
 社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に「社会福祉の増進を図ることを目的とする団体」
として明記され、全国及び各都道府県・市区町村に１つ組織されている団体です。  
 地域住民や社会福祉関係者等の参加・協力を得ながら活動することを特長とし、「民間」と
しての「自主性」と広く住民や社会福祉関係者に支えられる「公共性」という二つの側面を併
せ持った組織です。  

菰野町社会福祉協議会は、ノーマライゼーションの理念に基づき 

   みんなで支え合い、誰もが地域で安心して 
      心豊かに暮らすことができる 福祉のまちづくりの推進 
 
 を使命として、住民やボランティア、各種団体や公私福祉関係者とともに、地域福祉活動を 
 中心に様々な福祉活動を展開する民間団体です。 
 

菰野町社協は、昭和５２年９月２８日に法人認可を受け設立されました。 

関係者役職 人数
学識経験者(行政経験者） 1
民生委員児童委員協議会(正副会長等) 3
区長会(正副会長) 2
保護司会会長 1
ボランティア連絡協議会会長 1
医療保健協議会会長 1
遺族会会長 1
福祉施設(みずほ寮寮長) 1
社協常務理事 1
学識経験者(福祉関係者) 1
学識経験者(会計実務者) 2

町議会教育民生委員長 1
医療保健協議会代表(医師) 1
各地区区長会代表 5
民生委員児童委員協議会(副会長・地区代表) 3
人権擁護委員会会長 1
ボランティア連絡協議会副会長 1
町老人クラブ連合会会長 1
町心身障がい者福祉会会長 1
町母子父子寡婦福祉会会長 1
食生活改善推進協議会会長 1
女性代表 1
町内社会福祉法人 5
行政代表(子ども家庭課) 1
教育関係者(教育長) 1
商工関係者 1
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監査機関

監事会

・ボランティアセンター ・地域包括支援センター

・障害者虐待防止セン

ター

・ふれあい相談センター

・日常生活自立支援セ

ンター

地域福祉課

事務局次長

・老人福祉センター

・居宅介護支援事業所けやき

・デイサービスセンターけやき

・ヘルパーステーションけやき

・訪問看護ステーションけやき

・わかば作業所

 （就労継続支援Ｂ型・生活介護)

・ことぶき人材センター

・老人憩いの家やすらぎ荘

Ⅲ,相談支援係 Ⅳ,福祉支援係 Ⅴ,在宅福祉係Ⅰ,総務管理係 Ⅱ,地域福祉係
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理　　事　　会 評　議　員　会
執　行　機　関 議　決　機　関

事務局
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						関係者役職 カンケイシャ ヤクショク		人数 ニンズウ

				理事
(12名) リジ メイ		学識経験者(行政経験者） ガクシキ ケイケンシャ ギョウセイ ケイケンシャ		1

						民生委員児童委員協議会(正副会長等) ミンセイ イイン ジドウ イイン キョウギカイ セイ フクカイチョウ トウ		3

						区長会(正副会長) クチョウ カイ		2

						保護司会会長 ホゴ シカイ カイ カイチョウ		1

						ボランティア連絡協議会会長 レンラク キョウギカイ カイチョウ		1

						医療保健協議会会長 イリョウ ホケン キョウギカイ カイチョウ		1

						遺族会会長 イゾクカイ カイチョウ		1

						福祉施設(みずほ寮寮長) フクシ シセツ リョウ リョウ チョウ		1

						社協常務理事 シャキョウ ジョウム リジ		1

				監事
(３名) カンジ メイ		学識経験者(福祉関係者) ガクシキ ケイケンシャ カンケイシャ		1

						学識経験者(会計実務者) ガクシキ ケイケン シャ カイケイ ジツム シャ		2



				評議員
(25名) ヒョウギイン メイ		町議会教育民生委員長 チョウギカイ キョウイク ミンセイ イイン チョウ		1

						医療保健協議会代表(医師) イリョウ ホケン キョウギカイ ダイヒョウ イシ		1

						各地区区長会代表 カクチク ク チョウ カイ ダイヒョウ		5

						民生委員児童委員協議会(副会長・地区代表) ミンセイ イイン ジドウ イイン キョウギカイ フクカイチョウ チク ダイヒョウ		3

						人権擁護委員会会長 ジンケン ヨウゴ イインカイ カイチョウ		1

						ボランティア連絡協議会副会長 レンラク キョウギカイ フクカイチョウ		1

						町老人クラブ連合会会長 チョウ ロウジン レンゴウカイ カイチョウ		1

						町心身障がい者福祉会会長 チョウ シンシン ショウ シャ フクシ カイ カイチョウ		1

						町母子父子寡婦福祉会会長 チョウ ボシ チチ シ カフ フクシ カイ カイチョウ		1

						食生活改善推進協議会会長 ショクセイカツ カイゼン スイシン キョウギカイ カイチョウ		1

						女性代表 ジョセイ ダイヒョウ		1

						町内社会福祉法人 チョウナイ シャカイ フクシ ホウジン		5

						行政代表(子ども家庭課) ギョウセイ ダイヒョウ コ カテイ カ		1

						教育関係者(教育長) キョウイク カンケイ シャ キョウイク チョウ		1

						商工関係者 ショウコウ カンケイシャ		1
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平成27年度　組織図

		

										監事会 カンジカイ														理　　事　　会 リコトカイ																																評　議　員　会 ヒョウギインカイ

										監査機関 カンサキカン																執　行　機　関 シュウギョウキカン																																議　決　機　関 ギケツキカン

																								各委員会 カクイインカイ																				法人後見委員会 ホウジンコウケンイインカイ

																												会　　長　　(理事) カイチョウリジ

								事務局 ジムキョク

																																								事務局長 ジムキョクチョウ

																																										事務局次長 ジムキョクジチョウ

																								地域福祉課 チイキフクシカ																																														在宅福祉課 ザイタクフクシカ

						Ⅰ,総務管理係 ソウムカンリカカ																Ⅱ,地域福祉係																Ⅲ,相談支援係																Ⅳ,福祉支援係																Ⅴ,在宅福祉係

																						・ボランティアセンター																・地域包括支援センター
・障害者虐待防止センター
・ふれあい相談センター チイキホウカツシエンショウガイシャギャクタイボウシソウダン																・日常生活自立支援センター ニチジョウセイカツジリツシエン																・老人福祉センター
・居宅介護支援事業所けやき
・デイサービスセンターけやき
・ヘルパーステーションけやき
・訪問看護ステーションけやき
・わかば作業所
 （就労継続支援Ｂ型・生活介護)
・ことぶき人材センター
・老人憩いの家やすらぎ荘 セイカツカイゴジンザイロウジンイコイエソウ



