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広報誌「よつば」に関する
アンケートにご協力ください
　住民の皆さまから広報誌「よつば」
に関するご意見・ご要望をお聞きし、
「見やすく、親しまれる」紙面づくり
に反映していきたいと思います。

こちらのＱＲコード

を読み込むとアンケ

ートの回答フォーム

につながります

←
　昨年地域の方からいただいた「さつまいものつる」が縁で、多世代がつながったプロジェクト。今年

は九島区で農園を経営している江川隆信さんのご協力により、さつまいもの苗を植える体験からスター

トしました。

　５月のわんぱくキッズサロンでは、親子・地域ボランティア・キッズサロンサポーターの学生が協力

し200株の苗を植えることができました。さつまいものつるのように“つながる”地域づくりを目指し、

今年もさつまいもプロジェクトが始まります！みんなで植えた苗がすくすく成長しますように☆

つながる

プロジェクト始動！いもづるつながる

プロジェクト始動！いもづるつながる

プロジェクト始動！いもづる

絵本でふれあい

ブックスタート事業
　阿賀町社会福祉協議会では、10ヶ月の赤ちゃんに絵本を1冊プレ

ゼントする「ブックスタート事業」を行っています。

絵本をとおして赤ちゃんの成長に関わる人々が心を通い合わせ、

赤ちゃんの健やかな成長を地域で応援していけることが私たちの

願いです。

阿賀町社協のキャラクターが誕生します！

いつもにこに
こ。

雨の日も風の
日もみんなに

エール

を送る元気な
子！

　地域に寄り添い、より親しみ

のある“社協”をめざし、阿賀

町社協のマスコットキャラクタ

ーが誕生します。

　現在、町内の小学生に名前の

募集を行っています。

　キャラクターの名前は次号の

「よつば」で発表します。お楽

しみに！！

4・5月に

絵本をプレゼントした

お子さんを紹介します！

今後もブックスタートの

様子を「よつば」に掲載して

いきます♪お楽しみに！

みんな

よろしくね！

大田 結翔くん

ゆいと

江花 楽琥くん

らく佐藤 紬ちゃん

つむぎ

土屋 乃斗くん

だいと

南雲 湊祐くん

そうすけ

渡辺 蒼くん

あお

この事業は赤い羽根共同募金を活用して実施しています。

「災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定」の締結について
　本年４月１日付けで、阿賀町と「災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定」を締結しま

