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心配ごと相談所ご案内

大北地区の社協で開設している相談所は、池田町在住であればどこでもご利用いただけます。
詳細は、直接開設の社協にお問合せ下さい。(秘密厳守・相談無料です。)

　池田町社協では、６月３日（金）池田・中鵜・広津・陸郷地区、６月10日（金）会染地区を対象に災
害時住民支え合い推進講座を開催しました。講師に令和元年東日本台風災害を経験された、長野市長沼
地区大町区民生児童委員深澤悦子様、当時の赤沼区副区長西澤清文様、災害時の支援にあたった長野市
社会福祉協議会地域福祉課小野貴規様より、日頃の取り組みや発災時の避難のタイミング、自分で避難
することが難しい方への支援について講演していただきました。
　参加された方からは「池田町は大きな災害が少ないが、災害はいつ起こるか分からないので今後の活
動に活かしたい」「自分で避難できない方と、日頃から相談をし合い、いざという時に慌てないように
したい」という声が聞かれました。

※大町市社協（℡22-1501）、白馬村社協（℡72-7230）、小谷村社協（℡82-2430）でも開設しています。直接お問合せください。

☆御寄付お礼☆
㈱なぶーる様 ・・・・・・・・・・・・・・ 14,189円
匿名者様・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,980円
黒田精工株式会社長野工場様
　・・・ミネラルウォーター 500ml24本入り14箱
匿名者様・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000円
故 山本梅子様ご家族様・・・・・・・ オムツ20袋
西澤清文様・・・・・・・・・・・・・・・・書籍３冊

以上の方々から御寄付いただきました。
厚くお礼申し上げます。（R4.3.15 ～ R4.6.12）

災害時住民支え合い推進講座を開催しました

　長沼地区は、日頃から防災訓練等取り組み
防災意識の高い地域ですが、それでも発災時
は慌ててしまい、自分の避難で精いっぱいで
した。後になってみれば、向かいの家や隣家
にも声を掛けてから逃げればよかったと悔や
まれます。現在は被災時の経験を活かして、
住民活動を推進しています。

　西澤様より、被災時の経験等を
記した著書「この道
の先に、未来あり～
役は人を育てる」を
社協にご寄付頂きま
した。池田町図書館
で閲覧、貸し出しし
ております。

長沼地区　西澤 清文さんの講演から 開設社協・開設場所 開設日 時間 内容 相談員

池田町社協(℡62-9544)

池田町総合福祉センター
“やすらぎの郷”

7月 12日（火） 13：30～15：30

なんでも相談 心配ごと相談員
7月 26日（火） 13：30～15：30

8月 23日（火） 13：30～15：30

9月 13日（火） 13：30～15：30

松川村社協(℡62-9000)

松川村福祉プラザゆうあい館

7月 6日（水） 13：00～15：00 生活全般・人権擁護・
結婚相談

民生児童委員

結婚相談員

人権擁護委員

8月 3日（水） 13：00～15：00 生活全般・子育て・
結婚相談

民生児童委員
結婚相談員

9月 7日（水） 13：00～15：00 生活全般・人権擁護・
結婚相談

民生児童委員

結婚相談員

人権擁護委員

　西牧斉様（一丁目）より福祉車両を寄贈して
いただきました。
　地域活動支援センターくわの木で送迎や外出
で活用させていただきます。

　明治安田生命保険相互会社松本支社大町営業
所様より布類を寄贈していただきました。
　地域貢献の一環で社内で声をかけていただい
たそうです。デイサービス等で活用させていた
だきます。

池田町社協では、介護職員・運転員・障がい
児者の支援員の３職種を募集しています。

非常勤職員募集

詳細については
下記までお問合
せください。

池田町社協
℡62-9544 登校支援の様子
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のご協力をお願いします！
　池田町社協は、「支え合い・助け合いの繋がりのもとで、池田町に暮らす全ての人が大切にされ、その
人らしく暮らせるまちづくり」を目指し、地域福祉の推進に取り組んでいます。
　そこで、住民の皆様及び法人の皆様には、福祉へのご理解と福祉活動にご参加いただくことをお願い
しています。参加していただく方法の一つとして、「会員制度」を設けています。皆様の「会費」は福祉
事業を展開していくための貴重な財源となります。ご理解並びにご支援いただきますよう宜しくお願い
申し上げます。

