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《基本方針》

《重点目標》

《事業項目》

1． 運営の透明性確保並びに組織経営のガバナンスの強化

２． 能登町地域福祉活動計画に沿った地域福祉の推進

３． 住民が自ら主体となって活動する住民支え合い活動の支援

４． 地域福祉の情報共有及び地域資源の連携強化の中核となる活動の強化

５． 地域支援事業の推進

１．法人運営事業
（1）会の運営
（2）財政基盤及び管理の強化
（3）福祉サービスに関する苦情解決体制の整備
２．地域福祉活動事業
（1）福祉相談事業
　①心配ごと相談所事業
　②弁護士無料法律相談事業
（2）地域活動支援事業
　①地域ぐるみ福祉活動推進事業
　②地域支え合い活動支援事業
　③地域福祉推進員設置事業
（3）子育て支援事業
　①就学児童祝い品支給事業
　②子育て必需品支給事業
　③学童クラブ交流事業
（4）高齢者支援事業
　①給食サービス事業
　②ひとり暮らし高齢者のつどい 
　③おしゃべりカフェ事業
　④ふれあいサロン事業
（5）要援護者支援事業
　①福祉用具貸与事業
　②民生金庫貸付事業
　③生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業） 
　④福祉サービス利用支援事業
３．介護保険事業
（1）介護保険事業（要介護１～５）
　①居宅介護支援事業（ケアマネジメント）
　②訪問介護事業（ホームヘルプ）
　③通所介護事業（デイサービス）

（2）地域支援事業
（介護予防・日常生活支援総合事業（要支援１～２それ以外の者）
　①介護予防支援事業（ケアマネジメント）
　②介護予防訪問型サービス、介護予防いきいきヘルプサービス
　③介護予防通所型サービス、介護予防いきいきデイサービス事業
（包括的支援事業）
　①地域包括支援センター 
　②生活支援サービスの体制整備
４．障害福祉サービス事業
（1）相談支援事業
（2）居宅介護等（ホームヘルプ）
５．受託事業
（1）家族介護教室事業
（2）配食サービス事業
（3）学童クラブ事業（ささゆり学童クラブ）
６．指定管理事業
　指定期間　平成 29 年 4月1日～平成 34 年 3月31日
（1）小木デイサービスセンター
（2）介護予防いきいきデイサービスセンター
（3）老人憩の家 たなぎ荘
（4）老人福祉センター　笹ゆり荘、山せみ荘
７．ボランティア活動事業
（1）ボランティア活動団体の助成と支援（県、社協）
（2）ボランティア協力校へ助成と支援（県、社協）
（3）ジュニアボランティア活動事業
（4）ボランティア連絡会の支援
（5）傾聴ボランティア連絡会の支援
８．学習支援事業
９．共同募金事業

　社会福祉法人制度を大きく改革する社会福祉法の改正が行われ、 今回の法改正を契機として、 社会福祉協議会は、

高い公益性が求められる社会福祉法人として経営組織のガバナンス強化や事業運営の透明性の向上に取り組む必要

があります。

　このような背景のもと、社会福祉法に定められている「地域福祉の推進を図ることを目的」と位置付けられた社会福祉

協議会の基本を再確認するとともに本来の使命・役割を踏まえ、地域福祉活動を推進してまいります。

　さらに、 ２７年度からスタートしました社協の地域福祉活動計画に基づき行政はもとより地域住民や自治会、 ボラン

ティア団体、福祉関係団体をはじめとするあらゆる協力者と、行政機関との橋渡し役として福祉のニーズを的確に把握し、

地域に密着した活動を展開し、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」をめざし地域福祉の充実、向上に努めます。
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（単位：千円）

