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二宮町社会福祉協議会 会長 伊勢田 博司
町民の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症
に伴う緊急事態宣言が出された中で、不安な毎日をお過ごしに
なり、先の見えない自粛生活でご負担も生じていることと存じ
ます。
このような状況のもと、町社協では二宮町や神奈川県社協等、
関係機関と連携を取りながら必要な支援や対応を行っている所
でございます。
まず、神奈川県社協の事業である、「新型コロナウイルス感
染症に係る生活福祉資金特例貸付」の窓口を町社協に設置し、緊急かつ一時的な生計
維持のための支援を行っています。( 詳細は 7 ページに記載 )
また、新型コロナウイルス感染予防の観点から、二宮町と協議をした上、町民の皆
さまのご理解ご協力のもと、町内全 18 か所の地域の通いの場の開催中止をしている
他、ボランティア関係の講座の中止及び延期、ともしびショップなのはなの休業等を
決めております。( 新型コロナウイルスへの社協の対応についての詳細は 2 ページに
記載）
町社協では、日々社会情勢が変化する中で、社協に求められる役割に迅速に対応す
るため、関係機関との連携、情報の収集・共有に努めてまいります。町民の皆さまに
おかれましては、今後とも感染予防に努めていただきますとともに、生活不活発 ( 動
かないこと ) によるフレイル ( 虚弱 ) にならないよう、自宅でできる運動や、散歩程
度の運動を心がけていただければと思います。
一日も早く、平穏な日が戻ってくることを祈り、挨拶とさせていただきます。

社協の情報確認はホームページ・FaceBookを活用ください！
(http://ninomiya-syakyo.jp)
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東京ハイジ / 二宮町

（https://www.facebook.com/nisyakyo.jimk)
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新型コロナウイルス感染症に対する社協の対応について
【5月1日現在】

事務局
○社協事務所内に２か所消毒薬を設置し外出からの帰庁時には、手洗い・手指消毒を実施。
○人が集まることを避けるため会議室の利用を制限（貸出し中止）。
○地域の通いの場については、地区の皆さまのご協力のもと、町と町社協で協議し、6月以降も当面のあいだ
開催中止を決定。また、町広報掲示板、ＨＰ等に中止のお知らせを掲載。
○おたすけネットでは、原則、6月末まで支援を休止。コーディネーターの活動も中止。
○シルバー緊急通報システムでは、新規設置・撤去工事の手配は緊急事態宣言が解除されてからの対応とする。
（お急ぎの方は別途相談）
○心配ごと相談は、3月から6月の開催を中止。
○ファミリーサポートセンターは、通常通り事業を継続。
○登録ボランティアの活動については、施設からの要請で活動を自粛。
○在宅での勤務が可能な職員については在宅勤務を実施。
○新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金特例貸付の窓口を設置。（詳細は7ページ参照）

地域包括支援センター「なのはな」
○訪問時、職務中のマスク着用。帰庁時、手洗い・手指消毒の徹底。
○出勤前に検温。発熱が見られる場合は出勤停止。
○仕事中、仕事以外でも換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の
対応を徹底。
○急な案件や相談がない場合は、訪問はせず電話等で対応。
○当面、役員会や研修、会議等は中止。
○在宅での勤務が可能な職員については、在宅勤務を実施。

ヘルパーステーション
○登録ヘルパーにマスク、消毒薬を配布。
○登録ヘルパーは毎朝検温を実施し、37.5 C 以上の場合は、訪問は行わない。
○登録ヘルパーはサービスの前後に手洗い、消毒を徹底する。
○サービスの対象者、またその家族に熱、咳、倦怠感などの症状がある場合はサービスを停止。
○在宅での勤務が可能な職員に関しては、在宅勤務を実施。

゜

カンナカンナ作業所
○3月に予定していた日帰り旅行の中止。
○カンナでのボランティア活動の休止を要請。
○通所時、食事の前に手洗いを実施。食事の際は一定の間隔を保つ。
○利用者には、朝自宅で検温し作業所への報告を徹底。

ともしびショップ「なのはな」
町民センターの休館に伴い、6月末まで休業。

社協の動き
1月
○地域ケア会議
○横断連携会議
○心配ごと相談
○ファミリーサポートセンター
まかせて会員養成講座
○ともしびショップなのはな
吾妻山菜の花ウォッチング
（１月11日〜2月9日）