令和４年度  池田町社会福祉協議会会費

普通会費
１世帯：1,000円

池田町各世帯の皆様にお願い
する会費です。

賛助会費
1口：2,000円

事業に賛同していただいた個
人・団体対象の会費です。

法人会費
1口：5,000円

池田町にある法人各社にお願
いする会費です。

福祉車両・車いすの
貸し出し

購入や維持費の一部に

心配ごと相談所

開設のための費用
相談員研修費等に

福祉教育

子どもたちが支え
合うことの大切さ

を育む事業に

ようこそ赤ちゃん
プレゼント

ボランティアさん
手作りのおもちゃ

の材料費に

金銭管理・財産保全
サービス事業

高齢の方や障がいのあ
る方を対象に生活費の

管理などの費用に

サポートてるてる

有償ボランティアに
よるちょっとした
暮らしのお手伝い
活動の運営費に

福祉大会

開催費用に

ボランティア保険
加入助成

町内の方 １名200円
の助成金に

会費は
地域福祉事業を
推進するために

使わせていただきます

会費の使いみちを一部
紹介します

フードドライブにご協力ください

フードドライブとは・・・家庭で保存されたまま利用されずに眠っていたり、使う予定がない食料を
持ち寄っていただき、食料を必要としている方の支援に役立てる活動です。

募集するもの
○賞味期限の明記があり、期限が切れるまでに1カ月以上あるもの
○日本語表記されているもの
○未開封で包装が破損されていないもの
　例えば　・缶詰め（シーチキン、鯖缶等）　 ・レトルト食品（カレー、ミートソース等）
　　　　　・乾麺（パスタ、うどん等）　　　 ・調味料（醤油、麵つゆ等）
　　　　　・お米（2021年度米）の持ち込みについては事前にご連絡ください。

○詳細については、池田町社協（TEL62-9544）までお問合せ下さい。

ご家庭に眠っている食品はありませんか？

生活就労支援センター  　　　　　　 ってどんなところ？
「まいさぽ」は・・・生活や就労など様々な事情でお困りの方の相談窓口です。働きたくても仕事がで
きない、住むところがなくなった、家計が苦しい等、不安や悩みをお聴きし、一緒に整理し、どうした
ら解決できるか、どんな支援があるか一緒に話し合います。
　もしも生活に困ったときにはおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

まいさぽ大町

相 談 受 付　  月～金曜日（祝日除く）
　　　　　　  9:30 ～ 17:00
場　　　所　  大町総合福祉センター
問い合わせ　  TEL0261-22-7083

相 談 受 付　  月～金曜日(祝日除く)
　　　　　 　 8:30 ～ 17:30
場　　　所　  池田町社会福祉協議会
問い合わせ 　 TEL0261-62-9544

生活福祉資金特例貸付
　新型コロナウイルス感染拡大の影響で休業等により、生活資金でお困りの方々に向けた、特例貸付
を実施しています。内容は以下のとおりです。

感染拡大防止のため相談受付には予約が必要となります。
詳細につきましては、池田町社協（TEL 62-9544）までお問合せ下さい。

「まいさぽ」

まいさぽ出張相談所（池田）

受付期間が8月末まで延長

緊急小口特例貸付 総合支援資金特例貸付

貸付上限額
10万円以内

(事情によっては20万円以内)
単　　身：月15万円×３カ月
２人以上：月20万円×３カ月

年１年１間期置据

年２年２限期還償
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令和３年度　池田町社会福祉協議会　事業・会計報告

日頃から、池田町社協の諸事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
　理事会（令和４年６月１日開催）と評議員会（令和４年６月21日）の承認により、令和３年度の事
業報告、会計決算が決議されましたので報告いたします。

