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令和 4 年度
住民

生

事業計画

役割

、住民同士 助 合 ・
「地域共生社会」 実現 向
住民 主体的 活動 促進 努 、様々
事業 展開
。

支

合
暮
、福祉課題 対
地域福祉推進 関

※新型コロナウイルス感染症の影響により、事業計画に変更が生じる場合があります。

重点活動方針

1

2

3

相談支援機能の強化

住民福祉活動の支援と協働

地域福祉活動計画の見直し

多様化した福祉課題に応えるた

住民主体による、コロナ禍におけ

誰もが安心して暮らすことので

め、CSW（コミュニティソーシャル

る新たなつながりづくりの創出や

きる福祉のまちづくりの推進を目

ワーカー）による相談 支援を積極

地域の支え合い助け合い活動の担

的に策定しました「地域福祉活動

的に進めるとともに、地 域福祉部

い手の養成を図ってまいります。

計 画 」は、策 定より３年が 経 過す

門と福祉サービス部門が連携して

また、それらの住 民福祉 活動と

ることから、計画の進捗状況につ

地域福祉課題に取り組むことがで

の連携により、福祉ニーズや地域課

いて精査し、見直しを行いながら

きる本会の強みを活かしながら、

題の把握に努め、必要な支援や新

今後の事業展開につなげてまいり

関係機関や地域資源を積極的に活

たな社会資源の開発に取り組んで

ます。

用し、課題解決に向けた支援を行

まいります。

います。

お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い
居宅介護支援事業（ケアマネージャー）
介護保険で要介護の認定を受けた方の、

相
介護サービスの利用をお手伝いします。
無
お気軽にご相談ください。

談
料

ヘルパー募集中！
！

訪問介護（ホームヘルパー）
ヘルパー）
介 護 認 定を受けた方のご自宅に、専門の資格を
持ったホームヘルパーが訪問し、身体の介助や買
い物、掃除等のお手伝いをします。

TEL：0745-43-3901
（直通）FAX：0745-43-3938 川西町社会福祉協議会 介護福祉サービス係（担当 中尾 川口）
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（1）法人運営事業
㋐ 理事会の開催（年 3 回）
㋑ 評議員会の開催（年２回）
㋒ 善意銀行運営委員会の開催（年１回）
（2）地域福祉の推進にかかる事業
１. 住民参加の地域福祉を推進する事業
①ふれあいサロン活動への支援【活動計画Ⅰ-1】
㋐ CSW がふれあいサロン活動を定期的に訪問
し、活動の支援並びに参加者からの福祉ニー
ズや地域課題の把握を行います。
また、コロナ禍における新たな地域のつなが
りづくりについて、活動者とともに検討し支
援を行います。
㋑ふれあいサロン活動備品の貸し出し
ふれあいサロン活動のプログラム充実を目的に、
レクリエーション用品の貸し出しを行います。
㋒ふれあいサロン活動支援事業（財源：共同募
金配分金）
ふれあいサロン活動の意義や運営手法、また
プログラムについて学ぶ講座を開催します。
㋓ふれあいサロン団体等の交流・情報交換を行
う機会を定期的に設定し、ネットワークの構
築を図ります。
②住民参加型在宅福祉サービス「サポート川西」
への支援【活動計画Ⅰ-２】
㋐住民同士の助け合い支え合いサービスである、
「サポート川西」との定期的懇談会等を通じ、
継続的な活動を支援するとともに、町内の生
活支援ニーズの把握と充足に努めます。
㋑「サポート川西」の活動が、円滑にすすむよ
う一部事務的業務の支援を行います。
③生活支援サービス従事者養成支援事業【活動計
画Ⅰ-２】
㋐「サポート川西」をはじめとする家事援助な
どの生活支援サービスの担い手の確保を目的
に、ボランティア活動や生活援助技術につい
て学ぶ講座を開催します。
④ボランティアセンター機能【活動計画Ⅰ-３】
㋐住民福祉活動やボランティア活動に関する相
談、登録・あっせん
㋑ボランティア連絡協議会および各種福祉活動
との連携
㋒災害ボランティアセンターに関する業務
㋓災害ボランティアセンター研修事業
災害時のボランティア活動や災害ボランティ
アセンターの役割について研修会を開催する
とともに、災害時にボランティアセンタース
タッフとしてご活躍いただける方々の事前登
録を進めてまいります。
⑤共同募金ふれあいのつどい事業【活動計画Ⅲ-１】
（財源：共同募金配分金）

