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やさしい心が
小野町の未来へ

「赤い羽根共同募金 街頭募金」

チャリティーきゃらばん公演
平成26年10月1日、小野町勤労青少年ホールでチャリティー
きゃらばん公演 劇団飛行船「僕らのおうち」が行われ、小野町
内外からたくさんの方が出席されました。
このチャリティー公演は全国の日産労連の組合員一人ひとり
が月々100円を出し合って「福祉基金」をつくり、全国の心や
体にハンディキャップを持っている方たちに公演を行っている
ものです。
日産労連の組合員の方々、ありがとうございます。

救急法講習会
平成26年10月3日、小野町老人デイサービスセンターにお
いて、ボランティアセンター主催事業の「救急法講習会」が
開催され、町民の方11名の参加がありました。
日本赤十字社福島県支部より講師の葛西梅太郎氏を招
き、ＡＥＤを用いた救急法や三角巾での応急手当など、知識
と技術を交えた内容でした。
受講者の皆さんの中には、三角巾の使い方を初めて学ぶ
方も多く、講師に積極的に質問するなど、熱心に取り組んで

街頭募金

いました。

平成26年10月4日から５日の2日間、おのショッピングプラ
ザのイベント広場において、赤い羽根共同募金の街頭募金活
動を行いました。
今回、日赤奉仕団すみれ会より12名、小野高等学校より2名
の活動協力をいただき、2日間で54,863円と予想を上回るた
くさんの善意が集まりました。
当日善意を寄せてくれた皆さん、募金活動に協力いただい
た皆さんおのショッピングプラザさんに心より感謝申し上げ
ます。

すみれ会交流会
小野町日赤奉仕団すみれ会さんが赤い羽根住民支え合い
活動助成事業を利用して、こまち作業所さんの利用者さん
や、子育て支援ボランティアサークルキッズ・クラブさんとの
交流事業を行いました。
それぞれの団体との交流会は、歌やダンス、吉村忠雄氏に
よる腹話術・マジック・南京玉簾などが披露され、会場が笑
顔に包まれる素晴らしいひと時となりました。

ひまわり
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赤十字ボランティアのつどい
平成26年10月15日、ビックパレットふくしまにおいて「赤十
字ボランティアのつどい」が行われました。
この会は県内の赤十字奉仕団員等が集い、今後の復興支援
を積極的に推進していくことを目的に行われました。
席上では奉仕団活動の功労者の表彰が行われ、小野町から
は下記の方々が受章されました。
金色有功章
郡司多以子氏 佐伯文子氏
菅原英子氏
郡司邦子氏

銀色有功章
鈴木ミヨ氏
牧口サツキ氏

柏原ヒサエ氏

第68回福島県社会福祉大会
平成26年11月19日、福島県文化センターにおいて「第68
回福島県社会福祉大会」が開催されました。
この大会は、地域福祉のさらなる充実に向けた啓発を図
る機会として毎年開かれているもので、記念講演のほか、席
上では社会福祉活動に貢献のあった方々に表彰状・感謝状
が贈呈され、記念講演では元なでしこジャパンの高倉麻子氏
より「サッカー少女から『なでしこジャパン』へ」の講演が行
われました。

仮設住宅支援
平成27年1月19日、小野町日赤奉仕団すみれ会さんが三春
町の富岡仮設デイサービスセンターを訪問しました。
避難された方々へ、楽しいひと時を過ごしていただきたい
と、歌や踊りの披露、おやつを食べながらの談笑を通し気分
転換をしていただきました。
参加された皆様からは「楽しかった」
「ありがとう」などの嬉
しいお言葉を頂くことができました。

傾聴・レクリエーション講習会
平成27年2月22日、小野町老人デイサービスセンターにお
いて、ボランティアセンター主催事業の「傾聴・レクリエーショ
ン講習会」が開催され、町民の方13名の参加がありました。
福島県レクリエーション協会より講師の佐藤喜也氏を招
き、話を聴く姿勢、二人一組でのレクリエーションや絵本を
用いたレクリエーション技術などを学びました。
参加者からは「日常生活でも役立つことが学べて良かっ
た」などの感想が寄せられました。
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ひまわり

