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子育て支援について考える
　一関市産業教養文化体育施設（アイドーム）
を会場に、高校生保育ボランティア体験を開
催しました。
　今回は「子育てサロン・ハピネス」さんに
ご協力いただき、バルーンアートを楽しみな
がら子どもたちと触れ合いました。また、一
関市ファミリーサポートセンターのアドバイ
ザーが子育て支援事業について説明したのち、
どのような支援があると子育てがしやすいか
を高校生が考える機会となりました。

～高校生からでた意見～
〇どのような支援があると子育てしやすい？
　・�出産前に相談できる場や同じ状況を抱
える人が集う場があるといい！

　・�子どもがかかる病気について知る機会
があるといい！

　・子育ての情報はもっと知られるべき！
〇高校生の自分たちにできることは？
　・ボランティアに積極的に参加する！
　・子育てに関する情報を発信する！
　・本を寄附して誰でも手にとれるようにする！



　基本理念『支え合い　幸せ感じる　地域の暮らし』を掲げ、福祉はみんなで支え合うという一人ひとりの
「思いやり」と「助け合い」の結の心を育むことと同時に、福祉の担い手であり、福祉の受け手であること
を認めあい、コミュニティの構築と共生のまちづくりの実現に取組みます。

❷

令和３年度　一関市社会福祉協議会事業計画
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中期経営計画の策定
・ 効果的・効率的経営を図るため、
組織基盤の強化、財源の確保など
の経営課題、事業課題の解決に向
けた方向性と年次計画を示した中
期経営計画の策定を進めます。

・ 職員のキャリアアップの取組みを
進め、主体的な研修による職員の
資質と対応能
力のさらなる
向上を進め
ます。

　中期経営計画の策定 相談支援の充実
・ 生活支援課を新設し、相談支援体
制の充実を図ります。

・ 成年後見制度についての周知啓発
を図ると共に、相談支援が充実す
るよう市と共同で取組みます。

・ 一関障害者生活支援プラザでは、
相談者の安心した生活を実現する
ため、総合的な相談支援を行いま
す。基幹相談支援センターでは、
困難事例に対して専門相談を行う
ほか、地域
の相談機関
と連携した
相談拠点の
役割を担い
ます。第 2次一関市地域福祉活動計画の実践

・ 地域課題の解決に向けた話し合い
の場づくりや、市民と行政、関係
機関等との連携・協働による生活
課題の解決に努めます。

・ 地域の福祉課題に協働して取組め
るよう社会福祉法人間の連携強化
を更に図ります。

介護保険事業、障がい者支援事業の推進
・ 市民から求められるニーズに対応
すべく常にサービス向上に努め、
介護人材の確
保・育成を図り
ながら健全で
安定した経営
に引き続き努
めていきます。

・ 就労継続支援事業所千厩ワークプ
ラザでは、利用者が自立した日常
生活または社会生活を営むことが
できるよう、整った環境の中で就
労支援に努めます。

重点事業 

　第 2次一関市地域福祉活動計画の実践

　相談支援の充実

　介護保険事業、障がい者支援事業の推進



収 入
1,028,129千円

支 出
1,097,238千円

住民の皆さまからの会費・寄附金
48,572千円　4.7%
住民の皆さまからの共同募金の配分金

24,270千円　2.4%

市や県社協からの補助金・受託金
175,106千円　17.0%

介護サービス等事業の収入
600,904千円
58.4%

障害福祉サービス事業の収入
55,557千円　5.4%

事業の参加費・利用料
9,441千円　0.9%

その他
5,555千円　0.6%

積立資産取り崩し
（地域福祉事業等へ充当）

108,724千円
10.6%

法人全体の運営のため
196,525千円　17.9%

地域福祉を推進するため
157,117千円　14.3%

資金の貸付のため
9,706千円　0.9%

障害福祉推進のため
57,118千円　5.2%

介護保険サービスを提供するため
659,085千円　60.1%

施設の管理や運営をするため
16,287千円　1.5%

その他
1,400千円　0.1%

理事会・評議員会などの
会議費、職員の人事管理・
人材育成　など

ヘルパーセンター、デイサービスセンター、
介護支援事業所　など 生活福祉資金貸付事業

たすけあい金庫　など

ふれあいサロン・小地域福祉活動
団体への助成、ボランティア活動
の推進、地域福祉コーディネーター
の配置、生活困窮者・判断能力が
不十分な方等への相談支援　など

一関障害者生活支援プラザ（障害者生
活支援事業）、千厩ワークプラザ（障
害者就労継続支援事業）
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会議費、職員の人事管理・
人材育成　など

