
福祉体験

学習を

開催しまし
た

広 報

Facebook やってま
す

阿波市社協からの

お知らせを随時更新

していますので

のぞいてみてくださ
い。

6月7日（火）、阿波市立
市場小学校にて阿波市社会福
祉協議会（本所）主催の「福祉体
験学習」を開催し、市場小学校
4年生の皆さんにご参加いただ
きました。体験学習終了後、皆さ
んから「大変さがよくわかりまし
た」「困っている人がいたら声を
かけたい」といったご感想を

いただきました。
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令和4年度 事業計画
　阿波市では、超高齢化社会が進展し人口減少が続く中、支援を必要とする高齢者・障がい者・生活困窮者等は増加傾向にありま
す。また、長引くコロナ禍による貧困や社会的孤立といった生活課題も生じており、福祉に対するニーズはますます多様化・複合化し
ています。
　このような状況の中、阿波市社会福祉協議会では、「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」を目指し多様な主体が連携し、身近な地域で困りごとを受け止め、支えあえる地域づくりの取り組み
を進めていきます。
　また、国連の提唱する持続可能な開発目標であるSDGsについて、阿波市社会福祉協議会の目指す方向が重なることから、事業
計画に該当する目標（アイコン）を記載し、組織としてSDGs推進を表明します。

事業収入 829

補助金 89,787

その他の収入 28,089

介護保険収入
82,974

障害福祉サービス等
事業収入 5,847

積立資産取崩収入
100

受託金 88,429

会費 4,880 寄付金 101

事務費支出 26,810

介護保険収入 
83,242

障害福祉サービス等
事業収入 5,456

事業収入 1,265

補助金 91,043

受託金 82,751

その他の収入
33,178

会費 3,048

寄付金 64

ボランティア
センター事業 
2,560

法人運営事業 
115,706

日常生活自立支援
事業 2,299

地域生活支援
事業 4,894

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 28,000

善意銀行運営事業 261 

共同募金配分金
事業 3,030

居宅介護支援事業 
18,463

訪問介護事業 
39,305

地域福祉センター
管理経営 3,993

老人デイサービス
事業 39,753

保健センター管理経営 2,996

老人福祉センター
管理経営 4,812 健康福祉センター管理経営 5,353

公共交通予約センター
運営事業 7,981

その他の活動による
支出 10,800

事業費支出 
29,361 

人件費支出 225,685

積立金積立支出 5,403 

令和3年度 会計決算 令和4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つながり合える地域づくりの推進強化
❹福祉の視点に立った介護サービスの展開

収入合計
301,036千円

支出合計
301,036千円

収入合計
300,047千円

（単位：千円）

支出合計
298,060千円

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

❶法人経営部門
　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。

❷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・住民活動の推進
（５）阿波市生活支援ボランティア事業の推進
（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
（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

❹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運営（市受託）

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（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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就労に向けて
一緒に考えサポートします

様々な理由で長期間就労から遠ざかっている方やコミュニケーションがうまくいかない方、生活のリ
ズムが不規則な方など、今すぐに一般就労が難しい方に対し、個々の状態に応じた就労に向けて
の支援を行います。

生活するうえで困っていることや現状等をお聞きし、課題を整理し、就労に向けての目標を一緒に
考えます。

　    日常生活の自立サポート
規則正しい生活や適度な運動、健康維持、清潔保持などの生活習慣の見直しや形成に向けてサ
ポートします。

　    社会生活の自立サポート
社会との関わりやつながりを通して、就労に向けての準備段階としての必要な社会能力を身につけ
るサポートをします。

　    就労に向けての自立サポート
一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の習得等のサポートをします。

ご本人からだけでなく、ご家族の方からの相談も受け付けています。

就労準備支援事業のご案内

相談（受付）の方法
●窓口に来所いただいての相談　●ご自宅にお伺いしての相談

●電話による相談

働く自信がない…
　コミュニケーションが苦手で社会に出るのが不安…
　　　昼夜逆転など、生活のリズムが乱れがち　　など

【ご相談・お問い合わせ窓口、開設時間】

くらしサポートセンター阿波
社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会
〒771-1622  阿波市市場町興崎字北分60

月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前９時から午後４時
TEL 0883-36-5511
FAX 0883-36-7040

… 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
●物品預託　○堀北 武子 様　　○東洋羽毛工業株式会社 様
　　　　　　○井内　 勉 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４年３月～令和４年８月までの受付分）
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コミュニティサロン