赤い羽根共同募金
ご協力ありがとうございました。

募金合計

小野町日赤奉仕団すみれ会

2,456,230 円

小野新町小学校

飯豊小学校

夏井第一小学校

町民の皆様には一世帯あたり400円の募金のご協力を頂き、1,225,600円の募金となりました。
さらには町内各所に設置された募金箱にも多くの善意が寄せられました。
以下、ご協力いただいた皆様をご報告させていただきます。
ふくしま中央森林組合小野事業所
小野町共栄繊維共同組合
たむら農業協同組合小野支店
協同組合おのショッピングプラザ
みちのく鮨
すずきや食堂
もりた食堂
養老乃瀧小野町店
うろこや分店
仙台屋食堂
㈱千本桜リゾートゴルフクラブ
㈲小町の湯
㈱中原石材店
大千里石材店
郡山信用金庫小野町支店
㈱東邦銀行小野支店
㈱大東銀行小野支店
ジスケファミリーショップ
㈱南東北クボタ小野町営業所
㈲印南電気
丸忠ストア
㈱ヨークベニマル小野町店
㈲遠藤商店
松月堂本店
㈲シラカワヤ
富屋酒店
㈱田丸屋本店
㈲鈴木石油
㈲鯨岡石油店
㈲白石金物店
㈱エヌエーシー
栄興物流㈱
㈲小野町運送店
㈱小野町観光タクシー・小野観光介護サービス
パル歯科クリニック
ねもと整骨院鍼灸院
山田歯科医院
牧野整骨院

小野デンタルクリニック
（医）
さいとう医院
（医）
島貫整形外科
野口歯科医院
（医）
杏和会 かみや内科クリニック
（医）
朝陽会 橋本医院
あすか
㈲寿訪問看護ステーション
（医）
慶信會石塚醫院
㈱小野サントップ
ブイエス科工㈱福島工場
日本クリーンシステム㈱
㈱フルカワ福島工場
㈱グローバルファインドネットワーク
㈱コスモコーポレーション
㈲宗像製作所
スモークハウス
エルエスアイ㈱
㈲ヒカリ製作所
イハラ建成工場㈱郡山事業所
東栄化成㈱小野工場
アルパインマニュファクチャリング㈱
㈲石井産業
㈱神崎製作所福島工場
シューテックオカモト㈱
㈲ヨシダエンジニアリング
関東エラストマー㈱
㈲フレンズ
㈱オリーブコーポレーション
東レACE㈱福島工場
小野町建業会
東新電気工業㈱
㈱リフレクシダ
吉田電工㈱
㈲石井電気工事
㈲吉田総合電設
㈱建築なか村
㈲協栄産業

㈱近野左官工業
生天目建築
佐藤瓦工業所
㈱ムナカタ総業
㈱大和田工務店
㈱トヤ
先樹苑
㈲チコウ テンコー・トレーニングセンター
㈲小林自工
㈲竹田モータース
㈲興和自動車整備工場
リトルファクトリー㈱
㈲カーサポート・トータル
セレモニーホール光輪
㈱くさの
小野中学校
小野新町小学校
飯豊小学校
小野町役場職員
小野町議会親和会
小野町民生委員協議会
小野町農業委員会
田村警察署小野分庁舎
田村消防署小野分署職員
郡山信用金庫小野町支店職員
こまち荘親睦会
社会福祉法人啓誠福祉会職員
誠励会デイサービスセンター小野職員
こまち作業所職員
（医）
慶信會石塚醫院 職員一同
小野高等学校職員
日赤奉仕団すみれ会
（フェスタ）
小野町老人クラブ連合会
（フェスタ）
（医）
慶信會石塚醫院理事長 石塚尋朗
（医）
慶信會石塚醫院理事 石塚ミフユ
小野町社会福祉協議会職員一同
前年度繰越金
（敬称略）