ヘルパーセンター、デイサービスセンター、
介護支援事業所　など 生活福祉資金貸付事業
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ふれあいサロン・小地域福祉活動
団体への助成、ボランティア活動
の推進、地域福祉コーディネーター
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　皆さまからご協力いただいた会費や寄附金を基本に、補助金や受託金を活用して、市民の皆さまへの身近な
福祉サービスの提供に努めていきます。

❸

令和３年度　一関市社会福祉協議会収支予算

収入の内訳

支出の内訳

前期末支払資金残高 367,211千円＋（収入1,028,129千円－支出1,097,238千円）＝当期末支払資金残高 298,102千円

詳細はホームページから閲覧いただけます。　http://www.ichinoseki-shakyo.com/
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社会福祉法人一関市社会福祉協議会　令和３年度組織・事務局機構
会員（一般会員、賛助会員）

評議員40名

福祉委員
行政区長・民生委員等

支部運営委員

理事17名

会　長
事務局長（兼務）　岩本孝彦　　事務局次長（兼務）　菅原敏

副会長

常務理事
※事務局長兼務

監事３名

総務課
TEL 23 -6020　FAX 23-6024
課長　千葉賢治

地域福祉課
TEL 23 -6020　FAX 23-6024
課長(兼務）　菅原敏

生活支援課(新設）
TEL 23 -6020　FAX 23-6024
課長(兼務）　佐藤文子

介護事業課(名称変更）
TEL 23 -6020　FAX 23-6024
課長　中澤伸一

一関支部
TEL 23 -6020　FAX 23-6024
支部長(兼務）　菅原敏

花泉支部
TEL 82 -4002　FAX 82-4002
支部長　佐々木由悦

大東支部
TEL 71 -1177　FAX 71-1181
支部長　佐藤哲郎

千厩支部
TEL 53 -2885　FAX 53-2881
支部長　尾形秀治

東山支部
TEL 47 -3238　FAX 47-3236
支部長　細川直宏

室根支部
TEL 64 -3983　FAX 64-3984
支部長　小野寺成

川崎支部
TEL 43 -4323　FAX 34-4040
支部長　金野晴義

藤沢支部
TEL 63 -5122　FAX 48-3047
支部長　佐川勝弘

理事会・評議員会等総務
経理・人事・労務管理

生活困窮者自立相談支援センター
TEL23-6020　FAX23-6024日常生活自立支援事業

一関障害者生活支援プラザ
（基幹相談支援センター） TEL31-3533　FAX31-3534

はないずみ地域包括支援センター
（名称変更） TEL36-3021　FAX82-2515
ケアプランセンター花泉

TEL36-1226　FAX36-1229ヘルパーセンター花泉
介護支援事業所花泉

しぶたみ地域包括支援センター
（名称変更） TEL71-0053　FAX71-1181
ケアプランセンター大東 TEL71-1177　FAX71-1181
ヘルパーセンター大東

TEL71-1178　FAX71-1181介護支援事業所大東
デイサービスセンター大東 TEL72-2336　FAX72-3296
ケアプランセンター興田 TEL74-3501　FAX71-3250
デイサービスセンター興田 TEL74-3300　FAX71-3299

東山在宅介護支援センター TEL47-3258　FAX47-3236
ケアプランセンター東山
ヘルパーセンター東山
介護支援事業所東山 TEL47-3238　FAX47-3236
デイサービスセンター東山
訪問入浴センター東山

ヘルパーセンター藤沢
介護支援事業所藤沢 TEL63-2936　FAX48-3047
訪問入浴センター藤沢

ケアプランセンター室根
ヘルパーセンター室根

TEL64-3983　FAX64-3984介護支援事業所室根
デイサービスセンター室根

介護保険事業

千厩ワークプラザ（就労継続支援B型） TEL51-3161　FAX51-3162

一関市ファミリーサポートセンター
TEL23-6020　FAX23-6024一関市ボランティアセンター

一関市シニア活動プラザ TEL31-8118　FAX31-8120
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お気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください

　ボランティアに関することや地域づくりなど、地域福祉に関する事業を行っています。

　ボランティアをしたい　　　　　　　　　⇒　ボランティアセンター
　地域づくりでの困りごとを相談したい　　⇒　地域福祉コーディネーター
　用事を済ませる間、子どもを見ていてほしい　⇒　ファミリーサポートセンター
　シニア世代が活動できる場を知りたい　　⇒　シニア活動プラザ

　生活のこと、お金のこと、障がいのことなどあらゆる相談に対応します。

　生活に困っている　⇒　生活困窮者自立相談支援センター
　生活資金・就学資金等を借りたい　　⇒　生活福祉資金貸付事業
　日常的な金銭管理がうまくできない　⇒　日常生活自立支援事業
　障がいのこと、サービス利用について教えてほしい　⇒　一関障害者生活支援プラザ

　介護に関する相談に応じ、各種サービスを提供します。

　地域包括支援センター…�介護に関する相談などの他、健康や福祉、医療や生活に関すること
など、高齢者の様々な悩みや相談ごとを受付けています。

　ケアプランセンター…�ケアマネジャーがケアプランを作成し、安心して介護サービスを利
用できるよう支援します。

その他、介護事業課、支部で運営している事業所
ヘルパーセンター、デイサービスセンター、介護支援事業所、在宅介護
支援センター、訪問入浴センター

　介護に関するご相談介護に関するご相談

　生活に関するご相談生活に関するご相談

　地域福祉に関するご相談地域福祉に関するご相談

　その他の事業、各支部で実施している事業については、ホームページに掲載している事業計画をご覧い
ただくか、各部署へお問い合わせください。お問い合わせ先は左頁または 8頁（本部・各支部連絡先）を
ご参照ください。

地域福祉課または各支部へ
お問い合わせください。

生活支援課または各支部へ
お問い合わせください。

介護事業課または当該支部へ
お問い合わせください。

※ それぞれ利用条件
が異なります。
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介護職員初任者研修のご案内
　地域における介護・福祉を理解し、介護に関する知識や理解を深めるとともに、
介護の担い手を育成することを目的とし、介護職員初任者研修を開催します。

開　催　期　間　令和３年７月 25日（日）～　令和３年 11月 28日（日）
会　　　場　東山保健センター及びデイサービスセンター東山
　　　　　　（一関市東山町長坂字西本町 139-1）
受講対象者　�介護職への就職を希望される方、既に介護職として就職しておられる方で、講義、演習、

修了試験をすべて受講可能な方。
募　集　人　数　定員 15名
受　講　料　17,000円程度（テキスト代含む）
申　込　期　間　令和３年６月１日（火）～７月 16日（金）

　詳細は一関市社会福祉協議会　介護事業課へ
お問い合わせください。（23─6020）
　申込書はホームページからダウンロードでき
ます。

「暮らしに関わる心配ごと」の相談に応じます「暮らしに関わる心配ごと」の相談に応じます
　心配ごと相談所では、家族関係や心の健康に関する相談、財産問題など日常生活上のあらゆる相談に対し、
不安の軽減・問題解決に向けて相談をうかがい、必要に応じて関係機関を紹介しています。
　「どこに相談すればいいかわからない」「こんなことで相談に行っていいのかな？」という悩みごとにつ
いても心配ごと相談員が相談に応じます。

