
問い合わせ先 森町社会福祉協議会 ☎85-5769 担当 村松

生活の時間
との両立が
可能！

（1）デイサービスセンター看護師
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

時給1,500円～、他通勤手当
森町三倉デイサービスセンター･森町園田デイサービスセンター
８:３０～１７:１５(休憩1時間)、勤務日数応相談　
交通費支給、社会保険加入(就業時間に応じて)、有給休暇、賞与年2回(6月･12月)
看護師又は准看護師資格、普通運転免許証所持者
利用者の健康チェック、機能訓練、入浴介助等
面接

給 与
勤 務 地
勤務時間
処 遇
資　　格
仕事内容
選考方法

（2）デイサービスセンター運転手
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

時給1,000円～、他通勤手当
森町もりデイサービスセンター
月曜日～土曜日、8:10～9:30及び16:10～17:30
交通費、有給休暇、賞与年2回(6月･12月)
普通自動車運転免許（60才以上の方も可）
デイサービスの送迎車両運転、他
面接

給 与
勤 務 地
勤務時間
処 遇
資　　格
仕事内容
選考方法

（3）訪問介護職員
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

時給950円～、他通勤手当
森町社協ケアサービス
月曜日～日曜日の内、1日数時間から勤務可能
交通費、有給休暇、賞与年2回(6月･12月)
介護福祉士又は介護職員初任者研修（又は同等資格）、普通自動車運転免許
高齢者訪問介護
面接

給 与
勤 務 地
勤務時間
処 遇
資　　格
仕事内容
選考方法

第 ８５ 号
〒437-0215 静岡県周智郡森町森 50-1

電話 （0538）85-5769　FAX （0538）85-1294
ホームページ https://www.mori-shakyou.or.jp

社会福祉法人森町社会福祉協議会

令和 4 年 5月 15日 社  協  だ  よ  り  第８５号（４）

心配ごと相談所弁護士相談心配ごと相談所弁護士相談心配ごと相談所弁護士相談 成年後見制度相談所成年後見制度相談所成年後見制度相談所

日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業
生活の中で困ったことはありませんか? 

●寄付金
森町子ども会育成連合会
その他、地域の皆様よりプルタブ等の御寄付をいただきま
した。

40,000円

この補助金には赤い羽根共同募金配分金が使われています。

　補助金交付には諸
条件がございますの
で、詳細については
森町社会福祉協議会
にお問合せ下さい。

　森町社会福祉協議会では、高齢者がいきいきと暮
らせる豊かな地域福祉を推進するため、町内にて実
施される高齢者ふれあいサロン事業の活動に対し
て、補助金を交付いたします。

　森町社会福祉協議会では、遺言、相続、成年後見制
度等の日常生活における法的な事柄について、弁護
士による個別相談会を行っています。相談は無料でお
受けいたします。

　森町社会福祉協議会では、司法書士で構成される
公益社団法人成年後見センターリーガルサポート静
岡支部の協力を得て、権利擁護に関する面接相談を
実施しています。相談は無料でお受けいたします。

森町共同募金委員会では、赤い羽根共同募金の
募金箱設置に御協力いただける企業･店舗･施設
を募集しています。

　森町子ども会育成連合会様(榊原知巳会長)を
代表して平野心嘩さん(森小2年)が来所され、町
内各地区で展開された｢１円玉を役立てよう運
動｣で集まった募金の内40,000円を手渡してい
ただきました。

　森町ライオンズクラブ様(鈴木寿一会長)か
ら、子供たちへの学習支援に役立ててほしいと
30,000円が、NPO法人青少年就労支援ネッ
トワーク静岡に手渡されました。いただいた御
寄付は町内の学習支援事業で使用されます。

　介護老人保健施設 風の杜様、豊田合成㈱森町工場様から、多
くの防災食を御寄贈いただきました。御寄贈いただいた防災食
は、生活困窮者の食糧支援等に使用させていただきます。

・借金は全部返したいが、返済しても元金が
なかなか減らず困っている。
・隣家の枯れ葉が自宅の庭に大量に落ちて
くる。何とかしたい。
・成年後見人制度について詳しく聞きたい。