≪ 事業報告≫ ※抜粋
◆理事会・評議員会の開催
　　(理事会は執行機関として、評議員会は議決機関として、

本会の事業や予算等を決定しています)
　・理事会：４回、評議員会：３回

◆地域生活支援事業
　○福祉車両の貸し出し
　　（社協会員を対象に福祉車両の貸し出しを行っています）
　・貸し出し延べ回数：22回
　○金銭管理・財産保全生活サポート事業
　　（高齢、障がい等の理由で金融機関等に行くことや通帳等

の管理が困難な方を対象としたサービスを行っています）
　・金銭管理サービス利用延べ回数：821回
　・財産保全サービス利用延べ回数：186回
　○タイムケア事業
　　（障がい児者対象の一時預かり等をします）
　・利用延べ回数：117回

◆子育て支援事業
　○育児支援家庭訪問事業
　　（お子さんが生まれた全ての池田町の家庭に助産師がよ

りよい親と子の愛着関係を結ぶお手伝いをしています）
　・訪問延べ回数：386回
　・赤ちゃんボランティアプレゼント事業：25名分
　〇ファミリー・サポート・センター事業
　・利用延べ回数：64回
　（地域の支え合いによる乳幼児の一時預りをします）

◆支援事業の充実強化
　○生活困窮者自立支援事業への協力
　　（まいさぽ出張所の開設、食糧支援や物資支援、ボラン

ティアによる弁当配達

◆生活支援・在宅福祉事業（福祉サービスの充実）
　○福祉輸送サービス事業
　　（車イス等を利用のため、バスやタクシーが利用できな

い方の通院や外出を、福祉車両で送迎をしています）
　・利用延べ回数：1521回
　○高齢者や障がい者に対する訪問や通所による介護サー

ビスを実施
　○心配ごと相談所　・開催延べ回数：17回
　　　　　　　　　　・相談延べ件数：21件

▲「ファミリー・サポート・
センター協力会員講習会
子どもの救命方法」

◆地域支え合い推進事業
　○第34回池田町社会福祉大会の開催

◆支援・援助事業
　○ふれあい・いきいきサロンの推進
　　（地域住民が地区の公民館等に集い、昼食会やレクリ

エーションを楽しむことで、仲間作りや閉じこもり
予防等を行う支え合い活動をしています）

　・開催地区数：26地区
　・情報交換会の開催
　○災害時住民支え合い活動推進事業
　・「災害福祉カンタンマップ」実証実験への参加　２地区
　・「災害福祉カンタンマップ」公開セミナーでの実践報告
　○サポートてるてる事業
　・活動延べ回数：3066回
　○ぶらりおでかけ乗りましょカー（訪問型サービスＤ

型事業）
　　（車での移動支援と買い物支援を実施しています）
　・利用延べ件数：82回

◆ボランティアセンター事業
　○相談延べ件数：58件、斡旋延べ件数：57件
　〇第22回大北ブロックボランティア地域活動フォーラ

ムオンライン開催
　○災害救援ボランティアの養成及び登録制度の推進
　○ボランティア活動保険助成：257名
　○池田町ボランティア活動連絡会との連携
　〇福祉教育の推進
　・ふるさとチャレンジ塾
　（公民館と共催）：８回

▲“コロナ禍で見つめなお
す、人と人とのつながり
の大切さ”をテーマに会
場同士をオンラインでつ
なぎ開催しました

▲「災害福祉カンタンマップ
説明会　４丁目」

▲会染小学校５年生
　「アイマスク体験」

令和３年度　社会福祉事業決算について

資金収支計算書

収入総額   372,052,357 円

支出総額   321,671,417 円

○会費収入  　　 3,137,000円（ 0.84％）
○寄付金収入  　     343,950円（ 0.09％）
○共同募金配分金収入 　 　2,331,746円（ 0.63％）

