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収入合計

218,454千円

支出合計

218,454千円

誰もが助け合って暮らせるまち  『さかほぎ』の実現を目指して誰もが助け合って暮らせるまち  『さかほぎ』の実現を目指して
全ての住民が地域生活課題への理解を深め、尊重しあうこころ・　支えあいのこころを持って課題を解決することにより、

住民一人ひとりが自分らしさを発揮　できるまちを目指します。  

●総合福祉会館サンライフさかほぎの経営
 （利用料等の受益者負担の徴収）
●地域福祉・健康増進拠点としての有効活用
●福祉事業所製品の販売機会の提供
●心配ごと相談所の開設
●年金相談所の実施
●指定管理者としての
　セルフチェックの実施

令和４年度　事業計画・予算

　第３期地域福祉活動計画に基づき、コロナ禍でより深刻さを増した生活課題や、社会的孤立の防止などの新
たな地域福祉の課題に真摯に向き合い、住民一人ひとりが孤立することなく、地域で安心して暮らし続けるた
め、問題・課題の早期発見と尊厳を重視しながら個別相談支援に取り組むとともに、地域住民による支え合い
活動を中心とした様々な地域活動のさらなる充実を図り、「地域共生社会」の実現に取り組みます。

総合福祉会館指定管理事業 32,253千円総合福祉会館指定管理事業 32,253千円

●自治会長説明会の開催
●理事会、評議員会、監査会の開催
●支え合い団体への活動支援
●当事者団体との連携・活動支援
●社協だよりの発行・ホームページの随時更新・SNSの
　活用による情報の随時発信
●子育て支援サロン「きらきらパーク」の開催
●災害時の受け入れ態勢の整備（訓練実施）
●コミュニティ・スクール事業への協力
●第１４回坂祝町社会福祉大会の開催
●法人後見事業実施に向けた調査・研究

法人運営事業 48,077千円法人運営事業 48,077千円

●福祉・まちづくり活動応援助成金
●社協事業（外出支援事業、生活困窮者食糧支援事業、
　社協だより発行事業への補填等）に係る経費の一部に
　充当
●歳末たすけあい事業
●坂祝町共同募金委員会
　運営
●ふれあいサロン支援事業
●経済的困窮者の就労の
　ための機器整備事業
●ボランティアセンター
　活動機器整備事業

共同募金配分金事業 2,056千円共同募金配分金事業 2,056千円

●ボランティアセンターの運営
●災害備蓄倉庫の管理
●ボランティア団体連絡協議会
　の支援
●ボランティアの拡大や担い手
　の育成
●次世代を担う子どもたちの
　活動支援
 （福祉協力校（園）事業）
●福祉学習（小学校・中学校）
　を含む、学校活動への
　積極的な参加

ボランティア事業 1,102千円ボランティア事業 1,102千円

●福祉器具（シルバーカー、車椅子、特殊寝台）
　貸出事業
●福祉車両貸出事業
●食事サービス事業

●筋力アップトレーニング機器一般開放
 （オリエンテーション８回、スキルアップ
　 講習８回）
●傾聴ボランティアによる生活支援事業
●生活支援ボランティア養成講座の開催

在宅福祉事業 753千円在宅福祉事業 753千円

受託事業 9,653千円受託事業 9,653千円

●生活福祉資金貸付事業
●臨時特例つなぎ資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業 152千円生活福祉資金貸付事業 152千円

●臨時小口資金貸付事業

●日常生活自立支援事業

相談支援事業 11,873千円相談支援事業 11,873千円

日常生活自立支援事業 479千円日常生活自立支援事業 479千円

障がい者自立支援居宅介護事業 1,294千円障がい者自立支援居宅介護事業 1,294千円

　障がいを持った方々に福祉サービスを提供するため、
障がい者居宅介護および重度障がい者居宅介護事業所を
運営するための経費です。

通所介護事業 77,841千円通所介護事業 77,841千円

　入浴や食事、機能訓練などの通所介護サービスを提供
するデイサービスセンターの運営のための経費です。

訪問介護事業 10,519千円訪問介護事業 10,519千円

　ご自宅に伺い身体介護・生活援助などのサービスを提
供する訪問介護事業所の運営のための経費です。

居宅介護支援事業 22,402千円居宅介護支援事業 22,402千円

　要介護認定を受けられている方のケアプラン作成など
を行う居宅介護支援事業所の運営のための経費です。

令和４年度　一般会計予算

会費　　3,190千円

貸付事業収入
400千円
事業収入
1,439千円

  補助金
23,380千円

受託金
47,351千円

介護保険収入
110,708千円

サービス区分間
繰入金収入
21,414千円

寄付金　1,000千円

負担金収入
121千円

予備費支出
800千円

貸付事業支出　400千円

共同募金配分金事業費
1,805千円

固定資産取得支出
1,061千円

助成金支出　1,500千円

ファイナンスリース債務の
返済支出　　6,265千円

積立資産支出　8,648千円

人件費
132,619千円

事業費支出
26,572千円

事務費支出
17,370千円

サービス区分間
繰入金支出
21,414千円

基本方針

〈一般浴室〉

〈ふれあいサロン支援事業〉

〈生活困窮者食糧支援事業〉

〈筋トレ機器一般開放〉

〈中学校福祉体験学習〉

●コミュニティソーシャルワーク事業
（くらし安心相談室サンライフの設置運営）
●重層的支援体制整備移行準備事業
●チャレンジ就労体験事業
●生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）事業
●坂祝町高齢者活動支援事業（シニアクラブ協助員）
●ふれあいサロン支援事業
●高齢者筋力向上アップ教室事業
 （２０回コース、８回コース。それぞれ年２期）