【開設日・場所】　※事前予約が必要です。

【開　設　時　間】　午前 10時～午後 3時
【お問合せ先】　�一関市社会福祉協議会生活支援課又は最寄りの支部（８頁本部・各支部連絡先を参照）まで

お問い合わせください。
　　　　　　　詳しい日程は市広報や新聞に掲載しておりますのでご確認ください。

通常相談 毎週木曜日 場所：一関市総合福祉センター

移動相談 毎月第２金曜日

場所： 花泉総合福祉センター
　　　大東保健センター
　　　千厩農村勤労福祉センター
　　　社協藤沢支部相談室

【ご加入いただける方】
　社会福祉協議会が運営するボランティアセンターな
どに登録されているボランティア、ボランティアグ
ループ、団体

【対象となるボランティア活動】
　日本国内における「自発的な意思により他人や社会
に貢献する無償のボランティア活動

【対象とならないボランティア活動】
・自発的な意思による活動とは考え難いもの
・ボランティア活動以外の目的でつくられた団体の活動
・有償ボランティア活動

ボランティア活動保険のご案内ボランティア活動保険のご案内
【保険料】
　基本プラン　350円　　天災・地震補償プラン　500円

【補償期間】
　加入申込手続き完了日の翌日午前０時から令和４年
３月 31日午後 12時まで

特定感染症として新型コロナウイルス感染症が
追加され、補償の対象となりました。
　補償される保険金の種類
　　①葬祭費用実額　②後遺障害保険金
　　③入院保険金　　④通院保険金

【お問合せ先】最寄りの支部（８頁本部・各支部連
絡先を参照）へお問い合わせください。

　ボランティア活動保険は、日本国内におけるボラン
ティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償
責任を補償します。
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令和３年２月から令和３年３月末までに、市民の皆さまからご寄附がありました。
皆さまからいただいたまごころ寄附は、地域福祉を推進するための貴重な財源と
なっております。まごころ寄附まごころ寄附

一関支部� � � �
山目字泥田� 青　木　敏　子�様　　10,000円
舞川字小戸� 千　田　　　覺�様　　50,000円
　　　法泉寺寒修行団

代表　吉　家　本　浄�様　100,000円
西光寺�様　　59,231円

　　　一関世代にかける橋
代表　橋　本　真由美�様　　　8,500円

　　　富士ゼロックス岩手株式会社
代表取締役社長　佐　藤　敏　之�様　車いす１台

花泉支部� � � �
金沢字柏木� 阿　部　文　雄�様　100,000円
日形字上通� 安　部　正　美�様　100,000円
老松字上汁足� 千　葉　　　衛�様　　50,000円
涌津字向川� 及　川　　　透�様　100,000円

大東支部� � � �
鳥海字上野� 伊　東　直　喜�様　　50,000円
摺沢字羽山前� 三　浦　　　巧�様　100,000円
猿沢字大畑北沢� 小野寺　洋　幸�様　100,000円
摺沢字栃折沢� 藤　原　ひとみ�様　100,000円
沖田字八日町� 小　山　静　枝�様　　50,000円
大原字中島� 中　川　ミツエ�様　100,000円
渋民字佐野脇� 小　崎　龍　一�様　　50,000円
� 興田婦人会�様　　　5,000円
大原字川内� 菅　原　　　伍�様　ひな人形７段飾り
猿沢字倉林� 阿　部　　　修�様　はくパンツ40枚

尿取りパッド198枚
汚れ防止シーツ1枚

大原字中島� 中　川　ミツエ�様　はくパンツ60枚
尿取りパッド418枚

匿　　　名�　　　肌着32枚
靴下14足
タオル70枚

千廐支部� � � �
千厩字四日町� 菅　野　征　憲�様　100,000円

匿　　　名�　　　20,000円
小梨字新地� 佐　藤　恭　一�様　松葉杖一組
　　　　　蔵サポーターの会

会長　昆　野　洋　子�様　ワンタッチ
テント一式

東山支部� � � �
長坂字町� 藤　原　弘　昭�様　100,000円
松川字三室平� 細　川　健　司�様　100,000円
松川字卯入道平� 千　葉　恵　志�様　100,000円
長坂字長平� 吉　田　悦　子�様　手作りキーホ

ルダー100個
田河津字野土� 小野寺　けいこ�様　フェイスタ

オル100枚
　　　富士ゼロックス岩手株式会社

代表取締役社長　佐　藤　敏　之�様　車いす１台

室根支部� � � �
折壁字大里� 藤　代　信　子�様　　50,000円
矢越字東楽� 小　松　福　夫�様　　50,000円
矢越字馬場� 千　葉　泰　幸�様　　50,000円
矢越字岩沢� 佐　藤　忠　由�様　　50,000円
津谷川字上千代ヶ原� 菅　原　勝　男�様　　50,000円
折壁字梅木� 遠　藤　正　憲�様　100,000円
津谷川字本宿� 畠　山　悦　子�様　　50,000円
矢越字荒谷� 及　川　博　康�様　　50,000円

