
発行元

社会福祉法人 大井町社会福祉協議会
神奈川県足柄上郡大井町上大井68-2

℡0465-84-3294　FAX0465-85-3123

http://ooi-shakyo.jp

Eメール　info@ooi-shakyo.jp

この広報紙は、会費と広告料を活用して発行しています

社協おおい
ささえあい

買物支援事業がスタート!!
　4月から買物支援事業として、「移動販売くるまつ

くん」の運行と、「わくわく・ショッピング」での

町内スーパーへの送迎を行う事業が始まりました。

詳細は、8ページをご覧ください。

2021年
５月１５日号

№187
　社会福祉協議会（略して社

しゃ

協
きょう

）は、地域の

皆様と共通した地域の生活課題に組織的に

取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる

福祉のまちづくりを進める福祉団体です
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重点課題及び対応事業

（1）住民参加による支えあい活動の推進
　小地域福祉活動推進組織をはじめ住民参加型在宅
福祉サービス、各種ボランティア活動の充実を図り、
ちょっとした困りごとや生活のしづらさを住民同士
で支えあい「ともに生きる」活動を推進します。
●ふくしの会をはじめとする身近な地域での居場所
づくりと見守り支えあい活動の推進

●買物支援事業の本実施
★移動販売　★わくわく・ショッピング
●住民参加型在宅福祉サービスの充実、生活支援
サービスの研究・検討
★移送サービス　★生活応援隊
★レスパイトサービス　★会食会

●災害ボランティアセンターの設置・運営のための
人材の養成・訓練等の実施

●小中学校と連携した体験型福祉教育の推進
★サマーチャレンジセミナー
★ふれあい教育普及校事業　★福祉作文募集

●社会福祉士実習生受入れ、ボランティア講座の開催

（2）協働による相談・支援のしくみづくり
　地域・在宅・相談の各部門の実施事業をとおして
町民の困りごとを把握し、各種制度やサービスにつ
なぎ、住民活動と関係機関・団体との協働で解決を
図っていきます。
●社協事務局における部門横断の相談体制の構築
●町行政・民生委員・ふくしの会・
町内企業等とのネットワークを
拡充し相談支援機能を強化

（3）ＩＣＴの活用による、更なる情報発信と
活動の可視化

　リアルタイムな情報発信と、既存の活動などを可
視化し、より多くの方々と情報や活動を共有するこ
とで、理解の促進を図るとともに活動を拡充します。
●ホームページの刷新による情報発信力の強化
●ＩＣＴの活用による、
業務の効率化と更なる
ネットワークの拡充

（4）「法人後見事業」実施の準備
　認知症高齢者や障がいのある人へ、社協ならでは
の地域のネットワークを生かして支援を行う法人後
見等について準備を進めます。
●法人後見事業実施に向けた準備

サマーチャレンジ
セミナー
車いすバスケット
ボールの体験

令和3年度　事業計画概要

新宿ふくしの会　にじいろの会の様子

生活応援隊　ゴミ出し支援
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　令和３年度の予算総額は約9,390万円で、前年度と比較し2,995万円の増加となりました。これは、令和２年度に
事業廃止した介護保険事業の赤字を補う繰入金や職員退職に伴う人件費が増加したことが主な要因です。また、法
人運営費の不足を補うため社会福祉基金の取崩し、ホームページの刷新や買物支援事業の取組に新たな予算を計上
しています。

令和３年度当初予算
（単位：千円）

予 算

勘定科目 本年度
予算額

前年度
予算額 比　較 説　　　　　明

収
　
　
入

事
業
活
動

会費収入 4,480 4,500 △20 一般・賛助・団体会費
寄附金収入 600 750 △150 寄附金
社協育成費補助金収入 30,583 30,583 0 県社協・町補助金
共同募金配分金収入 2,420 2,460 △40 一般募金配分金等
受託金収入 5,501 5,282 219 県社協・町受託金
負担金収入 1,085 1,032 53 在宅福祉サービス等負担金
受取利息配当金収入 51 135 △84 社会福祉基金等利息
雑収入 3,159 356 2,803 雑入

