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生活福祉資金貸付制度
低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その
在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

低所得者世帯・障がい者
世帯・高齢者世帯を対象と
し、資金の種類によって対
象世帯は異なります。

失業者等の支援のための

緊急かつ一時的に必要な少額貸付の

総合支援資金

福祉資金（緊急小口資金）

日常を送るうえで一時的に支援が必要な方のための

お住まいの不動産を担保とする

福祉資金（福祉費）

不動産担保型生活資金

学校への入学・就学のための

※詳細は、厚生労働省の WEB サイト
「生活福祉資金貸付制度」をご覧下さい。

教育支援資金

受験生チャレンジ支援貸付事業
高校や大学等の受験料の捻出が困難な世帯に必要な資金
の貸付を無利子で行い、子ども達が高校や大学への進学を
目指し、受験に挑戦することを支援する事業です。

・高校や大学等に入学した場合
⇒返済が免除！
・中途退学した方の
⇒再チャレンジにも利用可能！

高校・大学等の受験料をサポート

高校・大学受験対策の学習塾等の費用をサポートする

受験料

学習塾等受講料

※詳細は、東京都福祉保健局の WEB サイト「受験生チャレンジ支援貸付事業」をご覧下さい。
窓口・問い合わせ先：利島村社会福祉協議会（事務局） ☎04992-9-0018
※デイホームさくゆりは通常営業となっていますが、感染症対策のためご利用者様以外の来所をお断り
させていただいている状況にあります。改めて、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

ホームページでも情報発信をしています。⇒ http://toshimamura-csw.main.jp/

利島村社協 住民向け支援事業のご案内
利島村の、高齢者・障がい者・乳幼児などの対象者の方にご利用いただける、医療や介護

便利帳の
QRコード
はこちら！

に関する事業を掲載します。詳細は、社協だより4月号で配布しました 『利島村 ふくしの便利
帳』 にて、ご確認ください。右のQRコードや、本会Webサイトからもご覧いただけます！
事業名

内容

買い物サポート

インターネット等を利用して、介護関連用品の購入を代行します。

理髪サービス

島内で利用できる理髪サービス券（1 枚 1,000 円相当）を年 1 回 10 枚程
度交付します。

福祉用具貸与

要支援以上の要介護認定を持つ高齢者及び障がい者等に、必要な福
祉用具を貸与します。

送迎サービス

受診や出島に伴う利島村内での移動手段を提供します。

福祉車両貸出

車椅子対応車輌等を貸出し、移動困難者の移送、外出などについて便
宜を図ります。

☆電動カートお試しレンタル
4 月から、20～80 代の幅広い世
代の方々に利用していただいて
います！

移動手段として、運転免許を必要としない電動カートを貸し出します。
レンタル料金は無料となりますが、貸出期間中、１か月 1,000 円の保険
料をお支払いいただき、事故の際の怪我や相手への補償に備えていた
だきます。
＜対象者＞運転免許を返納した方や徒歩での外出にお困りの方

☆排泄補助用品等購入代金助 排泄に関わる商品を購入された際に、その購入代金を助成します。
成
＜対象者＞介護認定者、障がい者手帳をお持ちの方、小学校就学入
乳幼児の方も対象です！
学前乳幼児（0～6 歳）、その他医師の指導がある方
チャイルドシート寄贈

