
　楢葉町社会福祉協議会では、毎週水曜日に配食サービスを行っています。
　配食サービスは、町内にお住まいの一人暮らしの高齢者や障がいのある方、高齢者
世帯などを対象とした楢葉町の在宅福祉サービス事業で、皆さんのお元気な様子を確
認しながら昼食用のお弁当をお届けしています。
　配食ボランティアさんが「こんにちは！お弁当のお届けです」の明るい声とともに
それぞれのお宅を訪問します。
「最近暑くなってきたから水分補給してくださいね」
「毎週配食の日を楽しみにしているよ」などの会話が
うまれ、この日も最近の出来事や趣味の話に花が咲き
地域に笑顔がうまれていました。
　配食ボランティアさんがこれからもおいしいお弁当
と笑顔をお届けします！

配食ボランティアが
おいしいお弁当と笑顔をお届けします！
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介護保険事業収入
61,061,457円
（28.4％）

貸付事業償還金収入
83,000円（0.04％）
事業収入
1,555,580円（0.7％）

会費収入5,000円（0.01％）

前年度繰越金
18,454,445円（8.6％）

補助金収入
42,013,288円
（19.5％）

受託金収入
82,259,187円
（38.3％）

退職給付引当資産取崩収入
5,407,590円（2.5％）

雑収入・利息収入
1,286,825円（0.6％）

寄附金収入2,367,000円（1.1％）

次年度繰越金18,095,558円（8.46％）

返還金費支出2,305,378円（1.07％）

固定資産取得支出425,700円（0.2％）

共同募金配分金事業支出853,288円（0.4％）

事務費支出
23,092,964円（10.7％）

事業費支出
19,412,138円（9.03％）

貸付事業貸付金支出50,000円（0.02％）

人件費支出
143,481,006円
（66.7％）

支
　出

退職共済預け金支出7,276,510円（3.4％）
寄附金支出50,000円（0.02％）

障害福祉サービス事業収入
549,170円（0.25％）

支出総額
215,042,542円収入総額

215,042,542円

収
　入

事 業 報 告〈概略〉
１．組織運営

理事会３回　　評議員会３回　　監事会１回
２．共同募金会楢葉町共同募金委員会事業

赤い羽根共同募金運動（10/1~3/31）　　224,800円
３．日本赤十字社楢葉町分区事業

⑴社費納入
多額寄付金納入者　　　60件　1,400,000円
振込用紙等による納入　 7件　   42,000円

⑵災害義援金運動
1令和元年台風第19号災害義援金　 90,289円
2令和２年７月豪雨災害義援金　　505,506円

４．広報調査活動　
⑴社協広報誌「はぴねす」発行　
　６回　計21,600部
⑵ホームページの運営・管理

５．地域福祉サービス
⑴介護保険サービス事業
①居宅介護支援事業〈保健福祉会館〉
総合相談　　2,688件　ケアプラン作成　1,101件
各種申請代行　 28件　更新申請　　　　　 47件
住宅改修工事　　3件　福祉用具購入　　　　8件
相談人数　 延2,204名
②通所介護事業〈やまゆり荘〉
契約　64件　開所　255日　利用者　延4,936名

③訪問介護事業〈やまゆり荘〉
契約　28件　訪問日数　275日
訪問件数　延1,563件

④障害者ホームヘルプサービス事業〈やまゆり荘〉
契約　 4件　訪問日数　164日
訪問件数　延223件

⑵在宅福祉サービス事業（町受託）
①家族介護用品支援事業（紙おむつ購入助成）210,215円
②配食サービス事業　食数 延1,330食
③外出支援サービス事業　6件
④車いす同乗軽自動車貸出事業　27件
⑤老人日常生活用具(電磁調理器)給付事業　1件

⑶介護予防事業〈保健福祉会館〉
①通所型サービスA
　開催回数316回　延利用者数2,936名
②一般介護予防事業
　開催回数 91回　延利用者数　1,010名
⑷もろもろ塾の活動支援（運営支援）
⑸福祉用具貸出　延8回
⑹福祉車両貸出　延7回

６．高齢者福祉対策事業
⑴敬老会（協力／R2.9.24）
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）
⑶100歳祝金贈呈事業 　３名

