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どう？キレイでしょ！
平成30年度第３回家族介護者交流のつどい
（関連記事は２ページに掲載）
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平成30年度第３回家族介護者交流のつどい
３月９日㈯、やくらい薬

の湯を会場に、第３回目

となる家族介護者交流のつどいを開催。40名の皆さん
が参加されました。
午前の部はフラワーアレンジメント教室を実施し、
講師として仙台市在住でフラワーデザイナーとして活
躍されている中川歩美先生をお招きしました。中川先
生は町内小野田地区のご出身で、３年前にも「アロマ
テラピー教室」の際に講師として協力いただいており、
参加者の中には覚えていた方も。今回はチューリップ

▲男性陣も真剣な表情！｢ここでいいかな…？｣

やカーネーション、ラナンキュラスといった春の花を
集めて、世界に一つだけの作品を仕上げていきました。
午後からは温泉にゆっくり浸かったり、買い物やカラ
オケを楽しんだりと、皆さん時間いっぱいまで楽しま
れていました。
参加者からは「色とりどりの花を見ることができ、
春を感じられて楽しかった」
「カラオケもできていい
気分転換になりました。また次回も参加します」など
の声が寄せられました。

▲中川先生（写真中）のアドバイスを受けて完成♪

新レクリエーション用品、登場!!
社協では、ミニデイサービスの案内状の印刷・
作成やレクリエーション用品の貸し出し、献立の
作成等を行い、行政区のミニデイサービスを応援
しています。このたび新たな貸し出し用品として
『シャッフルボード』と、小野田ボランティア友の
会様からの寄付により購入した、大きなサイズの
『ダルマ落とし』という２品が仲間入りしました！
ミニデイや地域行事などにぜひご使用ください。
また、社協職員が講師としてミニデイの会場へ
出向き、レクリエーションや講話等を行う「介護
予防シニア元気塾」も随時受け付けております。
事業の詳しい内容やミニデイに関するご相談は、
各地区社協事務局までお気軽にお問い合わせくだ
さい。お待ちしています♪
◎お問合せ先
加美町社会福祉協議会・本部（63−2547）
小野田福祉サービスセンター（67−7177）
▲シャッフルボード（写真上）とダルマ落とし（写真下）

宮崎福祉サービスセンター

（68−2105）
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近所に作ろう！「集いの場」
社協では、今年度も「ふれあい・いきいきサロン事業」の登録を募集します。これは、地域内
の集会所や公民館、参加者の自宅などを利用し、地域の高齢者や障害者・子育て世帯などの方々が、
気軽に集まることのできる場所（サロン）づくりを応援するもので、内容はお茶飲み会や外出行事、
グラウンドゴルフ等のニュースポーツなど様々です。昨年度は新たに２つのサロンが登録して活
動を始め、地域の中の新たな集いの場として活発に活動されています。
登録方法など詳しくは下記内容を参照の上、お近くの社協事務局までお気軽にお問合せ下さい。

加美町社会福祉協議会

ふれあい・いきいきサロン内容

【実 施 主 体】参加者及び世話人が実施主体となり、加美町社会福祉協議会が支援します。
【参加対象者】高齢者・・・65歳以上の方が、参加人数の半数を超えるサロン
障害者・・・身体障害者、精神障害者、知的障害者の方が半数を超えるサロン
子育て・・・未就学児を保育されている親の方で構成されているサロン
【世 話 人】１サロンにつき２名以上とし、うち１名を代表世話人（代表者）とします。
【人
数】１サロンの参加人数は５名（５世帯）以上とします。
【実 施 回 数】概ね月１回以上の開催とし、年10回を下回らないこととします。
【場
所】参加者等の自宅または行政区の集会所や公民館等の公共施設等、参加者が集まりや
すく、継続開催が可能な場所とします。なお、活動する場所は各サロンにおいて確
保していただくようお願いします。
【活 動 内 容】内容は各サロンにおいて決定下さい。（以下は概ね想定される活動内容の例）
健康体操、レクリエーション、ゲーム、お茶飲み会、茶話会、食事づくり、
カラオケ、ビデオ鑑賞、外出活動、異世代交流、地域の清掃、季節の行事など
【登 録 方 法】各地区社協事務局にて登録用紙を受け取り、必要事項を記入下さい。登録完了後に
助成金申請書が郵送されますので、再度必要事項を記入の上、提出下さい。
※平成30年度より、１つのサロンが連続して申請できる年数は３年までとします。
【助 成 金】年間活動回数に対し助成金を交付します。※既に他の助成を受けている場合は非該当。
年間開催回数

