人にやさしく

ともに支え合い

安心して暮らせるまちづくり

№63
令和4年

8月1日発行

withコロナのボランティア
ア
コロナ禍でのボランティア活動が、始まっています。
コロナでも地域を笑顔にするために、工夫をして
頑張るボランティアのみなさんが、市内で活躍しています。
（施設環境ボランティア 大越町赤十字奉仕団）

社会福祉法人
〒963-4111

田村市大越町上大越字古川97番地

田村市社会福祉協議会
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令和３年度

事業報告書

１ 会議等の運営状況
理事会︑評議員会︑監事会︑評議員選任・解任委員会︑
支所運営委員会

会員会費の募集︑寄付金の受付

２ 財政基盤の確立

広報誌﹁社協だより﹂の発行︑ホームページ

３ 調査広報活動
４ 自立支援事業の推進
生活援助資金の貸付事業
生活福祉資金貸付事業
生活困窮者自立支援促進事業︵田村市生活サポートセンター︶
自立相談支援事業︑家計改善支援事業︑就労準備支援事業
フードバンク事業︑生活用品貸与事業

５ 地域福祉活動事業の推進
あんしんサポート事業︵日常生活自立支援事業︶
ひきこもりサポート事業
百歳祝い金事業︑災害等見舞金事業
介護機器の貸出事業︑
福祉車両の貸出事業︵車椅子同乗自動車︶
乗用草刈り機の貸出事業
ひとり暮らし高齢者訪問事業︵共同募金助成事業︶
地域支え合い活動助成金︵共同募金助成事業︶
ふれあいいきいきサロン事業への助成事業
福祉団体等の運営支援︑福祉団体等への助成事業
法律相談所事業

６ ボランティアセンター事業活動の推進
ボランティアの養成︑相談業務︑福祉教育︑広報活動
ボランティア保険の加入︑災害ボランティアセンターの運営

赤い羽根共同募金︑歳末たすけあい募金

７ 共同募金運動の推進
８ 日本赤十字社事業への協力
日本赤十字社活動資金募集の実施︑災害見舞金事業

９ 訪問介護事業
介護保険事業︵予防事業含む︶
︑居宅介護事業

令和４年度
Ⅰ 基本方針

事業計画書

本市における地域福祉を取り巻く環境は大きく変化しており︑福祉・生活課題が拡
大するとともに複雑化深刻化している中で︑様々な課題を抱えた方への支援体制の
充実が必要とされています︒一方で多様化する課題に対し︑地域で住民が主体的に
課題を把握し︑ともに支え合う地域社会の実現が必要とされています︒
田村市社会福祉協議会は地域共生社会の実現に向け︑
﹃人にやさしく ともに支え
合い 安心して暮らせるまちづくり﹄を基本理念とし︑住民が共に手をとりあい住
み慣れた田村市で︑
﹁安心﹂
﹁安全﹂に生活できる福祉のまちづくりの実現をめざし︑
地域福祉の推進を図ります︒また︑地域における住民主体の福祉活動を強化するた
め本会各支所が地域福祉を推進する中核的な専門機関としての役割を発揮し︑民生・
児童委員︑行政区長︑ボランティア・ＮＰＯ団体︑福祉施設︑福祉団体等などの地域
の団体と協力し︑
﹁ともに支え合う地域社会づくり﹂を推進します︒
また︑公共性の高い非営利・民間福祉団体として︑機能性と専門性を高め円滑な
業務の推進を図りながら︑地域住民に対し本会の地域福祉事業への理解と協力を求
めるとともに︑介護事業の利用促進に努め︑安定的な財政基盤の確立を図り︑市民
から信頼される事業経営に努めます︒

Ⅱ 事業計画

１ 組織の強化と財政基盤の確立
２ 広報活動の推進

３ 地域福祉活動事業の総合的推進

４ ボランティア・市民活動の援助
５ 共同募金運動の推進
６ 日本赤十字社事業の協力

７ 介護保険サービス事業の充実
①訪問介護事業の実施
②通所介護事業の実施
③居宅介護支援事業の実施
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訪問介護事業
90,736,084円