支 出 計

収 入 金 額

支 出 金 額

収 支 差 額

会費収入

分担金収入

寄付金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

貸付事業収入

事業収入

負担金収入

介護保険事業収入

障害福祉サ－ビス事業等収入

受取利息配当金収入

その他の収入

積立資産取崩収入

拠点区分間繰入金収入

サ－ビス区分間繰入金収入

181,204

50,050

5,303

100

3,234

210

4,882

5,000

14,752

6,573

1,676

272,984

2,400

130

5,000

45,265

63,688

100

8,731

350

75,932

13,587

62

25

36,389

14,752

6,573

272,984

人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業等支出

助成金支出

負担金支出

固定資産取得支出

積立資産支出

拠点区分間繰入金支出

サ－ビス区分間繰入金支出

予備費

支出の部収入の部

272,984

272,984

0収 入 計

住　所氏 名 金額（円） 住　所氏 名 金額（円） 住　所氏 名 金額（円）

ご寄付ありがとうございました
社会福祉事業に役立ててほしいと次のとおりご寄付がありました。温かいお気持ち、心より感謝申し上げます。

（順不同・敬称略）
寄付者ご芳名（平成 29 年 2月1日～ 5月30日まで）

辻 口 重 夫

金剛流御詠歌　平等寺、

法華寺、本両寺、長福寺、

表 野 　 覚

塩谷寺 別宗靖憲

三 瀬 　 繁

鏡 島 敏 雄

横 山 孝 博

宇出津地区婦人会

蔭 田 宗 志

坂 口 正 則

新 谷 　 正

白丸公民館まつり実行委員会

カラオケフェスティバル実行委員会

浅 井 一 朗

田 下 一 幸

妙栄寺寒修行講中

大乗寺寒修行講中

四 辻 寿 器

宮 町 幸 子

番 　 隆 彦

大 森 喜 弘

匿 　 　 名

谷 口 幸 雄

今 坂 和 廣

新 田 真 之

蒲 田 金 物 店

矢　波

柳　田

宇出津

宇出津

崎　山

姫

小　木

宇出津

崎　山

崎　山

滝之坊

白　丸

穴水町

小　木

鵜　川

波　並

宇出津

笹　川

小　木

大　箱

宇出津

五十里

小　木

時　長

宇出津新

100,000 

50,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

10,000 

100,000 

100,000 

200,000 

6,370 

22,985 

100,000 

100,000 

10,000 

30,000 

100,000

100,000

100,000

150,000

10,000

200,000

50,000

100,000

100,000

10．広報、啓発活動事業
（1）第9回 能登町社会福祉大会の開催
（2）ふくしだよりのとの発行
（3）ホームページによる社会福祉協議会の活動や
　 福祉情報の提供
（4）県社会福祉大会並びに県・関係機関が開催
　 する研修会等への参加

11．福祉団体の活動支援
　　・能登町民生児童委員協議会
　　・能登町老人クラブ連合会
　　・能登町身体障害者福祉協会
　　・能登町遺族連合会
　　・能登町母子寡婦福祉協会
　　・石川県共同募金会能登町共同募金委員会
　　・日本赤十字社石川県支部能登町分区
　　・能登町赤十字奉仕団
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■小木デイサービスセンター慰問

　平成２９年４月２８日（金）、小木デイサービスセンター

に大正琴小木教室の方々が慰問に来られ、大正琴の演奏、

歌、踊りなどを披露されました。利用者の皆さんは、大正琴

で演奏される歌謡曲や童謡などを、元気よく楽しく歌われ

ていました。最後は、大正琴小木教室の皆さんが法被姿に

なり、利用者さん、職員も参加して能登町音頭を踊りまし

た。

　見事な演奏、懐かしい歌、楽しい踊りで、とても賑やかで

楽しい時間でした。大正琴小木教室の皆様、ありがとうご

ざいました

家族介護教室の案内
　４月には介護１～５までの方にご案内しましたが、要支援１・２

（在宅で介護されている方）の参加希望がございましたらご連絡

下さい。　　　　　　　
能登町社会福祉協議会　柳田支所まで

■平成２９年度家族介護教室が始まりました。

　第１回目は珠洲市のみなくち農園の苺狩りを楽しみました。

ハウス栽培で４種類の苺を栽培していて、それぞれの味の違い

を皆さん食べ比べていました。その他に苺ジャムやサツマイモ

などのものを購入される方もおいでました。お昼はビーチホテル

のレストランで食事をし、皆さん満足されていました。

　今後の予定として７月にぶどう狩り、９月に講演会など様々

な企画を用意していますので、在宅で介護されている皆さんの

参加をお待ちしています。

■能登町民生委員児童委員協議会総会・研修会

　日時　平成２９年５月２９日（月）

　場所　国民宿舎 能登うしつ荘　

　上記日時に、総会・研修会が行われました。

　総会では、事業報告・決算、事業計画・予算について

承認されました。

　午後からは、「認知症を正しく理解しよう」と題し、

ＮＰＯ法人 ニットデイサービスセンターゆいま～る

管理者 加納 央氏より、認知症の状態や事例をふま

えて説明がありました。

できごと



５

能登町母子寡婦福祉協会に加入しませんか？

　会員の親睦と母子および寡婦の福祉向上を目的に組織した団体です。
子育てについての情報交換、親子のふれあい交流会、子育て教養講座などを
開催しています。
　活動内容としてクッキング、クリスマスのつどいなどの活動を予定しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会費　年間　１，０００円）