・｢認知症になってしまったら｣と思う
と心配。
・成年後見の申立手続きについて相
談したい。
・自分で財産管理をすることが困難
になってきた親族がいる。
・相続や遺言について相談したい。等

　森町社会福祉協議会では、認知症や知的･精神障が
い、その他の様々な理由で、日常生活を営む上で必要な
福祉サービスを自分の判断で適切に利用することが難
しい方を対象に、｢福祉サービスの利用援助｣を基本サー
ビスとして、｢日常的な金銭管理｣や「書類の預かり」を行
う日常生活自立支援事業を実施しています。詳細は森町
社会福協議会までお問い合わせください。

社協の相談事業社協の相談事業 社協の相談事業社協の相談事業

そんな時には、社協に御相談ください!

下記のような相談事等に対応しています。お気軽に御相談ください。

下記のような相談事等に対応しています。お気軽に御相談ください。

福祉サービス
の手続きが分
からない・・・

通帳をしまった
場所をわすれて
しまうことが・・・

計画的にお金を使
いたいけれども、
うまくいかない・・・

等

相 談 員：弁護士
相談会場：森町保健福祉センター相談室
お申込み：相談は予約制となります。下記申込締切

日までに森町社会福祉協議会(☎85-5769)
までお申込みください。

　　　　　１回の相談は30分となります。
開 催  日：第１回 令和４年７月12日(火)
　　　　　【予約開始日 ６月１日(水) 申込締切日 6月28日(火)】
　　　　　第２回 令和４年11月８日(火)
　　　　　【予約開始日10月３日(月) 申込締切日10月25日(火)】
　　　　　第３回 令和５年3月14日(火)
　　　　　【予約開始日 ２月１日(水) 申込締切日 ２月28日(火)】
開催時間：13:30～15:30

相 談 員：リーガルサポート静岡支部所属の司法書士
相談会場：森町保健福祉センター相談室
お申込み：相談は予約制となります。相談日前日の

16:00までに森町社会福祉協議会
　　　　　(☎85-5769)までお申込みください。
　　　　　１回の相談は30分となります。
開催日時：毎月第1火曜日　13:30～16:30

令和４年２月１日～４月30日（順不同 敬称略）

職員急募！



介護保険事業収入, 
154,174,000

前年度繰越金,
109,810,000

その他の収入, 3,406,000

事業収入, 180,000

寄附金収入, 300,000

会費収入, 4,788,000
その他の活動収入,

11,188,030
経常経費補助金収入, 

34,443,000 受託金収入,
34,232,000

貸付事業収入,
 500,000

障害福祉サービス等事
業収入, 1,102,000

受取利息配当金収入,
5,000

貸付事業支出, 500,000

予備費, 2,161,000

助成金支出, 2,183,000

その他の活動支出,
5,687,000

事務費支出, 
18,966,000 事業費支出   

26,766,000

施設整備等支出,6,040,000

人件費支出, 
179,612,000

翌年度繰越金,
108,213,030

令和4年度事業計画及び予算
主な事業・活動

　3 月の理事会、評議員会に
おいて令和４年度予算が承認
され、4 月 1 日より新年度が
スタートしました。
　森町社会福祉協議会一般会
計の予算内容を紹介します。

