
町民総参加で地域まるごと幸せに。住民の皆さんとともに歩む。
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勝央町社協
デイサービス
夏祭りの様子

日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業
高齢や障がいによって、日常生活の判断に不安がある方が地域で安心して暮らせるように社会福祉協議会がお手伝いします。

あ な た の 安 心 生 活 を お 手 伝 い

福祉サービス
の利用援助

福祉サービスの利用に関する
情報提供や相談

利用申し込みや契約の代行
日常生活に必要な
各種手続き

11
日常的

金銭管理サービス
利用料金や公共料金等の
支払い、預貯金の出し入れ
年金や手当の各種手続き

22
書類等の

預かりサービス
通帳や印鑑、権利証など
重要書類等のお預かり

33

利用料はいくらかかるの？

福祉サービスの
利用援助

日常的金銭管理
サービス

1時間につき1,100円

書類等の預かりサービス　年間5,000円

＊
＊
１時間を超える場合は、30分ごとに550円加算
交通費は実費負担

自分ひとりで福祉サービスの契約等の
判断をすることが不安な方や、お金の管
理に困っている方などが対象となります。

どんな人が利用できるの？

＊

＊

例えば、認知症高齢者や知的障がい者、精神障
がい者等で判断能力が十分でない方
施設に入所したり、病院に長期間入院されてい
る方は、対象外です。

P5に記載のとおり、事務所移
転のため、秋頃より工事に取
り掛かる予定です。ご迷惑を
おかけいたしますが、よろしく
お願いいたします。
※現事務所には今までどおりお越
　しいただけます。

安全な
場所で

お預か
りしま

すお金の
やりく

りを

お手伝
いしま

すご一緒
に手続

きを

しまし
ょう



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～

8月3日、放課後等デイサービスnextSocioでコミュニケーション麻雀出前講座を開催しま
した。コミュニケーション麻雀は、通常よりも大きな牌を使い、チームで楽しくコミュニケーショ
ンをとりながら行うゲームです。また、様々な楽しみ方があるので、本当の麻雀のルールを
知らなくても楽しめるゲーム
です。今回は最初に麻雀牌
を使ってのサイコロゲーム、
その次に神経衰弱を楽しみま
した。こども向けの出前講座
はあまり実施できていないの
で、私達も楽しんでもらえる
か不安で緊張しましたが、こ
ども達も先生も一緒に盛り上
がり、楽しい時間を過ごすこ
とができました。

「コミュニケーション麻雀出前講座」

新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から昨年度
に続き敬老会の式典は中止と
なりました。そのため、各地
区の福祉推進委員さんを通じ
て敬老対象者１,３７２名の方
へ記念品の贈呈をしました。
あわせて、満９０才・９５才
の方には勝央町より祝い金が
贈られました。

「敬老記念品の贈呈」

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、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付は令和４年９月３０日㈮で終了となります。

「特例貸付終了のお知らせ」

勝間田地区敬老会実行委員会役員による敬老記念品贈呈の準備の様子

赤い羽根共同募金はこのように活用されます

赤い羽根共同募金運動が始まります
10月1日～12月31日

今年も10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まります。
赤い羽根共同募金は各地のふれあいの会、学校などのボランティア活動、NPO
活動支援など様々な福祉活動につながります。本日より、町広報員さんにご協力い
ただき、各常会を通じて募金のお願いをしています。
本年度も皆様からのあたたかいご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

みなさまからお寄せいただいた募金は、岡山県共同募
金会に全額送金され、その後、一部が勝央町に配分され
ます。昨年度は約207万円配分していただきました。

募金バッジ
500円

事務所にはこのような
募金グッズも置いています。

過去の募金呼びかけの様子
（勝央町社会福祉協議会長杯GG大会）

ストラップ
500円

エコバッグ
300円

岡山県内へ
●

●

●

●

●

福祉施設の備品整備
ボランティア団体
NPO団体の活動支援
児童養護施設の体験活動
災害準備等積立金 など

●

●

●

●

●

勝央町へ
町内の学校へ
ふれあいの会へ
ボランティア活動助成　
社会福祉協議会が実施する
地域福祉活動
（福祉体験・広報活動） など
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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

事務所移転のお知らせ（予告）事務所移転のお知らせ（予告）
勝央町社会福祉協議会は令和５年度より、廊下を挟んだ向

かい側への事務所移転を予定しております。
新事務所には勝央町社会福祉協議会だけでなく、現在、町
健康福祉部(勝央町総合保健福祉センター内)の勝央町地域包
括支援センターとが一緒に入ります。
社協と包括が同一事務所になることで高齢者に関する相談窓

