第

46 号

令和２年

7 月16日

日頃より社会福祉協議会の活動にご理解、ご協力いただきあり
がとうございます。
このたびは、新型コロナウイルスの影響による各種事業等の延
期または中止等により、大変なご不便とご迷惑をおかけいたしま
した。現在はマスクの着用や検温、三密の回避等の感染防止対策
にご協力いただいたうえで少しずつ再開し始め、各所で活気が戻
りつつあります。
これから先も市民の皆様とともに築いてきた「いせさきの絆」を
より一層深めていけるよう、様々な活動に取り組んでまいります。

社会福祉法人

伊勢崎市社会福祉協議会

伊勢崎市上泉町 151 社会福祉会館内
Tel（25）4546 Fax（21）8252
URL http://ise-shakyo.or.jp/

令和２年７月16日

社協いせさき

かがやき

社協いせさき

令和２年７月16日

かがやき

い せ さ き 絆 づ く り プ ラ ン
「第３期伊勢崎市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定しました

▶基本理念

支え合い・助け合いで育む いせさきの絆づくり
〜つながろう 明日への幸せと未来のために〜
伊勢崎市社会福祉協議会では「第３期伊勢崎市地域福祉活動計画」
を策定いたしました。
本計画の基本理念には、伊勢崎市の誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、
市民一人ひとりが自分の暮らす地域に関心を持ち、住民相互の交流を深め、心を通わせ
ることから、支え合いや助け合いといった互助や共助の考えや取り組みをこれまで以上
に広げ、第１期・第２期と紡いできた市民相互が支え合う「いせさきの絆（きずな）」を
より強固なものにしていきたいという思いを込めています。

地 域 福 祉 ってなんだろう？
地域福祉とは……
「伊勢崎市に住む誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れ
るよう、市民・福祉関係団体・社会福祉協議会・行政等が、支え合い・
助け合いの取り組みを互いに協力して行い、幸せな生活を“地域”全体
で推進していくこと」
です。
地域福祉を推進するためには……
市民・福祉関係団体・社会福祉協議会・行政等が、お互いに力を合わ
せる関係をつくり、
「自助・互助・共助・公助」
の4つの要素を重層的に
組み合わせた
「地域ぐるみの福祉」
に取り組むことが重要となります。
■自助・互助・共助・公助のイメージ

▶計画の体系
基本目標1

計画策定のため開催した地域福祉懇談会の様子

つながる地域づくり

時代に合わせて変化する地域コミュニティの形態に合わせ、緩やかな関係性や地域とのつながりを持つこ
との重要性を広く浸透させ、地域との関わりの中で住民同士の絆を深めていきます。

施策１

支え合い・助け合いの意識の醸成

○地域の人たちがお互いに支え合い・助け合うという「互助」や「共助」の意識を醸成するため、基本的な人権や地域
福祉に関する広報及び啓発活動を行い、誰にでも分かりやすい教育・学習の機会を提供します。

施策２

地域の交流促進

○地域や社会で、いざという時に助け合うことができる関係性を築くため、福祉や防災等の内容から生涯学習や交流・
レクリエーション等、市民同士の交流機会の創出や市民活動等の活性化の支援を行います。

基本目標2

支え合いで安心の地域づくり

市民一人ひとりが地域の課題を自分事として捉え、
市民主体のボランティア活動や地域活動等への参加を促します。
日頃から地域の中で、支援が必要な人を把握し、声かけ・見守り等、支え合いのできる体制の構築を推進します。

施策１

地域福祉活動の活性化

○市内ボランティア団体や地域福祉活動団体等の活動を支え、団体同士の情報共有や連携の支援を行います。
地域支え合いの担い手となる人材育成や福祉に関わる専門的な人材やリーダー等の育成に努めます。

施策２

生活サポート体制の充実

○すべての市民が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、
日常的な移動や意思疎通等に関する支援を充実します。

施策３

見守り及び支援体制の構築

○市民をはじめ、民生委員・児童委員、関係機関、事業者等が連携することで、日常的な見守りを推進します。
また、何らかの支援が必要な人を適宜支援機関につなげていく体制の強化に努めます。

基本目標3

暮らしを守る地域づくり

地域や福祉に関わる情報等は、すべての人が得ることができるよう､情報発信方法や内容の強化を行います。
住み慣れた地域での暮らしが続けられるよう、必要な人に必要な支援が提供されるサービスと提供体制の
整備を進めます。

施策１

情報提供及び相談支援体制の充実

○市内に住むすべての人が安心して暮らすことができるよう、市民、市民団体、福祉関係機関等との連携のもと、
不安や心配事等について相談ができる環境や必要な情報が適切に提供される体制の強化に努めます。