した。この協定では、災害時の連携・協働はもちろん、平常時から防災に関する取り組みでも連携してい

くものとしています。今後、有事に備えた平時の活動として、私たちが日ごろから実施している防災教育

にも連携して取り組みを進めていきます。



介護保険事業収入
218,192,399

補助金収入
57,473,100

長期貸付金回収収入
321,000 寄附金収入

140,000

受託金収入
21,523,838

事業収入
7,310,120

会費収入
1,742,600

その他の収入
179,458

貸付事業収入
50,000

受取利息
配当金収入
1,246

収入の部
306,933,761

支出の部
307,382,049

通所介護事業
185,574,904

法人運営事業
（地域福祉事業等）
56,849,730

居宅介護支援事業
23,562,726

介護予防・
日常生活
支援総合事業
16,498,241

施設指定管理事業
14,523,000

受託事業 8,171,648

共同募金助成事業
2,201,800

令和３年度事業報告・決算 （単位：円）

当期資金収支差額
△448,288

地域のつながりづくり

◇ふれあい・いきいきサロン（25地区　延べ1,280名）

◇わんぱく★キッズサロン事業　（延べ280名）

◇ブックスタート事業（延べ23名）

◇花いっぱい～さわやかとおりみち～事業

　（協力団体・地区等　16団体）

◇ボランティアセンター運営事業

　（活動登録者　159名　活動延べ1,570名

　　講座・福祉学習等延べ202名）　

生活資金の貸付

◇緊急小口資金特例貸付　7名

◇総合支援資金特例貸付　6名

◇生活福祉資金　2名

◇小口資金貸付　9名

介護保険・介護予防事業の取組み

◇津川デイサービスセンター

　（利用実人数85名　延べ7,507名）

◇鹿瀬デイサービスセンター

　（利用実人数66名　延べ6,268名）

◇上川高齢者生活福祉センター

　（利用実人数69名　延べ6,313名）

◇ふれあいデイサービス阿賀

　（利用実人数48名　延べ2,011名）

◇ケアプランセンターやまぶき

　（要介護126名　要支援41名　事業対象者12名）

◇はつらつ健康クラブ

　（利用実人数　115名　延べ4,084名）

生活支援の取組み

◇生活支援移送サービス事業　（延べ165名）

◇寝具乾燥消毒サービス事業　（延べ22名）

◇訪問理美容サービス事業　（延べ15名）

◇配食サービス事業　（延べ6,713名）

◇身体障害者等タクシー利用料助成事業（47名）　

◇みんなでささエール事業

　（利用者実人数20名　延べ213件）

赤い羽根共同募金の推進

◇社協だより「よつば」発行（12回）

◇団体助成

　（町老人クラブ連合会・町身体障害者福祉協会）

◇運営委員会・助成審査委員会の開催

権利擁護事業

◇法人後見事業　　（受任数　6名）

◇日常生活自立支援事業　（契約数5名）

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、感

染症に向き合いながら、地域の皆さんや関係機関・団体

と協働して事業を実施しました。少しずつ以前の形で再

開したものもありますが、影響は小さくなく、引き続き、

利用者や地域に寄り添った支援を展開していきます。

令和３年度の計算書・事

業報告書の詳細について

は、阿賀町社会福祉協議

会本所、ホームページで

閲覧することができます。

安田設備工業（株）東蒲営業所

茂木縫製（株）津川工場

（株）ダイデン

津川ドライブイン

（株）小松屋商会

津川新和生コン（株）

（株）オザサ

新潟かがやき農業協同組合阿賀支店

（株）新潟クボタ　津川出張所

（有）斎藤建設

長谷川建具店（有）

本間道路（株）　東蒲営業所

（株）本間組　東蒲営業所

（有）津川自動車整備工場

（有）小林商会

新潟県労働金庫　津川出張所

（有）かねやま葬祭

（有）長谷川工業

麒麟山酒造（株）

下越酒造（株）

（株）アークベル　津川営業所

（株）第四北越銀行　津川支店

津川商工会

（株）大光銀行　津川支店

（有）イシヅキ

（有）神保自動車サービス

（株）富田建設

新潟交通観光バス（株）津川営業所

（有）神田重機工事

（株）北辰計画　津川支店

（株）東蒲観光バス

（有）東蒲配送センター丸富運輸

西興産（株）

（株）川崎商会

（株）八重電業社　津川営業所

（資）津川タクシー

（株）斉藤工務店

かねた渡邊商店（株）

（一社）新潟県建設業協会　津川支部

長野ゴム工業（株）

（有）杉崎タイヤ工業所

（有）岩城屋

（株）中野組

松原電気（株）

生鮮の杜　カラオ

立正佼成会東蒲原支部

（株）山一電器商会

セブンイレブン下越津川店

（株）澤野広吉商店

常浪商会

和田エネルギー（株）

山﨑糀屋（株）

（有）西興業自動車整備工場

萌芽（株）

（株）菅原無線電機商会

（株）古澤屋

（有）福泉

（有）斉明エンジニアリング

（有）ダイセイ

安田建設（株）東蒲営業所

（株）ホテル角神

（株）昭和組

田部鉄工エンジニアリング（株）

（有）清野組

大輪の里

（有）電工運送

（有）江花商会

（株）巴山組

遠藤商店

磐越産業（株）

（有）伊藤商会

（有）小会瀬

（有）長谷川興業

東新建設（株）

東蒲原郡森林組合

（有）上川山菜加工

（株）阿賀ウッド

（有）小嶋組

（有）中惣林業

（有）三川農水産加工食品

（有）阿賀グリーン

（有）三川電気

（株）三川土建

（株）ホテルみかわ

（有）三川興産

関ベン鉱業（株）

（株）水倉組 阿賀営業所

（有）東蒲工芸

魚　泉

（株）福田組  阿賀東蒲営業所

（株）松田設備工業 東蒲営業所

（有）三川生コン

（有）小林電気工事

（有）五十島製作所

（株）新栄建設

谷花産業（株）

（有）小池工務店

（株）阿賀高原ゴルフ倶楽部

（株）阿賀の里

（株）山口オート

匿名事業所（1 件）

会費総額 1,609,587円

順不同・敬称略 令和４年７月７日現在

令和４年度 阿賀町社会福祉協議会会費の報告
　本会の実施する地域福祉活動にご理解とご支援をいただきありがとうございます。ご家庭や企業・事業所

の皆様からお寄せいただいた会費は、地域の支え合い活動などに大切に活用させていただきます。

◇ふれあいいきいきサロン事業

◇みんなでささエール事業

◇小型除雪機貸出事業

などの事業を推進するために、大切に活用させていただきます。

一般会員（2,361件）

1,170,587円

賛助会員（122件）

141,000円

特別会員（101件）

298,000円

～会費の主な使いみち～
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【問い合わせ先】社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会　総務係　℡0254-92-3088
　　　　　　　　　※上記以外の要件もありますので、試験案内（社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会ホームページ）を必ずご確認ください。