年間助成金額

10回以上15回まで

15,000円

16回以上20回まで

20,000円

「優しさ」に触れる夏
夏・福祉体験ワークキャンプ

参加中学生大募集！
！
今年も夏休み期間中に、町内の中学生の皆さんを
対象に、１泊２日で福祉体験ワークキャンプを開催
します。高齢者や障がい、ボランティアなどに関す
る体験を通じて「福祉」について学び、楽しい夏の
思い出を作りませんか？
参加申込につきましては、６月中旬頃に各中学校
を通じて募集を行います。本事業に関するお問い合
わせは加美町社協本部（63−2547）までご連絡下
さい。今年も元気な中学生の皆さんの参加をお待ち
しています!!
3

かみまち「社協だより」第 7 8 号

2019.5

▲車イスに乗りながら町内で買物体験（昨年度より）

と き：７月30日㈫〜31日㈬
ところ：小野田福祉センター他
宿 泊：宮崎地区・陶芸の里ゆ〜らんど
参加費：無 料
内 容：介護・障害者施設等におけるボ
ランティア活動、配食サービス
配達ボランティア…などなど

地域の皆様とともに、新たなる時代へ
2019年度の加美町社会福祉協議会の事業計画と資金収支予算が、３月19日の平成30年度第５
回理事会、３月27日の第５回評議員会で承認されました。今回はその内容を紹介いたします。

【基本方針】
昨年度策定した加美町社会福祉協議会「第２次地域福祉活動計画」
（おらほのプラン２）のもと、
新たなる生活課題や本町の地域特性を考慮し、地域に住む人々がお互いに支え合い、助け合い、
住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり推進に向け、計画の実行に努めて参ります。
その中でも本年は地域福祉を推進する組織体制整備と人材育成を図ります。
また、介護保険・障害福祉サービス事業においては安定した経営を目指し、社会的な使命を考
慮しながらも効率化を図るべく、事業所体制の見直しや統廃合を行い、健全な事業運営ができる
よう在り方を検討して参ります。

【重点目標】
１．第２次地域福祉活動計画（おらほのプラン２）を推進します。
２．小地域ネットワーク活動（地域における見守り・支援活動）やふれあい・いきいきサロンな
どの住民福祉活動の支援を促進します。
３．配食サービス、除雪事業など高齢者等生活支援事業を充実します。
４．介護保険事業及び障害福祉サービス事業の運営の見直しや統廃合を行い、効果的で効率的な
経営を行うように努めます。
５．福祉サービスの質の向上に取り組みます。
６．人材の育成と職員の質の向上に努めます。

地域福祉事業の展開
小地域ネットワーク活動
ふれあい・いきいきサロン活動
高齢者等生活支援（配食サービス）事業
高齢者等生活支援（除雪サービス）事業
日常生活自立支援事業（まもりーぶ）
一人暮らし高齢者の集いの開催
家族介護者交流事業
行政区福祉事業への協力、援助
金婚を祝う会の開催

加美町福祉のつどいの開催
ミニデイサービスサポート事業
介護予防シニア元気塾
生活相談所の開設
ボランティア活動の推進
第17回福祉作文・ポスターコンクール
福祉体験ワークキャンプ
赤い羽根共同募金運動
住民福祉座談会の実施