教育委員会(教育長)
役場子ども家庭課　　　



平成25年度　組織図

		

										理　　事　　会 リコトカイ																																評　議　員　会 ヒョウギインカイ

										執　行　機　関 トギョウキセキ																																議　決　機　関 ギケツキセキ

				監事会 カンジカイ																						各委員会 カクイインカイ																				法人後見委員会 ホウジンコウケンイインカイ

				監査機関 カンサキカン

																														会　　　長　　(理事) カイチョウリジ

								事務局 ジムキョク

																														事務局長(常務理事) ジムキョクチョウジョウムリジ

																																事務局次長 ジムキョクジチョウ

								総務管理課 ソウムカンリカ																								地域福祉課 チイキフクシカ																												在宅福祉課 ザイタクフクシカ

								Ⅰ,総務管理係 ソウムカンリカカ																Ⅱ,相談支援係 ソウダンシエンカカ																				Ⅲ,地域福祉係 チイキフクシカカ																Ⅳ,在宅福祉係 ザイタクフクシ

								・老人憩いの家
・ことぶき人材センター ロウジンイコイエジンザイ																・地域包括支援センター
・障がい者虐待防止センター
・権利擁護センター
 チイキホウカツシエンショウシャギャクタイボウシケンリヨウゴ																				・ボランティアセンター																・老人福祉センターけやき
・居宅介護支援事業所けやき
・デイサービスセンターけやき
・ホームヘルパーステーションけやき
・訪問看護ステーションけやき
・訪問入浴サービスセンターけやき
・わかば作業所（就労継続支援Ｂ型 ロウジンフクシキョタクカイゴシエンジギョウショホウモンカンゴホウモンニュウヨクサギョウショシュウロウケイゾクシエンガタ



役場子ども家庭課　　　
教育委員会(教育長)



平成2４年度　組織図 (横書き) (2)

		

										理　　事　　会 リコトカイ																																評　議　員　会 ヒョウギインカイ

										執　行　機　関 トギョウキセキ																																議　決　機　関 ギケツキセキ

				監事会 カンジカイ																						各委員会 カクイインカイ																				法人後見委員会 ホウジンコウケンイインカイ										　事務局長(1名)、事務局次長(1名)、
　課長補佐(１名)、係長(4名)、主査(2名)、
　係(17名)、事業職員(69名)、
　登録職員(53名)、緊急雇用職員(４名)
　　　　　　　　　　　            　　合計153名
　[有資格：社会福祉士16名、
　介護福祉士83名、介護支援専門員46名、
　保健師3名、準看護師18名、
　2級ヘルパー105名]

				監査機関 カンサキカン

																														会　　　長　　(理事) カイチョウリジ

								事務局 ジムキョク

																														事務局長(常務理事･課長) ジムキョクチョウジョウムリジカチョウ

																																事務局次長 ジムキョクジチョウ

								総務管理課 ソウムカンリカ																								地域福祉課 チイキフクシカ																												在宅福祉課 ザイタクフクシカ

								総務管理課長
(次長兼務) ソウムカンリカチョウジチョウケンム																								地域福祉課長
(次長兼務) チイキフクシカチョウジチョウケンム																												在宅福祉課長
(局長兼務) ザイタクフクシカチョウキョクチョウケンム

																																																												地域福祉課長補佐
わかば担当 チイキフクシカチョウホサトウ

								総務管理係長
(総務管理課長兼務) ソウムカンリカカリチョウソウムカンリカチョウケンム																相談支援係長 ソウダンシエンカカリチョウ																				地域福祉係長 チイキフクシカカチョウ																在宅福祉係長
デイ担当係長 カカリチョウ

								Ⅰ,総務管理係 ソウムカンリカカ																Ⅱ,相談支援係 ソウダンシエンカカ																				Ⅲ,地域福祉係 チイキフクシカカ																Ⅳ,在宅福祉係 ザイタクフクシ

								・老人憩いの家
・ことぶき人材センター ロウジンイコイエジンザイ																・地域包括支援センター
・障がい者虐待防止センター
・権利擁護センター
 チイキホウカツシエンショウシャギャクタイボウシケンリヨウゴ																				・ボランティアセンター																・老人福祉センターけやき
・居宅介護支援事業所けやき
・デイサービスセンターけやき
・ホームヘルパーステーションけやき
・訪問看護ステーションけやき
・訪問入浴サービスセンターけやき
・わかば作業所（就労継続支援Ｂ型 ロウジンフクシキョタクカイゴシエンジギョウショホウモンカンゴホウモンニュウヨクサギョウショシュウロウケイゾクシエンガタ
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役場子ども家庭課　　　
教育委員会(教育長)



平成2４年度　組織図 (横書き)

		

										理　　事　　会 リコトカイ																																評　議　員　会 ヒョウギインカイ

										執　行　機　関 トギョウキセキ																																議　決　機　関 ギケツキセキ

				監事会 カンジカイ																						各委員会 カクイインカイ																				法人後見委員会 ホウジンコウケンイインカイ										　事務局長(1名)、事務局次長(1名)、
　課長補佐(１名)、係長(4名)、主査(2名)、
　係(17名)、事業職員(69名)、
　登録職員(53名)、緊急雇用職員(４名)
　　　　　　　　　　　            　　合計153名
　[有資格：社会福祉士16名、
　介護福祉士83名、介護支援専門員46名、
　保健師3名、準看護師18名、
　2級ヘルパー105名]

				監査機関 カンサキカン

																														会　　　長　　(理事) カイチョウリジ

								事務局 ジムキョク

																														事務局長(常務理事･課長) ジムキョクチョウジョウムリジカチョウ

																																事務局次長 ジムキョクジチョウ

								総務管理課 ソウムカンリカ																								地域福祉課 チイキフクシカ																												在宅福祉課 ザイタクフクシカ

								総務管理課長
(次長兼務) ソウムカンリカチョウジチョウケンム																								地域福祉課長
(次長兼務) チイキフクシカチョウジチョウケンム																												在宅福祉課長
(局長兼務) ザイタクフクシカチョウキョクチョウケンム

