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●　新しく始めました！　『高齢者等見守り相談窓口』

　高齢者の方、障害のある方、地域でお困りの方の家を定期的、または必要な際に訪問し見守りを行い、

相談等を受けます。相談を受けた場合は、適切な助言を行い、問題や困りごとの解決への支援や、不

安の解消を図ります。必要に応じて了承いただき、関係機関へ繋げ、適切な協力を得て、生活環境等

の改善への支援を行います。

＜対象＞　　新島村に住む、高齢者、障害のある方、それに準ずる方、他困りごとのある方

＜費用＞　　無料

「困りごとがあっても相談するところがない」

「家事が大変になってきた」「最近物忘れや病気などで将来が心配」

「意欲がなくなった」「さみしい」「話し相手がほしい」

「顔色が悪い」「具合が悪るそう」「最近見ない」

「いつも来るのに来ない」「閉じこもりの様子に見える」

「何日も洗濯物が干してある」「郵便がたまってる」

●　見直しました！　　『配食サービス・外出支援サービス』

＜対象者＞新島村に住所がある方で、次の①～③のいずれかにあてはまり、かつ心身の不調により日

常生活に支障があり、家族等から本サービス ( 内容は下記の通り ) と同等の支援が受けられない方。

なお普段、家族等の支援が受けられる方であっても、病気や旅行等により一時的に支援を受けられな

い場合は、その期間に限り、サービスを受けることができます。

①おおむね 65 歳以上の高齢者 /②身体障害、精神障害、知的障害のある方、難病の方 /③その他村

長が必要と認めた方　《利用には申請が必要になりますのでお問い合わせください》

＜サービス内容＞

【配食サービスについて / 自己負担：1 食 500 円】　※520 円→500 円

・毎週水曜日、夕方１５:００～１６:３０の間におうちに食事をお届けします。

・利用者の栄養状態の改善や調理等の負担を減らし、安否確認なども行います。

【外出支援サービスについて / 費用：無料】  ※利用できる場所が増えました。

・移送用の車や車椅子移動車で必要な場所への送迎を行います。

・利用できる場所　医療機関、金融機関、公共交通機関、保健福祉サービス提供機関、公共施設、  

  買い物など　　　

【お問い合わせ】新島村社会福祉協議会：5-1239　式根島事務局：7-0583

「お困りごと、不安なこと」のある方、地域の皆さんの「ちょっと気がかり」「いつも
と違うな」がありましたら、社協にお気軽にご相談ください。
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●　令和４年度事業計画

１．事業方針

　令和元年度に策定した新島村地域福祉活動計画「第２次もやいの絆」の基本理念である「と

もにつながりささえあい笑顔になれるまちづくり」の実現に向けて、住民自身が担い手と

なり地域福祉を支える活動を支援するとともに、住民同士のつながりを基盤にした福祉の

仕組みを醸成する。また、地域福祉の中核として、理事会や評議員会等関係組織を強化し、

住民の福祉ニーズを的確に把握することにより福祉事業の充実・強化に努める。

　なお、前出の新島村地域福祉活動計画「第２次もやいの絆」については、令和 5年度が

最終実施年度となっており、令和 6年度からの 5カ年を実施年度とする「第 3次もやいの絆」

の策定に向けて策定委員会の立上げを行い、現行計画の評価とそれを踏まえた見直しを行っ

ていく。

２．重点目標

　令和 2年度以降全国的に感染拡大した新型コロナウイルス感染症（以下、本計画において
「新型コロナ」という。）の影響により、　昨年度も年度当初から予定していた事業に延期や
中止等の変更が生じ、目標が達成出来ない計画が多数あった。本年度も同感染症の終息は不
透明のため、利用者の生活に直結したサービスについては、感染拡大が進んだ場合でも継続
出来るよう感染防止対策を徹底し対応して行く一方で、大人数イベントや島外視察・訪問及
び急を要さない新規事業については、第２次もやいの絆の年次計画上は停滞・後退すること
となっても、安全な事業継続を最優先する観点から、延期･休止等も選択肢として検討を行う。