　　●能登町母子寡婦福祉協会又はひとり親家庭についての相談は能登町社会福祉協議会
　　 （柳田支所　７６-００８８）へご連絡ください。

■能登町老人クラブ連合会 能都支部　「健康ウォーキング事業」

　日時　平成２９年５月２５日（木）～２６日（金）

　場所　長野県　上高地

　能登町老連能都支部の健康ウォーキング事業を１泊２日の研修旅行

として、長野県上高地の河童橋から明神池までの往復８キロほどを約

２時間かけてウォークしました。

　天候にはあまり恵まれませんでしたが、参加者の皆さんは、きれい

な水の流れる梓川や残雪のある北アルプスのすばらしい景観を満喫さ

れたことでしょう。

◇会員募集◇
　能登町身体障害者福祉協会では、会員相互の連携を強化し、

身体障害者に対する福祉の増進を図ることを目的として活動を

しています。事業内容は、県事業への参加、温泉療養等の交流

活動を行っています。　　会費 （年間）１，０００円

詳細については、能登町社会福祉協議会７２－２３２２までお問

い合わせください。

■第１７回石川県障害者スポーツ大会

　平成２９年５月２８日（日）金沢市の西部緑地公園陸上競技場で

開催され、能登町身体障害者福祉協会よりソフトボール投げの種目

に５人が参加しました。

　参加者の皆さんは、他の参加者と親睦を深めながらスポーツ大会

を楽しみました。

■能登地区赤十字のつどい

　日時　平成２９年５月２８日（日）

　場所　津幡町福祉センター

　能登地区赤十字のつどいが、津幡町で開催されました。

つどいでは、「世界の子どもを救う」をテーマに、チャリチィー

バザー・ＡＥＤ体験、パネル展示、アルファー米の試食等が行わ

れました。

　チャリチィーバザーの売り上げは、日本赤十字社を通して、

全額寄付されます。また、平成３０年度能登地区赤十字のつどい

は、能登町で開催予定です。

できごと
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赤ちゃん　紙おむつプレゼント
社会福祉協議会では、皆様からの会員会費を財源とし、子育て支援の一環

として「子育て必需品支給事業」を行っています。

〈対　　象〉　出生時から能登町に住民票がある赤ちゃん（６ヶ月以内）の保護者

〈支 給 品〉　乳児用　紙おむつ　Ｍサイズ

〈申請方法〉　社会福祉協議会本所・各支所、能登町役場町民課、内浦・柳田庁舎にある

　　　　　　申請用紙に必要事項を記入し、社会福祉協議会まで提出してください。

〈受取場所〉　紙おむつの受取は、社会福祉協議会本所、各支所にて申請書と引き換えにお渡しします。

※申請は赤ちゃん１人につき１回限りです。

※受取り時、母子手帳など確認できる書類を必ずご持参ください。

　《申込・お問合せ　能登町社会福祉協議会　本所　ＴＥＬ７２－２３２２》

できごと

■能登町老人クラブ連合会　総会・会長表彰式

　日時　平成２９年５月３０日（火）

　場所　国民宿舎 能登うしつ荘

　上記日時に、総会・会長表彰式が行われました。

最初に、長年老人クラブ活動に貢献された単位老人クラブ

役員・会員の方々に対する能登町老人クラブ会長表彰式が

行われ、下記の方々が表彰されました。

　その後「私のまちづくり」と題し、能登町持木町長より、

能登町第二次総合計画を中心に説明がありました。

　午後からの総会では、事業報告・決算、役員改選、事業

計画・予算について承認されました。

平成２９年度能登町老人クラブ連合会 会長表彰

（１）地区老人クラブ役員功労者表彰（１５人）

　　 瑞穂寿会　　山岸　邦彦　　 白菊会　　小島　ふみ　　 横地　菊枝　　 小棚木老人クラブ　　山口　登

　　 上町老人クラブ　　小谷内　哲男　　 干場　祐正　　 福池　睦夫　　 寺　美知子　　 橋本　渡　　 中谷　一也

　　 鹿明会老人クラブ　　山岸　政盛　　 斉和老人クラブ　　二谷　榮一

　　 松波高砂会　　仙座　さち子　　 橋本　周子　　 不動寺長寿会　　小正　勲

（２）地区老人クラブ会員功労者表彰（３１人）

　　 千鶴会　　　　　 石上　庄一

　　 白山クラブ　　 俵谷　健次　　　　形屋　なつ　　　　源　　　  清 　　佐野　初枝　　西　　はる子　　 田邊　さず子

　　　　　　　　　　　　 　 窪田　啓一　　　　石田　久一　　　　石田　静子　　竹内　房子　　石田　孝造　　　 今寺　ふみ　

　　　　　　　　　　　　 　 岩崎　たつの　　深見　繁　　　　　　深見　啓子　　百万　なみ　　深見　テル子　　水原　周造

　　　　　　　　　　　　 　 乙谷　勝雄　　　　乙谷　かづ子　　梅尻　時尾　　中村　義観　　柳瀬　はつゑ　　川口　ハツ

　　　　　　　　　　　　 　 竹本　悦二郎　　上谷　忠造　　　　狹間　麻子　　堤　米雄　　　　堤　フミ子

　　 白丸親和会　　里谷　ミツイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同 ・ 敬称略）
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　　　　　　　　相　談　日　時