2月

3月

4月

○地域ケア会議
○横断連携会議
○理事企画運営部会
○理事財務部会
○おたすけネット運営委員会
○地区社協部会連絡会議
○心配ごと相談
○登録ヘルパー定例会

○理事会
○評議員会
○善意銀行運営委員会
○ともしびショップ運営委員会
○ボランティアセンター情報交換会
○ファミリーサポートセンター
まかせて会員養成講座
○地域ケア会議
○横断連携会議
○登録ヘルパー定例会
○緊急援護資金貸付調査委員会

○在宅勤務開始
○新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、予定されていた
会議については、書面開催及
び中止とした。

※市外局番の記載がない場合は、市外局番は「0463」
です。
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地区社協部会〜新任部会長紹介〜
一色緑が丘地区

まつ ざき

とし こ

松崎

俊子

今年度より当地区社協部会長
を努めさせていただきます松崎
です。
30年ほど前に一色に越してきま
した。自然豊かなここに越して
来て、本当に良かったと思って
います。一色と緑が丘という成り立ちを異にする
二つの地域ですが、それぞれの状況を踏まえた
「通いの場」の活動と、特性をいかした交流の場
としての「ふれあい広場 みかん狩り」や「新春
餅つき大会」等を通して、地域の皆さまの繋がり
を深めていけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

中里地区

まつ もと

すみ はる

松本

澄治

今年度から当地区社協部会長
を努めることになりました松本
です。地区社協に 10 年以上参
加してまいりました。町社協も
サロンから通いの場に名称を変
えて、回数も倍に増えて参加者
も増えました。ただし、男性の参加が増えません
のでこれからの課題です。昨年同様の活動方針で、
地域の通いの場、グラウンドゴルフ大会、餅つき
大会、春のフェスタ大会など計画しており、安心
・安全・楽しい町づくりを目指してまいります。
地域の協力を得て交流が深まるように努めてまい
ります。ご理解とご協力をお願いいたします。

富士見が丘松根地区

たか はし

えい いち

髙橋

栄一

３年の地区社協部会経験を経
て今年度部会長を拝命いたしま
した髙橋栄一です。４年前まで
は「サロン」や「ミニデイ」が
ありましたが、「地域の通いの
場」が始まって自治会やゆめク
ラブなどとの共催となったため、地区社協部会独
自の活動を模索しています。社会福祉の原点に立
ち返り、地域のために何ができるかみんなで考え
て行きたいと思います。社協部会連絡会（部会長
の集まり）でも他地域の皆さまと情報交換をし、
参考にさせていただきたいと考えています。どう
ぞよろしくお願いいたします。

百合が丘地区

やな い

こう じ

梁井

幸次

百合が丘は、二宮町の中でも
高齢化が進んでいる地区です。
当地区の地域の通いの場は、３
ヵ所各月４回開催しています。
また、おたすけネットの登録者
は 18 名で、あんしん電話の登
録者は 18 名と活発な活動をしています。継続し
ていくことが大切ですが、高齢化に伴い人材不足
となっているのが現状です。私は百合が丘自治会
長も仰せつかっているので、自治会組織のネット
ワークを使い、当地区社協の人材確保と担い手の
育成に力を入れていきたいと考えております。
皆さまのご支援ご協力をお願いいたします。

元町北地区

せき ぐち

かね ゆ

き

関口

金由紀

今年度より、当地区社協部会長
を努めることになりました関口で
す。現在コロナウイルス感染症予
防のため、地区の行事や通いの場
が中止の状況です。早く収束し、
原状回復を願っております。当地
区の社協主催行事である「ふれあ
い健康ウォーク」
「ふれあいグラウンドゴルフ大会」
「ふれあい広場春のつどい」は、北地区役員の協力
のもとに地区の親睦を深め、例年盛大に行っていま
す。これらの行事を中心に地区の皆さまが楽しく、
元気に参加できるよう努めて行きたいと思います。
関係各位のご理解とご協力をよろしくお願いいたし
ます。

越地釜野地区

にし やま

西山

ち

づ

こ

千鶴子

今年度から当地区の社協部会
長を努めさせていただきます西
山と申します。民生委員を引き
受けてから社協部会の委員とな
って活動をしてまいりました。
地域の行事活動を通じて子ど
もから高齢者が一体となり、地域の活性化につな
がっていることを学びました。これからも、サロ
ン活動・高齢者バス遠足等を通じて、健康で安心
して暮らせる地域づくりに努めたいと思います。
関係各位のご協力をよろしくお願いします。
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令和元年度二宮町社協会費納入報告
日頃より、町社協の活動へのご理解ご協力ありがとうございます。令和元年度に皆さまからいただいた会費
は下表のとおりです。今後も町社協の活動にご理解ご協力をお願いします。