積立資産取崩収入　7,455千円
施設整備等補助金収入　200千円

その他の収入　
496千円
受取利息配当金
収入　　  9千円

障がい福祉
サービス等
事業収入
1,291千円
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会費募集のお知らせ 

皆様からの会費はこのように使わせていただいています！ 

　日頃は、社会福祉協議会の会費納入および事業推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　皆様からいただく会費は、地域福祉活動のための財源に充てさせていただいております。近年の経済

情勢やコロナ禍により、財源の確保も非常に厳しい状況ではありますが、子どもから高齢者まで地域の

皆様に安心して生活していただけるよう、現状の地域福祉活動の維持・継続や新たな事業開拓を目指

し、職員一同努めております。

　会員加入と会費納入につきましては、本年も５月より各世帯に自治会

町様、班長様にご協力いただきお願いに伺っております。各種団体様、

会社事業所様には社会福祉協議会の職員がお願いに伺っております。

自治会未加入等、自治会員様以外の世帯様の会員加入と会費納入につ

きましては、社会福祉協議会窓口にて受け付けております。

　何卒、格別のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　社会福祉協議会の活動は、住民の皆様の会費が基本的な財源となってい

ます。会費につきましては、地域ぐるみの福祉活動を啓発し、地域福祉事

業を推進するうえで欠かすことのできない重要なものとなっています！

社協の会費納入にご協力をお願い致します

●社協だより・ホームページなど
　の広報費
●各地区の支え合い団体への活動支援
●生活困窮者への支援　　　　等

●ボランティアセンターの運営費
●各ボランティア団体への活動支援
●各ふれあいサロンへの活動支援
●福祉協力校（園）への助成　等

●福祉用具・福祉車両の貸出事業
　の運営費
●筋トレ機器一般開放の運営費
●食事サービスの運営費　　　等

理事会、評議員会　開催状況 

生活支援ボランティア養成講座  受講者募集 

令和３年度
第３回定時理事会

３月18日（金）
サンライフにて

出　　席：理事１２名中１０名、監事２名中２名
議　　事：令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案
　　　　　坂祝町社会福祉協議会正職員等給与規程　他2件の一部改正
　　　　　令和４年度坂祝町社会福祉協議会事業計画案
　　　　　令和４年度坂祝町社会福祉協議会収入支出予算案
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全７議案すべて可決
報告事項：会長及び常務理事の業務執行報告について

令和４年度
第１回定時理事会

５月31日（火）
サンライフにて

出　　席：理事１２名中１０名、監事２名中２名
議　　事：令和３年度坂祝町社会福祉協議会事業報告
　　　　　令和３年度坂祝町社会福祉協議会計算関係書類
　　　　　坂祝町社会福祉協議会事務決裁及び委任に関する規程の一部改正
　　　　　評議員選任候補者の推薦
　　　　　令和４年度第１回定時評議員会の開催
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全５議案すべて可決
報告事項：会長及び常務理事の業務執行報告について

令和３年度
第２回臨時評議員会

３月28日（月）
サンライフにて

出　　席：評議員１７名中１３名
議　　事：令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案
　　　　　令和４年度坂祝町社会福祉協議会事業計画案
　　　　　令和４年度坂祝町社会福祉協議会収入支出予算案
　　　　　坂祝町社会福祉協議会役員の選任
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全４議案すべて可決

理 

事 

会

評
議
員
会

～ 会費は『福祉でのまちづくり』の財源です ～

●一般会費（個人・世帯）

●団体会費

●施設会費

●賛助会費（企業）

………… 一口  １,０００円

………… 一口  ２,０００円

………… 一口  ５,０００円

………… 一口  ５,０００円

総合的な福祉の推進に ボランティア活動の促進に 在宅福祉を推進するために　住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らし続けるために、生活上のちょっとした困りごと（電球の交
換、ゴミ出し、草取りなど）への手助けを地域の住民が行うボランティア活動が広まっています。
　あなたにできることで、生活支援ボランティアに参加してみませんか。この機会にぜひご参加ください。

日　時 内　　　容 講　  師
７月１４日（木）
９：00～12：00

＜申し込み・問い合わせ先＞　坂祝町社会福祉協議会　TEL：２７－１２２２

●坂祝町の状況について
●生活支援活動（サービス）の概要について
●高齢者・障がい者の心理・接し方

坂祝町社会福祉協議会
岐阜県社会福祉協議会 
坂祝町地域包括支援センター

７月１５日（金）
13：30～16：00

●生活支援活動の実践（訪問、支援活動の
　内容・留意事項、トラブル対応）
●傾聴
●これからの活動について

「ちょっとした手助けサポーター」
（川辺町）
傾聴ボランティア「みみの木」（一宮市）
坂祝町社会福祉協議会

対象者 生活支援ボランティアに興味がある方
場　所 総合福祉会館サンライフさかほぎ

参加費 無 料 定　員 ２０名
参加申込 電話でお申し込みください（定員になり次第締め切りとさせていただきます）

社協だより 140号140号 社協だより

社協からのお知らせ社協からのお知らせ
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会費募集のお知らせ 

