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今回の表紙は
 〝あわデイサービスセンター〟の利用者様です (*^^*) 

レクリエーションでの一コマ!花のふうりん作ってますよ

コロナ禍ではありますが楽しく元気に過ごされています

こちらでは

職員手作りの「脳トレ」に

チャレンジ中！

あわデイサービスセンターは 夏模様でいっぱいです

2 ◦ 令和３年度 事業計画、令和２年度 会計決算、令和３年度 会計予算
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4 ◦ 善意銀行だより、夏のふれあい訪問、特別防災講座開催
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 安全運転コンクール受賞
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令和3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、全国・都道府県・
特別区・政令指定都市・市町村単位で設置されています。
　社協は、個人や家族の福祉ニーズが多様化・複雑化・深刻化していることを重視し、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 906

補助金 90,951

その他の収入 28,469

介護保険収入
83,229

障害福祉サービス等
事業収入 6,449

積立資産取崩収入
3,831

受託金 83,347

会費 4,880 寄付金 101 

事務費支出 26,112

介護保険収入 
80,525

障害福祉サービス等
事業収入 6,310 

事業収入 1,043 

補助金 92,317 

受託金 83,023

その他の収入
10,485

会費 3,278 

寄付金 82 

ボランティア
センター事業 
2,627

法人運営事業 
118,556 

日常生活自立支援
事業 2,795

地域生活支援
事業 5,485地域活動支援センター

事業 21,630

生活困窮者自立支援
事業 24,530

善意銀行運営事業 261 

共同募金配分金
事業 3,244

居宅介護支援事業 
20,661 

訪問介護事業 
38,471 

地域福祉センター
管理経営 3,620

老人デイサービス
事業 39,930

保健センター管理経営 2,970

老人福祉センター
管理経営 4,810 健康福祉センター管理経営 4,620 

公共交通予約センター
運営事業 7,953 

その他の活動による
支出 11,478

事業費支出 
27,211 

人件費支出 211,693

積立金積立支出 5,434 

固定資産取得費支出 1,725 

令和2年度 会計決算 令和3年度 会計予算

重点課題 ❶社会福祉協議会の活動基盤の整備と健全経営の確立
❸自立支援に向けた相談・支援活動、情報提供体制の強化

❷地域福祉活動の充実と活性化
❹福祉の視点に立った介護サービスの展開

支出合計
302,163千円

収入合計
302,163千円

収入合計
277,063千円

（単位：千円）

支出合計
283,653千円

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

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、「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。

❷地域福祉活動の充実と活性化（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）地域見守りネットワーク活動の推進
（４）ボランティア・市民活動の推進
（５）阿波市生活支援ボランティア事業の推進（新規）
（６）善意銀行を活用して地域の課題解決と支援を継続的に行える
　　事業（新規）
（７）障がい者の自立に向けた環境づくり
（８）共同募金・歳末助け合い運動の推進
（９）各団体の事務局として活動支援

❸自立支援に向けた相談・支援活動、情報提供体制の強化（相談支援・権利擁護部門）
（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

❹地域福祉の視点に立った介護サービスの展開（介護・生活支援部門）
（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）阿波市地域活動支援センターの受託運営

❺その他、地域福祉推進及び本会の運営に必要な事業
（１）消費者相談・啓発等業務（阿波市受託）
（２）阿波市デマンド型乗合交通予約センター
　　（阿波市地域公共交通活性化協議会受託）
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　「理解促進研修・啓発事業」は、障がいのある方が、日常生活を送るうえで生じる「社会的障壁」をなくすた

