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社協会費とは

永平寺町社協の事業所紹介！

お問い合わせ
小規模多機能型居宅介護事業所
ほっこり ☎0776-63-2233

8月の予定

☎0776-63-3868永平寺老人福祉センター　永寿苑お問い合わせ

永平寺老人福祉センター 永寿苑

会員加入のお願い

☆昔懐かしい音楽に合せ、
　身体全体を動かしました。

6/196/19
（水）

◆日　程：令和元年8月7日（水）
◆時　間：午前10時30分～午後3時
◆内　容：『わくわく一座お盆公演』

◆日　程：令和元年8月22日（木）
◆時　間：午後1時30分～2時30分
◆内　容：『大人のお腹元気教室』

会員
普通会員・特別会員・賛助会員

会費
普通会員 … 一口　   500円
特別会員 … 一口　5,000円
賛助会員 … 一口　5,000円

『ミュージックケア』『ミュージックケア』

小規模多機能型居宅介護事業所小規模多機能型居宅介護事業所

ほっこりほっこり

☆プロ級の歌声に皆さんびっくり、曲に合わせ
　ての衣装にも楽しませて頂きました。

『趣味を楽しむ
 愉快な友の会による公演』
『趣味を楽しむ
 愉快な友の会による公演』

その他にもいろいろな企画を考えております！

6/266/26
（水）

永平寺町
社会福祉協議会

令和元年度 永平寺町社会福祉協議会

皆様のご協力よろしくお願いいたします。

【会　　長】　多　田　博　幸【会　　長】　多　田　博　幸
【副 会 長】　村　中　三　郎
【常務理事】　江　守　　　勝
■理　事　　山　村　岩　夫
　　　　　　長谷川　安　男
　　　　　　南　部　顕　浩
　　　　　　砂　村　洋　子
　　　　　　齋　藤　信　英
　　　　　　吉　田　謙　治
　　　　　　大　関　政　英
　　　　　　奥　野　正　司
　　　　　　木　村　勇　樹
　　　　　　河　合　伸　哉
■監　事　　浅　野　秀　信
　　　　　　前　川　次　夫

【副 会 長】　村　中　三　郎
【常務理事】　江　守　　　勝
■理　事　　山　村　岩　夫
　　　　　　長谷川　安　男
　　　　　　南　部　顕　浩
　　　　　　砂　村　洋　子
　　　　　　齋　藤　信　英
　　　　　　吉　田　謙　治
　　　　　　大　関　政　英
　　　　　　奥　野　正　司
　　　　　　木　村　勇　樹
　　　　　　河　合　伸　哉
■監　事　　浅　野　秀　信
　　　　　　前　川　次　夫

　永平寺町社会福祉協議会役員改選が行われ、次の方々が選任されましたので、ご報告致
します。新たな役員体制のもと、永平寺町を幸せ100％にするため、邁進していきます！

　社協の事業に賛同し、資金面から支
えていただく方法です。ボランティア
活動への参加が難しくても、社協会員
になることで永平寺町の地域福祉活動
に参加することができます。

　盛夏の候、ますますご清祥の
段、お慶び申し上げます。平素は
永平寺町社会福祉協議会に対し
まして、格別のご高配を賜り、厚
く御礼申し上げます。
　また、明るい笑顔のまちづく
り、そして温かい心の通い合う地
域づくりにご支援とご協力を頂
いておりますことを重ねて御礼
申し上げます。

　さて、私事で恐縮ですが、6月25日の理事会におきまして
永平寺町社会福祉協議会会長の再任を仰せつかりました。
微力ではございますが、２年間永平寺町の「福祉の向上に」
一生懸命努めさせていただく所存でございます。
　私たちの町も少子高齢化が進む中で、町内各種機関、団体
の皆様のお力を頂きながら、町民の皆様の日頃の生活課題
をともに考え「誰もが安心して暮らし続けることのできる」
また、「支え合う、助け合う明るいまちづくり」に向けて、理
事及び永平寺町社協職員一同、一丸となり取り組んでまい
ります。
　皆様には今後ともご支援を賜りますようお願いを申し上
げまして、ご挨拶といたします。    　　　　 令和元年７月吉日