皆様からの会費はこのように使わせていただいています！ 

　日頃は、社会福祉協議会の会費納入および事業推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　皆様からいただく会費は、地域福祉活動のための財源に充てさせていただいております。近年の経済

情勢やコロナ禍により、財源の確保も非常に厳しい状況ではありますが、子どもから高齢者まで地域の

皆様に安心して生活していただけるよう、現状の地域福祉活動の維持・継続や新たな事業開拓を目指

し、職員一同努めております。

　会員加入と会費納入につきましては、本年も５月より各世帯に自治会

町様、班長様にご協力いただきお願いに伺っております。各種団体様、

会社事業所様には社会福祉協議会の職員がお願いに伺っております。

自治会未加入等、自治会員様以外の世帯様の会員加入と会費納入につ

きましては、社会福祉協議会窓口にて受け付けております。

　何卒、格別のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　社会福祉協議会の活動は、住民の皆様の会費が基本的な財源となってい

ます。会費につきましては、地域ぐるみの福祉活動を啓発し、地域福祉事

業を推進するうえで欠かすことのできない重要なものとなっています！

社協の会費納入にご協力をお願い致します

●社協だより・ホームページなど
　の広報費
●各地区の支え合い団体への活動支援
●生活困窮者への支援　　　　等

●ボランティアセンターの運営費
●各ボランティア団体への活動支援
●各ふれあいサロンへの活動支援
●福祉協力校（園）への助成　等

●福祉用具・福祉車両の貸出事業
　の運営費
●筋トレ機器一般開放の運営費
●食事サービスの運営費　　　等

理事会、評議員会　開催状況 

生活支援ボランティア養成講座  受講者募集 

令和３年度
第３回定時理事会

３月18日（金）
サンライフにて

出　　席：理事１２名中１０名、監事２名中２名
議　　事：令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案
　　　　　坂祝町社会福祉協議会正職員等給与規程　他2件の一部改正
　　　　　令和４年度坂祝町社会福祉協議会事業計画案
　　　　　令和４年度坂祝町社会福祉協議会収入支出予算案
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全７議案すべて可決
報告事項：会長及び常務理事の業務執行報告について

令和４年度
第１回定時理事会

５月31日（火）
サンライフにて

出　　席：理事１２名中１０名、監事２名中２名
議　　事：令和３年度坂祝町社会福祉協議会事業報告
　　　　　令和３年度坂祝町社会福祉協議会計算関係書類
　　　　　坂祝町社会福祉協議会事務決裁及び委任に関する規程の一部改正
　　　　　評議員選任候補者の推薦
　　　　　令和４年度第１回定時評議員会の開催
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全５議案すべて可決
報告事項：会長及び常務理事の業務執行報告について

令和３年度
第２回臨時評議員会

３月28日（月）
サンライフにて

出　　席：評議員１７名中１３名
議　　事：令和３年度坂祝町社会福祉協議会収入支出補正予算案
　　　　　令和４年度坂祝町社会福祉協議会事業計画案
　　　　　令和４年度坂祝町社会福祉協議会収入支出予算案
　　　　　坂祝町社会福祉協議会役員の選任
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 全４議案すべて可決
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事 

会

評
議
員
会

～ 会費は『福祉でのまちづくり』の財源です ～

●一般会費（個人・世帯）

●団体会費

●施設会費

●賛助会費（企業）

………… 一口  １,０００円

………… 一口  ２,０００円

………… 一口  ５,０００円

………… 一口  ５,０００円

総合的な福祉の推進に ボランティア活動の促進に 在宅福祉を推進するために　住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らし続けるために、生活上のちょっとした困りごと（電球の交
換、ゴミ出し、草取りなど）への手助けを地域の住民が行うボランティア活動が広まっています。
　あなたにできることで、生活支援ボランティアに参加してみませんか。この機会にぜひご参加ください。

日　時 内　　　容 講　  師
７月１４日（木）
９：00～12：00

＜申し込み・問い合わせ先＞　坂祝町社会福祉協議会　TEL：２７－１２２２

●坂祝町の状況について
●生活支援活動（サービス）の概要について
●高齢者・障がい者の心理・接し方

坂祝町社会福祉協議会
岐阜県社会福祉協議会 
坂祝町地域包括支援センター

７月１５日（金）
13：30～16：00

●生活支援活動の実践（訪問、支援活動の
　内容・留意事項、トラブル対応）
●傾聴
●これからの活動について

「ちょっとした手助けサポーター」
（川辺町）
傾聴ボランティア「みみの木」（一宮市）
坂祝町社会福祉協議会

対象者 生活支援ボランティアに興味がある方
場　所 総合福祉会館サンライフさかほぎ

参加費 無 料 定　員 ２０名
参加申込 電話でお申し込みください（定員になり次第締め切りとさせていただきます）

社協だより 140号140号 社協だより

社協からのお知らせ社協からのお知らせ
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ボランティア活動応援助成金のご報告

令和３年度  ボランティア団体連絡協議会報告

　当社協では、地域の皆さまからいただいた会費を活用させていただき、福祉や地域活動の充実のために
活動するボランティア団体へ助成を行っています。令和３年度もコロナの影響により活動が計画通りに行
えず、助成金が活用できなかった団体もありましたが、コロナ禍でも少しずつ活動が再開されています。
　今年も未だコロナの影響が心配されますが、多くの団体から申請をいただき、下記のとおり１１団体へ
助成を行いました。助成を受けられたボランティア団体の皆さまには、より良い町づくり活動に活用をし
ていただきますようお願いいたします。

