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美浜町社会福祉協議会
美浜町北方一丁目1番地
　　　　  （美浜町福祉センター内）
電 話〈056 9〉8 3 － 2 0 6 6

社会福祉
法　　人

社協だより

美浜の福祉美浜の福祉美浜の福祉

◆この広報誌は、みなさまからお寄せいただいた社会福祉協議会費を財源に作成しております。

まちづくり講演会
テーマ 「支え・合う・いきいき元気なまちづくりのひけつ」

第 89 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉令和2年7月1日

　「ぷらりん」からは、100円フリードリンクやお菓
子バイキングの提供、折り紙づくり等を通じて子ど
もから高齢者までが気軽にぷらっと来てもらえる
環境を、ボランティアと一緒に考えている話題を
紹介いただきました。
　「おちゃっこハウス」からは、サロン会場にWi-Fi 
環境を整え、タイムリーに情報発信していきたい意
気込みや、高齢者が交流しながら安心して通える場
所を継続していきたい話題などが報告されました。

地域のつながりを基盤にした
　　　　　　　支え合いと健康づくりへ

地域の子育て、高齢者が集まるサロン等、既存の活動拠点から住民全てが支援者や担い手となり、見守りや
声かけが広がり、支え合いの仕組みづくりを啓発していくことを目的に、令和2年2月7日(金)美浜町生涯学習
センターにて、ご近所福祉クリエーターの酒井保さんを講師に「まちづくり講演会」を開催しました。
講演では、2025年問題は、高齢者の問題ではなく、この先40年、50年続く子どもたちの問題となることや、

介護予防をはじめ健康に自分らしく生きていくために、地域のボランティア等に囲まれながらいきいき過ごす
こと、「社会とのかかわり」が最も大切で、近所の集いやカラオケ、グラウンド・ゴルフ等の日常的な活動こそ
が、「筋肉量の維持」や「心身の活力の向上」につながることを参加者の皆様と共有することができました。

サロン活動紹介の部では

（代表：小島鈴香さん） （代表：廣澤節子さん）

ぷらりん おちゃっこハウス

業務内容

募集人員

応募資格

応募書類

受付期間

採用試験

給  与  等

社会福祉協議会各種事業及び業務

若干名（正規職員）

次のいずれかの資格を有する方
(1) 社会福祉士
(2) 主任介護支援専門員
(3) 介護支援専門員
(4) 保健師または地域ケア・地域保健等に経験のある看護師（准看護師は不可）
(5) 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
     ※いずれも7月1日現在で65歳未満の方で普通自動車運転免許のある方

(1) 採用候補者試験申込書
(2) 資格等証明書（写）
(3) 最終学歴の卒業証書（写）または、卒業証明書
     ※詳細は、試験要領にて確認してください。
　　  試験申込書及び試験要領は、本会にて配布しています。
　　  本会ホームページよりダウンロードもできます。

採用予定定数を満たすまで（郵送不可・本人持参のこと）

(1) 試験内容　 筆記試験（一般教養・作文）、面接試験、適正検査
(2) 試 験 日　 随時・本会が指定する日 （個別相談に応ず）
(3) 試験会場　 美浜町福祉センター

詳しくは試験要領にて確認してください。

問合せ先 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
美浜町北方一丁目1番地（美浜町福祉センター内）
・電話　0569-83-2066　　・FAX 0569-82-5160
・メール　info@mihama-shakyo.or.jp
・ホームページ　http://www.mihama-shakyo.or.jp/

高齢者だけでなく、障害児者への
ホームヘルプサービスも行っております。

週2～3日程度、午前、午後のみ、夜間のみなど、
短時間働ける方も大歓迎です。
まずは、お電話にてお問い合わせください。

■ 資　格　概ね65歳までの方でヘルパー2級以上、
　　　　 　介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、
　　　　 　正・准看護師資格を所有する方
　　　　 　（要 普通自動車運転免許）

■ 募　集　若干名

■ 給与等　規程による（保有資格・経験年数、身分等
　　　　　 を勘案し決定します。）

■ 面　談　随時（要・電話連絡)
電話：0569-82-5175
担当：中野

ホームヘルパーも募集しています！！

地域包括支援
センターに

配属予定

第 89 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 令和2年7月1日 第 89 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉令和2年7月1日

令和２年度の会員募集の中止について

令和元年度に、皆様からご協力いただいた会費の使いみち

4,274,000円

＊福祉教育の充実  
＊ボランティア活動の推進のために
　557,192円（13.0％）

・小・中学校福祉実践教室の開催
・ボランティアグループへの助成
・各種ボランティア講座の開催　など

＊子どもや高齢者
　障害がある方のために
　1,178,041円（27.6％）

・障害児者ふれあい運動会の開催
・高齢者宅訪問事業　など＊低所得者等への貸付

＊心配ごと相談所の運営
　324,847円（7.6％）

・生活福祉資金貸付事務
・心配ごと相談所の開設　など

＊社会福祉協議会の運営に
　734,045円（17.2％）

・事業実施に係る事務諸費用
　など

＊日常生活支援事業に
　450,369円（10.5％）

・福祉サービス利用のお手伝い
・書類預かり
・金銭管理　など

＊福祉情報の発信や
　福祉研究のために
　1,029,506円（24.1％）

・美浜の福祉の発刊
・ホームページの開設　など

一般会員　　2,630,000 円　　　施設会員　　  20,000 円
賛助会員　　1,084,000 円　　　特別会員　　540,000 円

令和元年度　加入状況のご報告

合　　計　4,274,000 円

　美浜町社会福祉協議会が行う事業は、皆様から頂戴しました会費が、貴重な財源となっています。
　令和元年度は、多くの皆様に本会会員として、会費納入にご協力いただき誠にありがとうござい
ました。会員募集につきまして、区長様をはじめ、各区の役員様、組長様、町内企業様、事業所様等、
ご協力いただきました町民の皆様のご理解とご協力に厚くお礼申し上げます。