トクする！ 防災

共同募金や歳末たすけあい募金の配分金で、地域交流の場づくりや防災、認知症予防に関する講習、
チャリティイベントなど年間を通じて様々な事業を行っています。

吉野地域福祉センターこすもすで月１回開催中。
“まちの居場所は　　わたしの居場所”をテーマに誰もが
気軽に集える憩いの場となっています。

土成保健センターにて地域防災講座を開催。
災害時に自分の身を守る大切さや身近にあるものを
災害時に役立てるフェーズフリーについて学びました。

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始まります。
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３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。
　強要する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 5,669,485円
歳末たすけあい募金 1,045,414円

赤い羽根共同募金 3,368,400円
歳末たすけあい募金 1,030,000円

●  令和４年度目標額  ● 目標額
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あわデイサービスで七夕祭りをしました。

皆さんいろいろな願いを書いてくださいました。

デイサービスでは、コロナ感染予防のため催し等をしばらくの間、中止

させていただいています。

職員・利用者さん共に感染予防対策を徹底しながら毎日楽しく過ごし

ていますが、早くコロナが終息することがみんなの願いです。

お願いがとどきますように！お願いがとどきますように！ みんなの手作り笹飾り　きれいやろー？みんなの手作り笹飾り　きれいやろー？

あわ
デイサービス

7月26日うちわづくりの様子です。市場地区小学校の生徒さんが絵を

描いて、民生児童委員の皆さんが組み立てました。

約400枚の出来上がったうちわは、市場地区の高齢者世帯のお宅へ

配られました。毎年、大変喜ばれています。

涼しそうなイルカもご一緒に涼しそうなイルカもご一緒に

1枚ずつ骨に絵を貼り付けていきます1枚ずつ骨に絵を貼り付けていきます

世界に1枚のうちわができあがっていきます世界に1枚のうちわができあがっていきます

高齢者世帯の方へ

夏の贈りもの
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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4年	 10月		6日(木)	 10月20日(木)	 11月10日(木)
	 11月24日(木)	 12月		5日(月)	 12月15日(木)
令和5年	 1月		5日(木)	 1月19日(木)	 2月		9日(木)
	 2月24日(金)	 3月		2日(木)	 3月16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4年	 10月19日(水)	 11月16日(水)	 12月21日(水)
令和5年	 1月18日(水)	 2月15日(水)	 3月15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4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 ー 15日（火） ー 17日（火） ー 14日（火）
土成保健センター 11日（火） ー 27日（火） ー 28日（火） ー
市場総合福祉センター ー 1日（火） ー 10日（火） ー 7日（火）
阿波健康福祉センター 4日（火） ー 6日（火） ー 7日（火） ー

行政相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター 25日（火） 22日（火） 27日（火） 24日（火） 28日（火） 28日（火）
土成保健センター 17日（月） 21日（月） 19日（月） 16日（月） 20日（月） 20日（月）
市場総合福祉センター 11日（火） 14日（月） 12日（月） 10日（火） 13日（月） 13日（月）
阿波健康福祉センター 3日（月） 7日（月） 5日（月） 16日（月） 6日（月） 6日（月）

人権相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター 27日（木） ー 5日（月） 26日（木） ー 23日（木）
土成保健センター ー 17日（木） 5日（月） ー 16日（木） ー
市場総合福祉センター 13日（木） ー 5日（月） 12日（木） ー 9日（木）
阿波健康福祉センター ー 4日（金） 5日（月） ー 16日（木） ー

法律相談
13：30～15：30

吉野地域福祉センター ー 18日（金） ー 20日（金） ー 17日（金）
土成保健センター 21日（金） ー 16日（金） ー 17日（金） ー
市場総合福祉センター ー 4日（金） ー 13日（金） ー 10日（金）
阿波健康福祉センター 7日（金） ー 2日（金） ー 3日（金） ー

結婚相談
13：30～15：30

吉野地域福祉センター
合同相談
土成

13日（木）

10日（木）
合同相談
阿波
1日（木）

5日（木）
合同相談
市場

16日（木）

2日（木）
土成保健センター 10日（木） 12日（木） 9日（木）
市場総合福祉センター 17日（木） 19日（木） 16日（木）
阿波健康福祉センター 10日（木） 12日（木） 23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（本　　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4年	 10月13日(木)	 11月10日(木)	 12月	8日(木)
令和5年	 1月12日(木)	 2月		9日(木)	 3月	9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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