授産場事業
41,168,987円

支

地域包括
支援センター事業
75,603,845円

出
相談支援事業
39,637,140円

777,149,830円

通所介護事業
221,719,624円

居宅介護支援事業
57,151,842円

総合学習

地域包括
支援センター事業
75,220千円
居宅介護支援事業
58,043千円

支

出

774,972千円

相談支援事業
46,792千円

通所介護事業
220,610千円

授産場

デイサービス

８ 地域包括支援センター事業の実施

授産場事業
43,484千円

訪問介護事業
78,179千円

９ 障害福祉サービスの充実

当期末支払資金残高
151,529千円

法人運営事業
地域福祉活動事業
81,505千円
12,143千円

10
①障害者相談支援事業の実施
②就労支援Ｂ型事業の実施

指定管理事業
7,467千円

事業収入
714千円
負担金収入
18,238千円

介護保険収入
363,199千円

11

生活サポートセンター事業︵生活困窮者自立相談支援事業︶

障害者
福祉サービス収入
35,173千円

12

福祉サービス利用援助・各種福祉事業の実施

入

774,972千円

生活保護収入
6,262千円

3

貸付事業収入
150千円

13

授産場の管理・経営

収

その他の
事業収入
21,625千円

受託金収入
147,156千円

14

当事者団体・民間社会福祉団体の自立のための支援

前期末
支払資金残高
147,650千円

15

施設の指定管理者事業の実施

寄付金収入 500千円
補助金収入
23,197千円

その他 必 要に応じて各 種 関 係 機 関・団 体 と連 携し︑地 域
住民の福祉を高めるために必要な事業を実施する

会費収入 10,573千円

高齢者疑似体験

その他

令和 4 年度予算
その他の収入
531千円
受取利息
4千円

通所介護事業

当期末
支払資金残高
146,280,153円

10
介護保険事業︵予防事業含む︶
︑障がい者自立支援事業

地域福祉活動事業
20,121,074円
受託事業派遣
6,151,150円

法人運営事業
72,330,684円

居宅介護支援事業

指定管理事業
6,136,336円
感染症緊急包括
支援事業
112,911円

負担金収入 事業収入
12,793,380円 708,352円

11
介護保険事業︑要介護認定調査受託事業

介護保険収入
356,691,644円

障害者福祉
サービス収入
40,168,924 円

田村市地域包括支援センター事業

生活保護事業収入
7,459,705円

認 知 症 総 合 支 援 事 業︑総 合 相 談 業 務︑権 利 擁 護 業 務︑地 域
ケア会議推進事業

入

777,149,830円

12

障害者相談支援事業

収

その他の事業収入
20,858,940円

13
相談計画︑モニタリング

受取利息
3,982円

貸付事業収入
44,000円

授産事業︑就労継続支援Ｂ型事業

受託金収入
146,687,020円

14

田村市授産場業務

寄付金収入 2,221,005円
助成金収入 86,000円
補助金収入 23,417,114円

施設整備収入
461,000 円
その他の活動収入
前期末
18,448,885 円
支払資金残高
135,661,080円

15

田村市常葉老人福祉センター運営事業

会費収入
10,573,100 円

16

その他の事業苦情解決事業

令和 3 年度決算
その他の収入
865,699 円
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PICK UP TOPICS ピックアップトピックス
支所運営委員会開催

感謝状贈呈式

本会では、各地域での地域の福祉活動を推進する
ために支所運営委員会を開催しました。
本会の地域福祉活動計画の基本理念「人にやさ
しく ともに支え合い 安心して暮らせるまちづく
り」を実現し、各地域の目標達成のため、各種団体
と連携し地域福祉活動補助金の補助団体を決定し
ました。

