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守庵良寛ショートステイ緑町３

浦田の里
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優っくり

ヘルパーステーションむらかみ

看護小規模多機能ホーム
村上まごころの里

優和の里 通所リハビリ

リブインハーモニー三之町
デイサービスセンター

厚生連 瀬波病院

上海府デイサービスセンター
ゆきわり荘１

守庵良寛ショートステイ緑町２

たかつぼ

就労継続支援A型事業所りんらん

居宅介護支援かみはやし

居宅介護支援むらかみ

村上市社会福祉協議会

令和４年度

事業計画

３月開催の村上市社協第４回評議員会で令和４年度事業
計画・予算が審議され、第２期地域福祉活動計画の推進
などの事業計画が決定されました。

令和４年度から５年間の第２期村上市地域福祉
活動計画が策定され、基本目標の「みんながつな
がり支えあうまちづくり」の実現に向けて取り組
みが始まります。
新年度は、村上市社会福祉協議会基本理念であ
る「住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができる支え合いのまちづくり」の実現のため、
第２期地域福祉活動計画の推進や持続可能な組織
運営を目指し、以下の方針で実施してまいります。

■ 住民主体の地域福祉の推進

生活支援等が行える住民主体の仕組みづくりを
進めていくことを目的とした「ご近所活動助成事
業」、「暮らし支えあい事業」、「居場所推進・支援
事業」を継続して実施します。
社会福祉事業の理解、地域情報の共有化や地域
課題の把握のために、区長や福祉関係団体等との
「地域懇談会」を各地域で開催します。

■ 利用者本位の福祉サービスの提供

「生きづらさを抱える人への支援事業」、「一人
暮 ら し 等 高 齢 者 昼 食 会 事 業」、「心 配 ご と 相 談 事
業」、「資金貸付事業」、「介護保険事業」等を継続
して実施します。
「生活困窮者自立支援事業」を継続して実施す
るとともに、これまでの「おせち料理配食事業」
に変わり、生活困窮者世帯に対し「歳末支援事業」
を実施します。

■ 権利擁護活動の推進

「日常生活自立支援事業」、「法人後見事業」を
継続して実施するとともに、市民後見人の活動向
上のために「フォローアップ講座」を開催します。

令和４年度収支予算
令和４年度は、デイサービスセンター瀬波すみれ荘の閉鎖等による介護保険事業収入等の減少、コロナ禍のた
め利用者の影響による公益会計事業（ゆり花会館）の利用料の減少などにより、前年度に比べ△7,115万２千円、
△8.3％の７億8,859万９千円となりました。


（単位：千円）
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△ 11.3％

10,096

△ 18.1％

788,599

△ 8.3％
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【経営方針】
○住民主体の地域福祉の推進
○利用者本位の福祉サービスの提供
○権利擁護活動の推進
○福祉人材の確保・育成
○財政運営の適正化

 展強化計画の策定、事業継続計画（ＢＣＰ）
発
の策定、会員の加入促進、マイクロバス運行、
ホームページ運営、社協むらかみ発行、ふれ
愛フェスティバル、福祉講演会、地域懇談会、
職員研修

●地域福祉課 

 らし支えあい事業、居場所推進・支援事業、
暮
生活支援体制整備事業、ご近所活動助成事業、
生きづらさを抱える人への支援事業、歳末た
すけあい事業、フードドライブ、一人暮らし
等高齢者昼食会事業、ほのぼのお便り事業、
理美容費助成事業、福祉車両貸出事業、車イ
ス貸出事業、視聴覚障がい者支援事業、手話
奉仕員・要約筆記奉仕員派遣事業、配食サー
ビス事業（神林地区）
、移送サービス事業（朝
日地区）、ボランティア相談・活動支援、ハッ
ピーボランティアポイント事業、ボランティ
ア講座、ボランティア活動保険の加入促進、
出前講座、福祉教育推進事業