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

８．児童福祉対策事業
児童館の運営
　開所　229日／利用者　延5,380名

９．遺族福祉対策事業（楢葉町遺族会　事務局）
⑴双葉郡遺族会主催事業への参加
（会長会・役員会・戦没者追悼式・慰霊祭）
⑵総会・役員会開催
⑶楢葉町戦没者慰霊祭（R2.10.21）
⑷招魂祭（R2.9.6）

10．ボランティアセンター事業
⑴配食サービス運転
登録者　15名　活動　延50件
⑵外出支援サービス運転
登録者　 8名　活動　 1件
⑶育児ボランティア
登録者　 3名　活動　 0件

⑷地域交流サロンボランティア
登録者　 2名　活動　48件
⑸ゴミ出しボランティア
登録者　 1名　活動　 9件

11．地域包括支援センター運営事業（町受託）
⑴総合相談支援　相談件数　2,821件
　相談延人数　2,558名　　申請代行　　144件
⑵権利擁護業務
⑶包括的・継続的ケアマネジメント
⑷介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
⑸地域包括ケアシステム構築に向けた事業
①地域共生ケア会議の開催（定例・随時）
②生活支援体制整備の取り組み
③認知症地域支援・ケア向上事業

12．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）年10回
⑵訪問活動　　　延7.975回
⑶相談支援活動　延　 85件　
⑷事業・会議・研修会参加他地域福祉活動　延1,305日

⑸年間活動日数　延　2,457日
13．各種福祉資金貸付事業

生活援助資金貸付事業
　貸付１件　 50,000円／償還16件　 83,000円
生活福祉資金貸付事業【県社協受託】
　貸付39件　15,222,000円／償還35件　217,337円
　（うち、コロナ特例貸付　38件　15,130,000円）

14．楢葉町保健福祉会館 管理・運営事業
　　（指定管理事業）

⑴会館利用
１階　大会議室　　　　133件　延 2,989名
２階　大集会室（日本間）17件　延 　231名
　　　小集会室　　　　 54件　延 　392件
　　　遊 戯 室　　　　169件　延 　323名
３階　機能回復訓練室　407件　延 3,946名
　　　老 人 室　　　　129件　延 2,257名
　　　　　合計　　　　909件　延10,138名
⑵総合消防訓練（避難訓練・通報訓練・初期消火訓練）

15．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　3件／援助　延 98回

16．生活困窮者自立支援に携わる関係機関との連携
支援調整会議への出席 他

17．生活支援相談員配置事業
⑴住宅訪問活動
　楢葉町内（自宅）　　　　延　14,276件
　(うち災害公営住宅1,690件／町営住宅503件)
　他地域での生活再建　　延　　　53件
　復興公営住宅　　　　　延　　　 5件
　その他　　　 　 　 　 延　　　10件
　総訪問件数　　　　　　　　14,344件
⑵地域交流サロンの運営
　火曜日　43日　延 876名
　木曜日　46日　延 647名
　金曜日　42日　延 718名

介護予防教室

令和２年度 楢葉町社会福祉協議会
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理事会３回　　評議員会３回　　監事会１回
２．共同募金会楢葉町共同募金委員会事業

赤い羽根共同募金運動（10/1~3/31）　　224,800円
３．日本赤十字社楢葉町分区事業

⑴社費納入
多額寄付金納入者　　　60件　1,400,000円
振込用紙等による納入　 7件　   42,000円
⑵災害義援金運動
1令和元年台風第19号災害義援金　 90,289円
2令和２年７月豪雨災害義援金　　505,506円
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⑴社協広報誌「はぴねす」発行　
　６回　計21,600部
⑵ホームページの運営・管理

５．地域福祉サービス
⑴介護保険サービス事業
①居宅介護支援事業〈保健福祉会館〉
総合相談　　2,688件　ケアプラン作成　1,101件
各種申請代行　 28件　更新申請　　　　　 47件
住宅改修工事　　3件　福祉用具購入　　　　8件
相談人数　 延2,204名
②通所介護事業〈やまゆり荘〉
契約　64件　開所　255日　利用者　延4,936名
③訪問介護事業〈やまゆり荘〉
契約　28件　訪問日数　275日
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④障害者ホームヘルプサービス事業〈やまゆり荘〉
契約　 4件　訪問日数　164日
訪問件数　延223件

