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８月３日・４日
あわデイサービスセンターにおいて

夏祭りを開催
子ども踊りは元気に！

女踊りは あでやかに！！

男踊りは 力強く！！！

ぞめきのリズムに合わせて

ホ～レ えぇらいやっちゃ

えぇらいやっちゃ (^O^)

最後は利用者も一緒に輪に入り、

楽しいひとときを過ごしました
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平成30年度　事業計画平成30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）総合相談支援の充実 (ふれあい福祉センター事業）
　 （2）民生委員児童委員との連携
　 （3）障がい者等の権利擁護に関する取組み
　 （4）生活困窮者に対する生活支援
　 （5）高齢者・障がい者・児童等に対する虐待防止活動の推進
　 （6）苦情解決機能の強化

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）地域助け合い事業の実施
　 （5）地域見守りネットワーク
　 （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）障害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）

　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　411,470 千円
（単位：千円）

支出合計　411,470 千円
（単位：千円）

平成29年度  阿波市社会福祉協議会決算

平成30年度  一般会計収支予算

基本
方針

収入合計　385,694 千円
（単位：千円）

支出合計　385,694 千円
（単位：千円）

補助金, 92,425

受託金, 163,539

事業収入, 26,856

介護保険収入,
88,320

障害福祉サービス等
事業収入, 5,143

その他の収入, 6,156 会費, 3,225

寄付金, 30

人件費支出, 275,324

事業費支出, 
43,957

事務費支出, 31,498

次年度繰越金, 14,169

固定資産取得費支出,
1,325

積立金積立支出, 4,455

その他の活動による支出, 14,966

受託金, 171,314

補助金, 91,190
介護保険収入, 88,209

事業収入, 31,356

積立資産取崩収入, 10,100
その他の収入, 
9,047 会費, 4,880

寄付金, 101障害福祉サービス等
事業収入, 5,273

法人運営事業, 113,980

放課後児童クラブ
管理経営, 126,387

健康福祉センター
管理経営, 4,720

老人福祉センター
管理経営, 2,916

保健センター
管理経営, 3,550

地域福祉センター
管理経営, 4,104

老人デイサービス
事業, 43,557

訪問介護事業, 
34,872

居宅介護支援事業, 21,994

共同募金配分金事業, 3,076

善意銀行運営事業, 344

生活困窮者自立支援事業, 19,900

地域生活
支援事業,
4,949

地域活動支援
センター事業,
20,600

日常生活自立
支援事業,
3,812

ボランティア
センター事業,
2,709
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共同募金配分金事業

　平成30年7月6日（金）吉野地域福祉セン
ターにおいて惠川眞理さん（子どもプロジェ
クト123）を講師に迎え防災セミナーが開催
されました。65名の参加者は、子どもや地域住
民連携による防災活動の実践事例や命を守る
防災まくらや食べやすい防災食の作り方等に
ついて学びました。
　また、大塚製薬さんによる防災食や日常食
の栄養についての話があり継続していくこと
の大切さを改めて実感しました。

防災セミナー開催街づくりセミナー開催
　平成30年6月15日（金）土成保健センターに
おいて、53名の参加者へむけて、講師の徳島活
性化委員代表の内藤佐和子さんより、【住みや
すいまちづくりを目指して】と題し日頃の活
動やご自身の難病から見えてきた地域での課
題や気づきについての話がありました。この
出会いを通じて、一人ひとりが居心地のいい
まちづくりにむけて、今後少しずつ取り組め
ることから実践してほしいとのことでした。