																																地域福祉課長補佐 チイキフクシカチョウホサ

																																																												在宅福祉係長
デイ担当係長
わかば担係長 ザイタクフクシカカリチョウタントウカカリチョウニナカカリチョウ

								総務管理係長
(総務管理課長兼務) ソウムカンリカカリチョウソウムカンリカチョウケンム																相談支援係長 ソウダンシエンカカリチョウ																				地域福祉係長
(地域福祉課長補佐兼務) チイキフクシカカチョウチイキフクシカチョウホサケンム

								Ⅰ,総務管理係 ソウムカンリカカ																Ⅱ,相談支援係 ソウダンシエンカカ																				Ⅲ,地域福祉係 チイキフクシカカ																Ⅳ,在宅福祉係 ザイタクフクシ

								・老人憩いの家
・ことぶき人材センター ロウジンイコイエジンザイ																・地域包括支援センター
 チイキホウカツシエン																				・ボランティアセンター																・老人福祉センターけやき
・居宅介護支援事業所けやき
・デイサービスセンターけやき
・ホームヘルパーステーションけやき
・訪問看護ステーションけやき
・訪問入浴サービスセンターけやき
・わかば作業所（就労継続支援Ｂ型 ロウジンフクシキョタクカイゴシエンジギョウショホウモンカンゴホウモンニュウヨクサギョウショシュウロウケイゾクシエンガタ
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役場子ども家庭課　　　
教育委員会(教育長)



平成23年度　業務図(縦書き)

		

				総務管理課 ソウムカンリカ						総務管理係 ソウムカンリカカリ				1,事務業務 ジムギョウム						1)会務、2)人事、3)経理、4)庶務、
5)表彰（社会福祉大会：受託）、6)電算機器管理
 
2 )人事
 
3 )経理
 
4 )庶務
 
5 )表彰（社会福祉大会）
 
6 )電算機器管理

														2,貸付業務 カシツケギョウム						7)各種貸付 カクシュカシツケ

														3,施設管理
           運営業務 シセツカンリウンエイギョウム						8)車両管理及び財産管理、9)老人憩いの家(受託)、10)ことぶき人材センター(受託)、11)保健福祉センター(受託)、12)温泉スタンド(受託)、13)福祉公園(受託)   ジュタクジュタクジュタクジュタクジュタク

																				14)民生委員児童委員協議会、15)共同募金委員会 イインジドウイインイイン

														4,事務局業務 ジムキョクギョウム

																				16)みんなのふくし、17)声の広報、18)情報提供（ホームページ管理等）

														5,広報業務 コウホウギョウム

																				19)地域福祉計画等策定、20)調査,研究

										地域福祉係 チイキフクシカカリ				1,調査、計画業務 チョウサケイカクギョウム

																				21)地域福祉ネットワーク、22)関係団体等連携

														2,地域組織化業務 チイキソシキカギョウム

																				23)高齢者福祉支援、24)障がい者福祉支援、25)児童福祉支援、26)ファミリーサポートセンター(受託)、27)福祉機器の貸出、28)福祉車両運行、29)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 ジュタク

														3,福祉活動
           推進業務 フクシカツドウスイシンギョウム

				地域福祉課 チイキフクシカ																30)ボランティアセンター、31)福祉協力校、32)災害時福祉救援

														4,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

																				３３)ボランティア連絡協議会、34)老人クラブ連合会、35)心身障害者福祉会、36)母子寡婦福祉会

														5,団体組織化
           支援業務 ダンタイソシキカシエンギョウム

																				37)成年後見制度利用支援・法人後見、38)地域福祉権利擁護事業、39)苦情解決 ジギョウ

										相談支援係 ソウダンシエンカカリ				1,権利擁護業務 ケンリヨウゴギョウム						40)ふれあい相談センター、41)地域包括支援センター、42)障がい者相談

														2,相談支援業務 ソウダンシエンギョウム						43)福祉人材養成 フクシジンザイヨウセイ

														3,人材養成業務 ジンザイヨウセイギョウム						44)老人福祉センター(受託)、45)地域支援（介護予防）(受託)、46)配食サービス（食の自立支援）(受託)、47)在宅高齢者生活支援員派遣(受託)、48)介護保険認定調査(契約)、49)障害者自立支援認定調査(受託)、50)地域活動支援センター(契約) 、51)障害者訪問入浴サービス(受託)、52)日中一時支援事業(契約)、53)精神障害者デイケアサービス(受託)、54)緊急雇用事業(受託) ジュタクケイヤクケイヤクケイヤク

																				55)居宅介護支援（ケアマネ）(指定)、56)訪問介護（ホームへルプ）（予防含）(指定)、57)訪問入浴サービス（予防含）(指定)、58)訪問看護（予防含）(指定)、59)通所介護（デイサービス）（予防含）(指定) シテイ

																				60)居宅介護（障害児者ヘルプ）（重訪含）(指定)、61)移動支援（ガイドヘルプ）(指定)、62)相談支援(指定)、63)就労継続支援Ｂ型（わかば)(指定) シテイシテイシテイシテイ

																				64)サービス利用料徴収等 リヨウリョウチョウシュウトウ

				在宅福祉課 ザイタクフクシカ						在宅福祉係 ザイタクフクシカカリ				1,在宅福祉サービス受託業務 ザイタクフクシジュタクギョウム

														2,介護保険
           指定事業 カイゴホケンシテイジギョウ

														3,障害者自立支援指定事業 ショウガイシャジリツシエンシテイジギョウ

														4,事業運営事務 ジギョウウンエイジム
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平成22年度 業務表分担表

		