任期：平成30年度会計に関する定時評議員会の
終結の時（R1.6.24）から選任後2年以内に終了
する会計年度のうち最終のものに関する定時評議
員会の終結の時（R3.6月の定時評議員会終了
時）までとする。

少人数で家庭的な雰囲
気の中で自分の出来る
ことを継続しながら役
割をもって生活してい
ただけるように支援さ
せていただきます！！

（順不同・敬称略）

新 役 員 紹 介

永平寺町社会福祉協議会
会長　多田博幸

☎0776-64-3000法人運営課お問い合わせ

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで

★皆さんお待ちかねの永平寺町を代表する劇
団の公演です。どんなお笑いを見せて頂け
るか…？ご期待下さい！
★模擬店あります。

★ヤクルトさんに
お話をして頂きます♡♡

行
事
報
告

認知症にやさしいまちづくり
  講演会報告 ご参加

ありがとう
ございました

小規模多機能型居宅介護は、介護保険制度で創設
された地域密着型サービスの一つで、ご本人の状
態や希望に応じて、「通い」、「宿泊」、「訪問」といっ
たサービスを組み合わせて自宅で継続して生活す
るために必要な支援をしていきます。

6月23日（日）、永平寺開発センターにて6月23日（日）、永平寺開発センターにて

　認知症にやさしいまちづくり講演会が6月23日
（日)永平寺開発センターにて開催、43名の方が参加。
「認知症になったら、あなたならどうする？～この町で
暮らしていくためのヒント～」というテーマで、①講演
②認知症予防体操③町内の介護保険事業所や認知症カ
フェの紹介を行いました。自分や家族、隣人、ご利用者
様が認知症になったら…
様々な立場で感じ考え、
様々なヒントをつかんで
いただけたかと思いま
す。多数のご参加ありが
とうございました。

令和元年6月30日現在の賛助会員様につきましては、背表紙をご参照ください。
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地域の笑顔づくりと住民が主人公の町づくりの実現地域の笑顔づくりと住民が主人公の町づくりの実現

地域包括ケアシステムの構築・整備に向けての取り組み地域包括ケアシステムの構築・整備に向けての取り組み

平成30年度事業・決算報告
６月に開催された役員会および評議員会において、平成30年度の事業報告並びに収支決算について承認されました。
なお、事業報告書、決算書については当協議会事務所または、ホームページにて閲覧することができます。

経常経費補助金
7.6％
43,533

経常経費補助金
7.6％
43,533 寄附金

0.3％
1,738

寄附金
0.3％
1,738

介護保険事業
69.1％
396,261

介護保険事業
69.1％
396,261

受託金
20.0％
114,886

受託金
20.0％
114,886

障害福祉サービス
2.0％
11,206

障害福祉サービス
2.0％
11,206

事業収益
0.5％
2,999

事業収益
0.5％
2,999

会費
0.5％
3,057

会費
0.5％
3,057

573,680573,680
（単位：千円）

人件費
67.8％
389,193

人件費
67.8％
389,193

事業費
21.8％
124,787

事業費
21.8％
124,787

その他
5.6％
32,082

その他
5.6％
32,082

事務費
4.8％
27,618

事務費
4.8％
27,618

573,680573,680
（単位：千円）

●お互いの顔がみえる範囲（自治会単位）での見守り活動（小地域福祉活
動）を進めるために区長・民生委員児童委員・福祉委員の合同意見交換会
を各地区での開催や小地域福祉委員会、座談会等で地域での見守り活動の
必要性や互助・共助による地域のつながりの大切さを発信しながら、地域
の自主的な取組みや連携へつながるよう支援を行いました。

●町内の小中学校で福祉教育や体験教室を実施。この学習を通し、すべての
人を個人として尊重し、思いやりの心
で、助け合う福祉の心が育むための種
まき（発信）を行いました。また地域
（職場）の実情に応じて出前講座を開
催。福祉やボランティア活動への関心
を深めることや「ちょボラ活動」
（ちょっとボランティア）を通じて、
ボランティアを身近な活動へつながる
よう努めました。

