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平成29年度　事業計画平成29年度　事業計画

（重点課題）
1．総合力強化のための組織経営改革
2．総合相談支援体制の確立
3．地域におけるきめ細かな福祉活動の展開
4．地域福祉の視点に立った介護サービスの展開

1．総合力強化のための組織経営改革（法人運営部門）
　　本会事業の取り巻く現状は、ますます厳しさを増しています。安定的な社
協経営を継続するため、法人経営基盤の見直しに努め、阿波市社会福祉協議
会としての「総合力強化」を目標に組織経営改革に積極的に取り組みます。

2．総合相談支援体制の確立
　 （1）日常生活自立支援事業
　 （2）苦情解決機能の強化
　 （3）高齢者・障がい者・児童等に対する虐待防止活動の推進
 　（4）高齢者・障がい者を悪徳商法から守る取り組みの展開
　 （5）総合相談支援の充実（ふれあい福祉センター事業）
　 （6）法人後見事業
　 （7）民生委員児童委員との連携
3．地域におけるきめ細かな福祉活動の展開（地域福祉活動推進部門）
 　（1）地域福祉活動計画の実行
　 （2）地域福祉推進委員会の設置
　 （3）地域福祉型福祉サービスの推進
　 （4）地域たすけあい事業の実施
　 （5）地域見守りネットワークの取組
　 （6）ボランティア・市民活動の一層の振興
　 （7）障がい者の自立に向けた環境づくり
　 （8）子育て支援活動の促進
　 （9）広報・啓発の充実
 　（10）共同募金・歳末助け合い運動の推進
　 （11）福祉団体への支援
4．地域福祉の視点に立った介護サービスの展開（在宅福祉サービス部門）
 　（1）在宅福祉サービス部門の機能強化
 　（2）介護保険サービス事業・地域支援事業の経営
　 （3）介護認定訪問調査業務の受託
　 （4）障がい者総合支援法による事業の推進
5．その他、地域福祉推進及び本会の運営に必要な事業
 　（1）放課後児童クラブ（阿波市受託）
 　（2）消費生活センター（阿波市受託：H29年度新規）

　社会福祉協議会（以下「社協」）は、社会福祉法において地域福
祉の推進を図ることを目的とし、制度にもとづく社会福祉事業
だけでなく、多様な社会福祉を目的とする事業の企画・実施や連
絡調整などを行う団体として位置づけられ、市区町村、都道府

県・指定都市及び全国段階に設置されています。
　社協は、地域住民一人ひとりの生活に目を向け、特に制度では対応しづら
い福祉問題を重視し、これを地域全体の問題としてとらえ、地域社会の中で
解決策を考え、小地域福祉活動や在宅福祉サービスなどの実践を生み出して
いきます。その取り組みにおいては、「住民主体」の理念を貫き、地域住民が主
人公となるような社会福祉のあり方を追求してまいります。

　社会福祉協議会（以下「社協」）は、社会福祉法において地域福
祉の推進を図ることを目的とし、制度にもとづく社会福祉事業
だけでなく、多様な社会福祉を目的とする事業の企画・実施や連
絡調整などを行う団体として位置づけられ、市区町村、都道府

県・指定都市及び全国段階に設置されています。
　社協は、地域住民一人ひとりの生活に目を向け、特に制度では対応しづら
い福祉問題を重視し、これを地域全体の問題としてとらえ、地域社会の中で
解決策を考え、小地域福祉活動や在宅福祉サービスなどの実践を生み出して
いきます。その取り組みにおいては、「住民主体」の理念を貫き、地域住民が主
人公となるような社会福祉のあり方を追求してまいります。