施策２

福祉サービスの充実

○福祉サービスを適切に利用できる環境を整えるとともに、行政等による公的な福祉サービス
の量的・質的な確保を図ります。また、権利擁護体制の充実に努めます。

施策３

防犯・災害時等支援体制の整備

○実際を想定した防災訓練の実施や訓練への参加促進等、緊急時対応への体制整備を図ります。
高齢者や子ども、障害者等が、安心して安全に日常生活を送ることができる体制を強化します。
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令和２年７月16日

社協いせさき

令和２年度

かがやき

社協いせさき

事業計画

「支え合い・助け合いで育む いせさきの絆づくり」

決算・予算
令和２年度予算 収入

〜伊勢崎市社会福祉協議会 基本理念〜

前期末支払資金残高
4.0%
社会福祉会館経営
1.0%

下記の各種事業を実施していきます。
◆ 基 本目標 ◆

◆重 点 事 業◆

１．地域における「新たな支え合い」を推進し
きずなを深める
２．地域における助け合い活動を活性化
３．住み慣れた地域での暮らしに必要なサー
ビスの充実

１．つながる地域づくり
２．支え合いで安心の地域づくり
３．暮らしを守る地域づくり

【総務企画課】

住民の暮らしやすい地域づくりを
推進します。

●法人運営、財務・人事管理等会務の運営
●苦情解決体制の整備
●自主財源の確保
●連絡調整、調査・研究事業、広報活動の実施
●総合企画関連事業の実施
●その他の事業、業務

●地域共生社会の実現に向けた地域づくりの推進
●相談事業の開催（心配ごと相談・結婚相談）
●権利擁護体制の充実
●生活困窮者への支援

●社会参加、生活支援充実
●関係団体等への支援

【在宅福祉課】
介護保険・障害福祉サービス事業をはじめとする
在宅福祉サービスの事業運営を行います。

●ボランティア・市民活動センター
●障害者相談支援センター

令和２年度予算 支出

支出の部 事業別
1,240,029,000円

指定管理事業
42.2%

地域福祉事業
31.0%

介護保険事業
22.8%

介護保険事業
23.6%
障害者総合支援事業
2.2%

社会福祉事業区分

公益事業区分

収入予算額

1,010,097,000 円

229,932,000 円

支出予算額

1,010,097,000 円

229,932,000 円

令和元年度決算 収入

収入の部 事業別
1,187,375,676円

令和元年度決算 支出

社会福祉会館経営
2.4%

支出の部 事業別
1,171,359,737円

社会福祉会館経営
2.5%

指定管理事業
45.9%

地域福祉事業
28.4%

指定管理事業
45.9%

地域福祉事業
27.6%

●その他の地域福祉推進

【赤堀支所・あずま支所・境支所】
●地域福祉活動の推進事業（各事業の実施）
●地区社会福祉協議会（赤堀・あずま・境地区）
障害者総合支援事業
1.9%

【施設管理課】

貸借対照表

その他の固定資産

資 産 合 計

介護保険事業
21.6%

現在
当年度末

358,373,767 円
720,250,318 円

基本財産

障害者総合支援事業
2.4%

4,300,000 円
715,950,318 円

1,078,624,085 円

純資産の部

前年度（令和元年度）事業報告の他、予算及び決算の詳細は本会ホームページで公開しています。
（http://ise-shakyo.or.jp/）

勘定科目

固定資産

資産の部

●指定管理施設の管理運営
ふくしプラザ
ふれあいセンター
老人いこいの家
みやまセンター
高齢者生きがいセンター
境地域福祉センター
境社会福祉センター
児童センター
境児童センター
赤堀児童館
赤堀南児童館
赤堀あさひ児童館
きく児童館
さざんか児童館
あやめ児童館
●社会福祉会館の管理

流動資産

令和2年3月31日

介護保険事業
21.4%

負債の部

本会が指定を受けている指定管理施設（１５施設）の適切な管理運営を行います。
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概要は下記のとおりです。

〈令和２年度予算の内訳〉

●共同募金会への協力

●戦没者等追悼式の執行

令和元年度決算及び令和２年度予算の

社会福祉会館経営
1.0%

地域福祉事業
28.0%

障害者総合支援事業
2.0%

●各支所との連絡調整

伊勢崎事業所・あずま事業所・磯沼荘事業所

●介護保険事業の経営
居宅介護支援事業、訪問介護事業、
訪問入浴事業、通所介護事業、
介護予防・日常生活支援総合事業
●障害者福祉サービス事業の実施
障害者総合支援事業、
地域生活支援事業
●その他在宅福祉サービスへの対応等