川崎支部� � � �
薄衣字諏訪前� 鹿志村　久　美�様　100,000円
薄衣字南新山� 今　野　正　耕�様　100,000円

藤沢支部� � � �
室根町折壁字向山� 加　藤　年　夫�様　　50,000円
藤沢字伏房� 千　葉　利　博�様　100,000円

社協会費納入にご協力をお願いします
　地域の皆さまには、日頃より社会福祉協議会の事業推進にご理解とご協力をいただき、
心より感謝申し上げます。
　一関市社会福祉協議会は、「支え合い　幸せ感じる　地域の暮らし」の基本理念のもと、地域や社会福祉関
係団体の皆さまのご協力により、共に支え合う地域福祉活動の推進に取組んでおります。
　誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを進
めるため、皆さまのご協力をお願いいたします。

　　一般会員　1,000円
　　賛助会員　2,000円

会費の主な使い道
・�ふれあいサロン、ひとり暮らし高齢者の集い等、高
齢者福祉推進のため
・�ボランティアセンター事業、地域福祉コーディ
ネーターの配置等、地域福祉推進のため
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社会福祉法人　一関市社会福祉協議会ホームページ　http://www.ichinoseki-shakyo.com/
本部・各支部連絡先  
本部・一関支部（23-6020）　　花泉支部（82-4002）　　大東支部（71-1177）　　千厩支部（53-2885）

東山支部（47-3238）　　室根支部（64-3983）　　川崎支部（43-4323）　　藤沢支部（63-5122）

　３月 27日、一関保健センターにてひとり親世帯を対象に、少しでも安心した春休みを過ごしていただけ
るよう、食料配付（春休みフードパントリー事業）を実施しました。（共催：一関市、一関市主任児童委員会）
　地域の皆さまや市内の企業、団体の皆さまから寄附いただいた食品を、申し込みいただいた 66世帯のひ
とり親家庭の皆さまへお渡ししました。

　食料を受け取った方からは、「たくさんの人が応援してくださってい
るようで、心強く感じました」「大変感謝しています。ありがとうござ
いました」とメッセージをいただいております。

食料配布を実施しました食料配布を実施しました

コロナウイルスの影響により生活資金が必要な方へコロナウイルスの影響により生活資金が必要な方へ

生活福祉資金特例貸付事業のご案内生活福祉資金特例貸付事業のご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお困りの方を対象に、生活福祉資金の
特例貸付を実施しています。

緊急小口資金（令和３年６月30日（水）まで受付）
【貸付限度額】
　一世帯につき20万円以内（要件あり）
【貸付利子】
　無利子　※償還期間終了後は延滞利子が生じます。

総合支援資金（令和３年６月30日（水）まで受付）
【貸付限度額】　※貸付期間は原則３月以内　　
　（単身）月 15万円以内／（二人以上）月 20万円以内
【貸付利子】
　無利子　※償還期間終了後は延滞利子が生じます。
　※申込には、生活困窮者自立相談支援事業の利用が必要です。

　専門の相談支援員が、仕事のこと、お金のこと、健康のこと、ご家族のこ
となど、さまざまな生活課題を抱える方々の相談に応じ、安心して自分らし
く暮らすことができるよう、関係者や関係機関と連携しながら支援します。

申込に必要なもの
・本人確認書類（住民票、健康保険証、運転免許証等のいずれか２つ）
　※総合支援資金申込時には住民票が必須となります。
・通帳の印鑑　　　・申込者の預金通帳又はキャッシュカード
・新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる書類（給与明細等）

お申込みの際は、事前に社会福祉協議会の最寄りの支部へ電話にてご相談ください。（下記参照）

【償還開始日】
　令和４年４月以降
【償還期間】
　据置期間終了後２年以内

【償還開始日】
　令和４年４月以降
【償還期間】
　据置期間終了後10年以内

赤い羽根共同募金
の助成を受けて実
施しました。

一関修紅高等学校インターアクト
クラブ、一関第一高等学校 KVA
の生徒さんに、お菓子の詰め合わ
せ作業を行っていただきました☆

ゴールデンウィークゴールデンウィーク
期間の相談期間の相談についてについて
相談対応日時・場所
５月３日（月）

９：00～ 16：00
一関市総合福祉センター
※事前にご連絡ください。