施

計

第２６０号

画

㋐住民相互の「ふれあい」や「支え合い」をテー
マに、住民主体の地域福祉活動を財源面で支え
る共同募金のしくみや、町内の福祉活動につい
ての理解を深めていただくためのホールイベン
トを開催します。
⑥地域福祉活動等助成事業【活動計画Ⅲ-１】
（財源：共同募金配分金）
㋐町内で活動しているふれあいサロン活動への
助成事業（７団体）
㋑町内で活動している福祉活動団体等への助成
事業（６団体）
⑦歳末募金配分金事業【活動計画Ⅲ-１】
（財源：共同募金配分金）
㋐婦人会との共催による「ふれあい弁当事業」
年２回
75歳以上の独居高齢者及び85歳以上の高齢
者世帯を対象に見守りを兼ねた配食サービス
を実施します。
㋑「歳末たすけあい大掃除支援事業」11月〜1２月
住民ボランティアの協力のもと、85歳以上の
独居高齢者宅の大掃除を実施します。
⑧福祉教育に関する事業【活動計画Ⅲ-１、Ⅲ‐２】
㋐川西小学校での福祉体験授業（財源：共同募
金配分金）
㋑福祉教育推進支援事業（財源：善意銀行寄付
金）
⑨広報誌「川西町社協だより」発行事業（年６回）
（財源：共同募金配分金）
２. 当事者を支援する事業
①高齢者介護者のつどい事業【活動計画Ⅲ-１】
（財源：共同募金配分金）
㋐介護者同士の情報交換と想いの共有、介護者
の精神的な負担の軽減を目的とした座談会を
開催します。
②知的障害者（児）社会参加促進事業【活動計画Ⅲ-１】
（財源：共同募金配分金）
㋐町内在住在勤の知的障害者（児）を対象に新
たな余暇活動を通して社会参加する機会を設
定します。また、体験教室とあわせて参加者
や家族との座談会を開催し、生活課題やニー
ズの把握に努めてまいります。
③ひきこもり家族支援事業【活動計画Ⅲ-１】
（財源：共同募金配分金）
㋐町内のひきこもり当事者や家族を対象に交流会
を開催し、想いや悩みを吐露する機会を設定し
ます。また当事者や家族に対しての相談支援を
行います。
④防犯ブザー配布事業【活動計画Ⅲ-２】
（財源：善意銀行寄付金）
㋐川西町内の新入学児童へ防犯ブザーを配布し
ます。
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⑤生活保護申請世帯へのつなぎ資金貸付事業【活動
計画Ⅲ-２】
（財源：善意銀行寄付金）
㋐新たに生活保護を申請する世帯に対し、必要
に応じ、初回の支給までのつなぎ資金の貸付
を行います。
⑥被災世帯への見舞金給付事業【活動計画Ⅲ-２】
（財源：善意銀行寄付金）
㋐火災等の被害にあった世帯に対し、見舞金の
支給を行います。
⑦子どもの見守り活動支援事業【活動計画Ⅲ-２】
（財源：善意銀行寄付金）
㋐川西みまもり隊に対し、キャップ、ベスト等
の購入費用の助成を行います。
（3）福祉サービス利用援助事業（県社協受託事業）
㋐認知症や知的障害、精神障害等により判断能力の
低下した方に対して、福祉サービスの利用援助や
日常的な金銭の管理、書類や通帳等の預かりなど
のサービスを行うことによって、その方が地域の
中で生活を継続できるよう支援します。
㋑生活支援員の登録と活動支援
㋒奈良県社会福祉協議会の専門員との連携
（4）生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）
㋐低所得者および障害者等に対する資金の貸付に関
する相談受付業務
㋑民生児童委員および奈良県社会福祉協議会との連携
（5）奈良県社会福祉協議会への協力
㋐災害時の相互支援活動に関する協定にもとづく協力
㋑フードレスキュー事業への協力
（6）介護保険制度にかかる事業【活動計画Ⅳ-１】
㋐指定居宅介護支援事業
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㋑指定生活介護事業
㋒介護予防サービス計画作成業務（地域包括支援セ
ンターからの受託事業）
㋓介護予防・日常生活支援総合事業における第１号
訪問事業
㋔生活支援コーディネーターの配置（町受託事業）
（7）
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律」にかかる事業【活動計画Ⅳ-２】
㋐指定就労継続支援 B 型事業
㋑指定生活介護事業
㋒地域密着型サービス事業（共生型サービス）
㋓介護予防・日常生活支援総合事業における共生型
サービス
㋔指定障害者居宅介護事業
㋕指定一般相談支援事業
㋖指定特定相談支援事業
㋗在宅障害者に関する基本的な相談業務（町受託事業）
（8）各種団体事務局業務
㋐老人クラブ連合会
㋑身体障害者（児）福祉協会
㋒戦没者遺族会
（9）奈良県共同募金会川西町共同募金委員会事務局業務
【活動計画Ⅲ-１】
㋐川西町共同募金委員会運営委員会の開催（年２回）
㋑川西町共同募金委員会審査委員会の開催（年２回）
㋒一般募金（赤い羽根募金）（10 月〜 12 月）
㋓歳末たすけあい募金（12 月）
（10）日本赤十字社奈良県支部への協力
㋐日本赤十字社募金（５月）
（11）その他この法人の目的達成のため必要な事業