○補助金・受託金収入   　42,407,928円（11.40％）

○事業収入  　 　1,365,077円（ 0.37％）

○介護保険収入  　 190,121,991円（51.10％）

○自立支援収入      23,765,193円（ 6.39％）

○拠点区分間繰入金収入     38,414,928円（10.32％）

○その他の収入      18,586,435円（ 5.00％）

○前期末支払資金残高     51,578,109円（13.86％）

○法人運営・地域福祉・子育て支援・共同募金
・生活資金・基金運営・調査企画・ボランティア事業支出

96,738,637円（29.79％）
○地域活動支援センター事業支出  　　 7,945,921円（ 1.91％）

○デイサービス事業支出   　 107,566,077円（33.70％）

○小規模多機能事業支出   　　54,913,168円（18.30％）

○特定相談支援事業支出   　　 1,507,937円（ 0.54％）

○訪問介護事業支出   　　27,432,838円（ 8.14％）

○介護支援事業支出   　　13,883,002円（ 3.75％）

○訪問看護事業支出   　　11,683,837円（ 3.87％）

いけだファミリー・サポート・センター協力会員養成講座を開催します
　池田町社協は、安心して子育できる地域づくりを目的に令和４年度ファミリー・サポート・センター養成
講座を開催いたします。多くの方のご参加をお待ちしています。

◆対　象：子育て支援（託児）に携わりたい池田町及び近隣市町村の方　　◆参加費：無料
◆定　員：15名（必ず申し込みをお願いします）　◆申込み：池田町社協（TEL 62-9544）

容　　　　内間　　時日  催  開

第１回 ８月24日（水） 13：00～15：30
ファミリーサポートセンター事業の説明
池田町の子育て支援・児童虐待と社会的養護
特性に応じた子どもとの関わり

第２回 ８月26日（金） 13：00～15：30 子どもの救命方法／ＫＹＴ（危険予知トレーニング）

第３回 ８月29日（月） 13：00～15：00 池田町の子育て事情／子どもとの遊び

第４回 ８月30日（火） 13：00～15：00 子どもの健康／子どもの栄養と食生活

第５回 ８月31日（水） 9：00～11：30
子どもの心の発達／ファミリーサポート
センター情報交換会／修了証交付
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令和３年度　池田町社会福祉協議会　事業・会計報告

日頃から、池田町社協の諸事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
　理事会（令和４年６月１日開催）と評議員会（令和４年６月21日）の承認により、令和３年度の事
業報告、会計決算が決議されましたので報告いたします。

≪ 事業報告≫ ※抜粋
◆理事会・評議員会の開催
　　(理事会は執行機関として、評議員会は議決機関として、

本会の事業や予算等を決定しています)
　・理事会：４回、評議員会：３回

◆地域生活支援事業
　○福祉車両の貸し出し
　　（社協会員を対象に福祉車両の貸し出しを行っています）
　・貸し出し延べ回数：22回
　○金銭管理・財産保全生活サポート事業
　　（高齢、障がい等の理由で金融機関等に行くことや通帳等

の管理が困難な方を対象としたサービスを行っています）
　・金銭管理サービス利用延べ回数：821回
　・財産保全サービス利用延べ回数：186回
　○タイムケア事業
　　（障がい児者対象の一時預かり等をします）
　・利用延べ回数：117回

◆子育て支援事業
　○育児支援家庭訪問事業
　　（お子さんが生まれた全ての池田町の家庭に助産師がよ

りよい親と子の愛着関係を結ぶお手伝いをしています）
　・訪問延べ回数：386回
　・赤ちゃんボランティアプレゼント事業：25名分
　〇ファミリー・サポート・センター事業
　・利用延べ回数：64回
　（地域の支え合いによる乳幼児の一時預りをします）