⑵在宅福祉サービス事業（町受託）
①家族介護用品支援事業（紙おむつ購入助成）210,215円
②配食サービス事業　食数 延1,330食
③外出支援サービス事業　6件
④車いす同乗軽自動車貸出事業　27件
⑤老人日常生活用具(電磁調理器)給付事業　1件
⑶介護予防事業〈保健福祉会館〉
①通所型サービスA
　開催回数316回　延利用者数2,936名
②一般介護予防事業
　開催回数 91回　延利用者数　1,010名
⑷もろもろ塾の活動支援（運営支援）
⑸福祉用具貸出　延8回
⑹福祉車両貸出　延7回
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⑴敬老会（協力／R2.9.24）
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）
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⑴楢葉町身体障がい者福祉協会活動支援（休止中）
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⑷招魂祭（R2.9.6）
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⑴配食サービス運転
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　貸付１件　 50,000円／償還16件　 83,000円
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　貸付39件　15,222,000円／償還35件　217,337円
　（うち、コロナ特例貸付　38件　15,130,000円）
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　　（指定管理事業）

⑴会館利用
１階　大会議室　　　　133件　延 2,989名
２階　大集会室（日本間）17件　延 　231名
　　　小集会室　　　　 54件　延 　392件
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15．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
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　他地域での生活再建　　延　　　53件
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氏　　　名 氏　　　名

相談支援活動　延85件

内訳　１）状況把握　　　　　　　　　　264件
　　　２）行事・事業・会議への参加・協力　122件　　　
　　　３）地域福祉活動　　　　　　　　261件
　　　４）民児協運営・研修　　　　　　647件
　　　５）証明事務　　　　　　　　　　 11件　

令和２年度楢葉町民生児童委員協議会活動実績報告！！
民生委員・児童委員の「地域とともに」という使命感と熱意による活動は、
年間訪問回数 延7,975回、年間活動日数 延2,457日となりました。

　専門機関をはじめ地域のさまざまな方々と連携し、地域
住民に寄り添いながら、誰もが安心して暮らすことが出来
る地域づくりを目指して、令和３年度も活動しております。

楢葉町社会福祉協議会役員改選
　5月27日開催の定時評議員会終結時で任期満了となった役員（理事・監事）、
評議員が改選され、下記の方々が新たに選任されました。また、同日開催の理事
会で会長と副会長を選任しました。

任期　令和３年５月27日から令和５年度の定時評議員
　　　会終結の時まで（2年間） 任期　令和３年５月27日から令和７年度の定時評議員

　　　会終結の時まで（４年間）

理事（会　長）
理事（副会長）
理　　　事
理　　　事
理　　　事
理　　　事
監　　　事
監　　　事

松　本　幸　英（行政）
松　本　和　也（有識者）
松　本　宏　美（民児協）
古田土　美智子（民児協）
山　内　康　一（有識者）
須　田　和　夫（行政区）
佐々木　　　孝
松　本　広　行

評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員
評議員

渡　部　　　昇（行政区）
大和田　正　博（行政区）
佐　藤　龍　彦（行政区）
木　村　和　夫（行政区）
鈴　木　一　夫（行政区）
飯　島　富　子（民児協）
猪　狩　信　子（民児協）
能　々　慶　子（民児協）
宇佐神　志奈恵（民児協）
吉　田　ちひろ（民児協）
永　山　セツ子（老人クラブ）

高齢者の在宅での生活や介護保険・
健康・保健医療に関する相談が多く
みられました。

【分野別】
高齢者に関すること　　57件
障害者に関すること　　 8件
子どもに関すること　　 6件
その他　　　　　　　　14件

【内容別】
在宅福祉・介護保険　　　22件
健康・保健医療　　　　　14件
子どもの教育・学校生活　 9件
生活費　　　　　　　　　 6件
家族関係　　　　　　　　 6件
生活環境　　　　　　　　 7件
日常的な支援　　　　　　 4件
その他　　　　　　　　　17件

➡

その他の活動件数 延1,305件

❹



訪問ヘルパーさん募集!