会員加入の推進　理事会･評議員会の開催　各種研修会の開催
福祉ニーズの把握 住民地域福祉活動への支援 啓蒙資料の作成配布 広報紙｢社協だより｣の発行
福祉団体の自主的活動の促進と事業費助成　ボランティア育成事業　社会福祉大会の開催
県社会福祉大会への参加　ホームページによる情報提供
小･中･高校生に対する福祉学習、施設体験の推進
児童、生徒の福祉活動に対する助成と育成指導
遊園地遊具の点検と修理費の助成　介護機器貸出  ふれあい事業用品の貸出
福祉総合相談事業  心配ごと相談事業　心配ごと相談弁護士相談事業
児童館・移動児童館運営事業　子育て支援センター・移動子育て支援センター運営事業
ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム整備事業　移動支援事業　結婚相談事業
介護予防･支援ケアマネジメント事業　生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置）
共同募金による地域福祉・在宅福祉活動の推進
歳末たすけあい募金配分金による在宅要援護者の援助推進
小口福祉資金貸付事業　生活福祉資金貸付受付業務　
寄付金の受付
福祉サービス利用援助　苦情解決制度の利用援助　住宅改造・居住家屋の貸借・日常生活上の消費
契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等
成年後見制度中核機関　成年後見事業実施機関としての体制整備　成年後見制度相談事業
生活困窮者に対して自立のための相談・就労支援、家計相談支援、一時生活支援、学習支援
住居確保給付金の相談・受付業務
居宅介護支援事業　訪問介護事業　通所介護事業　介護予防･日常生活支援総合事業
居宅介護事業
県社会福祉協議会等の実施する事業への協力、連絡調整　町行政福祉諸事業への参加協力
民生委員児童委員協議会活動及び定例会等への参加　災害ボランティア本部運営　
移動支援調整　生活支援調整　タクシークーポン券の販売取扱
各種福祉団体への支援(事務局)　その他必要な事業の実施

支出 350,128,030円

収入 350,128,030円

社  協  だ  よ  り  第８５号（２）社  協  だ  よ  り  第８５号（３）

◇ 法人運営事業
◇ 企画・広報・助成事業

◇ 福祉活動推進事業

◇ 受託事業

◇ 共同募金事業

◇ 資金貸付事業
◇ 善意銀行運営事業
◇ 日常生活自立支援事業

◇ 成年後見支援事業
◇ 生活困窮者自立相談支援事業

◇ 介護保険事業
◇ 障害者総合支援事業
◇ その他の事業

森町成年後見制度サポートセンターを開設しました！森町成年後見制度サポートセンターを開設しました！
　森町社会福祉協議会では成年後見制度利用促進法を受け、森町成年後見制度サポートセンター（成年
後見制度中核機関）を開設しました。
　森町成年後見制度サポートセンターでは、御本人や御家族、支援関係者をサポートし、障がいや認知症
で判断能力が低下しても地域で自分らしく安心して暮らせるように、権利擁護の地域連携ネットワークづ
くりに取組み、成年後見制度を適切に利用できるよう様々な支援や活動を行います。

成年後見制度とは？
　認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない
方について、御本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、御本人を法律的に支援する
制度です。

森 町成 年 後 見 制 度 サポートセンター の 4つの 機 能

お問い合わせ･御相談：森町成年後見制度サポートセンター(森町社会福祉協議会事務局)　☎８５－５７６９

①広報
成年後見制度に係る講演会の実施や、リーフ
レット等を作成し、配布することで制度の周知･
啓発を行います。

②相談
成年後見制度に係る相談受付や関係機関との
調整、専門職相談会等を実施し、相談の場を提
供します。

③利用促進

御依頼をいただければ地域にもお伺います。

市民後見人の養成に係る支援や、本人の状況
に合わせた適切な後見人候補者の検討を行い
ます。

④後見人支援
親族及び専門職が後見人として活動をする際の
相談受付や、関係機関との調整等を行い、後見
活動の支援を行います。

点字板です
令和4年4月から新たに採用された森町社会
福祉協議会職員を紹介します。よろしくお願
いします。 【右】

廣岡　慶
所属：事務局
担当：共同募金、生活困窮者自立相談支
　　　援事業、日常生活自立支援事業、
　　　法人事務等
【左】
山﨑恵子
所属：事務局
担当：成年後見制度中核機関、日常生活自
　　　立支援事業等

誰に対しても対等に接することができ、思いやりの心を
育てる「福祉教育」の大切さを発信するため、町内
の学校において出前講座を開催しています。

講座内容
・福祉って何かな
・車いす体験
・手話講座
・点字体験
・認知症サポーター
・災害、減災について
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　森町社会福祉協議会では成年後見制度利用促進法を受け、森町成年後見制度サポートセンター（成年
後見制度中核機関）を開設しました。
　森町成年後見制度サポートセンターでは、御本人や御家族、支援関係者をサポートし、障がいや認知症
で判断能力が低下しても地域で自分らしく安心して暮らせるように、権利擁護の地域連携ネットワークづ
くりに取組み、成年後見制度を適切に利用できるよう様々な支援や活動を行います。

