
広 報

第15回 阿波市社会福祉大会のご案内
開催日 ▼  令和元年9月14日［土］　場所 ▼  交流防災拠点施設 アエルワ　  開会 ▼  午前9時15分
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❶総合力強化のための組織経営改革（法人運営部門）
　本会事業を取り巻く現状は、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。
（１）法人運営基盤の強化

❷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り組み
（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

❸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
（12）消費生活センター（阿波市受託）
（13）阿波市デマンド型乗合交通予約センター運営業務（阿波市受託）

❹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

❺その他、地域福祉推進及び本会の運営に必要な事業

令和元年度　事業計画
　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、個人や家族の福祉ニーズが多様化・複雑化・深刻化している事を重視し、地域全体の問題として解決策を考え、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、すべての
人が住み慣れた地域でどのような障がいや支障があっても、安心して暮らせる地域づくりの実現を目指し、社会福祉のあり方を追
求してまいります。

事業収入 1,143

補助金 91,370

その他の収入 34,801

介護保険収入
83,242

障害福祉サービス等
事業収入 6,084

積立資産取崩収入
12,115 

受託金 79,869

会費 4,880 寄付金 101

事務費支出 34,726

共同募金配分金
事業 3,468

介護保険収入 
83,973

障害福祉サービス等
事業収入 6,048

事業収入 28,604

補助金 91,512

受託金 169,127

その他の収入 26,061 会費 3,358
寄付金 85

法人運営事業 
119,220

日常生活自立支援
事業 2,921

地域生活支援
事業 4,727

地域活動支援センター
事業 20,600

生活困窮者自立支援
事業 25,252

善意銀行運営事業 173

居宅介護支援事業 
23,427

訪問介護事業 
43,551

地域福祉センター
管理経営 3,590

老人デイサービス
事業 42,785

保健センター
管理経営
2,943

老人福祉センター
管理経営 4,770

健康福祉センター
管理経営 4,142 公共交通予約センター

運営事業 9,294その他の活動による
支出 16,006

事業費支出 
46,529

人件費支出 307,610

積立金積立支出 4,237

固定資産取得費支出 1,043

平成30年度 阿波市社会福祉協議会決算 令和元年度 一般会計収支予算

ボランティア
センター事業 
2,742

重点課題 ❶総合力強化のための組織経営改革
❷総合相談支援体制の確立

❸地域におけるきめ細かな福祉活動の展開
❹地域福祉の視点に立った介護サービスの展開

収入合計
408,768千円

支出合計
410,151千円

支出合計
313,605千円

収入合計
313,605千円

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円） （単位：千円）
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阿波市地域福祉活動計画実行委員会
こんなこともやってます！

『フレシャキラジオ体操＆朝食会』を7月20日（土）に
開催しました。
吉野地区では、健康をテーマに子どもから高齢者ま
で参加できる、様々な健康イベントを行っています。
ラジオ体操をはじめ、阿波高ダンス部による住民参
加型ダンスや吉野中学校生徒による食育、ボラン
ティア団体によるワンプレート朝食バイキングを行
いました。
令和元年餅投げも盛大に開
催されました。
多くの人と健康で楽しい夏
休みをスタートすることがで
きました。

７月２５日（木）、生活支援体制整備事業について土
成実行委員会で座談会を行いました。
阿波市地域包括支援センター矢部主査と生活支援
コーディネーターの宗石さんより事業についてのご
説明があり、実行委員の皆さんが活発に意見交換
をされていました。
地域をよくするために今後の活動にも活かしていき
たいと考えています。

“ちからをAWAせて支え合
い絆深めて阿波の町”を阿
波地区のキャッチフレーズ
に、イベント交流事業として
地域のつなが
りを大切にを
モットーとし

た、毎月第２日曜日に行う「つきいちマ
ルシェ」に参画しています。赤ちゃんか
ら高齢者まで、老若男女が集うふれあいの場として
今や恒例行事！からだにやさしい食材や人気のワー
クショップなど旬のものを提供しております。少々の
悪天候でも参加者の活気はくじけません。
月に一度の楽しみは、まさに“生きがい”になっている
ようです。

8月3日（土）市
場 総 合 福 祉セ
ンター に お い
て、阿 波 市 防
災監   松浦一
弘 氏を講 師 に
迎え『備えあれ
ば憂いなし』と
題し、防災講演会が行われました。
実行委員会主催により実施したこの講演は、地元の
自治会長を含む地域住民約50人が参加し「なぜ備
えないのか」という疑問に、必要性や緊急性を感じ

ていないからで
あるということ
や、生死を分け
るのは「備え」
であるという大
切なことを教わ
りました。

吉野
地区

土成
地区

阿波
地区

市場
地区

フレシャキラジオ体操
＆朝食会

生活支援体制整備
事業についての座談会

イベント交流事業
「つきいちマルシェ」

防災講演会
『備えあれば憂いなし』
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フライングディス
ク大会

ス ポ レ ク 大
会

阿波市市場地区Aチーム優勝

地 域 生 活 支 援 事 業

7月7日（日）に県立障がい者交流プラザ体育館で「第17回

肢体障害者フライングディスク大会」が開催され、市場地

区身体障害者会（左から）笠井さん、石川さん、平尾さん

が見事優勝しました。日頃の練習成果の賜物とみんなで勝

利を分かち合いました。

当会では、「フライングディスク」及び「ボッチャ」の会

員を募集しております。

毎週木曜日午後1時30分より市場総合福祉センター2階で

練習を行っておりますので、興味のある方はお気軽にお越

しください。

6月29日（土）吉野スポーツセンターで「阿波市

障がい者スポーツ･レクリエーション大会」が開

催され、146人が参加しました。午前中は「お魚

ゲット」「お菓子でゴール」などの競技に参加

し、お昼にはゆっくりとお弁当を食べながら交流

のひとときを過ごしました。午後は、阿波市体育

指導員の誘導により「スリーアイズ」や「ラダー

ゲッター」などいろいろなニュースポーツを楽し

みました。

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。

生活困窮者自立支援制度 自立相談支援事業

家計改善支援事業

経済的な理由等により学
習に不安を抱える子ども
（中学生）の健やかな育ち
と学びを支えるため、学力
向上や高校受験を目指し
た無料の学習支援教室を
開催します。
また、それに伴った生活支
援も実施しています。

