たきざわ社協だより

地域への温かい贈り物
「マスク」を通じた地域貢献

（滝沢第二中学校）

滝沢第二中学校では、「マスク募金活動」に取り組み
ました。活動で集まった資金をマスク購入に充て、学区
内３か所の高齢者福祉施設へ寄附しました。また、有志
の生徒がマスク作りに取組み、一日も早いコロナ終息を
願っていました。
（写真上）

はがきで元気を届けよう（一本木中学校）
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一本木中学校ボランティア委員会では、コロナウイル
ス感染症防止のために外出自粛生活を送る一本木地区の
老人クラブ百鷲会（会員29名）の皆さんへ、はがきを
書いて交流を図る活動を行いました。はがきを受け取っ
た老人クラブの会員からは、喜びの声が届いています。
（写真下）
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令和元年度
１. 人材づくり

事業報告

令和元年度は、平成30年度に策定した「第２期滝
沢市地域福祉活動計画（平成31年度〜令和４年度）」
に基づき、各種事業を推進してまいりました。主な事
業の取組結果は以下の通りです。※一部抜粋して掲載

「支え合いの心を育て地域福祉の醸成を図ります」

○福祉ボランティアまつり（市補助事業）
来場者数：約1,600名
○キャップハンディ（障がい疑似）体験学習（市補助事業）
学校対象延べ35回、一般対象６回
○障がい者等支援ボランティア入門講座（市補助事業）
６講座 受講者数：延べ26名
○社会福祉協力校育成事業
市内小中高等学校15校 助成額：432,166円
○社会福祉作文コンクール開催事業
参加校：市内12校 応募作品数：1,522編
○ボランティア活動センター事業
登録数：個人134名、団体44グループ

2. 地域づくり
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○ボランティア活動拠点の運営
親子の遊び場の利用：親子270名
ボランティア等の利用：１団体 延べ101名
○地域福祉活動助成事業
交付件数：16件 交付額：133,600円

「地域で活躍する個人・組織を支え地域福祉の活性化を図ります」

○地域福祉ゆいづくり事業
指定自治会：13地区 助成額：387,091円
○住民福祉座談会等の開催
７地区 10回 参加者：延べ81名
○生活支援体制整備事業（市委託事業）
市民団体向け説明会 ６か所 参加者：延べ128名
市民向け普及啓発講演会 ２回 参加者：延べ162名
○ファミリー・サポート・センター事業（市委託事業）
登録会員数：603名 援助活動件数：901件
○親子サロン「チャチャチャ」の開設
実施地区：２か所（鵜飼・一本木） 開催数：69回
参加者数：保護者・子ども延べ199組468名
ボランティア協力者延べ315名

○たきざわこども食堂の運営（ＮＰＯとの共同運営）
開催数：11回
参加者数：子ども延べ324名、保護者延べ190名、
ボランティア延べ146名
○ご近所支えあいマップの作成・活用の支援
７地区16か所
○災害ボランティアセンター運営
市内の災害復旧支援活動 ３件 協力者：延べ10名
台風19号災害（普代村）支援職員派遣３名
○民生児童委員との連携
会議等への出席 46回
○福祉関係団体事務受託 ６団体
○福祉関係団体への活動協力・支援 ５団体

3. 仕組みづくり 「地域課題の発見から解決までの機能の充実を図ります」
○滝沢市睦大学の運営（市委託事業）
教養講座 ６回 受講者数：延べ656名
趣味の教室（29教室）768回 受講者数：延べ22,177名
○滝沢市市民福祉センター管理運営（市指定管理事業）
利用件数：1,594件 利用者数：41,207名
自主事業 ４講座５回 参加者数：延べ91名
○生活困窮者自立相談支援事業（市委託事業）
新規相談件数：140件 食糧支援：延べ72件
○生活用品提供事業
回収台数：33台 提供件数・台数：13件・27台
○どこでも訪問診察事業 件数：３件
○フードドライブ活動の振興
寄せられた食料品：総重量821.05㎏

○安心生活相談事業（市委託事業）
法律相談 24回 相談件数：85件
相続・登記相談 12回 相談件数：47件
○くらしの相談所開設事業
定例相談 21回 相談件数：35件
移動相談 ２回 相談件数：０件
○東日本大震災被災者生活支援事業
（県社協委託事業）
避難世帯数・人数：52世帯・113名
訪問・電話・来所での相談等 延べ1,090名
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○日常生活自立支援事業（県社協委託事業）
契約者数：53名 延べ稼働件数：850件
相談受付件数：393件
○生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業）
相談対応件数：212件 借受申請取扱件数：49件
○たすけあい資金貸付事業 貸付件数：５件
○訪問ふくし理容サービス事業
協力理容店：33店
利用者数・利用回数：37名・154回
○おげんき見守りシステム
利用者数：72名 協力者数：111名
安否情報の確認回数：19,966回