社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会職員募集のお知らせ ◆令和5年4月1日採用

職種 採用予定人数 年齢・学歴等の要件 受付案内等
配布開始日 受付期間 試験日程等

地域福祉事業及

び介護保険事業

等全般

通所介護事業所

介護職員

若干名

若干名

①平成５年４月２日以降に生まれた者

②パソコン（ワード、エクセル、パワーポイ

ント）の基本的な操作ができる者

③普通自動車１種免許（令和５年３月末まで

に免許取得見込の者を含む）を有する者

※社会福祉士、看護師・准看護師、保健師、

介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福

祉士、理学療法士、作業療法士のいずれか

の資格を令和５年４月１日時点で有する方

が望ましい

①平成14年４月２日から平成17年４月１日

に生まれた者で、高校卒業（見込み）の者

②普通自動車１種免許（令和５年３月末まで

に免許取得見込の者を含む）を有する者

7月15日（金） 7月15日（金）～

8月  4日（木）

7月15日（金） 7月15日（金）～

１次試験：8月28日（日）

２次試験：9月18日（日）

合格発表：9月下旬

令和４年９月16日以降

随時

参加費無料

～だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくりをめざして～
令和４年度ボランティア活動グループ団体助成事業

　赤い羽根共同募金を財源に、町内で活動する団体が行う福祉活動に助成を行います。（助成審査委員会で審査の

うえ決定されます）

●対象期間　　助成決定から令和５年３月31日までに実施される事業

●対象内容　　・地域住民の参加・協力により継続的に行われる生活支援活動

　　　　　　　・地域住民同士が相互に関係性を深め合える住民交流活動　など

●助成額　　　１団体60,000円を上限。ただし応募の内容や件数により助成金の減額があります

●締切り　　　令和４年９月30日（金）

●決定・交付　令和４年10月中旬頃

●応募先は阿賀町共同募金委員会（町社会福祉協議会）です

※詳しくは要項をご覧ください。助成要項・申請書は本会窓口のほか本会ホームページからダウンロードできます

募集期間
延長しました

ともに支えあう地域をめざしてともに支えあう地域をめざしてともに支えあう地域をめざして
ボランティアきっかけ講座  参加者募集ボランティアきっかけ講座  参加者募集ボランティアきっかけ講座  参加者募集