チャイルドシートを寄贈し、島内での安全な日常生活を支援します。

ノルディックウォーキングポール フレイル予防や健康維持のために、ノルディックウォーキングポールを
の貸し出し

貸し出します。

お泊りデイサービス

16：00～翌 9：30 の間、デイホームでの宿泊サービスを提供します。

夜間相談・訪問サービス

夜間の介護に不安を覚える介護者に相談及び訪問体制を提供します。

高齢者等生活支援ホームヘルプ ご自宅にヘルパーを派遣し、家事援助等を行いその生活を支援しま
サービス
す。
ひとり暮らし高齢者等傾聴訪問

ヘルパーがご自宅を訪問し、高齢者の見守りや話し相手をします。

配食サービス

虚弱等で調理が困難となった高齢者等に食事を提供し、その生活を支
援します。

利島村サロン

10：00～15：30 の間、利島村高齢者在宅サービスセンターに滞在しても
らい、高齢者等の日常生活の支援をします。

リハビリテーション指導

本土よりリハビリ専門職を招聘し、リハビリに関する支援をします。

生活福祉資金貸付事業

所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対し
て、資金貸付と必要な相談援助を行います。

受験生チャレンジ支援貸付事業

学習塾などの費用や高校・大学等への受験費用について貸付を行いま
す

地域福祉権利擁護事業

判断力が低下し日常生活に不安を抱える高齢者や障がい者の生活を
支援します。

コピー・FAX 機の利用

実費相当額（地域活動等で利用の場合には無料）にて、コピー及び
FAX 機を利用頂けます。

『利島村地域包括支援センター』からのお知らせです
令和 4 年度のリハビリテーション事業について
利島村社会福祉協議会では、国内有数の医療法人グループである“平成医療福祉グループ”の協
力を得て、世田谷区にある“世田谷記念病院”から、理学療法士を派遣（在籍型出向）してもらうこ
ととなりました。期間は 6 月から来年 5 月末までの 1 年間で、利島に住み、同じ地域住民として
多方面で活躍していただきます！（リハビリ専門職は、今後も 1 年交代で派遣される予定です）
※当センターには、主任介護支援専門員 1 名（兼務）のみが配置されています

理学療法士の塚本泰成（つかもと

やすなり）です

グループ内の病院や施設にて、様々な分野のリハビリを約 5 年経験
しました。利島の皆様の暮らしが少しでも豊かになるように、今ま
で自分が培ってきたリハビリの技術や生活環境の設定、運動のアド
バイス等を提供できればと思っております。
精一杯頑張りますので、公私にわたって宜しくお願い致します！
（写真は以前に職場の皆と参加した、高円寺での阿波踊りイベントのものです）

世代間交流の状況報告
新型コロナウイルス感染症の影響で中止していた交流ですが、感染症対策に配
慮しマスク着用と換気を行ったうえで、玄関先での対面を通して、徐々に再開して
います。
当デイホームの月行事でご利用者様が作ったものを職員がお
渡しし、保育園の子どもたちがお礼訪問してくれています。実際
に会うと、「どこの子の子だ！」と聞く方や、子どもたちが去る際
に見送りながら手を振って「また来てね！」と笑顔でおっしゃるご
利用者様もいらっしゃいました。ご利用者様は勿論のこと、利島
の子ども達にも楽しんでいただける機会になればいいなと思って
います。

入職者のご紹介
■人事
令和 4 年 5 月 1 日付
新規採用

今年は、やります！

涼み処（すずみどころ）開設予定
※開設期間：7 月 1 日～9 月 30 日
（土日を除く 10：00～16：00）

夏の期間、利島村高齢者在宅サービスセンター

初めまして。面接の時、ご
内に「涼み処（すずみどころ）」を開設します！
利用者様と一緒にドライブ
冷たいお飲み物（無料）をご用意しておりますの
で、涼みにお立ち寄りください。
に参加し、山の美しさに惚
※感染症拡大状況や通所事業所の管理運営上、ご利用いただ
れ込んで来島いたしました。力の及ぶ限り、島
けない場合もございます。あらかじめご了承ください。
のご利用者様のお役に立ちたいと思っており
参考：全国社会福祉協議会
HP （https://www.shakyo.or.jp/）、東京都社会福祉協議会 HP （https://www.tcsw.tvac.or.jp/）
ますので、皆様宜しくお願い致します。
あっつー💦
介護福祉士 永田 美貴（ながた みき）
ちょっと寄ってみようかな…

デイホームさくゆり
だ

よ

り

保育園の子どもたちに贈る鯉のぼりを作りました！

カラフルな鯉のぼり
が作れました！

＜昼食メニュー＞
筍ご飯、ブリの照り焼き、
春雨サラダ、お麩のお吸い物

ドライブに行きました！雨続きでしたが、この日は晴れました。

桟橋で南が山園地で
摘んだ花とパシャリ☆

＜ 職員募集 ＞
利島村社協では、通所介護やホームヘルプで活
動の補助や見守りをして頂ける方を募集していま
す。1～3 時間程度の短時間でも構いません。
賃金 初任者研修修了者 時給 1,300 円
介 護 福 祉 士 時給 1,500 円
上記資格のない方 時給 1,150 円～
＜ 配布スタッフ募集 ＞
社協の広報誌「社協だより」を毎月、全戸配
布していただける方や団体を募集しています。
報酬 全戸配布 1 回あたり 4,750 円
※関心のある方は、社協（担当：三田）迄ご連絡下さい！

木苺やキクラゲを見
つけました(^O^)／

＜ 事故・ヒヤリハット報告件数 ＞
事故報告： 1 件、ヒヤリハット報告： 2 件
＜ 編集後記 ＞
本会『社協だより』は、毎月発行から偶数月で
の発行に変更となりました。今後は、ホームペー
ジや IP 告知端末を併用しながら、より SDGｓに
配慮した広報活動に取り組んでいきたいと考え
ています。
今年の夏は、とても暑くなりそうですね。早め
の熱中症対策を行いましょう！次は、８月発行と
なりますので、宜しくお願いします！
佐藤

