様
宮澤 浩一様

北山本
岡 田
八 槻
富 岡

その他の寄附
♥須藤

義春様 東京都

♥㈲平成クリーンサービス様

社協のホームヘルプサービス
食事中の『むせ』にご注意を！！
私たちヘルパーは訪問先にて調理を行うこともあります。時間帯によっては、さっそく食事を始め
る方もいます。その時にむせる方がいますが、一時的ですぐに落ち着くようであれば心配ありません。
しかし、むせる回数が増えたり、食事のたびにむせたりするようであれば、嚥下機能障害の可能性が
あります。
嚥下とは、食物が口から胃に至るまでの過程をいいますが、高齢の方や障がいがある方の中には、
この一連の動作に障害が起こり、食事中にむせやすくなることがあります。嚥下障害は、誤嚥性肺炎
や窒息などを引き起こすこともあり、生命にかかわる場合もあります。そのためヘルパーはお互いに
連携を取り、継続してご本人の様子を確認するようにしています。
そこで今回は、嚥下機能の低下を予防する体操を紹介します。食事の前に行うと効果的ですので、
ぜひ試してみてください。
１、ゆっくり深呼吸をします。
２、呼吸をしながら、首を左右に回したり、傾けたりします。
３、肩を上下させます。
１、頬をふくらませたり、すぼめたりします。
２、舌を出し、左右に動かしたり、出したり引いたりします。
３、
「ぱ、た、か、ら」と繰り返し発声します。

食事の時は、正し
い姿勢で、ゆっく
り、よく噛むこと
も大切です。

今年で１３回目となる高齢者交流会は、
西郷村にある『スパホテル・あぶくま』
を会場に開催しました。何回か参加され
ている方は顔見知りになっていて、和や
かに会が進みました。自己紹介をして昼
食、保健師による健康チェックをして、
入浴。レクリェーションとして歌体操
菊地幸先生にお越しいただいて、大きな
声で歌を歌って、大きな声で笑って、身
体を動かして、リフレッシュしました。
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赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動に
毎年ご協力を賜り感謝申し上げます。
平成３０年度の募金金額、配分内訳をご報告いたします。
赤い羽根共同募金
募 金 内 訳

