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奥州市社会福祉協議会では、5課32事業所の約320人の職員が働
いています。このコーナーでは、市民の皆さんに社協職員の仕事
の内容を知っていただけるよう事業所を紹介していきます。

奥 州 市 社 会 福 祉 協 議 会 　 　 連 絡 先

課長：昆野宏彦課長：昆野宏彦

長谷川　伸長谷川　伸

総務財政課
25-6158

胆 沢 支 所
46-3111

地域福祉課
25-6188

衣 川 支 所
52-3144

水 沢 支 所
25-6025

生活応援課
25-7171

江 刺 支 所
35-8081

こども福祉課
25-6158

前 沢 支 所
56-2148

介護事業課
51-1181

総務財政課の職員は何名ですか？

事務局長から

Q

総務財政課はどのような課ですか？Q

具体的にどのような仕事をしていますか？Q

　総務、人事、経理、企画、施設管理の5部門に分かれており、奥州市社会福祉協議会の縁の下の力持ちとして、
透明性の高い法人運営、働きやすい環境の整備、社会福祉の啓発や広報等の業務を担っています。

　総務財政課、胆江地区広域交流セ
ンター、江刺高齢者生産活動センター
の3事業所を合計して25名です。

　総務部門は、理事会や評議員会などの法人運営に係る会議開催、
事業の計画や報告、各課との事務連絡調整等を行い、透明性の高
い適正な法人運営を目指しています。
　人事部門は、役員の選任手続きや秘書用務、職員の人事や労務、
福利厚生など、役職員が働きやすい環境づくりを行っています。
　経理部門は、法人全体の財産管理や予算執行及び決算事務など
を行っており、財務規律を重視した法人経営に取り組んでいます。
　企画部門は、地域福祉活動計画や法人の中期経営計画などの計画の立案、おうしゅう福祉だより発行など
の広報活動、社会福祉大会の開催、共同募金運動の推進など、地域福祉の啓発に係る企画業務を行っています。
　施設管理部門は、奥州市総合福祉センターなど本会保有施設の管理や福祉バスの運行管理などを行って
います。胆江地区広域交流センター（職員10名）、江刺高齢者生産活動センター（職員3名）では、住民の
皆さまに親しまれるような運営をめざしています。
　総務財政課の仕事は、他の課の仕事と比較すると、住民の皆さまと直接関わる機会が決して多くはないの
ですが、誰もが心の豊かさと幸せを実感できる福祉のまちづくりの実現を課員全員が願い、実現するために
日々の業務に取り組んでいます。

　事務局長・総務財政課職場
⑤

入賞者には、奥州市の特産品を贈呈しました。
ご厚志を賜りました市内各企業のみなさま、
ありがとうございました。

＊JA岩手ふるさと 様
＊株式会社小山製麺 様
＊銘菓処 高千代 様
＊菓子処 後藤屋 様

米25㎏
すいとんセット
お菓子詰合せ
お菓子詰合せ

　「夢」をテーマに募集した第10回奥州
市ふくし川柳2021の選考委員会が開か
れ、特選1句、秀逸3句、佳作15句の入
賞作品が決定しました。
　今年度は、岩手県内にお住まいの方を
対象とし、応募総数66名191句の川柳が
寄せられました。たくさんのご応募あり
がとうございました。

「評」米大リーグ、エンゼルス大谷翔平（27）選手＝奥州市出身、
花巻東高校。昨年11月ア・リーグ最優秀選手賞に満票で選ばれ
た。野球の二刀流で世界初だ。日本の野球で頭角を目指す青少
年に偉大な夢を授けてくれた。「夢弾ませる」が適表現であった。

入 賞 作 品

特選

秀逸

第10回
奥州市ふくし川柳2021

たぎるもの　まだ残りおり　夢もなお
（奥州市）　羽藤　駄菓子

虹色の　夢を抱く子等　明日の星
（滝沢市）　菊地　正宏

遠方の　笑顔の祖母と　夢で逢い
（奥州市）　川原　直也

少年の　夢弾ませる　二刀流
（奥州市）　山平　湖南

※入賞作品は、本会ホームページにも掲載しています。

Ｐ2.3　災害用食品配布
　賛助会費・施設団体会費
　協力事業所の紹介
　インフォメーション

Ｐ4 　社協のおしごと

　私たちが暮らしている
地域では、ちょっとした
助けを必要としている人
や、困りごとを抱えてい

る人など、さまざまな福祉課題・生活課
題を抱えている人がいます。
　社会福祉協議会「社協（しゃきょう）」は、
そういう人たちの問題を解決し、地域全
体をより良くするため、地域の皆さまやボ
ランティア、福祉・保健等の関係者、社
会福祉法人、NPO、行政機関、たくさん
の人たちと協力して、「福祉のまちづくり」
に取り組んでいきます。
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胆沢デイサービスセンターの移転及び併設運営

