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［表彰を受けられる金婚表彰］
［福島県老人クラブ連合会　福島民報社］

しあわせ金婚夫婦表彰

昭和39年に結婚し、金婚50年を迎えた夫婦。
また前回までに手続きをしなかった金婚夫婦も
受付けます。（自己申告です）
●申込締切：平成26年７月14日㈪
●申込方法
該当になるご夫妻は、下記へ申込み願います。
（電話での申込も可能です）

●表彰伝達
平成26年9月7日㈰の町敬老会席上で表彰いたします。

●問い合わせ先
楢葉町老人クラブ連合会事務局（☎ 0246‒38‒8680）

社会福祉
法　　人 楢葉町社会福祉協議会
〔いわき出張所〕
サポートセンター 空の家
〒970-0225
いわき市平上山口字小喜目作34-1

事務局／児童館
電話 0246－38－8680
FAX 0246－28－2072
Mail:narahashakyo@oboe.ocn.ne.jp

地域包括支援センター
電話 0246－38－8681
FAX 0246－28－2072

〔会津美里出張所〕
サポートセンターならは
〒969-6207
大沼郡会津美里町字宮里96
（宮里仮設住宅内）

事務局／介護予防事業
電話 0242－55－0177・0178
FAX 0242－54－7879
Mail:qqnh6kh9k@crest.ocn.ne.jp
グループホームならは
電話 0242－54－3691

サポートセンターならは
〒970-0226
いわき市平下山口字大沢1-7
（高久第10仮設住宅内）

介護予防事業／居宅介護支援事業所
電話 0246－46－2090
FAX 0246－29－2792
グループホームならは
〒970-0226
いわき市平下山口字桃木沢3-1
（高久第９仮設住宅内）
電話 0246－29－8611

民生委員・児童委員ってどんな人？
　地域のみなさんのもっとも身近なところで
みなさんの立場に立ち、暮らしや子どものこ
となどの相談に応じたり、必要な援助を行う、
地域の福祉を担うボランティアです。
　民生委員は児童委員を兼務しています。

民生委員・児童委員は、こんな活動をしています民生委員・児童委員は、こんな活動をしています民生委員・児童委員は、こんな活動をしています
秘密は必ず守ります！
　民生委員・児童委員には守秘義務が
あります。相談
内容や秘密が他
に漏れることは
ありません。

❹

※この広報紙には、日韓共同募金配分金を使用させていただいております。

編 集 後 記
　今年度も３ヶ月が過ぎたところですが、平成25年度の楢葉社協の事業の歩みをお知らせ
します。社会福祉協議会は町民の皆様の生活支援や福祉サービスの向上のため各種事業を
行っております。今後も事業に対するご理解とご協力をお願い致します。

　お天気に恵まれた５月23日㈮いつもは別々に活動している２つの
サロンの皆さんが「春のおでかけ合同サロン」に参加されました。
　ひたち海浜公園内をのんびりと散策し、那珂湊おさかな市場では
新鮮な海産物満載のおいしいお昼ご飯を堪能しました。
　バスを降りる時には、皆さん両手に抱えきれないほどのお土産を
持って笑顔で帰路に就かれました。
　秋にもまたおでかけを計画していますので、多くの皆さんのご参加を
お待ちしています。

　小名浜公民館の耐震工事のため、お隣の小名浜市民会館に会場を変更することに
なりました。それに伴い開催日も下記のとおり変更になります。
▶７月26日㈯・８月23日㈯・９月13日㈯・10月11日㈯（以降については未定です）

小名浜サロン・四倉サロン「合同おでかけサロン」

小名浜サロンからのお知らせ
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利用者負担金収入3,967,780円（1.9％）
利息1,936円（0.1％）
在宅福祉収入742,700円（0.3％）
介護保険収入6,782,560円（3.2％）
共同募金収入1,600,000円（0.7％）

貸付事業償還金収入
1,495,000円（0.7％）

寄付金収入
3,552,644円（1.7％）

前年度繰越金
8,756,234円（4.2％）

補助金収入
38,273,000円
（18.1％）

委託金収入
99,522,369円
（47.2％）

経理区分間繰越金収入199,944円（0.1％）

雑収入
45,864,089円
（21.8％）

次年度繰越金
8,077,474円（3.8％）

退職共済預け金支出
7,207,488円（3.4％）

負担金支出105,600円
（0.1％）
経理区分間繰入199,944円
（0.1％）

共同募金配分金事業支出
1,600,000円（0.7％）

返還金支出
1,242,465円（0.6％）

積立預金積立支出
45,552,834円
（21.6％）

事務費支出
20,318,728円（9.6％）
事業費支出
18,351,182円（8.7％）
貸付事業
260,000円（0.2％）

人件費支出
107,842,541円
（51.2％）

収
　入

支
　出

支出総額
210,758,256円収入総額

210,758,256円

平成25年度 楢葉町社会福祉協議会

事業・決算報告
事 業 報 告〈概略〉

１．組織・運営
理事会４回　　評議員会３回　　監事会１回

２．財源の確保
⑴社協会員増強運動（未実施）
⑵赤い羽根共同募金運動
①募金箱設置　４ヶ所　44,335円
②職域募金      １件　　29,100円

３．日本赤十字社楢葉町分区事業
⑴社費増強運動
多額寄付金納入者　 57件　 1,160,000円

⑵楢葉町赤十字奉仕団活動支援（休止中）
４．広報調査活動　

社協広報紙「はぴねす」復興号　
発行６回　計23,400部

５．地域福祉サービス
⑴介護保険サービス事業
居宅介護支援事業
①総合相談支援
②ケアプラン作成　
③介護予防ケアマネジメント　ケアプラン作成　
277件　福祉用具購入費支給申請数　３件