３．組織強化

（１）  ６月・７月を会員増強・会費集金月間とし、新規会員の勧誘についても社協の実施して    
    いる事業を説明し、賛同･入会していただけるように努め会員･会費の拡充を図る。

（２）  地域住民、福祉関係者、各種団体により組織運営される民間福祉団体として、独自性、  
    即応性、柔軟性を発揮できる体制を強化確立していく。

（３）  地域福祉活動を活性化するために様々な支援を展開する役割とともに、住民、関係機関、 
    行政との連携･協働を推進する役割を担うため、住民の声や地域課題を把握し、地域の福祉
    活動や公的サービスでは対応できない課題に対して住民、関係機関、行政と連携･協働して
    解決に向けた活動を実践していく。

４．調査研究

（１）  各種研修や、先進地視察調査を実施し役職員の資質向上を図るとともに、各種事業の情 
    報収集に努める。ただし、島外研修・視察については、新型コロナの感染状況に応じて中
    止も含め適宜実施判断を行うとともに、インターネットや SNS 等を活用し研修には積極的
    に参加していく。

（２）  多様化した福祉ニーズに対応し、継続的に良質な福祉サービスの提供を行うため人材育
    成の強化に努める。

（３）  現行の地域福祉活動計画「第２次もやいの絆」を実行する過程において判明した課題等
    について、職員間で共有し次回計画への改良点として蓄積する。

５．連絡調整

（１）  保健、医療、各関係機関と連絡を密にし、地域福祉の増進を図る。
（２）  行政及び新島村民生･児童委員協議会や東京都社会福祉協議会、島しょブロック社会
　　福祉協議会と常に連絡を取り合い情報交換を行う。
（３)  島しょブロック社会福祉協議会連絡協議会（神津島大会：東京都内開催）へ参加す 
    るものとするが、直前の新型コロナの感染状況によっては、再度参加の可否を適宜判
    断する。2
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６．普及宣伝

（１）   社協だよりを定期的に、また、必要に応じて臨時に発行するとともに、七島新聞、広報に 
     いじま等の紙面も活用して社協活動の積極的な啓発を行う。

（２）   社会福祉協議会への金品寄付協力者に対して、村内掲示、社協だより等に掲載し、感謝の 
     意を表すとともに、その使途への理解を促進する。

（３）   社協の事業や取り組みをもっと身近なものにしていくためホームページを活用し、情報を 
     発信していく。

７．高齢者福祉

（１）福祉用具無料貸与
       緊急または、介護保険の対象とならない方を優先に電動ベッド、車いす等、福祉用具の無 
     料貸出しを実施する。

（２）福祉用具等相談
       在宅介護に必要な福祉用具や消耗品の斡旋、紙おむつの原価販売を行い介護負担の軽減を 
     図る。

（３）温泉休養施設無料送迎
       自立した概ね 70 歳以上の方で、一人暮らしや家族の送迎が困難な方を温泉休養施設へ送
     迎し、健康と生きがいの支援をする。ただし、新型コロナの感染状況によっては、休止等を
     適宜判断する。

（４）歳末弁当配食サービス
       歳末たすけあい運動の一環として、在宅一人暮らし高齢者等を対象に「歳末弁当」
     を配食する。ただし、直前の新型コロナの感染状況によっては、実施の可否を適宜決定する。

８．障害者福祉

（１）福祉用具無料貸与
       日常生活に関する支援活動を行い、必要に応じて電動ベッド、車いす等、福祉用具の無
　　 料貸出しを実施する。

（２）島外長期入院者見舞訪問
       隔年で、施設入所者（長期）の訪問見舞いを実施しており、過去 4年間も 2回の実施予   
     定年があったが、新型コロナの影響により実施出来ておらず、再開を期したいが、施設側
     の受け入れ体制が困難であることも多く、今年度についても、新型コロナの感染状況並び 
     に施設側の対応を注視しつつ実施可否の検討を行う。

（３）外出支援サービス（受託事業）
       歩行が困難な方のために、「車いす移動車等」による外出支援を行う。

（４）障害者と共に働く場の創出事業関連業務（受託事業）
       村が実施する本事業の一部を受託し、同事業の安定した運営に資することで障害者の就   
     労支援を行う。

９．児童福祉

（１）   保育園児と高齢者の交流を目的に「ふれあい活動」を実施する。（※）
（２）   保育園入園児童にお祝い品を贈呈する。
（３）   小学校入学児童にお祝い品を贈呈する。
（４）　 小学校児童を対象に福祉体験学習を実施する。（※）
（５）   ひとり親家庭の中学卒業生に記念品を贈り、健やかな成長を共にお祝いする。
（６）   ボランティア育成を目的とした「高齢者疑似体験」を実施する。（※）
（７）   放課後及び夏休みの児童の居場所確保を試行する。（新規事業）（※）
（※）   新型コロナの感染状況に鑑み、関係機関と協議のうえ実施の可否を適宜判断す

１０．地域福祉

（１）   新島村地域福祉活動計画「第２次もやいの絆」に規定する「住民ニーズの把握と広報･宣伝    
     活動の充実」、「住民参加を促す活動の推進」、「住民の安心･安全を促す福祉活動の充実」、「社
     協の基盤整備」の４つの基本事項に沿って事業を推進する。
（２）   ボランティアセンター活動への住民参加を促進するため、社協だよりおよび臨時周報の発行 
     に合わせてボランティアセンターだよりを発行し、本事業に対する住民の理解と協力を得るた
     めの啓発活動を実施する。
（３）   地域住民の協力を得て、第１２回福祉バザーを開催する。（※）
（４）   婦人会の福祉活動に助成する。
（※）   新型コロナの感染状況に鑑み、実行委員会での審議のうえ実施の可否を判断する。
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１１．介護予防生活支援事業

（１）外出支援サービス

       在宅高齢者や歩行が困難な方の通院、その他必要に応じて外出支援サービスを実施する。

（２）配食サービス

       利用者の安否確認のため、おおむね 65 歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準    

     ずる世帯並びに身体障害者を対象に「配食サービス」を実施する。従前は、ボランティアによ  

     る調理により実施されていたが、昨年度以降新型コロナの影響により外注を積極的に活用して  

     サービスの継続を図っており、今年度も同様の方針で継続していく。

（３）予防リハビリ、はつらつ教室送迎サービス

　　   さわやか健康センターが実施する予防リハビリ、はつらつ教室事業の利用者の送迎を実施す   

     る。

１２．高齢者見守り相談窓口設置事業（新規委託事業）

　高齢者の在宅生活の安心・安全を提供するために、地域の高齢者を見守る拠点として、高齢

者からの相談受付や各戸訪問等による生活実態の把握、関係機関と連携した見守り等を行う。

従前の訪問・相談サービスを代替し、さらに広範囲の高齢者への関与を実施する。

１３．式根島福祉健康センター管理業務（受託業務）

　昨年度から供用開始となった式根島福祉健康センターの日常管理（来所者対応、施設貸出、

清掃等）業務を行う。

１４．心身障害者医療支援サービス提供事業（受託事業）

　島内の医療機関で治療が困難な障害者（児）が、島外の医療機関で受診しなければならない

場合の交通と宿泊に対する費用支援サービスを実施することにより、障害者福祉の向上を図る。

１５．地域福祉権利擁護事業（受託事業）

　認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力が不十分な方が地域において自立した生

活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う。

　中学三年生、高校三年生を対象に、学習塾などの費用や、高校、大学などの受験費用につい

て貸付けを行うことにより一定所得以下の世帯の子供たちへの支援を行う。

　民生委員の連携･協力を得て、低所得世帯や高齢者・障害者世帯に対して、世帯の安定と経

済的自立を図ることを目的とし、生活福祉資金の貸付及び償還指導を行う。

１６．受験生チャレンジ支援貸付事業（受託事業）

１７．生活福祉資金貸付事業（受託事業）

１８．たすけあい資金貸付事業

１９．共同募金運動

生活困窮者及び緊急に資金が必要となった方に対して「たすけあい資金」の貸付を行う。

（１）　東京都共同募金会からの依頼により「赤い羽根共同募金運動」を実施する。（※）

（２）　東京都共同募金会主催による「歳末たすけあい運動」を実施する。（※）

（※）　新型コロナの感染状況に鑑み、関係者と協議のうえ実施の可否を適宜判断する。

４



本年度予算

会費収入 1,900,000                                         

寄付金収入 3,500,000                                         

経常経費補助金収入 20,593,000                                        

受託金収入 22,734,000                                        

貸付事業収入 635,000                                            

事業収入 756,000                                            

受取利息配当金収入 7,000                                               

その他の収入 3,060,000                                         

　事業活動収入計 53,185,000                                        

人件費支出 40,628,000                                        

事業費支出 9,031,000                                         

事務費支出 3,839,000                                         

貸付事業支出 1,223,000                                         

助成金支出 170,000                                            

　事業活動支出計 54,891,000                                        

△ 1,706,000

収入 　施設整備等収入計 -                                                    

支出 　施設整備等支出計 -                                                    

-                                                    

拠点区分間繰入金収入 2,373,000                                         

　その他の活動収入計 2,373,000                                         

積立資産支出 435,000                                            

拠点区分間繰入金支出 2,373,000                                         

その他の活動支出計 2,808,000                                         

△ 435,000

△ 2,141,000

589,000                                            

△ 1,552,000

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
設
備
に

よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額
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事業活動資金収支差額

前期末支払資金残高

当期末支払資金残高

収入
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そ
の
他
の
活
動

に
よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額

当期資金収支差額合計

令和４年度　資金収支予算書
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●　令和４年度　社会福祉協議会　会員会費ご協力のお願い

　社協では、皆さんからの会費と寄付金などで各種地域福祉事業を行ってい

ます。

　会費収入は、社協の活動を支える重要な財源になっています。

　個人でも団体でも、いつでも会員になれますが、６月～７月の２ヶ月間を

「会員会費増強月間」として実施します。社協役職員・協力員の方々が、令

和４年度分の会員会費の集金と併せて新規会員の加入勧誘に皆さまのお宅に

お伺いいたしますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　社協会員として会費をご負担いただくことを通じて、福祉の村づくり活動

へ、お力添えをお願いいたします。
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●　心温まるご寄付ありがとうございます！　　　　２/1～3/31

