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運転ボランティア講習会　開催
　4月23日（土）に移送サービスの運転ボランティア

を養成する講習会が開催されました。町内外から18名

の参加があり、移送サービスについての座学と運転や

車いす操作などの実習が行われました。

　社会福祉協議会（略して社
しゃ

協
きょう

）は、

地域の皆様とともに、地域課題などを

把握し、解決に向けて組織的に取り

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

●買物支援事業の拡充（移動販売拠点見直し等）
●住民参加型在宅福祉サービスの拡充（生活応援隊、

移送サービス等）

●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

●社会福祉士実習生受入れ、ボランティア講座の開催
による人材の育成

（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
●地域へ出向いての「ふくし座談会」や民生委員

児童委員との「懇談会」を開催
●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。
●新しいホームページ等の活用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（災害ＶC含む）

（4）ともに生きる社会づくりへ向けた基盤
整備と活動の推進

　障がいのある方々の就労場所の確保へ向けて、
「検討会」を設置して協議を行います。また、認知
症高齢者や障がいのある方々を対象とする、法人
後見事業の受任を進めます。
●「障がい者の就労に関する検討会」の設置（新規事業）
●法人後見事業の実施（新規事業）

令和4年度　事業計画概要
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私たちは、地域福祉活動を応援しています

令和４年度当初予算
（単位：千円）

勘定科目 本年度予算額 説　　　　　明

収
　
　
入

事
業
活
動

会費収入 4,422 一般・賛助・団体会費
寄附金収入 600 寄附金
社協育成費補助金収入 30,583 県社協・町補助金
共同募金配分金収入 2,270 一般募金配分金等
受託金収入 5,821 県社協・町受託金
負担金収入 1,463 在宅福祉サービス等負担金
受取利息配当金収入 49 社会福祉基金等利息
雑収入 389 雑入

計 45,597

施
設

整
備

施設整備等補助金収入 2,000 施設整備補助金
計 2,000

そ
の
他

の
活
動

サービス区分間繰入金収入 47 地域福祉活動事業繰入金
計 47

前期末支払資金残高(繰越金) 10,500
合　計 58,144

支
　
　
出

事
業
活
動

人件費支出 36,463
事業費支出 7,105
事務費支出 6,033
助成金支出 1,392

計 50,993

施
設

整
備

固定資産取得支出 3,637
計 3,637

そ
の
他
の
活
動

基金積立資産支出 50 社会福祉金積立金
積立資産支出 1,500 退職積立基金積立金
サービス区分間繰入金支出 47 地域福祉活動事業繰入金

計 1,597
予備費支出 1,917

合　計 58,144

令和４年度予算の概要
　令和４年度の予算総額は約5,814万円です。
収入面では、車両整備に伴う共同募金配分金や
サービス利用者負担金、県社協受託金が増加して
います。一方前年度と比較し社会福祉基金の取崩
がなくなったことや職員体制が変わったことに
伴い人件費が減少しています。
　支出面では、新たに「障がい者就労支援事業」や

「法人後見事業」の取組が加わるとともに、「買物
支援事業」では、送迎用の車両を整備します。



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

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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障がい児者支援ボランティア
「リサイクルほほえみ」
活 動 日　毎週木曜日　10：00～12：00
活動場所　ほほえみハウス（町社協南側）
活動内容　町内外の方から提供された古着等を販売して

います。また、油拭き用ウエスに加工して事業者へ
販売しています。販売で得られた収益は障がい児者
のために寄附をするとともに、当事者団体の行事へ
の参加・協力も行っています。

調理ボランティア
「きんもくせい」
活 動 日　毎月第１木曜日
　　　　　 9：00～14：00
　　　　　（８月はお休み）
活動場所　町生涯学習センター
活動内容　65歳以上の高齢者を対象に本会で実施して

いる会食会で、調理を担っています。また、「ふれ
あい広場」等の行事にも食べ物等の販売で参加して
います。

傾聴あしがら
活 動 日　随時活動
活動場所　町内福祉施設等
定 例 会　毎月第３水曜日
　　　　　13：30～15：00
会　　場　保健福祉センター等
活動内容　福祉施設や在宅の高齢者宅

で、お話を聴いています。利用者から
はとても喜ばれています。“心に寄り
添う”傾聴ボランティアの活動は、今後
いっそう必要性が高まってきます。

手話サークル「稲穂」
活 動 日　毎月第１･２･３水曜日
　　　　　10：00～12：00
活動場所　町保健福祉センター
活動内容　月３回の定例勉強会のほか、「ふれあい

広場」や「福祉みんなのつどい」等での手話指導な
ど、広く町民の方々に聴覚障がい者に対する理解を
図っています。また、小学校などでの手話の指導も
行っています。

録音ボランティア「あやの会」
活 動 日　毎月１日から３ ～ ４日間
　　　　　9：00～15：00
活動場所　町保健福祉センター
活動内容　視覚障がい者・高齢の方への情報提供を目的