『ふくしの保険』申し込み受付中
　サロン活動やボランティア活動などを行う個人や団体向けの、令和4年度「ふくしの保険」の
申し込みを受け付けています。

　胆沢デイサービスセンターは、胆沢地域の方々を中心に、軽度の利用者さんが活動できるデイサービスとして
事業を行ってきましたが、令和4年4月1日より、胆沢総合福祉センター
内からデイサービスセンターじゅあんの園内に事業移行し、併設して運
営することといたしました。
　今後も利用者の皆さまには、継続してサービスを提供させていただ
きます。

－おしらせ－－おしらせ－informationinformation
じゅあんの園
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▼保険の種類　　「ボランティア活動保険」、「ボランティア行事保険」、
　　　　　　　　「送迎サービス補償」、「福祉サービス総合補償」、
　　　　　　　　「ふれあいサロン・社協行事傷害補償」
▼問　合　せ　　市社協地域福祉課・各支所　☎25-6188

▼所在地　　奥州市胆沢南都田字石行30-1　※住所の変更はありません
▼問合せ　　市社協介護事業課　☎51-1181

フードロスゼロを目指して！
災害用食品を無料配布しました

【水沢地域】  （福）愛護会  青木眼科ク
リニック ㈱アクト技術開発 （税）あお
ば会計 ㈱浅間建設 ㈱アズアズ水沢
店 ㈲アトム工房 ㈱姉体自動車工業  
AVANTI㈱ 胆沢平野土地改良区 石
川病院 EC南部コーポレーション㈱  
板倉小児科医院 板谷建設㈱ 胃腸ク
リニック ㈲伊藤建設興業 イワセキ
商事㈱ ㈱岩手銀行水沢支店 岩手ニ
チレキ㈱ （福）岩手ひだまり会 （福）
岩手福寿会 岩手ふるさと農業協同組
合  ㈱及川運送  ㈱及富  ㈱オイラー 
奥州エフエム放送㈱ 奥州商工会議所 
㈲奥州ネット 大井電気㈱水沢製作所 
㈲小沢商会 ㈲オックス画房 ㈱小野
硝子工業所 ㈱オノダ ㈲小野徳三郎
商店 小原自動車工業㈱ 小見レディー
スクリニック 貝山整形外科クリニック 

㈱カネヤマ薬品 鎌田段ボール工業㈱ 
亀井眼科 亀井内科消化器クリニック 
㈲亀文 ㈱環境保全サービス ㈱北日
本銀行水沢支店 キタノトーヨー住器
㈲ ㈲木村塗装工業 ㈲共栄車輌工業 
協栄電工㈱ 共栄門前 （福）仰光会白
ゆり乳児苑 共和設備工業㈱ ㈱ケア・
テック水沢営業所 （福）憲幸会 ㈱県
南設備 ㈱県南不動産 ㈲広新電設工
業 ㈱小平塗装 （福）駒形会駒形こど
もの杜 駒形神社 （医）桜井医院 ㈱
佐々儀 ㈱佐々重工業 佐藤クリニック 
㈱サンウェイ ㈱サンエス装備 ㈱七
福人 （福）寿水会 松峯園㈱ ㈱正和印
刷 ㈲菅勝不動産 鈴木内科消化器科
クリニック （福）聖光愛育会水沢保育
園 （医）創生会おとめがわ病院 髙惣
建設㈱ ㈱高豊 たかのはし皮膚科 竹