◆支援事業の充実強化
　○生活困窮者自立支援事業への協力
　　（まいさぽ出張所の開設、食糧支援や物資支援、ボラン

ティアによる弁当配達

◆生活支援・在宅福祉事業（福祉サービスの充実）
　○福祉輸送サービス事業
　　（車イス等を利用のため、バスやタクシーが利用できな

い方の通院や外出を、福祉車両で送迎をしています）
　・利用延べ回数：1521回
　○高齢者や障がい者に対する訪問や通所による介護サー

ビスを実施
　○心配ごと相談所　・開催延べ回数：17回
　　　　　　　　　　・相談延べ件数：21件

▲「ファミリー・サポート・
センター協力会員講習会
子どもの救命方法」

◆地域支え合い推進事業
　○第34回池田町社会福祉大会の開催

◆支援・援助事業
　○ふれあい・いきいきサロンの推進
　　（地域住民が地区の公民館等に集い、昼食会やレクリ

エーションを楽しむことで、仲間作りや閉じこもり
予防等を行う支え合い活動をしています）

　・開催地区数：26地区
　・情報交換会の開催
　○災害時住民支え合い活動推進事業
　・「災害福祉カンタンマップ」実証実験への参加　２地区
　・「災害福祉カンタンマップ」公開セミナーでの実践報告
　○サポートてるてる事業
　・活動延べ回数：3066回
　○ぶらりおでかけ乗りましょカー（訪問型サービスＤ

型事業）
　　（車での移動支援と買い物支援を実施しています）
　・利用延べ件数：82回

◆ボランティアセンター事業
　○相談延べ件数：58件、斡旋延べ件数：57件
　〇第22回大北ブロックボランティア地域活動フォーラ

ムオンライン開催
　○災害救援ボランティアの養成及び登録制度の推進
　○ボランティア活動保険助成：257名
　○池田町ボランティア活動連絡会との連携
　〇福祉教育の推進
　・ふるさとチャレンジ塾
　（公民館と共催）：８回

▲“コロナ禍で見つめなお
す、人と人とのつながり
の大切さ”をテーマに会
場同士をオンラインでつ
なぎ開催しました

▲「災害福祉カンタンマップ
説明会　４丁目」

▲会染小学校５年生
　「アイマスク体験」

令和３年度　社会福祉事業決算について

資金収支計算書

収入総額   372,052,357 円

支出総額   321,671,417 円

○会費収入  　　 3,137,000円（ 0.84％）
○寄付金収入  　     343,950円（ 0.09％）
○共同募金配分金収入 　 　2,331,746円（ 0.63％）

○補助金・受託金収入   　42,407,928円（11.40％）

○事業収入  　 　1,365,077円（ 0.37％）

○介護保険収入  　 190,121,991円（51.10％）

○自立支援収入      23,765,193円（ 6.39％）

○拠点区分間繰入金収入     38,414,928円（10.32％）

○その他の収入      18,586,435円（ 5.00％）

○前期末支払資金残高     51,578,109円（13.86％）

○法人運営・地域福祉・子育て支援・共同募金
・生活資金・基金運営・調査企画・ボランティア事業支出

96,738,637円（29.79％）
○地域活動支援センター事業支出  　　 7,945,921円（ 1.91％）

○デイサービス事業支出   　 107,566,077円（33.70％）

○小規模多機能事業支出   　　54,913,168円（18.30％）

○特定相談支援事業支出   　　 1,507,937円（ 0.54％）

○訪問介護事業支出   　　27,432,838円（ 8.14％）

○介護支援事業支出   　　13,883,002円（ 3.75％）

○訪問看護事業支出   　　11,683,837円（ 3.87％）

いけだファミリー・サポート・センター協力会員養成講座を開催します
　池田町社協は、安心して子育できる地域づくりを目的に令和４年度ファミリー・サポート・センター養成
講座を開催いたします。多くの方のご参加をお待ちしています。

◆対　象：子育て支援（託児）に携わりたい池田町及び近隣市町村の方　　◆参加費：無料
◆定　員：15名（必ず申し込みをお願いします）　◆申込み：池田町社協（TEL 62-9544）

容　　　　内間　　時日  催  開

第１回 ８月24日（水） 13：00～15：30
ファミリーサポートセンター事業の説明
池田町の子育て支援・児童虐待と社会的養護
特性に応じた子どもとの関わり

第２回 ８月26日（金） 13：00～15：30 子どもの救命方法／ＫＹＴ（危険予知トレーニング）

第３回 ８月29日（月） 13：00～15：00 池田町の子育て事情／子どもとの遊び

第４回 ８月30日（火） 13：00～15：00 子どもの健康／子どもの栄養と食生活

第５回 ８月31日（水） 9：00～11：30
子どもの心の発達／ファミリーサポート
センター情報交換会／修了証交付
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心配ごと相談所ご案内