※通所介護・訪問介護・訪問入浴介護（休止中）
⑵在宅福祉サービス事業（町受託）
①介護予防ホームヘルプサービス　357件
②理美容サービス　０件
③家族介護用品支援（紙おむつ券支給）35,000円
④配食サービス事業　2,121食
⑤寝具乾燥消毒サービス事業（休止中）
⑥外出支援サービス事業  37件
⑦車いす同乗軽自動車貸出サービス　15件　
⑧老人日常生活用具貸与 緊急通報　９台
⑨老人日常生活用具給付 電磁調理器　１台

⑶介護予防事業　出張介護予防教室
（いわき地区のみ／四倉・林城・相子島・飯野・
高久第５・６を除く仮設住宅集会所）
上荒川第１　50回／　946名　
高久第９　　50回／　666名
上荒川第３　50回／　575名
内郷白水　　50回／　355名
高久第８　　49回／　626名
作町　　　　48回／　534名
　　　　計　297回／3,702名

６．高齢者福祉対策事業
⑴敬老会（協力）
⑵老人クラブ連合会事業（楢葉町老人クラブ連合会
事務局）

７．障害者福祉対策事業
⑴楢葉町身体障がい者福祉協会活動支援（休止中）
⑵楢葉町手をつなぐ親の会（富夢想野の会）活動支援
①双葉地方自立支援協議会議　②自動販売機設置
事業　③役員会開催・会員交流事業

８．母子・父子福祉対策事業
楢葉町母子寡婦福祉会（おもと会）活動支援

９．児童福祉対策事業
児童館の運営（空の家）
　237日開所　2,360名利用

10．遺族福祉対策事業（楢葉町遺族会　事務局）
①福島県・双葉郡遺族会主催事業への参加　
②役員会開催並びに忠魂碑修繕事業

11．ボランティアセンター事業
①外出支援運転ボランティア　22件　22名
②こばなボランティア「空の家」清掃　34回　87名
③会津美里宮里仮設住宅内除雪　４件　11名
　総活動件数60件　　総活動者数120名

12．心配ごと相談所の運営
通常相談・法律相談（休止中）

13．地域包括支援センター運営事業（町受託）
⑴総合相談支援　個別相談　5,404件　3,790名
　　　　　　　　申請代行　　301件
⑵権利擁護業務
⑶包括的・継続的ケアマネジメント
⑷介護予防ケアマネジメント
①介護予防プラン作成   869件
②避難先でサービスを利用する場合の委託業務
③二次予防事業対象者の介護予防プラン作成　
25件

14．楢葉町民生児童委員協議会運営事業（事務局）
⑴定例会開催（毎月１回）・友愛訪問活動
⑵相談支援活動　99件　
⑶訪問回数　14,803回
⑷年間活動日数　2,349日

15．各種福祉資金貸付事業
生活援助資金貸付事業
　貸付６件　260,000円　償還13件　465,000円

生活援助資金貸付事業（特例貸付) 　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　償還15件　450,000円       
高額医療費貸付事業
　貸付０件　　　　　　 償還18件　580,000円
生活福祉資金貸付事業【県社協受託】
　貸付０件　　　　　　 償還48件　701,760円

16．ファミリー・サポート・センター事業（休止中）
17．日常生活自立支援事業（あんしんサポート）

判断能力が低下している方の自立支援事業
契約　２件　援助77回

18．サポートセンターならは【いわき】
（楢葉町高齢者等サポート拠点）の運営
⑴介護予防教室　　　　　　253日　5,871名
⑵各種ボランティア受入れ　120回　　159名　
⑶各種慰問受入れ　　　　　 21回　　244名

19．サポートセンターならは【会　津】
（楢葉町高齢者等サポート拠点）の運営
⑴介護予防教室　　　　　　251日　2,060名
⑵会場貸出　　　　　　　　 61回
⑶各種ボランティア受入れ　 93回　　159名

20．サポートセンター空の家
　　（楢葉町高齢者等サポート拠点）の運営

⑴介護予防教室　91回　1,622名
⑵福島県弁護士会による原発事故損害賠償ミニ
　講演会　４回　88名
⑶会場貸出利用回数　188回　利用者数　2,862名
※民生児童委員協議会定例会・老人クラブ
　事業・役場事業等
⑷各種ボランティア受入れ
①ゆずり葉学習会（中学生対象の学習指導ボラ
ンティア）117回　1,689名
②こばなボランティア（下小塙ボランティア
　活動団体の空の家の清掃活動）34回　87名
③その他ボランティア　７回　48名

21．グループホームならは（短期滞在施設）の運営
24時間体制での見守り・介護
　いわき…109日／393名　　　会津…25日／31名

22．生活支援相談員配置事業
　　（会津１名・いわき５名）

⑴借上げ住宅・仮設住宅訪問
　いわき（借上げ住宅のみ）5,680件　会津　584件
⑵サロンの運営
　いわき…35回　　　　　　　会津…65回

▲出張介護予防教室

▲民生児童委員協議会

◀児童館

◀サポートセンター
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