計 47,879 45,098 2,781

そ
の
他
の
活
動

基金積立資産取崩収入 8,877 7,011 1,866 社会福祉基金取崩金
退職共済積立資産取崩収入 14,325 0 14,325 退職積立基金取崩金
拠点区分間繰入金収入 5,685 0 5,685 介護保険事業繰入金
サービス区分間繰入金収入 8,924 7,140 1,784 法人運営事業繰入金
退職手当積立基金預け金取崩収入 3,902 0 3,902 退職手当預け金取崩金

計 41,713 14,151 27,562
前期末支払資金残高(繰越金) 4,315 4,700 △385

合　計 93,907 63,949 29,958

支
　
　
出

　
　
事
業
活
動

人件費支出 61,961 41,132 20,829 人件費
事業費支出 5,816 5,353 463 広報啓発・地域福祉活動等事業費
事務費支出 5,305 5,426 △121 法人運営等事務費
助成金支出 1,470 1,497 △27 各種助成金

計 74,552 53,408 21,144
施設
整備

固定資産取得支出 － 124 △124
計 － 124 △124

そ
の
他
の
活
動

基金積立資産支出 30 30 0 社会福祉基金積立金
積立資産支出 3,025 1,283 1,742 退職積立基金積立金
拠点区分間繰入金支出 5,685 0 5,685 介護保険事業清算繰入金
サービス区分間繰入金支出 8,924 7,140 1,784 法人運営事業等繰入金

計 17,664 8,453 9.211
予備費支出 1,691 1,964 △273

合　計 93,907 63,949 29,958

予算から見た新たな動き

※皆様からいただいた会費を
　活用しています

①ホームページの刷新
３５２千円

②買物支援事業
１３０千円

③移動販売事業費
５３千円



●特別養護老人ホーム　　●短期入所　　●デイサービス
●ホームヘルパー　　　　●ケアマネジャー

西大井1055
電話　82-2294

～高齢者も障がいがある方も　いつまでも
　　　住み慣れた地域で生活できるように～
～高齢者も障がいがある方も　いつまでも
　　　住み慣れた地域で生活できるように～

 ひかりの里あしがら広域
福祉センター

お気軽にご相談ください。

いっしょに働いてくれる
非常勤職員募集中！
いっしょに働いてくれる
非常勤職員募集中！

らら
☎

安全、安心、快適に真心こめてサポートします。

足柄上郡大井町金子146

福祉タクシー

0465-83-5885

私たちは、地域福祉活動を応援しています
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　上記のふくしの会へ、助成を行っていますが、
特に身近な地域でお互いさまの関係で支えあえる
活動づくりを推進するために、
・困りごとや共通課題を把握するための取組
・定期的なサロンなどの居場所づくり活動
・ちょっとした困りごとの支援活動
　の３つの取組を重点とし、これらの活動には上
乗せして助成できる仕組みを整えています。これ
らの助成金は、町民の皆様からいただく会費が財
源となっています。

　また、ふくしの会が設置されていない自治会に
おいて行われている福祉活動にも助成いたします
ので、詳しくは事務局までご相談ください。

　本会では、重点事業として自治会を単位に「ふ
くしの会」の活動を推進しています。
　この活動は、地域の特性を生かしながら、日常
の生活圏域である自治会を単位に、人と人とのネッ
トワークを強め連帯感を高めるとともに、『困った
ときはお互いさま』『困った人を困ったままにしな
い』という共通意識を持ち、居場所づくりや支え
あい活動等を推進することを目的としています。