件

目標額1,949,000円

数

募

金

歳末たすけあい募金 目標額2,086,000円

額

件

数

募

金

額

戸 別 募 金

３，
４９４世帯

１，
７４７，０００円

３，５１５世帯

１，４０６，０００円

法 人 募 金

２件

１０，０００円

６件

９７，０００円

学 校 募 金

７件

２７，４４６円

７件

２１，９５６円

職 域 募 金

２１件

３８，３５９円

１１０件

６３２，１４８円

イベント募金

６件

１２２，２４６円

０件

０円

個 人 募 金

２件

２，６３７円

１件

３７２円

その他の募金

４件

１８，４８６円

０件

０円

合

計

１，
９６６，
１７４円（100.8%）

配

分

内

２，１５７，４７６円（103.4%）

配

訳

全額福島県共同募金会へ送金

集まった募金は、一旦福島県共
同募金会へ全額送金します。
赤い羽根共同募金は、翌年度県内社会福祉事業
と棚倉町に配分され、各種団体への助成、ボラ

件

名

贈呈事業、社協広報発行料、高齢者交流会開催、

訳

配分対象

配分額

２６世帯

２６０，０００円

施 設 配 分

９施設

７００，０００円

配

分

金

計

９６０，０００円

福島県共同募金会へ送金
（平成31年度地域福祉事業費）
合

計

１，１９７，４７６円
２，１５７，４７６円

募金型自動販売機

助成事業等への助成金として使われます。
見舞金贈呈事業に使われ、翌年度の夏季見舞金

内

生活困難世帯

ンティア活動保険料、身体障害者自動車燃料費
また、歳末たすけあい募金も、当年度の歳末

分

保健福祉センター内に設置されている募金型自動販
売機の売上げの一部は福島県共同募金会へ送金されま
す。３０年度は１６，０１７円が棚倉町共同募金委員

火災通報システム業務委託料、ボランティア活

会の募金実績となり当会に配分されます。

動、新春風まつり凧あげ大会等の地域福祉活動

募金型自動販売機を設置して下さる法人様を募集して

支援に役立てられます。

います。棚倉町共同募金委員会（☎３３－２６２３）

までお問合せ下さい。

募金活動にご協力頂いた学校・事業所

＜五十音順敬称省略＞

・棚倉中学校

・修明高等学校

・あいタクシー㈱

・㈱アイディアポケット

・周

・アルビー㈱棚倉営業所

・ウエルシア東白川棚倉店 ・エコス棚倉店

・海老屋運送㈱

・岡工務店

・カーブス

・介護老人保健施設志宝台

・キコー㈱

・グループホーム下志宝台 ・グループホーム上志宝台

・ケーズデンキ棚倉店

・県南農林事務所森林林業部

・㈱コバヤシ

・近藤製作所㈲

・酒井電設㈲

・サミット㈱

・㈱シーズ

・㈱シーズオート

・ＪＡ東西しらかわ棚倉支店

・ＪＡ東西しらかわ農産物直売所みりょく満点物語

・ＪＡ東西しらかわ本店

・ＪＡ東西しらかわいきいき福祉センター

・寿恵園

・白河信用金庫棚倉支店

・新ゲインズボローカントリー倶楽部

・新富家

・杉山胃腸科外科皮膚科
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・鈴木設備工業㈲

・スズキ製作所㈱

・大東銀行棚倉支店

・ダイユーエイト棚倉店

・棚倉ステークスカントリークラブ

・棚倉田舎倶楽部

・棚倉町商工会

・棚倉消防署

・棚倉森林管理署

・棚倉自動車学校㈱

・棚倉郵便局

・棚倉保育園

・棚倉警察署

・棚倉町役場

・谷電機工業㈱福島工場

・田村組㈱

・近津郵便局

・データ・アシスト

・㈱テクニカルタテノ福島工場

・東邦銀行棚倉支店

・東洋シャフト㈱福島棚倉工場

・東石通運㈱

・ときわタクシー

・トヨタカローラ福島㈱棚倉店

・トヨペット㈱棚倉店

・ドリーム＆ホープ

・日本精工福祉基金福島支部

・発達支援センターたなぐら ・パッケージプラザ戸田棚倉店
・光建設㈱

・㈲東白林業

・㈱バルカーエラストマー

・東白川郡森林組合

・日立オートモティブシステムズハイキャスト㈱福島事業所

・深谷クリニック

・福島銀行棚倉支店

・福島交通㈱福島営業所

・藤田石油㈱

・藤田組㈱

・藤建技術設計センター㈱

・富士電業社㈲

・藤田建設工業㈱

・藤田建設工業㈱藤の会

・平成クリーンサービス㈲

・ほたるの里

・ホンダカーズ東白川棚倉店

・丸栄コンクリート工業㈱福島工場

・水谷工業㈱

・緑川建材工業㈱

・三森電機㈱棚倉営業所

・村越機型製作所㈱

・目黒プレス工業㈱

・森本建設㈱

・㈱モンブラン

・社川郵便局

・八幡礦業㈱

・ヤマト運輸㈱棚倉営業所

・八溝マテリアル㈱

・ユニ・フーズ㈲

・ユニチャームプロダクツ㈱

・ヨークベニマル㈱棚倉店

・ルネサンス棚倉㈱

・棚倉町社会福祉協議会

配分金を贈呈した模様

ほたるの里

周

発達支援センターたなぐら

久慈会

棚倉保育園

堀川愛生園

寿恵園

ドリーム＆ホープ

ありがとうメッセージ
この度は歳末たすけあい配分金をいただき、誠にありがとうございました。
なごみは棚倉町南町に居宅介護支援事業所と通所介護事業所を
開設させていただいてから、おかげさまで約５年が経ちました。
今回の贈呈された配分金は、事業所の設備やリハビリに使用
する用具の購入に活用させていただきます。
皆様の善意に心から感謝いたしますとともに、今後も地域
福祉に貢献できるよう運営していきたいと思います。
居宅介護支援事業所なごみ・通所介護なごみ 代表

原

寿文
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しあわせ指定居宅介護支援事業所
～ケアマネ便り～
今回は「介護サービス情報公表システム」についてご紹介します。

