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信濃町

掲 載 記 事
令和４年度信濃町社会福祉協議会予算
⑴

⑵
ヘルパー・友愛訪問のご案内 
⑶～⑹
お知らせ 

202２年

５月号

令和４年度信濃町社会福祉協議会予算
目

○収入内訳
科目
会費

標

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり
予算総額 171,839,000円
（単位：千円）

○支出内訳

金額（％）

科目

（単位：千円）

金額（％）

2,850 （1.7％）

人件費

94,290（54.9％）

寄附金

250 （0.2％）

事業費

20,238（11.8％）

補助金

23,877（13.9％）

事務費

2,847 （1.7％）

受託金

5,249 （3.1％）

積立資産

6,038 （3.6％）

介護保険事業
障がい福祉サービス等事業
その他
合計

78,561（45.7％）
2,527 （1.5％）

その他

48,426（28.0％）

合計

171,839

58,525（33.9％）
171,839

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。

社会福祉協議会（社協）とは？
社会福祉協議会（以下、社協）は、社会福祉法第109
条に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的として組
織された、公共性の高い、非営利の民間団体です。

社協の財源
社協の地域福祉活動を支える財源
は、地域のみなさんに会員としてご協
力していただく会費や寄付金、共同募

住民のみなさんが安心して住み慣れた地域で暮らせる

金配分金、町からの補助金、受託金が

よう、地域福祉を推進する立場と、在宅福祉サービス・

中心となっています。特に、会費や寄

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

付金は事業の自主性・独自性を高める

面があります。

ために貴重な財源となっています。
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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私たちホームヘルパーがお伺いします
～信濃町社協指定訪問介護事業所～

訪問介護事業（ホームヘルプサービス）は、介護保険制度における在宅でのサービスです。
ご本人やご家族の方が自宅で安心して生活できるよう、ご本人の持つ力を生かしながら支援し
ています。介護福祉士またはホームヘルパーの資格を持った職員が訪問しています。

一人暮らし高齢者のお宅を訪問しています

～友愛訪問～
社会福祉協議会では、町から委託を受け、町内にお住まいの６５歳以上のひとり暮らしのお宅を
月に１回訪問しています。
日頃の生活の様子をお聞きしたり、悩みごとや心配ごとのお話を伺い、必要に応じて、町役場
など関係機関へおつなぎしています。
▪対
▪訪

象
問

町内にお住まいの６５歳以上の一人暮らしの方
（介護保険サービスなどをご利用されている方は対象としていません）
日 月１回（あらかじめ訪問日をお知らせしていませんので、ご了承ください）

▪訪問する人
▪そ

の

他

町社会福祉協議会ホームヘルパー・職員および見守りボランティア

▲

 問をご希望されない場合は、訪問したホームヘルパーまたは下記へご連絡くだ
訪
さい。
お問い合わせ 信濃町社会福祉協議会 電話（０２６）２５５－５９２６
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貸出用車いす対応車両が新しくなりました

車いすを利用している高齢者や障がいのある方の通院などの外出に利用していただくための車
いす対応車両の貸し出しを行っています。
▪利用可能日時

▲

▪利用料
▪利用の手続き
▪その他
お問い合わせ

月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前９時から午後５時まで（当日返却をお願いいたします）
４時間まで ５００円／４時間から８時間まで １，０００円
原則、利用日の３日前までに本会指定様式をご提出ください。
運転者は、車いす使用者の家族または親族とし、運転者の仲介は行いません。
信濃町社会福祉協議会 担当：高遠

ふれあい昼食会のご案内
本会ホームページが新しくなりました

▪期

日

▪会

場

５月２４日（火）
午前１０時から午前１１時３０分
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
▪参 加 費 １，０００円（昼食代）
▪お申込み
▲

 月１３日（金）までに下記へお申
５
込みください。
お申込み・お問い合わせ

本会ホームページを全面リニューアルいたし



信濃町社会福祉協議会

担当：高遠

ました。
より見やすく、分かりやすく情報をお伝えで
きるホームページとなるよう改善いたしました。
今後とも、使いやすいサイトを目指し、内容
の充実を図って参りますので、よろしくお願い
いたします。
http://www.v-c-shinano.or.jp

お申込み・お問い合わせ
社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

電 話 ０２６- ２５５- ５９２６
F A X ０２６- ２５５- ６２４２
E-mail welfare@arion.ocn.ne.jp
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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）

中井

朝美（人権擁護委員）

佐藤

悟（民生児童委員）

諏訪戸裕子（人権擁護委員）

北村ます代（民生児童委員）

和田

小川

巌（人権擁護委員）

社協心配ごと相談所のご案内
程

▪日

令和４年６月１４日（火）

弁護士による法律相談
▪日

程

令和５年２月２１日（火）

令和４年９月１日（木）
令和５年３月２日（木）

いずれも午前９時～１２時
場

▪会

総合会館

いずれも午前１０時から１１時３０分
▪会

場

▪その他

事前に予約が必要です。
連絡ください。

５月１０日（火）
９月１５日（木） いずれも午前９時から１２時

生活福祉資金特例貸付について
のお知らせ

１１月１０日（木）
１２月６日（火）は午前９時から午後３時
▪会場

総合会館
希望される方は、社会福祉協議会へご

人権擁護委員による心配ごと相談所
▪日程

三冬（行政相談委員）

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、

総合会館

休業や失業で、生活資金にお悩みの世帯に向けた
緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の申請受