収入合計　388,739 千円
（単位：千円）

支出合計　410,069 千円
（単位：千円）

平成28年度  阿波市社会福祉協議会決算

平成29年度  一般会計収支予算

積立資産取崩収入, 3,128

受託金, 154,452

補助金, 92,478

基本
方針

介護保険収入, 95,695

人件費支出, 313,977

事業費支出, 
45,623

事務費支出, 30,798

固定資産取得費支出,
778

その他の活動による支出, 15,962

積立金積立支出, 454

事業収入, 22,602

その他の収入, 
10,413 会費, 4,880

寄付金, 101

収入合計　410,069 千円
（単位：千円）

支出合計　388,739 千円
（単位：千円）

受託金, 135,981

事業収入, 23,700

介護保険収入,
102,549

補助金, 91,617

会費, 3,622
寄付金, 837

その他の収入, 47,204

障害福祉サービス等
事業収入, 4,559

訪問介護事業, 
42,860

障害福祉サービス等
事業収入, 4,990

法人運営事業, 104,858

次年度繰越金, 2,477

健康福祉センター
管理経営, 4,150 地域福祉センター

管理経営, 3,851

老人福祉センター
管理経営, 4,750

保健センター
管理経営, 2,790

放課後児童クラブ
管理経営, 109,067

老人デイサービス
事業, 45,244 日常生活自立

支援事業,
3,813

ボランティア
センター事業,
2,659

地域生活支援事業, 6,056

地域活動支援センター事業,
20,650

共同募金配分金事業, 5,422

生活困窮者自立支援事業, 9,070

善意銀行運営事業, 399

居宅介護支援事業, 23,100

●役員（20名）　　事業執行機関
会　　　長　　沖津　正紀
副　会　長　　秋山　一幸
副　会　長　　田村　二男
理　　　事　　松村　幸治　　廣瀬　佳宏　　茂治　博仁
　　　　　　　光永壽美子　　加藤ハルコ　　佐古　　昭
　　　　　　　桑村　美博　　福井　公子　　篠原えり子
　　　　　　　大塚　忠廣　　吉川　精二　　板野　　正
　　　　　　　安丸　　学　　　 
常 務 理 事　　井内　尚美
監　　　事　　関　　敏行　　笠井　旦美　　福原　和代

任期：平成30年会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで

新理事・評議員・監事紹介
●評議員（29名）　　議決機関
大村　利彰　　土江　信昭　　浅野百合江　　　　　　
高田　幸政　　藤川　篤子　　松永　　敬
河野千代美　　大倉　市三　　坂東　恵美
前田　利夫　　堀北　茂生　　福田　英俊
竹内　晶子　　羽山　嘉房　　安原　　剛
安田　佳子　　笠井　謙二　　石川　　久
篠原　庄子　　重清　由充　　妹尾　浩子
寺井　素子　　大戸井美生　　林　　英司
塩田　光美　　原　　照代　　大森　章司
廣海美穂子　　亀井　里江

任期： 平成29年 4月 1日～平成32年会計年度
にかかる定時評議員会の終結の時まで

※平成29年 4月の社会福祉法の一部改正により上記のとおり選任されました。
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　合同行事も４回目となり、児童

190名、支援員20名参加で行いました。市役所

（消防・庁舎）見学をし、消防車・ドローン・消火

工具などに興味津々の様子でした。議場を見学

した際には、それぞれ好きな席に座ったり、議

場机の仕組みに感心したりと楽しい時間を過

ごしました。その後、イタリア在住の村山信哉

さんによるパントマイムショーを鑑賞。初めて身近でパ

ントマイムを見ている子供たちの真剣なまなざしと溢

れる笑顔が印象的でした。村山さんに質問をする姿も見

られ、今日の体験が子供たちの夢を広げるきっかけにな

ればと思いました。

　市場放課後児童クラブにて、市場・
八幡・大俣放課後児童クラブ合同お楽
しみ会を行いました。児童98名を含
む125名の参加者でした。「エコみら
いとくしま」による地球温暖化の環境
教育として紙芝居また手回し発電機、
マジックボール＆風力発電の実験を
体験しました。エネルギーの仕組みの
違いを楽しみながら学ぶことが出来
ました。昼食は市場民生児童委員さん
手作りのカレーを食べました。その後
ビンゴゲームをしました。
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吉野・土成

市場
　阿波健康福祉センター｢バーベナの
里｣で、阿波地区放課後児童クラブ合同
行事として児童108名を含む134名が
参加し、｢楽しく学ぼう！環境教育｣を
行いました。｢エコみらいとくしま｣の
事業を活用させていただき、紙芝居を
見たり、〇×クイズ、自然エネルギーの
実験体験などをして、環境について楽
しく学びました。昼食は阿波地区の民
生児童委員さんにお手伝いいただき、
カレーをみんなで食べました。

阿波
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同
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8
（木）

平成29年

10
合同行事（市役所見学・パントマイム鑑賞）合同行事（市役所見学・パントマイム鑑賞）合同行事（市役所見学・パントマイム鑑賞）

7
（水）

平成29年

268
（水）

平成29年

9
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　毎月第 2 火曜日・第 4 火曜日 の午前10時
～午前11時30分柿原十二社神社内にて、サ
ロンを開催しています。
　阿波市吉野川警察署からお越しいただき、
詐欺についてのお話を聞いたり、簡単な運動
をして楽しんでいます。ちょっと寄ってお茶
でも飲んでいきませんか？