1

2

3
4
5
6
7
8

9

№
勝栄会

手話サークル「もみじ会」

彩の会
おもちゃ図書館「はっぴー」
そば打ち迷人会
おもちゃ病院「アンクルズ」
多文化共生アグリ交流グループ
さかほぎつぐみ食堂「ほのぼの」

多文化共生すまいるひろば

団体名（設立年月日順に記載）
【令和３年度  実績報告】 単位：円

合　　計

助成額 助成充当額 返還額 実 績 内 容
50,000

10,320

15,000
3,130

23,180
15,000
13,927
30,000

30,000

190,557

50,000

5,390

0
3,130

0
15,000
13,927
4,325

7,506

99,278

0

4,930

15,000
0

23,180
0
0

25,675

22,494

91,279

マルチチッパー購入費の一部
活動練習時の施設使用料
コロナにより一部活動できず
コロナの影響により未実施
おもちゃ図書館連絡会年会費
コロナの影響により未実施
年会費、おもちゃ修理時の消耗品等購入費
野菜の苗・肥料等材料費
コロナの影響により未実施、会場片付け費用
活動にかかわる消耗品・食材費
コロナにより一部活動できず

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
多文化共生すまいるひろば
手話サークル「もみじ会」
彩の会
勝山まつり保存会
多文化共生アグリ交流グループ
そば打ち迷人会
おもちゃ病院「アンクルズ」
勝栄会
NPO法人 坂祝まちづくり推進機構
おもちゃ図書館「はっぴー」
さかほぎつぐみ食堂「ほのぼの」

団体名（設立年月日順に記載）
【令和４年度  助成報告】

▼活動終了団体

単位：円

合　　計

助成額 助 成 内 容
30,000
21,640
15,000
50,000
22,612
23,180
15,000
30,000
50,000
3,313

20,000
280,745

活動にかかわる消耗品・食材費
活動練習時の施設使用料
臨床美術実施時の消耗品購入費
苗・肥料・燃料費
野菜の苗・肥料等材料費
そば振る舞い費用
年会費、おもちゃ修理時の消耗品等購入費
高枝ポールチェーンソー等購入費
災害体験会に使用するテント等の購入費
おもちゃ図書館連絡会年会費
活動時の施設使用料

団 体 名：調理ボランティア  【活動期間：２４年（平成９年１２月～令和４年３月）】
理　　由：社協事業である食事サービスにご協力いただいておりましたが、コロナの影響が今後も予想され、

調理室の使用が制限される可能性等を考慮し、事業内容を変更することとなったため。

　大変長きにわたり、地域の高齢者の方々へ心のこもったお弁当を作って活動を行ってくださいました。
本当にありがとうございました！

ありがとう

ございました

ふれあいサロン実施しています！ふれあいサロン実施しています！

　ふれあいサロンは、高齢者を対象に各地区の公民館において閉じこもり防止、介護・認知症予
防、健康増進を目的としたいきがい活動を月に１度、ボランティアの方々が中心となり開催して
くださっています。
　コロナの影響により、開催を休止している地区も一部ありますが、感染対策を行いながら開催
を継続している地区や再開をされる地区が増えてきました。コロナ禍で状況が変わり、外出機会
や地域での交流が少なくなってしまった近年ですが、近所の方々と顔を合わせて会話や活動を行
い、楽しい時間を過ごしています。

各地区、参加者・ボランティアを募集していますので、お気軽にご連絡ください！

社協だより 140号140号 社協だより 67

ボランティアだよりボランティアだより
第89号なんてん（坂祝町ボランティアの実）



ボランティア活動応援助成金のご報告

令和３年度  ボランティア団体連絡協議会報告

　当社協では、地域の皆さまからいただいた会費を活用させていただき、福祉や地域活動の充実のために
活動するボランティア団体へ助成を行っています。令和３年度もコロナの影響により活動が計画通りに行
えず、助成金が活用できなかった団体もありましたが、コロナ禍でも少しずつ活動が再開されています。
　今年も未だコロナの影響が心配されますが、多くの団体から申請をいただき、下記のとおり１１団体へ
助成を行いました。助成を受けられたボランティア団体の皆さまには、より良い町づくり活動に活用をし
ていただきますようお願いいたします。

1

2

3
4
5
6
7
8

9

№
勝栄会

手話サークル「もみじ会」

彩の会
おもちゃ図書館「はっぴー」
そば打ち迷人会
おもちゃ病院「アンクルズ」
多文化共生アグリ交流グループ
さかほぎつぐみ食堂「ほのぼの」

多文化共生すまいるひろば

団体名（設立年月日順に記載）
【令和３年度  実績報告】 単位：円

合　　計

助成額 助成充当額 返還額 実 績 内 容
50,000

10,320

15,000
3,130

23,180
15,000
13,927
30,000

30,000

190,557

50,000

5,390

0
3,130

0
15,000
13,927
4,325

7,506

99,278

0

4,930

15,000
0

23,180
0
0

25,675

22,494

91,279

マルチチッパー購入費の一部
活動練習時の施設使用料
コロナにより一部活動できず
コロナの影響により未実施
おもちゃ図書館連絡会年会費
コロナの影響により未実施
年会費、おもちゃ修理時の消耗品等購入費
野菜の苗・肥料等材料費
コロナの影響により未実施、会場片付け費用
活動にかかわる消耗品・食材費
コロナにより一部活動できず