各地区社協部会
一般・団体・企業
合

計

一般会費
8,337口

会費口数
賛助会費
150口
6口

特別会費
22口
37口

8,337口

156口

59口

《特別会員》

合

計
4,578,500円
197,000円
4,775,500円
（敬称略・順不同）

二宮町商工会、二宮町人権擁護委員連絡協議会、二宮町民生委員児童委員協議会、大磯保護司会、二宮町遺族会、秋山光洋、池田
東一郎、井上浩、鈴木清二、善波宣雄、内藤三義、古澤時衛、柳川幸司、山田吉男、匿名（4名）、井上整形外科、さがみ信用金庫二宮
支店、
（ 株）サン・ライフ、
（ 株）信愛、
（ 株）二宮設備工業所、
（ 株）山田工務店、
（ 株）ミヤギ、
（ 株）桑野電気、二宮工業団地協同組合、
（一社）かながわ土地建物保全協会西湘サービスセンター、二宮福進会、二宮町仏教会、上杉歯科医院、
（ 医）光進会つばさ歯科医
院、鈴木歯科矯正歯科、さいとう歯科、
（ 有）露木商会、
（ 社福）一燈会メゾン二宮、二宮寿考園、サロンデイ二宮、二宮町身体障害
者福祉協会、柳川乳業（株）、山安二宮店、
（ 特非）たすけあいワーカーズ大空、二宮町手をつなぐ育成会、大磯地区更生保護女性
会二宮支部、二宮町ゆめクラブ連合会、サンプリンティングプロセス

《賛助会員》
（団体・企業のみ掲載しています）

（敬称略・順不同）

二宮町議会、二宮町地区長連絡協議会、二宮町部長会、二宮町課長会、
（ 社福）心泉学園、朝日新聞二宮専売所、中南信用金庫中里
支店、
（ 株）カトー二宮営業所、二宮胃腸内科クリニック、デイサービスぽっかぽか二宮、山本耳鼻いんこう科クリニック、二宮町
ゆめクラブコーラスカナリア、いのうえ歯科医院、
（ 特非）湘南いこいの里オアシス、二宮町ゆめクラブこまくさ会、
（ 社福）寿考
会みちる愛児園中里ナーサリー、野原落花生店、二宮喜楽園、窪田歯科

※ 前 号（ 1 3 6 ）に 誤 り が あ り ま し た 。今 号 の 報 告 が 最 終 版 と な り ま す 。
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令和2年度予算の概要
※単位
（千円）

収

入

① 補助金

⑧

①

町補助金

17.645

その他補助金

4,140

② 会費

⑦

4,980

③ 委託金

33,842

町委託金

①

収

入

支

④

出

178,504
③

④
⑤

2,284

④ 事業収入

③

178,504

⑥

31,558

その他委託金

⑤

②

21,785

②

8,655

⑤ 介護保険事業収入

56,059

⑥ 就労支援事業収入

2,400

⑦ 障がい福祉サービス等事業収入

29,499

⑧ その他

21,284
総

計

ഥ㊄߿ળ⾌ޔᬺ
ߥߤߥ߹ߑ߹ߐޔ߇
ࠆࠎߛߨ

ߘߩࠍᵴ߆ߒߡ
⦡ߥޘᬺࠍߒߡ
ࠆࠎߛߨ

178,504

※単位
（千円）

支
事

①

業

法人運営事業
法人運営事業
広報・福祉大会事業
心配ごと相談所事業
ボランティアセンター事業
地域福祉推進事業
福祉サービス利用援助事業
緊急通報システム事業
ファミリーサポートセンター事業

事業内容

55,956 社会福祉のための様々な事業を実施
評議員会、福祉バスの運行等）
30,902 社協の運営（理事会、
社会福祉大会を実施（福祉功労者の表彰等）
2,075 年３回の広報紙の発行、
（毎月第4木曜日）
154 心配ごと相談の開催
小中学校の授業に協力（福祉教育）
403 ボランティアの育成や支援、
5,824 地区社協部会・地域の通いの場の支援、おたすけネット事業の実施
（日常的な金銭管理等）
1,760 高齢や障がいで判断能力が十分でない方への支援
高齢者の見守り・緊急時対応を支援
4,210 機器を設置し、
3,474 地域で支える子育て支援

