


平成30年度社会福祉法人天童市社会福祉協議会事業計画（概要）平成30年度社会福祉法人天童市社会福祉協議会事業計画（概要）平成30年度社会福祉法人天童市社会福祉協議会事業計画（概要）

「共にささえあい　安心して心豊かに暮らせる　福祉のまち」「共にささえあい　安心して心豊かに暮らせる　福祉のまち」「共にささえあい　安心して心豊かに暮らせる　福祉のまち」



平成30年度　社会福祉法人天童市社会福祉協議会予算平成30年度　社会福祉法人天童市社会福祉協議会予算
総合計予算額　1億9,269万3,000円総合計予算額　1億9,269万3,000円

いきいきネットワーク
推進事業
5,283（2.74％）

法人運営
19,894

（10.32％）

法人運営
19,894

（10.32％）

支　出
単位：千円

いきいきサロン・
地域カフェ事業
11,021（5.72％） 

生活困窮者
自立相談支援事業
11,211（5.82％）
多機関包括的
支援事業　
10,146（5.26％） 

生活支援コーディネーター・
介護支援ボランティア活動事業
2,284（1.19％） 
福祉サービス利用
援助事業
1,556（0.81％）
たすけあい資金
貸付事業
400（0.21％）

地域包括
支援センター
中央事業
31,354

（16.27％）

市総合福祉センター
管理・経営事業
33,987（17.64％）

訪問介護サービス事業
16,030（8.32％）

障がい福祉
サービス事業
15,461（8.02％）

会費収入　
11,350（5.89％）

寄付金収入
　　290（0.15％）

補助金収入
16,690

（8.66％） 

受託金収入
101,966
（52.92％）

受託金収入
101,966
（52.92％）

事業収入
563

（0.29％）

貸付事業
収入
380

（0.20％）

受取利息
配当金収入
12（0.01％）

介護保険
事業収入
44,457

（23.07％）

介護保険
事業収入
44,457

（23.07％）

障害福祉
サービス等
事業収入
15,885
（8.24％）

収　入
単位：千円

その他の収入
繰越金等

1,100（0.57％）

共同募金配分金事業
10,594（5.50％） 

介護予防
支援事業
7,492
（3.89％） 

法人後見事業
1,436（0.74％） 

居宅介護支援事業
14,544（7.55％） 



居場所づくりを学んできました
　４月20日、天童北部地域の地域社会福祉協議会
や地域づくり委員会のメンバー31人が新潟市の地
域包括ケア推進モデルハウス「実家の茶の間・紫
竹」に訪問しました。
　昨年の健康福祉まつりで代表の河田珪子氏の講
演を聴講した有志の呼掛けにより実現したもの
で、「その場にいない人の話をしない」「あの人
誰？という目で見ない」等のルールや、参加者の
方々から「参加のきっかけ」や「毎回参加する動
機」等をお聞きしました。
　天童北部地域では、平成26年から地域づくり委
員会が、喫茶「いるばある」を開設しています。
今年度は地域社会福祉協議会も運営に加わり、さ
らに充実を図る予定です。

介護施設マップをつくりました
　天童中部地域づくり委員会と天童中部地域社会
福祉協議会では、この度、市内の介護保険関連事
業所のマップを作成、掲示用のポスターとして、
公共機関や医療施設に配布しました。これは、天
童中部地域づくり委員会のドリーム2018グループ
（福祉部会）が介護保険やサービス、認知症の相談
窓口を市民に周知することを目的に平成22年から
継続して取り組んでいる活動です。
　今年度は、新たに赤い羽根共同募金の配分を受
けパンフレットを印刷し、「認知症介護のためのガ
イド」として、天童中部地域の医療・福祉施設など
に配布する予定です。

〇仕事内容　　高齢者や障がい者等の居宅を訪問
し、身体介護や生活支援を行います。
慣れるまで同行訪問しますので、未
経験者の方も安心して働けます。

〇勤務時間　　日曜日～土曜日の午前７時～午後
９時の可能な時間

　　　　　　＊１日３時間以上可能な方、就業
時間は利用状況により変動しま
すが、相談に応じます。

〇応募資格　　資　格　介護福祉士又は介護職員初
任者研修修了者（ホームヘ
ルパー２級）以上の資格者

　　　　　　　その他　自家用車で訪問可能な方
〇給 与 等　　時　給　950 円～ 1,100 円（土日

祝日割増あり）
　　　　　　　待　遇　活動費及び移動費（自家用車

燃料代）、資格手当（介護福
祉士）、通勤手当支給

〇手 続 き　　受付時間　平日の午前9時～午後5時
まで

　　　　　　　提出書類　履歴書、ハローワーク等の
紹介状、資格証の写し

〇申 込 み   　天童市社会福祉協議会
　　　　　　　電話　023－654－5156

ご利用ください

　天童市社会福祉協議会は、市民の皆様の悩みや
心配ごとにお応えするため、「ささえあい相談所」
を開設しています。法律・生活福祉・ボランティ
アの相談に専門職が対応いたします。
○受付　平日の午前８時30分～午後５時まで
○電話　023－654－5156