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
多文化共生すまいるひろば
手話サークル「もみじ会」
彩の会
勝山まつり保存会
多文化共生アグリ交流グループ
そば打ち迷人会
おもちゃ病院「アンクルズ」
勝栄会
NPO法人 坂祝まちづくり推進機構
おもちゃ図書館「はっぴー」
さかほぎつぐみ食堂「ほのぼの」

団体名（設立年月日順に記載）
【令和４年度  助成報告】

▼活動終了団体

単位：円

合　　計

助成額 助 成 内 容
30,000
21,640
15,000
50,000
22,612
23,180
15,000
30,000
50,000
3,313

20,000
280,745

活動にかかわる消耗品・食材費
活動練習時の施設使用料
臨床美術実施時の消耗品購入費
苗・肥料・燃料費
野菜の苗・肥料等材料費
そば振る舞い費用
年会費、おもちゃ修理時の消耗品等購入費
高枝ポールチェーンソー等購入費
災害体験会に使用するテント等の購入費
おもちゃ図書館連絡会年会費
活動時の施設使用料

団 体 名：調理ボランティア  【活動期間：２４年（平成９年１２月～令和４年３月）】
理　　由：社協事業である食事サービスにご協力いただいておりましたが、コロナの影響が今後も予想され、

調理室の使用が制限される可能性等を考慮し、事業内容を変更することとなったため。

　大変長きにわたり、地域の高齢者の方々へ心のこもったお弁当を作って活動を行ってくださいました。
本当にありがとうございました！

ありがとう

ございました

ふれあいサロン実施しています！ふれあいサロン実施しています！

　ふれあいサロンは、高齢者を対象に各地区の公民館において閉じこもり防止、介護・認知症予
防、健康増進を目的としたいきがい活動を月に１度、ボランティアの方々が中心となり開催して
くださっています。
　コロナの影響により、開催を休止している地区も一部ありますが、感染対策を行いながら開催
を継続している地区や再開をされる地区が増えてきました。コロナ禍で状況が変わり、外出機会
や地域での交流が少なくなってしまった近年ですが、近所の方々と顔を合わせて会話や活動を行
い、楽しい時間を過ごしています。

各地区、参加者・ボランティアを募集していますので、お気軽にご連絡ください！

社協だより 140号140号 社協だより 67

ボランティアだよりボランティアだより
第89号なんてん（坂祝町ボランティアの実）



　社会から孤立する生活困窮者の方々など、様々な事情から一般的な就労が困難であったり、求職
活動が長期化するなどして地域の中で孤立し、就労意欲が低下している方や、そのご家族などが住
み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らすことができるよう、就労体験につながるボラン
ティア活動の場を提供することにより、就労に向けた基礎能力の形成や社会的な居場所づくり、就
労意欲の向上を図ることを目的として実施しています。

　坂祝町に在住し、原則として稼働年齢層（１５歳～６４歳）にあり、一般的な
求職活動による就労が困難と思われ、次のいずれかに該当する方としています。

「チャレンジ就労体験事業」をご存じですか？

就労支援員がサポートさせていただきます！
まずは「くらし安心相談室サンライフ」へご相談ください！

•不就労期間が長期化に及び、社会復帰に消極的になっている方。
•障がい又は疾病を抱え、社会的に孤立しがちな方。
•高等学校、大学等を中途退学したなど、社会とのかかわりが一定期間
　途絶えている方。
•中学校卒業見込みで、就労を希望する方。
•引きこもり等で社会生活を営む上で自己管理を含めた訓練が必要な方。
•その他、関係機関等から要請があった方など。

●社会生活自立支援目標型

令和３年度は
１２名の方が

   就労されました！

━ 就労でお悩みの方を支援しています！ ━

その他、お困りごとの相談もお気軽にご相談くださいその他、お困りごとの相談もお気軽にご相談ください

くらし安心相談室サンライフ　　　TEL ２７－１２２２ 【問い合わせ先】坂祝町シニアクラブ連合会　TEL：２７－１２２２

「くらし安心相談室サンライフ」では、あらゆる生活上の不安や地域の中での悩みなどについて、
社会福祉士等の相談員（コミュニティソーシャルワーカー）が関係機関や地域の方々と連携し、
一緒に課題を整理しながら解決に向けてお手伝いいたします！
　小さなお子さんや高齢者など世代を問わず地域の皆様を対象に、福祉のことだけに限らず様々な
相談を承っています。困ったときはまずご相談ください！

　役割や人との関りを持つことによる生活の充実を図る
ことを目標としています。
就労時間：１週間に３時間から１２時間まで
奨 励 金：１時間当たり５００円

●就労自立目標型
　就労に対する不安解消や自信回復等、一般就労へ
ステップアップすることを目標としています。
就労時間：１週間に１２時間から３０時間まで
奨 励 金：１時間当たり６００円

