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２０１９年度

事業計画

本年度は、新たに策定いたしました「川西町地域福祉活動計画」に基づき、
地域の福祉課題に対する地域住民の主体的な取り組みを支援するとともに、
さまざまな福祉課題を包括的に支援し、地域福祉の推進を図ってまいります。

重点活動方針
1

2

3

総合相談支援体制の
確立

住民主体の福祉活動
の推進

福祉サービス部門の
アンテナ機能の強化

住民の多様化する福祉課題に対

ふれあいサロンや生活支援をは

介護福祉サービスおよび障害福

し、ワンストップで相談に応じる

じめとする、さまざまな住民福祉

祉サービス部門のアンテナ機能の

総合相談窓口を設置するととも

活動に対し、活動が継続的に展開

強化により、町内の福祉ニーズを

に、コミュニティーソーシャルワー

されるよう、積極的に支援を行っ

把握するとともに、地域福祉推進

カー（CSW）の配置による、アウ

てまいります。また、それらの住

部門との連携を強化し、地域にお

トリーチ（地域に出向くこと）活

民福祉活動と連携しながら、福祉

ける支援ネットワークの構築や必

動を積極的に進め、総合相談支援

ニーズや地域課題の把握に努め、

要な社会資源開発を進めてまいり

体制の確立を図ってまいります。

必要な支援を実施してまいります。

ます。

その中で、地域住民や行政をはじ
めとする関係機関と連携・協働の
もと、地域のさまざまな福祉課題
の解決に取り組んでまいります。

この広報誌「社協だより」は善意
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
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貸出備品の充実
ふ れあいサロン活動向けに貸し出すレクリ
エーション用品の充実を図ってまいります。
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運営手法等につい
て学ぶ講座を開催します。また、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
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ボランティアセンター機能
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
④共同募金ふれあいのつどい事業
（財源：共同募金配分金）
㋐住民相互の「ふれあい」や「ささえあい」
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。
⑤地域福祉活動等助成事業
（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（８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）
⑥歳末募金配分金事業（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

施
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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
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子どもの見守り活動支援事業
（財源：善意銀行寄付金）
㋐川西みまもり隊への助成事業
⑨広報誌「川西町社協だより」発行事業（年 6 回）
（財源：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
（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
（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在宅障害者食生活改善事業
（財源：共同募金配分金）
㋐町 内で在宅生活を送る障害者やその家族
を対象に、健康に配慮した食生活につい
て学ぶ機会として、調理実習を含めた講
座を開催します。
④防犯ブザー配布事業（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。
⑤生 活保護申請世帯へのつなぎ資金貸付事業
（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
（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。
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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
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
㋐指定就労継続支援 B 型事業
㋑指定生活介護事業
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㋒地域密着型サービス事業（共生型サービス）
㋓指定障害者居宅介護事業
㋔指定一般相談支援事業
㋕指定特定相談支援事業
㋖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
（10）奈良県共同募金会川西町共同募金委員会
事務局業務
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

2019 年度 社会福祉事業会計予算
その他の収入
1,426,000

退職共済預け金支出 2,621,000

寄付金収入
202,000

前年度繰越
368,000

経常経費補助金収入
22,403,000

積立資産取崩収入
3,000,000

事務費支出
5,775,000

収入合計

共同募金配分金収入
1,977,000

91,396,000

その他の支出
2,075,000

助成金支出
1,591,000

支出合計

91,396,000

人件費支出
76,363,000

受託金収入
5,632,000

障害福祉サービス等事業収入
27,631,000

事業費支出
2,971,000

介護保険収入
28,757,000

収入の部

支出の部

川西町社会福祉協議会 平成 31 年度共同募金配分金事業内訳
事

業

名

予

算

額

助成団体 , 事業内容など

1,233,000

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、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 14 団体）

その他地域福祉に
関する事業（事業費）

444,164

・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 ・在宅障害者食生活支援事業 など

歳末募金配分金事業（事業費）

300,000

・ふれあい弁当事業・歳末たすけあい大掃除支援事業

地域福祉活動等
助成事業（助成費）

合

計

1,977,164

など
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川西町ボランティア連絡協議会

『箱入り息子の恋』
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映画会
手話通訳
あり

日 時：2019 年 5 月 18 日（土） 開 場：1 時
開 演：1 時 30 分
会 場：川西文化会館コスモスホール
協力金：300 円
主 催：川西町ボランティア連絡協議会
※子ども・学生・障害者手帳をお持ちの方は無料ですが、事前に入場券をお求めください。
入場券は川西町社会福祉協議会・川西町教育委員会にて販売いたします。
連絡先：川西町ボランティア連絡協議会事務局 電話 0745-43-3939 FAX 0745-43-3938

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。平成 31 年 3
月 3 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

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

74,130 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：菊永 0745-43-2262 宮崎 0745-43-0522

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：小形 0745-43-1568

新任職員の紹介
４月から入職いたしました徳山晃寿と申します。人と人とのつながりを大事にし、互い
に支え合えるまちづくりを目指して、頑張りたいと思います。地域の皆さんに貢献できる
よう、日々努力していきますので、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。