ご協力いただいたこの募金は、小野町の各種団体、学校等に助成され、地域で活用されています。その他にも
災害時の救援などでも活用されています。また、社協だより『ひまわり』も、赤い羽根共同募金の配分金を受け
て発行しています。今後もご協力をお願いいたします。
ひまわり
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歳末たすけあい募金
ご協力ありがとうございました。

募金合計

シニアお元気会
山田歯科医院
（医）
島貫整形外科
㈲寿訪問看護ステーション
（医）
慶信會石塚醫院
誠励会デイサービスセンター小野
社会福祉法人啓誠福祉会
㈱オリーブコーポレーション
小野町建業会
㈱リフレクシダ
吉田電工㈱
㈱ムナカタ総業
㈱大和田工務店
勝建設
㈲吉田総合電設
小野中学校
飯豊小学校
夏井第一小学校
浮金小学校
小野町役場職員
小野町議会親和会
小野町民生委員協議会

856,608 円

小野町スポーツ民踊協会

(医)慶信會 石塚醫院

小野町行政区長会
小野町農業委員会
田村警察署小野分庁舎
郡山信用金庫小野町支店職員
こまち荘親睦会
㈲しんしんあすか職員
（医）
慶信會石塚醫院 職員一同
小野町地方総合病院
㈱オリーブコーポレーション社員会
㈱オリーブコーポレーション社員一同
シニアお元気会
小野町スポーツ民踊協会
（医）
慶信會石塚醫院理事長 石塚尋朗
（医）
慶信會石塚醫院理事 石塚ミフユ
田京子
田忠夫
吉田昭二
（谷津作）
先崎春子
（吉野辺）
吉田昭
（本町）
山田歯科医院従業員
（医）
慶信會石塚醫院 待合室募金箱

小野中学校

大東銀行小野支店募金箱
村さ来小野町店募金箱
協同組合おのショッピングプラザ募金箱
セブンイレブン福島小野インター店募金箱
セブンイレブン荒町店募金箱
ミニストップ小野インター店募金箱
ミニストップ小野新町店募金箱
小野町役場募金箱
小野町地方綜合病院募金箱
公民館募金箱
郡山信用金庫小野町支店募金箱
たむら農業協同組合小野支店募金箱
養老乃瀧小野町店募金箱
K－ショップたかきや募金箱
小野町社会福祉協議会募金箱
コムコム街頭募金（10/4実施分）
コムコム街頭募金（10/5実施分）
小野町社会福祉協議会職員一同
前年度繰越金
（敬称略）

皆様からお寄せいただいた歳末たすけあい募金は、平成26年11月、12月に小野町共同募金委員会運営・審査
委員会が開催され、募金の使い道や歳末見舞金の対象となる世帯について慎重に審議されました。審議の結
果、当年度の年末年始の福祉事業として歳末見舞金配布が行われ、温かく新年を迎えていただけるようにと町
内の148世帯に6,000円ずつ配付されました。

ひとり暮し高齢者5世帯を草野典子副会長が訪問、見舞金を
手渡しました。
配分での残金は次年度の事業でも均等に多くの方に配付が行
えるように活用いたします。ご協力ありがとうございました。
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ひまわり

『社会福祉のためにお役立てください』と、社会福祉協議会に対し多くの方々より多額のご寄附をいただき
ました。お寄せいただいた浄財は、社会福祉事業の資金として役立たせていただきます。今回は平成26年9月か
ら平成27年2月までにご寄付いただいた皆様のご芳名を掲載させていただきます。
（敬称略）