●町内における障害福祉サービスの利用者が増加傾向にあり、当会における
利用者数も増加。利用者のニーズにこたえられるよう行政・学校・病院や
関係機関と連携し、利用者の一人ひとりが「その人らしい」生活が送れる
よう支援を行いました。また、障がい（児）者の社会参加の場の提供や町

民に障害への理解を深める場として研修会や交流会等
を開催しました。

●身近な総合相談所として、各事務所に窓口を設置。
介護に関する相談や生活困窮、貸付等の相談に応じま
した。社協事業など各サービスへの結び付けや課題解
決に向けて行政や関係機関等と連携し、相談者に寄り
添いながら支援を行いました。

●総合相談窓口として様々な相談に対し、関係機関と連携しながら専門的、
　継続的な支援を行いました。
●認知症、介護予防等では、住民主体の通いの場（いきいき百歳体操）の拡
　大や認知症カフェの取り組みにつながる効果を得ました。
●地域で支え合う体制づくりに向けては、住民自らが話し合う場としての座
　談会の取り組みを勧めました。

●住み慣れたまちでいつまでも暮らしが継続できるよう、在
　宅福祉サービスの充実を図りました。
・ご利用者様のご希望が叶うように、寄り添うサービスを
　　強化しました。
・サービス品質の向上に向け、職員の資格取得
　強化と各事業所の情報発信を強化しました。
・障害福祉サービスの知識向上に向け、
　専門分野の関係者との連携を
　強化しました。

●受託事業・指定管理事業を
強化しました。
　　変わりつつある住民の
方々のニーズの変化に対応
できるように、行政との連
携を強化し、各事業の内容
を改善しながら運営しました。
●社会福祉協議会としてすべき事業を精査しながら、質の高いサー
ビス体制を整備し、町内の福祉向上を目指し運営しました。

支出の内訳

収入の内訳

永平寺町社会福祉協議会
ホームページにてもご覧いただけます。

永平寺町社協

平成30年度は、
3つの重点目標を
掲げて事業に
取り組みました。

地域を支える

在宅福祉サービスの充実在宅福祉サービスの充実
在宅での生活を支える

福祉総合相談事業 公開セミナー

福祉体験学習

いきいき百歳体操

区長・民生委員・福祉委員合同意
見交換会

配食サービス

えきなかカフェ

家族介護者教室・交流会
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参加無料 手話通訳
あり

※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで※受付時間は平日（土日祝日を除く） 8：30～17：30まで

無料法律相談

悩み!! 不安!! 心配!!

ご活用ください。
を

午後1時～午後4時
※１回８名の方を受け付けています。
※お一人様の相談時間は２０分程度となります。
※事前に電話予約が必要となります。

財産、遺言、相続等法律の問題は

相談の一歩が解決の近道に！

心配ごと相談心配ごと相談
社協各窓口で随時受付し、相談内容に合った専門機関や
民生委員・児童委員さん、社協職員などが対応いたします。

☎松　岡 0776-61-6003
☎永平寺 0776-63-3868
☎上志比 0776-64-3000

QRコードでも
読み取れます。

相
談
方
法

第３２回第３２回

☎0776-61-3930、61-3921
九頭竜フェスティバル実行委員会お問い合わせ

☎0776-61-3920永平寺町役場福祉保健課お問い合わせ

秘密は
必ず守ります

寄 附 御 礼
令和元年6月1日～6月30日

次の皆様から、社会福祉のためにたくさんの「まごころ」が寄せられました。
深くお礼申し上げます。
皆様からいただいた寄附金・寄贈品は、寄附されました方の希望される使途を尊重
させていただきますとともに､社会福祉のため有効に活用させていただきます。