「介護サービス情報の公表」って？
 介護保険法に基づき、全国の介護サービス事業所（※）や施設ごとに比較・検討して適切に選
ぶための「情報」を都道府県が提供する仕組みです。介護サービスの利用を考えている人に、必
要な情報が公平に届けられるようにつくられています。
※都道府県等の指定を受け、介護サービスを提供している事業所のこと。

どうやったら見ることができるの？
介護

公表

検索

スマホ、パソコンで簡単検索！

クリック

サイト名：介護事業所・生活関連情報検索
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kaigokennsaku.mhlw.go.jp/
♪スマホ検索には専用アプリが便利です

介護事業所ナビ
どんな情報が公表されているの？
 介護サービス事業所の『概要』
『特色』『詳細』『運営状況』などを見ることができます。また、
都道府県の平均値との比較や複数の介護サービス事業所の基本情報等を比較検討できます。
 しあわせ指定居宅介護支援事業所も情報を公表しています。
「介護サービス情報の公表」への
記入、報告の過程を通じて、日ごろの業務改善の道筋や、事業所や介護支援専門員としての自己
評価に活用しています。

※介護支援専門員が介護保険サービス利用のお手伝いをします。
お気軽にご相談ください。☎３３－２６２３
（佐藤・江戸・安久津）
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こんにちは！
地域包括支援センターです
～地域包括支援センターは、高齢者又はその家族等のなんでも相談窓口です～

☎３３－７８１１

※休日や夜間も電話転送により応対しています。

第２回棚倉町地域包括ケア会議を開催しました！
住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう
に、医療・介護・住まい・生活支援、介護予防が一体
的に提供される体制（地域包括ケアシステム）の構築
にむけ、高齢者を支える関係機関との連携をはかるた
めに『地域包括ケア会議』を行っています。
第２回の会議では、町健康福祉課高齢者係・棚倉警
察署・棚倉消防署・老人クラブ連合会・民生児童委
員・町内の居宅介護支援事業所や施設の皆さんと、支
援が必要な高齢者世帯の実態把握や情報管理について、
積極的な意見交換を行うことができました。

１区自治会が年に１回開催している福祉懇談会に毎年参
加しています。今年は「認知症の理解」をテーマに、症状
や認知症の方への接し方についての講話、認知症予防につ
ながる体操を行いました。
参加者からは、
「今まで知らなかったことも多く大変参
考になった」
「家でも体操をやってみようと思う」などの
感想が聞かれ、皆さんで楽しいひとときを過ごしました。
【お問い合わせ】棚倉町地域包括支援センター（担当：後藤、西牧（和）、渡邊、小林）
（7）

ボランティアセンター
傾聴ボランティアフォローアップ交流研修会
今回初めて東白川郡４町村社会福祉協議会合同で傾聴ボランティア研修会を行いました。
研修前には新聞タワーを３分間で作り上げるというグループ作業を行い、緊張もほぐれたと
ころで始まりました。
４町村の会員が集まって日頃の課題や不安なことを出し合い、会員一人一人が傾聴活動の
必要性を再確認しステップアップができること、また傾聴ボランティアの輪を繋ぎ合わせ、
この「東白川郡」から傾聴の大切さを発信していければとの想いをもとに熱いトークが繰り
広げられました。

ボランティア養成講座

３月８日㈮棚倉消防署から講師を招き、いざという時自分の身近な人、大事な人のいのち

と健康を守る為に「ＡＥＤを使った救急法や応急手当の基礎知識」の養成講座を実施しまし
た。実技を交えて「いざという時のために！」
、一人一人が真剣に取り組んでいました。

いきいきくらぶボランティア
＊藤蔭流＊１月２９、３０、３１日の３日間藤蔭流の塩田トミ子さん、五江渕静江さん、
早見栄子さん、大川原順子さんに日本舞踊を披露して頂きました。みんな目を凝らしてしっ
かり見ていました。
「うまいもんだなー」「やっぱり踊りをやっている人たちは違うなー」と
言いながら熱心に見入っていました。
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たなぐら雛の会

毎月第２金曜日午後から保健福祉センターにて開催

今年もたくさんのつるし雛を保健福祉センター正面に飾りました。「いつから飾るんです
か？」との問い合わせもあり、皆さんも楽しみにしていたようです。今年は７段飾りに手づ
くりのお雛様が飾られ見事でした。華やかでかわいい作品が訪れた人の目を楽しませていま
した。

