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信濃町

掲 載 記 事
信濃町ボランティア交流会 

⑴

平成31年度信濃町社会福祉協議会予算

⑵
お知らせ 

２０１9年

５月号

⑶・⑷・⑸

これからの予定ほか 

⑹

信濃町ボランティア交流会
３月５日、町内のボランティア活動をしている方や、これから活動を始めてみようとお考
えの方などが集まり、ボランティア交流会を開催しました。
町内活動者の事例発表と、上田市真田町でまちづくり活動を進めている宮下俊哉氏より、
活動の楽しさや難しさをお聞きし、活動内容や地域は異なっても、それぞれが抱える悩みや
課題は共通するものがあることも分かりました。
参加された方同士の情報交換を通じて、顔なじみとなり活動の連携が模索されるなど、今
後の町内での活動が期待されます。
社会福祉協議会は皆様の会費で支えられています。
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平成31年度 信濃町社会福祉協議会予算
目

標

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり
予算総額 172,951,000円

○収入内訳
科

（単位：千円）

目

会費収入

○支出内訳

金額（割合）

科

（単位：千円）

目

金額（割合）

3,065（1.7％）

人件費支出

86,004（49.7％）

250（0.2％）

事業費支出

19,310（11.2％）

23,179（13.4％）

事務費支出

2,848（1.6％）

共同募金配分金収入

1,691（1.0％）

その他支出

64,789（37.5％）

受託金収入

5,365（3.1％）

合計

寄附金収入
信濃町補助金収入

介護保険サービス事業収入

72,851（42.1％）

障害福祉サービス事業収入

1,201（0.7％）

その他収入

172,951

65,349（37.8％）

合計

172,951

○拠点区分別支出内訳
科

目

法人運営事業

（単位：千円）

金額（割合）
39,062（22.6％）

地域福祉推進事業

9,349（5.4％）

相談・貸付事業

2,101（1.2％）

共同募金配分金事業

1,853（1.1％）

介護保険サービス事業

118,092（68.3％）

障害福祉サービス事業

2,494（1.4％）

合計

主な事業
◦ボランティア活動推進事業
◦お買い物サロン事業
◦ふれあいいきいきサロン事業
◦総合相談事業
◦介護保険サービス事業
◦障害福祉サービス事業

172,951

社会福祉協議会（社協）とは？

社協の財源

社会福祉協議会（以下、社協）は、社会福祉

社協の地域福祉活動を支える財源は、地域の

法第109条に基づき、地域福祉の推進を図るこ

みなさんに会員としてご協力していただく会費

とを目的として組織された、公共性の高い、非

や寄付金、共同募金配分金、町からの補助金、

営利の民間団体です。

受託金が中心となっています。特に、会費や寄

住民のみなさんが安心して住み慣れた地域で
暮らせるよう、地域福祉を推進する立場と、在

付金は事業の自主性・独自性を高めるために貴
重な財源となっています。

宅福祉サービス・介護サービスを提供する事業
者としての立場の２つの側面があります。

事業計画・予算の詳細は、本会ホームページ
（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖ－ｃ－ｓｈｉｎａｎｏ．ｏｒ．ｊｐ／）をご覧
ください。
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心配ごと相談
日常生活でのさまざまな心配ごとや悩みごと、どこに相談したらよいのか分からないなど、お困り
ごとの相談を受け付けています。
相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。
▪専用電話

