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特集　令和元年度愛荘町社会福祉協議会　事業報告・決算報告

　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、地域住民による福祉活動や行事は休止や延期など活
動自粛を余儀なくされ、わたしたちの「ふだんのくらし」が失われつつあります。そうした状況にあって
も、つながりを途切れさせないために、各地域では感染防止に配慮しながら活動に取り組まれています。
　表紙の写真は、今年 8 月、目加田自治会での見守り訪問活動 ( いきいき見守り訪問事業 ) の様子です。
　本紙 4 ページにて紹介していますので、ぜひ、ご覧ください。
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コロナに負けるな!!つながりを途切れさせないために
〜地域で今できること〜
外出支援車両貸出事業をスタートします!!
臨時職員・ボランティア募集
今年も共同募金運動が始まります！
おしらせ
善意銀行・協賛品 他

内 容
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○みんなが気軽にできる、さりげない見守り活動の拡充に取り組みました

○ボランティアへの参加と新たな活動づくりに取り組みました
見守り活動報告会

チョボラ体験

災害ボランティアセンター設置運営訓練

福祉学習の様子

いきいき見守り訪問事業

地域支え愛ポイント制度交流会

災害支援ボランティア活動 (長野県 )

福祉教育機関連絡会議

　令和元年度は、愛荘町の公の施設の指定管理者として、社会福祉法人の本旨に基づき自主性・自律性のある事業
運営とコンプライアンスの徹底や人材育成、働き方改革に適正に対応しつつ、第２次愛荘町地域福祉活動計画に基
づき中間年の取り組みの評価と生活支援の課題に対する活動や介護サービス事業運営を検討するほか、福祉関係機
関との連携にむけて取り組みました。さらには、年度後半からの新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、福祉・介
護サービスの提供などを継続するために危機意識の徹底と感染予防の徹底に努めました。

・身近な地域で「見守り活動」等の福祉活動の情報交換や地域課題の解消に
向けた意見交換の場（29箇所）の推進と見守りフォーラム（53名参加）
を開催しました。
・高齢者世帯等への訪問活動機会の提供（年 22回・延べ 74名）を行いました。

・生活支援活動ボランティアの養成や災害ボランティアセンター設置運営の
訓練を行いました（運営委員会 4回・訓練 1回 13名）。
・子どもや若年層のボランティア活動へのきっかけづくりとする「チョボラ
体験」（2回延べ 79名）とボランティア同士や受入施設が交流する「ボラ
ンティアカフェ」を実施しました（4回延べ 145名）。
・ボランティア活動参加拡充のための地域支え愛ポイント制度（登録者 428
名）、ボランティアだよりの発行（4回）と活動者の保険加入（711 名）
を行いました。

・災害支援ボランティアの参加のもと（13名）、災害ボランティアセンター
設置運営訓練を町防災訓練と連動して実施するとともに、令和元年東日本
台風で被害の遭った長野県長野市に災害支援ボランティアを派遣しました
（ボランティア 5名・職員 2名）。
・身近な地域での防災・減災の活動にむけた話し合いの場づくりを推進しま
した（2箇所 8回）。

・あらゆる世代のくらしの困りごとに対して、子育て支援の拠点「わんぱくひろば」（127日開所・延べ 5,150 名
利用）、高齢者や障がいのある方への地域福祉権利擁護事業（延べ 208名利用）や生活困窮に対する自立相談支
援事業（延べ 154 名利用）と生活福祉資金貸付の相談（相談 32件・貸付 9件）において丁寧な相談対応を行
いました。
・くらしの困りごとや悩みごとに対する相談所を福祉センターにて開設しました（45日開所・17件）。
・生活困窮やくらしの困りごとに応えきれない課題への対応にむけて、介護分野と障害福祉分野の相談専門職と連
携する会議を新たに実施しました（3回・延べ 39名）。

・子どもたちを中心とした福祉学習のメニューをもとに小・中学校、高等学
校や学童保育所と連携のもと、体験や学びの場をつくりました（6校・1
箇所・延べ 544名）。
・学校の教職員と福祉教育の取り組みの振り返りを行いました（1回・9名）。

