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令和３年２月２５日の地域福祉活動計画策定委員会にお
いて菅原委員長から三浦会長に答申をいただきました。

岩沼市社会福祉協議会では、「岩沼市地域福祉計画」の策
定に合わせ、令和３年度から７年度までの５か年を計画期間
とする「岩沼市地域福祉活動計画」を策定しました。
この計画は、誰もが「しあわせ」を感じられる社会を実現
するための身近な計画としてご活用いただければ幸いです。
計画の策定に当たり、貴重なご意見等をいただきました策

もくじ
Ｐ２・P3 事業計画・予算

Ｐ４ 各事業所からのお知らせ

Ｐ５ ボランティア活動を振り返る
Ｐ６ 社協相談窓口一覧

定委員の皆様、アンケート調査や住民座談会へご協力をいた
だきました皆様に心より御礼を申し上げます。
詳しくは、概要版をご覧ください。
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令和３年度は、第２次地域福祉活動計画の初年度に当たり、第１次計画の進捗状況を
検証しながら岩沼市地域福祉計画と連携を図り、地域のつながりや見守り等により共に
支え、共に築く地域づくりを推進し、市民による自主的な福祉活動が展開されるよう取
り組んでまいります。
１ 推進目標：地域も関わり合える福祉学習の充実
（１）継続的な福祉学習・福祉教育の実践《重点項目》
（２）地域共生社会への理解と認め合える心を育む
（３）福祉に触れる学びの実践
○福祉作文の募集と表彰
○福祉（体験）学習の支援
○福祉教育実践普及校の指定及び福祉教育実践研究会・発表会の開催
○小・中学生のためのボランティア体験教室の開催 等
▲小学生ボランティア体験

２ 推進目標：地域を支えるボランティア育成と活動支援の充実
（１）ボランティア育成の推進
（２）ボランティア活動支援の充実《重点項目》
（３）ボランティアセンター機能（仕組み）の充実
○ボランティア養成講座の開催
○遊具等無料貸出事業の実施
○ボランティア登録による支援活動のコーディネート 等

▲ボランティア養成講座

３ 推進目標：気軽に参加できる地域づくりの充実
（１）地域や居場所づくりへの支援
（２）地域資源・社会資源の発掘 （３）地域支援・団体支援
○市民福祉フォーラムの開催 ○地域サロン支援事業の実施
○地域支え合い活動助成事業の実施 等
▲地域支え合い助成金

４ 推進目標：一人ひとりを支える相談・生活支援の充実
（１）相談機能の充実
（２）生活困窮世帯への自立生活支援の充実
（３）高齢者や障害者がいる世帯への生活支援の充実
○ひとり暮らし高齢者会食のつどいの実施
○高齢者夫婦世帯研修・交流会の開催
○岩沼市生活困窮者自立支援事業の受託実施
○生活福祉資金貸付事業・愛の福祉短期貸付事業の実施
○歳末助け合い配分金事業の実施 等

▲ひとり暮らし高齢者への
生活支援

５ 推進目標：地域福祉を推進する連携・協働の充実
（１）連携・協働の関係づくり
（２）連携・協働による地域福祉の推進 《重点項目》
（３）共同募金委員会・老人クラブ連合会との連携・協働の推進
○ふれあいの広場の開催
○町内会連携地域福祉活動モデル事業の実施
▲生活支援体制整備事業
○岩沼市生活支援体制整備事業の受託実施 等
協議体
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６ 推進目標：地域を支えるための基盤強化
（１）広報啓発活動の充実
（２）自主財源の確保と役職員の情報の共有化
（３）地域福祉活動計画の周知・進行管理



○社協だよりの発行
○ホームページの活用
○経営・財政基盤の強化
○地域福祉活動計画の進行管理・周知
○役職員の研修事業の実施
○居宅介護支援事業の実施
○ＣＳＷ（地域支え合い活動）支援職員養成事業の実施
○岩沼市デイサービスセンターさとのもりの指定管理及び運営
○岩沼市地域包括支援センター事業の受託実施（岩小学区） 等