　美浜町社会福祉協議会では、ボランティア活動、福祉教育の推進、児童・老人・母子・障害児者
等の福祉推進、関係諸団体との連携をはじめ、全住民の生活に根づく福祉のまちづくりを目指して、
地域福祉の増進を図ることを目的に、下記のような様々な事業を行っております。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響の長期化及び感染リスク防止の趣旨に鑑み、やむを得ず
今年度の会員募集は中止としました。
　一部内容を変更して行う事業もありご迷惑をおかけするかと存じますが、何とぞご理解の程、よ
ろしくお願いいたします。
　今後も引き続き、地域に根ざした地域福祉活動に皆様方のご理解とご協力をいただけましたら
幸いです。

地域福祉活動の推進
・心配ごと相談所の開設
・車いすの短期貸出事業
・金婚を祝う会
・高齢者宅訪問事業
・日常生活自立支援事業
・生活支援体制整備事業
・生活福祉資金及び
　くらし資金の貸付
・ホームページの開設
・電子メールによる福祉相談
・社協だより「美浜の福祉」の発刊
・美浜町地域福祉計画との
　連携・協働
・災害福祉救援、防災啓発事業
・災害ボランティアセンター
　設置に向けての体制整備　など

法人運営事業
・理事会及び評議員会の開催
・専門部会及び委員会の開催
・会員募集　など

福祉団体事務局

児童福祉の推進・
福祉教育事業

ボランティア育成事業の推進 在宅福祉サービス

共同募金運動及び配分金事業

・美浜町子ども会連絡協議会
・美浜町遺族会
・美浜町老人クラブ連合会
・美浜町母子寡婦福祉会　など

地域包括支援センター事業
・総合相談事業
・権利擁護事業
・包括的・継続的マネジメント
・介護予防支援及び第1号介護予防支援
・地域包括ケアシステム構築に向けた
　取り組みの推進　など

・小・中学校福祉実践教室
・サマーボランティアスクール
・福祉教育のオリジナル
　ハンドブックの作成
・おもちゃ図書館及び
　おもちゃ病院の開設　など　　　　

・ボランティアセンターの開設運営
・ボランティアグループ、
　サロンへの活動支援
・視覚障害者のための「声の広報」発刊
・精神保健福祉ボランティア講座等の開催
・ボランティアだよりの発刊 

・介護保険の相談窓口
・ケアプランの作成（ケアマネジャー）
・要介護認定訪問調査
・ホームヘルパーの派遣
　（高齢者・障害児者）
・地域生活支援事業（移動支援） など

・共同募金・歳末たすけあい運動の実施
・街頭キャンペーン、法人募金活動の実施
・児童・生徒の作品募集（ポスター・書道）
・障害児者ふれあい運動会の開催
・子ども会等関係福祉団体への助成援助
・ボランティアグループへの助成援助　など　　　　　　

美浜町社会福祉協議会の主な取り組み令和元年度　会員加入の報告とお礼
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・高齢者宅訪問事業
・日常生活自立支援事業
・生活支援体制整備事業
・生活福祉資金及び
　くらし資金の貸付
・ホームページの開設
・電子メールによる福祉相談
・社協だより「美浜の福祉」の発刊
・美浜町地域福祉計画との
　連携・協働
・災害福祉救援、防災啓発事業
・災害ボランティアセンター
　設置に向けての体制整備　など

法人運営事業
・理事会及び評議員会の開催
・専門部会及び委員会の開催
・会員募集　など

福祉団体事務局

児童福祉の推進・
福祉教育事業

ボランティア育成事業の推進 在宅福祉サービス

共同募金運動及び配分金事業

・美浜町子ども会連絡協議会
・美浜町遺族会
・美浜町老人クラブ連合会
・美浜町母子寡婦福祉会　など

地域包括支援センター事業
・総合相談事業
・権利擁護事業
・包括的・継続的マネジメント
・介護予防支援及び第1号介護予防支援
・地域包括ケアシステム構築に向けた
　取り組みの推進　など

・小・中学校福祉実践教室
・サマーボランティアスクール
・福祉教育のオリジナル
　ハンドブックの作成
・おもちゃ図書館及び
　おもちゃ病院の開設　など　　　　

・ボランティアセンターの開設運営
・ボランティアグループ、
　サロンへの活動支援
・視覚障害者のための「声の広報」発刊
・精神保健福祉ボランティア講座等の開催
・ボランティアだよりの発刊 

・介護保険の相談窓口
・ケアプランの作成（ケアマネジャー）
・要介護認定訪問調査
・ホームヘルパーの派遣
　（高齢者・障害児者）
・地域生活支援事業（移動支援） など

・共同募金・歳末たすけあい運動の実施
・街頭キャンペーン、法人募金活動の実施
・児童・生徒の作品募集（ポスター・書道）
・障害児者ふれあい運動会の開催
・子ども会等関係福祉団体への助成援助
・ボランティアグループへの助成援助　など　　　　　　

美浜町社会福祉協議会の主な取り組み令和元年度　会員加入の報告とお礼


