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　当会では、村及び県社会福祉協議会等から様々な事業を受託し、地域福祉・高齢者福祉の充
実に努めてきました。
　令和３年度は、次の 10年に向かって「互いに支え合い、安心して暮らせる福祉の村づくり（地
域共生社会）」を掲げ、福祉活動の一層の充実を期すための出発の年にしたいと考えています。
福祉のスローガン募集や福祉事業に対する要望等を調査し、村民の福祉に対するニーズの掘り
起こし、事業の改善、充実を図っていきます。また、村民やボランティア（団体）、行政と連携し、
これからの地域福祉活動計画の作成準備にも取り組みます。

№ 事　業　名 趣　旨・目　的

１ サポートセンター
　「つながっぺ」運営事業

高齢者等の方にサロン（健康体操やレク
リエーション等を通した交流）を提供し
心身の健康の保持増進を図るとともに、
見守り訪問活動を通して日常生活に対す
る相談・支援を行います。

2 コミュニティ形成事業

高齢者等の村内での日常生活支援（外出、
買い物、片付け、掃除、ゴミ捨て、草刈り、
雪かき等）を住民ボランティアが支え、安
心して暮らせる地域づくりを目指します。

3 家族介護支援事業

要介護の高齢者等を自宅で介護している
方（介護者）を対象に心身のリフレッシュ
の場を提供し、介護者同士の交流や在宅
介護の向上を図ります。

4 生活支援相談員配置事業

避難先で村民が安心して自立した生活が
送れるよう見守り相談活動（個別支援）
や住民同士のつながりや交流の促進を図
るためのサロン開催・支援（地域支援）
を行います。

5 日常生活自立支援事業
　（あんしんサポート事業）

高齢者や障がい者など、ある程度判断能
力のある方に対し、日常的金銭管理や書
類等預かりサービス等を行い、自立した
生活が送れるように支援します。

令和３年度事業計画について令和３年度事業計画について

令和３年度運営方針について（一部抜粋）令和３年度運営方針について（一部抜粋）
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№ 事　業　名 趣　旨・目　的

6 生活福祉資金貸付事業

低所得者世帯や障がい者、高齢者世帯に
対して、経済的自立と生活の安定を目指
し、資金の貸付と必要な相談支援を行い
ます。

7 広報事業
　（社協だより「わくわく」発行）

地域福祉や社協に対する理解や関心を高
めるために、当会事業の紹介や報告、関
係団体の活動紹介等の広報活動に努めま
す。また、ホームページも開設しています。

8 心配ごと相談事業
日常生活の心配ごと相談を受付け、助言
をするとともに、必要に応じて専門機関
へ引き継ぎます。

9 福祉教育活動事業

福祉について考える企画や研修の提供を
します。高齢者疑似体験や車イス移動体
験等を通して、高齢者や身体障がい者へ
の理解を深め、サポートの仕方や支え合
うことの大切さを学ぶ場を提供します。

10 生活福祉用具・車両貸出事業
福祉車両や車イス、機材等を貸し出し、
身体障がい者等要援助者の日常生活が円
滑に行えるよう支援します。

11 福祉活動団体助成事業
住民の福祉増進のために、福祉団体の育
成及び活動資金の助成を支援します。

12 福祉チャリティー祭り事業
【8月22日（日）開催予定】

関係団体やサークル等と連携し、それぞ
れの団体の活動紹介や成果の展示・発表、
作品・物品等の販売、バザー、模擬店の
運営等を通して、村民相互の交流、村の
活性化や復興に寄与します。

13 地域サロン（介護予防体操普及）
支援事業

行政区の集会所等で、介護予防体操（い
きいき百歳体操）の普及やサロンの運営
を支援し、介護予防や住民相互の交流に
努め、住み慣れた地域で健康で安心して
生活できるようにします。

14 放射線相談支援事業
放射線に由来する生活や健康上の問題に
関する相談活動を行い、不安の軽減・解消、
心身の健康維持を支援します。
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収入 支出

収入 支出

令和３年度予算について令和３年度予算について

【支出の部】

受託金収入受託金収入
…(81.9%)…(81.9%)

事業費支出事業費支出
(8.8%)(8.8%)

事務費支出事務費支出
(16.6%)(16.6%)

人件費支出人件費支出
…(73.6%)…(73.6%)

負担金支出 (-%)負担金支出 (-%) 予備費 (-%)予備費 (-%)

助成金支出(0.2%)助成金支出(0.2%)

積立資産支出積立資産支出
(0.6%)(0.6%)

拠点区分間拠点区分間
繰入金支出繰入金支出
(0.2%)(0.2%)

経常補助金収入経常補助金収入
…(16.2%)…(16.2%)

受取金利息受取金利息
配当金収入 (-％ )配当金収入 (-％ )

事業収入 (-％ )事業収入 (-％ )

会費収入（0.7%）会費収入（0.7%） その他の収その他の収入入 (-％ )(-％ )
拠点区分間拠点区分間

繰入金収入 (0.2%)繰入金収入 (0.2%)