花乳腺クリニック ㈲ダスキン水沢 ㈱
立野屋 ㈱胆江日日新聞社 ㈱智泉 千
葉建設㈱ ㈱電友社 ㈱東開技術 東京
自動車㈱ ㈱東北銀行水沢支店 東北
電力ネットワーク㈱水沢電力センター 
㈱東北ネット工業 （福）ときわ会とき
わ保育園 内科板倉医院 ナカイ㈱岩
手本店 ㈱ナカノメ ㈱南部測量設計 
（医)如水会鈴木眼科吉小路 （特非）は
いらん家 箱崎歯科医院 ㈲ハセメディ
カルサービス ㈲羽田自動車整備工場 
花山内科クリニック 日高神社 （福）ひ
たかみ福祉会 ㈱ひびき （福）ひまわ
り会 （福）福伸会 ㈲藤澤塗装 ㈲プレ
スジュノー 文秀堂㈱ ㈱マイヤマイヤ
水沢店 ㈱松田書店 丸谷興務店㈱ ㈲
丸谷自動車センター ㈱丸政 水沢ガ
ス㈱ （一財）水沢環境公社 ㈱水沢グ

ランドホテル 水沢形成外科医院 ㈱
水沢工事センター 水沢自動車学校 水
沢信用金庫 ㈱ミズサワセミコンダク
タ ㈱水沢タクシー ㈱水沢鋳工所 水
沢ツーリストサービス㈱ 水沢テレビ
㈱ ㈲水沢ネット ㈱水沢農薬 ㈲水沢
ボデー （医）水沢みなみ皮フ科 ㈱ミ
チノク水沢営業所 未来㈲ （福）美楽
会 （福）むつみ会むつみ保育園 ㈲銘
菓処高千代 （福）もみじ会もみじ保育
園 盛岡日産モーター㈱水沢店 ㈲山
本左官工業 ㈱ユアテック水沢営業所 
㈲リサイクル伊藤 レディースクリニッ
ク清水医院 （福）和光福祉会ドレミこ
ども園  ㈲ワンダー商会
【江刺地域】  岩手江刺農業協同組合 
江刺工業団地企業協議会 江刺猿ヶ石
土地改良区 （福）江刺寿生会 （福）江
刺保育園 （福）暁泉会暁学園 （福）協
同光陽会 ㈱孝輝殿 白金運輸㈱ （福）
智禅会愛宕保育園 西浦精機㈱岩手工
場  マルモ通信商事㈱  ㈲森幸商会
【前沢地域】  ㈲阿部製麺 （福）アリノ

ママ会 ㈲e-iwate.com福地商店 イ
オン東北㈱イオン前沢店 岩手協和食
品㈱ （福）岩手県社会福祉事業団 ㈱
岩手東京ワイヤー製作所 おいかわ耳
鼻咽喉科医院 大石歯科医院 ㈱小形
畜産 ㈲おかる ㈲カーシー ㈱北日本
銀行前沢支店 県南設備工業㈱ ㈱小
林機械岩手工場 ㈱今野商店 ㈲佐藤
工務店 さとう整形外科・リウマチ科
クリニック 品川光学㈱岩手工場 （福）
白梅会 ㈲志和商店 鈴木商会 ㈱鈴健 
たかはし歯科医院 ㈱高橋建設工業 
たかはし内科胃腸科クリニック ㈲ち
だきゅう ちだ歯科 ㈱千田電機 つく
し薬局 津田歯科医院 （福）つつじ会 
㈱デジアイズ ㈱東北シーアイシー研
究所岩手工場 ㈲ニエドー仁衛堂薬局 
野村産業㈱岩手工場 ㈱ピースワン 船
橋商事㈱ ㈲本城運輸 舞鶴自動車整
備工場 ㈲前沢実業 前沢自動車学校
㈱ 前沢商工会 ㈱前沢タクシー ㈲前
沢不動産 ㈲前田鋳工所 丸協建設㈱ 
㈲三浦自動車整備工場 ㈱三清商店 

㈱村孝 （福）優愛福祉会 ㈱ユーテム
プレシジョン東北工場 ㈱吉田石油  
㈲リプロ企画
【胆沢地域】 ㈲アドライテック ㈱阿
部総業 ㈲胆沢交通 いさわ福祉会 
㈲胆沢養豚 岩手シューズ㈱ 岩手ふ
るさと農業協同組合  ㈲エス・ケー・ケ
ー・オカド （福）奥州いさわ会 ㈲大塚
クリーニング ㈱小山製麺 ㈱キンレ
イ （福）幸生会 （資）佐貞商店 ㈱サン
セイ・イサワ ㈲菅原建設 菅原成志建
築事務所 ㈲総建 ㈲タイガー商会 
ティアール工業㈱水沢工場 デサント
アパレル㈱  ㈲松平自動車工業
【衣川地域】 ㈱市川ゴルフ興業 小岩
金網㈱岩手衣川工場 （福）衣川会 ㈲
衣川環境 （特非）衣川こぶしの会 衣
川造園 ㈲サンシコー開発 ㈱スキル
グリスター 菅原シェル中子製作所 
㈱大東住器  千建東北  ㈲丸勝工建

