
社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人 森町社会福祉協議会森町社会福祉協議会森町社会福祉協議会森町社会福祉協議会

Mori town council of social welfare

原田駅

円田駅

森川橋

元開橋

天竜浜名湖鉄道

太田川

アクティ森

園田駐在所

JA遠州中央

園田幼稚園

中遠広域農道

飯田橋

至 磐田市

至 袋井市

至 掛川

至 浜松市

40404040

81818181

58585858

399399399399

至 名古屋方面

至 東京方面

森町園田デイサービスセンター森町園田デイサービスセンター森町園田デイサービスセンター森町園田デイサービスセンター

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人森町社会福祉協議会森町社会福祉協議会森町社会福祉協議会森町社会福祉協議会

Mori town council of social welfare

http://www.mori-shakyou.com

至 袋井市

森町商工会

遠州森駅

森大橋

森掛川ＩＣ

戸綿駅

森町ＰＡ

掛川天竜線

袋井春野線

280280280280

袋井警察署森分署

第2東名高速道路

森町病院

ミキホール

遠江総合高校

森町役場

事事事事 業業業業 所所所所 名名名名 住　　　所住　　　所住　　　所住　　　所 Ｔ　Ｅ　ＬＴ　Ｅ　ＬＴ　Ｅ　ＬＴ　Ｅ　Ｌ Ｆ　Ａ　ＸＦ　Ａ　ＸＦ　Ａ　ＸＦ　Ａ　Ｘ

事事事事 務務務務 局局局局 0538-85-57690538-85-57690538-85-57690538-85-5769

児児児児 童童童童 館館館館 0538-85-28390538-85-28390538-85-28390538-85-2839

子子子子 育育育育 てててて 支支支支 援援援援 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 0538-84-42550538-84-42550538-84-42550538-84-4255

居居居居 宅宅宅宅 介介介介 護護護護 支支支支 援援援援 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 0538-85-25250538-85-25250538-85-25250538-85-2525

ヘヘヘヘ ルルルル パパパパ ーーーー スススス テテテテ ーーーー シシシシ ョョョョ ンンンン 0538-85-09200538-85-09200538-85-09200538-85-0920

森町もりデイサービスセンター森町もりデイサービスセンター森町もりデイサービスセンター森町もりデイサービスセンター 0538-85-09000538-85-09000538-85-09000538-85-0900

森町三倉デイサービスセンター森町三倉デイサービスセンター森町三倉デイサービスセンター森町三倉デイサービスセンター

〒437-0208〒437-0208〒437-0208〒437-0208

静岡県周智郡森町三倉815番地静岡県周智郡森町三倉815番地静岡県周智郡森町三倉815番地静岡県周智郡森町三倉815番地

0538-86-08600538-86-08600538-86-08600538-86-0860 0538-86-08620538-86-08620538-86-08620538-86-0862

森町園田デイサービスセンター森町園田デイサービスセンター森町園田デイサービスセンター森町園田デイサービスセンター

〒437-0225〒437-0225〒437-0225〒437-0225

静岡県周智郡森町谷中513番地の10静岡県周智郡森町谷中513番地の10静岡県周智郡森町谷中513番地の10静岡県周智郡森町谷中513番地の10

0538-85-13410538-85-13410538-85-13410538-85-1341 0538-85-13410538-85-13410538-85-13410538-85-1341

〒437-0215〒437-0215〒437-0215〒437-0215

静岡県周智郡森町森50番地の1静岡県周智郡森町森50番地の1静岡県周智郡森町森50番地の1静岡県周智郡森町森50番地の1

森町保健福祉センター内森町保健福祉センター内森町保健福祉センター内森町保健福祉センター内

0538-85-12940538-85-12940538-85-12940538-85-1294

至 遠州灘

森町三倉デイサービスセンター森町三倉デイサービスセンター森町三倉デイサービスセンター森町三倉デイサービスセンター
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【【【【森町保健福祉センター内森町保健福祉センター内森町保健福祉センター内森町保健福祉センター内】】】】

森町社会福祉協議会事務局森町社会福祉協議会事務局森町社会福祉協議会事務局森町社会福祉協議会事務局
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森町社協ケアサービス森町社協ケアサービス森町社協ケアサービス森町社協ケアサービス

森町もりデイサービスセンター森町もりデイサービスセンター森町もりデイサービスセンター森町もりデイサービスセンター
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社会福祉協議会（社協）は、地域の住民が