知ってるつもりで知らないかも…

第 1問　 あなたが家にいる時に、大地震！
　　　　最初にとるべき行動は？
Ａ．ガスのもとせんをしめる　　Ｂ．ドアやまどをあける
Ｃ．つくえの下にかくれる

第 2問　 子どもだけで家にいる時に、大地震！
家族と連絡が取れない時、どうする？

Ａ．急いで避難所へ行く　　Ｂ．近所の大人の指示にしたがう
Ｃ．両親の帰りをまつ

第 3問　 エレベーターの中で地震発生！正しい行動は？
Ａ．外に出るために 1階をおす　　Ｂ．インターフォンで連絡する
Ｃ．全部の階のボタンをおす

第 4問　 スーパーマーケットでいる時に、大地震！
　　　　正しい行動は？
Ａ．買い物かごをかぶってうずくまる　　Ｂ．柱の下に避難する
Ｃ．非常口から逃げる

第 5問　 大地震で建物内に閉じこめられてしまった時に助
けを求める方法は？

Ａ．大声でさけぶ　　Ｂ．近くのものをたたいて音をだす
Ｃ．近くのものを燃やしてけむりを出す

第 6問　避難する時、どんな履き物で避難する？
Ａ．長靴　　Ｂ．急いでいるのではだしでも気にしない　　Ｃ．運動靴・スニーカー

第 7問　 避難所へ避難する時、一番よい方法は？
Ａ．徒歩　　Ｂ．自転車　　Ｃ．車

第 8問　 避難情報のうち、一番緊急性が高いのは？
Ａ．避難指示　　Ｂ．避難準備情報　　Ｃ．避難勧告

第 9問　 大地震に備えて最低何日分の食べ物を備えておけばいい？
Ａ．避難所に備蓄があるので必要ない　　Ｂ．地震発生した 1日分
Ｃ．3日分

第10問　 はぐれたときに役立つ緊急連絡カード、どこにあるといい？
Ａ．いつも使っているかばんの中　　Ｂ．首からさげておく
Ｃ．家の金庫に入れておく

正解　第1問：Ｃ　第2問：Ｂ　第3問：Ｃ　第4問：Ａ　第5問：Ｂ　第6問：Ｃ
　　　第7問：Ａ　第8問：Ａ　第9問：Ｃ　第10問：Ａ

プチアイデア！非常食レシピ
【じゃがりこポテトサラダ】
◦ 「じゃがりこ」の紙のふたを取り「じゃがりこ」の
容器の中にお湯または水を 1／3くらい入れる。
◦お湯または水でふやかしながら、
　スプーンやフォークでつぶす。
◦マヨネーズを入れて混ぜる。
※ コーンやシーチキンの缶詰、家庭菜園のキュウリな
どの野菜を混ぜるとよりおいしくなります。

Ｑたのしく学んで防災クイズ

❸



Vol.４7 阿波市社協だより 2018年10月31日

　経済的に困窮し、生活や仕事の心配、
不安を抱えておられる方が地域で自立し
た生活を送れるよう、一人ひとりの状況
に応じた支援を実施します。

阿波市生活困窮者自立支援事業

あなたの
暮らしを応援しますあなたの
暮らしを応援します

くらしサポートセンターくらしサポートセンター
阿 波阿 波

自立相談支援

　気がつくといつもお金がない、ローンで家計が苦しい、多
重債務で計画的な返済ができない、などお金や家計に関する
ご相談に家計相談員が応じます。
　収入と支出の状態を知ることで、長期的な家計の安定を目
指せるようご一緒に考えていきます。

家計相談支援

　経済的理由や家庭の事情などで学習に不安を持つ中学生を
対象に、学力向上高校受験をめざした無料の学習支援教室を
開催しています。
　子どもたち一人ひとりの健やかな育ちや学びを支えます。

子どもの学習支援

①まずは、あなたの不安、悩みを整理しましょう。相
談支援員がご相談をお受けします。相談は、お電話
でも来所いただいても結構です。

②ひとつずつ解決していくために計画を立てましょう。
　あなたの不安や悩みをどのように解決できるか、ど
のような支援があるか提案し、あなたの希望や願い
を尊重しながらあなたと一緒にこれからの見通し（計
画）を立てます。

③今の生活（暮らし）が少しでも良くなるように一緒
に考えた計画に基づいて、あなたのニーズに合わせ
た支援調整を行います。

　その支援経過を確認しながら、計画を確認し、計画
の見直しを行いながら、現在の生活（暮らし）を改
善していきましょう。

相談のながれ

❹



　　2018年10月31日 阿波市社協だより Vol.４7

平成30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。

平成30年度
目 標 額

赤い羽根共同募金　 5,293,300円
歳末たすけあい募金 1,269,000円

第14回　阿波市社会福祉大会

　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。

　第14回阿波市社会福祉大会を去る９月29日（土）阿波市交流防災
拠点施設アエルワにて開催いたしました。日頃より社会福祉事業の
各分野においてご活躍、ご協力いただいております市民のみなさま、
関係者の方を含め400名余りのご参加をいただきました。また、多
数のご来賓の方々にもご臨席いただき盛大に挙行することができま
した。
　本大会では、阿波市 藤井正助市長、阿波市社会福祉協議会 沖津
正紀会長のあいさつに続き、永年にわたり地域福祉の向上に大きな
功績をあげられた方、ボランティア活動に取り組み活躍されている
方、受賞者43名の方々に社協会長より表彰状が贈られました。引き
続いてダイヤモンド婚、金婚を迎えられた102組のご夫婦には、市
長より祝詞と記念品が贈られました。また、来賓として徳島県知事、県議会議員、市議会議長からのご祝辞があり、
会場の参加者の皆さまとともに受賞された方々の功績を讃えました。