令和3年度賛助会費・施設団体会費
　　　　　ご協力いただきありがとうございました
ご協力いただきました皆さまに深く感謝申し上げます。地域の様々な活動に活用させていただきます。

　まだ十分に食べられる食品や災害備蓄が捨てられてしまう問題〝フードロス〞削
減の取り組みとして、災害用備蓄食品を無料で配布しました。
　この災害用備蓄食品は、ライオンズクラブ国際協会332B地区3R1Zのうち4クラ
ブ様から2,240食の寄付を受け、子育て世帯の応援とフードバンク事業に活用して
きました。今回はSDGs実現に向けた取り組みの一環として、2月23日と3月21日
の2日間、18歳未満の子どもを養育している世帯などを対象に配布しました。
　1人6食を限度に、賞味期限内に食べきり廃棄しないこと、食べてみた感想をお
聞かせいただくことをお願いして配布し、後日たくさんの感想が寄せられました。
　好評により来年度も実施を予定しておりますので、決まり次第お知らせいたします。

※お名前は省略させていただきます。

◆◆お寄せいただいた感想を紹介します◆◆

我が家も非常時の為に食料を備
蓄しておかなくてはと思います。
またこのような機会がありまし
たら利用したいと思います。

五目ごはん味付けもしっかりあ
り食べ応えがありました！大切に
美味しく頂きたいと思います。

2 3おうしゅう福祉だより　vol.94 おうしゅう福祉だより　vol.94

胆沢デイサービスセンターの移転及び併設運営
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　サロン活動やボランティア活動などを行う個人や団体向けの、令和4年度「ふくしの保険」の
申し込みを受け付けています。

　胆沢デイサービスセンターは、胆沢地域の方々を中心に、軽度の利用者さんが活動できるデイサービスとして
事業を行ってきましたが、令和4年4月1日より、胆沢総合福祉センター
内からデイサービスセンターじゅあんの園内に事業移行し、併設して運
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▼保険の種類　　「ボランティア活動保険」、「ボランティア行事保険」、
　　　　　　　　「送迎サービス補償」、「福祉サービス総合補償」、
　　　　　　　　「ふれあいサロン・社協行事傷害補償」
▼問　合　せ　　市社協地域福祉課・各支所　☎25-6188

▼所在地　　奥州市胆沢南都田字石行30-1　※住所の変更はありません
▼問合せ　　市社協介護事業課　☎51-1181

フードロスゼロを目指して！
災害用食品を無料配布しました

【水沢地域】  （福）愛護会  青木眼科ク
リニック ㈱アクト技術開発 （税）あお
ば会計 ㈱浅間建設 ㈱アズアズ水沢
店 ㈲アトム工房 ㈱姉体自動車工業  
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令和3年度賛助会費・施設団体会費
　　　　　ご協力いただきありがとうございました
ご協力いただきました皆さまに深く感謝申し上げます。地域の様々な活動に活用させていただきます。

　まだ十分に食べられる食品や災害備蓄が捨てられてしまう問題〝フードロス〞削
減の取り組みとして、災害用備蓄食品を無料で配布しました。
　この災害用備蓄食品は、ライオンズクラブ国際協会332B地区3R1Zのうち4クラ
ブ様から2,240食の寄付を受け、子育て世帯の応援とフードバンク事業に活用して
きました。今回はSDGs実現に向けた取り組みの一環として、2月23日と3月21日
の2日間、18歳未満の子どもを養育している世帯などを対象に配布しました。
　1人6食を限度に、賞味期限内に食べきり廃棄しないこと、食べてみた感想をお
聞かせいただくことをお願いして配布し、後日たくさんの感想が寄せられました。
　好評により来年度も実施を予定しておりますので、決まり次第お知らせいたします。