●生活支援課 

 宅介護支援事業（５事業所）、訪問介護事業
居
（４事業所・１出張所）、訪問入浴事業（１事
業所）、通所介護事業（６事業所）

 配ごと相談所、資金貸付事業、自立相談支
心
援事業、家計改善支援事業、就労準備支援事
業、子どもの学習支援事業、日常生活自立支
援事業、法人後見事業、市民後見人育成支援
事業

会館運営事業
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■ 福祉人材の確保・育成

●総務課 

誰しもが住み慣れた地域で、安心してその
人らしく暮らし続けられることが最良と考え
ます。
しかし、私たちの身のまわりを見ると、様々
な問題が同時にいくつも重なるなど複雑化し、
深刻な「生きづらさ」が増しています。
このような危機を乗り越えるためには、子
供から高齢者まですべての人々が共に助け合
い、支えあい、みなさんと共に乗り越え、安
心して暮らし続けることができるまちづくり
をめざすことを基本理念として事業を展開し
ていきます。

●ゆり花会館 

「ボ ラ ン テ イ ア 講 座」、「出 前 講 座」、高 校 や 大
学と連携したボランテイア活動等を継続して実施
します。
職員の人材育成については、
「職員研修」や「新
人研修」を実施します。

主な事業

【基本理念】
『住み慣れた地域で安心して暮らし続ける
ことができる支え合いのまちづくり』

●介護事業課 

■ 財政運営の適正化

村上市社会福祉協議会基本理念・経営方針
が令和３年度第４回評議員会で決定されまし
た。
基本理念は「当社協の目標」であり、経営
方針は「基本理念を実現するための基本的な
姿勢や考え方」です。基本理念と経営方針に
沿って、事業等を進めてまいります。

事業運営（経営）のビジョンや目標を明確にし、
その実現にむけた事業、組織、財務等に関する具
体的な取り組みを明示した当社協の発展強化計画
（中期計画）を策定します。
「通所介護事業部門」については、地区マネー
ジャーの活用による利用者の増や支出の縮減等に
より経営改善を図ります。

基本理念 経営方針

社協むらかみ

村上市社会福祉協議会
総務課･村上支所が移転しました

日赤からのご報告

４月１日から、当社協の総務課・村上支所が
下記に移転しました。
■住所 村上市下相川316番地２
（旧村上高等職業訓練校）
■電話 53-3467（変更ありません）

令和３年度赤十字協力金
金額

6,950,649円

多くの皆様よりご協力を賜り、心より感謝申し
上げます。
日赤協力金は、全額、日本赤十字社新潟県支部
へ送納し、災害時の医療チーム派遣・救護活動な
どに充てられます。
協力金については、送納分の20％が県支部よ
り村上市地区へ交付され、村上市地区独自の事業
（日赤団体助成金や災害見舞金、掲示板設置事業
等）を行っています。
引き続き、皆さまからのご支援とご協力をよろ
しくお願いします。

日本赤十字社
掲示板設置事業
「ヘルパーステーションあらかわ」が
出張所に変更になりました
「ヘルパーステーションあらかわ」事業所が、
４月１日から「ヘルパーステーションかみはや
し あらかわ出張所」に変更になりました。
訪問介護サービスの提供は、「あらかわ出張所」
でこれまで通り行います。
荒川地域のヘルパーステーションへのお問い合
わせ・連絡は「ヘルパーステーションかみはやし」
へお願いします。
■ヘルパーステーションかみはやし
住所 村上市九日市510番地（きわなみ荘内）
電話 66-6301

令和

町内集落に回覧やお知ら
せを周知するための掲示板
を設置しています。
■問い合わせ
社会福祉協議会総務課
☎53-3467

村上市社会福祉協議会
４月１日人事異動
生活支援課長（兼荒川支所長）
川村 周司
介護事業課長
小田 理恵
村上支所長
佐藤 富喜子
新採用（介護員）
村山 緑・長 ちとせ
◆３月31日退職
生活支援課長 平田 稔