主体となって、明るく住みよい社会を作るこ

とを目的とした民間の団体です。わたしたち

のしあわせは、法律だけではまもられるもの

ではありません。

公では解決されない問題はたくさんありま

す。

特に大切な心の問題は、本人や家族はもち

ろんですが、隣近所や地域の人たちのたすけ

あいがなければなりません。わたしたち住民

の一人一人が地域社会における主人公として、

住みよいまちづくりを目指して、積極的に活

動を展開することが必要です。

社協は、こうしたみなさんの活動を援助促

進する役割を担っております。

社協は、全戸会員制をとり、町内全世帯が

会員となり、皆様から会費を納めていただい

ております。

この財源により、町内における福祉活動の

推進に大きく役立たせていただいています。

子供から高齢者まで、すべての人

が住みなれた地域で、安心して暮

らせる地域づくりを推進するため

各種事業や講座の開催、また地域

で行われる世代間交流事業、ふれ

あい事業に対し助成を行うほか、

地域行事等への機器貸出も行って

います。

・結婚相談事業(委託事業)

・手話奉仕員養成事業(委託事業)

・高齢者緊急通報システム

整備事業(委託事業)

・福祉出前講座の開催

・ミニふれあい事業助成

・ふれあい機器貸出事業

・遊園地遊具修理事業

介護保険サービス(介護

給付、予防給付)の指定

業者として、各種居宅

サービスを提供し、地域

での在宅福祉推進を図り

ます。

・居宅介護支援事業

・訪問介護･介護予防

訪問介護事業

・通所介護･介護予防

通所介護事業

障害者が地域で安心し

て暮らせる町づくりを

目指し、障害者自立支

援事業によるサービス

を提供しています。

・居宅介護事業

・重度訪問介護事業

地域での支えあい、たすけあい

の意識を高めるため、ボラン

ティア登録の推進や参加促進を

図るほか、ボランティア支援や

各種ボランティア講座を開催し

ています。

・ボランティア育成援助

・中高生ボランティア体験講座

・ボランティア育成講座の開催

低所得者・高齢者・障害

者世帯の方の福祉資金貸

付に関する相談や、申し

込みを受け付けています。

・生活福祉資金貸付制度

・小口福祉資金貸付制度

未来を担う子供たちの福祉教

育の推進を図るため、関係福

祉施設協力のもと福祉教育体

験講座を開催するほか、小中

学校・高等学校のボランティ

ア育成事業に対し助成を行っ

ています。

・福祉教育体験講座

・ボランティア育成事業助成

日常生活のあらゆる相

談に対し、助言や援助

をするための相談窓口

を設けています。

・心配ごと相談

・福祉総合相談

一時的な介護やけがにより、

介護用品が必要な方への無

料貸し出しを行っています。

・車椅子無料貸し出し

誰もが住みなれた地域で

安心して暮らすことがで

き、住民自らが参加する

コミュニティーづくりの

参加促進、実現を図るた

めの多様な活動を、財源

面から少しでも支援でき

るよう共同募金運動を実

施しています。

地域の子供たちが安心安全に

活動できる場として児童館の

管理運営を行っています。各

種遊具を設備する他、季節の

いろいろな行事を行っていま

す。また子育てに関する相談

や支援、講座も開催していま

す。

・児童館･移動児童館

管理運営事業

・子育て支援･移動子育て

支援事業

　○ 心配ごと相談　○ 心配ごと相談　○ 心配ごと相談　○ 心配ごと相談

森町保健福祉センター内

毎月 第1・3月曜日

　○ 結婚相談　○ 結婚相談　○ 結婚相談　○ 結婚相談

森町保健福祉センター内

毎月 第２日曜日

　○ 行政人権相談　○ 行政人権相談　○ 行政人権相談　○ 行政人権相談

森町町民生活センター内

毎月 第2木曜日

　○ 福祉サービスの苦情について　○ 福祉サービスの苦情について　○ 福祉サービスの苦情について　○ 福祉サービスの苦情について

苦情・心配ごとに関する相談窓口苦情・心配ごとに関する相談窓口苦情・心配ごとに関する相談窓口苦情・心配ごとに関する相談窓口

(福)森町社会福祉協議会(福)森町社会福祉協議会(福)森町社会福祉協議会(福)森町社会福祉協議会

　　ＴＥＬ 0538-85-5769　　ＴＥＬ 0538-85-5769　　ＴＥＬ 0538-85-5769　　ＴＥＬ 0538-85-5769

　　ＦＡＸ 0538-85-1294　　ＦＡＸ 0538-85-1294　　ＦＡＸ 0538-85-1294　　ＦＡＸ 0538-85-1294

その他相談窓口その他相談窓口その他相談窓口その他相談窓口

森町役場 保健福祉課森町役場 保健福祉課森町役場 保健福祉課森町役場 保健福祉課

　　ＴＥＬ 0538-85-1800　　ＴＥＬ 0538-85-1800　　ＴＥＬ 0538-85-1800　　ＴＥＬ 0538-85-1800

静岡県福祉サービス運営適正化委員会静岡県福祉サービス運営適正化委員会静岡県福祉サービス運営適正化委員会静岡県福祉サービス運営適正化委員会

　　ＴＥＬ 054－653－0840　　ＴＥＬ 054－653－0840　　ＴＥＬ 054－653－0840　　ＴＥＬ 054－653－0840


