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令和４年度
瑞浪市社会福祉協議会事業計画

１、支部活動の推進
○ひとり暮らし高齢者「ひなたぼっこのつどい」の開催
○各社協支部の活動について情報交換ができるよう、支部連絡協議会を開催　など

２、見守り活動の推進
○ひとり暮らし高齢者向け機関紙を配付しながらの見守り活動の強化を図る
○社会福祉法人連携会議の開催
○各地域の資源把握や生活課題の把握　など

新型コロナウイルス感染症対策のため、地域行事や福祉活動を
はじめとしたさまざまな「集うこと」が中止・縮小される状況が
続いています。そのため人との交流が減り、孤立化のリスクが高
まっています。
こんな時だからこそ、地域で声を掛けあい、「時には支え、時
には支えられる」おたがいさまの関係作りが求められているので
はないでしょうか。コロナ禍が続く中でも感染対策に配慮しつつ、
地域の皆さま、関係団体、行政などと協力して事業を進め、お互い支え合えるまちづくりを目指します。

「おたがいさま」のこころで　見守り支え合う地域づくり基本目標１

３、住民自身が主役となり、安心安全に暮らせる
地域づくりの推進
○ふれあいいきいきサロンの充実
○高齢者と児童館・児童センターの交流事業実施
○自治会、民生委員・児童委員、福祉委員等が情報交
換し、地域の福祉課題の解決に向けた懇談会を開催

� など

基本目標１　「おたがいさま」のこころで　見守り支え合う地域づくり
基本目標２　「おたがいさま」のこころで　地域福祉活動に参加する人づくり
基本目標３　「おたがいさま」のこころで　顔見知りを増やす居場所づくり
基本目標４　「おたがいさま」のこころで　ともに活動するための体制づくり

第 4期地域福祉活動計画３年目を迎えました。
基本理念　～共に創る、ふれあい支え合いのまちづくり～
のもとに、４つの基本目標にそった事業を推進します。
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「おたがいさま」のこころで　ともに活動するための体制づくり基本目標４

「おたがいさま」のこころで　地域福祉活動に参加する人づくり基本目標２

「おたがいさま」のこころで　顔見知りを増やす居場所づくり基本目標３

１、ボランティアの育成と支援
○気軽に参加できる入門講座の開催
○既存ボランティアのスキルアップにつながる講座の開催

２、福祉教育の充実
○福祉協力校連絡協議会の開催
○夏休みを活用し、ボランティア体験ができる機会の提供
○親子で参加できる福祉講座の開催

３、小地域福祉活動の担い手養成
○福祉委員研修会の開催
○ふれあいいきいきサロン運営者研修会の開催　など

１、地域福祉活動計画の推進と評価
２、財源の確保
３、事業実施の体制整備

○災害時に対応できる体制の整備、訓練の実施
４、相談体制の充実

○高齢者の総合相談（南部地域包括支援センター）
○日常生活自立支援事業・生活福祉資金貸付制度
○生活困窮者等の自立支援（家計支援・就労支援など）

１、在宅高齢者・介護者・障がい者の居場所づくり
○社会と関係が希薄になっている人も気楽に足を運べる場の提供
○介護者のリフレッシュ、介護負担を軽減する技術を学ぶ場の提供
○障がい者も集えるサロンの実施　など

２、幅広い市民が参加できる事業の開催
○福祉講演会、福祉映画会の開催
○福祉まつりの開催
○障がいについて理解を深める事業の開催　など

３、子育て支援
○遊び場の提供、親子教室実施（児童館・児童センター）
○児童館のない地域で、移動児童館を実施
○中高生の居場所スペース「スマイル」の充実
○乳幼児を対象とした発達支援事業を実施（子ども発達支援センター）
○障がい児の放課後等デイサービス実施（子ども発達支援センター）
○子育てに悩む親が相談しやすい環境を整備
○ひとり親家庭の子どもを対象とした学習支援　など
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令和４年度 資金収支予算
収入の部

会費収入 8,482
寄付金収入 190
補助金収入 24,891
共同募金配分金収入 4,344
受託金収入 165,530
事業収入 173
負担金収入 112
介護等事業収入 86,168
障がい者福祉サービス等事業収入 31,243
その他の収入 2,122
前期末支払残高 106,339

