
　社会福祉事業に対し深いご理解のもと、楢葉町社会福祉協議会運営資金
として下記の３名の方々より多額の寄付をいただきました。社会福祉事業
の推進に功労のあった協力者に報いるとともに、今後における社会福祉事
業の発展に資するため、感謝の意を表し感謝状を贈呈いたしました。

㈱ダルマイサー 代表取締役 大和田正博 様
和食のお店 「なら福」（波倉）を経営、社会福祉のためにご寄附
ＭＡＨ－ＪＯＮＧ since ２０２０　代表 星　喜男 様
令和３年５月にオープンした麻雀店（山田岡）において、利用者から
いただくプレー費の一部をご寄附
松本歌謡教室 会長 諸橋時夫 様
松本歌謡カラオケ発表会益金としてご寄附

楢葉町社会福祉協議会 感謝状贈呈式

感謝状をお贈りさせていただいた皆様

大和田 正博 様 諸橋　時夫 様 星　　喜男 様社協副会長
松本　和也
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介護保険事業収入
68,242,676円
（28.74％）

貸付事業償還金収入
80,000円（0.03％）

事業収入
1,835,270円（0.77％）

会費収入8,000円（0.01％）

前年度繰越金
18,095,558円（7.62％）

補助金収入
40,438,310円
（17.03％）

受託金収入
89,423,572円
（37.67％）

退職給付引当資産取崩収入
10,097,518円（4.25％）

その他の収入
6,707,571円（2.83％）

寄附金収入2,108,268円（0.89％）

次年度繰越金19,485,126円（8.2％）

返還金費支出2,851,223円（1.2％）

固定資産取得支出811,800円（0.34％）

共同募金配分金事業支出707,310円（0.3％）

事務費支出
23,007,023円（9.69％）

事業費支出
19,822,647円（8.35％）

人件費支出
163,068,278円
（68.69％）

支
　出

退職共済預け金支出7,660,036円（3.23％）

障害福祉サービス事業収入
376,700円（0.16％）

支出総額
237,413,443円収入総額

237,413,443円

収
　入

事 業 報 告
１．事務局

⑴法人運営
①理事会（４回）評議員会（３回）監事会（１回）
　評議員選任・解任委員会（１回）
⑵職員研修の実施
①職員研修会（12回）
　外部研修会、オンライン形式の研修会受講

⑶人事・労務・会計管理
⑷福祉関係団体の運営支援
①楢葉町民生児童委員協議会
②楢葉町老人クラブ連合会
③楢葉町遺族会

⑸ボランティアセンターの運営
①ボランティア登録者数合計　59名
　活動者数　延155名
1配食サービス　　　14名　　延131名
2外出支援サービス　　４名　　延 22名
3ゴミ出し　　　　　　１名　　延 ２名

②サマーショートボランティアスクール参加者　９名
⑹在宅福祉サービス事業の実施
登録者数　139名
①配食サービス　延1,602食
②車椅子同乗軽自動車貸出サービス　延52件
③家族介護用品支援サービス（紙おむつ） 延７名
④外出支援サービス　延26件
⑤日常生活用具給付事業（電磁調理器） １件

⑺低所得者等への支援
①生活援助資金貸付事業
　相談対応件数　10件
　償還　６件（80,000円）
②生活福祉資金貸付事業
　【福島県社会福祉協議会からの委託事業】
　相談対応件数　149件
　　償還（通常貸付）　 403,940円
　緊急小口資金（特例貸付）
　　貸付　34件　　 6,800,000円
　総合支援資金（特例貸付）
　　貸付　30件　　15,200,000円

⑻権利擁護事業の充実・強化
①日常生活自立支援事業
　ア．認知症高齢者等
　　　利用者　２名　　援助回数　延８回
　イ．知的障がい者等
　　　利用者　１名　　援助回数　延29回
　ウ．精神障がい者等
　　　利用者　１名　　援助回数　延51回
　エ．契約待機者　３名
②法人後見事業

⑼広報・情報提供体制の充実・強化
①社協広報誌「はぴねす」発行（年６回）
②ホームページの運営管理

⑽楢葉町保健福祉会館 管理・運営事業（指定管理業務）
①保健福祉会館利用
　１階　大会議室　　　　　188件　延2,998名
　２階　大集会室（日本間） 174件　延　252名
　　　　小集会室　　　　　　８件　延　 49名
　　　　遊戯室　　　　　　　81件　延　961名
　３階　機能回復訓練室　　237件　延4,241名
　　　　老人室　　　　　　129件　延1,152名
　　　　合計　　　　　　　817件　延9,653名
②総合消防訓練
　（避難訓練・通報訓練・緩降機使用訓練）
⑾日本赤十字社事業の推進
①社費納入　　14件　　　 87,000円
②多額寄付金　70件　　1,530,000円
③義援金
　令和３年２月福島県沖地震災害義援金　44,427円

　令和３年８月大雨災害義援金　　 152,651円
　トンガ大洋州噴火津波救援金　　　 14,962円
　ウクライナ人道危機救援金　　　 180,491円
⑿共同募金会事業の推進
①赤い羽根共同募金　　　　185,850円
②歳末たすけあい募金　２件　 8,255円
③災害義援金
　令和３年７月大雨災害静岡県義援金　246,205円
⒀福祉車輌・福祉用具貸出事業の実施
①福祉車輌貸出　延５回　
②福祉用具貸出　延９回
⒁生活支援体制整備事業の実施
①地域ミニデイへの参加　　延99回
②農福連携による訪問活動　延18回