無料法律相談
日時　毎月第２水曜日
　　　午後１時30分～午後４時
　　　※電話でご予約ください。

内容　県弁護士会所属弁護士が法律の相談に
アドバイスします。

　　　・多重債務や金銭の貸借の問題
　　　・財産相続や土地の境界問題
　　　・離婚、扶養等、家族の問題等

お 知 ら せお 知 ら せ
訪問介護員（パートタイマー）募集

ささえあい相談所



詳しくは天童市社会福祉協議会地域福祉係へお問合せください。
いろいろなボランティアの情報もお待ちしています。
 （電話023－654－5156）

ボランティア相談・研修会等の案内

 ボランティア活動をしたい方やボランティアの協
力を得たい方へ、情報提供をしています。また、本
会へ登録した個人・団体には、イベント等での活動
の呼びかけや研修会等の案内を行っています。

ボランティア室・ロッカーの貸出し

　ボランティア登録団体には、市総合福祉セン
ターボランティア室を優先的に貸出ししていま
す。また、定期的にボランティア室等を使用する
団体には、ロッカーの貸出しも行っています。

ボランティア活動保険の加入受付

 活動中や移動時の事故によるケガや損害賠償
責任を補償します。
対　　象　無償のボランティア活動を行う個人・団体
金　　額　基本タイプ：Ａ350円・Ｂ510円
　　　　　天災タイプ：Ａ500円・Ｂ710円
補償期間　平成31年３月31日まで
★行事における事故を補償する「ボランティア
行事用保険」もあります。

　山形県共同募金会では、住民参加の福祉コミュニティーづくりのために、地域で活
躍している福祉ボランティア・NPO法人の事業を支援いたします。

　天童市社会福祉協議会では、ボランティア活動の啓発・推進を目的として、次のよ
うな活動を行っています。

社会福祉法人、公益法人、NPO法人、ボランティア団体等の民間組織
団体。公費の補助、委託又は他の助成で行う事業は対象外となります。
　平成31年度に実施する事業で、先駆的なかつ多様な民間の社会福祉
活動及び活動の立ち上がりの時期を含む支援。運営費、人件費、備品
購入は対象外となります。
　総事業費の４分の３の額とし、30万円を限度とします。ただし、事
業の実施に必要な資金のうち、配分を受ける者の負担
すべき額を確実に保有しなければなりません。
　平成30年９月21日（金）まで、山形県共同募金会天童
市共同募金委員会（電話023-654-5156）へ

天童市社会福祉協議会では、ボランティア活動の啓発・推進を目的として、次のよ
うな活動を行っています。

市共同募金委員会（電話0 3 65 5 56）市共同募金委員会会 電話0 3 65 5 56

ボランティアセンターからのお知らせボランティアセンターからのお知らせ

天童市ボランティア団体活動費助成事業

対　　象　天童市内で活動している福祉ボラン
ティア団体で要件を満たす団体

助成金額　総事業費の２分の１または2万円の
いずれか低い方（内容により決定）

締　　切　平成30年６月29日（金）
★その他各種団体からも助成事業が実施されて
います。詳しい要件等については社会福祉協
議会にて閲覧できます。

山形県共同募金会では、住民参加の福祉コミュニティーづくりのために、地域で活山山山形形山形県県形県共共県共同同共 募募同 金金募 会会金 で会 はで 、は 住住民民住 参参民 加加参 の加 福福の 祉祉福 コ祉 ミミコ ュミ ニュ テテニティティ づくづ りく のり たの めた にめ 、に 地、地域地域で域 活で活活山山山形形山形県県形県共共県共同同共 募募同 金金募 会会金 でで会 ははでは 住住民民住 参参民 加加参 のの加 福福の福祉祉福祉ココ祉 ミミコ ュミ ニニュニテテニティィテ ーィ づづーづくづくりくりののりのたたのためためにめにに 地地域地域で域で活で活活
躍している福祉ボランティア・NPO法人の事業を支援いたします。躍躍躍しし躍 ててていいているるい 福福福祉祉福祉ボボ祉 ララボ ンンラ テテン ィィテ アアア NNPOPO法法O法人人法人のの人の事事の事業業事業をを業を支支を支援援支援いい援いたたいたしたしましますますす躍躍し躍 てていているい 福福祉福祉ボ祉 ラボ ンラ テン ィテ アア N OP 法O 人法 の人 事の 業事 を業 支を 援支 い援 たい した まし すます

共同募金は地域福祉・ボランティア活動を応援します！

１　配分対象者
　

２　配分の対象

　

３　配　分　額

　
　４　配分の受付



「お困りの方、私たちにご相談ください。」「お困りの方、私たちにご相談ください。」「お困りの方、私たちにご相談ください。」
～天童市福祉推進員のご紹介～～天童市福祉推進員のご紹介～～天童市福祉推進員のご紹介～





どなたでもお気軽にご参加ください!!!!どなたでもお気軽にご参加ください!!

