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待 ち わ び た 、春 の 訪 れ
長い冬もようやく終わり、中新田福祉センター裏庭の桜が今年も見事な花を咲かせました。
今年は例年より雪が多く、除雪が一段と大変な冬でした。寒さに負けず、青空の中に力強く満
開の花を咲かせた桜の姿は、まるでコロナ禍が続く世の中にエールを送っているかのようでした。
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、 福 祉 のまちづくり
令和４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17日の令和３年度第５
回理事会、３月25日の第４回評議員会で承認されました。今回はその主な内容を紹介いたします。
なお、新型コロナウイルス感染症の予防対策によりましては、事業が中止となる場合もありま
すので、ご承知願います。

【基本方針】

本年は、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）の計画最終年
となりますが、その基本目標のもと展開した事業の評価・見直しを図るとともに、昨年度実施し
た住民アンケート調査結果をもとに第３次計画を策定します。
また、介護保険・障害福祉サービス事業においては更なる経営改善策を模索するとともに、事
業所のサービス向上と営業力の強化を図って収支の改善に努めてまいります。

【重点目標】

１．第３次地域福祉活動計画の策定
２．介護保険事業及び障害福祉サービス事業の経営改善
３．生活支援コーディネーター業務（生活支援体制整備事業）の受託
４．小地域ネットワーク活動事業（除雪活動等）の推進
５．高齢者等生活支援事業（配食サービス）の推進

収入支出予算
会費収入 8,267,000円（2%）
寄付金収入 1,000,000円（0.2%）

その他の活動による収入
455,000円（0.1%）
基金積立資産取崩収入

1,000円（0%）

その他の収入
1,834,000円（0.4%）
受取利息配当金収入
206,000円（0.1%）

障害福祉
サービス等
事業収入
60,343,000円
（14.3%）

前期末支払
資金残高
32,665,000円
（7.7%）

経常経費補助金収入
53,257,000円
（12.6%）

受託金収入
21,306,000円
（5%）

収入合計
422,733,000円
貸付事業等収入
909,000円（0.2%）
介護保険収入
237,650,000円
（56.2%）
負担金収入
4,840,000円（1.2%）
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み ん な で 支 え合 う 、
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
日常生活自立支援事業（まもりーぶ）
一人暮らし高齢者訪問事業
歳末ふれあいあったか弁当配布事業
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
生活支援体制整備事業

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20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
ケアプラン作成事業

▲福祉体験学習

就労継続支援事業
特定相談支援事業

生活介護事業
障害児相談支援事業

▲小地域ネットワーク活動
（除雪事業）

▲介護予防シニア元気塾

令和４年度

当期末支払資金残高
17,288,000円（4.1%）
加美町社協
ケアサポートセンター
40,194,000円
やくらい
（9.5%）
アットハウス
23,657,000円
（5.6%）
クローバーハウス
33,855,000円
（8.0%）
カミング
7,945,000円（1.9%）

法人運営事業
80,520,000円
（19.0%）

支出合計
422,733,000円

地域福祉事業
18,057,000円（4.3%）
生活支援体制整備事業
7,097,000円（1.7%）

中新田ヘルパー
ステーション
34,940,000円
（8.3%）

宮崎デイサービス
センター
47,225,000円
中新田
小野田西部
（11.2%）
デイサービスセンター
デイサービス
56,491,000円
センター
（13.3%）
44,925,000円
（10.6%）

家族介護者交流事業
812,000円（0.2%）
生活安定資金貸付事業
4,290,000円（1.0%）

地域活動支援センターあおぞら
5,437,000円（1.3%）
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社協からのお知らせ
ふれあい・いきいきサロン助成
登録募集中！
令和４年度のサロン助成について、下記の要
件で募集しています。地域での『仲間づくり』
にぜひご活用ください！
【種 別】
高齢者：参加人数の半数が65歳以上であること
障害者：参加者に障害者（身体・知的・精神）が
必ず１名以上いること
子育て：未就学児を保育されている父または母
で構成されていること
【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）とすること
【人 数】
１サロンの最低参加人数は５名（５世帯）以上
【実施回数】
おおむね月１回以上の開催とし、年10回以上
【活動場所】
参加者等の自宅や行政区の集会所、公民館等
【活動内容・助成金額】
詳しくは加美町社協ホームページをご覧くだ
さい。
http://www.shakyo.or.jp/hp/288/

生活相談所開設
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
６ 月16日
８ 月18日
10月20日
12月15日
２ 月16日

大崎
西塚
遠藤
大崎
今野

相 談 員
吉男
遠藤 祐子
幸子
今野
攻
祐子
佐藤千鶴子
吉男
西塚 幸子
攻
村山 亮子

●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。
また、会場等の都合により、日によって開設
時間や場所等が変更する場合があります。ご
了承ください。
●今年度より２ヶ月に１度・偶数月のみ開設と
変更になりました。ご不便をおかけしますが、
お間違いのないようご確認願います。
【お問合せ先】
加美町社会福祉協議会・本部 63−2547
この広報紙は、共同募金の配分金により発行しています。

！
」を今年も応援
地域の「やる気

ボランティア団体活動助成事業

町内で活動するボランティア団体やグループ
を対象に、今年度も助成を行います。要件は下
記のとおりです。
【対象団体】
ＮＰＯ法人やボランティア団体などの営利を
目的としない団体
【助成対象】
高齢者、
障害者、
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。なお、初めて申請さ
れる方は、事前に下記までお問い合わせください。
【お問合せ】
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
宮崎福祉サービスセンター
68−2105

弁護士による法律相談日
離婚、財産相続、交通事故、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。
★日
時：令和４年７月13日㈬
午後１時〜５時
★場
所：中新田福祉センター・相談室
★申
込：各地区社協事務局に来所の上、
相談シートに記入ください
★受付期間：６月６日㈪〜７月１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。

温かい善意ありがとうございます
（令和４年１月12日〜４月18日）

寄

付

金

★株式会社 エフワーク
代表取締役 畑山春夫 様
1,000,000円
★匿 名 様
20,000円
★匿 名 様
50,000円
⇒クローバーハウスへ指定寄付

物品寄付

★東洋羽毛北部販売㈱仙台営業所 様
マスク等
★中新田小学校福祉委員会 様
車椅子１台
★匿 名 様
タオル等
★公益社団法人大崎法人会女性部会 様
タオル
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