花谷
匿住所
牧福島
匿住所
匿住所

歳末配分金事業
松岡デイサービスセンター事業
上志比デイサービスセンター事業
永平寺事務所運営事業
在宅介護支援センター事業

6月10日
6月10日
6月18日
6月19日
6月 5日

氏　　　名　　　　　　　         （住  所） 金額（品名） 受入区分受領日

寄
附
金

物
品

6,116円
50,000円
50,000円
10,000円
介護用品

□令和元年8月29日（木）
永平寺老人福祉センター
担当弁護士：高橋　功 氏

□令和元年8月22日（木）
永平寺老人福祉センター
担当弁護士：戸川　委久子 氏

□令和元年9月26日（木）
永平寺町やすらぎの郷
担当弁護士：石倉　大志郎 氏

•永平寺町社協各事務所
　への来所相談
•電話でのご相談も
　可能です。

奥山　雄司 様
匿名 様
前田　清親 様
匿名 様
匿名 様

見て、食べて、癒されて・・・♥
行ってきました！芦原・三国の旅

永平寺大燈籠ながし永平寺大燈籠ながし
ありがとうござい

ます。

有効に活用させて

頂きます！

福祉研修会

みんなでつくる
やわらかい永平寺町
みんなでつくる
やわらかい永平寺町
どなたでもお越しください

重い障がいの方を支える地域の力

令和元年8月24日（土）開催！令和元年8月24日（土）開催！
～あなたの想いを
　　　燈籠に託しませんか～
～あなたの想いを
　　　燈籠に託しませんか～

令和元年6月11日
（株）トヨタレンタリース福井様より
エコキャップを頂きました。

●清流にお流しする燈籠・桟敷席の
　お申込みを受付いたします。
　・供養燈籠　　　一基1,500円　
　・願い燈籠　　　一基1,000円
　・桟敷席入場料　お一人2,500円

要望苦情の種類 苦　情　内　容 改　善　策
社協の実施する事業に参加したが、職員の接
遇、内容、実施スケジュール等に不信感を
持った。改善を求むとの申し出。

事業内容、運営方法について見直し、参加者
目線での、より質の高い接遇、企画内容の実
施に努めます。

職員の態度、
対応について 改善・調査

受付方法受付日

平成31年
3月28日 先方

納入したにも関わらず、平成30年度賛助会員
名一覧から企業名が漏れていた。

組織全体のチェック機能を見直し、強化を図
ります。また、業務マニュアルを作成し、二
重チェックできる体制や最新データの適正管
理に努めます。

書類の不備に
ついて 改善

令和元年
5月24日

永平寺
事務所

介護者様より、事業所間での情報共有は徹底
してほしい、担当ヘルパーやデイサービス職
員の言行について介護者である自分も知らな
いことがある。必ず報告、連絡をしてほしいと
の申し出。

介護者様との連絡はケアマネジャーのみなら
ず、各事業所(デイサービス等）から直接ご報
告させていただきます。また情報共有は書面
で行い、記録で残し、他職員間においても共
有を徹底致します。

情報伝達不足
について 改善・調査

令和元年
5月20日 先方

　永平寺町社協では、サービスの質の向上のために、当会が実施する事業についてのご利用者様はじめ
町民の方々からの苦情（ご意見）を真摯に受けとめ改善策を施しています。
苦情受付・解決状況は下記のとおりです。　(平成31年3月1日～令和元年7月12日)

　永平寺・上志比地区（6/13）、松岡地区（6/18）の、ひとり暮ら
し食事会を開催しました。
　今回の食事会は、芦原・三国方面へ。参加者の皆様からは、「今
までで一番楽しかった！」「来てよかった！」など、ありがたいお
言葉をたくさんいただき、職員たちも大変嬉しい気持ちになり
ました。8月の食事会もお楽しみに～！！

　町内外から多くのお客様を迎え、九頭竜川
永平寺河川公園で開催されております「永平
寺大燈籠ながし」。今年も土曜日に開催させて
いただきます。ご家族ご友人お誘いあわせの
上、ぜひお越しください。

苦情受付・
解決状況報告

　永平寺・上志比地
区の食事会につ

いて、今まで「ふれ
あい食事会」とし

ていましたが、今回
、参加者の方々か

ら多くの意見をい
ただき、その中か

ら「ときめき会」に
決めさせていただ

きました。

　松岡地区は以前
と変わらず「まつ

ば会」、永平寺・上志
比地区は「ふれあ

い食事会」改め「と
きめき会」として

今後も、よろしくお
願いいたします!

