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福祉に関する相談を受け付けております

※祝日は除きます。
※担当者が不在の場合がありますので、なるべく電話予約をお願いいたします。
※上記以外にも対応可能な内容もございますのでお気軽にご相談ください。

相 談 内 容 日 時
福祉活動総合相談

地域でのサロン活動に
関しての相談
ちょっとしたお手伝いの
依頼などの相談
ふれあい福祉相談

金銭管理等支援相談

福祉貸付相談

地域福祉活動・ボランティア活動等に関す
る相談
地域でのふれあいサロン活動の内容等に
ついての相談
掃除・草取りなどのちょっとしたお手伝いに
ついての相談など
日常生活上の心配ごとや悩みごと等の相談

福祉サービスの利用や日々のお金のやりと
りの不安や悩みの相談
世帯の生活の安定を図るための資金貸付の
相談

月曜～金曜日
　8：30～17：00
月曜～金曜日
　8：30～17：00
月曜～金曜日
　9：00～16：00
月曜～金曜日
　8：30～17：00
月曜～金曜日
　8：30～17：00
月曜～金曜日
　8：30～17：00



令和3年度 事業報告

５月２５日理事会、６月２０日評議員会を開催し、令和３年度の事業報告、一般会計収支決算などが
承認されました。令和３年度の決算については次のとおりです。

令和３年度においても「町民のみなさまのご協力のもと、誰もが安心して暮らせるまちづくり」の
実現を目指して、各種事業に取り組みました。

また、前年度に引き続きも新型コロナウイルスの影響を大きく受けた１年となりました。

令和3年度 決算報告令和4年度 事業計画

法人運営事業

一般会計　89,667,734円

□理事会、評議員会等各種会議の開催
□会員増加運動の推進
□社協組織体制の強化
□広報活動の実施（社協広報紙の発行、
　ホームページの更新など）

受託事業
［勝央町からの受託］
□ファミリーサポートセンター事業（生活援助型）
□生活支援体制整備事業
□短期集中リハビリ教室の送迎業務
□町内忠霊塔清掃事業
□北小キッズクラブ送迎バス運行管理業務
［岡山県社会福祉協議会からの受託］
□生活福祉資金貸付事業
□日常生活自立支援事業

介護保険事業
□地域密着型通所介護事業
　（要介護１～５を対象）
□第一号介護予防通所サービス
　（要支援１、２を対象）

収益事業
□葬儀用品等販売事業（休止）

地域福祉推進事業
□ふれあいサロン活動の推進および活動支援
□福祉用具・レクリエーション道具等の貸出
□敬老会の開催（記念品配布）
□グラウンドゴルフ大会の開催
□写真で見る地域福祉活動展の開催
□勝央町社会福祉法人連絡会
　（勝央町福祉ネット金時）の設立
□配食サービスの実施
□福祉体験出前講座の実施
□ボランティア協力校の指定（町内の４小中高校） 
□緊急支援用食料の備蓄
□災害時のボランティア養成講座の開催
□ボランティア保険への加入
□赤い羽根共同募金運動の実施
□各種団体の事務局

