
  

社会福祉協議会は、住民の皆さんの会費で支えられる民間の福祉団体です。 

 

 

2.3ページ 令和 4年度事業及び予算 

4ページ 令和 3年度事業・収支決算報告 

5ページ 大玉村保育所だより 

6ページ 包括支援センター通信 

7ページ こんにちは、社協のケアマネジャーです 

8ページ 各種お知らせ  

 

こんにちは 

大玉村社会福祉協議会だより 

 大玉村社会福祉協議会では、地域のふれあいサロン等へ
ニュースポーツの用具や、ゲームの道具などのレクリエー
ション用具の貸し出しを行っています。わなげやスカット
ボールの他に『ボッチャ』の用具が増えました。 
 地域のふれあいサロンや、避難者支援サロンでボッチャ
体験を行なっています。用具の貸し出し希望やお問い合わ
せはお気軽にご連絡ください。 
 

お問い合わせ先 
大玉村社会福祉協議会地域福祉係 
℡ 0243-68-2100（平日 8：30～17：15） 

大玉社協です 
第 75 号 
令和 4 年 7 月 

 



大玉社協だより 令和４年 7月 
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職員紹介☆大玉村保育所 熊田
く ま だ

香
か

寿
ず

美
み

 

ひとこと：毎週、息子たちのサッカーの応援に勤しんでいます！ 

 

 令和 4年度事業計画に基づき、誰もが住みやすい 

大玉村となるよう地域福祉活動を推進します。 

 

◎大玉村総合福祉センターさくらの経営 

「高齢者、児童、心身障がい者、老人福祉団体等が、日常的に触れ合う事のできる福祉の場の提供」を目的に 

大玉村の地域福祉推進の一翼を担います。 

◎高齢者生きがい活動支援通所事業 

（いきいきさくら） 

高齢者の社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び

要支援・要介護状態になる事の予防に努め、健康寿命を

延ばすべく取り組みます。 

◎保健医療、教育その他の 

社会福祉と関連する事業 

ふれあい・いきいきサロン開催支援事業では、村内全域 

でのサロン活動の充実、参加者の増加を図るため、運営支援をします。 

生活困窮者自立支援法に伴う事業では、福島県社会福祉協議会と協力

して、対象者の自立生活へ向けた支援を行います。 

◎放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 

村内小学校に在籍する昼間保護者

のいない家庭の放課後児童に、適切

な遊びや生活の場を提供し、児童の

健全育成と事故防止に努めます。 

◎ボランティア活動の振興 

地域福祉講座やボランティア

講座、各種イベントを実施し、ボ

ランティアを始めるきっかけづく

りを提供します。 

◎ファミリーサポート事業 

子育て世代の孤立感、負担感の解消のため、交流

の場を提供し様々な相談に対応します。 

当初予算歳入総額 334,905 千円 

保育事業村補助金収入

165,169

村補助金収入 21,818

村受託金収入

61,641

介護保険事業収入

50,095

事業収入 9,540

県社協受託金収入 4,592

その他収入 22,050

歳入 
（単位：千円） 



大玉社協だより 令和４年 7月 

 

－3－ 

職員紹介☆大玉村保育所 遠藤
えんどう

可奈子
か な こ

 

ひとこと：子どもの可愛い笑顔と笑い声に癒されています。 

保育所事業

165,207

居宅介護等事業

66,014

放課後児童クラブ事業

34,695

法人運営事業

22,591

いきいきさくら事業

12,997

さくら施設経営事業 12,428 地域包括支援センター事業

11,031

その他事業 9,942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当初予算歳出総額 334,905 千円 

◎居宅介護事業 

（大玉村ヘルプサービス事業）（訪問介護） 

訪問介護員が利用者に対し、自立した生活を送る 

ことができるように支援を実施します。 

◎障がい福祉サービス事業 

障がいを抱える方へ在宅でその人ら

しく自立した生活を送ることができる

ように支援します。 

◎居宅介護支援事業（介護保険事業） 

要介護・要支援者に介護支援専門員が必要な介護支援計画を作成し、有効にサービス

を利用し安心して在宅で過ごすことができるように支援します。また、地域包括ケアの構築

に向け、介護事業課として地域との関わりを深めるための事業を展開していきます。 

◎包括支援センター事業 

住み慣れた地域で高齢者が安心して生活が続け

られるよう、地域における適切なサービス、関係機関

及び制度の利用につなげる等の支援を行います。 

◎大玉村保育所の運営 

・元気で明るい子ども 

・やさしく思いやりのある子ども 

・自分なりにがんばる子ども 

を保育目標に、個々の児童に適切な保育に努めます。 

◎生活支援相談員配置事業 

東日本大震災及び東京電力第一原子力発電所

事故により被災した村内生活者が安心した暮らし

ができるように支援します。また、本年度から避難

者地域支援コーディネーターを配置し、地域住民と

の交流など、ネットワークづくりにも取り組みます。 

歳出 
（単位：千円） 



大玉社協だより 令和４年 7月 

－4－ 

職員紹介☆大玉村保育所保育士 遠藤
えんどう

智美
と も み

 