※お名前は省略させていただきます。

◆◆お寄せいただいた感想を紹介します◆◆

我が家も非常時の為に食料を備
蓄しておかなくてはと思います。
またこのような機会がありまし
たら利用したいと思います。

五目ごはん味付けもしっかりあ
り食べ応えがありました！大切に
美味しく頂きたいと思います。
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胆沢デイサービスセンターの移転及び併設運営

『ふくしの保険』申し込み受付中
　サロン活動やボランティア活動などを行う個人や団体向けの、令和4年度「ふくしの保険」の
申し込みを受け付けています。

　胆沢デイサービスセンターは、胆沢地域の方々を中心に、軽度の利用者さんが活動できるデイサービスとして
事業を行ってきましたが、令和4年4月1日より、胆沢総合福祉センター
内からデイサービスセンターじゅあんの園内に事業移行し、併設して運
営することといたしました。
　今後も利用者の皆さまには、継続してサービスを提供させていただ
きます。

－おしらせ－－おしらせ－informationinformation
じゅあんの園
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▼保険の種類　　「ボランティア活動保険」、「ボランティア行事保険」、
　　　　　　　　「送迎サービス補償」、「福祉サービス総合補償」、
　　　　　　　　「ふれあいサロン・社協行事傷害補償」
▼問　合　せ　　市社協地域福祉課・各支所　☎25-6188

▼所在地　　奥州市胆沢南都田字石行30-1　※住所の変更はありません
▼問合せ　　市社協介護事業課　☎51-1181

フードロスゼロを目指して！
災害用食品を無料配布しました
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　まだ十分に食べられる食品や災害備蓄が捨てられてしまう問題〝フードロス〞削
減の取り組みとして、災害用備蓄食品を無料で配布しました。
　この災害用備蓄食品は、ライオンズクラブ国際協会332B地区3R1Zのうち4クラ
ブ様から2,240食の寄付を受け、子育て世帯の応援とフードバンク事業に活用して
きました。今回はSDGs実現に向けた取り組みの一環として、2月23日と3月21日
の2日間、18歳未満の子どもを養育している世帯などを対象に配布しました。
　1人6食を限度に、賞味期限内に食べきり廃棄しないこと、食べてみた感想をお
聞かせいただくことをお願いして配布し、後日たくさんの感想が寄せられました。
　好評により来年度も実施を予定しておりますので、決まり次第お知らせいたします。

※お名前は省略させていただきます。

◆◆お寄せいただいた感想を紹介します◆◆

我が家も非常時の為に食料を備
蓄しておかなくてはと思います。
またこのような機会がありまし
たら利用したいと思います。

五目ごはん味付けもしっかりあ
り食べ応えがありました！大切に
美味しく頂きたいと思います。
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胆沢デイサービスセンターの移転及び併設運営

『ふくしの保険』申し込み受付中
　サロン活動やボランティア活動などを行う個人や団体向けの、令和4年度「ふくしの保険」の
申し込みを受け付けています。

　胆沢デイサービスセンターは、胆沢地域の方々を中心に、軽度の利用者さんが活動できるデイサービスとして
事業を行ってきましたが、令和4年4月1日より、胆沢総合福祉センター
内からデイサービスセンターじゅあんの園内に事業移行し、併設して運
営することといたしました。
　今後も利用者の皆さまには、継続してサービスを提供させていただ
きます。

－おしらせ－－おしらせ－informationinformation
じゅあんの園

建物は
隣接しています
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▼保険の種類　　「ボランティア活動保険」、「ボランティア行事保険」、
　　　　　　　　「送迎サービス補償」、「福祉サービス総合補償」、
　　　　　　　　「ふれあいサロン・社協行事傷害補償」
▼問　合　せ　　市社協地域福祉課・各支所　☎25-6188

▼所在地　　奥州市胆沢南都田字石行30-1　※住所の変更はありません
▼問合せ　　市社協介護事業課　☎51-1181

フードロスゼロを目指して！
災害用食品を無料配布しました

【水沢地域】  （福）愛護会  青木眼科ク
リニック ㈱アクト技術開発 （税）あお
ば会計 ㈱浅間建設 ㈱アズアズ水沢
店 ㈲アトム工房 ㈱姉体自動車工業  
AVANTI㈱ 胆沢平野土地改良区 石
川病院 EC南部コーポレーション㈱  
板倉小児科医院 板谷建設㈱ 胃腸ク
リニック ㈲伊藤建設興業 イワセキ
商事㈱ ㈱岩手銀行水沢支店 岩手ニ
チレキ㈱ （福）岩手ひだまり会 （福）
岩手福寿会 岩手ふるさと農業協同組
合  ㈱及川運送  ㈱及富  ㈱オイラー 
奥州エフエム放送㈱ 奥州商工会議所 
㈲奥州ネット 大井電気㈱水沢製作所 
㈲小沢商会 ㈲オックス画房 ㈱小野
硝子工業所 ㈱オノダ ㈲小野徳三郎
商店 小原自動車工業㈱ 小見レディー
スクリニック 貝山整形外科クリニック 