合　　　計 429,594

支出の部
法人本部事業 37,432
ボランティアセンター事業 4,996
地域福祉事業 17,442
生活困窮者自立支援事業 1,1294
障がい児・者事業 57,410
児童館・児童センター事業 53,021
福祉センター事業 26,962
老人憩いの家・生きがいデイサービス事業 37,867
介護保険事業 55,986
障がい者居宅介護事業 8,764
地域包括支援センター事業 29,259
当期末支払資金残高 89,161

合　　　計 429,594

単位：千円

収 入

支 出

会費収入 1.97% 寄付金収入 0.04%
補助金収入 5.79%
共同募金配分金収入 1.01%

ボランティアセンター事業 1.16%

老人憩いの家・生きがいデイサービス事業 8.82% 福祉センター事業 6.28%

地域包括支援センター事業 6.81%

受託金収入
38.53%

その他の収入
0.51%

地域福祉事業
4.06%

介護等事業収入
20.06%

法人本部
事業
8.71%

介護保険事業
13.03%

障がい児・者事業
13.36%

前期末支払残高
24.75%

障がい者
福祉サービス等
事業収入
7.27%

児童館・児童
センター事業
12.34%

生活困窮者
自立支援事業 
2.63%

当期末支払
資金残高
20.76%

障がい者居宅介護事業 2.04%

事業収入 0.04%
負担金収入 0.03%
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アクティブメンズ講座を開催しました

ミヤケ写真館の方に魅力的な写真の撮り
方、撮られ方を教えていただきました。当日
は天気も良く、外に出て植物や建物を実際に
撮影しながらわかりやすく説明していただき
ました。

NPO法人「レスキューストックヤード」の栗田暢之氏による「災害
ボランティア入門講座」をアクティブメンズ講座の参加者も受講しま
した。災害が起こった際どのように行動すべきか、など実体験を交え
ながらの貴重なお話を聞くことができました。

防災会の伊藤道廣氏にお越しいただき、
段ボールを使って「トイレ」を作りました！自
分の座りやすい高さの段ボールを選んだり、
切った段ボールをぎっしり詰めて強度を増し
たりしてオリジナルのトイレが完成しました。

「魅せる◇写真の撮り方」２月４日

「災害ボランティア入門講座」２月25日

「身近にある物で防災グッズ作り」３月４日

会費の納入にご協力ください
社会福祉協議会は、地域住民の皆さま・関係団体および各種ボランティア等の協力を得て、
事業を進めています。皆さまからいただく会費は、各種事業の貴重な財源となっています。
地域の皆さまには、今月より各自治会を通じて一般会費の納入をお願いしています。また８
月には、市内各法人企業に特別会費の納入をお願いする予定です。
新型コロナウイルス感染症蔓延の影響を受けた大変な時期ではありますが、「地域で暮らし続け
ることを支える仕組みづくり」という趣旨にご賛同いただき、ご協力を賜りますよう、お願いします。
なお、自治会に加入していない皆さまにつきましても、ご協力賜りますよう
お願いします。
ご質問は、社会福祉協議会までお問い合わせください。（0572-68-4148）
一般会費は１口 500円ですが、２口加入を推奨させていただいております。
特別会費は 3,000 円からとさせていただいております。

（受講者が撮影した写真）
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会費のつかいみち
区　分 金額（単位：千円） 割　合

社協支部活動費 4,370 51.5％
福祉推進費（ふれあいいきいきサロン支援、各種講座等） 2,053 24.2％
ボランティア講座、ボランティア支援、福祉協力校等 2,059 24.3％



私たちが福祉委員です

地区名 福祉委員名 地区名 福祉委員名 地区名 福祉委員名

瑞
浪
支
部

上山田 岩島　章男 上小田北　台 成瀬　一仁 南上野 伊佐治貞春
下山田　西平 大澤　純子 上小田南　大法原 堀江　健児 北上野 伊佐次澄子
下山田　西平 安藤　則子 上小田南　中原東 奥田　幸夫 高月 小木曽律子
下山田　登り 有賀　清典 上小田南　中原西 吉田　　一 宮前 近藤　寿子
下山田　山田苑 西　真由美 上小田南　西原 柴田　幹郎 元町 榊原　正規
下山田　山本 西尾　健次 大法原団地 （未定） 上本町 鵜飼　秀和
下山田　東平 土屋美津子 下小田　和合 竹内　栄二 浪花 保母　照子
入ヶ洞 伊藤　浩士 下小田　紺屋原 奥村　昭夫 中組 吉田　隆見
新山田 田中　正博 下小田　中屋敷第一 小嶋　翔太 水の木 高木　文絵
明賀台 中山　達也 下小田　中屋敷第二 木股　博幸 西本町 小島　　健
穂並 吉田　雅紀 ひばりヶ丘 鈴江　友紳 竜門 伊藤　源広
上小田北　東原 伊藤　孝一 上一色 中薮　　修 公園 小島まり子
上小田北　竹尾 山本　　正 下一色 足立　優子
上小田北　市場 伊藤　啓介 下一色 伊藤　信克