ひとこと：USJに行きたいです！ 

 

https://ootama-shakyo.jp 

大玉村社会福祉協議会は、情報をより分かり
やすくお届けできるよう、ウェブサイトをリニューアル
いたしました。 
みなさまがより利用しやすく分かりやすいサイトと

なるよう、今後とも内容の充実を図り、みなさまの
役に立つサイト運営を心がけたいと思っております
ので、どうぞよろしくお願いいたします 
 

 

保育事業村補助金収益

162,454,430

村補助金収益

23,291,341

村受託金収益

55,857,253

介護保険事業収益

52,933,055

事業収益

10,478,013

県社協受託金収益

4,244,318
会費収益

2,178,000

共同募金配分金収益

1,633,084

その他収益

260,217

収益（収入）総額 
313,329,711円 

費用（支出）総額 
307,938,285円 

収益（収入） 

（単位：円） 

① 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

   理事会…6回 評議員会…3回 監査…2回 

② 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

   老人クラブ活動助成事業…573名×250円 143,250円 

   ボランティア団体助成事業…17団体 170,000円 

③ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

   社協だより発行…4回 ホームぺージ広報事業の実施 

④ 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

   日常生活用具貸与事業…車いすの貸与 7件 

   児童生徒福祉教育事業…2回 

   給食サービス事業…19回 日常生活自立支援事業の実施 

⑤ 保健医療、教育その他の社会福祉と連携する事業の連絡 

   ふれあい・いきいきサロン開催支援事業…23サロン 

   生活困窮者自立支援法による事業の実施…相談対応 32件 

   フードバンク事業…利用者数延 62名 

⑥ 共同募金事業への協力 

   赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい運動の実施 

⑦ 居宅介護等事業の経営（訪問介護） 

  介護保険事業…延利用件数 4,226件 

  介護予防・日常生活支援総合事業…延利用件数 588件 

  受託事業…軽度生活援助事業・一人暮らし高齢者生活状況確認

業務・高齢者夫婦生活状況確認業務・高齢者等生活支援事業の

実施 

  自費ヘルプサービス事業…延利用件数 107件 

⑧ 居宅介護支援事業の経営 

   介護保険事業…延件数 1,795件 

   介護保険受託事業…要介護認定調査延 102件 

   介護予防サービス計画策定受託事業延 183件 

   介護予防ケアマネジメントプラン受託事業延 51件 

⑨ 障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業の経営 

   障害福祉サービス事業…延利用件数 301件 

⑩ ボランティア活動の振興 

   支え合い・助け合いの仕組みづくり事業の実施 

   ボランティア体験事業の実施 

   相談・コーディネート・調査事業の実施 講座・研修等の開催 

⑪ 生活福祉資金及び生活援助資金貸付事業 

   生活福祉資金貸付 相談件数…37件 新規利用者数…29件 

   生活援助資金貸付 相談件数…2件 新規利用者数…2件 

⑫ 心配ごと相談事業 相談対応数…10件 

⑬ 福祉バス運行事業 延 242日間運行 利用者数延 546名 

⑭ 高齢者生きがい活動支援通所事業（いきいきさくら）の経営 

   登録者数…３２名 利用者数…延 1,425名 

⑮ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の経営 

   在籍児童数…２３２名 

⑯ 地域包括支援センター事業 

  高齢者が地域で生活しやすいように、介護・健康・医療・福祉など

多方面からの総合的支援を実施した 

⑰ 大玉村保育所の運営 

 3月末在籍数…128名 

    

主な事業の報告 

保育事業

162,518,662

居宅介護等事業

47,899,849

放課後児童クラブ事業

32,697,219

法人運営事業

20,752,184

いきいきさくら事業

13,100,302

さくら施設経営事業

12,028,405
地域包括支援センター事業

8,965,398

その他事業

9,976,266

費用（支出） 

（単位：円） 
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職員紹介☆大玉村保育所保育士 高野
た か の