６月２７日、田村市常葉公民館において令和３年度本会に多額の
ご寄付を寄せられました方並びに、本会職員として長きに渡り地
域社会に貢献された方に対し感謝状の贈呈を行いました。
篤志
株式会社鈴船建設 代表取締役 鈴木広孝 様
（16度目の受賞）
株式会社増子リサイクルセンター 代表取締役 増子和紀 様
（2度目の受賞）
久保田
満
様
退職職員
原 竹 淳 子 様
先 﨑 陽 子 様

百歳賀寿

満百歳おめでとうございます

本会では、田村市在住で満百歳の誕生日を迎えた方に対
し、記念品の贈呈をしています。

助成審査会
６月１５日、本会において令和４年度田村市社会
福祉協議会助成審査会を開催しました。
赤い羽根共同募金配分事業で公募で募集してい
る「地域ささえあい活動事業」の配分先を決定しま
した。

田村市社会福祉協議会

《４月》 常葉町
都路町
船引町
《６月》 常葉町

渡
佐
國
佐

邉
藤
分
藤

ハルイ
サ ダ
ハルヨ
好 造

様
様
様
様

渡邉ハルイ様

佐藤サダ様

國分ハルヨ様

佐藤好造様

団体会費募集

毎年多くの企業・団体・法人の皆様にご協力いただきありがとうございます。
今年も団体会費募集を７月１日から開始いたしました。
多くの企業・団体・法人の皆様にご賛同いただきますようお願いいたします。

団体会員会費 １口 ５,０００円 企業・団体・法人様にご協力をお願いしています
本会では、
「人にやさしく ともに支え合い 安心して暮らせるまちづくり」を基本理念に、複雑、多様化する福祉ニーズ
に対応するため、地域住民の皆様とともに、助け合い活動、ささえあい活動を推進いたします。
地域に暮らす皆様が、安心して暮らせる町にするため、本会の地域福祉活動にご賛同いただき、皆様にぜひご協力いた
だきますようお願い申し上げます。
これからも田村市社会福祉協議会は、地域住民の皆様、企業・団体・法人の皆様と手を携え地域福祉の充実に取り組んで
まいります。
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PICK UP TOPICS ピックアップトピックス
田村市老人クラブ連合会「総会」

田村市授産場「地域協働事業」

4月12日、大越公民館において令和3年度田村市老人クラブ連
合会総会が開催されました。
役員改選により会長は、村上司氏（滝根町）が選出されました。
また、総会のなかで功労者表彰式が執り行なわれました。
被表彰者は次のとおりです。
佐 藤 嘉 一 様（滝根）
岡 田 建 一 様（大越）
安 瀬 昌 平 様（常葉）
石 井
清 様（船引）
萩 原 うた子 様（船引）

昨年度は７か所の企業にご協力いただき、
地域協働（施設外就労）事業を実施すること
ができました。
利用者の方からは、
「仕事が楽しい」「もっ
と頑張りたい」など
前 向きな 言 葉 が多
く聞かれるようにな
り、表情にも変化が
でてきました。
今 年度も地 域協
働事業を通し、利用
者 が 一 般 就 労に移
行できるよう、就労
能 力 や工 賃 の 向 上
及び社会生活スキル
の 習 熟 等 に 努 めて
まいります。

滝根デイサービス 「園芸クラブ」

船引北部デイサービス 「創作活動」

梅雨入り前から雨降りがつづいた６月上旬。ちょっとだ
け覗いた晴れ間に利用者様と一緒に花を植えました。
サフィニア、ブルーサルビア、日日草と、色とりど
りの苗を、慣れた手つきで５鉢に植え込みました。デ
イサービスの玄関がとても華やかになり、ご利用者の
皆様を毎朝明るくお迎えしています。

今年も こいのぼり 制作を行ないました。
ペットボトルの口の部分を使い、まるい模様をつけま
した。
細かく模様をつけたり、丁寧に並んだ模様になったり
と個性あふれる“こいのぼり ができました。
できあがった、“こいのぼり はデイルームに飾り、
端午の節句の雰囲気を楽しみました。