土
岐
支
部

栄町　い組 小木曽　隆 一日市場　天徳 金森　　敦 鶴城団地 伊藤　和隆
栄町　ろ組 田中　広直 一日市場　天徳 赤坂　広和 名滝 鵜飼　逸美
栄町　は組 酒井　秀和 市原１・３ 後藤恵美子 名滝団地 伊藤　貞夫
栄町　に組 大山　寛治 市原５～８ 水野　人実 奥名 兼松　洋由
益見第１ 今井　道明 市原９～11 山田　允久 下沢 渡辺　二郎
益見第２ 辰巳　　豊 市原12～15 水野　　肇 庄ヶ洞 土屋　義隆
益見第３Ａ 梶田　静子 市原16～20 日比野弘司 大久手 梅村　尚史
益見第３Ｂ 新山　裕一 桜堂　根竹 宮地　智之 仲ヶ平 山本　繁夫
益見第４Ａ 纐纈　正義 桜堂　中平・羽根 桑原　　裕 大草 水野　芳介
益見第４Ｂ 日比野恒明 清水　豆沢 柘植　辰博 学園台 太田　詠次
一日市場　上組 小倉　正二 清水　中西 今井　辰喜 学園台 西尾　広介
一日市場　上組 片山　隆雄 鶴城　猪野･高屋・段 内田己喜造
一日市場　下組 本庄　英子 鶴城　外町･下町･中町 桑原　　昇
一日市場　下組 伊藤　　攼 木の暮 只腰由紀子

稲
津
支
部

山の田１号 水野　正夫 下小里 澤井　忠明 小井戸 中島　幸博
山の田２号 蜂谷　道宏 羽広 日比野伸一 水洗 勝股　孝司
産郷 水野　明俊 須の宮 井貝　哲夫 中洞 後藤　初子
中屋敷 和田　克巳 釜糠 黒野　俊幸 上平 尾𥔎　照明
五郷 伊藤　平和 川折 後藤　逸男 大牧 工藤　誠一
三角 佐藤　時教 棚田山 福田　正明 斧池 三輪田久信
神戸 小木曽元成 河原 加納　利昭 学園 飯田　雄一

福祉委員は、各自治会から推薦され、社会福祉協議会長から委嘱されています。見守りや声掛けを
通じ、そこに暮らす福祉委員の目で、制度で行き届かない地域の細かな課題を見つけ、地域や関係機
関と協力して問題解決に尽力されています。安心して暮らせる地域づくりに、福祉委員の活躍が期待
されています。� （敬称略）
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・ひとり暮らし高齢者の見守り
・ふれあいいきいきサロンの運営、支援
・高齢者と子どものふれあい広場の開催　など
＊地域のつながりを深めるための事業を企画します。
皆さまのご協力をお願いいたします。

支部では
こんなことを
しています

私たちが支部長です

支部名 支部長名 支部名 支部長名
瑞浪 成瀬　一仁 釜戸 足立　　一

土岐 水野　人実 日吉 古田　講造

稲津 小栗　正敏 明世 大森　建生

陶 伊藤　正義 大湫 纐纈　富久
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地区名 福祉委員名 地区名 福祉委員名 地区名 福祉委員名

陶
支
部

東町１ 川野ひと美 本町２ 長澤　輝明 水上１ 農見　孝之
東町２ 加藤　博一 本町３ 水野　博文 水上２ 長瀬　徳道
東町３ 畑　　光則 本町４ 小木曽正尚 水上３ 梅村　利雄
細久手 土屋　隆広 本町５・６ 市原一二三 水上４ 栗木　千早
旭町１ 小木曽陽子 元町１ 加藤　輔之 大川１ 河野　恒隆
旭町２ 中神　　茂 元町２・３ 佐藤　公司 大川２ 加藤　義之
旭町３ 水野　秀男 梨ヶ根 大庭　明生 大川３ 羽柴　武安
旭町４ 水野　正美 下山町 加藤　勝弘 大川４－１ 加藤　喜一
新町１ 西尾　佳也 宮町 薮崎　伸明 大川４－２ 成瀬　健二
新町２・３ 可知井大三 西町 加藤　英樹 大川５ 緑川　史子
新町４ 伊藤　正義 学校前 加藤　盛男 大川６ 伊藤千恵子
本町１ 保母真由美 あけぼの台 佐藤　興一 大川７ 鰐部　朋生