○ふれあい送迎サービス
利用登録者数：90名
利用実人数・利用回数：12名・延べ68回
運転・介助協力者数：７名・延べ68名
○車いす貸出事業 貸出件数：75件
○歳末たすけあい募金配分事業
交付件数：599件
○広報誌、たきざわ社協だよりの発行
年６回 １回あたり21,935部
○社会福祉大会の開催
参加者：約380名

令和元年度決算

収入の部
科

目

決算額

会費収入

内

単位：円
容

7,567,662 会費

寄附金収入

897,250 寄附金52件

経常経費補助金収入

39,768,391 市補助金、共同募金配分金
ファミリー ･ サポート ･ センター、安心生活相談、生活困窮者自立相談支援、生活支援体制整備、市
56,520,112 民福祉センター、睦大学、被災者支援生活相談、日常生活自立事業基幹社協業務、生活福祉資金貸付
相談員、生活福祉資金貸付事業事務費
251,000 たすけあい資金貸付事業

受託金収入
貸付事業収入
事業収入

925,423 ふれあい送迎サービス、あんしんねっと利用料金等

負担金収入

400,000 共同募金会事務負担金

受取利息配当金収入

20,449 利息収入

その他の収入

214,496 印刷料金収入、ボランティア保険事務費等

その他の活動収入

5,452,284 基金積立資産取崩収入、拠点区分間繰入金収入

前期末支払資金残高
収
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入

合

15,537,549 平成30年度より繰越
計

127,554,616

支出の部

単位：円

科

目

決算額

人件費支出

容

28,953,679

社会福祉協議会事務・
事業費支出
その他の活動による支出
支

内

出

合

役職員報酬、事務局正規職員給与、賞与、法定福利費、退職基金積立
法人運営に係る事務費・事業費
地域福祉事業の常勤・嘱託職員人件費、事務費、事業費
（福祉大会、福祉団体活動推進員、被災者支援生活相談、日常生活自立支援事業基幹社協業務、生活困
74,520,346
窮者自立相談支援、ファミリー・サポート・センター事業等）
資金貸付事業の常勤嘱託職員人件費、事務費、事業費
市民福祉センター事業、睦大学事業の嘱託職員人件費、事務費、事業費
7,826,158 福祉基金積立支出、拠点区分間繰入金支出

計

111,300,183

当期末支払資金残高

16,254,433

令和２年度

滝沢市社会福祉協議会

会費ご協力のお願い

社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法
に基づき各都道府県・市区町村に設置され
ている、
民間非営利の「地域福祉団体」です。
地域住民と社会福祉関係者の参画・協力
会員種類

会員になる方

世帯会員

市民全世帯を対象としています

賛助会員
特別会員

市内外の個人・団体・法人等を対象としています

のもと、地域住民が住み慣れたまちで安心して生活す
ることのできる
「福祉のまちづくり」
を実現できるよう、
皆様からの会員会費や寄附金等を財源とする様々な福
祉事業を行っております。
本年度も、市民の福祉課題の解決に向けた事業を企
画・実施して参りますので、
活動趣旨にご賛同いただき、
本会の会員として会費を納入いただけますよう、ご協
力お願い申し上げます。
金額（年会費）
500円

令和元年度実績
6,342,662円（12,803世帯）

一口 1,000円以上

135,000円（108件）

一口 10,000円以上

870,000円（73件）

令和２年７月15日
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滝 沢 市 社 会 福 祉 協 議 会
住

お知らせ・ご案内

所

滝沢市中鵜飼 47 −１
滝沢市市民福祉センター内
T E L 684 − 1110 F A X 684 − 1121
E メール：info@takizawa-shakyo.or.jp

ボランティア活動をサポート！
新型コロナウィルス取扱い改定

キャップハンディ体験学習サポート

ボランティア養成講座

ボランティア活動保険に
加入しましょう

キャップハンディ体験とは、障がいのある状
態を疑似体験することを通じ、障がいのある人

ボランティア活動中の事故等に備え、ボラン
ティア活動保険への加入をお勧めしています。

も、そうでない人もともに暮らす社会について
の「気づき」をうながすことを目的とした体験

【保険料】

基本プラン

学習です ｡

350円

天災・地震プラン
（地震・噴火・津波による死傷含む）

毎年、市内各校の体験学習をお手伝いしてい

500円

ます。白杖体験は、
児童に速やかに資材を配布し、
早く準備が整えば体験時間も多く設けることが

【補償期間】
加入日の翌日〜令和３年３月31日
【加入の手続き】
印鑑と掛金を持参の上、滝沢市社会福祉協議会に
てお手続きください。

できます。短い授業時間の中で、できるだけ多
くの「気づき」を共有するためには、ボランティ
アの皆様のご協力が不可欠です。本講座を受講
し、学校での体験学習に参加しませんか？