〜ふれあいカフェ〜
『ひまわり』
「人と人がつながる場」、地域の皆さまならどなたでも参加でき、
認知症に関する情報交換や相談、専門職による勉強会、軽体操などを行うカフェです。
お茶を飲みながら、気兼ねなく交流しましょう！開催時間内は出入り自由です。
（大越町上大越字水神宮62-1）
大越ふるさと館１階「消費拡大室」

◆開催日時
①令和4年8月2日(火) DVD鑑賞
②令和4年9月6日(火) 都路音楽隊による演奏
③令和4年10月4日(火) ㈱クリニコによる講話
◆参加費

◆タイムスケジュール
13:30〜 開店、ティータイム
13:45〜 まなびの時間
14:50〜 ラジオ体操、交流
〜15:30 閉店

100円（お茶代、諸経費）
※新型コロナウイルスの影響で日程が変更となる場合がございます。
参加予定の際は、田村市地域包括支援センター☎68-3737までご連絡下さい。
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このコーナーでは田村市ボランティアセンターからの情報を発信します

【申し込み・お問い合わせ】ボランティアセンター（総務課内）☎68-3434

サロンでボランティア！
サロン等の活動の一環で、ボランティア活動にご協力
いただけるサロンや団体を募集しています。
サロン等でのボランティア活動は、参加者にとってい
つもと違う刺激になり、その方のやりがいや生きがいに
もなります。また、新しい方の参加のきっかけになること
も期待されます。
地域の支え合いに、ぜひご協力ください！詳しくは、
お問合せください。
ボランティア活動例
編み物で、ひざ掛け・アクリルたわし作り
縫い物で、人形・ボール・おもちゃ作り
折り紙で、ちょっとしたプレゼントや飾り作り
切手収集や本を持ち寄り、寄附活動
季節の絵はがきや、飾り作り など

ボランティア活動 参加者募集のお知らせ
＼お茶のみしながらボランティア／

たぼらサロン（ボランティアサロン）
みんなで集まって、お茶を飲みながら・話しながら、ボ
ランティア活動を楽しむサロンです。
おしゃべりでできるボランティア活動も準備していま
すので、お気軽にご参加ください。お茶のみだけの参加
もお待ちしています！
興味のある方は、電話にてお問い合わせください。
開催場所：地域交流スペース「ship」
（郡山信用金庫船引支店向い）
開 催 日：電話にてご確認ください
＼私のボランティアが見つかる！／

趣味ボランティア活動体験会
ボランティアを始めてみたい方、新しいボランティア
活動を探している方、自分のできることで地域を元気に
・笑顔にしたい方、ぜひご参加ください！
ご自身のできること・やってみたいことを活かしたボ
ランティア活動が体験できます。
日 時：８月29日（月）13：30〜・9月9日（金）10：00〜
場 所：船引公民館
申込み：電話にて、お申し込みください。

たむらボランティア台帳へ
登録をお願いします
田村市ボランティアセンターでは、田村市内で活動す
るボランティア団体の登録事業を進めています。登録い
ただいた情報は、ボランティア活動のマッチングや、新た
にボランティアを始めたいという方への情報提供等に活
用させていただいています。

台帳登録対象者
●ボランティア個人、団体、学校や企業等

ボランティア団体へ助成を行いました
令和４年度より、ボランティア団体に対する補助事
業を開始しました。
この事業は、本会が整備する「たむらボランティア
台帳」に登録し市内でボランティア活動に取り組む団
体に対し、自主的で継続的なボランティア活動の推進
を目的に団体運営補助金を助成するものです。
また、この事業に関する説明会を6月30日（木）船
引公民館で開催し、市内で活動する9団体にご参加い
ただきました。

●市内でボランティア活動も行う、
趣味等の団体
●市内のふれあい・いきいきサロンや運動サロン

登録者への支援内容
・運営や活動のお手伝い
（活動先の紹介、ボランティア保険のお知らせ、レク
リエーション用具等の貸出 等）
・ボランティア活動情報をお届け
（市内ボランティア募集情報、各種講座情報、補助
金・助成金の情報 等）
・活動や団体運営に対する補助金助成（団体のみ）
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地域の支え合い通信