生活支援体制整備事業

一時的な困窮に伴う出費に対しての貸付支援
1,566 低所得者等への資金貸付支援、
3,239 地域の生活支援に関わる情報の収集・発信や体制整備

その他

2,349 福祉団体への助成、基金管理など

資金貸付事業

②

出

令和２年度予算

ヘルパーステーション事業

③ 障がい福祉サービス事業
④ ともしびショップ運営事業
⑤ 地域包括支援センター事業
認知症地域支援・ケア向上事業
地域包括支援センター事業
総計

43,755

高齢者や障がい者が自宅で安心した生活が送れるようにサポート
（ケアマネジメント、ヘルパー派遣など）

28.982 障がい者就労継続支援B型事業所カンナカンナの運営
8,872 障がい者の就労支援・社会参加・居場所のためのともしびショップの運営
40,939 地域包括支援センターの運営
38,739 高齢者の総合相談窓口（保健・医療・福祉サービス等の調整や支援を実施）
2,200 認知症の方を地域で支援するための取り組み
178,504
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新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金特例貸付について
休業された方向け（緊急小口資金）

失業された方等向け（総合支援資金）

●対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により
収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持の
ための貸付を必要とする世帯
●貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等の
特例の場合、 20万円以内
・その他の場合、10万円以内
●据置期間：１年以内 ●償還期間：2年以内
●貸付利子：無利子
●保 証 人：不用

●対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や
失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困
難となっている世帯
●貸付上限額
・複数世帯の場合、月額20万円以内
・単身世帯の場合、月額15万円以内
貸付期間：原則3ヶ月以内
●据置期間：１年以内 ●償還期間：10年以内
●貸付利子：無利子
●保 証 人：不用

○問合せ：二宮町社会福祉協議会(TEL 73ー0294 FAX 73ー0295)
※詳細は二宮町社会福祉協議会にお電話いただくか、県社会福祉協議会HPでご確認ください⇒

心配ごと相談
身近な相談場所として、心配ごと相談を
毎月第4木曜日に開催しています。
3月から6月については、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、中止といたし
ました。
7月以降の開催については、HP
でご確認いただくか、電話で
お問合せください。
連絡先: 二宮町社会福祉協議会
TEL 73ー0294

善意の寄託
たくさんのご寄附をありがとうございます。
合計 52,500円
◇寄託金
○西湘地域労働者福祉協議会 様
○匿名（1名）
◇寄託品
○川勾神社 様
○㈱興電社 様
○匿名
○匿名

御神米30kg
マスク300枚
衣類2袋
ミシン1台

（8）社協にのみや 137号
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東京ハイジ / 二宮町

地域包括支援センター非常勤職員募集

登録ヘルパー募集
仕事内容 ： 訪問介護業務
※サービス先へ直行直帰となります。
資
格 ： 介護福祉士、旧ヘルパー２級、
介護従事者初任者研修修了
勤務条件 ： 身体介護時給：1,500円
生活介護時給：1,150円
(土日時給100円増し)
※処遇改善制度より年度末に一時金支給
(一時金昨年度実績：週５日１日２時間程度で約15万円)

問 合 せ ： 社協ヘルパーステーション
TEL：73-2881

連絡先一覧

仕事内容 ： 介護予防サービス計画(ケアプラン)
作成・高齢者等の総合相談業務
その他地域包括支援センター業務
資
格 ： 介護支援専門員(ケアマネージャー)
普通自動車免許(AT限定可)
勤務条件 ： 時給1,500円(平日週３日勤務)
勤務時間 ： ①8時30分〜15時30分
②9時00分〜16時00分
(①②のどちらか選択可)
問 合 せ ： 二宮町社会福祉協議会 事務局
TEL：73-0294

編集後記

○社協ホームヘルパーステーション
二宮町山西5-1

☎ 0463-73-2881

○ファミリーサポートセンター
二宮町山西5-1

☎ 0463-75-9730

○地域包括支援センター なのはな
二宮町二宮961 町役場1階

☎ 0463-71-7085

○就労継続支援B型事業所カンナカンナ
二宮町緑が丘1-10-6
福祉ワークセンター内

☎ 0463-73-2405

○ともしびショップなのはな
二宮町二宮961-26 町民センター 1階 ☎ 0463-70-1105
こま

「自粛」が続きますが、こんな時こそ
タイムリーで正確な情報を伝えるのが
広報紙の役割、とそんな想いを込めて
の発行です。毎日の生活を工夫し、免
疫力を高めながらこの難局を乗り切り
ましょう。
理事広報部会

にのみやまちしゃかいふくしきょうぎかい

依田

久司

れんらく

お困りごとが ありましたら 二宮町社会福祉協議会まで ご連絡ください。
検索
電話（でんわ）0463−73−0294 FAX 0463−73−0295 ホームページ 二宮町社協