４ 年 度 社会福祉協議会会員加入のお願い

村上市社会福祉協議会は、
「住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる支えあいのまちづくり」
のため、社会福祉に関する事業や活動を行っております。
皆様からお寄せいただく社会福祉協議会会費は、地域福祉活動を支える大切な財源となっております。
社会福祉協議会の事業・活動をご理解いただき、会費の納入にご協力をくださいますようお願いいたします。
なお、会費納入封筒の配布時期は、地域によって異なりますので、予めご了承ください。
一般会員（一世帯）

賛助会員（個人・団体・企業）

一口 500円

一口 1,000円

※賛助会員（団体・企業様）につきましては、３口以上のご協力をお願いいたします。
※10口10,000円以上の賛助会員は、当社協ホームページのバナー広告に掲載することができます。（広告
内容は村上市社会福祉協議会ホームページ広告掲載要綱に規定する掲載範囲に限ります。）
社協むらかみ
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お知らせ
ご近所活動助成金申請受付中
誰もが安心して暮らし続けられる地域になるよう自治会・町
内会等住民が主体となって行う助け合い活動（生活支援活動）
への活動資金を助成します。
●対象団体
自治会・町内会、ボランティアグループ、任意団体、有志等
生活支援に取り組む団体
●対象事業
・住民主体の日常的・継続的な福祉活動（町内・集落内の一人暮らし高齢者世帯への弁当配食、複数町
内・集落で自力で買い物に行けない高齢者を対象に買い物ツアーなど）
・福祉に関する勉強会など（災害時の要配慮者への支援を含む研修会など）
●助成金額
１団体 上限３万円
●申請方法
要項をご覧の上、所定の申請書を村上市社会福祉協議会へ提出してください。
要項・申請書は社協窓口、ＨＰまたは右記ＱＲコードからもダウンロードできます。
■問い合わせ 社会福祉協議会 地域福祉課 62-7757

ありがとうございました

後見支援員の活動が始まります！

平成５年の開所時から、大
沼イト様（緑町）が作成した
「てまり」を瀬波すみれ荘の
施設玄関に飾らせていただ
き、定期的に作品を新しいも
のに替えていただいておりました。瀬波すみれ荘
は３月末をもって事業終了となりましたが、長い
間、ありがとうございました。

たくさんの善意をありがとうございました

（令和４年１月21日～２月28日）

【寄付金】
藤井 准子様
塚田 文也様
伊與部 シン様

【寄付物品】
革工房アバッリ様
鈴木 新一様

10,000円
2,000円
金一封
タオル多数
お茶

村上おもちゃの病院の
４月・５月の開院日
★開院日
★場 所
★時 間

４月23日㈯ ５月28日㈯
クリエート村上
午前９時～11時30分

■問い合わせ
社会福祉協議会
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地域福祉課

☎62-7757

後見支援員とは、
社会福祉協議会で
行っている法人後見
事業の担当職員（後
見専門員）とともに
支援活動を行う支援
養成講座の様子
員のことを言います。
支援員は、市民後見人養成講座修了者の中から
選ばれます。
主な活動内容は、被後見人等の定期的な見守り
訪問、金銭管理等の支援、報告書の作成などです。
また、必要に応じ関係機関と連携して支援を行い
ます。

ボランティア活動保険･ふれあいサロン
傷害補償受付開始しています
ボランティア活動や地域の茶の間を始める前に
ケガ等に備えて保険に加入しませんか？
●ボランティア活動保険
基本、天災・地震補償、特定感染症重点３つの
プランがあり加入翌日から令和５年３月31日ま
でに行われた活動が保険の対象となります。
●ふれあいサロン傷害補償
茶の間の開催中のケガだけでなく、茶の間への
往復途上の事故も補償されます。開催予定日の一
週間前までに加入手続きをお願いします。
■問い合わせ
社会福祉協議会 地域福祉課 ☎62-7757
社協むらかみ