〈収入〉
会費
寄付金
補助金
受託金
事業収入
介護保険収入
その他
前期末支払資金残高

2,667,000円
2,553,000円
12,126,000円
9,245,600円
340,706円

22,693,345円
144,203円

39,897,880円

〈支出〉
人件費
事業費
事務費
助成金
その他
当期末支払支出残高

35,294,857円
5,378,550円
4,414,765円
2,837,402円
1,954,470円
39,787,690円

※勝央町老人クラブ連合会、勝央町ひとり暮し友の会、
　勝央町身体障害者福祉協会、勝央町ボランティア連絡協議会、
　勝央町高齢者助け合いの会、勝央町遺族会

①地域福祉の推進
　○ふれあいサロン活動の推進および活動支援
　○福祉レクリエーション講習会の開催ならびに出前講座の実施
　○福祉用具・レクリエーション道具等の貸出　　○福祉講演会の開催
　○ファミリーサポートセンター事業（生活援助型）の実施　　○生活支援体制整備事業の実施
　○勝央町社会福祉法人連絡会（勝央町福祉ネット金時）の事務局（■令和４年度新規事業）
②高齢者福祉の推進
　○敬老会の開催（記念品配布）　　○グラウンドゴルフ大会・囲碁ボール大会の開催
　○勝央町老人クラブ連合会の事務局　　○勝央町ひとり暮し友の会の事務局
　○短期集中リハビリ教室の送迎業務の実施　　○配食サービスの実施
③児童・青少年福祉の推進
　○福祉体験出前講座の実施　○夏のボランティア体験事業の実施(令和４年度中止)
　○ボランティア協力校の指定(町内の４小中高校) 
④障害者福祉の推進
　○勝央町身体障害者福祉協会の事務局
⑤生活困窮者への支援
　○生活福祉資金貸付事業の実施　　○緊急支援用食料の備蓄
⑥権利擁護事業の推進
　○日常生活自立支援事業の実施　　○美勝英権利擁護センターへの参加（■令和４年度新規事業）
⑦ボランティア活動の振興
　○災害時のボランティア養成講座の開催　　○ボランティア保険への加入
　○勝央町ボランティア連絡協議会の事務局
⑧広報活動の推進
　○社協広報紙の発行（年３回）　　○ホームページの更新
⑨介護保険事業
　○地域密着型通所介護事業の実施（要介護１～５を対象）
　○第一号介護予防通所サービスの実施（要支援１、２を対象）
⑩社会福祉協議会の基盤強化
　○会員増加運動の推進　　○社協組織体制の強化
⑪その他
　○赤い羽根共同募金運動の実施　　○勝央町高齢者助け合いの会の事務局
　○勝央町遺族会の事務局（忠霊塔清掃を含む）　　○葬儀用品等販売事業
　○地域包括支援センター・行政との連携強化

少子高齢化の進行等により家族や地域のつながりが希薄化してきています。また、生活困窮、虐待、ひ
きこもり、8050問題、老老介護等、地域における生活課題は複雑化、深刻化しており、地域での人と人と
のつながり強化や地域の福祉課題を解決していく、地域力の向上が必要となっています。また、令和3年4
月の社会福祉法改正により、重層的支援体制整備事業が創設され、社会福祉協議会には、今まで実践し
てきた「地域づくり」とともに、個別相談に対応できる知識や技術を高め、総合的な支援体制を構築していくこと、
連携・協働のプラットフォームとしての役割を発揮し、組織基盤の強化を図っていくことが求められています。
こうした中、勝央町社会福祉協議会は「町民総参加で地域丸ごと幸せに」をスローガンに、福祉的援助を
必要とする人々が社会から疎外されることのないように、地域住民、関係機関、団体等との連携強化に努め、
地域福祉活動の推進を図りながら、だれもが安心して生活することのできる町づくりの実現を目指します。
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写真で見る地域福祉活動展を開催しました写真で見る地域福祉活動展を開催しました
２月２８日から３月３１日まで、町内のふれあいサ
ロンでの活動の様子や町内の学校のボランティ
ア活動の様子を社協事務所前に展示いたしまし
た。コロナ禍で活動が困難な中、模造紙を提出
いただいた団体のみなさま、誠にありがとうござ
いました。

勝央町老人クラブ連合会にて表彰を行いました勝央町老人クラブ連合会にて表彰を行いました
勝央町老人クラブ連合会総会にて、長く町の老人クラブでご活躍いただいた方(主

に昭和８年生まれの方)、ならびに花いっぱい運動の最優秀賞を獲得されたクラブにつ
いても表彰させていただきました。表彰されたみなさま、おめでとうございました。

勝央町社会福祉法人連絡会
(勝央町福祉ネット金時) を設立しました

勝央町社会福祉法人連絡会
(勝央町福祉ネット金時) を設立しました
勝央町内の社会福祉法人が連携して、地域における公益的な取り組みを進めていくため

に会議を重ねて、令和４年３月３日に勝央町社会福祉法人連絡会(愛称：勝央町福祉ネット
金時)を設立いたしました。
まずは勝央町福祉ネット金時をみなさまに知っていただき、少しずつ町民のみなさまのお
役に立てるように頑張ってまいります。

生活支援コーディネーター通信
～生活支援コーディネーターがおじゃまします～

4月19日、豊久田下地区のぐるっと筋力アップ教室で囲碁
ボール出前講座を開催しました。初体験の方ばかりでしたが、
大変盛りあがりました。それが評判となり教室への参加者も
少しずつ増えているそうです。また、囲碁ボールひろめ隊のメ
ンバーによる講習も後日受けられたそうです。

「囲碁ボール出前講座」

5月25日、神五郎コミュニティハウスで11名の方に参加いただき、ボッチャ出前
講座を開催しました。パラリンピックでボッチャを見た方もいて、みなさん興味津々
で「こうやって投げるん？」「カーリングに似とる」など賑やかに楽しまれていました。
社会福祉協議会ではボッチャの貸出や出前講座を行っています。希望される方は、
ぜひご連絡下さい。

「ボッチャ出前講座」

生活福祉資金貸付のお知らせ

緊急小口資金 総合支援資金

社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金で
お悩みの方々に向けた生活福祉資金の特例貸付を実施しています。
受付期間は令和4年8月31日まで延長されます。