小野町商工会女性部

小野町チャリティーカラオケ実行委員会

小野町ゲートボール協会

篤志（社会福祉のために）
福島県民共済生活協同組合 理事長 穴澤正行
小野町商工会女性部
小野町チャリティーカラオケ実行委員会

吉田 行達
小野町ゲートボール協会

小野町チャリティーカラオケ実行委員会様は小野町社会福祉協議会のほか、小野町文化・体育振興基金
にもご寄付をいただきました。

遺志
田 浩平（反町）
根本 保男（菖蒲谷）
根本 米子（夏井）
横田 浩二（本町）
佐藤 勝彦（飯豊上）
三浦 博幸（谷津作）
高橋 修（仲町）
今泉 慶三（夏井）
今泉 雅賀（夏井）
吉田 光夫（平田村）
國分 紀光（東京都府中市）
髙橋 清（反町）
村上 正幸（浮金）
長窪 敏（飯豊中）
郡司 英次（谷津作）
大竹 万（塩庭二区）
佐藤 正則（浮金）
先﨑 昭光（大八）
村上 敏志（飯豊中）
吉田 浩二（荒町）
中野 栄作（皮籠石）
草野 トシ子（小野赤沼）
吉田 育雄（荒町）
村上 貞夫（飯豊下）
山田 清治（荒町）
相良 忠一（平田村）
郡司 広幸（吉野辺）
白石 泰雄（谷津作）
根本 保雄（塩庭一区）
橋本 光治（小野山神）
琴田 尚登（荒町）
大和田 則子（浮金）
郡司 武弘（中通）

遺志（故母 田 ミツ子）
遺志（故妻 根本 ナツ）
遺志（故義母 根本 ヨシ子）
遺志（故母 横田 カネ）
遺志（故母 佐藤 イチ）
遺志（故祖母 三浦 きよ子）
遺志（故母 高橋 伯子）
遺志（故母 今泉 マサ）
遺志（故父 今泉 雅直）
遺志（故父 吉田 孫市）
遺志（故叔父 國分 信雄）
遺志（故母 髙橋 智榮子）
遺志（故母 村上 里子）
遺志（故母 長窪 イト）
遺志（故母 郡司 トラ）
遺志（故父 大竹 榮一）
遺志（故母 佐藤 キミ）
遺志（故母 先﨑 ミツエ）
遺志（故父 村上 光男）
遺志（故母 吉田 マサ子）
遺志（故父 中野 光正）
遺志（故母 草野 ヨシ子）
遺志（故母 吉田 登美世）
遺志（故長女 村上 初江）
遺志（故妻 山田 ヨシイ）
遺志（故母 相良 フヨ）
遺志（故父 郡司 廣喜）
遺志（故父 白石 二郎）
遺志（故母 根本 ハン）
遺志（故父 橋本 静治）
遺志（故父 琴田 稔）
遺志（故母 大和田 ノブ）
遺志（故義父 郡司 上徳）

阿部 貴治（夏井）
鈴木 一平（中通）
大竹 翔太（谷津作）
大和田 勝典（中通）
小林 慎一（浮金）
矢野 孝次（本町）
先﨑 吉伸（大八）
宗像 富三（飯豊下）
佐藤 勝一（雁股田）
渡辺 定雄（夏井）
高﨑 謙治（本町）
齋藤 卓（小野赤沼）
吉田 章（夏井）
郡司 源一（吉野辺）
村上 政洋（浮金）
村上 森一（小野赤沼）
新田 常良（浮金）
渡辺 久（中通）
吉田 栄（飯豊）
伊藤 宗好（反町）
矢吹 航平（本町）
田村 博之（湯沢）
大楽 登（大八）
村上 良仁（小野赤沼）
宗像 博一（吉野辺）
古内 孝幸（反町）
佐藤 孝志（谷津作）

篤志
遺志

5件
60件

遺志（故父 阿部 善徳）
遺志（故父 鈴木 平八郎）
遺志（故祖父 大竹 昭）
遺志（故父 大和田 吉二）
遺志（故父 小林 誠一）
遺志（故妻 矢野 絹江）
遺志（故母 先﨑 みよ）
遺志（故父 宗像 秀助）
遺志（故母 佐藤 テル）
遺志（故母 渡辺 ふじ江）
遺志（故母 高﨑 かめよ）
遺志（故父 齋藤 忠）
遺志（故父 吉田 忠則）
遺志（故母 郡司 キミ）
遺志（故父 村上 勝嘉）
遺志（故父 村上 音七）
遺志（故母 新田 ミヨ子）
遺志（故父 渡邊 利雄）
遺志（故母 吉田 カネ子）
遺志（故母 壁谷 操）
遺志（故父 矢吹 元孝）
遺志（故母 田村 ヨシイ）
遺志（故父 大楽 敬四郎）
遺志（故父 村上 亢良）
遺志（故母 宗像 フク）
遺志（故父 古内 孝）
遺志（故父 佐藤 安孝）

305,000円
2,330,000円
ひまわり
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平成27年度 小野町社会福祉協議会事業計画

基本方針

今日の社会福祉を取り巻く状況は、少子高齢化や家族形態の多様化、コミュニティ能力の低下が進む中、公的な制度だけ
では解決しきれない問題が発生しているとともに、生活への不安も深刻化しています。
こうした状況の中、本会では住民相互が日頃からともに支えあい助け合う関係を築きながら、子どもや高齢者、障がい者
など地域に住む誰もが地域を支える一員として地域福祉活動に参加できる仕組みづくりと、地域福祉の中心となる人材の
育成に力を注ぎ、地域の福祉力の向上に取り組みます。
介護保険事業では、地域の安定したサービス提供事業所として、利用者本位で信頼される質の高い介護サービスを提供
するとともに、利用者等の具体的なニーズ把握に努め、満足度の高い多様なサービスの提供に努めます。また、障がい者
ニーズに対応するために、相談支援事業の本質をとらえ、利用者の意向に出来るかぎり沿う形で運営し、介護保険事業と同
様に利用者とのかかわりを通して、より良いサービスの提供に努めます。

重点目標
1. 法人運営事業
⑴ 社会福祉協議会の活動への理解をしていただくため
の広報啓発活動に努めます。
⑵ 会員募集の積極的な推進に努めます。
⑶ 住民参加・協力によるサロン事業の推進に努めます。
⑷ 住民参加・協力による共同募金事業推進に努めます。
⑸ 日常生活自立支援事業（あんしんサポート）の推進に
努めます。
⑹ 低所得者世帯の生活の安定と自立を支援するため
に、福祉基金や生活福祉資金の有効活用を図ります。
⑺ 職員個々のスキルアップを図ります。
⑻ 心配ごと相談において、幅広い相談内容の対応を行
い適切に行います。

⑵ 主催事業の開催により、専門知識、技術習得について
研修を行うなどボランティア活動者のスキルアップを
図ります。
4. 居宅介護支援事業
⑴ 一人一人の思いに沿った支援が提供できるように，
他事業所，地域との協力・連携を図り，地域で支える
視点でケアプランの質を高めます。
⑵ 緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やか
に利用者の居宅を訪問、状況を把握し、その状況に応
じて、行政及び関係機関との連絡調整を行い、必要な
措置を適切に行います。
⑶ 居宅サービスに位置づけたサービス等に関する利用
者の要望、苦情等に対し迅速に対応をします。
⑷ 市町村サービス事業所等より紹介された、困難事例
等に対して、積極的に取り組みます。

2. 相談支援事業
⑴ 利用者又は障がい児保護者の意思及び人格を尊重
し、常に当該者の立場に立って、支給決定障がい者等
に提供される障がい福祉サービス等が特定の種類又
は特定の障がい福祉サービス事業者に不当に偏する
事のないよう、公正中立に行います。
⑵ 緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やか
に利用者の居宅を訪問、状況を把握し、その状況に応
じて、利用者の家族、利用者の利用する障がい福祉
サービス、医療機関及び行政、その他の関係機関との
連絡調整を行い、必要な措置を適切に行います。

5. デイサービス事業
⑴ 機能訓練の充実を図るよう努めます。
⑵ 利用者同士の交流（生活機能向上や趣味の共有化）
に努めます。
⑶ 家族への介護負担軽減に努めます。
⑷ 資格や知識、技術の取得により専門職としてのスキ
ルアップに努めます。
⑸ 事故等の安全管理体制と感染症管理体制の強化に努
めます。