　記念映画として、山田洋次監督作品『家族はつらいよ』を上映し、現代の家族を喜劇で描いた一家の物語に、笑い
と共感で会場は包まれました。

　なお、本大会の運営時にご協力いただきました皆様方に厚くお礼申し上げます。

《大会長表彰》
◆ 民生委員 ･ 児童委員功労者 ◆
　河野　育男　　廣瀬　佳宏　　平田　典子　　天満　公子
　河江　義勝　　竹内　晶子　　井村　　克　　森本　芳治
　原田　道代　　荒井佐代子
＊ 多年にわたり民生委員・児童委員として、地域福祉の向上に貢献され

た功績により表彰されます。

◆ 社会福祉事業功労者 ◆
　三橋　　倫　　林　　美次　　酒巻　寅江　　坂東　　勝
　佐藤　久恵　　河野　幸代　　八坂　　仡　　宮川　　治
　原田　洋行　　坂東　文子　　　
＊ 多年にわたり、老人福祉の向上に貢献された功績により表彰されます。

　矢部　敏一　　吉田　英子
＊ 多年にわたり身体障害者会の役員として、身体障害者の福祉向上に貢

献された功績により表彰されます。

　吉田富士子　　瀨尾　愛子　　伊月　利江　　河野千代美
　松浦かず子　　吉岡ミドリ　　山下　利江　　森長　明美
　山添　芳江　　樫原　啓子
＊ 多年にわたり婦人会役員として、地域福祉の向上に貢献された功績に

より表彰されます。
　前田　裕祐　　西村　久江　　神木　元義　　浅野百合江
＊ 多年にわたり人権相談員として、人権意識の向上に貢献された功績に

より表彰されます。

◆ ボランティア功労者 ◆
　福島ハルヱ　　松永　洋子　　大西　　守　　河江佐栄子
　花垣ちづ子　　山添　義治
＊ 多年にわたりボランティア活動を積極的に行われ、地域福祉の向上に

貢献された功績により表彰されます。

◆ 在宅介護 ◆
　林　　朝則      
＊ 多年にわたり在宅において、ご家族の介護を献身的にされておられる

ことにより表彰されます。

（敬称略・順不同）第14回阿波市社会福祉大会表彰状贈呈者

❺
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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

困ったときは　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 － 20日(火) － 15日(火) － 19日(火)
土成保健センター 23日(火) － 25日(火) － 26日(火) －
市場総合福祉センター － 6日(火) － 8日(火) － 5日(火)
阿波健康福祉センター 2日(火) － 4日(火) － 5日(火) －

行政相談
13:30~16:00

吉野地域福祉センター 23日(火) 27日(火) 25日(火) 22日(火) 26日(火) 26日(火)
土成保健センター 22日(月) 19日(月) 17日(月) 21日(月) 18日(月) 18日(月)
市場総合福祉センター 15日(月) 12日(月) 10日(月) 21日(月) 18日(月) 11日(月)
阿波健康福祉センター 1日(月) 5日(月) 3日(月) 7日(月) 4日(月) 4日(月)

結婚相談
13:30~15:30

吉野地域福祉センター
合同相談

19日（金）
13:30~15:30
開催地:阿波町

1日(木)
合同相談

13:30~15:30
開催地:吉野町

10日(木)
合同相談

14日（木）
13:30~15:30
開催地:土成町

7日(木)
土成保健センター 8日(木) 17日(木) 14日(木)
市場総合福祉センター 15日(木) 24日(木) 14日(木)
阿波健康福祉センター 16日(金) 18日(金) 15日(金)

人権相談
13:30~16:00

吉野地域福祉センター 25日(木) － 　4日(火) 24日(木) － 28日(木)
土成保健センター － 15日(木) 　4日(火) － 21日(木） －
市場総合福祉センター 11日(木） － 4日(火) 10日(木) － 14日(木)
阿波健康福祉センター － 5日(月) 　4日(火) － 6日(水） －

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 － 16日(金) － 18日(金) － 15日(金)
土成保健センター 19日(金) － 21日(金) － 15日(金) －
市場総合福祉センター － 9日(金) － 11日(金) － 8日(金)
阿波健康福祉センター 5日(金) － 7日(金) － 1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～ 2019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

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 11日（木）　● 11月　8　日（木）
　● 12月　6　日（木）　●　1　月 10日（木）
　●　2　月 14日（木）　●　3　月 14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17日（水）　●11月21日（水）
　●12月19日（水）　●　1月16日（水）
　●　2月20日（水）　●　3月20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

お気軽にご相談ください。

阿波市役所 人権相談日程

お気軽にご相談ください。

●10月　4日（木）　●10月18日（木）
●11月　8日（木）　●11月22日（木）
●12月　4日（火）　●12月13日（木）
●　1月17日（木）　●　1月31日（木）
●　2月14日（木）　●　2月28日（木）
●　3月　7日（木）　●　3月20日（水）
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。

ご協力
お願いします。

阿波市社会福祉協議会
善意銀行

❻