⑦その他収入

［単位：千円］
①会費収入



③補助金収入



④受託金収入



⑥積立資産取崩収入
⑦その他収入
収入合計

↑三浦会長より各学校に指定書を交付→

←各学校での取り組みを「福祉教育実践発表
会・研究会」にて発表していただきます。写
真は、昨年度の様子。

 本会では、市内の小中学校全８校を福祉教育実践普及校

に指定しており、７月１日（水）に令和２年度の指定書交
付式を行いました。
育のお手伝いをしていきます。
 また、各校の取り組みは、教育関係者や地域の方に参加
いただく「福祉教育実践発表会・研究会」で報告していた
だきます。

 もくじ
Ｐ２ 団体紹介
Ｐ３ 各事業所からのお知らせ
Ｐ４ ボランティア・サロン情報

 児童生徒が福祉について考え、行動できるように福祉教

Ｐ５ つながり・支え合い活動
Ｐ６ 赤い羽根共同募金
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▲社協だより

①会費収入

②寄附金収入

⑥積立資産取崩
収入
③補助金収入



②寄附金収入

⑤介護保険収入
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④受託金収
入



⑤介護保険収入

⑦当期末支払資金残高
①法人運営事業
⑥地域包括支援
センター事業

②地域福祉
事業

［単位：千円］

⑤居宅介護
支援事業

①法人運営事業



②地域福祉事業



③生活困窮者自立支援事業



④老人デイサービス事業

④老人デイ
サービス事業

⑤居宅介護支援事業



⑥地域包括支援センター事業



⑦当期末支払資金残高
③生活困窮者
自立支援事業



支出合計
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★パワークラブ オンラインスクール開校のお知らせ！！
社協地域包括支援センターでは、自宅やサロンなどで、気軽に効果的
な介護予防を実施できるよう動画を作成しました。皆様がこれからも元
気に過ごす為の一つの方法としてご活用いただければ幸いです。
運
動
（
動
画
）

▶
自
宅
で
も
簡
単
に
で
き
る

動 画 を見 なが ら 、 健
康について学んでみま
せんか？

外出や運動の機会が減って体力が

落ちたと感じていませんか？

介護予防は、運動・栄養・休養・口腔ケアにつ
いて理解し、効率よく行うことが大切です！！

岩沼市社会福祉協議会ホームページ 地域包括支援センター内をご覧ください
【岩沼市社協包括】 で検索！！※視聴は無料ですが、別途通信料が発生しますのでご注意ください。
岩沼市社協地域包括支援センター

問い合わせ ԣԏԙ：ӼӿӷԀԂӽӾӨ

★新しい遊具で楽しく運動～デイサービスセンターさとのもり～
３月の運動系レクリエーションは「ドッヂビー」を
使用し、チーム対抗戦で得点を競い合いました。
「ドッヂビー」は、柔らかい素材のディスクで、当
たっても痛くなく、軽い力で飛ぶのでご利用者も無理
なく投げることができました。
ご利用者は、初めて触るディスクに「どっちが上な
の？」と戸惑っていましたが、投げるうちコツをつか
▲応援にも熱がはいります

み得点盤に乗ると歓声が沸き、フレームから滑り落ち
るとさらに大きな笑いが起きました。１００点に乗っ
た時はみんなで大喜びし、チームに関係なく盛り上が

▲ドッヂビー

りました。

申し込み・お問い合わせは
岩沼市デイサービスセンターさとのもり
TEL：２９-３７３７

★ 職 員 募 集 ★ （①介護職員等 ②ケアマネジャー

嘱託職員）

○勤 務 地 ①岩沼市デイサービスセンターさとのもり ②岩沼市社協指定居宅介護支援事業所
○職種・資格 ①介護職・介護福祉士（取得見込可）

②ケアマネジャー・介護支援専門員

生活相談員・社会福祉士（取得見込可）
○給

与 ①月給１６０，０００円～

②１８０，０００円～

○勤 務 時 間 ①８：２０～１７：０５

②８：３０～１７：１５

○休

日 ①４週８休（勤務表による）

②土・日・祝祭日

○応

募 履歴書、資格証明書等を下記まで持参又は郵送ください。

○申込・問い合わせ先  社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会 総務係
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目４番１５号  電話 ０２２３－２９－３７１１
※詳細は、社会福祉協議会のホームページに掲載していますので、ご覧ください。
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令和２年度のボランティア活動を振り返る
●
ボランティア登録制は、５年目を迎え年齢を問わず多くの方に登録いただいています。新型コロナウ
イルス感染症の影響を受け、地域のサロンや福祉施設での活動は自粛中ですが、ゴミ捨て等の「生活の
困りごとのお手伝い」は、感染対策をしながら活動を継続しています。
生活の困りごとの
お手伝い