　私たちの周りには、ゴミ出しや買い物、子どもの見守り、話し相手など、ちょっとした手助けがあれば安心して

暮らせる方がたくさんいらっしゃいます。周りに困っている人がいるけれど「どうしたらいいのか」「何かできる

ことがあれば…」と思っている皆さん、できることを一緒に考えませんか。

原則2日間の講座受講後にボランティア体験となります。

都合のつかない方は個別にご相談ください。

応募方法

講座内容 20名募集人員

中学生以上　本講座を終了後、ボランティア活動に意欲、関心のある方募集対象

社会福祉協議会本所（やまぶきの里内）に電話（TEL92-3088）または

右のQRコードから読み取り、Googleフォームからお申し込みください。

締切7月20日（水）

7月28日（木）
13：15～16：00
会場：阿賀町公民館

オリエンテーション

聞き上手になろう！

「いま、ささエールボラン
ティアさんが必要なワケ」

「味方になりきるコミュニ
ケーション講座」

社会福祉協議会

新潟県ゲートキー
パー協会　

リフレッシュ体操

8月9日～27日
【2日間】
【※事前に日程調整
します】

【地域で実践】
地域で実践している
ちょっとした手助け
や支えあいの場へ出
向きます！

・ふれあいいきいきサロン編
・傾聴ボランティア編
・買い物ボランティア編
・食と見守り編（シニア食
　堂・配食サービス）

社会福祉協議会

シニア食堂

8月2日（火）
13：00～16：00
会場：やまぶきの里

高齢者の心と体の
変化を知ろう！

・認知症サポーター養成講座
・「シニア食堂って」
・高齢者擬似体験
・高齢者への寄り添い介助

阿賀町認知症地域
支援推進員
社会福祉協議会
介護福祉士

リフレッシュ体操

テーマ 内容 講師 ミニ特典

１

２

３

ささエ
ール！ ボランティア

キラ★ビト
ボランティア

キラ★ビト 毎月20日　土日祝日の場合は、前日
開催場所：やまぶきの里または文化福祉会館　
ボランティアサロン問合せ先　社会福祉協議会 ☎92-3088

ボランティアサロン

　仲間づくりやボランティア活動のきっかけの場として、月１回定期的に活動しています。不要になった布で、

個人や施設でのふき取り布（介護用・消毒用）作成などをしています。

ボランティアサロンとは？

ボランティアサロン × リメイク

　昨年の秋に児童クラブと地域の方が一緒に植えたパンジー・ビオラ

が、春にたくさんの花を咲かせました！その花を押し花にして、しお

りやメッセージカードを作成しています。できあがった作品を通し、

サロンや配食サービス利用者と交流する予定です。

つながる
はな　 はな
プロジェクト

学生の参加大歓迎!!

学生の参加大歓迎!!

～進行中～

次号でくわしく

お伝えします！

　寄贈された浴衣や着物を再利用するために、リメイ

クの活動が始まりました。ワイドパンツ！チュニッ

ク？など案を出し合いながら、試作品を作成中です。

今後、赤い羽根共同募金の活動用に提供する予定です。

　ボランティアサロンの活動は、みなさんの得意なこ

とが、地域のだれかのためにつながる活動です！興味

のある方、仲間になりませんか？
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この広報紙は、赤い羽根共同募金助成金で発行しています。

編集・発行

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会 左記のＱＲコードから
ホームページが
ご覧いただけます。

阿賀町社協だより

〒959-4402　東蒲原郡阿賀町津川664番地
TEL 0254－92－3088　FAX 0254－92－5177

令和４年
７月15日発行

第80号

広報誌「よつば」に関する
アンケートにご協力ください
　住民の皆さまから広報誌「よつば」
に関するご意見・ご要望をお聞きし、
「見やすく、親しまれる」紙面づくり
に反映していきたいと思います。

こちらのＱＲコード

を読み込むとアンケ

ートの回答フォーム

につながります

←
　昨年地域の方からいただいた「さつまいものつる」が縁で、多世代がつながったプロジェクト。今年

は九島区で農園を経営している江川隆信さんのご協力により、さつまいもの苗を植える体験からスター

トしました。

　５月のわんぱくキッズサロンでは、親子・地域ボランティア・キッズサロンサポーターの学生が協力

し200株の苗を植えることができました。さつまいものつるのように“つながる”地域づくりを目指し、

今年もさつまいもプロジェクトが始まります！みんなで植えた苗がすくすく成長しますように☆

つながる

プロジェクト始動！いもづるつながる

プロジェクト始動！いもづるつながる

プロジェクト始動！いもづる

絵本でふれあい

ブックスタート事業
　阿賀町社会福祉協議会では、10ヶ月の赤ちゃんに絵本を1冊プレ

ゼントする「ブックスタート事業」を行っています。

絵本をとおして赤ちゃんの成長に関わる人々が心を通い合わせ、

赤ちゃんの健やかな成長を地域で応援していけることが私たちの

願いです。

阿賀町社協のキャラクターが誕生します！

いつもにこに
こ。

雨の日も風の
日もみんなに

エール

を送る元気な
子！

　地域に寄り添い、より親しみ

のある“社協”をめざし、阿賀

町社協のマスコットキャラクタ

ーが誕生します。

　現在、町内の小学生に名前の

募集を行っています。

　キャラクターの名前は次号の

「よつば」で発表します。お楽

しみに！！

4・5月に

絵本をプレゼントした

お子さんを紹介します！

今後もブックスタートの

様子を「よつば」に掲載して

いきます♪お楽しみに！

みんな

よろしくね！

大田 結翔くん

ゆいと

江花 楽琥くん

らく佐藤 紬ちゃん

つむぎ

土屋 乃斗くん

だいと

南雲 湊祐くん

そうすけ

渡辺 蒼くん

あお

この事業は赤い羽根共同募金を活用して実施しています。

「災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定」の締結について
　本年４月１日付けで、阿賀町と「災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定」を締結しま

した。この協定では、災害時の連携・協働はもちろん、平常時から防災に関する取り組みでも連携してい

くものとしています。今後、有事に備えた平時の活動として、私たちが日ごろから実施している防災教育

にも連携して取り組みを進めていきます。