生活支援コーディネーター（地域の支え合い推進員）が、
地域の支え合い活動や集いの場等を紹介いたします！

今回は、市民の身近な移動手段であるタクシー会社の高齢者や地域の方に向けたそれぞれの取り組みや思いを
聞かせていただきました。

東部自動車合資会社 はばタクシー（本社船引町）
お話を伺った方
代表 羽場愛一郎さん、部長 郡司俊哉さん
代表の羽場さんは、一人暮らし高齢者や日中１人になる高齢
者が田村市には沢山いる事を知り、タクシー会社として地域の
高齢者に何かできないかと考えたそうです。
そこで、タクシーを移動手段だけではなく、日頃の楽しみや
健康サポートの空間にしてもらいたいと思ったそうです。
「行
き先がなくてもふらっと乗車。タクシーの使い方はお客様次第
！」タクシー料金はかかりますが、例えばドライバーさんとお話
をしたり、街中を散策したり、車窓からの景色を楽しんだり。
タクシーに乗ってやってみたいことがあれば、お気軽にドラ
イバーさんに相談してみてはどうでしょうか？タクシーは行き
先がなくても利用できることを広く知っていただき、1人でも
多くのお客様の健康サポートが出来ればと思います。

外出支援が認知症予防や健康サポートになれば、 車椅子の方も利用できるユニバーサル
とにこやかにお話される代表の羽場さん
デザインタクシー（UDタクシー）も導入

有限会社 ほていやタクシー（大越町）
お話を伺った方 取締役 栁沼邦俊さん
ほていやタクシーの利用者の多くは高齢者で、特に平
日の午前中は高齢者の病院受診が多く、身近なところで
高齢化が進んでいると栁沼さんは感じていたとの事。
毎回タクシーを利用してくれる高齢者とは顔なじみ
になり、何気ない乗車中の会話や生活の様子と他の取
り組み事例などをヒントに始めたサービスが「生活支援
サービスタクシー」、このサービスは提供エリアは限ら
れているようですが、主にお薬の受け取りなどを行って
いるそうです。地域の高齢者や住民の皆さんにはタクシ
ーと共に気軽にお荷物お届けサービスも利用していた
だければと、取締役の栁沼さんはお話していました。

大越駅前の事務所

乗り降りしやすく中が広いユニ
バーサルデザイン車

タクシーは人を運ぶだけでなく、地域の住民の見守り、乗る人の健康や思いも届ける、あったかい移動手段である
と感じました。
地域の支え合い・お互い様の仕組みづくり推進のため、皆様の「地域の資源（人・モノ・取り組み）」や「地域にあった
らいいな」をぜひ教えてください！
【お問い合わせ】生活支援コーディネーター 青木多美子 ☎68-3777（田村市指定相談支援事業所内）

ひきこもりサポート事業「

」のご案内

田村市社会福祉協議会では、ひきこもりに悩んでいる
方、人や社会との関わりに不安や心配のある方を対象と
した居場所「ふらっと」を開催しております。
スタッフと一緒に手作業・ゲーム・ボランティアなどの活動
をしたり、不安や困りごとなどのお話を伺います。
開催日
7/ 8（金）
7/22（金）
8/ 5（金）
8/19（金）
9/ 2（金）
9/16（金）

活動内容（予定）
マンカラって知っていますか？
布かご、布ぞうりスリッパ作り
ラテアートにチャレンジ！
一緒にゲームを楽しもう
DVD鑑賞会 持ち込みOK
マンガ・本を読もう 持ち込みOK