令和4年度 社会福祉事業会計予算
（単位：円）
前年度繰越金
1,040,000

寄付金収入 202,000

その他の収入
1,874,000

経常経費
補助金収入
23,341,000

積立資産支出
2,000,000
助成金支出
1,316,000

退職共済預け金支出
2,732,000 その他の支出
2,540,000

事務費支出
5,819,000
収入合計

94,451,000
障害福祉
サービス等
事業収入
31,108,000

支出合計

共同募金
配分金収入
1,995,000

94,451,000

受託金収入
5,818,000
介護保険収入
29,073,000

事業費支出
4,347,000

収入の部

人件費支出
75,697,000

支出の部

この広報誌「社協だより」は共同募金配分金を財源として発行しております。
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川西町社協だより

第２６０号

川西町社会福祉協議会 令和４年度共同募金配分金事業内訳
事業名

予算額（円）

地域福祉活動等助成事業
（助成費）

993,400

その他地域福祉に関する事業
（事業費）

1,497,521

歳末募金配分金事業
（事業費）

300,000

合計

助成団体、事業内容など
友愛チーム梅のさと、サポート大和川、友愛クラブ、和（輪）を保つ会、サロ
ン唐院、つるぎ会、西城なかよし会、川西町サークルお花畑、川西町LD研
究会、手話サークル竹の会、川西町福祉団体コスモスの会、川西スポーツ
クラブ、くれよんくらぶ（計13団体）
・共同募金ふれあいのつどい事業 ・川西小学校における福祉体験事業
・知的障害者（児）社会参加促進事業 ・高齢者介護者のつどい事業
・ふれあいサロン活動支援事業 ・生活支援サービス従事者養成事業
・
「ひきこもり家族」支援事業
・災害ボランティアセンター研修事業
・地域福祉推進事業
など
・ふれあい弁当事業
・歳末たすけあい大掃除支援事業

など

2,790,921

生活支援
※新型

内

従事者養成研修
感染拡大状況

中止

頂 場合

容

。

受講者
募集！

留意事項

3月開催予定の延期分です。
日
時：
ボランティア「生活支援サービス従事者」を養成
・６月16日（木）10：00〜11：30
する研修です。
「ボランティアについて」
「地域での支え合いの仕組みや取り
講
師：
組みについて」
・奈良県社会福祉協議会ボランティアセンター
・６月20日（月）13：30〜15：30
田中 和博 氏
実践報告「ならコープ コープたすけあいの
・ならコープ コープたすけあいの会
会の取り組みについて」
活動会員の皆さま
「『サポート川西』の取り組みについて」
・住民参加型在宅福祉サービス『 サポート川西 』
定
員： 15名
代表 宮崎 恒子 氏
参加資格： 川西町在住、在勤、在学の方
参 加 費： 無料
申込締切：６月10日（金）
地域でのちょっとした助け合いの活動に参加する

【申込・ 問

合

】 川西町社会福祉協議会（辻、米田） TEL 0745-43-3939

会

お礼
バザーの
平素は川西町福祉団体「コスモスの会」にご支援い
ただきありがとうございます。令和４年３月６日
（日）
に
「コ
スモスの会バザー」を開催いたしました。
バザー物品を提供していただいた方々、当日、会場
に足を運んで頂いた方々、お手伝いをいただいたボラ

FAX 0745-43-3938

ンティアの方々に厚くお礼申し上げます。
当日の売上は下記のとおりでしたので、ご報告させ
ていただきます。
バザー売上

36, 780 円

◎コスモスの会活動に大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。
川西町福祉団体 コスモスの会

本会は、
個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、
実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱っています。

