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令 和 ３ 年

●日時　5月6日（木）・15日（土）
　　　　10時～12時
●場所　播磨町福祉会館

●日時　5月11日（火)
　　　　13時30分～15時30分
高齢者や障害者の方のお金や財産
の管理（成年後見制度）について
の相談もお受けします
◎法律相談をご希望の方は、事前
に心配ごと相談をお受けください｡

法律相談

困りごと相談

秘密厳守
●日時　5月13日（木）・27日（木）
　　　　13時～15時
●場所　福祉しあわせセンター
播磨町人権擁護委員が
　　　　　ご相談をお受けします。

知的障害者（児）相談

●日時　第２火曜日
　　　　13時～14時30分
●場所　播磨町福祉会館

心配ごと相談

秘密厳守
●日時　毎週火曜日　13時～16時
●場所　福祉しあわせセンター

このページに関する問合せは

E-Mail  info@harima-wel.or.jp

播磨町社会福祉協議会
TEL.079-435-1712

福祉相談
●日時　5月19日（水）
　　　　13時30分～16時
●場所　福祉しあわせセンター
民生委員・児童委員が
　　　　　ご相談をお受けします。

職 員 募 集

　長引く感染対策で外出や人との交流が減り、気づかないうちに体力気力が低下してしまう“コロナ
フレイル”が懸念されています。自宅でＤＶＤを見ながら体を
動かすことで、体力の低下を防ぎましょう‼

≪配布場所≫
　役場(②介護保険窓口)、福祉しあわせセンター、総合体育館、
　福祉会館、コミュニティセンター、土山駅南交流スペース
≪対象≫　播磨町にお住まいの60歳以上の方
≪費用≫　無料　　　※重錘バンドはついていません
≪問合せ≫　地域包括支援センター　079-435-1841

　播磨町社会福祉法人連絡会で3/8～3/19
に実施した「お米一合応援プロジェクト」に、
多くの方にご協力いただきまして、誠にありが
とうございました！
　おかげさまで、下記の通り、たくさんのお米
が集まりました。

総計　　　　　　㎏

　このお米は、生活に困っておられる方への
支援に有意義に使わせていただきます。

●キューピット福祉会（キューピットこども園）
●播磨福祉会（播磨保育園）
●八重桜会（播磨中央こども園）
●和坂福祉会（蓮池こども園）
●知足会（あえの里）
●博愛福祉会
　（小規模多機能型居宅介護 ゆとり庵 大中）
●播磨町社会福祉協議会

１．職　　種　主任介護支援専門員
　　　　　 　  １名【正規職員】
２．職務内容
　　・高齢者や家族に対する総合相談
　　・地域ケア会議や医療連携等に関する事業の

企画・実施
　　・地域の介護支援専門員への支援 等の業務
３．応募資格
　　・主任介護支援専門員の資格を有する方
　　・普通自動車運転免許証を有している方
　　・基本的なパソコン操作できる方
４．勤務形態
　　月曜日～金曜日　８時45分～17時20分
　　ただし、４週に１度　土曜日出勤あり
　　休日：日祝日・年末年始
５．給　与
　　基本給　月額210,800円～
　　　期末手当・扶養手当・通勤手当 等あり
　　　詳細の雇用条件は当社の規程に基づく

幸ちゃんカフェ
（認知症カフェ）
幸ちゃんカフェ
（認知症カフェ）

　認知症に関する相談、認知症の
方も家族も気軽に立ち寄れる場所
です。
　みんなで集まり交流しませんか？
日　時　5月21日（金）
　　　　　野添県住公民館
　　　　14時00分～15時30分
　　　　5月28日（金）
　　　　　幸ばあちゃんの家
　　　　13時30分～15時30分

認知症家族の会認知症家族の会
　認知症の方を介護する家族の日
頃の悩みや思いを語り合い、介護の
ヒントと安心感を得られる場です。
　お気軽にご参加ください。
日　時　5月8日（土）
　　　　13時30分～15時30分
場　所　幸ばあちゃんの家
参加費　100円
問合せ　地域包括支援センター　
　　　　079–435–1841

【問合せ・申込み】播磨町社会福祉協議会
TEL 079‒435‒1712

１．職　　種　認知症地域支援推進員
　　　　　  　 １名【正規職員】
２．職務内容
　　・認知症の人や家族への相談支援
　　・認知症サポーター養成講座や認知症サポー

ト店などの取り組みや啓発イベント等の計
画と推進

　　・認知症カフェの開催支援
　　・多職種連携のための研修会の企画 等の業務
３．応募資格
　　・社会福祉士または保健師の資格を有する方
　　・普通自動車運転免許証を有している方
　　・基本的なパソコン操作できる方
４．勤務形態
　　月曜日～金曜日　８時45分～17時20分
　　ただし、４週に１度　土曜日出勤あり
　　休日：日祝日・年末年始
５．給　与
　　基本給　月額210,800円
　　　期末手当・扶養手当・通勤手当　等あり
　　　詳細の雇用条件は当社の規程に基づく

いきいき１００歳体操ＤＶＤを配布します

播磨町社会福祉法人連絡会の取り組み

「お米一合応援プロジェクト」
温かいお気持ちをありがとうございました！

Ｒ３年４月～

「播磨町社会福祉法人連絡会」構成メンバー「播磨町社会福祉法人連絡会」構成メンバー
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子育て相談
●日時　5月31日(月)
　　　　13時30分～16時
●場所　福祉しあわせセンター
主任児童委員が
　　　　　ご相談をお受けします。