釜
戸
支
部

公文垣内、公文垣内団地 山田　　隆 中大島 水野　智子 上切 磯村　優江
宿 溝口　保司 東大島 市川　尊章 大細 三宅　信乃
中切 柘植　　勲 上平・青葉台 遠山幸太郎 エスポラン 森本みゆき
町屋 藤田　広司 論栃・川戸 中島　重孝 平山 足立　憲政
西大島 安藤　　篤 神徳 春日井　香
竜吟団地 筒井　千春 下切 有我　康永

日
吉
支
部

本郷 安藤　貴通 宿 鈴木　　晋 深沢 古田　講造
常柄 森　　清治 宿洞・社別当 三輪　康正 細久手 下條　公寿
白倉 田中　公夫 半原 安藤　午一 田高戸 小栗　敏美
南垣外 小栗　孝信 北野・三和の郷 伊藤　正司 平岩 野村　高二

明
世
支
部

月吉１ 小栗　健吾 戸狩２ 河野　智之 戸狩10 加知　洋一
月吉２上 加藤　早苗 戸狩３ 伊藤　清光 戸狩11 梶田　　健
月吉２下 伊藤　敏秋 戸狩４ 佐々木博司 山野内１ 安藤　瑞扇
月吉３ 山内　和秀 戸狩５ 中島　照秀 山野内２ 伊藤　道明
月吉４ 早瀬　浄文 戸狩６ 有賀　佳代 山野内３ 伊藤　泰示
月吉５ 佐藤　大洋 戸狩７ 加藤　賀哉 山野内４ 粥川　浩道
月吉６ 西尾　勝司 戸狩８ 小池　厚志 山野内５ 今泉　公志
戸狩１ 山本ひとみ 戸狩９ 加藤美知代 山野内６ 森川日出夫

大
湫

支
部

西 井上　光弘 神田 板橋　京子 足又 足立きみ子
北 松浦　規子



瑞浪市ボランティア連絡協議会
本会は、ボランティア団体の力を結集し、ボランティア活動の発展と社会福祉の向上をめざすとと

もに、ボランティア活動への理解を広めることを目的としています。

図書館ボランティアで活躍されている安藤昇さんよりメッセージをいただきました！

⃝瑞浪市赤十字奉仕団　　　　　　⃝図書館ボランティア
⃝さわやか会　　　　　　　　　　⃝てんやく瑞浪
⃝ボランティアひまわり会　　　　⃝瑞浪災害救援ボランティア
⃝音訳ボランティアともしび会　　⃝ふくしお助け隊
⃝手話サークルあすなろ　　　　　⃝病院ボランティア院内移動図書館ひまわり
⃝食生活改善推進協議会　　　　　⃝陶寺子屋
⃝陶ゴールド会　　　　　　　　　⃝ Let’s Go 瑞浪
⃝訪問ボランティア
⃝ハートメール
⃝小里川ダム里山教室
⃝傾聴ボランティアダンボ

現在18団体のみなさんが熱心に活動されています。
次のページで各団体の活動内容を紹介していますので、
ご興味のある方はぜひ、一緒に活動しませんか？

令和４年度のボランティア連絡協議会会長の安藤さんです

昨年度は、コロナ禍で思うようにボランティア活動ができませ
んでした。そんな中でボランティアの高齢化、自粛要請などで活
動人数の減少が懸念されます。今年度もいろいろな面で試行錯誤
の一年ですが、コロナ感染予防対策を念頭において、できる範囲
で事業の再開を検討していきます。

皆さんの「すまんのぉ」「ありがとうね」の言葉がボランティ
ア活動の支え、エネルギーになっています。ボランティアができ
る喜びをかみしめられるよう一年間頑張ります。