●地域福祉推進事業

収入の部 事業別
1,240,029,000円

指定管理事業
42.2%

【地域福祉推進課】

適切な法人運営や総合的な事業の
企画・推進を行います。

令和２年７月16日

かがやき

勘定科目

流動負債
固定負債

負 債 合 計

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金

当年度末

120,317,081 円
337,111,854 円

457,428,935 円
8,285,350 円
189,138,913 円
92,889,904 円

その他の積立金

102,436,072 円

次期繰越活動増減差額
純 資 産 合 計

228,444,911 円
621,195,150 円

負債 及び 純 資 産 合 計

1,078,624,085 円

4

令和２年７月16日

社協いせさき

かがやき

社協いせさき

結婚相談所のご案内

高齢者等のご自宅での安心安全な暮らしを支えるサービス

通所介護事業（デイサービス）とは
一日の流れ

結婚相談所は、
「結婚したい！」というあなたの前向きな気持ちを相談員がサポートします。

介 護 や 介 助 が 必 要 に な っ て も、
入浴や食事の介助等の日常生活に

≪あずま及び磯沼荘デイサービスセンターの例≫

必要なサービスを、住み慣れた地
域の施設で、介護員や看護師等の

8：30 送迎・検温（ご自宅までお迎えに上がります）

専門の職員のサポートにより安心

9：00 デイサービス到着

して安全にご利用いただけます。

健康チェック、入浴

私達が生活相談員です。
お気軽にご相談ください。

体操・個別機能訓練
12：00 昼食・休息

あずまデイサービスセンター

14：00 体操・レクリエーション

1

登録

●申込書一式と写真、独身証明書を揃え、
登録を希望する本人が相談所へお越し

ください。相談員と面談の上、登録と

なります。（登録を済ませると登録ナ
ンバーが決まります）

成婚

●結婚が決まったら、

※内容及び時間は、催事等により異なります。ご不明な点は、ご担当のケアマネジャーまたは下記施設へ
お気軽にお問い合わせ下さい。また、下記施設では、お試し体験利用も随時受け付けております。

●あずまデイサービスセンター

相談員へご報告を
お願いします。

てみたい相手を２人以内指名できます。

5
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交際

●お互いが合意すれば日程

相談員が引き続き、お二人をサポートし

福祉会館入口で待ち合わ

向けてのお付き合いが始まります。担当

ます。また、月に１度担当相談員へ交際

フェイスシールド・非接触型体温計

せをします。相談員から
氏名を紹介のうえお見合
いを行います。

ようアドバイスします。

期日

毎週金曜日（祝日を除く）
毎月第１・第３日曜日

受 付 午後１時〜午後３時まで（月の最終
時 間 金曜日は午後１時〜午後２時まで）
相 談 午後１時〜午後４時まで（月の最終
時 間 金曜日は午後１時〜午後３時まで）

申 込 ①申込書一式（相談所にあります）
書 類 ②独身証明書
③写真（L判２種類・３か月以内に
撮影した上半身と全身の写真）

●新型コロナウイルスの影響により、結婚相談所は
当面の間金曜日のみの開所となっています。日曜日
の相談所再開の際は改めてＨＰでお知らせします。

︵Ｈ夫妻︶

●相談に関する費用等は無料、予約は必要ありません。
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を調整し、伊勢崎市社会

幸せの 声 が届きました

検温

お見合い

●お互いが交際を希望した場合、結婚に

会 場 社会福祉会館 ３階相談室

距離をとってのレクリエーション

合いをするか否か判断します。

﹁素敵な出会い﹂を見つけることができたお二人です︒

手指の消毒

●プロフィールを見た中で、お見合いし

︒
おめでとうございます︒末永くお幸せに …

送迎車の消毒

プロフィールを確認（来所）して、お見

資料とプロフィールです）

す。指名を受けた人は、指名した人の

私達は、令和２年２月に行われた婚活パーティーで初めて出会いました。
お互いに緊張していましたが、
趣味や好きな食べ物、
休日の過ごし方などの
話しで盛り上がり、
打ち解けられた事を覚えています。
その後、
休日を一緒
に過ごす中で、
彼女の素直で何気ない気遣いに心を惹かれ、
私自身も気
を張らずありのままでいられた事で、
関係が深まりました。
お付き合いを重ねていく中で、当初は感じなかったお互いの良いところと
悪いところが分かってきましたが、
それを含めてこれからの人生を共に歩ん
でいきたいと思えたため、
私自身の誕生日の際に彼女にプロポーズをして、
５月に入籍しました。
世の中がコロナウイルスで大変な状況になり、
このような時に結婚をす
べきかどうか迷いもありましたが、
お互いを支え合いながら共に乗り越え
ていきます。
素敵な出会いの場を与えていただき、
本当にありがとうございました。