地区
本村
若郷
本村
若郷前田　朝之助　　　様 100,000円

前田　桂　　　　　様 100,000円

青沼　喜六　　　　様 100,000円
植松　文雄　　　　様 100,000円

一　般　寄　附
ご芳名 寄附金

飯田　富美恵　　　　　　様

市川　ゆり子　　　　　　様 紀野　寅吉　　　　　　　様

役場　民生課　　　　　　様 式根島中学校　　　　　　様

藤井　和子　　　　　　　様 桝川　藤夫　　　　　　　様

梅田　重春　　　　　　　様 植松　敏子　　　　　　　様

森自動車　　　　　　　　様 診療所　　　　　　　　　様

池村商店　　　　　　　　様 河合　澄子　　　　　　　様

大島支庁　　　　　　　　様 匿名　　　　　　　　　　様

（有）マルマン　　　　　様 ブッサンストア　　　　　様

下記の方々から使用済み切手・テレフォンカード、
書き損じハガキ等をお寄せいただきました。

～皆様ありがとうございます。～

地区
式根
式根

鈴木　愛　　　　様 未使用切手
植松　友井　　　様 ウエス用布

物　品　寄　附
ご芳名 物品

ありがとうございます♪

●　ご入園・ご入学おめでとうございます

　保育園の令和４年度新入園児童 ( 新島 13

名式根島は今年度新入園児がありませんでし

た ) の皆様方にお祝い品として「お道具箱、

帽子等のセット」を贈呈しました。　

　また、小学校の令和４年度新入学児童（新

島９名、式根島５名）の皆様方にお祝い品と

して「さんすうセット」を贈呈しました。

令和４年5月１日　172号

●　証明写真サービスについて　　　　　　（１シート５００円）

　社協では、各種証明写真の作成を行っています。

マイナンバー・パスポートサイズ 4.5×3.5ｃｍ

履歴書サイズ 4.0×3.0ｃｍ

運転免許証サイズ 3.0×2.5ｃｍ

住民航空割引カード・雇用保険 3.0×2.4ｃｍ

１シート４枚～６枚です。

※タブレット・スマートフォンで撮影後すぐに作成しますが、時間が掛ること

もあります。

●　事務局職員採用について

３月１日　新規採用　新島事務局

　　　　　　　　　　臨時職員　水島健太
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ボランティアセンターより
にいじまむら
～あなたとつなぐもやいの心～　ボランティアさん募集中

第10号

令和４年 5月１日第 10 号

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*ひだまりサロン再開しました♪

　令和４年４月１２日（火）よりひだまりサロンを再開しました。

　毎週火曜日の１３時半～１５時頃（早く終わることもあります）に皆さん集まっておりま

すので是非おこし下さい。歩いて来ることが難しく送迎等必要な場合はご相談下さい。

　興味のある方は買い物やダントウ（お墓参り）の帰りに立ち寄ってみて下さい。

　サロン活動等を行っている団体から牛乳パック集めに協力して欲しい

との要望がありました。イス作りや工作などに牛乳パックを再利用して

いますが、１つのイス作りにはなんと 63 個の牛乳パックが必要だそう

です！ご家庭で飲み終わった牛乳パックがありましたら、提供してくだ

さい。

※お手数ですが、必ず水洗いしてパックはつぶさないようにお願いしま

す。

回収場所：新島社協　青葉会館１Ｆ

　　　　　　　　　　式根島福祉健康センター１Ｆ

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*ボランティア募集中！

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*『空の牛乳パック (1000ｍｌ) を集めています！』

1000ｍｌ

　社協で行っている事業をはじめ、様々な活動でお手伝いしてくれる登録ボランティアを

募集しています。また、新しくボランティアをしてみたい方、ボランティアをしたいけど

何からしたら良いかわからない方を応援します。

　ボランティアセンターでは、ボランティアさんへの情報提供やボランティアが足りない

団体のメンバー募集のお手伝いさせていただきます。

　また、現在活動予定の団体、活動中の団体のボランティア募集につきましてもお問い合

わせください。

登録していただける方は裏のボランティア用紙に

ご記入の上、ＦＡＸまたは社協までお持ちください。

ＦＡＸ：０４９９２-５-１２９１

７



年 月 日 (　　　) 受付者

事務局記入
特記事項

その他備考

活動時間や伝えたい事などあれば、記入してください。

ボランティア受付票（個人用）

　　　　年　　　　　月　　　　　日まで　(　　　　　日間)　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　～

資格・特技

活動すること
ができる期間

ボランティア
活動保険

あり　・　なし

※経験がありの方はどんなボランティアをしたことがありますか。

加入済　　　・　　　未加入

大正　・　昭和　・　平成

年　　　　月　　　　日生

電　　話

ボランティア
経　　験

【緊急連絡先】

【自宅】 【携帯】

興味関心のあるボランティア活動の□に✔をつけてください
※ どんなボランティアに興味があるか調査するためのものであり、強制的に活動をお願いするものではありません。複数回答可

□【ふれあい活動】・・・地域交流やサロン活動などのお手伝いや話し相手

□【見守り活動】・・・放課後やこどもたちの学校が休みの間の宿題や工作などの見守り

□【イベント活動】・・・各種イベント、バザー等お手伝い

□【配食サービス活動】・・・配食サービス調理・配達、歳末弁当調理、お月見お団子づくり等の調理補助

□【地域福祉活動】・・・清掃、整理、ゴミ捨て等（地域課題のお手伝い）

□【災害時ボランティア活動】・・・台風や災害発生時等の支援活動（安否確認やガレキ撤去等）

□その他活動（興味がある活動があれば記入してください）

様式１－１

※太枠内を記入してください。

ふりがな

氏　　名
　歳

受付年月日

住　　所

　〒　　　　　　－

男　・　女

生年月日
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