
おでかけ

　３月１日㈯にいわき市の生涯学習プラザで開催された「春の交流サロンフェスタ」に
小名浜サロンと四倉サロンの利用者さんが参加しました。
　今までにサロンで作った「布細工」や「絵手紙」、「ちぎり絵」などを展示したほか、
実際にそれらの作品作りの体験をしていただきました。
　外はあいにくの雨模様でしたが、いわき市の方々や相双地区から避難されている方々
が多数来場され「出会い」や「絆」などの様々な“縁（えにし）”を感じながら有意義
な交流の時間をもつことができました。

「春の交流サロンフェスタ」に参加しました！！

　５月23日㈮、小名浜サロンと四倉サロン合同の
おでかけ交流サロンを実施します。
　バスに乗って、「ひたち海浜公園」他で楽しい
ひとときを過ごしませんか？（参加費2,000円）
　サロンに参加している方、これから参加しよう
と思っている方、どなたでも参加可能です。
〔お問い合せ先：サポートセンターならは（いわき）☎ 0246－46－2090 貴田〕

「春の合同サロン」を
　　　　　開催します！！

■小名浜サロン
　毎月第２・４土曜日　10：00～
　小名浜公民館
■四倉サロン
　毎月第２金曜日　10：00～
　四倉公民館
皆様方のご参加お待ちしています！
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楢葉町社会福祉協議会広報誌



収　　入 支　　出

収入総額
175,692,000円

支出総額
175,692,000円

退職共済預け金支出
6,509,000円（3.7％）
車輌運搬具取得支出
8,000,000円（4.6％）

共同募金配分金事業支出
1,574,000円（0.9％）

事務費支出
22,050,000円
（12.5％）

事業費支出
16,550,000円
（9.4％）

人件費支出
118,009,000円
（67.2％）

人件費支出
118,009,000円
（67.2％）

人件費支出
118,009,000円
（67.2％）

貸付事業貸付金支出
3,000,000円（1.7％）

雑収入・利息収入
152,000円（0.1％）

積立資産取崩収入
8,00,000円（4.5％）

介護保険収入
6,326,000円（3.6％）

貸付事業償還金収入
500,000円（0.3％）

補助金収入
39,336,000円
（22.4％）

補助金収入
39,336,000円
（22.4％）

補助金収入
39,336,000円
（22.4％）

受託金収入
109,386,000円
（62.3％）

受託金収入
109,386,000円
（62.3％）

受託金収入
109,386,000円
（62.3％）

前年度繰越金
6,140,000円（3.5％）

利用料収入
4,352,000円（2.5％）

寄附金収入
1,500,000円（0.8％）

平成26年度　事　　業
平成26年度 楢葉町社会福祉協議会 事業計画・予算

平成26年度　予　　算

１．組織・運営体制の整備充実
２．避難中の町民の生活支援

１　高齢者等サポート拠点（サポートセンター　いわき２・会津１）の運営・管理 
２　グループホーム（いわき１・会津１）の運営・管理
３　生活支援相談員の配置
　　借上げ住宅訪問活動（声かけ、見守り、行政機関等とのつなぎ役）・交流サロン開催
４　介護予防事業の推進・充実
　　介護予防教室（サポートセンター及び各仮設集会所への出張）
５　原発事故損害賠償ミニ講演会の開催

３．各種福祉サービスの充実
１　居宅介護支援事業　要介護認定者のケアプラン作成、介護に関する総合相談
２　在宅福祉サービス（町受託事業）の推進

配食サービス／外出支援サービス／車いす同乗軽自動車貸出サービス／日常生活用具貸出サービス（緊
急通報システムの貸出）／日常生活用具給付サービス／家族介護用品支援サービス（紙おむつ購入助
成）／理美容サービス／軽度生活援助サービス（介護予防ホームヘルプサービス事業）

４．福祉ネットワークの構築
地域福祉活動の推進
町住民福祉課との連携／福祉関係専門機関・医療機関との連絡調整の強化／各福祉団体との連携／広報紙発
行による情報の提供／地域包括支援センターとの連携／地域住民並びに行政区との連携／他介護保険事業所
との連携／日常生活自立支援事業（あんしんサポート事業）の実施

５．ボランティアセンターの運営・充実
ボランティアセンター機能の充実・事業の実施
ボランティア体験活動・福祉教育の推進

６．広報・福祉情報提供活動の充実　社協広報紙「はぴねす」の定期発行（年６回）
７．資金貸付事業等の実施

高額医療費/生活援助資金/福島県社会福祉協議会生活福祉資金（受託事業）
８．福祉団体の育成・ 運営支援

楢葉町民生児童委員協議会／楢葉町老人クラブ連合会/楢葉町身体障がい者福祉協会／楢葉町赤十字奉仕団
／手をつなぐ親の会（富夢想野の会）／楢葉町遺族会各団体の事務局
各種ボランティア団体及び楢葉町母子寡婦福祉会への協力

９．児童館の運営（いわき地区のみ）
10．総合的な福祉相談活動の推進

地域包括支援センターの運営（受託事業）
総合相談業務を中心に県内外の介護等に関する相談対応及び必要なサービスへの橋渡し

11．日本赤十字社事業の推進　日本赤十字社 楢葉町分区事業の推進
12．共同募金会事業の推進　共同募金会 楢葉町共同募金委員会事業の推進
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サポートセンター
空 の 家

TEL 0246－38－8680
FAX 0246－28－2072

事　務　局
児　童　館

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

サポートセンター
な ら は（いわき）
TEL 0246－46－2090
FAX 0246－29－2792

介 護 予 防 事 業
出張介護予防事業
居宅介護支援事業

生活支援相談員配置事業

サポートセンター
な ら は（会　津）
TEL 0242－55－0177
FAX 0242－54－7879

事 　務　 局
介護予防事業

生活支援相談員配置事業

私　た　ち　が私　た　ち　が私　た　ち　が

社　協　職　員　で　す社　協　職　員　で　す社　協　職　員　で　す

そら　　 いえ

❸



　４月より楢葉町地域包括セン
ターに社会福祉士として配属に
なりました本郷奈々美です。
　いわき出身ですが、楢葉町の
すべての方々が安心して暮らせ
るようにお手伝いさせていただきたいと思っ
ております。どうぞよろしくお願いします。

緊急通報システム貸し出しサービス
　楢葉町では、高齢の方や障がいを持つ方が安心
して暮らせるよう在宅福祉サービスを提供してお
ります。
　今年度より、緊急通報システム貸出サービスが
県内各地でサービス利用可能となりました。
　つきましては、下記までお問い合せ願います。
〔担当：事務局 福井・青木 ☎0246－38－8680〕

よろしくお願いします！

お知
らせ！

［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

楢葉町在宅福祉サービス利用地域拡大のお知らせ

５月12日は「民生委員・児童委員の日」
　民生委員・児童委員は、地域
と皆様からの社会福祉に関わる
さまざまな相談に応じ、あたた
かな地域社会づくりをめざしています。どん
なことでもお気軽にご相談ください。

民生委員・児童
委員は、安心して
相談できる

ボランティアです。

守秘義務により
秘密は

守られます。
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※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。