０２６－２５５－６２５３

▪受付時間

月～金曜日（土日・祝祭日、年末年始を除く） 午前８時３０分～午後５時１５分

▪受付場所

信濃町社会福祉協議会窓口（信濃町大字柏原４２９－１７）

心配ごと相談員のご紹介

大澤

一郎（人権擁護委員）

原山

公平（民生児童委員）

清水

岳美（人権擁護委員）

佐藤

悟（民生児童委員）

中井

朝美（人権擁護委員）

北村ます代（民生児童委員）

諏訪戸裕子（人権擁護委員）

社協 心配ごと相談所のご案内
▪日程

佐藤

早苗（行政相談委員）

人権擁護委員による心配ごと相談所

令和元年７月１１日（木） いずれも
▪日程
令和２年１月１６日（木） 午前９時～１２時

５月１６日（木）
９月１２日（木）
１１月１４日（木）

▪会場

総合会館

いずれも
午前９時～１２時

１２月１０日（火） 午前９時～午後３時
▪会場

総合会館

弁護士による法律相談
▪日程

令和元年７月２４日（水）
令和元年１１月２８日（木）
令和２年３月１３日（金）

▪会場

いずれも
午前１０時～１１時３０分

▪その他

事前に予約が必要です。
希望される方は、社会福祉協議
会へご連絡ください。

地域交流施設・総合会館

生活のお困りごと、お悩みごとをご相談ください
仕事が長く続かない、就労先が見つからない、借金の心配がある等、今の生活に
不安がある方など、おひとりで悩まずに、まずはご相談ください。
秘密は固く守られますのでご安心ください。相談料は無料です。
▪長野県長野生活就労支援センター “ まいさぽ信州ながの ”
長野市若里３－１０－３１

大幸ビル２階

電話（０２６）２６７－７０８８

▪信濃町社会福祉協議会（まいさぽ出張相談所）
信濃町大字柏原４２９－１７

電話（０２６）２５５－５９２６

担当：佐藤

月曜日から金曜日（土日祝祭日を除く）午前８時３０分から午後５時１５分まで
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交通災害遺児のみなさま

ふれあい昼食会のご案内
▪期

日

交通または災害の事故による遺児のみなさ
まへ見舞金を支給しています。

５月２４日（金）
午前１０時３０分から午後１時３０分

▪会

場

総合会館

▪対

象

６５歳以上のひとり暮らしの方

▪内

容

横川正知町長との懇談・昼食交流

▪参 加 費

１，０００円（昼食代）

▪お申込み

５月１７日（金）までに下記へお申込み
ください。

▲

お申込み・お問合わせ

担当：宮澤

お家にあるペットボトル
キャップをお譲りください！
～エコキャップ回収運動～
世界の子どもたちへポリオワクチンを届ける
ために、エコキャップ回収運動をしています。
（キャップ約８６０個でワクチン１本分です）

日以後の最初の３月３１日までに交通
また災害の事故により、父又は母が
死亡し、又は国民年金法による障が
い程度１級（身体）に相当する障が
いとなった者の遺児等（災害には就
業による業務上の事故「労災」を含
みます）
申請手続き等のお問合わせ

信濃町社会福祉協議会 担当：佐藤

付（受付順）

回収できません）
・方法
軽く洗い、キャンペーン用シールや値札をは
がして、社会福祉協議会窓口または町内各所
に設置している回収箱へお持ちください。
▲

信濃町社会福祉協議会
担当：宮澤

事務局長がかわりました

よろしくお願いいたします

（調味料や紙パック、お酒などのキャップは



寄

匿名希望 様
紙オムツ・パット・衣類
臼田純一 様
１，１３６円
信濃電気製錬㈱柏原工場 様
５２，０２０円
匿名希望 様
紙オムツ・パット
心友会 様
３５，３５５円
匿名希望 様
５，７４９円
匿名希望 様
衣類

⃝みなさまへお願い⃝
・回収しているもの
清涼飲料水のペットボトルキャップのみ

お問合わせ

県内に住所を有し、満１８歳に達した

▲



信濃町社会福祉協議会

▪対象

北村

勇

お申込み・お問合わせ
社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

電

話

０２６－２５５－５９２６  FAX ０２６－２５５－６２４２
E-mail welfare@arion.ocn.ne.jp
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お買い物サロンのご案内

どなたでもご来場いただけます。みなさまのお越しをお待ちしております。
▪５月からの予定

場
店

▪会
▪出

１０日（金） ２２日（水）

６月

１４日（金） ２６日（水）

午前９時３０分～１１時

地域交流施設（旧古間小学校）
早川百貨店（食料品・日用品ほか）

信陽食品㈱信濃町支店（即席麺・菓子ほか）

弁天食品（お惣菜・パン）
ひだまりセンター（喫茶）

小林衣料店（衣料品）
介護ショップ一期（食料品・日用品ほか）

まつりや（和洋菓子・パン）
ヤクルト北信販売店（飲料・乳製品ほか）
６５歳以上の方や、障がいをお持ちの方の送迎をいたします。
（無料）
お気軽にお申し出ください。

