
TEL ６２－１１１７

①普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

　ホームヘルパー２級・介護職員初任者研修終了者・介護福祉士※あれば尚可

②普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

①介護福祉士　　　　　 　　　　　　　　日給８，８４０円～　　　※賞与・昇給有

　 ①介護職員初任者研修修了者　　　日給８，１４０円～　　　※賞与・昇給有

②時給　１，０３０円～１，０８０円（処遇改善支援補助金含む　３０円/Ｈ）

①・②履歴書・面接

・まずはお気軽にお電話ください。　　　　　　　　　　☎６２-１１１７　　担当　髙橋

９日 チャボラ ２０日 ボランティア入門講座

１２日 食事サービス ２３日 食事サービス

１６日 食事サービス ２５日 チャボラ

２日 食事サービス １７日 チャボラ ２６日 食事サービス

５日 食事サービス １８日 民生児童委員定例会 ２７日 ボランティア入門講座

９日 食事サービス １９日 食事サービス ３０日 食事サービス

選　考

その他

②月曜～金曜　８時３０～１０時００分　　１５時３０～１７時００分
勤務時間

資　格

①訪問介護職員（臨時職員）

①月曜～金曜　８時３０～１７時１５分

職　種
②運転手・送迎ドライバー（パート職員）　　　　　※６０代歓迎

給　与

    ７　月号

度 会 町 社 会 福 祉 協 議 会
http://www.watarai-syakyo.com/

社                 協 情　　　　　　　　　報 Ｒ４・７・７発行

長年勤めた仕事を辞める

時、お助け隊員の少ない実

情を知り登録をしました。

今振り返ってみるといろ

いろな事が思い出されます。

高齢の方と接することは、

人生の先輩でもあり為にな

る話も多く自分のこれから

の生き方にも参考になるこ

とがたくさんありました。

作業の内容は草抜き、草

刈り除草剤散布等ですが、

どこの家にもそれぞれの流

儀があり、その人の気持ち

法律に関する心配ごと、悩みごとを抱えている方の相談を
行いますので、お気軽にご相談ください。

に寄り添ったお手伝いをさ

せていただく方法を探すの

が一苦労です。

最近では訪問先も固定し

てきて気心も知れいつも和

気あいあいと仕事に向き合

っています。利用者の方の

中にはお喋りを楽しみにさ

れている方も多く、少しで

も言葉をかわすように心が

けています。

近頃、身体の衰えを感じ

そろそろお暇をと思うとき

もありますが、人とのふれ

あいの大切さを身をもって

知った今ではもう少し自分

の為にも頑張りたいと思い

ます。

知ろう！学ぼう！

皆様の素朴な疑問にお応えし、ボランティア活動への“はじめの一歩”を応援します！

まずはこの講座に参加し、ボランティア活動の基本的な知識や心構えを知り、「はじめ

の一歩」を踏み出してみませんか？皆さまのご参加お待ちしています！

（日時） ８月２０日（土） 午前１０時～１１時３０分 （内容） ボランティア活動とは？

８月２７日（土） 午後１時３０分～２時３０分 （内容） 傾聴について

９月 ３日（土） 午前１０時～１１時３０分 （内容） コロナ禍でのレクリエーション

９月１０日（土） 午前１０時～１１時３０分 （内容） 体験発表

（開催場所） 度会町中央公民館

（対象者） 町内在住で福祉・介護に興味のある１６歳以上の方

（定員） １５名程度 ※先着順

（参加費） 無料

（申込） ８月５日（金）までに電話にて社会福祉協議会までお申込みください。

〔申込み・お問い合わせ〕

度会町社会福祉協議会 ＴＥＬ ０５９６－６２－１１１７ 担当 中津

お気軽に
お問い合わせ
ください。



８．介護保険事業
　☆通所介護事業（デイサービス）
　　●通所介護事業　　　　　利用者数（延べ）　６，０１３人　　入浴者数　３，４３５人
　　●総合支援事業　　　　　利用者数（延べ）　１，３６５人　　入浴者数　９００人　
　　●行事回数　６回  　　  参加者数　　　　　　　１８３人
　☆訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
　　●訪問介護事業　　　　　利用者数（延べ）　２，５３６人　　
　　●総合支援事業　　　　　利用者数（延べ）　１，８１１人
　☆居宅介護支援事業

●ケアプラン作成数（予防給付）　　１８Ⅰ件　
●ケアプラン作成数（総合支援事業）１２１件　
●サービス担当者会議　　　　　　　１９９回　

　☆通所介護事業所　れんげ草（デイサービス）
　　●通所介護事業　　　　　利用者数（延べ）　２，２５５人　　入浴者数　１，５８１人
　　●総合支援事業　　　　　利用者数（延べ）　　　７７２人　　入浴者数　　　３６０人
　　●行事回数　１５回  　  参加者数　　　　　　　１９９人