成年後見制度とは？
　認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない
方について、御本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、御本人を法律的に支援する
制度です。

森 町成 年 後 見 制 度 サポートセンター の 4つの 機 能

お問い合わせ･御相談：森町成年後見制度サポートセンター(森町社会福祉協議会事務局)　☎８５－５７６９

①広報
成年後見制度に係る講演会の実施や、リーフ
レット等を作成し、配布することで制度の周知･
啓発を行います。

②相談
成年後見制度に係る相談受付や関係機関との
調整、専門職相談会等を実施し、相談の場を提
供します。

③利用促進

御依頼をいただければ地域にもお伺います。

市民後見人の養成に係る支援や、本人の状況
に合わせた適切な後見人候補者の検討を行い
ます。

④後見人支援
親族及び専門職が後見人として活動をする際の
相談受付や、関係機関との調整等を行い、後見
活動の支援を行います。

点字板です
令和4年4月から新たに採用された森町社会
福祉協議会職員を紹介します。よろしくお願
いします。 【右】

廣岡　慶
所属：事務局
担当：共同募金、生活困窮者自立相談支
　　　援事業、日常生活自立支援事業、
　　　法人事務等
【左】
山﨑恵子
所属：事務局
担当：成年後見制度中核機関、日常生活自
　　　立支援事業等

誰に対しても対等に接することができ、思いやりの心を
育てる「福祉教育」の大切さを発信するため、町内
の学校において出前講座を開催しています。

講座内容
・福祉って何かな
・車いす体験
・手話講座
・点字体験
・認知症サポーター
・災害、減災について



問い合わせ先 森町社会福祉協議会 ☎85-5769 担当 村松

生活の時間
との両立が
可能！

（1）デイサービスセンター看護師
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

時給1,500円～、他通勤手当
森町三倉デイサービスセンター･森町園田デイサービスセンター
８:３０～１７:１５(休憩1時間)、勤務日数応相談　
交通費支給、社会保険加入(就業時間に応じて)、有給休暇、賞与年2回(6月･12月)
看護師又は准看護師資格、普通運転免許証所持者
利用者の健康チェック、機能訓練、入浴介助等
面接

給 与
勤 務 地
勤務時間
処 遇
資　　格
仕事内容
選考方法

（2）デイサービスセンター運転手
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

時給1,000円～、他通勤手当
森町もりデイサービスセンター
月曜日～土曜日、8:10～9:30及び16:10～17:30
交通費、有給休暇、賞与年2回(6月･12月)
普通自動車運転免許（60才以上の方も可）
デイサービスの送迎車両運転、他
面接

給 与
勤 務 地
勤務時間
処 遇
資　　格
仕事内容
選考方法

（3）訪問介護職員
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

時給950円～、他通勤手当
森町社協ケアサービス
月曜日～日曜日の内、1日数時間から勤務可能
交通費、有給休暇、賞与年2回(6月･12月)
介護福祉士又は介護職員初任者研修（又は同等資格）、普通自動車運転免許
高齢者訪問介護
面接

給 与
勤 務 地
勤務時間
処 遇
資　　格
仕事内容
選考方法

第 ８５ 号
〒437-0215 静岡県周智郡森町森 50-1

電話 （0538）85-5769　FAX （0538）85-1294
ホームページ https://www.mori-shakyou.or.jp

社会福祉法人森町社会福祉協議会

令和 4 年 5月 15日 社  協  だ  よ  り  第８５号（４）

心配ごと相談所弁護士相談心配ごと相談所弁護士相談心配ごと相談所弁護士相談 成年後見制度相談所成年後見制度相談所成年後見制度相談所

日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業
生活の中で困ったことはありませんか? 