天童市在宅医療・介護連携室
「エール」が開設されました

　天童市在宅医療・介護連携室「エー
ル」が、天童市東村山郡医師会館内に
開設されました。在宅での医療を希望
する方は、お気軽にご相談ください。
◎対象者
・介護保険の認定を受けている方
・訪問看護を利用している方
・通院が困難な方　など
※対象者の詳しい要件等は、お問合せ
ください。

◎問合せ
天童市東村山郡医師会
　電話 023－654－4528
天童市地域包括支援センター中央
　電話 023－658－8190
天童市地域包括支援センターめいこうえん
　電話 023－664－0600
市役所保険給付課
　電話 023－654－1111（内線755）

日　時
　

７月31日（火）
13：30～
15：00
（90分）

８月28日（火）
13：30～
15：00
（90分）

９月14日（金）
13：30～
15：00
（90分）

テーマ
　

音楽で心に
エネルギーを！

ヨガで心と
身体も美しく

　

もしものときの
ために！

災害への備え

講　師
　

医療法人 社団 斗南会
音楽療法士 松原利惠氏

鈴木正博氏
　

スポーツクラブ天童
ビーフリー

龍村ヨガ認定講師
佐藤朝美氏

市危機管理室
太田徹氏

場　所
　

市総合福祉
センター
 

市総合福祉
センター

 
市総合福祉
センター

持ち物
　

筆記用具
飲み物

　

運動できる服
タオル
飲み物

筆記用具

どなたどなた

天童市在宅医療・介護連携室
「エール」が開設されました
天童市在宅医療 介護連携室「エ

日

７月31日

まずはご相談ください！まずはご相談ください！ 加齢を華麗に！天童市さわやか健康教室
平成30年度

※受講料は無料です。各講座開催の前日までお申込みください。

天童市地域包括支援センター中央　　　　　電話 023－658－8190
天童市地域包括支援センターめいこうえん　電話 023－664－0600

問合せ・申込み

市役所各課 医療機関 小中学校
高校短大 保育園・幼稚園 介護事業所 障がい事業所 地域包括

支援センター
地域活動
支援センター

病院・医療機関

小中高短大

保育園・幼稚園

地域包括
支援センター

地域活動
支援センター 介護サービス

事業所
障がいサービス
事業所

市　社　協
地 域 社 協

市役所各課

子育て支援課

健　康　課

保険給付課

社会福祉課

「複合的な福祉問題」・「制度の狭間の問題」（例：認知症と障がい者家族・介護育児のダブルケア・障がいの疑いのある方等）

～住民の皆さんの様々な相談や課題～
（高齢、介護保険、認知症、身体障がい、精神障がい、生活困窮、子育て、教育、権利擁護、ひきこもり、健康、etc）

天童市多機関協働
支援センター

（協働の中核を担う）

＜福祉、医療、教育、行政機関による相談支援ネットワーク＞

支援調整会議
（個別ケース情報共有
支援内容決定・継続支援）

包括化推進会議
（相互理解・連携強化・
協働の枠組み創設）

〇アセスメント 〇支援プラン作成

〇コーディネート 〇ネットワーク構築

相互連携

天童市生活自立
支援センター

（生活困窮・就労支援・公的
施策利用・家計指導等）

　多様で複合的な福祉問題や生活上の問題に対し、制度や相談支援機関の分野を越えて、多機関の協働
による支援のコーディネートを行い、包括的、継続的な支援体制の構築を図ります。

～住民の皆さんの様々な相談や課題～

役所保険給付課
電話 023－654－1111（内線755）

天童市地域包括支援センター中央　　　　　電話 023－658－81
天童市地域包括支援センターめいこうえん　電話 023－664－06

様で複合的な福祉問題や生活上の問題に対し、制度や相談支援機関の分野を越えて、多機関の協
る支援のコーディネートを行い、包括的、継続的な支援体制の構築を図ります。

天童市多機関協働支援センター天童市多機関協働支援センター
《天童市における多機関の協働による包括的支援体制構築事業》《天童市における多機関の協働による包括的支援体制構築事業》
天童市多機関協働支援センター
《天童市における多機関の協働による包括的支援体制構築事業》