１月から３月まで活動して頂いたボランティアの皆さま
☆いきいきくらぶ

：食生活改善推進員会、藤蔭流

いきいきくらぶでは毎週火曜日、

☆地域サロン：カナリヤ会

水曜日、木曜日の午前１０時～

☆寿恵園訪問：ボランティアあすなろ

１１時まで、利用者とお話をしたり

棚倉町赤十字奉仕団
☆傾聴ボランティア：ほほえみ会
☆棚倉サウンドテーブルテニスクラブ

お茶を入れてくれるボランティア
を募集しています。

☆音声コードの会・たなぐら
☆ディケアサティ：たなぐら語りの会
☆託児ボランティア：小林章子さん
☆手作り雑巾ボランティア：永山和子さん、大椙ふみさん、白坂文子さん
☆タオルを頂きました。
：大徳商店さん、なかやさん

ご協力ありがとうございました。

ボランティアセンターでは未使用
のタオルを集めています。
（連絡先：３３－２６２３）
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お 知 ら せ コ ー ナ ー
《心配ごと相談》
【民生委員による相談】 日時

毎月第２月曜日 午前９時～正午（祝祭日の場合は翌日）
５月１３日
６月１０日
７月８日
８月１３日
１１月１１日
１２月９日
１月１４日
２月１０日
毎月第３木曜日 午前１０時３０分～午後３時
【弁護士による相談】 日時
４月１８日
５月１６日
６月２０日
７月１８日
８月１５日
１０月１７日
１１月２１日
１２月１９日
１月１６日
２月２０日
４月８日
１０月１５日

９月９日
３月９日
９月１９日
３月１９日

【３３－２６２３】をして、お越しください。

※あらかじめ電話予約

※電話による受付予約は、前日 ９時～１７時まで
当日 ９時～１２時までとします。
※来所による受付は、当日 午前９時～午後３時までとします。
※相談については秘密を守ります。

※相談は棚倉町保健福祉センター内相談室で行います。
※無料で相談に応じますのでお気軽にご利用下さい。

重度心身障がい児（者）福祉タクシー料金等助成を受けているみなさんへ
平成３１年４月から福祉タクシー料金助成は棚倉町タクシー利用料金助成事業と
一緒になります。詳しくは棚倉町役場産業振興課☎３３－２１１３へお問合せ下さい。
対
自動車燃料費助成
【変更ありません】

象

者

身障手帳１．２級のうち肢体不
自由、移動機能障がい又は聴
覚障がいで、自己所有の車を
自ら運転する方

実

施

内

容

持参する物

自動車燃料費
最大15,000 ／年

印
鑑
障害者手帳
免 許 証
車 検 証

地域サロンを開催しませんか
★誰もが地域のなかで孤立した生活をおくる事がないよう、近隣住民が互いに支え合い助け合える
「ネットワーク」の組織化を推進することを目的としています。自宅から近いところに気軽に集ま
り、いろいろな趣味や軽運動をしながら日中を過ごす憩いの場を作る活動をしています。
♥月に一回、近くの集会所に集まって一緒におしゃべりしましょう。
♥お茶を飲んだり、体操したり、歌を歌ったりしましょう。
♥一日一回、大声で笑いましょう。
活動内容・・・各地区での茶話会、趣味活動、身体の体操、頭の体操、レクリエーション等
場
所・・・地区の集会所等
平成３０年度地域サロンを開催した地区
参 加 費・・・無 料
・富岡区 ・７区
・逆川区
対
象・・・地区の方ならどなたでも参加できます
・堤区
・福岡区 ・１４区
助
成・・・おもにお茶菓子代とします。
（行政区単位）
参加者１５人以下 １，
５００円／回
サロン活動に興味がある地
１６人以上 ２，
０００円／回
区の方は、棚倉町社会福祉
そ の 他・・・開催日、時間は要相談
協議会までご連絡下さい。
  講師等の派遣は社協で行います。
  集会所にかかる使用料等は行政区負担でお願いします。
  申請者は行政区長になります。お世話係の方が必要となります。
（10） ※この広報紙の発行には、共同募金の配分金が一部使われています。