柿原ゆうゆうサロン　オープン

　8 月 4 日・5 日　あわデイサービスセンタ
－において夏祭りが行われ阿波踊りを楽しみ
ました。
　蝶の羽をまとった子供踊りはとても可愛ら
しく、皆さん笑顔で手拍子を打たれたり、ぞ
めきのリズムに合わせて手を上げて一緒に
踊ったりと満喫していただきました。

あわデイサービスセンター夏祭り

平成 29年 6月より毎月第 1・3火曜日

　午後 1時30分から土成町吉田の桜集会所に
て、桜サロンが元気にスタートしています。
高齢者の方を中心に異世代の方々が気軽に集
える居場所として広がることを目指して活動
中です。笑顔いっぱいの桜サロンにぜひお越
し下さい。

サロン 桜

8
（金・土）

平成29年

4・5

茶茶
か？

❹
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困ったときは困ったときは　　ふれあい福祉センターふれあい福祉センター
相 談 種 別 開 催 場 所 10月 11月 12月 1月 2月 3月

心配ごと相談
13:30~15:30

吉野地域福祉センター － 21日(火) － 16日(火) － 20日(火)
土成保健センター 24日(火) － 26日(火) － 20日(火) －
市場総合福祉センター － 7日(火) － 9日(火) － 6日(火)
阿波健康福祉センター 3日(火) － 5日(火) － 6日(火) －

行政相談
13:30~16:00

吉野地域福祉センター 24日(火) 28日(火) 26日(火) 23日(火) 27日(火) 27日(火)
土成保健センター 23日(月) 20日(月) 18日(月) 22日(月) 19日(月) 19日(月)
市場総合福祉センター 16日(月) 13日(月) 11日(月) 15日(月) 19日(月) 12日(月)
阿波健康福祉センター 2日(月) 6日(月) 4日(月) 15日(月) 5日(月) 5日(月)

結婚相談
13:30~15:30

吉野地域福祉センター
合同相談
5日（木）

13:30~15:30
開催地:吉野町

2日(木)
合同相談

14日（木）
13:30~15:30
開催地:土成町

4日(木)
合同相談

15日（木）
13:30~15:30
開催地:市場町

1日(木)
土成保健センター 9日(木) 11日(木) 8日(木)
市場総合福祉センター 16日(木) 18日(木) 15日(木)
阿波健康福祉センター 17日(金) 19日(金) 16日(金)

人権相談
13:30~16:00

吉野地域福祉センター 26日(木) － 　4日(月) 25日(木) － 22日(木)
土成保健センター － 16日(木) 　4日(月) － 15日(木） －
市場総合福祉センター 12日(木） － 4日(月) 11日(木) － 8日(木)
阿波健康福祉センター － 2日(木) 　4日(月) － 8日(木） －

法律相談
13:30~15:30
※事前に要電話予約

吉野地域福祉センター － 17日(金) － 19日(金) － 16日(金)
土成保健センター 20日(金) － 15日(金) － 16日(金) －
市場総合福祉センター － 27日(月) － 5日(金) － 2日(金)
阿波健康福祉センター 6日(金) － 1日(金) － 2日(金) －

福祉・介護の相談 市場総合福祉センター
8:30~17:00　　月 ~金　常時受付

心の相談窓口 土成保健センター

各種相談日程表（10月～ 2018年 3月）　※相談はすべて無料です。秘密は固く守られます。

※会場等の都合により相談日の変更がありますのでご了承ください。
吉野支所 TEL 088‒696‒2386  FAX 088‒696‒5299　　土成支所 TEL 088‒695‒4802  FAX 088‒695‒4806
市場支所 TEL 0883‒36‒5511  FAX 0883‒36‒7040　　阿波支所 TEL 0883‒35‒6033  FAX 0883‒35‒6044

社会福祉法人　阿波市社会福祉協議会
会長　沖　津　正　紀

〒771-1622 　徳島県阿波市市場町興崎字北分 60
TEL：0883-36-5511　FAX：0883-36-7040
http://care-net.biz/36/awashishakyo/