在宅福祉事業所の運営
ホームヘルパー派遣事業
デイサービス事業
訪問入浴事業

▲デイサービス事業

ケアプラン作成事業
就労継続支援事業
特定相談支援事業

▲金婚を祝う会

生活介護事業
障害児相談支援事業

▲赤い羽根共同募金運動
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2019年度
その他の活動による収入

収入支出予算
会費収入

455,000円（0.09%）

8,435,000円（1.67%）

寄付金収入

基金積立資産取崩収入
13,001,000円（2.57%）

前期末支払
資金残高
41,086,000円
（8.12%）

障害福祉
サービス等
事業収入
65,677,000円
（12.98%）

経常経費補助金収入
70,051,000円
（13.84%）

1,500,000円（0.29%）

受託金収入
9,863,000円
（1.95%）

収入合計

  円

その他の収入
1,815,000円（0.36%）

介護保険収入
287,960,000円
（56.89%）

貸付事業等収入
1,203,000円（0.24%）

負担金収入
4,860,000円（0.96%）

受取利息配当金収入
221,000円（0.04%）

地域福祉事業
16,576,000円（3.28%）
予備費、他
41,353,000円
（8.17%）
加美町社協
ケアサポート
センター
40,604,000円
（8.02%）

やくらいアットハウス
25,560,000円（5.05%）

クローバーハウス
29,917,000円
（5.91%）
カミング
5,783,000円（1.14%）

2019.5

資金貸付事業
4,500,000円（0.89%）
日常生活支援事業
52,000円（0.01%）

  円

宮崎デイサービス
センター
62,141,000円
（12.28%）
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法人運営事業
72,465,000円
（14.32%）

支出合計

加美町社協入浴ステーション
14,113,000円（2.79%）
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家族介護者交流事業
812,000円（0.16%）

小野田西部
デイサービス
センター
60,609,000円
（11.97%）

中新田ヘルパーステーション
29,207,000円（5.77%）
中新田デイ
サービスセンター
68,524,000円
（13.54%）

地域活動支援センターあおぞら
5,437,000円（1.07%）
加美町社協ヘルパーステーション
28,474,000円（5.63%）

かみまちボランティアセンター通信 vol.25
ボランティア活動保険のご案内

加美町ボランティアセンター
電話：0229−63−2547
FAX：0229−63−2898
mail：kamisyakyo@vega.ocn.ne.jp

今年度の手続きは
お済みですか？

皆様にご利用いただいているボランティア活動保険は１年毎の更新制となっており、加入いただ
いた翌日から翌年３月31日までの間が補償期間となります。前年度から継続して活動されている方
でも、４月１日以降は新たに申込手続きが必要になります。ボランティア活動をされる方でまだ保
険加入手続きがお済みでない方は、ぜひお近くの社協窓口までお越しください。

保険の種類

補償内容

ボランティア
活動保険

ボランティア
福祉活動
行事保険

掛け金

ボランティア活動中の事故により、ボ
ランティア本人がケガをした場合の損
害を補償します。
活動中に他人にケガをさせたり、また、
他人の財物を損壊させたりしたことに
より損害賠償問題が生じた場合の損害
を補償します。
ボランティア活動や各種福祉活動の一
環として、ボランティア団体や非営利
団体が主催する行事中に
①行事参加者や主催者が偶然な事故でケ
ガをした場合の「障害保険」
②主催者が活動の対象者など他人の身体
や財物に損害を与え、法律上の賠償責
任を負った場合の「賠償責任保険」
の２つがセットになった保険です。

Ａプラン
300円
Ｂプラン
500円
Ｃプラン
700円
天災プラン 670円
※災害ボランティアとして
活動する場合は、天災プ
ランをお申込みください。
宿泊なし、日帰り行事
１名につき30円〜
※活動内容により保険料が
異なります。
宿泊ありの場合
１泊２日 227円〜
※なお、申込は20名以上か
らとなります。

ボランティア・ＮＰＯ団体などの活動を応援!!

