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令和４年度 能登町社会福祉協議会 事業計画

１．第２次能登町地域福祉活動計画の推進

２．生活支援体制整備事業の受託運営

３．コロナ禍における福祉活動、ボランティア活動の推進

《重点目標》

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児童クラブ事業（町受託事業）

（４）高齢者支援事業

　　①配食ボランティア事業

　　②ひとり暮らし高齢者見守り訪問事業

　　③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（県社協受託事業）

　　④福祉サービス利用支援事業（県社協受託事業）

　　⑤配食サービス事業（町受託事業）

　　⑥フードドライブ・フードパントリー事業（新規事業）

３．介護保険事業

（１）介護給付事業（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地域密着型通所介護事業（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介護予防いきいきヘルプサービス

　　③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（町受託事業）

　　②生活支援体制整備事業（町受託事業）

　　③家族介護教室事業（町受託事業）

４．障害福祉サービス事業

（１）相談支援事業

（２）居宅介護（ホームヘルプ）

５．指定管理事業
　　 指定期間令和４年４月１日～令和９年３月３１日

（１）小木デイサービスセンター

（２）老人憩の家たなぎ荘

（３）老人福祉センター笹ゆり荘

６．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

（２）ボランティア協力校へ助成と支援

（３）ボランティア連絡会の支援

（４）傾聴ボランティアの会の支援

（５）能登北部地域ボランティア連絡会

７．共同募金事業

８．広報、啓発活動事業

（１）第１４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

９．福祉団体の活動支援

　・能登町民生委員児童委員協議会

　・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

　・能登町ボランティア連絡会

　・能登町傾聴ボランティアの会

　・能登町赤十字奉仕団

　・日本赤十字社石川県支部能登町分区

　・石川県共同募金会能登町共同募金委員会

《事業項目》



３

（単位：千円）

支 出 計

収 支 差 額

前 期 末 支 払 資 金 残 高

当 期 末 支 払 資 金 残 高

会費

分担金

寄付金

経常経費補助金

受託金

貸付事業

事業収入

負担金

介護保険事業

障害福祉サ－ビス事業等

受取利息配当金

その他の収入

積立資産取崩

人件費

事業費

事務費

貸付事業等

助成金

負担金

固定資産取得

積立資産

予備費

支出の部収入の部

収 入 計

152,193

41,926

4,513

100

3,770

130

9,590

4,000

721

2,300

100

4,000

43,145

43,937

100

5,825

350

82,244

17,901

21

25

11,216

▲5,779

54,447

48,668

216,943211,164

令和４年度 能登町社会福祉協議会 収支予算

●地域福祉活動事業

　ひとり暮らし高齢者のつどい　子育て必需品支給事業　地域ぐるみ福祉活動支援事業　

　給食ボランティア事業

●福祉関係団体支援事業

　老人クラブ スポーツ大会助成　ボランティア協力校助成

●地域福祉活動事務費

　社協広報紙発行

令和４年度 社会福祉協議会 会員会費について
　社会福祉協議会会員会費について、町民の皆様にはご理解とご賛同を賜り、誠にありがとうござ

います。また、町会長並びに区長の皆様にも会員募集にご協力いただき、重ねてお礼申し上げます。

　今年度の会費につきましては、次の福祉事業に活用させていただく予定です。

引き続き、令和４年度の会員募集

を行っています。

ご協力よろしくお願いいたします。

＜新事務局長のご紹介＞

能登町社協　事務局長

しょうじ よしひろ

小路 芳宏

　この度、4月1日から事務局長に就任いたしました小路
と申します。
　要職を仰せつかり、その重責を痛感しているところで
すが、これまで築き上げてきた皆様の信頼を損なうこと
のないよう、さまざまな活動を行ってまいりたいと思っ
ております。
　今後とも、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
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～できごと～

能登町老人クラブ連合会 総会及び会長表彰式
　５月２５日、国民宿舎能登うしつ荘コミュニティセンターにて、能登町老人クラブ連合会の総会及び会長

表彰式が行われました。

　はじめに、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会長表彰式が

行われました。

　また、総会では、令和３年度事業報告及び収支決算、令和４年度事業計画及び収支予算（案）、会則の

一部改正、役員改選が承認されました。

令和４年度能登町老人クラブ連合会長表彰

　　　　　　　９名

姫長生会　　薮下 すゞ子

白山クラブ　　山崎 幸子　高市 世津子　岡本 美津子

斉和長寿会　　脇 俊雄

御前山老人クラブ　　原田 一郎

松波高砂会　　河元 龍夫　藏前 宏

小木九十九クラブ　　新村 幸雄

　　　　　　　２１名

姫長生会　　東濱 夏枝

神野第２老人クラブ　　向口 和子　田保 イセ子

鹿明会老人クラブ　　本谷 正藏

五和会老人クラブ　　中嶋 寳善　勘平 キクノ　中川 よき

岩井戸寿会　　紺谷 喜美江　山口 秋夫　沖野 数美

御前山老人クラブ　　谷内 力藏　竹中 久代

斉和長寿会　　栂 律子

白山クラブ　　向口 頼子　山下 征勝　水上 美代子　野本 礼子　深田 一子

白丸親和会　　市濱 つね子　北村 弘子

小木九十九クラブ　　藤元 敦永　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順不同・敬称略

優良役員表彰

優良会員表彰

◆老人クラブに入会しませんか？◆
　老人クラブは、地域を基盤とする概ね６０歳以上の自主的な組織です。
　町内の６０歳以上の方なら、どなたでも参加できます。会員の方々から
は、「友達が増えた」「いろんな行事に参加するのが楽しみ」「健康的な
生活につながった」などの声をいただきます。クラブに参加して、仲間
と一緒に楽しく充実した日々を過ごしましょう！
【お問い合わせ】能登町老人クラブ連合会事務局（町社協内　☎72-2322）

能登町民生委員児童委員協議会　総会・研修会
　５月２６日、国民宿舎能登うしつ荘コミュニティセンター

にて、能登町民生委員児童委員協議会総会及び研修会が

開催されました。総会では、令和３年度事業報告及び収支

決算、令和４年度事業計画及び収支予算（案）が承認されま

した。　

　また、研修会では、奥能登広域消費生活センター専門

相談員の森山志津代氏より「消費者トラブルの実態と消費

者センターの役割」についてご講演いただき、消費生活

に必要な知識や消費者トラブルへの対処法などを学びま

した。 
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◆家族介護教室　参加募集のご案内◆
　家族介護教室は、要介護1～5、要支援1、2の方を在宅で介護されているご家族を対象に、介護者同士で

の介護に関する情報交換や、心身をリフレッシュさせ良い健康状態で介護が継続できることを目的に開催

しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ】町社協柳田支所 ☎76-0088

◆能登町母子寡婦福祉協会に加入しませんか？◆
　能登町母子寡婦福祉協会は、母子及び寡婦の福祉の向上と会員の親睦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。

（会費 年間1,000円）　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ】町社協柳田支所 ☎76-0088

母子寡婦福祉協会の親子交流事業
　５月１５日、上町公民館にて、令和４年度能登町

母子寡婦福祉協会の総会及び第１回親子交流事業

を開催しました。

　交流会では、人呼んで「笑顔泥棒」“マジシャン

ルパン”こと高田隆二さんによるマジックショーを

行いました。　高田さんは元特別支援学校教師と言

う異色の肩書を持つマジシャンで、参加された能登

町内の学童クラブの子どもたちや地域の方々を巻き

込んでのマジックに、ハラハラドキドキして大いに

笑い、楽しいひとときを過ごしました。
テーブルが浮いた…？！

～ひとり親家庭の支援窓口があります～

　ひとり親家庭の「困った」を支援するため、月に１回能登町役場に相談窓口が開設されています。
子育て、就労、養育費その他、お困りごとがある方は、能登北部保健福祉センターの自立支援員に
相談してみませんか？
　ご相談は、毎月第２火曜日、10：00～12：00、能登町役場１階相談室１にて（予約不要）

～できごと～

家族介護教室
　５月１２日、宝達志水町の「トレジャーふぁーむ」

にて、家族介護教室（いちご狩り）を行いました。

　参加者２２名は、大きなハウス２棟に栽培されて

いる「とちおとめ」（果実が大きく高い糖度と程よい

酸味が特徴）と「よつぼし」（柔らかめの果実は酸味

が強く、濃厚な甘酸っぱさが特徴）の違いを楽しみ

ながら収穫しました。

　いちご狩りの後は、千里浜レストハウスで昼食を

いただき、心身ともにリフレッシュできました。



小木デイサービスセンター～ぶらり春のお花見だより～
　暖かい春の陽気に誘われて、４月に桜と菜の花のお花見に出かけました。

　真脇ポーレポーレの桜と、秋吉菜の花街道で、それぞれ鮮やかな春の色を見てきました。

風にたなびく淡いピンクの桜、青空と菜の花のコントラストは、利用者みなさんを笑顔にしてくれました。

◆能登町身体障害者福祉協会 会員募集◆

　能登町身体障害者福祉協会は、会員相互の連携を強化し、障害のある方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、県事業の参加（スポーツ大会、障害者ふれ

あいフェスティバル等）、交流活動（温泉療養等）を行っています。（会費 年間 500 円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ】町社協 ☎72-2322

◆能登町傾聴ボランティアの会活動中◆

　『傾聴（けいちょう）』とは、相手の心に寄り添いながら、話にしっかりと耳を傾けて聴くこと。

能登町傾聴ボランティアの会では、町内の高齢者宅や施設等に訪問し、会話を通じて高齢者の皆

さんが心豊かに生活できるよう支援・見守り活動を行っています。

　「誰かに話を聴いてもらいたい…」など訪問を希望される方、またボランティアとして傾聴活

動に参加いただける方を募集中です。　　　　　　　　　　　【お問い合わせ】町社協 ☎72-2322

６

☆社協ケアマネからのワンポイントアドバイス☆ ～能登町の皆さん、気ぃつけてね～

　『水分をこまめにとろう！』
　暑い時期は、 家の中にいても気づかないうちに脱水症状になりが

ちです。高齢の方のお宅を訪問すると、暑くても冷房をつけずに我慢

して、 フラフラになっていることも…。 水やお茶などをこまめに摂取

して、 健康的に夏を過ごしましょう。

　また、 家の外で畑作業や草刈りなどを行う場合も、 水分補給は欠

かせません。 ペットボトル１本を持って行き、 日陰で休憩する時間

をつくりましょう。
水を飲むのが苦手な方は、

食べやすいゼリーや

果物もおススメ！

～できごと～

～お知らせ～
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「心配ごと相談」とは

相談員が町民の日常生活上の心配ごと相談

に応じ、適切な助言及び関係機関の連絡又

は専門機関への紹介等を行います。

＊祝日と重なった場合は、お休みとなります。

＊新型コロナウィルス感染拡大状況により日程等に

　変更が生じた場合は、社協ホームページにてお知

　らせいたします。

能都地区

内浦地区

柳田地区

地　区 日　時 会　場

毎月第２火曜日　10:00～12:00

毎月第３火曜日　10:00～12:00

毎月第４火曜日　10:00～12:00

能登町役場　相談室２

能登町役場　内浦総合支所

老人福祉センター笹ゆり荘

心配ごと相談

　令和４年度から、心配ごと

相談員として、能都地区を担当

していただきます。

お困りごとがある方は、気兼

ねなくご相談ください。心配ごと相談員

坂下 秀治さん

弁護士無料法律相談

9月9日（金）13:30～15:30

12月9日（金）13:30～15:30

3月3日（金）13:30～15:30

能登町役場 内浦総合支所

老人福祉センター 笹ゆり荘

能登町役場 内浦総合支所

相　談　日　時 会　場

弁護士による無料相談を開催します。
1人30分以内、1日4人まで可能です。
2日前までに予約してください。
　　　　　　　　町社協 ☎ 72-2322

●家族介護教室

　7 月 ぶどう狩り

　9 月 レクリエーション

●石川県戦没者慰霊式

　7 月下旬

●能登町ボランティア連絡会

　総会・研修会

　7 月 29 日（金）

●ひとり暮らし高齢者のつどい

　9月 8日（木）柳田

　9月９日（金）内浦

　9月１３日（火）高倉・三波・鵜川・瑞穂

　9月１４日（水）宇出津・神野

～今後の行事予定～

Q. 能登半島国定公園に含まれる遠島山公園にかかっている、吊り橋の名前は、「〇〇橋」

　　　　　①らいちょう　　②はくたか　　③しらさぎ

【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（本所）まで
郵送または、ホームページからも回答を受け付けています。（http://www.noto-shakyo.jp/）

　　　　　　　締切：令和４年７月２９日（金）必着

クイズ

当選者の発表は、景品の発送をもって代えさせていただきますのでご了承ください。
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します。
　※第５１号（３月発行）の正解は、「②寅年」でした。

♪クイズに応募いただいた中から１名様に、景品をプレゼント♪

～お知らせ～



「のとっこ」「まごとジジババ」の写真を募集しています。対象は、「のとっこ」は能登町に住民票がある６歳まで

の未就学児、「まごとジジババ」は能登町に住民票があるおじいちゃん、おばあちゃんです。（お孫さんの年齢は

何歳でもＯＫです。）ご希望の方は能登町社会福祉協議会本所または各支所までご連絡下さい。

のとっこ

　　　　　かわばた　ひなた　　　　　　　　 はるひ

お名前　川端　日陽くん （4才） 春陽くん （2才）

住　所　能登町字宇出津

家族からのメッセージ

５月で４歳と２歳になりました！　仮面ライダーが大好きで家

ではおもちゃの剣で戦いごっこをしています！ いつもふざけ

てばかりだけど、 いつまでも仲良しでいてね !!

まごとジジババ

おじいちゃんおばあちゃんからのメッセージ

おしゃべりなりーちゃんと、 笑顔がかわいいあーちゃんに

楽しませてもらっています。 ２人仲良く大きくなってね！

お名前　　　　　　　　　てんこう　 みきお

おじいちゃん　天幸　幹夫さん

　　　　　　　　　　　　　　かずよ

おばあちゃん　　　　　　和代さん

あやみ　　　　　　　　　　　　りみ 　　　　　　　　　　　

絢未ちゃん （2才） 梨未ちゃん （3才）

住　所　能登町字波並

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。

住 所氏 名 金　額 住 所氏 名 金　額 住 所氏 名 金　額

池 田 光 正

有 手 義 一

国 盛 映 子

南 　 鏡 子

伊勢加ヨシ子

北河内

国光

柳田

新保

鵜川

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

藤 田 憲 一

大乗寺寒修行講中

妙栄寺寒修行講中

六 田 義 秋

向 田 孝 幸

中 瀬 英 巳

又 木 一 彦

仕 明 　 哲

岩 山 勝 彦

坂 東 佳 孝

井 上 精 藏

前 田 哲 生

小浦

宇出津

波並

国光

宇出津

上町

100,000

30,000

10,000

100,000

100,000

100,000

白丸

松波

白丸

小木

宇出津

宇出津山分

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

100,000

（単位:円）寄付者ご芳名（令和４年２月１日～令和４年５月３１日迄）

（順不同・敬称略）

❇ご寄付ありがとうございました❇
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