3. ボランティアセンター事業
⑴ 関係機関とのネットワークの強化に努めます。

平成27年度 小野町社会福祉協議会資金収支予算（単位：円）
収入の部

その他の活動による収入
1,000

サービス区分間繰入金収入
5,002,000

寄附金収入
3,985,000
経常経費補助金収入
13,410,000

拠点区分間繰入金収入
24,850,000

受託金収入
10,736,000

積立資産取崩収入
43,000,000

事業収入
40,000

その他の収入
19,000

介護保険事業収入
152,002,000

受取利息配当金収入
90,000
障がい福祉サービス等事業収入
1,188,000

合計 255,191,000円
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支出の部

会費収入
868,000

拠点区分間繰入金支出
24,850,000

サービス区分間繰入金支出
5,002,000
その他の活動による支出
1,000

積立資産支出
38,000,000

予備費支出
550,000

その他の施設整備等による支出
320,000
固定資産取得支出
1,929,000

人件費支出
143,948,000

助成金支出
290,000
共同募金配分金事業費支出
2,448,000
貸付事業支出
2,000
地域福祉事業支出
253,000 事務費支出

19,490,000

事業費支出
18,108,000

合計 255,191,000円

満百歳おめでとうございます
下記の皆さんが満100歳の誕生日を迎えられ、親族や関係者同席のもと、百歳賀寿贈呈式が行われました。
町からは、大和田町長より賀寿と敬祝金が、福島県からは県知事賀寿と木杯が贈られ、当協議会からは花束
を贈呈しました。これからもお元気に過ごされますよう心よりお祈りいたします。

大倉 キクイ さん(本町)
平成26年9月23日

石井 セイ さん(浮金)
平成26年10月30日

宗像 ヒサ さん(浮金)

吉田 ハツミ さん(仲町)

平成26年12月24日

平成27年2月5日

知ってるとお得です！ 地域福祉事業紹介
当協議会が行う在宅福祉サービスについてご案内します。条件がありますが、該当する方はサービスの

利用を行うことができます。サービスは基本無料でお使いいただけます。是非ご活用ください。

出張理髪サービス事業
対象者：65 歳以上で要介護 4 以上の介護認定を受け、その状態が在宅で 3 ヵ月以上続いている方
内

容：年に 2 回実施され、指定理容所が利用者宅へ出張し理髪サービスを行ないます。

寝具丸洗い乾燥消毒サービス事業
対象者：65 歳以上で要介護 3 以上の介護認定を受け、その状態が在宅で 6 ヵ月以上続いている方
内

容：年に 2 回実施され、業者が利用者宅より寝具を回収し、クリーニング後に配達します。

お申込みはお住まいの地区民生委員さんまで
その他、車椅子、電動ベッド、ワンタッチテントなどの貸出も行っております。詳しい内容についてや
申込みについては下記連絡先までお気軽にお電話ください。

磐越東線 ↓滝根

総合病院●

小野新町駅

線

9号

34

●消防署

〒

いわき←

FAX 0247-71-0471

○小野町指定相談支援事業所

いわき←

TEL 0247-72-6377

文 小野高校

●役場

○小野町在宅介護支援センター

（指定居宅介護支援事業所）

小野町指定相談支援事業所

349号バイパス

FAX 0247-72-6790

●町民体育館

磐越自動車道

TEL 0247-72-6777

49号線

（指定居宅サービス事業所）

●運動公園

●警察署

FAX 0247-71-0471

○小野町老人デイサービスセンター

小野町社会福祉協議会
●こまち荘

○小野町ボランティアセンター
TEL 0247-72-6866

→郡山

TEL 0247-72-6866

字美売57番地１
FAX 0247-71-0471

小野インター

桜の季節が近づいてきました。
小野町社会福祉協議会では来
年度より年２回の広報誌を３回
に増やし、より詳しく小野町の
福祉をお伝えできればと考えて
います。
また、新しい事業を展開して
いく予定ですので、これからの
小野町社会福祉協議会にご注目
ください！

社会福祉法人小野町社会福祉協議会

〒963-3401 田村郡小野町大字小野新町

→郡山

編集後記

〒963-3401 田村郡小野町大字小野新町字品ノ木111

TEL 0247-61-6101

FAX 0247-61-6102

小野町社会福祉協議会では個人情報保護法に関して適用されている法令、国が定める方針その他の規範を
遵守し、保有する個人情報の保護に努めます。
ひまわり
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