平成２９年８月２２日（火）１３時３０分～１５時３０分 

平成２９年１１月２１日（火）１３時３０分～１５時３０分

平成３０年２月２０日（火）１３時３０分～１５時３０分 

　　　　 会　　　場 

能都社会福祉会館　福祉相談室

老人福祉センター 笹ゆり荘

能都社会福祉会館　福祉相談室

予約電話 ７２-２３２２ 社会福祉協議会本所まで

弁護士による無料相談を開催します。各回１人３０分以内で４人まで受け付けます。（要予約）

弁護士無料法律相談のご案内

～今後の行事予定～

＜柳田地区ひとり暮らし高齢者のつどい＞

　　７月４日（火）　やなぎだ荘

＜内浦地区ひとり暮らし高齢者のつどい＞

　　７月５日（水）　やなぎだ荘

＜石川県戦没者慰霊式＞

　　８月１日（火）　いしかわ総合スポーツセンター

Q.黒川の山せみ荘がオープンして今年で何年目になるでしょう？

　①30年目　②35年目　③40年目
【応募方法】

　郵便はがきに住所 ・ 氏名 ・ 年齢 ・ 答えを記入の上、 能登町社会

福祉協議会 （松波） まで郵送してください。

なお、当選者の発表は商品の発送を持って代えさせていただきます。

　　　　　　　  締切 ： 平成２９年７月３１日（月）必着

なお、クイズの正解は社協のホームページ及び次号のふくしだよりに

掲載いたします。 前号のクイズの答えは 「③1月２２日」 でした。

？？？クイズ？？？

お知らせ

柳田地区
●毎月第２・第４火曜日　１０：００～１２：００
　　   場所　笹ゆり荘

　※祝祭日の場合はお休みになります。

内浦地区
●毎月１０日　１３：３０～１５：３０
　　   場所　内浦福祉センター

●毎月２０日　１３：３０～１５：３０
　　   場所　小木活性化センター

　※土日祝祭日の場合は翌日になります。

能都地区
●毎月第２・第４水曜日　１０：００～１２：００
　　   場所　能都社会福祉会館

　　※土日祝祭日の場合はお休みになります。
　　※鵜川公民館での心配ごと相談は下記日程
    　で予定しています。

平成２９年１０月２５日（水）

平成３０年２月２８日（水）

※平成２９年度より第２・第４水曜日に開催する
　ことになりました。

心配ごと相談所

上記以外で介護・福祉に関する相談は随時職員で応対いたします。



＜上司からのコメント＞

社会人になって２年目とは、 とても思えないくらい落ちついていて、

常に利用者目線で、 ていねいな対応をされ頑張っています。

Q. 仕事の内容は？ 介護福祉士

Q. 趣味は？  ドライブ、 カラオケ

Q. この仕事をしていてよかったなと思うときは？

　　「ありがとう」 の言葉や笑顔が見られたとき。

　　介護をしていくなかで少しずつ信頼関係が築

　　けているなと感じたとき。

Q.今後の目標は？

　利用者様に寄り添い利用者様に合った介護を

　行っていくこと。

名　前 友 田 優 芽（ともだ ゆめ）

事業所 社会福祉法人　清祥会

  特別養護老人ホーム こすもす

♥福祉ボーイ＆ガール♥

   たかみや   るいと

おなまえ  髙 宮 海 大（男の子）

じゅうしょ  能登町字波並

おたんじょうび 平成２８年２月１８日

家族からのメッセージ

　毎日たくさん食べて元気いっぱい遊んでます。

　みんなを笑顔にできる優しい子に育ってね。

★ねんねのひろば★
赤ちゃんの写真を募集しています。
対象は能登町に住民票がある赤ちゃん（概ね１歳まで）
です。ご希望の方は能登町社会福祉協議会本所・各支所
まで。福祉ボーイ＆ガールも合わせて募集します。

   　せ　と  たいよう

おなまえ  脊 戸 泰 陽（男の子）

じゅうしょ  能登町字姫

おたんじょうび 平成２８年４月２８日

家族からのメッセージ

　たくさん食べてたくさん笑う元気な男の子です。


	②

