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令和２年度

事業計画

住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らすことのできる「地域共生社会」の実
現に向けて、地域の福祉課題に対する住民の皆さまの主体的な取組をより一層支援
していくとともに、住民やボランティアの皆さま、関係機関と協働、連携しながら
福祉課題の解決に向け、地域福祉推進に関する様々な事業を展開してまいります。
※新型コロナウィルス感染拡大に伴い、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

地域福祉活動計画の
実践

住民主体の福祉活動の
支援

災害ボランティアセンター
運営マニュアルの整備

地域福祉活動計画実践の２年目

ふれあいサロンや生活支援をはじ

にあたり、引き続き住民主体の様々

めとする、さまざまな住民福祉活動

な福祉活動を支援するとともに、複
合的な課題を抱える世帯の対応な
ど、多様な福祉ニーズに応えるため
に、CSW（コミュニティーソーシャ
ルワーカー）活動の充実を図ってま
いります。また、福祉サービス部門
においては、住民の皆様が安心して
利用できる質の高いサービス提供
に努めてまいります。

に対し、相談援助や各研修事業を通
じて、積極的に支援を行ってまいり
ます。また、それらの住民福祉活動
と連携しながら、福祉ニーズや地域
課題の把握に努め、必要な支援や
新たな社会資源の開発に取り組ん
でまいります。

大規模な災害が発生した際には、
本会において町内外からの災害ボ
ランティアの受け入れや派遣調整
等の業務を行なう、災害ボランティ
アセンターを設置することとなって
います。災害ボランティアセンター
を円滑に運営できるよう、運営マ
ニュアルを整備するとともに、災害
ボランティアセンターの迅速な立ち
上げに対応できるよう、川西町と災
害ボランティアセンター設置に関す
る協定を締結いたします。

この広報誌「社協だより」は共同募金配分金及び善意銀行運営事業寄付金を財源として発行しております。
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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C SW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。
		
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。
その中で団体間の交流・情報交換を行う機会
を設定し、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】
		
㋐住民同士の助けあい支えあいサービスである、
「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
（9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）
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⑥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。
⑦福祉教育に関する事業【活動計画Ⅲ-1、
Ⅲ-2】
		
㋐川西町身体障害者
（児）
福祉協会との共催によ
る、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）
⑧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・善意銀行寄付金）
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思いの共有、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。
③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。
④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。
⑤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。
（3）
福祉サービス利用援助事業
（県社協との協定事業）
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
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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）
磯城郡社会福祉協議会事務局業務
㋐役員会の開催
㋑郡域各種団体への助成事業
㋒磯城郡社会福祉大会の開催
（10）
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）
（11）
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）
（12）
その他この法人の目的達成のため必要な事業

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
㋑指定訪問介護事業
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

令和 2 年度 社会福祉事業会計予算
寄付金収入
202,000

その他の収入
1,426,000
積立資産取崩収入
4,000,000
収入合計

その他の支出 2,084,000

助成金支出
1,421,000

事務費支出
5,830,000

共同募金配分金収入
2,071,000

88,906,000

退職共済預け金支出 2,593,000

積立資産支出 1,000,000
経常経費補助金収入
22,551,000

次年度繰越金 160,000

支出合計

88,906,000

人件費支出
73,194,000

受託金収入
5,632,000

障害福祉サービス等事業収入
25,828,000

介護保険収入
27,196,000

収入の部

事業費支出
2,624,000

支出の部

川西町社会福祉協議会 令和 2 年度共同募金配分金事業内訳
事

業

名

地域福祉活動等助成事業
（助成費）

予

算

額

1,220,800

その他地域福祉に
関する事業（事業費）

551,088

歳末募金配分金事業（事業費）

300,000

合

計

2,071,888

助成団体 , 事業内容など
サポート大和川、友愛チーム梅のさと、友愛クラブ、和
（輪）を保つ会、出屋敷なかよし会、サロン唐院、つるぎ会、
西城なかよし会、ちょっといっぷくの会、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 15 団体）
・共同募金ふれあいのつどい事業積立 ・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
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
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コスモスの会より

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２年３月
１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、

歌声さくら草
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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。
バザー売上げ

71,130 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

参加者募集！！

懐かしい歌、四季折々の歌を楽しく歌って笑って過ごしています。
楽しい音楽を通して友達の輪を広げませんか？
定例会：毎月第 2 火曜日と第 4 月曜日
会 費：年間 1,200 円（コピー代など）
※毎月第 2 火曜日、第 4 月曜日、両日参加の場合は年間 2,400 円
場 所：川西町福祉施設ぬくもりの郷（川西町吐田 94）
対 象：60 歳以上の方ならどなたでも♪
お問い合わせ：田川 0745-43-1290 川尻 0745-44-1419

ハンドベルさくら草

部員募集

練習日：毎週水曜日（第 2 水曜日はお休み）
時 間：9 時～ 12 時
場 所：川西町福祉施設ぬくもりの郷（川西町吐田 94）
対 象：興味のある方ぜひご参加ください。

お問い合わせ：原 0745-44-4596

新任職員の紹介
総務地域福祉係
4 月から入職しました辻大輔です。10 年間、障がいのある方が通われる施設で働いて
いました。少しでも早く皆様に受け入れて頂けるように、コミュニケーションを通して
多くを学ばせて頂きたいと考えていますので、どうかよろしくお願いします。
障害福祉サービス係
4 月より障害者支援施設「秋桜」で勤務しています、薮内喬と申します。
利用者様に笑顔で楽しい毎日が過ごしていただけるように、一生懸命頑張っていきま
すのでよろしくお願いします。

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。