令和元年度　愛荘町社会福祉協議会 事業報告

○子どもたちを中心とした福祉の学びの場づくりに取り組みました

○災害支援ボランティアや身近な地域での防災活動の取り組みを推進しました

〇くらしの困りごとに対応する取り組みを行いました

概要版



 

受託金  受託金収入 
79,901,702円

事業収入 1,128,500円

人件費支出
142,235,281円

事業費支出
17,246,216円

事務費支出

(うち当期末資金収支差額は△1,070万7,313円)

26,809,643円

積立資産支出
853,784円
その他の活動に
よる支出
5,176,290円

固定資産取得支出
1,080,108円

その他の支出
253,643円

就労支援事業支出
3,449,194円

介護保険収入介護保険収入
61,994,40561,994,405円円

受取利息配当金収入
21,737円

その他の収入
355,830円

施設整備等補助金収入
540,000円

積立資産取崩収入
8,000,000円

会費収入 
4,690,500円
寄附金収入 
358,066円

経常経費補助金収入
5,832,269円

就労支援
事業収入
3,356,194円

障害福祉
サービス事業収入
25,170,140円

共同募金配分事業費 
280,000円

分担金支出
12,000円

助成金支出
4,660,497円

収入 支出

【収入合計】１億9,134万9,343円 【支出合計】2億205万6,656円
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さらなる福祉の活動に対応する取り組みや新たな課題解決に向けた取り組みを計画的に進めていきます !!

　令和元年度は、サービス活動の収益において介護保険事業の利用実績が前年度より増加しましたが、障害福祉サービス、生活福祉
資金貸付事業相談体制整備費の減少が大きく、前年度より減益となりました。一方、サービス活動費用では人件費が前年度より増加
するとともに、経年劣化による電算機器更新整備費用の負担により、経常活動において費用が大きく超過したことにより社会福祉充
実残額も大幅に減少しマイナスとなりました。
　令和 2年度は一部事業の実施体制の見直しとともに、今後の事業運営について引き続き検討をしていきます。

・みんなと住み慣れた地域で安心して暮らすため、介護サービスや障がい福祉サービスの提供を行うとともに介護
サービスの事業運営について検討しました。
・要介護認定の方に介護サービス計画の作成とサービス利用調整をする居宅介護支援事業を提供しました（開所
290日・給付管理 766名）。
・要介護認定者対象の訪問介護・介護予防対象の方への家事支援型訪問介護サービスや障がいのある方を対象とし
た居宅介護等サービスを提供しました（延べ 6,114 回訪問）。
・要介護認定や要支援認定の方を対象にいきいきセンターにて通所介護サービス（開所 256 日・延べ 3,165 名）
と介護予防対象の方に愛の郷にて社会参加促進型通所介護サービス（開所256日・延べ2,781名）を提供しました。
・障がいのある方を対象とした就労継続支援サービス（開所 239日・延べ 3,122 名）をふれあい共同作業所にて
提供しました。

・第２次愛荘町地域福祉活動計画に基づき中間年の取り組みを評価し、今後の地域福祉活動推進にむけて地域福祉
活動計画推進委員会にて検討・協議を行いました。
・地域福祉活動にかかる話し合い等の場づくりに関係機関と連携のもと、情報提供や活動助成金の交付などを行い
ました。
・生活支援活動として新たに外出支援車両貸出事業を検討するなど、多様な福祉課題の解決にむけた住民主体の福
祉活動を推進しました。

・公共性と公益性のある運営を図る組織体制を確保するため、コンプライアンスの徹底に努めました。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、危機管理の徹底を図りました。
・地域における公益的な取り組みを推進するために町内福祉施設の状況調査を実施しました。