このたび、新型コロナウィルスが特定感染症に指
定され、ボランティア活動中にボランティア自身が
新型コロナウィルスに罹患した場合でも補償される
こととなりました。
※ボランティア行事用保険は補償の対象となりません。
【補償内容】
（特定感染症に罹患した場合）

●日

時

７月29日（水）10時00分〜11時30分

●会

場

ビッグルーフ滝沢

●定

員

10名

●内

容

白杖体験

●講

師

ＵＳ倶楽部

補償区分

保険金額

葬祭費用

実費（300万円限度）

●参加費

無料

後遺障害保険金

1,040万円（限度額）

●申込み

７月27日（月）まで

入院保険金日額

6,500円

に、電話又はファクスで社会福

通院保険金日額

4,000円

祉協議会（担当

代表 佐藤 裕弥 氏

晴山）へお申込みください。

募集中 婦人病検診会場での託児ボランティア
お母さんが検診を受けている間、検診
会場にて、お子さんをお預かりするボラ

月

日

8月19日（水）

ンティアを募集しております。
ご協力いただける方は、７月31日（金）
までに、電話又はファクスで社会福祉協
議会へお申込みください。

8月29日（土）
9月 5日（土）

時

間

9時30分〜正午
13時30分〜15時30分
9時30分〜正午
13時30分〜15時30分
9時30分〜正午
13時30分〜15時30分

会

場

葉の木沢山活動センター
ビッグルーフ滝沢
滝沢ふるさと交流館
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滝

沢

市

現在、新型コロナウィルス感染症の対応に伴い、
様々な 通いの場 が休止され、人と人とのつなが
りが持ちにくい状態が続いています。
滝沢市社会福祉協議会ボランティア活動センター
では、誰かの役に立ちたい気持ちを形にし、お互い
を思いやり、みんなでこの局面を乗り越えるための
「手作りマスクプロジェクト」を実施しています。
皆さんのご協力を宜しくお願い致します。

つな
つながり・つながる・マスクプロジェクト
ながり つながる マスクプ ジェクト

集めています❣

手作りマスク

未使用マスク

未使用の布・
ガーゼ・ゴムひも等

集まったマスクは滝沢市内の
次のいずれかの形でご協力をお願いします
必要としている方へお配りさせていただきます。
①ご自宅で、ご自分の持っている材料でマスクを作る。

【ご寄附ありがとうございました】

②マスクに添えるメッセージカードを作る。
✿次のいずれかの形でご協力をお願いします✿
③ご自宅にある材料
（未使用の布・ガーゼ・ゴム紐など）を寄附する。
①ご自宅で、ご自分の持っている材料でマスクをつくる

・滝沢市商工会女性部 様
子ども用手作りマスク150枚
・岩手県立盛岡北高等学校 様
手作りマスク108枚
（材料は東林寺様・清雲院様より寄贈）

④プロジェクトのための資金を寄附する。
②マスクに添えるメッセージカードをつくる
※未使用の既製品マスクの寄附も受け付けています。
③ご自宅にある材料（未使用の布・ガーゼ・ゴム紐など）を寄附する
④プロジェクトのための資金を寄附する

寄せられたマスクは、福祉施設や地域住民（高齢者・障がい者・
※未使用の既製品マスクの寄附も受け付けます。
子ども）等、必要としている方に配布する予定です。
詳細は裏面をご覧ください。
ご協力いただける方は、事前に社会福祉協議会へご連絡ください。