　現在次のとおり13の自治会で取組まれており、
本会より、各組織に活動費の助成や職員派遣など
を行い、活動を支えています。

自治会 ふくしの会の名称 自治会 ふくしの会の名称
新　宿 新宿ふくしの会 上大井 上大井福祉わかばの会
河　原 河原ふくしの会 西大井 西大井ふくしの会
根岸上 根岸上福祉の会「ゆうゆう」 篠　窪 篠窪ふくしの会
根岸下 根岸下ともしびの会 柳 柳ふくしの会
市　場 市場ふくしの会 上山田 上山田福祉推進協議会
馬　場 馬場ふくしの会 中屋敷 中屋敷ふくしの会
金　手 金手ふくしの会

地域の福祉活動への助成

ふくしの会助成金の概要
　１組織30,000円＋当該自治会の一般会費の20％の
額を上限として活動している内容に応じて助成します。
重点事業への助成金
　年額3,000円より。活動の種類や回数に応じて助成
します。
　問合せ　町社協事務局　☎84－3294

ふくしの会（小地域福祉活動）のご紹介



金子3812（ブルックス敷地隣接）☎85-6005

丘陵中段の緑に囲まれた環境の中、
ベテランスタッフがお世話しますので

安心して落ち着いた日々をお過ごし頂けます。
お気軽にご相談下さい。

認知症の方々の生活を支援します

（URL.http://www.ashigaranoharu.jp）

グループホーム 足柄の春

私たちは、地域福祉活動を応援しています
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名　称 活動日 活動場所 活動内容

グ
ル
ー
プ
活
動

調理ボランティア
“きんもくせい”

毎月第 １木曜日
9：00～１4：00

生涯学習
センター

65歳以上の高齢者を対象とした会食会で料理を
作るとともに、食後の催し物のお手伝いをして
います。

障がい児者支援ボラ
ンティア
“リサイクルほほえみ”

毎週木曜日
9：30～１2：00

ほほえみ
ハウス

町内外からいただいた古着や油拭き用に加工
したウエスを販売し、その売上を障がい児者
のために寄附しています。

録音ボランティア
“あやの会”

第 4木曜日（定例会）
月初めの数日

保健福祉
センター

視覚障がい者や高齢の方へ町の広報紙（広報お
おいや議会だより、社協ささえあい）をCDに
録音し、声の便りとしてお届けしています。

手話サークル
“稲穂”

第 １ ～ 3 水曜日
１0：00～１2：00

保健福祉
センター

定期的な勉強会の他、イベントなどでの手話指
導を通し、聴覚障がい者への理解を図っていま
す。また、小学校等での手話講座も行っています。

傾聴ボランティア
“傾聴あしがら”

第 3水曜日（定例会）
随時

保健福祉
センター

近隣の福祉施設や個人宅に訪問し、利用者の方
のお話を聴いています。また、月に１度の定例
会では、勉強会や情報交換を行っています。

ベルマーク・古切手
整理ボランティア

第 2・ 4水曜日
9：30～１2：00

保健福祉
センター

町民の皆様や企業・学校から寄せられたベル
マーク・古切手の整理をしています。

個
人
活
動

運転ボランティア 平日の
8：30～１7：00の間

町内
近隣市町

移送サービスとして歩行困難な高齢者等が病院
等に通う際の運転や、買物ツアーの際の運転を
行っています。

レスパイトサービス
ボランティア

長期休暇中の月水金
9：30～１6：00 大井小学校他 知的障がい児者のデイサービス事業のお手伝い

をしています。

生活応援隊の派遣員 平日の
9：00～１7：00の間 町内 日常生活でのちょっとした困りごとの解決の

お手伝いをしています。
施設・介助ボラン
ティア 随時 町内

福祉施設等
町内の福祉施設で介助や行事でのお手伝いを
しています。

行事ボランティア 随時 町内
福祉施設等

町社協や福祉施設等で行うイベントのお手伝い
をしています。

点字ボランティア 随時 点字と視覚障がい者への理解普及に努めていま
す。また、学校での点字講座も行っています。

　町内で活動されているボランティアを紹介します。各活動への見学なども可能ですが、現在コロナ
禍において、活動日や内容を変更したり、活動を休止している場合もあります。詳しくは、事務局ま
でお問合せください。� 問合せ：町社協事務局　☎84−3294