令和元年度　愛荘町社会福祉協議会 資金収支決算

○住み慣れた地域で安心して暮らすサービスを提供しました

○みんなで取り組む福祉活動の推進を図りました

〇みんなに信頼される組織運営にむけた取り組みを行いました



● 8 月 3 日（日） 13：30 ～ 香之庄老人憩いの家
　区長、副区長、民生委員・児童委員、福祉推進委員等で定期的に集
まられ、自治会内の福祉活動を中心に情報交換や協議をされています。
　この日はコロナ禍の影響も心配される中、自治会内の見守り対象者
の状況や災害時の要配慮者の避難等について、協議をされました。
　このような状況だからこそ、「自治会内の気になる世帯はどうされ
ているか」、民生委員・児童委員 1 人ではなく、地域の多くの方で見
守ることを大切にされています。

● 8 月６日（木）16：00 頃　見守り訪問の様子
　目加田自治会では、いきいき見守り訪問事業 ( ※ ) を活用し、民生委員・
児童委員さんを中心に毎月 2 回の見守り訪問活動を実施されています。
　訪問の際、利用者さんからは、「話を聞いてくれる、何でも頼める人が
いてくれてありがたい」と話されていました。
　家で過ごされる時間が多くなり、孤独や閉塞感を感じることも増える中、
地域の方と少しお話をする、それだけで表情も気分も少しスッキリされて
いることが伝わる光景でした。

※「いきいき見守り訪問事業」とは？
　本会では月 2 回 ( 第 1・3 木曜日 ) 関係機関・団体の協力を得て、本会
が用意する惣菜・品物も持って、自治会内の見守り協力員が見守り登録者
宅を訪問する取り組み。
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◎大切なポイント
　新型コロナウイルス感染症に対する正しい知識を理解し、スタッフ・参加者と
　話し合った上で福祉活動を行うことが大切です。

つながりを途切れさせないために～地域で今できること～つながりを途切れさせないために～地域で今できること～

絶対に避けよう！３つの密絶対に避けよう！３つの密

　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、サロン等の福祉活動、行事などの中止が相次ぎ、地域の人と
人とが接する機会が減っています。そのような状況の中、地域のつながりを途切れさせないように、各地域で工夫
しながら継続して取り組まれている福祉活動を一部ご紹介させていただきます。

香之庄自治会【見守りサポート会議】～見守り対象者の状況共有～

目加田自治会【いきいき見守り訪問事業】～見守り訪問活動～

コロナに負けるな !!
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・買い物など一人で外出等が困難な方への外出支援やふれあいサロンにおいて移動が伴う
活動を実施する本町内の各自治会

・自治会員を対象に活動する団体

・月曜日～金曜日：10 時 00 分～ 14 時 30 分
・土曜日：9 時 00 分～ 16 時 00 分
　　　　　　　　　※日曜日、年末年始等を除く

：町立福祉センターラポール秦荘
いきいきセンター

：身体介護、生活支援（家事）援助ならびに
一般事務 等

：年齢不問
：就業時間は相談に応じます
：・介護職員初任者研修修了者
   ・普通自動車運転免許 (AT 限定可）
   ・パソコンの基本操作（ワード・エクセル）  
　  が可能である者

：①福祉センター愛の郷 デイサービス
②福祉センターラポール秦荘

　  いきいきセンター デイサービス
：・デイサービス利用者さんとのお話し相手

・プログラムの補助など

愛荘町社会福祉協議会では、次の職種の臨時職員、ボランティアを募集しています。
詳細につきましては、本会・愛知川事務所までお問い合わせください。

１回の貸出につき
　基本料 500 円＋（走行距離 km × 15 円）
　※走行距離 10km 未満の場合は無料
　　秦荘地域の自治会は 20km 未満の場合は無料

・愛荘町立福祉センター愛の郷 駐車場　（愛荘町市 731 番地）

・車両のみの貸出です。運転者は利用者が確保してください。
・本会の運営するデイサービスの送迎空き時間を活用した取り組みです。
  上記の貸出時間の厳守をお願いします。

■お問合せ・お申し込み先
　社会福祉法人 愛荘町社会福祉協議会
　　　【愛知川事務所】　住 所：愛荘町市 731 番地　町立福祉センター愛の郷内
　　　　　　　　　　　電 話：０７４９－４２－７１７０