レクリエーションの
指導

中学生のための
ボランティア体験教室
～植栽活動～

小学生のための
ボランティア体験教室
～交流活動～

ボランティア情報や地域情報を発信します
令和２年度の登録ボランティア交流会は、新型
コロナウイルス感染防止のため中止し、登録者に
活動状況等の確認を行いました。活動状況は様々
ですが、多くの登録者から早く活動ができること

お友達募集中‼
‼

をいただきました。
を楽しみにしているとの声をいただきました。
ボランティアの声

〇ボランティアというと大袈裟ですが、
細やかな事でも人のためになると幸せを感じます。
〇ひとり暮らしの高齢者が町内でも多くなっているの
で暮らしやすい環境になるよう手伝いたいです。
今年度の登録ボランティア交流会は、少人数で
の開催を予定しています。詳細は決まり次第社協
だより等でご案内します。

ボランティア登録受付中
専用フォームはこちら

はじめました。
ボランティア情報や各種事業の
最新情報を配信していきます。
ぜひ登録お願いします。
〇公式 LINE
登録はこちら

入 居 者 募 集 中 !!
介護付有料老人ホーム

グループホーム

☎ 0223-25-2588

☎ 0223-24-0715

ルポたけくま なんてん岩沼
介護職員も
募集中だよ!

ガラス・エクステリア・リフォーム
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における
緊急小口資金等の特例貸付の相談・受付に関すること
新型コロナウイルスの感染症の発生による休業等により、当面の生活費に関する資金需
要に対応するため、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び総合支援資金（初回
貸付・再貸付）の特例について、申請期間が令和３年６月末日まで延長となりました。
特例貸付の詳細については、ホームページ（KWWSZZZLZDVKDN\RRUMS）等でご確
認ください。ご相談の際は、必ず事前に電話でご予約をお願いします。
地域福祉係  電話 ０２２３－２９－３９７０

生活困窮に関すること
 就労や住居のこと、ご家族のこと、家計に関することなど、現在困っている問題につい
て相談をお受けしています。相談員がお話を伺いながら、一緒に解決策を考えていきます。
生活困窮者自立支援係  電話 ０２２３－２９－３９７０

介護サービスに関すること
（岩沼小学校区域担当）
 高齢になっても住み慣れた自宅や地域で
生活できるように、必要なサービスの調整
や、日常生活支援などの相談をお受けして
います。
地域包括支援センター
電話 ０２２３－２５－６８３４

ケアプランの作成に関すること
介護を必要とされる方が安心して日
常生活できるように、ケアマネジャー
が心身の状況や生活環境、本人・家族
の希望等にそってケアプランを作成
し、様々な介護サービスの連絡・調整
などを行います。
居宅介護支援事業所
電話 ０２２３－２５－４６６８

通所介護サービスに関すること
デイサービスの見学・無料体験・相談に
ついては、随時お受けしていますので、お
気軽にお問い合わせください。
岩沼市デイサービスセンターさとのもり
電話 ０２２３－２９－３７３７

日常生活での困りごとに関すること
日常生活での困りごとに関する相談をお
受けし、解決に向けた道筋を一緒に考え、
適切な専門機関に繋ぎます。
ふれあい福祉センター
電話 ０２２３－２９－３７１１

ボランティア活動・サロン活動等
の地域福祉に関すること
ボランティアを探している方や、
ボランティア活動を行いたい方など
の相談をお受けしています。また、
ボランティア登録もお待ちしていま
す。
サロン活動に関する相談や遊具等
の貸し出しも行っています。
地域福祉係
電話 ０２２３－２９－３７１１
FAX ０２２３－２９－３３４１

※この広報紙は皆さんからいただく会費や赤い羽根共同募金の配分金等により作成いたしました。