侑
ゆ
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ひとこと：私は、ジャッキー8年目です。大好きなエプロンを着て、子どもたちと

毎日全力で遊んでいます。ジャッキーのエプロンが私のトレードマークです。 

  今年度の大玉村保育所は、新しく入所したお友達を加え、
0.1.2 歳児の乳幼児が約１２７名になりました。進級や入所してか
ら3か月が経ち、環境や生活にもだんだん慣れ、笑顔もたくさん見
られるようになりました。毎日元気に遊んでいます。 

美味しい給食で、ご機嫌 

いろいろな遊びを楽しめるようになりました。 

お散歩も上手にできるようになったね。 みんなでありの巣を見ています 

お話もできるようになり、お友達と楽しく遊んでいます。 

先生や友達と一緒に砂場や水遊びを楽しんでいます。 

スライムって 

  おもしろいね！ 

お天気がいい日は、気持ちがいいね！ ボールプールであそんだよ！ 

カエル、みつけた！ 

むし、いるかな～？ 

先生と一緒にいろんな場所に行って遊んでいます。 



大玉社協だより 令和４年 7月 

－6－ 

職員紹介☆訪問介護員 小松
こ ま つ

博子
ひ ろ こ

 

ひとこと：最近「貯筋（ちょきん）」に励んでいます。１日８０００歩を目標にして、 

たまちゃんシールを集めて大玉村の商品券がもらえるのが嬉しいです。 

 
 

地域包括支援センター通信 

地域包括支援センターでは、一緒に「ひなたぼっこカフェ」の活動をして頂けるボランティア
の方を募集します。毎回の参加でなくても結構です。興味がある方はぜひ一度地域包括支援
センターまでご連絡下さい！！ 

【お問い合わせ先】大玉村地域包括支援センター ☎ ４８－４８５０ 
 

◆ひなたぼっこカフェは月 1回開催している認知症カフェです。 

6月 21日は東部ふれあいセンターに移動して開催しました。福島

県若年性認知症コーディネーターの方を講師にお呼びし、認知症

に関する講話と軽運動を実施しました。皆さん真剣に講話に耳を

傾け、運動にも積極的に参加されていました。ご興味のある方はぜ

ひお気軽にお立ち寄り下さい！！お待ちしています。 

 

日 程 
開催場所 

内 容 
日 程 

開催場所 

内 容 
日 程 

開催場所 

内 容 

7/26 

（火） 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

ｽｸﾗｯﾁｱｰﾄ、体操等 

8/16 

（火） 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

ｽｶｯﾄﾎﾞｰﾙ、体操等 

9/13 

（火） 

西部ふれあいｾﾝﾀｰ 

介護予防講話、体操等 

10/18 

（火） 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

切り絵、体操等 

11/15 

（火） 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

介護予防講話、体操等 

12/20

（火） 

北部ふれあいｾﾝﾀｰ 

介護予防講話、体操等 

1/17 

（火） 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

ｽｸﾗｯﾁｱｰﾄ、体操等 

2/21 

（火） 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

ｽｶｯﾄﾎﾞｰﾙ、体操等 

3/14 

（火） 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

ぬり絵、体操等 

 

ボランティア募集 

 



大玉社協だより 令和４年 7月 

－7－ 

職員紹介☆訪問介護員 玉應
たまおう

ミチヨ
み ち よ

 

ひとこと：自分の生活スタイルに合わせた働き方が

できるのが魅力です。 

 

サービスあれこれ 毎回介護保険やその他のサービス 

についてシリーズでご紹介していきます。 

   使える介護保険サービス その５ 

★ 福 祉 用 具 貸 与 ★ 
自立した生活を送るための福祉用具をレンタルできるサービスです。 

〇レンタルは指定を受けた事業所から借りることができます。 

〇要介護度に応じて原則レンタルできないものもあります。 

〇介護保険の負担割合に応じて、自己負担があります。 

〇入院や施設に入所した場合は利用できなくなります。 

〇状態の変化に応じて変更していくことができます。ご本人・ご家族・事業所と相談し 

ながらご利用をすすめていきます。   

★詳しくはケアマネジャーにご相談ください！ 

  

【連絡先】大玉村指定居宅介護支援事業所 ☎ 0243-48-4850 

要支援 1.2 および要介護 1～3 の方については尿のみを吸引する機能のものに限定されます。 

（※）負担割合 

   認定を受けると交付される「負担割合証」に記載されている割合のこと。 

   基本的には 1 割ですが、所得に応じて 2 割または 3割となります。 

   サービスを利用した場合、この割合に応じた自己負担が発生します。 

（※） 

 