として、町の広報誌（広報おおい、議会だより、社協
おおい）をCDに録音して、届けています。情報が
増えて楽しいです。

あなたもボランティアしてみませんか !
　町内には福祉に関するボランティア活動が多数あります。コロ
ナ禍で活動がこれまでどおりに出来ていないものもありますが、
「人の役にたてれば」「困っている方の支援をしたい」といった、
人を想う気持ちは共通です。この想いを表現する活動のひとつが
「ボランティア活動」です。活動頻度や形態は様々ですが、困り
ごとが多様化する昨今、活動も多岐にわたってきています。
　様々な方と交流したい方、時間ができて何かできることをお探
しの方、ご自分の趣味や特技を活かしてみたい方等お待ちしてい
ます。少しでも興味がある活動がありましたら、まずはボランティ
アセンターに問い合わせてみましょう。
　町社協ボランティアセンター　☎84−3294

福祉に関する福祉に関するボランティア活動の紹介ボランティア活動の紹介
団体で活動している団体で活動している
ボランティアボランティア



私たちは、地域福祉活動を応援しています

社 協 お お い令和4年5月15日 №193

5

移送サービス運転ボランティア
活 動 日　平日の 8：30～17：00の間の随時
活動場所　町内と近隣の市町
活動内容　本会で実施している移送サービスで運転業

務を行っています。この事業は歩行が困難な高齢者
や障がい者を対象に病院への通院、施設への通所の
送迎を行っています。
　高 齢 化 の 進 行 と と も
に、運転免許返納者等が
増えており、利用登録者
が毎年増えています。

ボランティアの日
活 動 日　毎月23日
活動場所　各世帯、各学校等
活動内容　毎月23日をボランティアの日と定め、ボラン

ティア活動の啓発を行っています。各家庭でも気軽
に取り組める活動として、ベルマークやペットボトル
キャップの収集を推進しており、23日には町内の各小・
中学生の登校時に本会の職員が伺い、回収活動を行っ
ています。

施設・介助ボランティア
活 動 日　随時活動
活動場所　町内福祉施設等
活動内容　町内の福祉施設等での介助のお手伝いや高齢

者や障がい児者が参加する諸行事でのお手伝いを行っ
ています。

行事ボランティア
活 動 日　随時活動
活動場所　町内各施設等
活動内容　本会で行う行事やデイサービス等の福祉施設

で行われる催し物の運営をお手伝いします。（手品、
紙芝居、カラオケなど）

レスパイトサービスサポートボランティア
活 動 日　学校の春、夏、冬休みの間の
　　　　　月･水･金曜日　9：30～16：00
活動場所　大井小学校等
活動内容　本会で実施しているレスパイトサービスの

お手伝いを行います。この事業は、障がい児者をもつ
親が、自由な時間をもてるように障がい児者を一時的
に預かるサービスです。レスパイトは「中休み・休息」
の意味です。
　障がい児者と一緒に何かを作ったり遊んだりしな
がら一日を過ごします。夏はプールに入ったりもして
います。

ベルマーク・古切手等
整理ボランティア
活 動 日　毎月第２･４水曜日
　　　　　 9：30～12：00
活動場所　町保健福祉センター
活動内容　町民の皆様や企業、学校から寄せられたベル

マークや使用済切手を整理し、町内の小・中学校に
贈り、福祉器材や教育資材に換えて活用されています。
切手は施設等に送っています。

個人で活動している個人で活動しているボランティアボランティア

買物支援ボランティア
活 動 日　毎週木曜日午前中
活動場所　利用者宅 ⇔ 商業施設
活動内容　わくわく・ショッピ

ングの送迎時の車輌の運転。
または利用者が車輌へ乗降
する際の介助並びに買物袋
等の運搬のお手伝いを行っ
ています。



〒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

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

私たちは、地域福祉活動を応援しています
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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

　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様』『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の自治会で取り組まれて
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。

ふくしの会ふくしの会（小地域福祉活動）（小地域福祉活動）のご紹介のご紹介

ほほえみショップ開催ほほえみショップ開催
　かざみどりでは、「おしゃべり会」を毎月
開催しています。障がいのあるお子様の、子
育ての悩みや心配、入学、進級に関すること
などを、先輩お母さんとお話してみませんか。
開催日　５月19日（木）　６月16日（木）

７月21日（木）
時　間　10：00～12：00
場　所　町保健福祉センター２階会議室
問合せ　保健福祉センター内ともしびショッ

プゆう　小野まで（かざみどり会員）
又は町社協事務局　☎84−3294

〇毎月第３木曜日を予定しています。８月以
降は、改めてご案内します。

〇予約はいりません。感染症対策のため、マ
スクの着用や検温、消毒をお願いいたします。

おしゃべり会の開催おしゃべり会の開催リサイクルバザーリサイクルバザー

本年度は毎月第４木曜日9：30～11：30
（８月、12月を除く）
開催予定日　５月26日　 ６月23日　 ７月28日

９月22日　10月27日　11月24日
１月26日　 ２月16日　 ３月23日

場　所　ほほえみハウス（町社協南側）
主　催　障がい児者支援ボランティア

「リサイクルほほえみ」
問合せ　町社協事務局　☎84−3294
★来場者数の状況により入場制限や時間短縮をする場

合もあります。
★入場前に検温を行います。また来場者名簿に住所、

氏名、連絡先などの記入をお願いします。
★開催の有無等は、町社協事務局にお問合せください。



●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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人事異動
 採用 　（令和４年４月１日付）
　 主事　小嶋　真希　　非常勤職員　五十嵐　智
 退職 　（令和４年３月３１日付）
　 主幹　大澤　康人