5月の開設日
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１）社協の総力としての相談から支援への展開
２）地域での住民による協議の場づくりと小地域福祉活動の推進
３）在宅生活を支えるサービスの提供

令和3年度

事業計画

事 業 方 針

１．介護、権利擁護、生活困窮、8050問題等、相談者や世帯が抱える複合的な課題を受け止め、継続
的な支援を行う断らない相談支援に向け、社協内のみならず町をはじめとする様々な機関や人ととも
に体制づくりに取り組みます。

２．住民の皆さんにとって一番身近な生活圏域である自治会での見守り、支え合いに取り組む「支え合い
連絡会」の設置に向け、働きかけを行うとともに、取り組みを始めた「支え合い連絡会」活動を支援
します。また、コミセンを単位とした地域課題等について協議する場に取り組み、住民の皆さんとと
もに福祉力のある播磨町を目指します。

３．住民の皆さんを会員とする社会福祉協議会として、会員が住み慣れた家・地域での生活が継続でき
るよう、法令を遵守し、介護・障害福祉サービスを提供し、支援します。また、そのサービスの質の
向上に努めます。

重 点 目 標

科 目 ／ 会 計 区 分

予算書の見方予算書の見方

■資金収支予算計算書【法人総合】
令和３年４月１日～令和４年３月31日

（単位：千円）
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事　業

〔事業活動による収支〕
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入

事業活動収入計①
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
支払利息支出

事業活動支出計②
事業活動資金収支差額

③＝①-②

〔施設整備等による収支〕
施設整備等収入計④
施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額

⑥=④-⑤

〔財務活動による収支〕
その他の活動収入計⑦
その他の活動支出計⑧
その他活動資金収支差額

⑨=⑦-⑧

予備費支出⑩

当期資金収支差額合計
⑪=③+⑥+⑨-⑩

前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高

⑬=⑪+⑫

①　会計の区分について
　｢事業区分」
　　当会の会計は「社会福祉事
業」｢公益事業」の2つの事業
区分で構成されています。

　｢拠点区分」
　　事業区分を拠点（施設・事
業所）別に区分します。

　　｢社会福祉事業」には、①法
人運営本部　②共同募金配分
金　③ホームヘルパーステー
ション　④デイサービスセン
ター　⑤ゆうあい園　⑥善意
銀行　の６つの拠点区分があ
ります。

　　｢公益事業」には、①地域包
括支援センター　②居宅介護
支援事業所　③福祉しあわせ
センター　の3つの拠点区分が
あります。

②　科目について
　｢事業活動」
　　毎年事業を行うために必要
な経費

　｢施設整備等」
　　固定資産の取得等に関する
費用

　｢その他の活動」
　　基金を取り崩したり、積立
てたりする財務活動の費用

　｢当期資金収支差額合計」
　　令和３年度の収支

　｢前期末支払資金残高」
　　令和２年度からの繰越金

　｢当期末支払資金残高」
　　令和４年度への繰越金

令和3年度

予　算
　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、私たちの生活や地域で
の人と人とのつながりなどに大きな影響を及ぼしています。経済的困
窮、雇用の不安定等の課題を増大させ、社会的孤立は子育てや介護、
高齢者のフレイル（加齢に伴い身体の予備能力が低下し、健康障害を
起こしやすくなった状態）悪化にも影響するなど、地域生活課題の複
雑化・多様化をさらに進めました。
　国は、コロナ禍での保健・医療・介護の構築と雇用就業機会の確保
のため、雇用と福祉の連携による離職者への就職支援や、高齢者の就
労・社会参加などを推進しようとしています。
　また、「新たな日常」での生活支援として、相談支援、参加支援、地域づくりの一体的実施による重層的
支援体制の整備促進や、生活困窮者自立支援・ひきこもり支援が強化されます。
　社会福祉諸制度においても、介護保険や障害者総合支援法では報酬改定され、地域包括ケアの推進や地域
生活移行、就労支援、地域での居場所づくり等、地域の様々な資源を活用しながら、誰もが生きがいをもっ
て豊かに暮らせる地域づくりが必要とされています。
　また、子ども・子育て分野では子どもの貧困や児童虐待等の課題解決の取組みのほか、第4次少子化社会
対策大綱では、結婚、妊娠・出産、子ども・子育てに温かい社会づくりを掲げるなど、地域での見守り支援
の強化や相談体制の充実等が求められます。
　このような情勢を背景に、福祉目標である「小さなまちの大きなおうち　～ふれあい　語りあい　ささえ
あいの地域（まち）づくり～」の実現に向け、令和3年度の事業を推進します。

生活協同組合コープこうべ様より
お米を寄付していただきました
生活協同組合コープこうべ様より
お米を寄付していただきました
　新型コロナウイルスの感染症拡大の影響によ
り、日々の生活に困っている方が増えている状況
を踏まえて、生活協同組合コープこうべ様より、
3/25に総計148㎏のお米を寄付していただきま
した。このお米は、社協を通じて必要とされる方
にお渡しさせていただきます。
　ありがとうございました！
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