●寄付金
森町子ども会育成連合会
その他、地域の皆様よりプルタブ等の御寄付をいただきま
した。

40,000円

この補助金には赤い羽根共同募金配分金が使われています。

　補助金交付には諸
条件がございますの
で、詳細については
森町社会福祉協議会
にお問合せ下さい。

　森町社会福祉協議会では、高齢者がいきいきと暮
らせる豊かな地域福祉を推進するため、町内にて実
施される高齢者ふれあいサロン事業の活動に対し
て、補助金を交付いたします。

　森町社会福祉協議会では、遺言、相続、成年後見制
度等の日常生活における法的な事柄について、弁護
士による個別相談会を行っています。相談は無料でお
受けいたします。

　森町社会福祉協議会では、司法書士で構成される
公益社団法人成年後見センターリーガルサポート静
岡支部の協力を得て、権利擁護に関する面接相談を
実施しています。相談は無料でお受けいたします。

森町共同募金委員会では、赤い羽根共同募金の
募金箱設置に御協力いただける企業･店舗･施設
を募集しています。

　森町子ども会育成連合会様(榊原知巳会長)を
代表して平野心嘩さん(森小2年)が来所され、町
内各地区で展開された｢１円玉を役立てよう運
動｣で集まった募金の内40,000円を手渡してい
ただきました。

　森町ライオンズクラブ様(鈴木寿一会長)か
ら、子供たちへの学習支援に役立ててほしいと
30,000円が、NPO法人青少年就労支援ネッ
トワーク静岡に手渡されました。いただいた御
寄付は町内の学習支援事業で使用されます。

　介護老人保健施設 風の杜様、豊田合成㈱森町工場様から、多
くの防災食を御寄贈いただきました。御寄贈いただいた防災食
は、生活困窮者の食糧支援等に使用させていただきます。

・借金は全部返したいが、返済しても元金が
なかなか減らず困っている。
・隣家の枯れ葉が自宅の庭に大量に落ちて
くる。何とかしたい。
・成年後見人制度について詳しく聞きたい。

・｢認知症になってしまったら｣と思う
と心配。
・成年後見の申立手続きについて相
談したい。
・自分で財産管理をすることが困難
になってきた親族がいる。
・相続や遺言について相談したい。等

　森町社会福祉協議会では、認知症や知的･精神障が
い、その他の様々な理由で、日常生活を営む上で必要な
福祉サービスを自分の判断で適切に利用することが難
しい方を対象に、｢福祉サービスの利用援助｣を基本サー
ビスとして、｢日常的な金銭管理｣や「書類の預かり」を行
う日常生活自立支援事業を実施しています。詳細は森町
社会福協議会までお問い合わせください。

社協の相談事業社協の相談事業 社協の相談事業社協の相談事業

そんな時には、社協に御相談ください!

下記のような相談事等に対応しています。お気軽に御相談ください。

下記のような相談事等に対応しています。お気軽に御相談ください。

福祉サービス
の手続きが分
からない・・・

通帳をしまった
場所をわすれて
しまうことが・・・

計画的にお金を使
いたいけれども、
うまくいかない・・・

等

相 談 員：弁護士
相談会場：森町保健福祉センター相談室
お申込み：相談は予約制となります。下記申込締切

日までに森町社会福祉協議会(☎85-5769)
までお申込みください。

　　　　　１回の相談は30分となります。
開 催  日：第１回 令和４年７月12日(火)
　　　　　【予約開始日 ６月１日(水) 申込締切日 6月28日(火)】
　　　　　第２回 令和４年11月８日(火)
　　　　　【予約開始日10月３日(月) 申込締切日10月25日(火)】
　　　　　第３回 令和５年3月14日(火)
　　　　　【予約開始日 ２月１日(水) 申込締切日 ２月28日(火)】
開催時間：13:30～15:30

相 談 員：リーガルサポート静岡支部所属の司法書士
相談会場：森町保健福祉センター相談室
お申込み：相談は予約制となります。相談日前日の

16:00までに森町社会福祉協議会
　　　　　(☎85-5769)までお申込みください。
　　　　　１回の相談は30分となります。
開催日時：毎月第1火曜日　13:30～16:30

令和４年２月１日～４月30日（順不同 敬称略）

職員急募！