ボランティア活動紹介



角氷・アイス・冷凍食品・青果・缶飲料
●アイスクリーム自動販売機
●清涼飲料自動販売機　貸出し中

電話  0465－83－5453
FAX  0465－83－2932 大井町金子550－1

夏祭りにはカキ氷
ご用命をお待ちしております

私たちは、地域福祉活動を応援しています
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ゆめクラブおおい（大井町老人クラブ連合会）より
新規会員募集のお知らせ

“おおらかに　いつも笑顔で　健康長寿” を合言
葉に、様々な活動をしています。
　地域の仲間とおしゃべりし、笑いあうことは健
康維持にも効果抜群です。一緒に楽しく活動して
くださる方、ぜひお問い合わせください。

　現在活動中の単位クラブ　

～社会奉仕活動～
・公園や神社、自治会館等の掃除
・通学時の見守りボランティア　・緑化活動
・伝承遊びボランティア　・ゴミ出し作業　など
～スポーツやお楽しみ活動～
・グラウンドゴルフ　　・パークゴルフ
・輪投げ　・ペタンク　・カラオケ
・手芸　　・旅行　　　　　　　　など

単位クラブ 自治会
第一若葉会 上大井
第二若葉会 上大井
ゆめクラブちとせ 新宿・吉原
河原ゆめクラブ 河原
第一長寿会 市場
第二長寿会 根岸上
共栄会 根岸下

“大井町身体障害者福祉協会”は、身体に障がい
のある会員相互の親睦と社会参加の促進を図ると
ともに、障がい者福祉の推進に貢献することを目
的とした団体です。
　障がいの種類は様々ですが、交流会や研修会等
で親睦を深め、情報交換を行っています。昨年度
はコロナウイルス感染症の影響で活動ができませ
んでしたが、他の団体や町民の皆様との交流を
図ったり、障がいへの理解を深められるような活
動を行っていきます。

　町内にお住まいで、身体障害者手帳をお持ちの
方とそのご家族、一緒に活動しませんか？
ご興味ある方はぜひお問い合わせください。

大井町身体障害者福祉協会会員募集

問合せ　町社協事務局　☎84−3294

　活動例　



大鹿商事株式会社
お客様と一緒にイメージを作り上げていきます。

お気軽にご相談ください。

83 - 1114☎ ㈹

住所：大井町金子 2095

〒250-0205 小田原市曽我別所772-7
℡ 0465-41-1141　fax 0465-41-1131
http://www.yjc.bz   e-mail info@yjc.bz

低価格な良質車＋最高のサービスを提供する

新車・中古車販売店です

お探しの「車」あります

YJC横浜陣太郎倶楽部

車検や板金修理、自動車保険加入の手続きに至るまで、 
お車関係のサービスを一貫して提供

私たちは、地域福祉活動を応援しています
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　本会では町内の事業所・公共機関の皆様にご協力
をいただき、「善意の募
金箱」を設置しています。
皆様の善意の心をお受け
する募金箱で、現在34
か所で設置いただいてお
ります。ご協力いただい
た募金は、各種福祉活動
に活用させていただいて
おります。ご協力をお願
いいたします。

　　　　　　　　　 34か所（順不同・敬称略）

●㈲石井太四郎商店� ●ビバホーム大井町店
●ヤオマサ大井町店� ●㈱ナカネン
●さがみ信用金庫上大井支店� ●宇佐美酒店
●大松鮨� ●デニーズ大井松田店
●鈴木歯科医院� ●小宮歯科医院
●㈱神奈川大井射撃場� ●町保健福祉センター
●地方卸売市場㈱小田原園芸� ●小宮自動車工業㈱
●うまけりゃいいや� ●大阪10兵衛
●大井金子郵便局� ●上大井自治会館
●イエローハット大井松田店� ●馬場公民館
●フォト・スタジオ・アサヒ� ●㈱グリーンオート
●ブルックスホールディングス� ●堀内医院
●大井松田ケーブルテレビ局� ●曽我郵便局
●ヤオマサあしがらモール店� ●三益宮殿大井松田店
●食品館あおば大井松田店� ●大鹿商事㈱
●ザ・ダイソーミマスモール店� ●藤沢自動車㈱
●チャイナテラス櫻梅� ●町社協事務所内