																		1		)会務 カイム				次長 ジチョウ

																		2		)人事 ジンジ				次長 ジチョウ

																		3		)経理 ケイリ				次長 ジチョウ

												1,法人事務事業 ホウジンジムジギョウ

																		4		)庶務 ショム				次長 ジチョウ

																		5		)表彰（社会福祉大会：受託） ヒョウショウシャカイフクシタイカイジュタク				次長 ジチョウ

																		6		)電算機器管理 デンサンキキカンリ				秋山係長 アキヤマカカリチョウ

		総務管理課 ソウムカンリカ				Ⅰ,総務管理係 ソウムカンリカカ

												2,貸付事業 カシツケジギョウ						7		)各種貸付 カクシュカシツケ				次長 ジチョウ

																		8		)車両管理及び財産管理 シャリョウカンリオヨザイサンカンリ				次長 ジチョウ

																		9		)老人憩いの家 ロウジンイコイエ		受託 ジュタク		河内主査 カワウチシュサ

												3,施設管理運営事業 シセツカンリウンエイジギョウ						10		)ことぶき人材センター ジンザイ		受託 ジュタク		大塚所長 オオツカショチョウ

																		11		)保健福祉センター ホケンフクシ		受託 ジュタク		次長 ジチョウ

																		12		)温泉スタンド オンセン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ

																		13		)福祉公園 フクシコウエン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ

												4,団体事務局事業 ダンタイジムキョクジギョウ						14		)民生委員協議会 ミンセイイインキョウギカイ				次長 ジチョウ

																		15		)共同募金会 キョウドウボキンカイ				次長 ジチョウ

																		16		）ボランティアセンター運営事業 ウンエイジギョウ						荒木係長

																				)調査・研究・計画事業 チョウサケンキュウケイカクジギョウ

																		17		）啓発推進事業 ケイハツスイシンジギョウ						荒木係長

												1,ボランティアセンター事業 ジギョウ						18		）養成研修事業 ヨウセイケンシュウジギョウ						荒木係長

																		19		）登録斡旋事業 トウロクアッセンジギョウ						荒木係長

																		20		）組織化支援事業 ソシキカシエンジギョウ						荒木係長

																		21		）活動基盤整備事業 カツドウキバンセイビジギョウ		)地域福祉教育 チイキフクシキョウイク				荒木係長

																		22		)関係団体等連携事業 カンケイダンタイトウレンケイジギョウ		)災害時福祉救援 サイガイジフクシキュウエン				荒木係長

																				)ボランティアセンター機能充実事業 キノウジュウジツジギョウ

						Ⅱ,地域福祉係 チイキフクシカカ

																				)調査・研究・計画事業 チョウサケンキュウケイカクジギョウ

												2,地域福祉推進事業 チイキフクシスイシンジギョウ						23		）ふれあい相談センター事業 ソウダンジギョウ						荒木係長

																		24		）地域福祉権利擁護事業 チイキフクシケンリヨウゴジギョウ						荒木係長

																		25		）小地域福祉ネットワーク事業 ショウチイキフクシジギョウ						次長 ジチョウ

																		26		）地域福祉活動モデル事業 チイキフクシカツドウジギョウ				受託 ジュタク		次長 ジチョウ

																				)関係団体等連携事業 カンケイダンタイトウレンケイジギョウ						荒木係長

																		27		)高齢者福祉支援事業 コウレイシャフクシシエンジギョウ						荒木係長

																		28		)障がい者福祉支援事業 フクシシエンジギョウ						荒木係長

		地域福祉課 チイキフクシカ

																		29		)児童福祉支援事業 ジドウフクシシエンジギョウ

																				)情報提供（ホームページ管理等） ジョウホウテイキョウカンリトウ

																				)広報紙発行「みんなのふくし」 コウホウシハッコウ

												5,団体組織化支援事業 ダンタイソシキカシエンジギョウ								)声の広報 コエコウホウ

																										荒木係長

																		30				)福祉機器の貸出 フクシキキカシダシ				荒木係長

												6,受託事業 ジュタクジギョウ						31				)福祉車両運行 フクシシャリョウウンコウ				荒木係長

																		32				)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センクテキカイハツ

																										荒木係長

																		33		)ボランティア連絡協議会 レンラクキョウギカイ						荒木係長

																		34		)老人クラブ連合会 ロウジンレンゴウカイ						荒木係長

																		35		)心身障害者福祉会 シンシンショウガイシャフクシカイ						次長 ジチョウ

																		36		)母子寡婦福祉会 ボシカフフクシカイ

																				)ファミリーサポートセンター

						Ⅲ,相談支援係 ソウダンシエンカカ						1,権利擁護事業 ケンリヨウゴジギョウ

												2,相談支援事業 ソウダンシエンジギョウ

												3,人材養成事業 ジンザイヨウセイジギョウ										)成年後見制度利用支援・法人後見 セイネンコウケンセイドリヨウシエンホウジンコウケン				次長 ジチョウ

																		37				)地域福祉権利擁護 チイキフクシケンリヨウゴ				次長 ジチョウ

																		38				)苦情解決 クジョウカイケツ				局長 キョクチョウ

		在宅福祉課 ザイタクフクシカ

																		39

																						)ふれあい相談センター ソウダン				次長 ジチョウ

																		40				)地域包括支援センター チイキホウカツシエン		受託 ジュタク		松永主査 マツナガシュサ

																		41				)障がい者相談 ソウダン				次長 ジチョウ

																												局長 キョクチョウ

												1,在宅福祉サービス受託事業 ザイタクフクシジュタクジギョウ						42

																						)福祉人材養成 フクシジンザイヨウセイ				荒木係長 局長 キョクチョウ

																		43

																						)老人福祉センター ロウジンフクシ		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマカカリチョウ		次長 ジチョウ

																		44				)地域支援（介護予防） チイキシエンカイゴヨボウ		受託 ジュタク		松永主査 マツナガシュサ

																		45				)配食サービス（食の自立支援） クバショクショクジリツシエン		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマカカリチョウ

						Ⅳ,在宅福祉係 ザイタクフクシ

																		46				)在宅高齢者生活支援員派遣 ザイタクコウレイシャセイカツシエンインハケン		受託 ジュタク		蔵重主査 クラシゲシュサ

																		47				)介護保険認定調査 カイゴホケンニンテイチョウサ		契約 ケイヤク		秋山係長 アキヤマカカリチョウ

																		48				)障害者自立支援認定調査 ショウガイシャジリツシエンニンテイチョウサ		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマカカリチョウ

																		49				)地域活動支援センター  チイキカツドウシエン		契約 ケイヤク		中島主査 ナカジマシュサ

												2,介護保険指定事業 カイゴホケンシテイジギョウ

																		50				)障害者訪問入浴サービス ガイホウモンニュウヨク		受託 ジュタク		中西係長 ナカニシカカリチョウ

																		51				)日中一時支援事業 ニッチュウイチジシエンジギョウ		契約 ケイヤク		中西係長 ナカニシカカリチョウ

																		52				)精神障害者デイケアサービス セイシンショウガイシャ		受託 ジュタク		中島主査 ナカジマシュサ

																		53				)緊急雇用事業 キンキュウコヨウジギョウ		受託 ジュタク		福田局長 フクタキョクチョウ

																		54

																						)居宅介護支援（ケアマネ） キョタクカイゴシエン		指定 シテイ		秋山係長 アキヤマカカリチョウ

												3,障害者自立支援指定事業 ショウガイシャジリツシエンシテイジギョウ

																		55				)訪問介護（ホームへルプ）（予防含） ホウモンカイゴヨボウガン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲシュサ

																		56				)訪問入浴サービス（予防含） ホウモンニュウヨクヨボウフク		指定 シテイ		中西係長 ナカニシカカリチョウ

																		57				)訪問看護（予防含） ホウモンカンゴヨボウフク		指定 シテイ		中島恵子管理者 ナカジマメグミコカンリシャ

																		58				)通所介護（デイサービス）（予防含） ツウショカイゴヨボウフクミ		指定 シテイ		中西係長 ナカニシカカリチョウ

																		59				)サービス利用料徴収等 リヨウリョウチョウシュウトウ				秋山係長 アキヤマカカリチョウ

																		60

																						)居宅介護（障害児者ヘルプ）（重訪含） キョタクカイゴガイジシャジュウオトズフクミ		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲシュサ

																		61				)移動支援（ガイドヘルプ） イドウシエン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲシュサ

																		62				)相談支援 ソウダンシエン		指定 シテイ		秋山係長 アキヤマカカリチョウ

																		63				)就労継続支援Ｂ型（わかば） シュウロウケイゾクシエンガタ		指定 シテイ		中島主査 ナカジマシュサ

																		64				)サービス利用料徴収等 リヨウリョウチョウシュウトウ				秋山係長 アキヤマカカリチョウ

																		65
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事業・業務

		大区分 ダイクブン						赤太字＝重点目標 アカフトジジュウテンモクヒョウ

				中区分 チュウクブン

						小区分 ショウクブン

								説明 セツメイ

		１．会　務

				（１）理事会の開催

				（２）評議員会の開催

				（３）監査会の開催

				（４）各委員会の開催

				（５）関係機関、諸団体との連携

				（６）事務業務 ジムギョウム

						●人事 ジンジ

						●経理 ケイリ

						●庶務 ショム

						●表彰電算機器管理 ヒョウショウデンサンキキカンリ

		２．社協体制強化

				（１）社会福祉協議会会員制度の導入及び会費制の研究

						●法人体制の整備 ホウジンタイセイセイビ

						　①会費制の導入 カイヒセイドウニュウ

						　②寄付の増強 キフゾウキョウ

						　③職員の人事考課制度の導入 ショクインジンジコウカセイドドウニュウ

				（２）「菰野町ふれあいネットワークプラン２１」の実施 ジッシ

						●小地域ネットワークシステムの充実　※１ ショウチイキジュウジツ

						●地区福祉懇談会の推進　※２ チクフクシコンダンカイスイシン

						●住民参加型在宅福祉サービスの開発　※３ ジュウミンサンカガタザイタクフクシカイハツ

						●認知症SOSネットの開発　※４ ニンチショウカイハツ

						●ボランティア活動情報発信システムの構築　※５ カツドウジョウホウハッシンコウチク

		３．会館等管理業務 ギョウム

				（１）保健福祉センター「けやき」の管理運営への協力

				（２）老人憩いの家「やすらぎ荘」の管理運営【受託】

		４．ボランティアセンター事業

				（１）ボランティアセンター機能の充実

						●運営協議会の運営と充実

						●ボランティア活動の振興

						●災害時における災害ボランティアセンター機能及び支援活動の検討

				（２）啓発推進事業

						●社協広報紙「みんなのふくし」の発行

						●ボランティアセンターたより「ボランティアおしらせ版」及び「月間カレンダー」の発行　

						●声の広報の発行協力

						●ホームページの運営及び充実

						●福祉啓発イベント「けやきフェスタ」の開催

						●地域福祉教育推進事業の支援及び推進（町内公立幼・保育園、小・中学校全校、町内高校等への啓発、小地域啓発事業）

				（３）養成研修事業

						●各種ボランティア養成講座の開催

								①一般ボランティアスクール

								②小地域サポーター養成講座・地域サポーター養成講座

								③小学生ボランティア体験教室（夏）

								④小・中学生ボランティアスクール（春）

								⑤中学生ワークキャンプ（夏）

								⑥高校生ボランティアスクール

								⑦点字講習会

								⑧朗度ボランティア養成講座

								⑨ボランティアリーダー研修会（全国ボランティアフェスティバル参加等）

								⑩介護講座

								⑪福祉体験教室

								⑫ニーズ対応ボランティア講座

								⑬手話入門講座

								⑭要約筆記者養成講座

				（４）登録斡旋事業

						●ボランティア登録及び情報管理

						●ボランティア斡旋業務の充実と推進

				（５）ボランティア組織化事業

						●ボランティア連絡協議会への協力支援

						●ボランティアグループへの協力支援

						●新しいボランティアグループの組織化及びシステム等の検討 オヨトウ

								・ボランティア活動情報発信システムの構築　※５ カツドウジョウホウハッシンコウチク

				（６）活動基盤整備事業

						●福祉図書コーナーの充実

						●ボランティア保険の取り扱い、利用促進

						●各種助成制度の利用促進

		５．地域福祉活動推進事業（ふれまち）

						●相談支援体制の充実(貧困相談等へのソーシャルワークの展開) ソウダンシエンタイセイジュウジツヒンコンソウダントウテンカイ

				（１）ふれあい相談センターの設置運営（総合相談センター）

						●一般相談

								①一般何でも相談

								②心配ごと相談

						●専門相談

								①法律相談

								②人権相談[役場総務課主管]

								③行政相談[役場総務課主管]

