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地域のみなさんの心配ごとや悩みごとに寄り添います

この広報紙は、

皆様からの社協会費で

作成しています。

社会福祉法人 伊勢崎市社会福祉協議会
〒３７２－００４５ 伊勢崎市上泉町１５１　社会福祉会館内

なんでも福祉相談 高齢者悩みごと相談
　地域の方の生活や福祉に
関する困りごとを受け止め
ます。
　詳細は群馬県
社会福祉協議会
ホームページを
ご参照ください。

（県社協ホームページ）

　ご高齢の方を対象に不安や悩
みなどの相談を、毎週木曜日（祝
日除く）に受け付けています。
　詳細や開催状況等はふくしプ
ラザへお問い合わせください。

（新型コロナウイルスの影響で
中止になる場合があります。）
☎２６－７７４４（相談専用）

＜問い合わせ＞
☎２５－４５４６（地域福祉推進課）
☎６２－００６６（赤堀支所）
☎２０－２６６６（あずま支所）
☎７４－５２９４（境支所）

社会福祉会館（上泉町）及び社協の各支所で実
施しています。
開催日やその他詳細はお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
当面の間は電話相談のみとなります。

伊勢崎市社協
ホームページ

心配ごと相談
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【令和3年度 伊勢崎市社会福祉大会】 
●期日　令和３年１０月２６日（火）
●会場　伊勢崎市境総合文化センター（伊勢崎市境木島８１８）
●内容　福祉に貢献された方等への表彰及び感謝状贈呈他
　　　　※今後の状況により、変更が生じる場合があります。
●問い合わせ：総務企画課（☎２３－６３１７）

居宅介護・重度訪問介護
身体介護　食事・入浴
　　　　　排泄の介護等
家事援助　掃除・洗濯・
　　　　　調理等の家事等

身体介護

令和2年度決算

令和3年度予算

1,122,212,404円

1,232,239,000円

1,062,335,041円

1,232,239,000円

収入の部

収入の部

支出の部

支出の部

高齢者などのご自宅での安心安全な暮らしを支えるサービス

訪問介護事業をご存じですか？
資格を持った専門の職員が、居宅に訪問し、身体介護や、見守り的援助、生活援助を行うサー
ビスです。住み慣れた地域で自立した在宅生活を送ることができるようサポートいたします。

　サービス利用に際しては地域
包括支援センター、居宅介護支
援事業所の介護支援専門員（ケ
アマネジャー）、障害者の方は
障害者基幹相談支援センターに、
ご相談ください。
　直接、伊勢崎事業所にご連絡
いただいても対応いたします。

検温・アルコール消毒・マスク、
フェイスシールド（必要に応じて）着用など

感染症対策徹底して訪問しています。

障害者（児）を支えるサービス
居宅介護（ホームヘルプ）……利用者様の居宅を訪問し、身体介護や、家事援助等の支援を行うサービスです。
重度訪問介護……重度の障害のため、常時介護や見守りが必要な方に、身体介護、家事援助、移動支援等を

行うサービスです。
同行援護…………視覚障害のため、移動に困難がある方に、外出時に必要な援助を行うサービスです。
地域生活支援……利用者様の可能な限りの能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、  支援

するサービスです。

生活援助 利用できる方
食事介助
　入浴介助
排泄介助
　更衣介助 等

掃除　洗濯
食事準備
買物　調理 等

同行援護
外出時に
　必要な援助等

地域生活支援
訪問入浴
移動支援

・要支援、要介護認定を受けた方
・40歳～64歳の方（第2号被保険
　者）で、特定疾病により介護が
　必要になった方

利用できる方
・障害者総合支援法に基
　づき、支給決定（又は認  
　定）を受けた方
・伊勢崎市障害者地域生
　活支援事業実施要項に
　基づき、支給決定（又は
　認定）を受けた方

私たちがサービス提供責任者です。
安全に安心して地域で生活できるよう全力で
サポートいたします。

高齢者を支えるサービス

を進めていきます！

つながる地域づくり　 支え合いで安心の地域づくり　 暮らしを守る地域づくり

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

＜ 基 本 目 標 ＞

＜ 重 点 事 業 ＞

令和３年度も伊勢崎市社協は、

これらの内容（事業計画）に沿って、さまざまな活動を実施していきます。

今年度事業計画や前年度事業報告の他、
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。
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「支え合い・助け合いで育むいせさきの絆づくり」
　　　　〜伊勢崎市社会福祉協議会基本理念〜