大北地区の社協で開設している相談所は、池田町在住であればどこでもご利用いただけます。
詳細は、直接開設の社協にお問合せ下さい。(秘密厳守・相談無料です。)

　池田町社協では、６月３日（金）池田・中鵜・広津・陸郷地区、６月10日（金）会染地区を対象に災
害時住民支え合い推進講座を開催しました。講師に令和元年東日本台風災害を経験された、長野市長沼
地区大町区民生児童委員深澤悦子様、当時の赤沼区副区長西澤清文様、災害時の支援にあたった長野市
社会福祉協議会地域福祉課小野貴規様より、日頃の取り組みや発災時の避難のタイミング、自分で避難
することが難しい方への支援について講演していただきました。
　参加された方からは「池田町は大きな災害が少ないが、災害はいつ起こるか分からないので今後の活
動に活かしたい」「自分で避難できない方と、日頃から相談をし合い、いざという時に慌てないように
したい」という声が聞かれました。

※大町市社協（℡22-1501）、白馬村社協（℡72-7230）、小谷村社協（℡82-2430）でも開設しています。直接お問合せください。

☆御寄付お礼☆
㈱なぶーる様 ・・・・・・・・・・・・・・ 14,189円
匿名者様・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,980円
黒田精工株式会社長野工場様
　・・・ミネラルウォーター 500ml24本入り14箱
匿名者様・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000円
故 山本梅子様ご家族様・・・・・・・ オムツ20袋
西澤清文様・・・・・・・・・・・・・・・・書籍３冊

以上の方々から御寄付いただきました。
厚くお礼申し上げます。（R4.3.15 ～ R4.6.12）

災害時住民支え合い推進講座を開催しました

　長沼地区は、日頃から防災訓練等取り組み
防災意識の高い地域ですが、それでも発災時
は慌ててしまい、自分の避難で精いっぱいで
した。後になってみれば、向かいの家や隣家
にも声を掛けてから逃げればよかったと悔や
まれます。現在は被災時の経験を活かして、
住民活動を推進しています。

　西澤様より、被災時の経験等を
記した著書「この道
の先に、未来あり～
役は人を育てる」を
社協にご寄付頂きま
した。池田町図書館
で閲覧、貸し出しし
ております。

長沼地区　西澤 清文さんの講演から 開設社協・開設場所 開設日 時間 内容 相談員

池田町社協(℡62-9544)

池田町総合福祉センター
“やすらぎの郷”

7月 12日（火） 13：30～15：30

なんでも相談 心配ごと相談員
7月 26日（火） 13：30～15：30

8月 23日（火） 13：30～15：30

9月 13日（火） 13：30～15：30

松川村社協(℡62-9000)

松川村福祉プラザゆうあい館

7月 6日（水） 13：00～15：00 生活全般・人権擁護・
結婚相談

民生児童委員

結婚相談員

人権擁護委員

8月 3日（水） 13：00～15：00 生活全般・子育て・
結婚相談

民生児童委員
結婚相談員

9月 7日（水） 13：00～15：00 生活全般・人権擁護・
結婚相談

民生児童委員

結婚相談員

人権擁護委員

　西牧斉様（一丁目）より福祉車両を寄贈して
いただきました。
　地域活動支援センターくわの木で送迎や外出
で活用させていただきます。

　明治安田生命保険相互会社松本支社大町営業
所様より布類を寄贈していただきました。
　地域貢献の一環で社内で声をかけていただい
たそうです。デイサービス等で活用させていた
だきます。

池田町社協では、介護職員・運転員・障がい
児者の支援員の３職種を募集しています。

非常勤職員募集

詳細については
下記までお問合
せください。

池田町社協
℡62-9544 登校支援の様子