消毒、
職員や利用者様の検温、
マスクやフェイスシールドの装着、
器具の消毒）
を適宜実施しております。

を指名できます。
（個人が特定できない

談員へご相談ください。成婚へ繋がる

〜新型コロナウイルス感染防止の取り組み〜
止し、安心、安全にご利用いただけるよう感染防止策
（送迎車や入浴車の消毒、間仕切りの設置、手指の

連絡と確認

●相談員が指名をした相手に連絡をしま

プロフィールを見てみたい人５人以内

●交際中に不安や悩み事が生じた時も相

TEL：63-3660（磯町409-2）

各介護保険事業所
（通所介護、訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援）
では、新型コロナウイルス感染を防

3

●結婚相談所にある閲覧用資料の中から

状況の報告をしていただきます。

●磯沼荘デイサービスセンター

TEL：61-1936（東小保方町3243-2）

お見合い希望
を相談

指名をしたら、２か月はお返事をお待

6

16：10 送迎（ご自宅までお送りいたします）

2

ちください。

磯沼荘デイサービスセンター

15：00 ティータイム

間仕切りの設置

令和２年７月16日

かがやき
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社協いせさき

令和２年７月16日

かがやき

日常生活上のあらゆる相談を相談員がお話を丁寧にお伺いし、
適切なアドバイスや専門関係機関へのご紹介を行っています。

心配ごと相談所のご案内

【お知らせ】8月から群馬県基準によるガイドライン警戒度1の場合は、来所相談を再開します。

相談先

相談日

問い合わせ

社会福祉会館

第1・3・5月曜日

☎25−4546

赤堀保健福祉センター

第2・4火曜日

☎62−0066

高齢者生きがいセンター 第1・3・5水曜日

☎20−2666

境地域福祉センター

☎74−5294

第2・4金曜日

相談無料
秘密厳守

●国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始を除く●受付は午後1時〜午後3時まで
（相談は午後4時まで）

高齢者悩みごと相談

生活している中で、
困りごとや悩みごとは
ありませんか？

高齢者の方で、不安や悩みを抱えている方に
専門の相談員が相談をお受けします。
実 施 日 ：祝日を除く毎週木曜日

相談方法 ：8月より当面の間、電話相談のみ行います。

時

問 合 せ ：ふくしプラザ

間 ：午前10時〜午後３時まで

☎２６−７７４４
（相談専用電話）

（正午〜午後１時は休憩時間）
対 象 者 ：市内在住の高齢者

※新型コロナウイルスの流行状況により中止となる場合があります。

賛助会員・特別会員の募集

令和２年度 伊勢崎市社会福祉大会を開催します

社会福祉協議会では、賛助会員・特別会員を募集しています。
入会時会費納入の際には、手数料なしの振込用紙を送付しています。
詳しくは総務企画課までご連絡ください。
皆様のご協力をお願いします。

賛助会員 １口 １,０００円 【問い合わせ】
特別会員 １口 ５,０００円 総務企画課（☎２３−６３１７）

非 常 勤 職 員 募 集
職種
訪問入浴看護師

訪 問 介 護 員

人員
若干名

資格等
准看護師以上

介護職員初任者
若干名 研修以上
（ホームヘルパー
２級以上）

印刷 第一印刷株式会社

訪問入浴介護員
若干名

通 所 介 護 員

介護職員初任者
研修以上
若干名
（ホームヘルパー
２級以上）

問い合わせ

准看護師以上

日 ：令和２年10月30日
（金）
場 ：伊勢崎市境総合文化センター

内

容 ：福祉に貢献された方等への表彰及び

（伊勢崎市境木島８１８）
感謝状贈呈他
※今後の状況により、変更が生じる場合があります。
（☎２３−６３１７）
問い合わせ：総務企画課

※通勤可能な範囲に在住の方 ※勤務時間は相談に応じます
※詳しくは本会ＨＰへ http://ise-shakyo.or.jp/

賃金（時給）

提出書類・面接

勤務地・問い合わせ・申込等

受付締切り

１件2,300円
（１件１時間程度）
身体：平日 1,250円
早朝・夜間・土・日・祝
1,450円
生活：平日 1,150円
早朝・夜間・土・日・祝
1,350円
※その他、交通費等の手
当支給あり
１件

通所介護看護師

期
会

1,700円

月〜土・祝

1,200円

月〜土・祝

900円

●総務企画課 ☎23−6317
●赤堀支所 ☎62−0066
●境支所 ☎74−5294
●施設管理課 ☎27−7719

履歴書・資格
証の写し

●伊勢崎事業所
上泉町151
問い合わせ（☎22−2050）
随時募集

後日、面接を
行います。
●磯沼荘デイサービスセンター
磯町409-2
問い合わせ（☎63−3660）

●地域福祉推進課 ☎25−4546
●あずま支所 ☎20−2666
●在宅福祉課 ☎22−2050
ホームページURL http://ise-shakyo.or.jp/
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