ボランティア団体（グループ）活動助成事業
社協では、地域福祉の充実促進の一環となり、活発な福祉活動が展開されることを目的に、加美
町内で活動するボランティア団体（グループ）に対し、活動のための助成を行っています。
なお、初めて申請をされる方は、下記までお問い合わせください。
【対象団体】ＮＰＯ法人、ボランティア団体など営利を目的としない団体
【助成対象】障害者や高齢者、児童などを対象とした福祉事業
【助成金額】１団体 30,000円
【応募方法】社会福祉協議会に備え付けの申請書に添付書類（事業計画書、収支予算書、会則、会員
名簿等）を添えてお申込みください。
●ボランティア活動や保険等につきましては、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先：加美町社会福祉協議会・本部（中新田福祉センター内）63−2547
小野田福祉サービスセンター（小野田福祉センター内）67−7177
宮崎福祉サービスセンター （宮崎福祉センター内） 68−2105
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介護サービス事業所紹介
介護サービス事業所紹介
介護サービス事業所紹介

地域に根ざした「あたたかい」
サービスをお届けします♪

加美町社協では介護事業として、
社協では介護事業として、
「訪問介護」「通所介護」「訪問入浴介護」
「居宅介護支援
「居宅介護支援事業所」
ています。今回は「居宅介護支援事業所」のお仕事についてご紹介します。
を運営しています。今回は「居宅介護支援事業所」のお仕事についてご紹介します。

居宅介護支援事業所とは？
居宅介護支援（ケアマネジメント）とは、介護を必要としている人が継続して自宅で生活するこ
護支援（ケアマネジメント）とは、介護を必要としている人が継続して自宅で生活
とができるよう、各種介護サービスに関する手続きを調整するサービスです。
るよう、各種介護サービスに関する手続きを調整するサービスです。
介護認定を受け、デイサービスやホームヘルパーなどの介護サービスの利用を希望されると、担
定を受け デイサ ビスやホ ムヘルパ などの介護サ ビスの利用を希望される
当のケアマネジャー（介護支援専門員）が１人付きます。ケアマネジャーは、ご本人やご家族から
の相談や要望を聞きながら、身体の状況や生活環境を確認した上でケアプランを作成し、この計画
に沿って適切に介護サービスが提供されるよう、事業者との調整を行います。ケアプランとは、介
護が必要となっても自分らしく生活をするための目標を設定し、目標達成に向けて利用すべき介護
サービスの内容などを記載した「介護サービスの利用計画書」のことを言います。
ケアマネジャーは、ケアプランの作成後も月に１回以上は利用者さんのもとへ足を運び、生活状
況や目標の達成度に応じ、必要であればプランの見直しを行うなど、きめ細かな調整を行います。
なお、ケアマネジャーが行うこれらのサービスは、全て介護保険が適用されるため、自己負担はあ
りません。
現在、加美町社協では中新田地区に事務所を置き、
ケアマネジャー７名体制で地域に根差したサービス
を心がけ、支援を行っております。要介護認定を受
けたが、どのようなサービスを利用していいかわか
らない時や、家族の体調が優れず介護が必要な時な
ど、どうぞお気軽にご相談ください。

加美町社協ケアサポートセンター
お問合せ先（電話）25−8990
※受付時間：８時30分〜17時15分
▲介護でお困りの際は、いつでもご相談ください！

弁護士による法律相談日

今年度の法律相談予定日

離婚、財産相続、交通事故、クレジット契約
等の法律上のトラブルについて、ご相談に応じ
ます。もちろん秘密は厳守いたします。相談料
は無料です。この機会にぜひお申込みください。