㈱カネヤマ薬品 鎌田段ボール工業㈱ 
亀井眼科 亀井内科消化器クリニック 
㈲亀文 ㈱環境保全サービス ㈱北日
本銀行水沢支店 キタノトーヨー住器
㈲ ㈲木村塗装工業 ㈲共栄車輌工業 
協栄電工㈱ 共栄門前 （福）仰光会白
ゆり乳児苑 共和設備工業㈱ ㈱ケア・
テック水沢営業所 （福）憲幸会 ㈱県
南設備 ㈱県南不動産 ㈲広新電設工
業 ㈱小平塗装 （福）駒形会駒形こど
もの杜 駒形神社 （医）桜井医院 ㈱
佐々儀 ㈱佐々重工業 佐藤クリニック 
㈱サンウェイ ㈱サンエス装備 ㈱七
福人 （福）寿水会 松峯園㈱ ㈱正和印
刷 ㈲菅勝不動産 鈴木内科消化器科
クリニック （福）聖光愛育会水沢保育
園 （医）創生会おとめがわ病院 髙惣
建設㈱ ㈱高豊 たかのはし皮膚科 竹

花乳腺クリニック ㈲ダスキン水沢 ㈱
立野屋 ㈱胆江日日新聞社 ㈱智泉 千
葉建設㈱ ㈱電友社 ㈱東開技術 東京
自動車㈱ ㈱東北銀行水沢支店 東北
電力ネットワーク㈱水沢電力センター 
㈱東北ネット工業 （福）ときわ会とき
わ保育園 内科板倉医院 ナカイ㈱岩
手本店 ㈱ナカノメ ㈱南部測量設計 
（医)如水会鈴木眼科吉小路 （特非）は
いらん家 箱崎歯科医院 ㈲ハセメディ
カルサービス ㈲羽田自動車整備工場 
花山内科クリニック 日高神社 （福）ひ
たかみ福祉会 ㈱ひびき （福）ひまわ
り会 （福）福伸会 ㈲藤澤塗装 ㈲プレ
スジュノー 文秀堂㈱ ㈱マイヤマイヤ
水沢店 ㈱松田書店 丸谷興務店㈱ ㈲
丸谷自動車センター ㈱丸政 水沢ガ
ス㈱ （一財）水沢環境公社 ㈱水沢グ

ランドホテル 水沢形成外科医院 ㈱
水沢工事センター 水沢自動車学校 水
沢信用金庫 ㈱ミズサワセミコンダク
タ ㈱水沢タクシー ㈱水沢鋳工所 水
沢ツーリストサービス㈱ 水沢テレビ
㈱ ㈲水沢ネット ㈱水沢農薬 ㈲水沢
ボデー （医）水沢みなみ皮フ科 ㈱ミ
チノク水沢営業所 未来㈲ （福）美楽
会 （福）むつみ会むつみ保育園 ㈲銘
菓処高千代 （福）もみじ会もみじ保育
園 盛岡日産モーター㈱水沢店 ㈲山
本左官工業 ㈱ユアテック水沢営業所 
㈲リサイクル伊藤 レディースクリニッ
ク清水医院 （福）和光福祉会ドレミこ
ども園  ㈲ワンダー商会
【江刺地域】  岩手江刺農業協同組合 
江刺工業団地企業協議会 江刺猿ヶ石
土地改良区 （福）江刺寿生会 （福）江
刺保育園 （福）暁泉会暁学園 （福）協
同光陽会 ㈱孝輝殿 白金運輸㈱ （福）
智禅会愛宕保育園 西浦精機㈱岩手工
場  マルモ通信商事㈱  ㈲森幸商会
【前沢地域】  ㈲阿部製麺 （福）アリノ