め、地域住民に対して障がいのある方に対する理解を深めていただくことを目的として、講演会等を通じて啓

発・推進を行っています。

　令和３年７月１日（木）徳島県立人権教育啓発推進センター「あい

ぽーと徳島」人権啓発推進員　久保　修氏による講演会を開催しま

した。生まれた直後、脳性小児マヒを発病し、５歳から機能回復訓練

を経て歩んでこられた学校生活、また社会でのいじめ、障がいに対す

る偏見・弊害などの具体的な話がありました。

　久保氏の経験から社会や住民の方々への２つのメッセージがあり

ました。

①「障がいがあることをマイナスイメージでなくプラスのイメージとしてとらえてほしい。」

②３つのバリアフリー「物理的バリヤ・社会的バリヤ・ソフト面のバリヤ」についても、一緒に考えてほしい。

　今後も継続して、障がいのある方への理解促進研修を開催してまいりますので、ご協力をお願いします。

　就学援助制度対象、ひとり親、生活保護世帯等の阿波市在住の中学生を対象に、無料で各支所で週１回、放

課後２時間程度の学習教室を開催しております。宿題、苦手科目の克服、受験勉強対策などを学習塾講師と支援

員がサポートします。また生徒さんの自主性や社会性を育てるためご家庭での生活に関するご相談にも応じます。

　本年10月２日（土）に予定しておりました第17回阿波市社会福祉大会につきましては、新型コロナウイルス感染

拡大及び蔓延防止のため、皆様の健康と安全を第一に考慮し、開催を中止させていただくことにいたしました。ご

参加を予定していただいておりました皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い

申し上げます。

社会福祉協議会に連絡。
申請書一式をお送りしま
す。ご記入の上返信用封筒
に入れお送りください。

阿波市が受理した後、利用
の決定通知（不承認）を送
付いたします。

教室への希望内容等を聞
き取り、日程調整ができ次
第利用開始です。

地域生活支援事業【理解促進研修・啓発事業】

「心のバリアフリー」講演会開催

阿波市子どもの学習・生活支援事業の生徒さん募集

第17回阿波市社会福祉大会中止のお知らせ

阿波市社会福祉協議会  本所  福祉課  学習支援係
TEL 0883-36-5511　 月～金曜日 8:30～17:00連絡先

【ご利用までの流れ】
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夏のふれあい訪問

　吉野地区民生委員･児童委員さんが、８月上旬にひ

とり暮らし高齢者の方へ夏のふれあい訪問を実施い

たしました。日用品を配布するとともに、安否確認や

地域における情報提供、また熱中症予防対策等につ

いてお声かけをしました。

… 善意の預託 ありがとうございました …阿波市社会福祉協議会 善意銀行だより
●現金預託　○八幡遺族会 様
●物品預託　○井内　 勉 様　　○東洋羽毛工業 株式会社 様
この浄財は、社会福祉の推進のために有効に活用させていただきます。
（令和３年３月～令和３年８月までの受付分）

吉野地区

共同募金配分金により様 な々地域福祉活動に
活用させていただいております

特別防災講座開催
共同募金配分金により様 な々地域福祉活動に

活用させていただいております

　令和3年7月2日（金）土成保健センターにおいて、共同募金配分金事業の一環として「特別防災講

座」を開催しました。

　青木正繁氏を講師にお迎えし、「いつ起こるかわからない災害に備えて」をテーマに、私たちの未来を

守る防災、そしてひとりひとりが自分の命を守るための行動を考える具体的な話をされました。

　また、防災用品として阿南光高校生手作りのLED「ぽてっとライト」の紹介や使い方の説明がありました。

　このことから、日頃から人とのつながりや常に新しい情報を得ながら、日々の生活を送る大切さを学び

ました。

土成
地区
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生活の中でのちょっとした困りごとを 地域のみんなでいっしょに支え合いましょう。

生活支援体制整備事業

【“しあわせの阿波（あわ）” プロジェクト】

ちょこっと
サポート 料金は無料…交通費 300円（阿波市内）、500円（近隣市外）

【連絡先】 阿波市社会福祉協議会   TEL 0883-36-5511   FAX 0883-36-7040

話し相手／電球交換／精米／ゴミ出し／衣類の整理／庭、溝掃除
小さな菜園／入院中の洗濯／健康チェック　など。

阿波市内にお住いの、お一人暮らしの方や高齢者世帯の皆さまへ

介護保険制
度ではでき

ない。

シルバー人
材センター

には頼めな
い。

そんなちょっ
とした困りご

と

住み慣れた地域で
自分らしい生活をして
健康寿命を延ばしましょう！

〇安全運転コンクール受賞〇

　令和２年中に実施されました第54回安全運転コンクールは、県内152

事業所が参加し、コンクール期間中の安全運転を競いました。その結果、

阿波市社会福祉協議会は“会長賞”を受賞しました。コンクール期間中に

限らず、これからも安全運転に心がけていきます。

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します。

令和２年度におきましては、皆様の善意によりたくさんの
募金が集まりました。ありがとうございました。

※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 5,282,713円
歳末たすけあい募金 1,290,033円

赤い羽根共同募金 5,115,900円
歳末たすけあい募金 1,040,000円

●  令和3年度目標額  ● 目標額
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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/