寄附金収入寄附金収入
(0.9%)(0.9%)

※…主な事業は、村や県社協の委託を受けて事業を実施しています。また、共同募金会
からの配分金（令和２年度赤い羽根共同募金）も活用されています。

15 生活支援ワゴン運行事業

高齢者等の川俣町での買い物（水・金）
やいいたてクリニックへの送迎（火・木）、
村役場や道の駅、金融機関等への送迎を
します。（無料です。）

16 わくわく健康づくり
（介護予防体操普及）支援事業

避難先での村民の健康づくりや交流を自
主的に運営しているサロンを支援し、そ
の地域で健康で安心して生活できるよう
にします。

№ 事　業　名 趣　旨・目　的

科　目 金　額 (円 )
会費収入 720,000
寄附金収入 1,000,000
経常補助金収入 17,532,000
受託金収入 88,462,000
事業収入 36,000
受取金利息配当金収入 10,000
その他の収入 30,000
拠点区分間繰入金収入 200,000

収入合計 107,990,000

科　目 金　額 (円 )
人件費支出 79,489,000
事業費支出 9,525,500
事務費支出 17,903,500
助成金支出 162,000
負担金支出 43,000
積立資産支出 667,000
拠点区分間繰入金支出 200,000
予備費 0

支出合計 107,990,000

【収入の部】
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☆☆令和３年度から新たに実施します！令和３年度から新たに実施します！ （新規事業の紹介）（新規事業の紹介）

わくわく健康づくりを支援します！わくわく健康づくりを支援します！

「ふくしのスローガン」 を募集します！「ふくしのスローガン」 を募集します！

　当会では、今年度から避難先で行われている自主的なサロンを「わくわく健康づくり（介護
予防体操普及）支援事業」としてサポートいたします。世話人を中心に、介護予防「いきいき
百歳体操」やお茶会などを通して交流を深め、楽しい時間を過ごして欲しいと思います。詳細は、
お問い合わせください。

　今年度より、多くの方に「福祉」を身近に感じてもらい、村民参加による福祉のまちづくり
を促進するために「ふくしのスローガン」を募集します。

　〇スローガンの内容は、『社会福祉に関すること』
　　・高齢者や障がい者、子どもたちの支援活動
　　・人の優しさで広がる「支え合いの輪づくり」
　　・みんなの手でつくる「福祉のまちづくり活動」など・・・

これからの社会福祉活動の充実を図るための“合い言葉（キャッチフレーズ）”になるような
内容のスローガンを自由に考えてください。

○募集期間：令和 3年 6月 18日（金）まで

○応募資格：村民の方〈児童・生徒の部（中学生まで）・大人の部（高校生以上）〉

○表　　彰：…最優秀賞 1点、優秀賞 3点（児童・生徒の部、大人の部）を選考し、
賞状と記念品を贈呈します。

○応募方法：…応募作品に氏名（ふりがな）、連絡先（郵便番号、住所、電話番号）、職業、
年齢（学年）を明記のうえ、郵送、FAX、電子メールにて応募して
ください。

　　　　　　※応募様式は本会ホームページからもダウンロードできます。

①…世話人（地域で選出）を中心に定期的に開
催してください。（月 1回程度）

②…介護予防体操（百歳体操）とお茶のみ会で
楽しく交流してください。

③…運営費（参加者 1 人につき 100 円程度）
や世話人報償費（1,000 円 *2 人）、保険
代等を補助します。

④…社協生活支援相談員や村健康福祉課でお手
伝いもします。

介護予防
（いきいき

百歳体操）

お茶会
（参加者の
交流活動など）

地域で自主的に運営

互いに支え合い健康で安心して暮らせる地域づくり

+
➡

～健康で安心して生活するために～～健康で安心して生活するために～
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▲今回新たに制作した活動用ベスト
　（背中には名前が入っています）

目録が手渡されました。（左より安部事務局長、
渡邊会長、佐藤組合長、石川副会長）

　4月 16 日、飯舘村交流センター「ふれ愛館」で
令和 3年度総会が開催され、委員 25名が出席しま
した。令和 2年度事業報告・決算報告、令和 3年
度事業計画・予算について審議し、全て承認され
ました。冒頭のあいさつで、松原光年会長（小宮）は、
「今年度は、村内戸別訪問に力を入れて活動してい
きたい」と話をしていました。
　また、当日は新たに制作した活動用ベストを着
用し、総会が行われました。

　3月 12日に第 6回理事会、3月 23日に第 3回評議員会がそれぞれいちばん館で開催されました。
令和 2年度事業実施状況報告、令和 2年度会計 2次補正予算、令和 3年度事業計画や会計資金収支
予算等の議案について審議され全て承認されました。