具体的な事業の例 区　分

地域福祉活動の推進
・協議体運営支援等の地域づくり
・ボランティア活動の推進
・高齢者や子育て世代への支援
・生活困窮者等への支援
・各種相談事業　等

①
地域福祉事業

介護サービス等の提供
・訪問介護　・訪問入浴
・通所介護　・居宅介護支援

②
介護保険事業

障害サービス等の提供
・居宅介護　・重度訪問介護
・同行援護　・地域生活支援

③
障害者

総合支援事業

市の15施設の管理運営
・児童センター
・児童館
・ふくしプラザ等高齢福祉施設

④
指定管理事業

社会福祉会館の管理運営
⑤

社会福祉会館
経営
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問い合わせ
●総務企画課　☎23−6317　●地域福祉推進課　☎25−4546　●赤堀支所　☎62−0066
●あずま支所　☎20−2666　●境支所　☎74−5294　　　　　●在宅福祉課　☎22−2050
●施設管理課　☎27−7719　ホームページURL　http://ise-shakyo.or.jp/
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職種 人員 資格等 賃金（時給）等 提出書類・面接 勤務地・問い合わせ・申込等 受付締切り

訪問入浴看護師 若干名 准看護師以上 1 件　2,300 円
（1 件1時間程度）

履歴書・資格証
の写し

後日、面接を
行います。

●伊勢崎事業所
上泉町 151
問い合わせ（☎ 22 － 2050）

随時募集

訪 問 介 護 員
若干名

介護職員初任者
研修以上

（ホームヘルパー
2 級以上）

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

訪問入浴介護員 1 件　1,700 円

通所介護看護師 若干名 准看護師以上 月～土・祝1,200円 ●あずまデイサービスセンター
東小保方町 3243 － 2
問い合わせ（☎ 20 － 2666）

●磯沼荘デイサービスセンター
磯町 409-2
問い合わせ（☎ 63 － 3660）

通 所 介 護 員 若干名

介護職員初任者
研修以上

（ホームヘルパー
2 級以上）

 月～土・祝 900 円

非常勤職員募集 ※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/

※新型コロナ感染症対策には充分に配慮し実施します。
　ただし、状況によっては中止する事があります。

令和3年
8月29日（日）

時間：受付13：30～
開会14：00～

婚活パーティー参加者募集
参加対象者 結婚を望んでいる男女27歳以上45歳

未満（開催日の年齢）の方

参 加 費 2,500円
会 場 最高の一日（伊勢崎市喜多町29-1）

募 集 人 数 男性 12 人　女性 12 人

内 容 アイスブレイクタイム→アピール
タイム→フリータイム→結果発表

参加申込書に必要事項を記入し、
郵送または持参してください。
※参加申込書は地域福祉推進課、
結婚相談所にて配布しています。
本会のホームページからもダウ
ンロードできます。

申込み方法 あ　て　先　〒 372-0045　伊勢崎市上泉町151
　　　　　　社会福祉協議会結婚相談所
　　　　　　「婚活パーティー係」
申込締切日　8月6日（金）
問い合わせ　地域福祉推進課（☎ 25-4546）
※締切後、申込者への参加の可否、参加費納入、独身
　証明書提出等について通知いたします。
※個人情報の取り扱いについては、目的外には使用
　しません。

相 談 日 毎週金曜日（祝日を除く）
毎月第1・第3日曜日

相談時間 午後1時〜午後3時まで（月の最終
金曜日は午後1時〜午後2時まで）

会　　場 社会福祉会館

申込書類

①申込書一式
  （相談所にあります）
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）

●申込書類をすべて揃えていただいた
　後、結婚を希望する本人と相談員が
　面談の上、登録となります。
●相談に関する費用等は無料です。
※新型コロナウイルスの影響により、結婚

相談所は事前予約制で相談を受付してい
ます。平日9：00 ～17：00 の間に電話に
てご連絡ください。また、当面の間金曜
日のみの開催とさせていただきます。

TEL：25−4546

結婚相談

新設ボランティア団体等へ
助成します

賛助会員・特別会員の募集
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。

地域福祉活動を新たに行う団体に対し、
その活動を支援するための助成を行います。

会　　　費
賛 助 会 員 …… 1口1，000円
特 別 会 員 …… 1口5，000円
問い合わせ　
総務企画課　（☎23−6317）

募集期間：8 月 13 日（金）まで
助成金額：1 団体 5 万円以内（２事業程度・単年度助成）
対象事業：今年度新設の市内のボランティア団体等が地域
　　　　　福祉活動を目的に行う自主事業
問い合わせ：ボランティア・市民活動センター
　　　　　　（☎27−5974）