１．心配ごと相談事業 ●一般相談　 相談件数　　　１３１件
●法律相談 　年　４回 相談件数　　　　１１件

９．障がい者総合支援事業
２．地域福祉事業　 ●食事サービス　 　年９９回　 利用食数　２，０１２食 　☆生活介護事業及び日中一時支援事業（障がい者デイサービス）

●地区別交流会（４地区）　　年　１回 参加者数　　　　７７人　 　　●生活介護事業　　　　　利用者数（延べ）　１，４５９人　　入浴者数　　１６３人
●福祉ふれあいまつり　　※コロナウイルス感染拡大予防のため中止 　　●日中一時支援事業　　　利用者数（延べ）　　　１６７人
●米寿の集い　　　　　　対象者に記念品配布 　　 　２１７人 　　●行事回数　　７回　  　  参加者数　　　　　　　４６人
●世代間交流会　　 　年　１回 参加者　　　　１３６人 　　●作品販売売上　　　　　　０円
●民生委員・福祉推進協力員合同会議　　年　３回　　　　７１人　 　☆障がい者居宅介護事業（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）　 　　利用者数（延べ）　１０３人　　
●福祉推進員研修会　　 年　１回　　　　　７人　 　☆地域生活支援事業（移動支援） 　　利用者数（延べ）　　　０人　　
●地域お助け隊　お助け隊員登録数　２６人　 利用者登録数　５１件 　☆特定相談支援事業（障がい児も含む） 　　利用者数　　　　　　５４人　　
　　　　　　　　お助け隊利用回数　５１回 　☆障がい者相談支援センター 　　利用者数（延べ）　４３７人　　
　　　　　　　　お助け隊会議・研修　３回　　　　　　　　 ３１人
●介護教室　　　　　　　　年　１回　　　参加者数        　８人
●福祉講演会　　　　　

※コロナウイルス感染拡大予防のため中止

３．ボランティアセンター　●１日福祉体験教室　小・中学校３回　  
　　　　　　　　　　事業 児童・生徒　　　８０人 《収入の部》 単位（円） 《支出の部》 単位（円）

金　　　額 金　　　額

４．諸団体関係事業 2,489,000 132,309,755
　　                 老人クラブ、身体障害者睦会、母子寡婦福祉会、民生・児童委員協議会、遺族会 84,899 19,803,030
　　               　保護司会・手をつなぐ親の会・在宅老人介護者の会支援　 25,426,000 17,313,775

10,016,183 1,101,083
５．各種募金活動への協力●日赤募金　　　　　　　　　　　　９８６，００４円 494,300 1,309,000

●共同募金　　　　　　　　　　１，１７１，２８２円　 1,102,279
　歳末たすけあい事業　おせち料理の配布（１人暮らし高齢者へ）１３８人 117,268,600
●ユニセフ募金　　　　　　　　　　　１２，２３４円 16,516,140

412,412
６．財源の確保　　　 ●社協会費　　２，０１７件 　 ２，４８９，０００円 510

69,250
７．軽度生活援助事業および福祉有償運送事業 0

●軽度生活援助事業（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ） 利用者数（延べ）　　２４人　　 その他の活動による収入 7,510,749
●福祉有償運送事業 利用者数（延べ）　　　０人 前期末支払資金残高 32,946,150 当期末支払資金残高 34,481,127

収　　入　　合　　計 214,336,472 支　　出　　合　　計 214,336,472

受取利息配当金収入 そ
の
他
の
活

動
に
よ
る
支

出 その他の支出 6,772,864
その他の事業収入

施設設備等による収入

共同募金配分金収入 施
設
整
備
等

に
よ
る
支
出

固定資産取得支出
及び繰入支出 1,245,838

介護保険収入
障がい福祉サービス等収入

雑収入

●ケアプラン作成数（介護給付）１，４０２件　

科　　目　　名 科　　目　　名

事
業
活
動
に
よ
る
収
入

会費収入 経
常
活
動
に
よ
る
支
出

人件費支出
寄付金収入 事業費支出
町補助金収入 事務費支出
受託金収入 共同募金配分金事業費

事業収入 助成金支出

度会町社協の理事会が６月１４日に、評議員会が２９日に開催され、次のことについて承認されました。
事業内容は、相談事業や地域福祉事業などの一般事業と、デイサービス・ホームヘルプサービス事業
などの介護保険事業等です。

国から地方へと福祉の流れが変わり、地域の福祉力が問われる時代となったことで、社会福祉協議会

の役割がいっそう大きくなっています。当社協においても、地域住民の福祉ニーズに対応するため、住民

の自立支援や選択の尊重と併せてサービスの効率性の追求、マネジメントの充実、個人情報の保護、福

祉情報の啓発や公開を行っていきます。

住み慣れた町で心のこもったサービスは、住民のみなさまのご理解とご支援の中で事業展開されてい

ます。