募金箱設置協力店

グリーンオート店内の募金箱

 善意の募金箱　設置店随時募集中！
～大切にしたい　あなたの心～

匿名（１件） 400円
善意の寄託金（敬称略）

善意の募金箱（敬称略）

ビバホーム大井町店
デニーズ大井松田店

3,481円
1,048円

どこかでだれかが

ありがとう
善意の寄託金品

期間：令和３年３月23日から令和３年４月28日まで

　毎月第１木曜日にバザーを開催します。ぜひ
お越しください。

日　時　毎月第１木曜日　9：30～12：00
場　所　ほほえみハウス（町社協裏）
当面の開催
６月２日（木）
７月１日（木）

リサイクルバザー

ほほえみショップ開催

新型コロナウイルス感染症対策
　入室時のマスクの着用や体温測定、手指
消毒へのご協力をお願いします。
　また、来場者名簿に住所・氏名・連絡先
の記入もお願いします。
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　新型コロナウイルス感染症の影響により当面休止します。
　再開できるようになりましたら、本紙面などを通して
お知らせします。

◆会食会◆

社協カレンダー
19日（水）　法人後見検討委員会
21日（金）　ボランティアの日
31日（月）　理事会

 ９日（水）　パソコンひろば
23日（水）　ボランティアの日
23日（水）　評議員会

 ７日（水）　パソコンひろば

5月

6月

7月
次号の「社協おおい」は、７月15日発行です

―毎月23日はボランティアの日―8

移動販売車「くるまつくん」
　４月７日（水）から運行が始まり、町内の９拠
点で販売を実施しています。前掛けをつけたまま、
サンダル履きで寄れる気軽さが人気の秘訣…？

　試行時は隔週の実施でしたが、本実施にあたり、
拠点をしぼり毎週巡回できるようになりました。
　なお、希望の商品がある場合は、当日の朝８時
から9時までの間に、ドライバーに電話でお問合せ
ください。商品が調整できれば購入できます。そ
の際は希望商品や数量、拠点名をお伝えください。

桐山ドライバー　080-4360-1180

販売拠点と時間（毎週水曜日）

買物支援事業スタート
　４月から２つの買物支援事業がスタートしました。

買物ツアー「わくわく・ショッピング」
　４月８日（木）からスタートしました。移送サー
ビス運転ボランティアさんに運転を担っていただ
き、この事業が実施できています。
　参加される方は、お店まで行って商品を見定め
て欲しいものを買い求められる楽しさと、チョッ
としたドライブ気分で買物に行ける楽しさが相
まって、文字どおり「わくわくしながら」次回の
参加を楽しみにされていられるようです。
　わくわく・ショッピングを希望される方は、事
前の登録が必要となりますので、町社協事務局ま
でご連絡をお願いします。
問合せ　町社協事務局　☎84－3294

くるまつくんの販売風景

販売拠点 到着予定時間
篠窪自治会館 13：10
柳稲荷前バス停付近 13：30
旧内田商店 13：50
下山田自治会館 14：10
上大井自治会館付近 14：30
馬場老人憩いの家 14：50
新宿稲荷社 15：10
吉原自治会館 15：30
NEC南側住宅地 15：50

　４月15日（木）に町議会と本会のさらなる理解促進を
目的に、一般会議を開催しました。町議会からは教育福
祉常任委員会の７名、並びに傍聴３名の議員にご参加い
ただきました。
　本会から、社協の動きや重点事業の概要、法人運営に
関わる内容を説明し、各議員からは、貴重なご意見やご
提言を多数いただきました。本会では、いただいたご意
見等を今後の事業運営に生かしていきます。

町議会と一般会議を開催