第２回：令和元年９月12日㈭
会 場：宮崎福祉センター
時 間：午後１時〜午後５時

日

時：令和元年６月25日㈫、
午後１時〜午後５時
場
所：小野田福祉センター・相談室
申
込：各地区社協事務局に直接来所の
上、相談シートにご記入ください
受付期間：５月15日㈬〜６月14日㈮
※完全予約制です。なお、相談内容により、生
活相談所や他機関等の紹介で対処することも
ありますので、ご了承ください。
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第３回：令和元年11月６日㈬
会 場：中新田福祉センター
時 間：午前10時〜午後３時
第４回：令和２年３月11日㈬
会 場：中新田福祉センター
時 間：午後１時〜午後５時
※申込受付等の詳細は、開催日のおよそ
１か月前になりましたら、加美町お知
らせ版にてお知らせします。

新年度『社協スタッフ』大募集!!
加美町社会福祉協議会が運営する介護事業所及び障害福祉サービス事業所のスタッフとして、一
緒に働いてくれる方を募集しています。応募される方は、希望の職種等を明記した履歴書、資格者
証の写し等を持参の上、加美町社協本部（加美町字町裏320番地・電話63−2547）までお申込みく
ださい。

①ホームヘルパー（短時間勤務）
【賃
金】時給1,030円〜950円
【勤 務 日】週５日以内
【勤務時間】１日３時間以内
※週19時間以内勤務
【資
格】介護福祉士、介護職員初任者研
修課程、ヘルパー１級・２級

③ケアマネジャー（介護支援専門員）
【賃
金】月給226,200円〜192,300円
【勤 務 日】月〜金曜日、週５日勤務
【勤務時間】8:30〜17:15
【資
格】介護支援専門員

生活相談所開設

相 談 員

５月16日

佐藤千鶴子

工藤わか子

６月20日

庄司 定雄

村山 亮子

７月18日

澤口

今野

信

攻

※今年度より予約の必要はありません。相談を
希望される方は、開設日に直接会場へお越し
ください。昨年度より開設時間や場所も変更
がありますので、お間違いのないようご確認
願います。
なお、今年度より担当する相談員は以下のと
おりです。
大崎 吉男（岡町）
澤口
信（西町）
村山 亮子（四日市場宿）
今野
攻（原）
庄司 定雄（門沢）
工藤わか子（北区）
早坂 彰彦（本郷）
佐藤千鶴子（袋）
(任期：平成31年４月１日〜令和３年３月31日まで)
この広報紙は、共同募金の配分金により発行しています。

【賃
金】時給1,030円〜 950円
【勤 務 日】月〜土曜日（週５日シフト制）
【勤務時間】8:30〜17:15 週５日勤務
【資
格】介護福祉士、介護職員初任者研
修課程、ヘルパー１級・２級
※介護資格なしでも可
●１：共通条件
満65歳未満、要普通運転免許
●２：福利厚生
週勤務時間により雇用保険･社会保険に
加入。その他本会規定による。

温かい善意ありがとうございます

日常生活で心配ごと、困りごとはありません
か？お気軽にご相談ください。
★時間：午前10時〜正午
★場所：中新田公民館・第一相談室（１階）
開設日

②介護員
（小野田西部デイサービスセンター）

寄

付

金

（平成31年１月12日〜平成31年４月12日）

★今野
茂 様（東川北）
100,000円
★佐藤 淑子 様（中新田城内） 100,000円
★（故）
佐藤 正人 様（中新田城内）100,000円
⇒クローバーハウスへ指定寄付
★匿
名
様
10,000円
★匿
名
様
20,000円
★（故）
伊藤 利夫 様（中新田城内）100,000円

物品寄付
★松本きく子 様（長清水） …… 折り紙細工
⇒小野田西部デイサービスセンターへ
★匿
名
様 … 紙おむつ、
尿取りパッド他
⇒宮崎デイサービスセンターへ

※なお、上記以外にも使用済み切手やプル
タブ他、多数の物品をご寄付頂きました。
この場を借りてご報告させていただきま
す。
今後も引き続き募集しておりますので、
皆様のご協力をお願いいたします。大変
ありがとうございました。
使用済み切手…15件、プルタブ…25件
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