口の一本化をはかり、町民サービスの向上につなげていきたい
と思います。

8月18日、勝央町老人クラブ連合会による花いっぱい運動の審査会に参加してきました。
各クラブの役員さんの中には、お世話になってい
る提供会員のお顔も拝見できたり「お疲れさま」と
お声を掛けて下さったりして、嬉しくなりました。ま
だまだ、ファミリー・サポート・センター（ファミサポ）
をご存じない方も多いと感じております。これから
も積極的に高齢者の集まりに出ていきたいと思い
ます。また、お手伝いしていただける方を随時募
集しております。どうぞよろしくお願いいたします。

コロナ禍でしたが、利用者のみなさんに夏を感じていただけるよう毎年恒例の夏祭りを開
催いたしました。とても楽しく、たくさんの笑顔があふれる夏祭りとなりました。

地域には高齢や障害によって判断能力が不十分なため、福祉サービスの利用手
続きや日々 のお金の管理に不安を抱えている方がいます。日常生活自立支援事業では、
そのような方 が々安心して生活できるようにお手伝いしてくださる、生活支援員を募
集しています。興味・関心のある方、お気軽にお問い合わせください。

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

６月 七夕飾り ７月 ひまわり工作

８月 夏祭り

ボランティア活動や福祉に関心がある方
月１～２日（２～３時間）程度の活動が可能な方
※特別な資格の有無は問いません。

●
●

日常生活自立支援事業
生活支援員募集

応募要件

金融機関でのお金の払い出しや、
利用者の自宅や入所施設等を訪問し、
生活費等を届けていただきます。

活動内容

１時間あたり90０円
※交通費は別途支給（実費程度）活動費

勝央町社会福祉協議会
Tel.0868-38-2160お問合先
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令和５年度採用の社会福祉協議会職員を募集します。町民の皆さんと豊かな地
域福祉活動を築き上げていく積極的な方をお待ちしています。

勝央町社会福祉協議会
職員（正規職員）募集

社会福祉協議会に関する業務全般（事務・専門職）
次の条件をすべて満たす方
①昭和38年4月2日以降に生まれた方
②普通自動車運転免許を有する方（AT限定免許可）
③高等学校卒業以上の学歴を有する方
④社会福祉事業の推進に深い熱意と理解を有する方、
　又は保健師、社会福祉士、介護支援専門員、理学療法士の
　何れかの有資格者（資格取得見込者を含む）

応募要件

令和4年9月26日㈪～10月18日㈫の間に、所要事項を自書した
履歴書（写真添付）と必要書類を勝央町社会福祉協議会に、
持参または郵送してください。郵送する場合は、封筒の表面に
「受験申込」と朱書きして配達証明付で送付してください。

受験手続

【第1次試験】令和4年11月6日㈰ 午前9時から
【第2次試験】令和4年11月29日㈫ 午前9時から（第1次試験合格者のみ）
【会　　  場】勝央町総合保健福祉センター内

試験日程

【第1次試験】筆記試験：75分 ／ 小論文：60分
【第2次試験】面接試験：20分

試験方法

令和5年4月1日採用日

受験手続き等の詳細については、
本会ホームページで必ずご確認ください。

その他

勝央町社会福祉協議会
Tel.0868-38-2160お問合先

次の条件をすべて満たす方
①昭和38年4月2日以降に生まれた方
②普通自動車運転免許を有する方（AT限定免許可）
③高等学校卒業以上の学歴を有する方
④看護師または准看護師の有資格者（資格取得見込者を含む）

応募要件

令和4年9月26日㈪～10月18日㈫の間に、所要事項を自書した
履歴書（写真添付）と必要書類を勝央町社会福祉協議会に、
持参または郵送してください。郵送する場合は、封筒の表面に
「受験申込」と朱書きして配達証明付で送付してください。

受験手続

【第1次試験】令和4年11月6日㈰ 午前9時から
【第2次試験】令和4年11月29日㈫ 午前9時から（第1次試験合格者のみ）
【会　　  場】勝央町総合保健福祉センター内

試験日程

【第1次試験】筆記試験：75分 ／ 小論文：60分
【第2次試験】面接試験：20分

試験方法

令和5年4月1日採用日

受験手続き等の詳細については、
本会ホームページで必ずご確認ください。

その他

勝央町社会福祉協議会
Tel.0868-38-2160お問合先

採用人数 1名

令和５年度採用の社会福祉協議会職員を募集します。町民の皆さんと豊かな地
域福祉活動を築き上げていく積極的な方をお待ちしています。

勝央町社会福祉協議会
職員（正規職員）募集

通所介護事業所（地域密着型）における看護業務・事務
採用人数 1名
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