令和３年２月福島県沖地震災害義援金への
ご協力ありがとうございました

　令和３年２月13日午後11時７分、福島県沖を震源とするマグニチュード7.3、最大
震度６強の地震が発生しました。この度、下記の皆様より合計74,467円の義援金
をお預かりしました。この義援金は、日本赤十字社を通じて被災者の皆様へお送りしま
した。義援金へのご協力をいただきありがとうございました。

◆募金箱設置
みんなの交流館ならはCANvas 様
楢葉町役場
楢葉町保健福祉会館

◆団体
楢葉町役場職員一同 様
楢葉町社会福祉協議会職員一同

（順不同）

訪問介護事業所の登録ヘルパーさんを募集しています。
週に２～３日、短時間でもOKです。

私たちと一緒に
お仕事してみませんか？
お気軽にお問合せください。

職　　種：登録ヘルパー

資　　格：ホームヘルパー２級以上
　　　　　または 介護職員初任者研修修了者

時　　給：生活援助（掃除・買物・調理など）　1,200円
　　　　　身体介護（入浴・排泄介助など）　 1,400円
勤務条件：週１日～５日

勤務時間：8：30～20：00の間で
　　　　　通常1日３～４時間

楢葉町社会福祉協議会　事務局 福井
☎ 0240－25－4157

ご応募・お問合せは
こちらまでお願いします

❺



社会福祉
法　　人 楢葉町社会福祉協議会

デイサービスセンター やまゆり荘
〒979-0513 双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入31-1
通所介護事業／訪問介護事業／居宅介護事業／総合事業
電話 0240－25－1077　FAX 0240－25－1078
Mail:yamayuri@orion.ocn.ne.jp

楢葉町児童館
〒979-0514 双葉郡楢葉町大字
　　　　　　下小塙字稲荷前56
電話 080－5563－2744

楢葉町保健福祉会館　　〒979-0604 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-5
▶１階　事務局・ボランティアセンター
▶２階　生活支援相談室
電話 0240－25－4157
FAX 0240－25－4620
Mail:narahashakyo@oboe.ocn.ne.jp
http://naraha.fukushima-shakyo.com/

▶３階　地域包括支援センター
　　　　居宅介護支援事業所・介護予防事業所
電話 0240－25－4155
FAX 0240－25－4156
Mail（包括）:naraha-houkatsu@car.ocn.ne.jp
Mail（居宅）:yamayuri@athena.ocn.ne.jp

善意のご寄付ありがとうございました（令和3年4月11日～令和3年6月21日）

地区摘　　　要氏　　　名
坂本　クニ 様
松本　清美 様
佐藤　健一 様
山谷　　栄 様
渡辺　瑞夫 様
北田婦人消防隊 様

故 坂本　定様御遺志金
故 松本　傳様御遺志金
故 佐藤髙夫様御遺志金
故 山谷マサ子様御遺志金
故 渡辺瑞城様御遺志金
篤　志

上繁岡
北　田
繁　岡
山田浜
上小塙
北　田

地区摘　　　要氏　　　名
赤間　雄二 様
根本　健次 様
匿　　　名 様
猪狩　　信 様
長谷川清明 様
渡邉　祐一 様

故 赤間秀夫様御遺志金
故 根本範史様御遺志金
篤　志
故 猪狩唯一様御遺志金
故 長谷川イシ様御遺志金
故 渡邉勝衛様御遺志金

山田岡
女　平
山田岡
下小塙
下井出
下小塙

　東日本大震災からの復興に向け、復興・災害公営住宅や避難先、転居先での新たなコミュニティづ
くりや、避難解除となった地区や津波等で被災した地区のコミュニティの再生を目的としています。
被災者の孤立を防ぎ、互いに支えあい、見守りあえる関係づくりを目指し、そのきっかけとなる交流
事業や支援活動に助成します。

●対象団体
福島県在住者５名以上で構成されているボランティアグループやＮＰＯ法人等の非営利団体で、浜
通り地区の市町村、川俣町若しくは田村市の住民同士が助け合う団体、又は当該市町村の被災者を
支援する団体

●対象活動
福島県内で令和３年度に実施する以下の活動です。 
①東日本大震災による避難者、帰還者及び転居者の住民同士が行う助け合い活動 
②東日本大震災により多くの住民が避難した地区等においてコミュニティを再生
　するために住民同士が行う助け合い活動  

●助成金額
１団体につき１回10万円の応募を上限とし、同じ団体からは１年間に２回まで応募可能

【お問合せ先】楢葉町共同募金委員会　TEL 0240－25－4157
福 島県共同募金会　TEL 024－522－0822

令和３年度 赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金２」
被災地住民支え合い活動助成事業のお知らせ

❻

※この広報紙の発行にあたっては、台湾共同募金配分金を使用させていただいております。