その他、個人の方々からもご寄附いただ
いております。ご協力に感謝いたします。

ご存知ですか？
あなたの地域の〝通いの場〟

住み慣れたところで︑住民の皆さんがつながり︑地域での支え合いを強めてい

今 後 も︑ 地 域 の

﹁通いの場﹂をご紹

くために︑当会では︑生活支援コーディネーター︵地域支え合い推進員︶を１名

◎﹁お茶っこ会

介していきます︒ぜ

ひ︑あなたの地域の

﹁通いの場﹂情報を

お寄せ下さい︒お待

ちしています！

配置して︑身近な地域での通いの場づくりのお手伝いを進めています︒

今回︑コーディネーターは︑室小路公

民館で行われている﹁お茶っこ会カトレ

ア﹂へおじゃましました︒

地域内にサロンや︑
お茶っこ会もなく︑

まっておしゃべりがしたい﹂などの声が

上がり︑気軽に集まるお茶っこ会の立ち

﹁ 今 は 集 ま る の は 良 く な い︒ 我 慢︒ 集

019-684-1121

上げ準備を４月から始めました︒

まれる時が来たらすぐに集まってお

茶っこ会ができるように準備しよう！﹂

滝沢市市民福祉センター

カトレア﹂

●開催場所

室小路公民館

●開催日

時

12

第１月曜日

時〜

10

と︑参加者が楽しめるように内容を考え

FAX

info@takizawa-shakyo.or.jp

たり︑周知用チラシの作成を行うなど準

019-684-1110

E-mail

受付時間…平日の９：００～１７：００

そして︑去る６月１日︑外出自粛も解

﹁久しぶりだね﹂︑
﹁元気だった？﹂︑
﹁何

TEL

滝沢市中鵜飼４７－１

備に取組みました︒

除され新しい生活様式に沿った形で︑第

１回目の﹁お茶っこ会カトレア﹂が開催

されました︒

をして過ごしていた？﹂といったおしゃ

べりで︑あっという間に楽しい時間は過

ぎていきました︒

〒020-0654

﹁顔が見られなくてさみしい﹂
﹁たまに集

【受付・お問い合わせ先】
滝沢市社会福祉協議会ボランティア活動センター

福祉おもいやり

山本コーディネーター

令和２年７月15日
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無料相談所のお知らせ ご予約 ☎684-1110
市民の皆さまを対象とした各種相談所を開設しています。
ひとりで悩みを抱え込まず、一緒に考えましょう。
プライバシーは厳守します。
相

談

名

月

くらしの相談員が、困りごとの相談に
応じます。

８月１１日（火）
８月２５日（火）
９月

相続 ･ 登記相談

相

間

会

談

弁護士が、財産や債務問題、その他生
活のトラブルなどの問題に応じます。
≪ご予約が必要です≫

予約締切日

滝沢市市民福祉センター
（中鵜飼47-1 ）

10:00−15:00

スマイル ･ すまいる
（鵜飼笹森5-25 ）

予約不要

８日（火）

９月１０日（木）

８／11
９／８

７月２１日（火）

10：00−12：00

７／17

８月

14：00−16：00

７／31

４日（火）

８月１８日（火）
９月

１日（火）

９月１５日（火）

スマイル ･ すまいる
10：00−12：00
（鵜飼笹森5-25 ）
14：00−16：00

８／14
８／28

10：00−12：00

９／11

30

ありがとうございました

【事業再開】
・親子サロン「チャチャチャ」（鵜飼地区・北部地区）
・睦大学教養講座・趣味の教室（一部を除く）
・滝沢市市民福祉センターの貸館（利用制限あり）
・福祉風呂（月・金 利用制限あり）
※感染拡大の状況によっては、再度中止させていただく場合もあ
りますので、あらかじめご了承願います。
【中 止】
・ハートフルピクニック（例年７月開催）
・滝沢市福祉ボランティアまつり（例年９月開催）
開催を楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありませんが、
感染拡大防止の観点より、今年度は中止させていただくことと致
しました。ご理解の程、宜しくお願い致します。

ご寄附

５ 月 １ 日 か ら ６ 月 日 ま で︑ 次 の 方 か ら ご 寄
附いただきました︒
︽法人のために︾
・工藤誠喜 様
５︐１２２円
・匿名
１︐９３９円
・匿名
３︐３８０円
・匿名
１００︐０００円
︽使途指定寄附︾
・匿名
１０︐０００円
・宗教法人東林寺 様
１００︐０００円

新型コロナウイルス感染症の影響による
事業再開・中止のお知らせ

課題 ﹁ 体力 ﹂

ま

一本木仙人

つ

選

老妻の勝ち

幸男︵川前︶

体力までも

仙波

布団干し

久恵︵元村︶

退散だ

裕二︵元村︶

低下しみじみ

富司

小川

体力年齢

玲子︵長根︶

つまずいて知る

工藤

金利も今は
体力も

子︵巣子︶

鍛え病魔を

口で負け

体力の

体力を

平地でも

細くなる
南根

〒０２０ ０
‑ ６５４

次回課題 ﹁ コロナ ﹂

応募先

八月十二日

滝沢市中鵜飼
1
‑
滝沢市社会福祉協議会

締め切り

ひとり三句まで

﹁福祉川柳﹂係りまで

投句数

︵掲載は五句となります︶

※作 品を添 削 する場 合もあり ま

す︒氏名には振り仮名を︒

47

場

10：00−12：00

８月１３日（木）

司法書士が、相続や登記に関する問題
などに応じます。
≪ご予約が必要です≫

律

時

７月２８日（火）

くらしの相談

法

日