								④福祉相談

						●相談員合同研修会の開催

				（２）小地域福祉ネットワーク事業

						●地区福祉懇談会の開催（地区福祉会の組織化準備）　※２

						●小地域ふれあいネットワーク事業の推進　※１

								①ふれあい弁当事業の実施

								・センター方式サービス

								・地区別方式サービス

								②ふれあいネットワークの集いの開催

								・一人暮らし高齢者の集い

								・介護者の集い

						●老人緊急通報システム設置の協力

						●一人暮らし高齢者宅清掃事業の実施

				（３）地域福祉活動モデル事業

						●先駆的・開拓的サービスの開発

								・住民参加型在宅福祉サービスの開発　※３ ジュウミンサンカガタザイタクフクシカイハツ

						●青年学級の開催と充実（勤労軽度知的障がい者の集い）

						●障がい児サマースクール事業の支援（障がい児夏休み集中訓練会）

						●在宅重度障がい者「生活交流会」の開催と充実

						●療育キャンプの開催

						●小地域ふれあいサロンの開発運営及び自立支援（高齢者ふれあい・いきいきサロンの支援）

						●子育て支援の実施

								①子育てサロンの実施

								②子育てキーパーソン養成講座の開催

								③子育てキーパーソンフォローアップ研修の開催

								④ベビーマッサージの実施

								⑤親子で楽しむ音楽会の開催

								⑥子育て通信「こもっ子ｍａｍａ」の発行

						●福祉車両貸出し事業

						●福祉機器貸出事業の実施

						●高齢者自立交流事業（男性料理教室）

						●福祉有償運送事業の実施

				（４）権利擁護事業の実施

						●成年後見制度の利用支援

						●法人後見委員会の開催

						●地域福祉権利擁護事業の実施

				（５）福祉施設との連携事業の実施

						●一人暮らし高齢者招待事業（みずほ寮）への協力

		６．共同募金事業

				（１）共同募金運動の実施

						●戸別募金 トベツボキン

						●一般募金

						●学校募金

				（２）歳末助け合い運動の実施

						●一人暮らし高齢者宅慰問

		７．在宅福祉サービス事業

						●在宅福祉サービスの強化(利用者の増強、事業の拡大) ザイタクフクシキョウカリヨウシャゾウキョウジギョウカクダイ

		Ⅰ介護保険事業

				（１）指定居宅介護支援事業所けやきの運営

						●介護支援サービス計画（ケアプラン）の立案・実施・継続、及び給付管理

						●介護予防サービス計画の立案・実施・継続、及び給付管理（受託）

				（２）菰野町ホームヘルパーステーションけやきの運営

						●訪問介護の提供、介護予防訪問介護の提供

						●年中無休　７：００～２２：００　

				（３）菰野町デイサービスセンターけやきの運営

						●通所介護の提供、介護予防通所介護の提供

						●定員３５名（１日）

						●週６日　(月～土)

				（４）菰野町訪問入浴サービスセンターけやきの運営

						●訪問入浴介護の提供、介護予防訪問入浴介護の提供

						●９：００～１４：００

						●週５日　(月～金)

				（５）菰野町訪問看護ステーションけやきの運営

						●訪問看護の提供、介護予防訪問看護の提供

						●週５日　(月～金)　８：３０～１７：００

		Ⅱ障害者自立支援事業

				（１）菰野町ホームヘルパーステーションけやきの運営

						障がい児・者ホームヘルプ事業の実施

						●居宅介護、重度訪問介護、移動支援

						●年中無休　７：００～２２：００

								・利用者：身体障がい児者、知的障がい児者、精神障がい者

				（３）障がい者訪問入浴事業の実施

				（４）日中一時支援事業の実施

				（５）菰野町わかば作業所の運営

						就労継続支援Ｂ型事業の実施

								・生産活動とその訓練支援

								・一般就労への訓練支援

								・入浴サービスの提供

								・相談、助言等

								・定員３０名（１日）

								・週５日（月～金）８：３０～１６：１０

						地域活動支援センターⅣ型事業の実施

								・創作的活動、生産活動の訓練支援

								・入浴サービスの提供

								・相談、助言等

								・定員９名（１日）

								・週５日（月～金）９：３０～１５：００

		Ⅲ福祉サービス苦情解決事業

				（１）第三者委員会の設置（共同設置）

				（２）苦情の受付、解決業務

		Ⅳ研修事業

				（１）ホームヘルパー２級課程養成研修事業の開催

				（２）介護福祉士試験対策講座の開催

				（３）介護支援専門員試験対策講座の開催

				（４）精神障がい者ホームヘルパー研修の開催

				（５）その他の研修、講座の企画・検討の実施

		８．受託事業

				（１）在宅高齢者生活援助員派遣事業の運営

						●法外者へのホームヘルプ事業の実施（要援護者世帯の見守りと緊急支援の実施）

				（２）老人憩いの家「やすらぎ荘」の運営

						●やすらぎ号（バス）の運行

				（３）ことぶき人材センターの運営

						●会員登録の推進

						●就労先の開拓

						●		会員への就労斡旋 カイインシュウロウアッセン

				（４）地域包括支援センターの運営

						●総合相談支援業務の実施

						●権利擁護相談支援業務の実施

						●包括的、継続的ケアマネージメント支援業務の実施

						●介護予防ケアマネージメント業務の実施

						●介護保険事業所会議　

						●地域ケア会議の開催

						●認知症サポーター・メイトの育成支援 ニンチショウイクセイシエン

								・認知症SOSネットの開発　※４ ニンチショウカイハツ

				（５）地域支援（介護予防）事業の運営

						●運動機能の向上事業

						●栄養改善事業

						●口腔機能の向上事業

				（６）老人福祉センターの運営

						●老人生きがい事業の実施　

								①一般浴の運営

								②歩行浴の運営

								③各種生きがい講座の開催

						●相談事業の実施

				（７）ファミリー・サポート・センターの運営

						●サポート会員講習会の実施

						●依頼会員の募集

						●サポート会員と依頼会員のコーディネート

				（８）配食サービス（食の自立支援）事業の運営

						●昼・夕食(月～土)の訪問給食サービスの実施

				（９）社会福祉大会の実施

				（10）温泉スタンドの運営協力

						●温泉スタンドのコイン販売

				（11）フリースペース（精神障がい者デイケアサービス）の実施

				（12）緊急雇用対策事業の実施

						●菰野町緊急雇用創出事業（介護補助事業　町委託）

						●三重県現任介護職員等研修支援緊急雇用創出事業（県委託）

				（13）二次予防者把握事業の実施（新規）

		９．貸付事業

				（１）町福祉資金の貸付

				（２）県生活福祉資金の貸付取り扱い

				（３）償還指導

		１０．各種団体業務

				（１）町民生委員児童委員協議会

						●役員会、全員協議会の開催

						●地区別協議会の開催

						●部会の開催

								①高齢者福祉部会

								②障がい福祉部会

								③児童母子部会

								④生活福祉部会

								⑤主任児童委員部会 シュニンジドウイインブカイ

						●要援護者の調査、把握

						●広報紙「わ」の発行(広報委員会)