開催時間 10：00〜15：00
場所 地域交流スペース「ship」
（郡山信用金庫船引支店向い）
住所：船引町船引字五升車37
※車でお越しの際は、市役所の駐車場をご利用ください。
■予約不要。開催時間内であれば自由に来所していただ
いて大丈夫です。
■人の集まる場が苦手な方、ふらっと開催日以外で相談
を希望の方は、下記までお問合せ下さい。
■ご家族や関係者からの相談も伺います。来所・訪問を
希望される場合は、事前のご連絡をお願いいたします。
【お問い合わせ】田村市生活サポートセンター
（田村市指定相談支援事業所内） ☎68-3777
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福祉事業所物品販売・展示
昨年度より田村市社会福祉協議会１階にて田村市内障
害福祉事業所の活動ＰＲと利用者様が真心こめて作成し
てくださった物品の展示、販売を行っております。
期 間

事業所名

6/15〜 7/14 やまびこ
7/15〜 8/12 多機能型田村事業所
8/15〜 9/14 就労支援センター船引
9/15〜10/14 銀河工房
10/17〜11/14 希望の里
11/15〜12/14 共同作業所ときわ
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善意のご寄付ありがとうございます

※今回掲載しましたご寄付は、令和4年4月1日から令和4年6月30日までの受付分です。

本会に対し、善意のご寄付をいただきました。
厚く御礼を申し上げますとともに、お寄せいただいた浄財は地域福祉向上のため有効に活用させていただきます。

御遺志
滝根町
郡司 博樹様（故 郡司
片寄 雅英様（故 片寄
會田 英治様（故 會田

篤志
滝根町
菅谷西部長生会様
都路町
匿 名 ２件

市郎様）
享子様）
重夫様）

常葉町
常葉ロータリークラブ
会長 菅野 善一様
船引町
船引ロータリークラブ
会長 矢内 好男様
笑美の会様
ことほく合同会社
代表社員 小峰 司様
匿名 5件

物品
船引町
田村 早苗様
（尿取りパット、下着）
助川富士子様（タオル）
小泉 善哉様（栄養剤）
ことほく合同会社
代表社員 小峰 司様（米）

お知らせ おむつ等の寄付について、衛生上の観点から未開封の物のみ受付させていただきますので、ご了承願います。

菅谷西部長生会様

常葉ロータリークラブ様

法律相談会のお知らせ
消費者被害・遺言・相続・成年後見などの多様
なニーズに弁護士が無料で相談に応じます。
（※相談時間：お一人当たり30分程度）

船引ロータリークラブ様

笑美の会様

ことほく合同会社様

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
生活福祉資金特例貸付のお知らせ
（１）受付期間の延長について
受付期間 令和４年8月31日まで

日 時

令和4年9月7日(水)
午後1時〜4時
場 所 田村市社会福祉協議会 本所
相談員 橋本隆亮弁護士
（たむら法律事務所）
予約締切 令和4年8月31日（水）
初回相談の方を優先いたしますので、予め
ご了承ください。
【予約・お問い合わせ先】 総務課 ☎68-3434

※申込の際は事前にお電話にてご相談ください。
【お問い合わせ先】 総務課 ☎68-3434
（２）貸付金償還免除について
福島県社会福祉協議会では、令和4年3月までに「緊急小口
資金」及び「総合支援資金（初回）」を借入した方について、
償還免除のご案内を発送しております。
「償還免除」になる
かどうかご確認のうえ、期日までにお手続きしてください。
【お問い合わせ先】福島県社会福祉協議会☎（024）523-1250

傾聴基礎講座・傾聴ボランティア養成講座

開催のお知らせ

傾聴とは、相手に寄り添って話を「聴く」技術です。様々なボランティア活動やサロン活動、仕事や日常・家庭内
等のコミュニケーションにも活かせる聴くコツを学ぶことができます。参加申込みは、窓口もしくは電話にてご連絡
ください。
日

時：

８月２７日（土）１３：３０〜 基礎編

スキルアップ講座も

９月 ４日（日）１３：３０〜 応用編

今秋開講予定です

場

所：

田村市役所 多目的ホール

講

師：

会津大学短期大学部 幼児教育学科 木村淳也氏

参 加 費：

無 料

【申し込み・お問い合わせ先】総務課ボランティアセンター ☎６８-３４３４
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