・１０人乗り普通自動車２台

外出支援車両貸出事業をスタートします!!
買い物やサロン活動に伴う送迎にご利用ください買い物やサロン活動に伴う送迎にご利用ください

臨時職員・ボランティア募集のお知らせ臨時職員・ボランティア募集のお知らせ

ホームヘルパー
ボランティア (デイサービス )勤務地

対 象 者

貸出日・時間

利用料金

貸出車両

貸出・返却場所

留意事項

活動場所

活動内容

職務内容

募集年齢
勤務時間
資　格



今年も共同募金運動が始まります！
みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします！

赤い羽根共同募金運動　　１０／１（木）　～　１２／３１（木）
歳末たすけあい募金運動　１２／１（火）　～　１２／３１（木）
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地域の居場所づくりを進めるために

福祉団体やボランティア活動のために

募金運動事務経費（町共同募金委員会活動費）等

県内の福祉施設等への助成金（広域助成）

身近な地域での福祉活動のために

　共同募金は、県内の福祉施設や福祉団体に広域助成するほか、愛荘町内の“みんなですすめる”
地域福祉活動に活用させていただいております。

　年末年始の時期に、低所得世帯や高齢者世帯等へ激
励の金品をお贈りしたり、施設利用者への激励訪問を
実施しています。活動には、民生委員・児童委員様を
はじめ多くの住民の皆様にご協力いただいております。

地域の福祉活動を充実させるために、各地域でのサロ
ン等のイベントで使っていただけるレクリエーション用
具を貸し出したり、情報提供を行っています。

月２回、一人暮らし高齢者や高齢者世帯等の家庭
を地域の見守り協力員が訪問し、安否確認を行っ
ています。

４５０,０００円

７１０,０００円

５４０,０００円

１,１３３,３０２円

１０３,５３８円

滋賀県内の福祉施設や福祉団体活動、災害支援
活動の支援に活用されます。

ボランティア活動に活用していただける情報の提供と、
交流やマッチングのできる場を設けています。

住民同士の助け合い活動として活用されています！！！

地域活動備品等貸出事業

ボランティアカフェ

いきいき見守り訪問事業

～主な事業～

～主な事業～

～主な事業～

地域福祉活動をとおして
住民の皆様の暮らしの中に役立てられています！！！

令和元年度　愛荘町共同募金実績額　　　４,５６９,５３４円
①　赤い羽根共同募金　　　　　２,９３６, ８４０円
②　歳末たすけあい募金　　　　 １,６３２,６９４円

歳末たすけあい募金助成事業

１,６３２,６９４円

赤い羽根共同募金助成事業

２,９３６,８４０円
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 この相談所は、町民みなさまの生活に関する相談の窓口と
して開設しています。
　
　
　毎月第 1 ～４水曜日　13：30 ～ 15：30

　
　第 1・3 水曜日…町立福祉センター愛の郷
　第 2・4 水曜日…ラポール秦荘いきいきセンター

　第 1・4 水曜日…民生委員・児童委員
　第 2・3 水曜日…社会福祉協議会職員

※心配ごと相談は、電話でのご相談も
　お聞きしています。

　愛の郷：42-5843（直通）
　いきいきセンター：37 ー 8063
　　　　　　　　　　有線 2043

日時：毎月第 2 木曜日　13：30 ～ 15：30
場所：町立福祉センター愛の郷

行 政 相 談 所

日時：毎月第 4 水曜日　13：30 ～ 15：30
場所：町立福祉センター愛の郷

人 権 相 談 所

心配ごと相談所

愛荘町社会福祉協議会では、地域で生活をしていくうえでの相談窓口として、各種相談事業を行っています。

　この相談所は、町民みなさまの福祉に関する相談の
窓口として、随時、社協の各事務所で開設しています。

福 祉 相 談 （随時）

　愛荘町社会福祉協議会では、愛荘町から委託を受け、子どもの健やかな成長を願って、子育てひろばを

開催しています。

　未就学児の親子を対象に、地域で安心して子育てをおこなえるように「ほっ　」とできる交流の機会や

相談、安全な遊び場づくりなどの子育て支援をおこなっています。

 

 