事業支援対象者

事業内容

令和３年度  坂祝町シニアクラブ連合会総会令和３年度  坂祝町シニアクラブ連合会総会

長年のシニアクラブ活動の功績を称え、１１名の方が受賞されました。

４月２８日、３年ぶりに総会が開催されました。

●坂祝町シニアクラブ連合会 会長表彰（順不同・敬称略）

●令和４・５年度  坂祝町シニアクラブ連合会　役員の皆さんです

●坂祝町シニアクラブ連合会  会員数（令和４年４月１日現在）

会 長
会 計
理 事
理 事
理 事

取組
池端
雲埋

加茂山
深萱

役　職 氏　 名 地 区

池 端
黒 岩

16名
50名

雲 埋
深 萱

19名
62名

茶 屋
勝 山

11名
46名

大 針
取 組

29名
25名

加茂山 22名

岡田 知久子 （池端）

小寺　  忠
梅田  泰二
兼松  建三
島谷　  満
若井  政子

深萱
茶 屋
大 針
黒 岩
勝 山

役　職 氏　 名 地 区
森　  良三
菅沼  信幸
松田  藤夫
小関  春彦
小原  一夫

副会長
監 事
理 事
理 事
理 事

加茂山
取 組
大 針
黒 岩
勝 山

役　職 氏　 名 地 区
高宮 美代子
冨松  昌一
松田  咲男
佐藤  洋子
佐藤  数子

副会長（女性部長）

監 事
理 事
理 事
理 事

飯沼 美江子 （茶屋） 今井 初女 （茶屋） 住藤　元 （黒岩）

森田 昭一 （黒岩） 桜山 清美 （深萱） 若井 政子 （深萱） 川合 義郎 （深萱）

小島 達夫 （取組） 石原 勇二 （取組） 小島 金秋 （取組）

合 計 280名

令和４年３月１５日発行の
「さかほぎ社協だより第
１３９号」に掲載しました
記事におきまして、誤りが
ありました。

■１０ページ
「令和３年度坂祝町
高齢者活動功労者表彰」
の受賞者ご氏名

お詫びと訂正

受賞者様並びに関係各位に
ご迷惑をお掛けしましたこと
をお詫びするとともに、ここ
に訂正させていただきます。

　５月２３日、坂祝町総合運動場にて８０名を超える方々の参加により、

盛大に軽スポーツ大会が開催されました！天候に恵まれたなか、みなさん

精一杯全力プレーされました！

第23回  ＪＡめぐみの・町シニア連共催

軽スポーツ大会が開催されました！
第23回  ＪＡめぐみの・町シニア連共催

軽スポーツ大会が開催されました！

優  勝

深萱Ａ

勝　山

種　目

グラウンドゴルフ

ペタンク

準優勝

勝山Ａ

取　組

第３位

勝山Ｂ

池　端

グラウンドゴルフ優勝  深萱A

ペタンク優勝  勝山

【誤】森　修三 様➡

【正】森　修二 様

社協だより 140号140号 社協だより 89

くらし安心相談室より シニアクラブからのお知らせ
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社協だより 140号140号 社協だより 89

くらし安心相談室より シニアクラブからのお知らせ



ご寄付
ありがとう
ございました

令和４年３月１日から令和４年5月31日までの間に、次の方々から寄付をいただきました。

ご希望の方は、
下記までお電話、
もしくは直接窓口
にてお申し込み
ください。

身体障がい者
相　　　　談

身体に障がいのある方の
様々な相談に応じます。

法 律 相 談
法律に関わる様々な相談
に応じます。

年 金 相 談
年金に関わる様々な相談
に応じます。

令和４年　７月12日（火）13:30～15:00
令和４年　９月13日（火）13:30～15:00
坂祝町民生委員児童委員

坂祝町居宅介護支援事業所　　☎ 0574－27－1225

令和４年　７月21日（木）13:30～15:00
令和４年　９月15日（木）13:30～15:00
身体障がい者相談員

日　時

相談員

日　時

相談員

日 時：年３回 … 6月21日（火）・10月18日（火）・2月21日（火）

　　　 午前11時から12時まで
定 員：各回３名（１組あたり20分程度）
料 金：無 料
場 所：総合福祉会館サンライフさかほぎ
　　　 ※事前に予約が必要ですので、ご希望の方は
　　　 　下記までご連絡ください。

令和４年　６月20日（月）13:00～16:00
令和４年　８月16日（火）13:00～16:00
岐阜県弁護士会所属の弁護士

日　時

相談員

令和４年　６月21日（火）11:00～12:00
社会保険労務士

日　時
相談員

一 般 相 談 日常生活での悩みごと・心配
ごとなどの相談に応じます。

無料相談所
サンライフ
さかほぎ（ （

《申し込み・問い合わせ先》 坂祝町社会福祉協議会 TEL：27-1222

社会保険労務士による年金相談をご利用ください！社会保険労務士による年金相談をご利用ください！
　日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金
制度に加入しますが、法改正のたびに複雑化していま
す。「国民年金」や「厚生年金」の相談はもちろん、
「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の生活を
支える「老齢年金」以外の給付制度など、意外と知ら
れていない年金もあります。
　年金に関する様々な悩みについて、社会保険労務士
に相談することができます。
　ぜひこの機会にご相談してみてはいかがですか。

各種相談は
すべて事前予約制
とさせていただき
ます。

コロナウイルス感染
予防対策として、

寄付金

●美濃加茂市社会福祉協力会 様
　…………………………
●匿名 様 …………
●匿名 様 …………
●小島 正行 様 ……

30,000円
500,000円
300,000円
100,000円

寄付物品

●土屋 昌直 様
●匿名 様
　……
●茶屋自治会 様
　………………

タオル・靴下

不織布マスク 500枚

もち米 45kg

【定員】３名（１組20分程度）

【定員】８名（１組20分程度）

年金に
関するプロ！

年金を貰いながら
働くと年金が

減額されるの？

「障害年金」の請求って
どうすればいいの？

死亡した際に
支払われる

「遺族年金」って？

仕事に関する相談にも応じます！
  ●何度もトラブルを起こしている
  　問題社員がいる…
  ●賃金や労働時間を見直したいけど
  　誰に相談すれば…
  ●残業代を払ってもらえない…
  ●突然「明日から来なくていい！」
  　って言われた…