新名称『ときめき会』
に

決定！！

歳末配分金事業のひとつで、
町内に暮らすひとり暮らしの高齢者等を

対象とした食事会です。
年に４回開催を予定しており、

出欠の確認など民生委員の皆様にも
毎回ご協力をいただいております。　　

ひとり暮らし食事会とは？ひとり暮らし食事会とは？

あわら北潟湖畔
花菖蒲園では、菖蒲や紫陽花が
見ごろを迎えていました✿

道の駅 みくに
美味しい昼食を食べ、買い物を楽しみま
した。はんぺんが大人気でした！

雄
島
ま
で
ド
ラ
イ
ブ
(^^)/

橋
の
上
か
ら
眺
め
る
日
本
海
は

絶
景
で
し
た
！

報告

令和元年8月3日（土) 午後1時～
永平寺町松岡公民館 4階ホール

日　時

会　場

講演会：午後1時～

～全国の状況と地域での支えあいの例を通して～
講師：内閣府障害者差別解消法アドバイザー
　　又村 あおい 氏

私たちがこの町ですごせる理由
みんなで考えよう
シンポジウム：午後2時20分～

座長：福井県立大学看護福祉学部  相馬 大祐 氏
シンポジスト　●又村　あおい氏
　　　　　　　●医療的ケアや重症児者の保護者　●福井県障がい福祉課
　　　　　　　●障害福祉サービス事業所　●相談支援専門員

8月は2回

開催いたしま
す



【会費納入についてのお問い合わせは・・・】

敬称略：順不同

法人運営課 ☎0776-64-3000 

東古市16-57-3

松岡春日2-112

けやき台813-1

下浄法寺23-21-1

花谷12-8-2

花谷4-8-1

京善1-17-1

光明寺41－4

荒谷24-8

荒谷37-10

山王18-4-5

山王20-1

山王20-15-1

山王21-13-4

牧福島17-11-1

山王5-40

山王7-30

市荒川16-13-1

市荒川16-13-1

市野々22-7

松岡葵1-103-2

松岡葵2-16

松岡葵2-90

松岡葵2-97

松岡葵3-51

松岡越坂2-1-43

松岡下合月12-3

松岡吉野35-21-1

松岡吉野堺15-60

松岡窪25-1-1

松岡兼定島11-50-2

松岡兼定島21-56-6

松岡御公領903

　永平寺町社会福祉協議会は、町民の皆様、町内を中心といたしました企業様からの「会費」によって成り立っておりま
す。町民の皆様が地域福祉活動に参加をしていただき、福祉への関心を高める機会としていただくことを目的に、ひとり
でも多くの方、企業様に社協会費納入のご協力をお願いしております。お寄せいただいた会費は地域福祉推進のための
大切な財源として大きな役割を果たしています。（詳細は当会ホームページに於いてもご覧いただけます。）