 

 

      

①手すり  ②スロープ  ③歩行器  ➃歩行補助つえ 
       

 

 

 

      

⑤車いす  ➅車いす付属品  ⑦特殊寝台  ⑧特殊寝台付属品 
       

 

 

 

      

⑨床ずれ防止用具  ⑩体位変換器  ⑪移動用リフト  ⑫徘徊感知機器 
       

 

 

 

      

⑬自動排泄処理装置       

 

要介護 
4以上 

要介護 
2以上 

要介護 
2以上 

要介護 

2以上 

要介護 

2以上 

要介護 
2以上 

要介護 
2以上 

要介護 
2以上 

要介護 
2以上 

対象となる福祉用具 
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職員紹介☆訪問介護員 松野
ま つ の

唯
ゆ

紀
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ひとこと：最近は歯医者さん通いが終わりました。健康第一！ 

 

発行：社会福祉法人大玉村社会福祉協議会 
総 務 課 
地域福祉課 

969-1302 安達郡大玉村玉井字東三合目 19 大玉村総合福祉センター「さくら」内 
電話 0243（68）2100 FAX0243（68）2103  E-mail outama@arion.ocn.ne.jp 

介護事業課 
969-1302 安達郡大玉村玉井字台 36-1 大玉村地域包括支援センター内 
電話 0243（48）4850 FAX0243（48）4851  E-mail ｑｑk32an9n@heart.ocn.ne.jp 

大 玉 村 
保 育 所 

969-1302 安達郡大玉村玉井字台 19-2 
電話 0243（48）3600 ＦＡＸ0243（24）6955  E-mail otama-h@bz04.plala.or.jp 

 

 大玉社協では、心配ごと相談所を開設しています。 

地域で暮らす住民の皆さんの日常生活の困りごとや心配ごとに 

無料で相談員が応じます。秘密厳守ですので、遠慮なくご利用ください。 

心配ごと相談 
のご案内 

 

一人で悩んでいませんか？ 
日常生活の悩みごと 
心配ごと気がかりなこと 
何処に相談してよいかわからないこと… 

令和 4年度の開設日   

毎月 15日、15日が土日祝日の場合は翌平日の午前 9時から正午まで 

8月 17日（水） 10月 17日（月） 

9月 15日（木） 11月 15日（火） 

 

問合せ先 

社会福祉法人大玉村社会福祉協議会総合福祉センターさくら 

〒969-1302 福島県安達郡大玉村玉井字東三合目１９番地 

地域福祉係℡0243-68-2100（平日 8：30～17：00） 

〇時 間：午前９時から正午まで 

〇場 所：総合福祉センターさくら 
〇対象者：村内で暮らす住民の皆さん、日常生活上の悩みや 

心配ごとを抱えている方 

定期相談日以外にも社協職員が随時相談に応じます。 
まずは総合福祉センターさくらまでお電話ください。 

福島県共同募金会より配分された赤い羽根共同募金を財源に助成金の申請を受け付けます。 

 ○対象団体  大玉村内で福祉活動を行う団体 

○対象活動  令和５年３月末までに行われる地域福祉を目的とした活動。 

ただし、団体の運営費は対象となりません。 

○助 成 額  １団体あたり ２万円以内 

○応募方法  所定の様式に必要事項を記入し、必要書類を添付して、大玉村 

社協まで提出してください。様式は大玉村総合福祉センターさくら 

(社協事務所)でお渡しします。 

○申請期限  令和４年１０月２８日(金) 

 

申請先・お問合せ 

大玉村社会福祉協議会地域福祉課地域福祉係 

電話 ６８－２１００（平日９：００～１７：００） 

 

皆様から社会福祉協議会に善意が寄せられました。

いただいたご寄附は、ご芳志の趣旨に添って、有効に活

用させていただきます。 

 誠にありがとうございました、以下寄附者の方のご芳

名を記させていただきます。なお、下記の方以外にも匿

名でご寄附があったことを申し添えます。 

期間：令和４年１月～６月末 

（順不同、内容は省略させていただきます。） 

◆一般寄附 
  倉田正太 様 
 
◆物品寄附 
  福島ヤクルト販売（株） 様 
 
◆フードバンク提供 
  フードバンク郡山そっとね 様 
  一般社団法人フードバンク二本松 様 