坂祝町居宅介護支援事業所より 坂祝町居宅介護支援事業所より 

　介護保険で利用できるサービスは、要介護度によって違い、自宅で利用するものや、
施設で利用するものなどさまざまあります。

介護保険って何？
どうすれば使えるの？

手すりが 
あるといいなぁ…。

外に出て
気分転換をしたい。

転ばないように
運動したい。

お風呂に入りたい。

自宅での生活を
続けたい…。

居宅介護支援事業所とは、ケアマネジャーがいる介護の相談窓口です。

ご本人、ご家族のご意見やご要望をお伺いしながら、必要なサービスを調整していきます。

❶介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
…………………………………………………………………
❶自宅で受けられる家事援助等のサービス
❶施設などに出かけて日帰りで行うデイサービス
❶施設などで生活（宿泊）しながら、
　長期間または短期間受けられるサービス
❶訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
…………………………………………………………………
❶福祉用具の利用にかかるサービス

※「予防給付」とは、介護予防に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供されるサービスです。

介護保険で利用できるサービスについて

●介護保険と要介護度

●介護保険で利用できる主なサービス

まずは、お気軽にご相談ください。

要介護１～５ 介護が必要と認められ、「介護給付」が受けられます。

要支援１～２ 支援が必要と認められ、「予防給付」※が受けられます。

ケア
プラン
作成

ケア
プラン
作成相談相談

介助介助

福祉
用具
福祉
用具
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ご寄付
ありがとう
ございました

令和４年３月１日から令和４年5月31日までの間に、次の方々から寄付をいただきました。

ご希望の方は、
下記までお電話、
もしくは直接窓口
にてお申し込み
ください。

身体障がい者
相　　　　談

身体に障がいのある方の
様々な相談に応じます。

法 律 相 談
法律に関わる様々な相談
に応じます。

年 金 相 談
年金に関わる様々な相談
に応じます。

令和４年　７月12日（火）13:30～15:00
令和４年　９月13日（火）13:30～15:00
坂祝町民生委員児童委員

坂祝町居宅介護支援事業所　　☎ 0574－27－1225

令和４年　７月21日（木）13:30～15:00
令和４年　９月15日（木）13:30～15:00
身体障がい者相談員

日　時

相談員

日　時

相談員

日 時：年３回 … 6月21日（火）・10月18日（火）・2月21日（火）

　　　 午前11時から12時まで
定 員：各回３名（１組あたり20分程度）
料 金：無 料
場 所：総合福祉会館サンライフさかほぎ
　　　 ※事前に予約が必要ですので、ご希望の方は
　　　 　下記までご連絡ください。

令和４年　６月20日（月）13:00～16:00
令和４年　８月16日（火）13:00～16:00
岐阜県弁護士会所属の弁護士

日　時

相談員

令和４年　６月21日（火）11:00～12:00
社会保険労務士

日　時
相談員

一 般 相 談 日常生活での悩みごと・心配
ごとなどの相談に応じます。

無料相談所
サンライフ
さかほぎ（ （

《申し込み・問い合わせ先》 坂祝町社会福祉協議会 TEL：27-1222

社会保険労務士による年金相談をご利用ください！社会保険労務士による年金相談をご利用ください！
　日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金
制度に加入しますが、法改正のたびに複雑化していま
す。「国民年金」や「厚生年金」の相談はもちろん、
「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の生活を
支える「老齢年金」以外の給付制度など、意外と知ら
れていない年金もあります。
　年金に関する様々な悩みについて、社会保険労務士
に相談することができます。
　ぜひこの機会にご相談してみてはいかがですか。

各種相談は
すべて事前予約制
とさせていただき
ます。

コロナウイルス感染
予防対策として、

寄付金

●美濃加茂市社会福祉協力会 様
　…………………………
●匿名 様 …………
●匿名 様 …………
●小島 正行 様 ……

30,000円
500,000円
300,000円
100,000円

寄付物品

●土屋 昌直 様
●匿名 様
　……
●茶屋自治会 様
　………………

タオル・靴下

不織布マスク 500枚

もち米 45kg

【定員】３名（１組20分程度）

【定員】８名（１組20分程度）

年金に
関するプロ！

年金を貰いながら
働くと年金が

減額されるの？

「障害年金」の請求って
どうすればいいの？

死亡した際に
支払われる

「遺族年金」って？

仕事に関する相談にも応じます！
  ●何度もトラブルを起こしている
  　問題社員がいる…
  ●賃金や労働時間を見直したいけど
  　誰に相談すれば…
  ●残業代を払ってもらえない…
  ●突然「明日から来なくていい！」
  　って言われた…

坂祝町居宅介護支援事業所より 坂祝町居宅介護支援事業所より 

　介護保険で利用できるサービスは、要介護度によって違い、自宅で利用するものや、
施設で利用するものなどさまざまあります。

介護保険って何？
どうすれば使えるの？

手すりが 
あるといいなぁ…。

外に出て
気分転換をしたい。

転ばないように
運動したい。

お風呂に入りたい。

自宅での生活を
続けたい…。

居宅介護支援事業所とは、ケアマネジャーがいる介護の相談窓口です。

ご本人、ご家族のご意見やご要望をお伺いしながら、必要なサービスを調整していきます。

❶介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
…………………………………………………………………
❶自宅で受けられる家事援助等のサービス
❶施設などに出かけて日帰りで行うデイサービス
❶施設などで生活（宿泊）しながら、
　長期間または短期間受けられるサービス
❶訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
…………………………………………………………………
❶福祉用具の利用にかかるサービス