ご紹介します！
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 団体名 主な活動内容

１ 瑞浪市赤十字奉仕団 高齢者施設や障がい者施設での奉仕活動，防災訓練の炊き
出し訓練に参加

２ さわやか会 高齢者サロン「ハートピアいきいきサロン」の開催

３ ボランティアひまわり会 陶地区の福祉施設でお手伝い（サニーヒルズ・宅老所）

４ 音訳ボランティアともしび会 視覚障がい者へ「声の広報・声の社協だより」作り，福祉
施設にて対面朗読

５ 手話サークルあすなろ 聴覚障がい者への手話通訳活動，毎週１回勉強会

６ 食生活改善推進協議会 各種料理教室での講師・進行のお手伝い（生活習慣病予防
教室・郷土料理教室など）

７ 病院ボランティア
院内移動図書館ひまわり 東濃厚生病院にて院内移動図書の実施

８ 陶ゴールド会 陶宅老所にて利用者の送迎，町内環境美化活動

９ 訪問ボランティア ひとり暮らし高齢者宅への訪問活動

10 ハートメール ひとり暮らし高齢者向け機関紙「ひなたぼっこ」の編集

11 小里川ダム里山教室 小里川ダム周辺の山林の手入れ・草刈り・ゴミ拾い

12 傾聴ボランティアダンボ 高齢者とのコミュニケーション活動

13 図書館ボランティア 市民図書館で本の修繕・装備・整理・イベント進行・読み
聞かせ・宅配

14 てんやく瑞浪 視覚障がい者への点訳活動

15 瑞浪災害救援ボランティア 防災研修・訓練を行い、災害時には災害ボランティアセン
ターの開設・運営に参加・協力と被災者支援

16 ふくしお助け隊 高齢者や障がい者等の日常生活でのちょっとした困りごと
（ゴミ出し・掃除等）のお手伝い

17 陶寺子屋 子どもたちに学習や遊び活動などを通した仲間づくりを支
援する

18 Let’s Go 瑞浪 通学路・公園・神社仏閣などの清掃

ボランティア活動に興味を持たれた方はご連絡ください。瑞浪市社会福祉協議会　☎68-4148

令和4年5月1日	 社　協　だ　よ　り	 （9）



瑞浪市政 OB 会　会長 市川晴宣 ………… 200,000円
介護予防サークルの会 ………………………64,248円
匿名 ……………………………………………30,000円
ナガヤ福祉用具 ……………………………… 紙オムツ

㈱東濃マシンツール／丸理印刷㈱／木村建材㈱／河村商店／土屋靜子／藤木璃心／小倉永次
三宅節子／山水美容院／創作料理陸／麗澤瑞浪中学・高等学校／中日本生涯学習センター
瑞浪市シルバー人材センター／農業委員会・農林課／丸新㈱／田口建築／ツノガイ不動産／匿名７名

寄 付 金 ・ 物 品

古 切 手

（２月２日～３月31日受付分　敬称略）
あたたかいこころ　ありがとうございました。

問題　３月４日に行われたアクティブメンズ講座で段ボールを使って作った物は何でしょう？
♥正解者の中から、抽選で３名様に「きなぁた瑞浪」の商品券（1,000円分）をプレゼントします。
応 募 方 法　ハガキに、答え・住所・氏名（ふりがな）・社協だよりの感想を書いて

〒509-6123 瑞浪市樽上町1-77 瑞浪市社会福祉協議会 クイズコーナー係
までお送りください。＊個人情報は厳重に管理いたします。
ホームページからも応募できます。http://www.ｍ-shakyo.org

応募締め切り　令和４年５月27日（金）消印有効
３月１日号の答え　　「18歳」
当 　 選 　 者 　小栗 有紀様　　宮地 桃子様　　松井 ハツエ様

＊当選者には景品を４月28日に発送しました

①５月20日(金)13：30～15：00　内
容 おしゃべり

②６月20日(月)13：30～15：00　
内
容 認知症の方への接し方を学ぼう　講師：グループホームたけのこし職員
場所：市民福祉センターハートピア 多目的室
一緒にリフレッシュしましょう！予約不要です。

①５月 28 日（土）10：00 ～ 12：00
②６月 25 日（土）10：00 ～ 12：00
場所：市民福祉センターハートピア 多目的室
　　　　　どなたでもお気軽にお越しください。
※新型コロナウイルス感染症蔓延状況によっては中止させて

いただく場合があります。

申込不要

公益社団法人 24 時間テレビチャ
リティー委員会様よりどんぐり工房
さんへ車が寄贈されました。送迎な
どで使用されます。

介護している人同士で情報交換しませんか？

手話で交流しませんか？

介護者のつどいのご案内

手話サロンのご案内

どんぐり工房さんへ
車が寄贈されました！！

クイズコーナー？？ ？？
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