行発

おしゃべり＆相談会おしゃべり＆相談会 ～親の心のケア～

主催　阿波市手をつなぐ育成会

　● 10月 12日（木）　● 11月　9　日（木）
　● 12月　7　日（木）　●　1　月 11日（木）
　●　2　月　8　日（木）　●　3　月　8　日（木）
場　所：土成保健センター
時　間：10：00～ 12：00（9：50受付）
対　象：障がい児（者）の親・家族
　　　　（会員外・阿波市以外の方も可）
参加費：会員無料　※会員外 100円

※参加される方は、開催日の前日までに
　土成支所（☎088‒695‒4802）へ
　お名前と連絡先をお知らせください。

主催　コスモス成年後見サポートセンター徳島県支部
　　 　（徳島市東沖洲 2丁目 1－8  ℡ 088－679－4440) 

　●10月18日（水）　●11月15日（水）
　●12月20日（水）　●　1月17日（水）
　●　2月21日（水）　●　3月28日（水）
　　場　所 :市場総合福祉センター　2階会議室
　　時　間 :13:30~16:00

成年後見・相続・遺言無料相談会成年後見・相続・遺言無料相談会

お気軽にご相談ください。

阿波市役所 人権相談日程阿波市役所 人権相談日程
お気軽にご相談ください。

●10月24日(火） ●11月28日(火）
●12月26日(火) ●　1月23日(火)
●　2月27日(火) ●　3月27日(火)
場　所：阿波市役所本所(本庁1Ｆ 人権課横 相談室）
時　間：9:30～12:00  電　話：0883－36－8716    
※相談は無料で、秘密は固く守られます。

❺



Vol.45 阿波市社協だより 2017年9月10日

平成29年度
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

　皆様からお寄せいただいた赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の配分金により地域福祉
活動が支えられています。今年度も、ご理解とご協力をお願いいたします。

　共同募金・歳末たすけあい募金は、事前に使い道や目標額を定めて行われ
る計画募金です。そのため、皆様には「募金の目安」としてあらかじめ設定
した金額をお願いしていますが、決して強要するものではありませんのでご
理解ください。

糸田川 茂 様 :タオル・バスタオル
匿名希望 様 :掛・敷布団　毛布　等

いただきました物品は、地域福祉活動等に活用させていただきます。
ありがとうございました

平成29年度平成29年度
目 標 額目 標 額

赤い羽根共同募金　 5,319,000円
歳末たすけあい募金 1,200,000円

第13回　阿波市社会福祉大会のご案内第13回　阿波市社会福祉大会のご案内第13回　阿波市社会福祉大会のご案内

★ 表　彰……社会福祉事業に従事され、功績のある方に
　　　　　　　表彰・感謝状贈呈

★ お祝い……ダイヤモンド婚
　　　　　　　（婚姻年数６０年で申請いただいたご夫婦）
　　　　　　 金婚（婚姻年数５０年で申請いただいたご夫婦）

★ 記念講演（午前１１時～１２時３０分）　［参加･･･無料］
　 　　　　  （一般の方のご参加もお待ちしております。
　　　　　　　　記念講演からの入場も可能です。）

　 　演題　「顔が笑う　こころが笑う　脳が笑う」
　 　講師　中井 宏次（なかい こうじ）　氏
　　　　　　　NPO法人 健康笑い塾　主宰

～ 皆様お誘い合わせのうえ、是非お越しください。～～ 皆様お誘い合わせのうえ、是非お越しください。～～ 皆様お誘い合わせのうえ、是非お越しください。～

日時 平成２9年10月 1 日（日）　午前９時３０分　開会
場所 交流防災拠点施設　アエルワ

大会内容

●講師プロフィール
2007年｢医笑同源：笑い（ユーモア）
でこころ豊かな歓びある生活を！｣
テーマに「NPO法人健康笑い塾」
を設立し、全国の皆様に、生活にお
ける笑い（ユーモア）の重要性を啓
蒙し、「笑いとしあわせ」をお届け
する笑配人として活動している。

　10月 1日より赤い羽根共同募金運動がはじまります。
　毎年、地域の皆様や企業・団体等にご協力をお願いしております。
　この募金は、高齢者や障がいをもつ方の支援、地域の安全や防災、子育て支援や児童青少年の育
成など、阿波市をよくするための地域福祉活動に配分され、役立てられています。
　本年度も皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

阿波市社会福祉協議会
善意銀行

～ご寄付をいただきました～

❻
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