※「予防給付」とは、介護予防に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供されるサービスです。

介護保険で利用できるサービスについて

●介護保険と要介護度

●介護保険で利用できる主なサービス

まずは、お気軽にご相談ください。

要介護１～５ 介護が必要と認められ、「介護給付」が受けられます。

要支援１～２ 支援が必要と認められ、「予防給付」※が受けられます。

ケア
プラン
作成

ケア
プラン
作成相談相談

介助介助

福祉
用具
福祉
用具
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July

August

September

坂祝町
社会福祉協議会

坂祝町社会福祉協議会はTwitterと
Facebookの公式アカウントより、
最新の情報を発信しています。

ぜひご覧ください。

公式アカウントのお知らせ

開館時間 8：30～17：15

8：30～17：30

休館日 毎週日曜日SNS

Twitter

Facebook

●筋トレ機器一般開放時間　９：00～15：00
●キッズランド・機能訓練室（スカイウェル等） ９：00～16：00
●一般浴　10：00～15：00　　　　 ●カラオケ　９：00～15：00
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開放時間を短縮しております。一日も

早く収束し、以前のように開館できることを職員一同、心より願っております。皆様もく
れぐれもお体に気を付けてお過ごしください。

　職員の皆さんの日ごろの仕事ぶりには本当に頭の下がる思いがします。この広
報誌で、社協が携わる多くの事業や仕事を知って頂けたらと思います。

8日(金)
9日(土)
11日(月)
12日(火)

13日(水)
14日(木)
18日(月)

13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30
9:30～10:30
13:30～15:00
11:30～12:30
10:30～11:30
13:30～15:00

茶屋ふれあいサロン
おもちゃ図書館・おもちゃ病院
加茂山ふれあいサロン
健康相談
深萱ふれあいサロン
食事サービス
きらきらパーク
取組ふれあいサロン

茶屋公民館
サンライフ
加茂山第２集会所
サンライフ
深萱公民館
利用者宅へ
サンライフ
取組西公民館

20日(水)
21日(木)
22日(金)
25日(月)
26日(火)
28日(木)
29日(金)

13:30～15:00
11:30～14:00
13:30～15:00
13:30～15:00
13:30～15:00
10:00～11:30
9:30～10:30
11:30～12:30

雲埋ふれあいサロン
勝山ふれあいサロン
大針ふれあいサロン
一色ふれあいサロン
黒岩ふれあいサロン
おもちゃ図書館
健康相談
食事サービス

雲埋公民館
勝山公民館
大針公民館
一色公民館
黒岩公民館
サンライフ
サンライフ
利用者宅へ

4日(木)
8日(月)

10日(水)
12日(金)
13日(土)
15日(月)
17日(水)

10:00～11:30
9:30～10:30
10:00～11:30
11:30～12:30
13:30～15:00
10:00～11:30
13:30～15:00
13:30～15:00

きらきらパーク・アンブレラ合同サロン
健康相談
加茂山ふれあいサロン
食事サービス
茶屋ふれあいサロン
おもちゃ図書館・おもちゃ病院
取組ふれあいサロン
雲埋ふれあいサロン

サンライフ
サンライフ
加茂山第２集会所
利用者宅へ
茶屋公民館
サンライフ
取組西公民館
雲埋公民館

18日(木)
22日(月)

23日(火)

25日(木)
26日(金)

13:30～15:00
9:30～10:30
13:30～15:00
13:30～15:00
13:30～15:00
10:00～11:30
11:30～12:30
13:30～15:00

勝山ふれあいサロン
健康相談
一色ふれあいサロン
深萱ふれあいサロン
黒岩ふれあいサロン
おもちゃ図書館
食事サービス
大針ふれあいサロン

勝山公民館
サンライフ
一色公民館
深萱公民館
黒岩公民館
サンライフ
利用者宅へ
大針公民館

5日(月)
6日(火)
8日(木)
10日(土)
12日(月)
14日(水)

9:30～10:30
11:30～14:00
10:30～11:30
10:00～11:30
10:00～11:30
11:30～12:30

健康相談
池端ふれあいサロン
きらきらパーク
おもちゃ図書館・おもちゃ病院
加茂山ふれあいサロン
食事サービス

サンライフ
池端公民館
サンライフ
サンライフ
加茂山第２集会所
利用者宅へ

21日(水)
22日(木)
23日(金)
26日(月)
30日(金)

13:30～14:30
10:00～11:30
13:30～15:00
13:30～15:00
11:30～12:30

健康相談
おもちゃ図書館
大針ふれあいサロン
一色ふれあいサロン
食事サービス

サンライフ
サンライフ
大針公民館
一色公民館
利用者宅へ

7月

8月

9月

相談等受付窓口 ご相談でご来館の際は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
〈問い合わせ先〉坂祝町社会福祉協議会　☎２７-１２２２

※新型コロナウイルス感染症の影響
により、行事が中止となる場合が
あります。

7・8・9月 行 事 予 定行 事 予 定

事務局長紹介 松田  正吾
坂祝町社会福祉協議会 事務局長（４月１日付）