シリーズ

つながり TSUNAGARI

皆さんがつくりあげてきた地域の茶の間や様々な形の居場所をシリーズで紹介します。

町屋に響く笑い声 「元気クラブ」
～鍛冶町デイホーム（村上地域）～

社協むらかみは、資源保護のため古紙
配合率70％再生紙と環境にやさしい
大豆油インクを使用しています

人形さま巡りにはもってこいの暖かい陽気と
なった日、大浜人形が飾られた鍛冶町デイホーム
で行われている「元気クラブ」にお邪魔しまし
た。
男女12人の参加者が輪になって、懐かしの唱
歌や童謡、さらには昭和の名曲を歌いながら楽し
く軽快に腕や足腰を伸ばします。リーダーの内山
さんの掛け声に皆さん気合が入るものの、右左を
間違っては大笑い！じゃんけんに勝った負けたで
大笑い！皆さんの笑いと笑顔が心地良く飛び交
います。
にぎやかな「元気クラブ」は65歳以上の自力
で参加できる人を対象に、介護予防を目的として
月２回開催しています。身近にある「地域の茶の
間」とは一味違った「元気クラブ」の皆さんは、
『様々なところから集まってくるから面白いよ』

表紙説明

『張り合いだね。
ここに来るように
なって気持ちが前
向きになってきた』
『家にいればこん
なに笑わないもん
ね』 『人と会って
おしゃべりすると
元気が出るし楽し
じゃんけんに勝った負けたで大笑い
いよ』と、皆さん異
口同音に語っていました。人と人、人と社会のつ
ながりがいかに大切かを改めて感じました。
コロナ禍が続き、人との交流が制限され、誰と
も会えなかった日々、低下しそうになった気力、
様々な不安は尽きなかったことでしょう。それで
も前を向いて日々を過ごしておられる皆さんから
たくさんの元気をいただきました。心も体も元気
に、軽やかに、優しく楽しい拠り所「元気クラ
ブ」が末永く愛されますように。

（地域福祉課）

笑顔 と おもてなし

社協の介護事業所を

シリーズで紹介

長引くコロナ禍において、医
療従事者同様に頑張る福祉サー
ビス事業者の応援を目的とした
当社協の「福祉従事者応援プロ
ジェクト」。集まった福祉事業
この広報誌は、赤い羽根共同募金
配分金を受けて発行しています。

所の写真から「笑顔・元気」を
発信し、コロナに負けず頑張ろ
うとエールを送り合いました。
市 内 の50事 業 所 か ら、コ ロ
ナ禍でもしっかり感染予防対策
を行い、様々な工夫をされた写
真が届きました。どの写真も事
業所ごとの特色があり温かみも
感じられます。皆様に「笑顔・
元気」が届いたのではないでしょ
うか。

（地域福祉課）

編集・発行 社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
〒958－0809 新潟県村上市下相川316番地２
TEL（0254）53－3467 FAX（0254）50－0020

相談しやすいケアマネジャー
親切・丁寧な対応をモットーに

居宅介護支援むらかみ
「居宅介護支援むらかみ」は、介護保険制度が始まった平成12年
に開設しました。
介護保険サービスを利用される方からの相談に応じ、ご本人、ご
家族の要望や心身の状態を考慮して、適切なサービスが利用できる
よう関係機関との連絡調整を行っています。
当事業所の３人のケアマネジャー（介護支援専門員）は、
「親切・
丁寧な対応、相談しやすいケアマネジャー」をモットーに、介護状
態になっても、住み慣れた地域の住み慣れた自宅で、自立した生活
を送ることができるように、ご相談や支援計画を作成させていただ
いております。介護保険サービスの利用を考えている方は、是非お
気軽にご相談ください。
訪問の際には、新型コロナウィルスの感染拡大防止に十分に気を
付けて、マスク・手洗い・消毒を徹底し、注意を払ってまいります。
よろしくお願い致します。
（事業所長）
E-mail：syakyo.murakami@helen.ocn.ne.jp
ホームページ：http://www.murakamisyakyou.com/

社協むらかみ

検索
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