交通災害遺児のみなさま
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。

付期間が延長されました。

▪対象

が必要です。

県内に住所を有し、満１８歳に達した日
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

〇緊急小口資金・総合支援資金（初回貸付）
申請受付期間

▪本資金は貸付のため、据置期間後償還（返済）
▪貸付は無利子で、保証人は不要です。

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
務上の事故「労災」を含みます）

お手数ですが、ご相談をご希望される方はお電
話にてご予約いただきますようお願いいたします。
信濃町社会福祉協議会

▲

た者の遺児等（災害には就業による業

信濃町大字柏原４２９－１７

▲

申請手続き等のお問い合わせ



信濃町社会福祉協議会

担当：佐藤

令和４年６月３０日まで

担当：佐藤
電話（０２６）２５５－５９２６

月曜日から金曜日（※祝日を除く）


午前９時から午後４時まで

２０22. No.210（5）

お近くの公民館でお茶の間サロン始めます
野尻・古海・熊坂地区
柏原地区

※６月から始まります
６月２３日（木）午前１０時～
（毎月第４木曜日）
※６月から始まります
６月１７日（金）午後１時３０分～
（毎月第３金曜日）
５月２７日（金）午後１時３０分～
６月２４日（金）午後１時３０分～
（毎月第４金曜日）
５月２０日（金）午前１０時～
６月２４日（金）午前１０時～
※６月のみ第４金曜日です

古間地区
富士里地区
▪対象者

それぞれの地域にお住まいの方ならどなたでも

▪参加費

１００円

▪送
▪内

迎
容

野尻湖支館
総合会館
地域交流施設
富士里支館

▲

必要な方は社会福祉協議会までご連絡ください。お迎えに上がります。
おしゃべり・交流・健康づくりなどどなたでも気軽に立ち寄ることができる交流の場
を目指しています。※当日、会場の準備などお手伝いしてくださる方大歓迎です！
送迎申込み・お問い合わせ 信濃町社会福祉協議会 担当：高遠

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。
▪これからの予定

▪会

５月

13日（金）

６月

10日（金）

場

午前９時３０分から午前１１時

※月１回の開催となります。

地域交流施設（旧古間小学校）

▪出店予定

早川百貨店（食料品・日用品ほか）
介護ショップ一期（食料品・日用品ほか）
ヤクルト北信販売店（飲料・乳製品ほか）

▪送

６５歳以上の方や障がいをお持ちの方の送迎（無料）をいたします。
お気軽にお申し出ください。

迎

小林衣料店（衣料品）
まつりや（和洋菓子・パン）
ひだまりセンター（喫茶）

～新型コロナウイルス感染予防対策のもと開催しております～
◦体調不良や発熱がある場合は、参加をご遠慮いただいております。
◦マスクの着用をお願いします。
◦受付で手指消毒をしてから会場にお入りください。
▲

送迎申し込み・お問い合わせ

信濃町社会福祉協議会

担当：高遠
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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11日（水）、18日（水）、25日（水）
※４日はお休み
６月１日（水）、８日（水）、15日（水）
22日（水）、29日（水）
ふ じ

さと

お買い物サロン
（午前９時３０分から１１時）
５月１３日（金）
６月１０日（金）
※毎月第２金曜日開催

こ

富士の里っ子カフェ
５月２０日（金）午前、６月２４日（金）午前
※６月のみ第４金曜日です。

古間っ子サロン（仮称）
５月２７日（金）午後
６月２４日（金）午後

柏原地区サロン（仮称）
６月１７日（金）午後

野尻・古海・熊坂地区サロン（仮称）
６月２３日（木）午前

ふれあい昼食会
５月２４日（火）

信濃町社協理事会
５月２７日（金）

※いずれも今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、中止となる場合もありますので、あらかじ
めご了承ください。

介護の現場ですぐに役立つ

寄付（受付順）

介護職員初任者研修開講予定の
お知らせ

～ありがとうございました～
匿名希望

様

日用品

永原ふじ

様

米

信濃電気精錬㈱柏原工場

様

５５，３０２円

義援金・救援金のご報告
（令和４年３月３１日現在）

▪開催時期

令和４年８月下旬～１２月上旬

▪受付開始

７月上旬予定



※新聞折込チラシ・本会ホームページ

▪研修内容

講義・演習（全２０日間・月７回程度）
実習（全２日間）

▪受 講 料

３０，０００円

（町内在住者または町内福祉事業所にお勤めの方）

ウクライナ人道危機救援金 ９５，９６９円
（９月３０日まで受付）

お問い合わせ

▲

（５月３１日まで受付）



信濃町社会福祉協議会
担当：佐藤

令和２年７月豪雨災害義援金 ８，６００円
（受付を終了しました）
令和３年８月大雨災害義援金 １９，３７２円
令和３年７月大雨災害義援金 １５，００５円
令和３年２月福島県沖地震義援金

６，０００円

社 会 福 祉 法 人

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

〒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。