				（２）三重県共同募金会菰野町共同募金委員会

				（３）町老人クラブ連合会

						●役員会、会長会等の開催

						●各種事業の運営協力

				（４）町心身障害者福祉会

						●総会、役員会等の開催営協力

						●各種事業の運営協力

				（５）町母子寡婦福祉会

						●役員会等の開催 カイサイ

						●各種事業の運営協力

						●喫茶しらゆり（けやき内）の運営協力

				（６）町ボランティア連絡協議会

						●役員会等の開催

						●各種事業の運営協力

		１１．その他事業

				（１）コミュニティバス事業の協力

				（２）地域福祉権利擁護事業の支援協力

				（３）福祉施設等との連携

						●緊急雇用対策及び貧困対策事業の継続 キンキュウコヨウタイサクオヨヒンコンタイサクジギョウケイゾク





事業・業務 (2)

		大区分 ダイクブン						赤太字＝重点目標 アカフトジジュウテンモクヒョウ

				中区分 チュウクブン

						小区分 ショウクブン

								説明 セツメイ

		１．会　務

				（１）理事会の開催

				（２）評議員会の開催

				（３）監査会の開催

				（４）各委員会の開催

				（５）関係機関、諸団体との連携

				（６）事務業務 ジムギョウム

						●人事 ジンジ

						●経理 ケイリ

						●庶務 ショム

						●表彰電算機器管理 ヒョウショウデンサンキキカンリ

		２．社協体制強化

				（１）社会福祉協議会会員制度の導入及び会費制の研究

						●法人体制の整備 ホウジンタイセイセイビ

						　①会費制の導入 カイヒセイドウニュウ

						　②寄付の増強 キフゾウキョウ

						　③職員の人事考課制度の導入 ショクインジンジコウカセイドドウニュウ

				（２）「菰野町ふれあいネットワークプラン２１」の実施 ジッシ

						●小地域ネットワークシステムの充実　※１ ショウチイキジュウジツ

						●地区福祉懇談会の推進　※２ チクフクシコンダンカイスイシン

						●住民参加型在宅福祉サービスの開発　※３ ジュウミンサンカガタザイタクフクシカイハツ

						●認知症SOSネットの開発　※４ ニンチショウカイハツ

						●ボランティア活動情報発信システムの構築　※５ カツドウジョウホウハッシンコウチク

		３．会館等管理業務 ギョウム

				（１）保健福祉センター「けやき」の管理運営への協力

				（２）老人憩いの家「やすらぎ荘」の管理運営【受託】

		４．ボランティアセンター事業

				（１）ボランティアセンター機能の充実

						●運営協議会の運営と充実

						●ボランティア活動の振興

						●災害時における災害ボランティアセンター機能及び支援活動の検討

				（２）啓発推進事業

						●社協広報紙「みんなのふくし」の発行

						●ボランティアセンターたより「ボランティアおしらせ版」及び「月間カレンダー」の発行　

						●声の広報の発行協力

						●ホームページの運営及び充実

						●福祉啓発イベント「けやきフェスタ」の開催

						●地域福祉教育推進事業の支援及び推進（町内公立幼・保育園、小・中学校全校、町内高校等への啓発、小地域啓発事業）

				（３）養成研修事業

						●各種ボランティア養成講座の開催

								①一般ボランティアスクール

								②小地域サポーター養成講座・地域サポーター養成講座

								③小学生ボランティア体験教室（夏）

								④小・中学生ボランティアスクール（春）

								⑤中学生ワークキャンプ（夏）

								⑥高校生ボランティアスクール

								⑦点字講習会

								⑧朗度ボランティア養成講座

								⑨ボランティアリーダー研修会（全国ボランティアフェスティバル参加等）

								⑩介護講座

								⑪福祉体験教室

								⑫ニーズ対応ボランティア講座

								⑬手話入門講座

								⑭要約筆記者養成講座

				（４）登録斡旋事業

						●ボランティア登録及び情報管理

						●ボランティア斡旋業務の充実と推進

				（５）ボランティア組織化事業

						●ボランティア連絡協議会への協力支援

						●ボランティアグループへの協力支援

						●新しいボランティアグループの組織化及びシステム等の検討 オヨトウ

								・ボランティア活動情報発信システムの構築　※５ カツドウジョウホウハッシンコウチク

				（６）活動基盤整備事業

						●福祉図書コーナーの充実

						●ボランティア保険の取り扱い、利用促進

						●各種助成制度の利用促進

		５．地域福祉活動推進事業（ふれまち）

						●相談支援体制の充実(貧困相談等へのソーシャルワークの展開) ソウダンシエンタイセイジュウジツヒンコンソウダントウテンカイ

				（１）ふれあい相談センターの設置運営（総合相談センター）

						●一般相談

								①一般何でも相談

								②心配ごと相談

						●専門相談

								①法律相談

								②人権相談[役場総務課主管]

								③行政相談[役場総務課主管]