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった
場合に、少額の費用の貸付を行います。

■

■
■
■
■

対 象 者

貸付上限額
償還開始日
償還期限
貸付利子・保証人

休業等により一時的な生活維持
のために資金が必要な世帯
20万円以内
令和5年12月以降
2年以内
　　　　無利子・不要

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を
行います。
■

■

■
■
■

対 象 者

貸付上限額

償還開始日
償還期限
貸付利子・保証人

失業等により生活に困窮し日常生
活維持が困難な世帯
（2人以上）月20万円以内
（単　　身）月15万円以内
貸付期間：原則3ヶ月以内
令和5年12月以降
10年以内
　　　　無利子・不要

敬老会式典中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本年度の敬老会は町内全地区とも式典は中

止とし、対象者への記念品配布のみとさせていただきます。記念品は9月19日の敬老の日
の前後に福祉推進委員さんなどを通じて対象者へ届けさせていただきます。なお、本年度
も対象者の年齢を据え置きとさせていただきますので、昭和21年4月1日以前に生まれた方
が敬老対象者となります。

事業の延期・中止および休止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下記のとおり事業を中止とさせていただきます。

■2022夏のボランティア体験事業 中止

勝間田老人クラブ勝寿会
平寿会
植月東老人クラブ睦会
植月東老人クラブ睦会
植月東老人クラブ睦会
植月東老人クラブ睦会
植月中老人クラブ睦会
植月中老人クラブ睦会
植月中老人クラブ睦会
植月中老人クラブ睦会
植月中老人クラブ睦会
豊久田下老人クラブ豊親会
豊久田下老人クラブ豊親会

豊中悠 会々
豊中悠 会々
田井双葉会
美野誠美会
曽井老人クラブかたくり会
曽井老人クラブかたくり会
河原石生老人クラブ長生会
下町川ほほえみクラブ     

福島 益代
植月 輝一郎
東　 和彦
神田 恂子
河本 順子
渡邊 春惠
植月 可代子
植月 三枝
長舩 美代子
長船 守夫
國政 美可代
岡本 康子
豊福 惠美子

岸元 ちゑ子
岸元 憲明
河本 健二
板坂 　隆
小林 和子
濵田 とよ子
阿黒 幸子
竹内 　司

／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

／
／
／
／
／
／
／
／

提出いただいた模造紙の一部

【高齢者表彰】  クラブ名／氏名（敬称略）

豊久田下老人クラブ豊親会
河原石生老人クラブ長生会
下町川ほほえみクラブ

【花いっぱい運動最優秀賞】

※どちらもすでに借りられている方はご利用できません。
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勝央町社協デイサービス通信

勝央町ファミリー・サポート・
センター　　　　通信生活

援助型
草取り前

草取り後

ファミサポではお手伝いいただける方と手助けが必要な
方がそれぞれ会員となり、ゴミ出しや掃除などの簡単な
家事援助を有償で行います。
暖かくなってきて、ファミサポに草取りの依頼が多くなって
きました。お手伝いいただける方を随時、募集しております。
ご興味をお持ちになった方や草取り以外にもご協力いただ
ける方からのご連絡をお待ちしております。

勝央町ファミリー・サポート・センタ－(生活援助型） TEL080-6347-1097
あるいは　勝央町社会福祉協議会 TEL38-2160

お問い合わせ
お申込み

2月 節分レク 3月 ひな祭り&おやつ作り

4月 桜の花・鯉のぼりのタペストリー工作 5月 田植えレク・紫陽花工作

社協会員加入のお願い
地域福祉の推進、福祉のまちづくりにご協力ください！！

勝央町社会福祉協議会（社協）は町民のみなさまにご協力いただきながら、誰もが
安心して暮らせる福祉のまちづくりに取り組んでいる、営利を目的としない民間の福祉
団体です。みなさまから寄せられた会費は敬老会・福祉体験出前講座などの地域福
祉活動を進める上での大切な財源となっております。
7月下旬から８月にかけて福祉推進委員のみなさまが、会員加入と会費納入のお願

いのため、各ご家庭を訪問させていただきます。活動の趣旨にご賛同いただき、社協
会員にご加入くださいますよう、よろしくお願いいたします。

会員の種類と会費

会費の主な使いみち

会 員 の 種 類

普通会員（勝央町に住所を有する方）
賛助会員（町外在住の方）
特別会員（趣旨に賛同していただける会社・企業・自営業の方など）
終身会員（65歳以上の方で死亡などで会員を辞するまで）

会費（いずれも一口）

1,000円
2,000円
5,000円

（一時払）20,000円

■令和４年度も、新規の会員を募集しております。お申し込み・お問い合わせは令和４年
８月３１日までに勝央町社会福祉協議会までお願いいたします。

※お寄せいただいた会費は、全額地域福祉活動に活用させていただいております。
　特別会員にご加入いただいた方の氏名・事業所名は社協のHP・広報誌などで
　ご紹介させていただきます。

敬老会（記念品配布） 福祉体験出前講座
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