ママ会 ㈲e-iwate.com福地商店 イ
オン東北㈱イオン前沢店 岩手協和食
品㈱ （福）岩手県社会福祉事業団 ㈱
岩手東京ワイヤー製作所 おいかわ耳
鼻咽喉科医院 大石歯科医院 ㈱小形
畜産 ㈲おかる ㈲カーシー ㈱北日本
銀行前沢支店 県南設備工業㈱ ㈱小
林機械岩手工場 ㈱今野商店 ㈲佐藤
工務店 さとう整形外科・リウマチ科
クリニック 品川光学㈱岩手工場 （福）
白梅会 ㈲志和商店 鈴木商会 ㈱鈴健 
たかはし歯科医院 ㈱高橋建設工業 
たかはし内科胃腸科クリニック ㈲ち
だきゅう ちだ歯科 ㈱千田電機 つく
し薬局 津田歯科医院 （福）つつじ会 
㈱デジアイズ ㈱東北シーアイシー研
究所岩手工場 ㈲ニエドー仁衛堂薬局 
野村産業㈱岩手工場 ㈱ピースワン 船
橋商事㈱ ㈲本城運輸 舞鶴自動車整
備工場 ㈲前沢実業 前沢自動車学校
㈱ 前沢商工会 ㈱前沢タクシー ㈲前
沢不動産 ㈲前田鋳工所 丸協建設㈱ 
㈲三浦自動車整備工場 ㈱三清商店 

㈱村孝 （福）優愛福祉会 ㈱ユーテム
プレシジョン東北工場 ㈱吉田石油  
㈲リプロ企画
【胆沢地域】 ㈲アドライテック ㈱阿
部総業 ㈲胆沢交通 いさわ福祉会 
㈲胆沢養豚 岩手シューズ㈱ 岩手ふ
るさと農業協同組合  ㈲エス・ケー・ケ
ー・オカド （福）奥州いさわ会 ㈲大塚
クリーニング ㈱小山製麺 ㈱キンレ
イ （福）幸生会 （資）佐貞商店 ㈱サン
セイ・イサワ ㈲菅原建設 菅原成志建
築事務所 ㈲総建 ㈲タイガー商会 
ティアール工業㈱水沢工場 デサント
アパレル㈱  ㈲松平自動車工業
【衣川地域】 ㈱市川ゴルフ興業 小岩
金網㈱岩手衣川工場 （福）衣川会 ㈲
衣川環境 （特非）衣川こぶしの会 衣
川造園 ㈲サンシコー開発 ㈱スキル
グリスター 菅原シェル中子製作所 
㈱大東住器  千建東北  ㈲丸勝工建

令和3年度賛助会費・施設団体会費
　　　　　ご協力いただきありがとうございました
ご協力いただきました皆さまに深く感謝申し上げます。地域の様々な活動に活用させていただきます。

　まだ十分に食べられる食品や災害備蓄が捨てられてしまう問題〝フードロス〞削
減の取り組みとして、災害用備蓄食品を無料で配布しました。
　この災害用備蓄食品は、ライオンズクラブ国際協会332B地区3R1Zのうち4クラ
ブ様から2,240食の寄付を受け、子育て世帯の応援とフードバンク事業に活用して
きました。今回はSDGs実現に向けた取り組みの一環として、2月23日と3月21日
の2日間、18歳未満の子どもを養育している世帯などを対象に配布しました。
　1人6食を限度に、賞味期限内に食べきり廃棄しないこと、食べてみた感想をお
聞かせいただくことをお願いして配布し、後日たくさんの感想が寄せられました。
　好評により来年度も実施を予定しておりますので、決まり次第お知らせいたします。

※お名前は省略させていただきます。

◆◆お寄せいただいた感想を紹介します◆◆

我が家も非常時の為に食料を備
蓄しておかなくてはと思います。
またこのような機会がありまし
たら利用したいと思います。

五目ごはん味付けもしっかりあ
り食べ応えがありました！大切に
美味しく頂きたいと思います。
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奥州市社会福祉協議会では、5課32事業所の約320人の職員が働
いています。このコーナーでは、市民の皆さんに社協職員の仕事
の内容を知っていただけるよう事業所を紹介していきます。