２．地域包括支援センター運営事業
⑴介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
　介護予防プランの作成及び評価　　延1,294件
⑵総合相談支援業務
　①相談件数　延3,455件

　②相談人数　延2,620名
⑶権利擁護業務
　①成年後見制度等の相談対応　延13件
　②措置入所支援　１件
　③虐待コアメンバー会議参加　延５回
⑷包括的・継続的ケアマネジメント
①町の課題解決に向けたワーキンググループの
開催

　　「障がいを抱える方の就労支援に向けて」 延２回
　　「介護予防、健康づくりの充実・推進」  延２回
　②学習会等の開催　延４回
　③介護支援専門員等の後方支援　延170件
⑸地域包括ケアシステム深化推進業務
①地域共生ケア会議の開催　　延26回
②地域ミニデイへの参加　　　延38回
③地域包括ケアシステム構築推進シンポジウム
の共催　１回
④農福連携に向けた町内事業所の訪問　延17回
⑤サマーショートボランティアスクールへの協力　
延２回
⑥情報誌の発行による広報活動　延12回

３．居宅介護支援事業所
①総合相談件数　　　　延3,428件
②ケアプラン作成件数　延1,064件
③契約者数　　　　　　延 128名

４．通所介護事業所
①開所日数　　　　258日
②登録利用者数　　 61名
③延利用者数　　5,861名

５．訪問介護事業所・居宅介護事業所
①訪問介護事業
　登録者数　44名
　訪問件数　延1,555件
②居宅介護事業
　登録者数　２名
　訪問件数　延 179件

６．介護予防事業所
①通所Ａ型事業
　開催回数　325回　　延利用者数　3,037名
②一般介護予防事業
　開催回数　 97回　　延利用者数　1,218名

７．生活支援相談室（生活支援相談員配置事業）
①訪問相談活動
　訪問回数　延12,826回
②地域交流サロンの開催
　開催回数　延 　127回　　
　参加者数　延 1,235名

８．楢葉町児童館の運営
開催日数　延237日　　利用児童数　延5,089名

令和３年度 楢葉町社会福祉協議会
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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

楢葉町放課後児童クラブ
〒979-0514 双葉郡楢葉町大字
　　　　　　下小塙字麦入31
電話 0240－23－6036

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
https://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

発行元：社会福祉法人楢葉町社会福祉協議会（発行責任者：福井光治）

善意のご寄付ありがとうございました（令和4年4月19日～令和4年6月20日）

地区摘　　　要氏　　　名
松本　美英 様
大和田三代 様
坂本　義一 様
坂本　和也 様
草野　朋典 様
石田　弘一 様
渡邉　修三 様
髙木　真澄 様

故 松本幸貴様御遺志金
故 大和田光子様御遺志金
故 坂本　曻様御遺志金
故 坂本重夫様御遺志金
故 草野裕貴様御遺志金
故 石田一二様御遺志金
故 渡邉益二様御遺志金
故 髙木　康様御遺志金

山田浜
下小塙
上繁岡
上井出
下井出
松　館
上小塙
山田岡

地区摘　　　要氏　　　名
松本　美英 様
大和田三代 様
坂本　義一 様
五十嵐陽子 様
坂本　和也 様
草野　朋典 様
西川　和稔 様
石田　弘一 様
渡邉　修三 様
渡邉　心一 様
髙木　真澄 様

故 松本幸貴様御遺志金
故 大和田光子様御遺志金
故 坂本　曻様御遺志金
故 五十嵐英明様御遺志金
故 坂本重夫様御遺志金
故 草野裕貴様御遺志金
故 西川ふぢ子様御遺志金
故 石田一二様御遺志金
故 渡邉益二様御遺志金
故 渡邉妙子様御遺志金
故 髙木　康様御遺志金

山田浜
下小塙
上繁岡
営　団
上井出
下井出
上小塙
松　館
上小塙
上小塙
山田岡

【社会福祉協議会へ（御遺志金）】

地区寄　贈　品氏　　　名
吉田　礼子 様 紙おむつ・パッド 上井出

地区摘　　　要氏　　　名
ＭＡＨ－ＪＯＮＧ since ２０２０ 様
松本　喜一 様
匿　　　名 様
匿　　　名 様

篤　志
篤　志
篤　志
篤　志

山田岡
山田浜
上繁岡
愛知県

【社会福祉協議会へ（一般寄付金）】

【日本赤十字社へ（御遺志金）】

ご寄贈ありがとうございました

訪問ヘルパーさん募集!

職　　種：訪問介護事業所　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（掃除や調理など）　1,200円
　　　　 身体介護（清拭や入浴介助など）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

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？
お気軽にお問い合わせください。

放課後児童クラブの
嘱託職員を募集しています

職　　種：嘱託職員
資　　格：パソコン操作ができる方・普通自動車運転免許
勤務内容：放課後児童クラブにおける児童との交流、
　　　　 宿題のお手伝い、安全確保など
勤務条件：月曜～金曜（祝日・年末年始等を除く）
勤務時間：14：00～18：30（通常）
　　　　 ※長期休業中 別途シフトあり
給与・待遇：当協議会規程による

放課後児童クラブは、
放課後留守家庭の児童をお預かりする事業で、
楢葉小学校に隣接する施設内で開設しています。

子どもたちとふれあいながら楽しくお仕事をしませんか。

◇ご応募・お問い合わせはこちらまでお願いします◇
楢葉町社会福祉協議会　事務局　福井　☎ 0240－25－4157 

❹
※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。