阿波市役所 人権相談開設日
令和3年	 10月		7日(木)	 10月21日(木)	 11月11日(木)
	 11月25日(木)	 12月		3日(金)	 12月16日(木)
令和4年	 1月		6日(木)	 1月20日(木)	 2月10日(木)
	 2月24日(木)	 3月		3日(木)	 3月17日(木)
場所 ● 阿波市役所（本庁 1階 人権課横 相談室）
時間 ● 9：30～12：00　連絡先 ● 人権課 ☎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

（徳島市東沖洲2-1-8　☎088-679-4440）

令和3年	 10月20日(水)	 11月17日(水)	 12月15日(水)
令和4年	 1月19日(水)	 2月16日(水)	 3月16日(水)
場所 ● 市場総合福祉センター 2階 談話室
日時 ● 毎月第3水曜日  13：30～16：00

行政書士が
成年後見制度を
通して日々の安心を
お届けします

困ったときは  ふれあい福祉センター  阿波市在住の方

各種相談日程表（令和3年度）　
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 － 16日（火） － 18日（火） － 15日（火）
土成保健センター 26日（火） － 21日（火） － 22日（火） －
市場総合福祉センター － 2日（火） － 5日（水） － 1日（火）
阿波健康福祉センター 5日（火） － 7日（火） － 1日（火） －

行政相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター 26日（火） 24日（水） 21日（火） 25日（火） 22日（火） 22日（火）
土成保健センター 18日（月） 15日（月） 20日（月） 17日（月） 21日（月） 28日（月）
市場総合福祉センター 11日（月） 8日（月） 13日（月） 11日（火） 14日（月） 14日（月）
阿波健康福祉センター 4日（月） 1日（月） 6日（月） 5日（水） 7日（月） 7日（月）

人権相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター 28日（木） － 3日（金） 27日（木） － 24日（木）
土成保健センター － 18日（木） 3日（金） － 17日（木） －
市場総合福祉センター 14日（木） － 3日（金） 13日（木） － 10日（木）
阿波健康福祉センター － 25日（木） 3日（金） － 3日（木） －

法律相談
13：30～15：30

吉野地域福祉センター － 19日（金） － 21日（金） － 18日（金）
土成保健センター 15日（金） － 17日（金） － 18日（金） －
市場総合福祉センター － 12日（金） － 14日（金） － 11日（金）
阿波健康福祉センター 1日（金） － 3日（金） － 4日（金） －

結婚相談
13：30～14：30

吉野地域福祉センター 7日（木） 4日（木） 合同相談
16日（木）
13：30～14：30
開催地：市場町

6日（木） 3日（木） 3日（木）
土成保健センター 14日（木） 11日（木） 6日（木） 10日（木） 10日（木）
市場総合福祉センター 21日（木） 18日（木） 20日（木） 17日（木） 17日（木）
阿波健康福祉センター 21日（木） 18日（木） 13日（木） 17日（木） 24日（木）

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
会場の都合により相談日の変更がありますので、お問い合わせください。

吉野地域福祉センター（吉野支所）	TEL	088-696-2386	 	土 成 保 健 セ ン ター（土成支所）	TEL	088-695-4802
市場総合福祉センター（市場支所）	TEL	0883-36-5511	 	阿波健康福祉センター（阿波支所）	TEL	0883-35-6033

※相談はすべて無料です。秘密は固く守られます。

おしゃべり＆相談会
～障がいのある子（人）をケアしている「あなた」のために～

令和3年	 10月14日(木)	11月11日(木)	12月		9日(木)
令和4年	 1月20日(木)	 2月10日(木)	 3月10日(木)

場　所 ● 土成保健センター（御所の郷 西隣）

日　時 ● 原則として毎月第2木曜日 10：00～12：00
※予定は変更される場合があるので必ずお問い合わせください。

対　象 ● 障がい児（者）の親・家族   興味のある方どなたでも
（会員外・阿波市以外にお住まいの方も可）

参加費 ● 会員無料　※会員外 100円

申　込 ● 阿波市社会福祉協議会 地域課
（阿波市手をつなぐ育成会）

☎088-695-4802
（前日までに お名前と連絡先をお知らせください。）

はじめてでも大丈夫！ ぜひ自分のための時間をつくってみてください。
（福祉サービスなどの相談もOKです）
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