どこかでだれかが

ありがとう
善意の寄託金品

期間：令和４年３月19日から令和４年４月28日まで

127

匿名（4件） 16,455円

善意の寄託金（敬称略）　先日わくわく・ショッピングを実施中に、利用
させていただいている店舗の店員さんが体調不良
を訴え倒れてしまわれました。
　その際、他の店員さんから「医療関係者はいま
せんか」と周囲の方に助けが求められ「応急処置
の指導資格があります」とわくわく・ショッピング
の介助ボランティアさんが手をあげてくれたそう
です。
　救急車はすでに手配済みだったことから、倒れ
こまれた方の顔色等を確認しながら、足を少し上
げるなどの適切な処置をしていただき、救急車の
到着を待って無事に救急隊員に引き継がれたそう
です。
　後日お店の店長さんからお礼のお電話をいただき
ました。「緊急事態に対応が分からず慌てふためく
なかで、落ち着いて対応していただけてとてもたす
かりました」とのことでした。
　社協や関係団体の事業では、子どもからお年寄り
までが集まる機会が多いなかで、改めて応急処置の
知識の大切さを実感するエピソードとなりました。
　今年度の事業のなかで、ボランティアの方など
を対象とした「応急
処置等」の講座を開
催したいと思います。

ボランティア活動中のできごと

日時：令和４年６月25日（土）　10：00～12：00
場所：小田原合同庁舎　２ＤＥ会議室
内容：①里親制度説明　
　　　②施設で生活する子どもたちについて
　　　③里親体験談
申し込み：小田原児童相談所
　　　　　里親担当まで
℡：0465−32−8000（代）

■里親講座のお知らせ■

善意の募金箱（敬称略）

ザ・ダイソーミマスモール店
食品館あおば大井松田店
町社協事務所

3,104円
14,505円
9,805円



設置店随時募集中！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～

社 協 お お い 令和4年5月15日№193

―毎月23日はボランティアの日―8

社協カレンダー5月 23日（月）　ボランティアの日

 ８日（水）　パソコンひろば
23日（木）　ボランティアの日

 ６日（水）　パソコンひろば

6月

次号の「社協おおい」は、７月15日発行です

　5月28日（土）に予定されている、おおい中央公園
オープニングイベントへ本会も参加します。本会
事業のPRや、あそびのコーナーを設置します。

おおい中央公園オープニングイベント

7月

　ふれあい広場実行委員会では、この４月に
開催予定だったふれあい広場を、残念ながら
中止としました。これで、３年間開催ができて
いない状態になりました。
　今後実行委員会では、ふれあい広場のあり方
や新たな開催方法などについて検討していく
必要がありそうです。町民の皆さんにとって、

「出会いとふれあいの場」とは、どのような形
が想像できますか？

編 後集 記

　福祉施設では、コロナ禍において外出や外部
の方との交流などの機会が少なくなっています。
　そこで、交流の機会をつくるきっかけとして、
歌謡曲や歌番組などのDVDで不要なものがござ

いましたらご寄附いただけませんか。町内の福
祉施設等で活用したいと存じますので、よろし
くお願いいたします。

問合せ　町社協事務局　☎84−3294

　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32カ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。

募金箱設置協力店　32カ所
（順不同・敬称略）

●イエローハット大井松田店　●宇佐美酒店
●うまけりゃいいや　　　　　●大井金子郵便局
●大井松田ケーブルテレビ局　●大阪10兵衛
●大鹿商事㈱　　　　　●㈱神奈川大井射撃場
●上大井自治会館　　　●㈱グリーンオート
●小宮歯科医院　　　　●小宮自動車工業㈱
●ザ・ダイソーミマスモール店　●鈴木歯科医院

●曽我郵便局
●大松鮨
●㈱ナカネン
●馬場公民館
●藤沢自動車㈱
●堀内医院
●食品館あおば大井松田店
●地方卸売市場㈱小田原園芸
●チャイナテラス櫻梅　●デニーズ大井松田店
●ビバホーム大井町店
●フォト・スタジオ・アサヒ
●ブルックスホールディングス
●三益球殿大井松田店　
●ヤオマサあしがらモール店
●ヤオマサ大井町店
●大井町保健福祉センター　●町社協事務所

歌謡曲・歌番組等のDVD歌謡曲・歌番組等のDVD
ご寄附のお願いご寄附のお願い

食品館あおば
大井松田店様の募金箱