奥 州 市 社 会 福 祉 協 議 会 　 　 連 絡 先

課長：昆野宏彦課長：昆野宏彦

長谷川　伸長谷川　伸

総務財政課
25-6158

胆 沢 支 所
46-3111

地域福祉課
25-6188

衣 川 支 所
52-3144

水 沢 支 所
25-6025

生活応援課
25-7171

江 刺 支 所
35-8081

こども福祉課
25-6158

前 沢 支 所
56-2148

介護事業課
51-1181

総務財政課の職員は何名ですか？

事務局長から

Q

総務財政課はどのような課ですか？Q

具体的にどのような仕事をしていますか？Q

　総務、人事、経理、企画、施設管理の5部門に分かれており、奥州市社会福祉協議会の縁の下の力持ちとして、
透明性の高い法人運営、働きやすい環境の整備、社会福祉の啓発や広報等の業務を担っています。

　総務財政課、胆江地区広域交流セ
ンター、江刺高齢者生産活動センター
の3事業所を合計して25名です。

　総務部門は、理事会や評議員会などの法人運営に係る会議開催、
事業の計画や報告、各課との事務連絡調整等を行い、透明性の高
い適正な法人運営を目指しています。
　人事部門は、役員の選任手続きや秘書用務、職員の人事や労務、
福利厚生など、役職員が働きやすい環境づくりを行っています。
　経理部門は、法人全体の財産管理や予算執行及び決算事務など
を行っており、財務規律を重視した法人経営に取り組んでいます。
　企画部門は、地域福祉活動計画や法人の中期経営計画などの計画の立案、おうしゅう福祉だより発行など
の広報活動、社会福祉大会の開催、共同募金運動の推進など、地域福祉の啓発に係る企画業務を行っています。
　施設管理部門は、奥州市総合福祉センターなど本会保有施設の管理や福祉バスの運行管理などを行って
います。胆江地区広域交流センター（職員10名）、江刺高齢者生産活動センター（職員3名）では、住民の
皆さまに親しまれるような運営をめざしています。
　総務財政課の仕事は、他の課の仕事と比較すると、住民の皆さまと直接関わる機会が決して多くはないの
ですが、誰もが心の豊かさと幸せを実感できる福祉のまちづくりの実現を課員全員が願い、実現するために
日々の業務に取り組んでいます。

　事務局長・総務財政課職場
⑤

入賞者には、奥州市の特産品を贈呈しました。
ご厚志を賜りました市内各企業のみなさま、
ありがとうございました。

＊JA岩手ふるさと 様
＊株式会社小山製麺 様
＊銘菓処 高千代 様
＊菓子処 後藤屋 様

米25㎏
すいとんセット
お菓子詰合せ
お菓子詰合せ

　「夢」をテーマに募集した第10回奥州
市ふくし川柳2021の選考委員会が開か
れ、特選1句、秀逸3句、佳作15句の入
賞作品が決定しました。
　今年度は、岩手県内にお住まいの方を
対象とし、応募総数66名191句の川柳が
寄せられました。たくさんのご応募あり
がとうございました。

「評」米大リーグ、エンゼルス大谷翔平（27）選手＝奥州市出身、
花巻東高校。昨年11月ア・リーグ最優秀選手賞に満票で選ばれ
た。野球の二刀流で世界初だ。日本の野球で頭角を目指す青少
年に偉大な夢を授けてくれた。「夢弾ませる」が適表現であった。

入 賞 作 品

特選

秀逸

第10回
奥州市ふくし川柳2021

たぎるもの　まだ残りおり　夢もなお
（奥州市）　羽藤　駄菓子

虹色の　夢を抱く子等　明日の星
（滝沢市）　菊地　正宏

遠方の　笑顔の祖母と　夢で逢い
（奥州市）　川原　直也

少年の　夢弾ませる　二刀流
（奥州市）　山平　湖南

※入賞作品は、本会ホームページにも掲載しています。

Ｐ2.3　災害用食品配布
　賛助会費・施設団体会費
　協力事業所の紹介
　インフォメーション

Ｐ4 　社協のおしごと

　私たちが暮らしている
地域では、ちょっとした
助けを必要としている人
や、困りごとを抱えてい

る人など、さまざまな福祉課題・生活課
題を抱えている人がいます。
　社会福祉協議会「社協（しゃきょう）」は、
そういう人たちの問題を解決し、地域全
体をより良くするため、地域の皆さまやボ
ランティア、福祉・保健等の関係者、社
会福祉法人、NPO、行政機関、たくさん
の人たちと協力して、「福祉のまちづくり」
に取り組んでいきます。