　3月 19 日、飯舘村森林組合様より当協議会に 100
万円の寄付をしていただきました。当日は、佐藤長平
組合長（宮内）と石川初意副組合長（比曽）が訪れ、
渡邊守男会長に目録を手渡しました。これは、組合が
実施した伐採支障木処理事業等の事業総益が多くなり、
村民の福祉向上に役立ててもらうための寄付金です。
渡邊会長は、「村民のニーズをくみ取り、寄付金の使い
道を検討していきます」と感謝の言葉を述べました。

各団体の活動状況各団体の活動状況 民生児童委員協議会民生児童委員協議会

理事会 ・評議員会理事会 ・評議員会

寄付金贈呈式寄付金贈呈式できごとできごと

評議員会評議員会理事会理事会
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お知らせ①

　今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民のグループ等による支え合い活動に対
する助成を行います。県内在住者 5名以上で構成される団体で、以下の活動を対象に助成します。

　当協議会では、村から「生活支援ワゴン運行事業」を受託し、買い物等にも利用できるワゴン車
を運行しています。

○運 行 日：月曜日から金曜日（祝祭日を除く）※土日は休止

○対 象 者：帰村している方（原則運転できない方）

○利用方法：…事前の予約が必要で、希望利用日の２日前までに
ご予約ください。

○利 用 料：無料

○行　　先

※…運行は、複数人の乗り合わせで行うことから、希望する出発や到着の時間に添えないこと
がありますので、あらかじめご了承ください。

（連絡先：飯舘村サポートセンター「つながっぺ」0244-26-5207）

　1回の応募につき 10万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓代、印刷費、通信費、講師
謝金等に活用できます。申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募お待
ちしております。また、詳細は福島県共同募金会『https://www.akaihane.or.jp/』のホームペー
ジをご覧いただくか、村社会福祉協議会へお問い合わせください。

令和３年度赤い羽根 「被災地住民支え合い活動

助成事業」 の応募を受け付けしています

生活支援活動 見守り・訪問、家事援助、子どもの学習支援等

サ ロ ン 活 動 健康づくりの支援（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ等）、生きがいづくりの支援等

季 節 の 行 事 お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等

住民交流事業 慰問活動、講演会の開催、各種復興イベントの開催等

曜　日 午　前 午　後

月 村内（役場、道の駅、金融機関等）

火・木 いいたてクリニック等 村内（役場、道の駅、金融機関等）

水・金 川俣町での買い物（いちい等） 村内（役場、道の駅、金融機関等）

買い物等のワゴン車をご利用ください！

みなさんのお出かけの支援をします
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心配ごと相談を開催します心配ごと相談を開催します

ありがとうありがとう
ございましたございました

いいたて社協だよりの発行は、台湾共同募金会からの寄付金を使用させていただいております。

編集後記編集・発行
社会福祉法人

飯舘村社会福祉協議会
〒 960 － 1803
福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢 571

陽だまりの家
TEL 0244－42－1021　FAX 0244－42－1040
メール：hidamari@iitatesyakyo.com

　今年は全国的に桜が早く開
花し、飯舘村でも早く桜が開

花しました。当協議会事務所周りの桜や玄関前の
花壇の花などがきれいに咲き、例年より早く春を
感じることができました。（表紙写真）
　今年度は、避難先でのサロンを支援したり、ふ
くしのスローガンを募集したり、新たな事業にも
取り組んでいきます。その中で、みなさまからの
声（要望等）を聞きながら各種事業に取り組んで
いきます。

お知らせ②

ホームページ：
https://iitatesyakyo.com/

飯舘村社協

当協議会事務所前（4月上旬頃の様子）

弁護士法人鈴木芳喜法律事務所による法律相談を開催します。相談は無料です。
　○日　時…令和 3年６月 18日（金）午後 1時 15分から午後３時まで
　○場　所…飯舘村社会福祉協議会
　○相談員…弁護士法人鈴木芳喜法律事務所弁護士
　○予　約…村社会福祉協議会にお申し込みください。
　○申し込み期限…令和 3年６月 15日（火）まで

　県老人クラブ連合会では、「しあわせ金婚夫婦表彰」を実施します。該当する方は各地区の
老人クラブ、または村社会福祉協議会までお申し込みください。

○対象者：昭和 46年 1月 1日～昭和 46年 12月 31日に結婚された方
　　　　　（前回まで届出をされていない方も該当します）

○申込締切：７月 2日 ( 金 ) まで

●ご遺志によるご寄付　
　愛澤　伸一　様　（故　愛澤美智子　様のご遺志として）
　山田　　猛　様　（故　山田　陽子　様のご遺志として）
　菅野　秋男　様　（故　菅野　静江　様のご遺志として）
　佐藤　長平　様　（故　佐藤　コウ　様のご遺志として）
　三浦タツ子　様　（故　三浦　昭治　様のご遺志として）
●一般寄付
　飯舘村森林組合　様　（福祉活動の一助として）
※令和３年３月１日から令和３年４月 30日まで掲載しています。

あたたかい善意に心から感謝いたします

しあわせ金婚表彰の申込みをしあわせ金婚表彰の申込みを

受け付けしています受け付けしています

～結婚５０年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます～～結婚５０年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます～
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