「生活に困っている」
「なかなか仕事が決まらない」
「住む所を失いそう」　など、
生活や仕事の問題や経済的にお困りの
方をはじめ、様々な事情でくらしに不
安や悩みをお持ちの方の相談をお聞き
し、関係機関と連携しながら、問題解
決の方法を一緒に考え、お一人おひと
りの状況に応じたサポートをしていき
ます。
（※生活保護を受けてない方が
　対象です）

子どもの
学習・生活支援事業

くらしサポートセンター阿波

あなたを

応援
します
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今日も元気にリハビリ
拳をあげて

… ご寄付をいただきました …阿波市社会福祉協議会 善意銀行だより
有益に活用させていただきます
ありがとうございました 

●物品預託　近藤　和子　様（市場町）
　　　　　　小倉　正幹　様（市場町）

待ってました！夏祭り！
鳴り物の重低音♪
華麗なステップに
うずうず
フィナーレは
もちろんみんなで

８月２日〜３日

あわデイサービスセンターだよりあわデイサービスセンターだより

「あ～ えぇらいやっちゃ 
えぇらいやっちゃ」

みんなの願いが
叶いますよ～に♪

「いっちに！

いっちに！」

徳島県共同募金会
阿波市共同募金委員会からお願い

10月1日（火）より赤い羽根共同募金運動がはじまります。
皆様から寄せられた募金は、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。
本年度もご理解とご協力をお願いいたします。

※この募金は、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おりますが、決して強要するためのものではありませんので
ご理解ください。

赤い羽根共同募金 5,311,200円
歳末助け合い募金 1,250,000円

●  令和元年度目標額  ● 目標額
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困ったときは　ふれあい福祉センター
各種相談日程表（10月〜2020年３月）　※相談はすべて無料です。秘密は固く守られます。
相談種別 相談場所 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 － 19日（火） － 21日（火） － 17日（火）
土成保健センター 22日（火） － 24日（火） － 18日（火） －
市場総合福祉センター － 5日（火） － 7日（火） － 3日（火）
阿波健康福祉センター 1日（火） － 3日（火） － 4日（火） －

行政相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター 22日（火） 26日（火） 24日（火） 28日（火） 25日（火） 24日（火）
土成保健センター 21日（月） 18日（月） 16日（月） 20日（月） 17日（月） 16日（月）
市場総合福祉センター 21日（月） 11日（月） 9日（月） 20日（月） 10日（月） 9日（月）
阿波健康福祉センター 7日（月） 11日（月） 2日（月） 6日（月） 3日（月） 2日（月）

人権相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター 24日（木） － 4日（水） 23日（木） － 26日（木）
土成保健センター － 21日（木） 4日（水） － 20日（木） －
市場総合福祉センター 10日（木） － 4日（水） 9日（木） － 12日（木）
阿波健康福祉センター － 8日（金） 4日（水） － 7日（金） －

法律相談
13：30～15：30

吉野地域福祉センター － 15日（金） － 17日（金） － 27日（金）
土成保健センター 18日（金） － 20日（金） － 21日（金） －
市場総合福祉センター － 22日（金） － 10日（金） － 13日（金）
阿波健康福祉センター 4日（金） － 6日（金） － 7日（金） －

結婚相談
13：30～15：30

吉野地域福祉センター
合同相談
3日（木）
13：30～15：30
開催地：吉野町

7日（木） 合同相談
未定

13：30～15：30
開催地：土成町

9日（木） 合同相談
20日（木）
13：30～15：30
開催地：市場町

5日（木）
土成保健センター 14日（木） 9日（木） 12日（木）
市場総合福祉センター 21日（木） 16日（木） 19日（木）
阿波健康福祉センター 22日（金） 17日（金） 27日（金）

介護･福祉相談 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
※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

発 行 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/

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

令和元年	 10月10日（木）	11月14日（木）
	 12月		5日（木）
令和２年	 1月		9日（木）	 2月13日（木）
	 3月12日（木）

場　所 ● 土成保健センター（御所の郷 西隣）

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。

阿波市役所 人権相談日程
令和元年	 10月		3日（木）・17日（木）	 11月14日（木）・28日（木）
	 12月		4日（水）・19日（木）
令和２年	 		1月16日（木）・30日（木）	 		2月13日（木）・27日（木）
	 		3月		5日（木）・19日（木）
場　所 ● 阿波市役所（本庁1Ｆ人権課横 相談室）
時　間 ● 13：30～16：00　 電　話 ● 0883-36-8716

※相談は無料で、秘密は固く守られます。

成年後見・相続・遺言 無料相談会
主催 ● 一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター徳島県支部

（徳島市東沖ノ洲2丁目1-8　☎088-679-4440）

令和元年	10月16日（水）	11月20日（水）	12月18日（水）
令和２年			1月15日（水）			2月19日（水）			3月18日（水）
場　所 ● 市場総合福祉センター2Ｆ 談話室
時　間 ● 13：30～16：00
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