賛助会員とは…当会の趣旨に賛同していただける
　　　　　　　法人・企業様をいいます。

社協会費は、地域福祉活動推進の貴重な財源です。

（順不同／6月30日現在）
令和元年度

松岡御公領906

松岡志比堺8-16-1

松岡芝原1-42

松岡芝原1-69-4

松岡芝原2-43

松岡春日1-10

松岡春日1-25-4

松岡春日1-31-2

松岡春日1-40

松岡春日1-8

松岡春日2-1

松岡春日2-1

東古市9-35-2

松岡春日3-129

松岡春日3-32

松岡松ケ丘１-４１

松岡松ケ原1-308

松岡松ヶ原4-413

松岡上吉野54-7-5

松岡上合月6-113

松岡上合月6-120-4

松岡神明1-131

松岡神明1-134

松岡神明1-153

松岡神明1-155

松岡神明1-56

松岡西野中26-304

松岡神明2-2-4

松岡神明2-5-2

松岡神明3-24-1

松岡神明3-98

松岡石舟1-1

松岡薬師1-124

一般社団法人 福井県薬剤師会　水仙薬局 様

株式会社長谷川美芸 様

竹澤電機商会様

前田かしわ店 様

小畑喜代治行政書士事務所 様

佐々木電機商会 様

エステート天谷 様

株式会社福邦銀行松岡支店 様

高島自動車 様

有限会社寿恵堂薬局 様

有限会社竹原精肉店 様

龍園 様

レストラン ラ・ポスト 様

竹原材木店 様

有限会社山口電気工業 様

三ツ谷理容所 様

グループホームりんごの木 様

アオキ総合保険 様

株式会社吉中住宅 様

木本自動車工業 様

椛山建設株式会社 様

松川書店 様

有限会社小玉石油 様

有限会社かめや 様

あらき化粧品店 様

角井燃料店 様

株式会社保田建築板金工業 様

河野仏壇店 様

ヘアーサロンしんたに 様

福島屋 様

ヘルパーステーションマミー 様

豊島繊維株式会社 様

勝山酒店 様

松岡薬師1-145

松岡薬師1-17

松岡薬師1-50

松岡薬師2-99

松岡薬師3-85-2

松岡領家18-94

松岡椚57-13-3

松岡神明1-128

諏訪間33-1-2

諏訪間47-27－１

清水2-16-1

清水2-21-1

浅見4-31

竹原4-1

竹原6-8

東古市12-26

東古市13-26

東古市16-56

東古市6-37-1

東古市7-2-1

藤巻2-8-1

藤巻34-19-1

牧福島29-42

牧福島14-3

牧福島15-10

野中12-31-1

松岡葵2-105

山4-5-1

賛助会員一覧
有限会社鈴木米穀・LPガス 様

NPO法人かさじぞう 様

社会福祉法人福泉会介護老人福祉施設永平寺ハウス 様

有限会社井関電工 様

サンソン建設株式会社 様

ローソン永平寺花谷店 様

有限会社キッチン天山 様

フジタ株式会社 様

大本山永平寺御用達 永平寺胡麻豆腐の里 團助 様

古跡館りうぜん 様

有限会社ホームドライ 様

有限会社インテリアサカイ 様

金花堂 様

有限会社山王電機センター様

株式会社アリーナ・イチオカ 様

株式会社市岡組 様

社会福祉法人慈心会特別養護老人ホームひかり苑 様

株式会社オザキ 様

永平寺観光株式会社 様

矢の屋 様

ダイドー写真館 様

ツボ川広告 様

ハートフル美容 さくら会 様

秋吉松岡店 様

有限会社西口建設 様

株式会社小木土木 様

日本商運株式会社 様

マエダセイカ株式会社 様

エイトシステム株式会社 様

株式会社富士屋ハニー松岡店 様

会津喜多方ラーメン蔵県立大学前店 様

西野窓建合同会社 様

肉焼 伸 様

株式会社ケアふくい 様

ラクマ美容室 様

浜田醤油醸造 様

栃川衣料品店 様

行政書士FP河合伸哉法務事務所 様

ふ志多 様

青木モータース株式会社 様

NPO法人はぁもにぃ永平寺 様

坪川スクリーン 様

永平寺町農業協同組合 様

永平寺温泉 禅の里 様

道の駅 禅の里（株式会社きらり） 様

新越部品株式会社上志比工場 様

フードショップアサヒ 様

カナディアン福井 様

ManoMano美容室 様

つむろや旅館 様

木村薬局 様

株式会社山下 様

フードショップ・ポット 様

松川電機 様

三國屋 様

ウッドヴィレッジ 様

ミツヤ自動車株式会社 様

有限会社メイトフード 様

服部建築 様

出蔵印刷所 様

有限会社漆琳工芸 様

匿名　1社様

特別会員　吉川年行 様

特別会員　匿名個人４名様