【場 所】町立福祉センター愛の郷

【対象者】就学前の子どもとその保護者
 

【持ち物】・水分補給のためのお茶をご持

【開催日】月・水・木曜日　９：００～１２：００
                      １３：００～１５：００

参ください。 

 

わんぱくひろばへあそびにきてね 
 

　　　第３木曜日は、「お誕生日会」！！お誕生日月のおともだちをみんなでお祝いします。♪また、助産師さんも第３木曜

　日に来てくださいます。！身長・体重も測れますよ。★

～新型コロナウイルス感染症予防を目的とした利用に伴うお願い～

・利用前には、必ず親子ともに検温をお願いします。

　※３７．５度以上の熱がある場合は、利用をご遠慮いただくようお願いいたします。

・ランチタイムは当面の間利用できません。１２：００～１３：００は換気をしますので、ひろば内に入っていただくこと

はできません。

・感染拡大を踏まえ３密を避けるために8月3日から当分の間、1日15組に利用人数を制限させていただいておりますので、

ご了承ください。

 国の新型コロナウイルス

感染症対策の状況によって

は、開催を休止させていた

だく場合がございます。

「わんぱくひろば」の開催

状況については、愛荘町社

協ホームページをご覧くだ

さい

開設日時

開設場所

相 談 員



善意銀行だより

JA東びわこ女性部 様 キタムラ DENKI 様

手づくりマスク 風鈴・扇子・楊枝入れ

  「ＪＡ東びわこ女性部」 様

から「手作りマスク」 をご協

賛いただきました。

　新型コロナウイルス感染防

止対策に伴い、 日常生活でマ

スクが必需品となっている

中、 貴重な品物をありがとう

ございました。 本事業の利用

者さんにお配りさせていただ

きました。

　「キタムラ DENKI」 様は、 愛知川商店街通りに

ある“まちの電器屋”さんです。 「地域の見守

り活動にお役立てください」 とご協賛をいただ

きました。

協賛品のご協力ありがとうございました！協賛品のご協力ありがとうございました！

　ご寄付をいただきありがとうございました。 お寄せいただきました金品等は、 地域福祉活動の推進や在宅福祉

サービスの充実などの取り組みに活用させていただきます。 また、 寄附物品は、 お困りの町民の方々のために有

効に活用させていただいており、 皆様からの善意を心より感謝申しあげます。（2020.5.27～ 2020.8.28）

「民児協OBつながり隊」の活動を紹介します♪

　地域の一人暮らし高齢者や高齢者世帯等を見守り協力員が訪問し、声掛けをしています★毎月２回、
プレゼント品を持って訪問させていただいています。社協では、訪問時に見守り協力員が持参する協賛
品を募集しています。詳細は、愛荘町社協（愛知川事務所）までお問い合わせください。

　6月 4日 (火 )、民児協 OBつながり隊の皆さまが、愛知川小学校での
草刈り活動に取り組まれました。
　「民児協 OBつながり隊」は、平成 28年 11月末をもって退任された
愛荘町民生委員・児童委員の方々を中心に構成されており、町内でのイ
ベント協力、清掃活動等のボランティアを中心に活動されています。
　民生委員の任期を終えてからも、“つながり “を継続しながら活動さ
れているグループです。

　7月 16日 (木 )、　7月 16日 (木 )、
愛知川小学校環境委愛知川小学校環境委
員会の児童の皆さん員会の児童の皆さん
からお花と心温まるからお花と心温まる
お手紙をいただきまお手紙をいただきま
した！した！

ご協力ありがとうご協力ありがとう

ございました！！ございました！！

★ひな人形・・・・・・・・鈴村 綾子 様
★玉ねぎ 30kg・・・・・・西村農園 様

★ 6,821円・・・・・・・・・・・・・・・匿名
★玄米 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・匿名
★玄米30㎏・・・・・・・・・・・・・・・匿名

あ
りがとう

あ
りがとう

愛の郷が
キレイに

なりました～♪

　7月 21日 (火 )、愛荘町商工
　会女性部の皆さまが、今年も
愛の郷施設周辺の清掃奉仕活動
を行ってくださいました。
　毎年暑い中、朝早くから作業
していただき、ありがとうござ
いました。