迎

▪送

５月

出店者様大募集 ！！
お買い物サロンでは、出店していただける
商店の皆さまを募集しています。
出店時間や回数など、詳しくはぜひご相談
させてください。
見学だけでも大歓迎です。
▶お問合わせ 信濃町社会福祉協議会
担当：宮澤

ボランティア大募集 ！！
会場設営やお話し相手、お茶の用意、催し
物などへのご出演などにご協力いただけるボ
ランティアの方を募集しています。
ご都合のつく日程で、短い時間でも構いま
せん。
▶お問合わせ 信濃町社会福祉協議会
担当：宮澤

ふ じ

富士の

さと

こ

▪対

象

里 っ子カフェ お待ちしてます！

▪日

時

▪会

場

富 士里地区にお住まいの方
ならどなたでも
５月１７日（金） いずれも
午前１０時
６月２１日（金）
 ～１１時３０分
富士里支館

▪参加費

１００円（茶菓子代として）

▪送

６５歳以上の方や障がいをお持

迎

ちの方はご自宅まで送迎いた
します。ご希望の方は下記へ
ご連絡ください。
▲

お問合わせ



信濃町社会福祉協議会
担当：宮澤

安心安全なまちづくり活動のための備品整備
へ長野県共同募金会より配分が決定されました。
板橋組自主防災組織
負傷者・障がい者等移動用品整備事業
１９５，０００円
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これからの 予定
お楽しみランチ（毎週水曜日）
５月８日（水）、１５日（水）、２２日（水）
２９日（水） ※１日はお休み
６月５日（水）、１２日（水）
１９日（水）、２６日（水）
ふ

じ

さと

お買い物サロン
（午前９時３０分から１１時）
（地域交流施設）
５月１０日（金）
、２２日（水）
６月１４日（金）
、２６日（水）

こ

ふれあい昼食会
５月２４日（金）

富士の里っ子カフェ
５月１７日（金）、６月２１日（金）

弁護士による法律相談のご案内

人権擁護委員による心配ごと相談所

多重債務、金銭トラブル、相続、離婚などさ

日常生活でのさまざまな心配ごとや悩みご

まざまな法的なお悩みの法律相談を行います。

と、どこに相談したらよいか分からないなど

事前にお申込みが必要です。
▪期

日

お困りごとの相談を受け付けています。

令和元年７月２４日（水）



相談は無料で、秘密は固く守られますの

午前１０時から１１時３０分

▪会

場

地域交流施設

▪相 談 料 無
▪お申込み

で、お気軽にご相談ください。

２階会議室
▪期

料

事前にお申込みが必要です。



下記へ電話にてお申込みください。

▪会

日

午前９時から１２時
場

▪相談料

（※申し込み状況により、初めてご利用され

令和元年５月１６日（木）
総合会館
無料※予約は不要です

▲

お問合わせ

る方を優先させていただきますので予めご
了承ください。）



信濃町社会福祉協議会
担当：佐藤

▲

お申込み・お問合わせ



信濃町社会福祉協議会

担当：佐藤

介護職員募集のお知らせ
◎宅老所こころ職員

◎訪問介護員（ヘルパー）
週１日、１日数時間勤務も可能です。

勤務日及び勤務時間等詳細は、ご希望の範

空いている時間を活用してみませんか。

囲でご相談させていただきます。

▪募集人員

▪職

若干名

▪応募資格 ホ
 ームヘルパー２級、介護職員

▪募集人員
▲

運転免許をお持ちの方



みんなでつくろう
福祉のまちづくり

信濃町社会福祉協議会

介護職員ならびに看護師
若干名

お問合わせ

初任者研修修了者で普通自動車

社 会 福 祉 法 人

種

信濃町社会福祉協議会
担当：北村

〒389-1305長野県上水内郡信濃町柏原４２９－１７
☎０２６－２５５－５９２６ FAX０２６－２５５－６２４２
E-mail welfare@arion.ocn.ne.jp
URL http://www.v-c-shinano.or.jp

「社協だより」の感想、福祉に関して知りたいこと・疑問に思っていることなど、皆さんの声をお寄せください。
社協だよりは共同募金の配分金で発行されています。