								④福祉相談

						●相談員合同研修会の開催

				（２）小地域福祉ネットワーク事業

						●地区福祉懇談会の開催（地区福祉会の組織化準備）　※２

						●小地域ふれあいネットワーク事業の推進　※１

								①ふれあい弁当事業の実施

								・センター方式サービス

								・地区別方式サービス

								②ふれあいネットワークの集いの開催

								・一人暮らし高齢者の集い

								・介護者の集い

						●老人緊急通報システム設置の協力

						●一人暮らし高齢者宅清掃事業の実施

				（３）地域福祉活動モデル事業

						●先駆的・開拓的サービスの開発

								・住民参加型在宅福祉サービスの開発　※３ ジュウミンサンカガタザイタクフクシカイハツ

						●青年学級の開催と充実（勤労軽度知的障がい者の集い）

						●障がい児サマースクール事業の支援（障がい児夏休み集中訓練会）

						●在宅重度障がい者「生活交流会」の開催と充実

						●療育キャンプの開催

						●小地域ふれあいサロンの開発運営及び自立支援（高齢者ふれあい・いきいきサロンの支援）

						●子育て支援の実施

								①子育てサロンの実施

								②子育てキーパーソン養成講座の開催

								③子育てキーパーソンフォローアップ研修の開催

								④ベビーマッサージの実施

								⑤親子で楽しむ音楽会の開催

								⑥子育て通信「こもっ子ｍａｍａ」の発行

						●福祉車両貸出し事業

						●福祉機器貸出事業の実施

						●高齢者自立交流事業（男性料理教室）

						●福祉有償運送事業の実施

				（４）権利擁護事業の実施

						●成年後見制度の利用支援

						●法人後見委員会の開催

						●地域福祉権利擁護事業の実施

				（５）福祉施設との連携事業の実施

						●一人暮らし高齢者招待事業（みずほ寮）への協力

		６．共同募金事業

				（１）共同募金運動の実施

						●戸別募金 トベツボキン

						●一般募金

						●学校募金

				（２）歳末助け合い運動の実施

						●一人暮らし高齢者宅慰問

		７．在宅福祉サービス事業

						●在宅福祉サービスの強化(利用者の増強、事業の拡大) ザイタクフクシキョウカリヨウシャゾウキョウジギョウカクダイ

		Ⅰ介護保険事業

				（１）指定居宅介護支援事業所けやきの運営

						●介護支援サービス計画（ケアプラン）の立案・実施・継続、及び給付管理

						●介護予防サービス計画の立案・実施・継続、及び給付管理（受託）

				（２）菰野町ホームヘルパーステーションけやきの運営

						●訪問介護の提供、介護予防訪問介護の提供

						●年中無休　７：００～２２：００　

				（３）菰野町デイサービスセンターけやきの運営

						●通所介護の提供、介護予防通所介護の提供

						●定員３５名（１日）

						●週６日　(月～土)

				（４）菰野町訪問入浴サービスセンターけやきの運営

						●訪問入浴介護の提供、介護予防訪問入浴介護の提供

						●９：００～１４：００

						●週５日　(月～金)

				（５）菰野町訪問看護ステーションけやきの運営

						●訪問看護の提供、介護予防訪問看護の提供

						●週５日　(月～金)　８：３０～１７：００

		Ⅱ障害者自立支援事業

				（１）菰野町ホームヘルパーステーションけやきの運営

						障がい児・者ホームヘルプ事業の実施

						●居宅介護、重度訪問介護、移動支援

						●年中無休　７：００～２２：００

								・利用者：身体障がい児者、知的障がい児者、精神障がい者

				（３）障がい者訪問入浴事業の実施

				（４）日中一時支援事業の実施

				（５）菰野町わかば作業所の運営

						就労継続支援Ｂ型事業の実施

								・生産活動とその訓練支援

								・一般就労への訓練支援

								・入浴サービスの提供

								・相談、助言等

								・定員３０名（１日）

								・週５日（月～金）８：３０～１６：１０

						地域活動支援センターⅣ型事業の実施

								・創作的活動、生産活動の訓練支援

								・入浴サービスの提供

								・相談、助言等

								・定員９名（１日）

								・週５日（月～金）９：３０～１５：００

		Ⅲ福祉サービス苦情解決事業

				（１）第三者委員会の設置（共同設置）

				（２）苦情の受付、解決業務

		Ⅳ研修事業

				（１）ホームヘルパー２級課程養成研修事業の開催

				（２）介護福祉士試験対策講座の開催

				（３）介護支援専門員試験対策講座の開催

				（４）精神障がい者ホームヘルパー研修の開催

				（５）その他の研修、講座の企画・検討の実施

		８．受託事業

				（１）在宅高齢者生活援助員派遣事業の運営

						●法外者へのホームヘルプ事業の実施（要援護者世帯の見守りと緊急支援の実施）

				（２）老人憩いの家「やすらぎ荘」の運営

						●やすらぎ号（バス）の運行

				（３）ことぶき人材センターの運営

						●会員登録の推進

						●就労先の開拓

						●		会員への就労斡旋 カイインシュウロウアッセン

				（４）地域包括支援センターの運営

						●総合相談支援業務の実施

						●権利擁護相談支援業務の実施

						●包括的、継続的ケアマネージメント支援業務の実施

						●介護予防ケアマネージメント業務の実施

						●介護保険事業所会議　

						●地域ケア会議の開催

						●認知症サポーター・メイトの育成支援 ニンチショウイクセイシエン

								・認知症SOSネットの開発　※４ ニンチショウカイハツ

				（５）地域支援（介護予防）事業の運営

						●運動機能の向上事業

						●栄養改善事業

						●口腔機能の向上事業

				（６）老人福祉センターの運営

						●老人生きがい事業の実施　

								①一般浴の運営

								②歩行浴の運営

								③各種生きがい講座の開催

						●相談事業の実施

				（７）ファミリー・サポート・センターの運営

						●サポート会員講習会の実施

						●依頼会員の募集

						●サポート会員と依頼会員のコーディネート

				（８）配食サービス（食の自立支援）事業の運営

						●昼・夕食(月～土)の訪問給食サービスの実施

				（９）社会福祉大会の実施

				（10）温泉スタンドの運営協力

						●温泉スタンドのコイン販売

				（11）フリースペース（精神障がい者デイケアサービス）の実施

				（12）緊急雇用対策事業の実施

						●菰野町緊急雇用創出事業（介護補助事業　町委託）

						●三重県現任介護職員等研修支援緊急雇用創出事業（県委託）

				（13）二次予防者把握事業の実施（新規）

		９．貸付事業

				（１）町福祉資金の貸付

				（２）県生活福祉資金の貸付取り扱い

				（３）償還指導

		１０．各種団体業務

				（１）町民生委員児童委員協議会

						●役員会、全員協議会の開催

						●地区別協議会の開催

						●部会の開催

								①高齢者福祉部会

								②障がい福祉部会

								③児童母子部会

								④生活福祉部会

								⑤主任児童委員部会 シュニンジドウイインブカイ

						●要援護者の調査、把握

						●広報紙「わ」の発行(広報委員会)

				（２）三重県共同募金会菰野町共同募金委員会

				（３）町老人クラブ連合会

						●役員会、会長会等の開催

						●各種事業の運営協力

				（４）町心身障害者福祉会

						●総会、役員会等の開催営協力

						●各種事業の運営協力

				（５）町母子寡婦福祉会

						●役員会等の開催 カイサイ

						●各種事業の運営協力

						●喫茶しらゆり（けやき内）の運営協力

				（６）町ボランティア連絡協議会

						●役員会等の開催

						●各種事業の運営協力

		１１．その他事業

				（１）コミュニティバス事業の協力

				（２）地域福祉権利擁護事業の支援協力

				（３）福祉施設等との連携

						●緊急雇用対策及び貧困対策事業の継続 キンキュウコヨウタイサクオヨヒンコンタイサクジギョウケイゾク
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