平成30年（2018年）5月号
野洲市社会福祉協議会

5 月12日は
民生委員・児童委員の日です。

ぽかぽか広場（祇王学区）
地域の子どもさんにいろいろな体験をして
もらっています。

わくわく親子ひろば（野洲学区）
今回の お話広場 は、だるまさんが …
ころんだ ダヨーン！

篠っ子おやこひろば（篠原学区）
地域の親子が互いに出会い楽しい時間が過
ごせるよう取り組んでいます。

きたのっ子ひろば（北野学区）
「ねえ、ねえ、キャッフィーちゃんいっしょにあそぼう！」

ルンルンおやこひろば（中主学区）
10月はあやめ子育て支援センターとの合同
運動会。土曜日開催でお父さんも大活躍。
家族ぐるみの参加も多いです。

さくらんぼクラブ（三上学区）
地元農家のご協力により、みかん狩りと芋掘りを親子
で楽しんでいます。

社協は住民の声を集める
みんなの広場

あったかハートをお届けします！
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社会福祉協議会 事業 〜
基 本 方 針
地域の生活課題の変容や社会福祉法人制度改革により、社会福祉協議会の取り巻く環境は大きく変化し、
地域共生社会の実現に向けての地域力強化や関係機関の連携による総合的な相談支援体制の構築にかかわ
る施策等が検討されています。
このような状況を踏まえ、生活支援体制整備事業などの地域を視点とした事業展開を進めていくとともに、
障がいのある方が地域で安心して自立した生活を送っていくための相談支援事業を充実させていきます。
また、子育て支援の一環であるこどもの家（学童保育所）運営についても、利用者のニーズに応えるため土
曜日を開所するなど事業の充実を図っていきます。
社会福祉協議会においては、法人として存在意義や役割が問い直され、
ガバナンスや透明性が求められるな
か、法人が目指すべき方向に向かっているかをチェックすることを目的に中長期経営計画を策定していきます。

基 点
本 事
方 業
針
重
本会の目指すべき姿を明確にするた
め、中長期経営計画の策定をします

本会地域福祉活動計画と連動し、社会福祉法人としての経
営理念を定め、組織体制の整備と安定した法人運営をするた
めの計画を策定します。

地域における関係機関連携による
包括的な相談体制づくりをします
包括的な相談体制づくりをします。

地域の取り組みや活動に関して、関係機関による情報共有
が求められるなか、関係機関と連携を取りながら、包括的な
相談体制づくりをします。

相談支援事業の充実を図るた
相談支援事業の充実を図るため、法
め、法人内での部門間連携を強
人内での部門間連携を強化します
化します。

社協の各部門間連携を図り、それぞれの部門で受け止めた
相談を一体となって支援する体制をとるとともに、関係機関
と連携し、制度の狭間で支援が届きにくい人への支援に取り
組みます。

地域での見守り支援の仕組みづくり
地域での見守り支援の仕組みづ
を推進します
くりを推進します。

地域住民の多様な生活課題の解決につなげる地域福祉活
動の支援に取り組み、ふれあいサロンや子育てサロン等を通
じて、地域の見守り支援体制の充実を図ります。また、市から
の委託による生活支援体制整備事業（生活支援コーディネー
ター・協議体）により、地域の支え合い体制づくりを推進する
とともに、災害時にも対応できる日々のつながりを強化する
仕組みづくりの推進を図ります。

こどもの家（学童保育所）の
運営充実を図ります

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し放課後
等で適切な遊び及び安心・安全な生活の場を提供し、児童の
健全育成を図ります。
（23ヶ所運営）

（平成30年度より土曜保育実施）
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〜 平成30年度 野洲市
平成30年度

野洲市社会福祉協議会 事業計画

実施事業

⑤車いす貸出事業
1. 法人運営事業
⑥社会福祉関係団体との協働活動の推進
①役員会等の開催
⑦善意銀行の運営
社会福祉法人としての適切な運営を図るため、
⑧命のバトン配布事業
次の会務を開催します。
⑨遺族援護事業
正副会長会の開催
理事会の開催
４. 相談支援事業
評議員会の開催
①総合相談事業の実施
監事会の開催
②障がい者相談支援事業
理事・監事・評議員の研修会の開催
③生活困窮者支援事業
評議員選任・解任委員会の開催
④地域福祉権利擁護事業の実施
②組織運営の充実強化
⑤福祉資金・生活福祉資金貸付事業
中長期経営計画の策定
⑥
「滋賀の縁 えにし 創造実践センター」への活動協力
市役所への職員研修派遣
5. 学童保育所の運営
職員研修の充実
土曜保育の実施【新規】
個人情報保護への対応
苦情解決体制の充実
6. ファミリー・サポート・センター事業

2. 広報・啓発事業
①広報誌
「社協やす」
の発行
②ホームページの運営
③社会福祉大会の開催
④広報等音訳事業

3. 地域福祉事業
①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）
②地域福祉活動の推進支援
③子ども会育成事業
④ボランティア活動の推進
ボランティア情報の収集・発信
ボランティアの育成・支援
学校と連携した福祉教育活動の推進と
福祉活動推進校の支援

一般会計予算

事業報酬等収入
（介護保険・障がい福祉）
21,304千円
4.2％
共同募金配分金収入
6,908千円
1.4％
貸付事業収入
900千円
0.2％

在宅介護支援事業
介護保険事業
居宅介護支援事業

8.

共同募金配分による事業の実施
高齢者福祉事業
障がい福祉事業
児童福祉事業
住民福祉全般の事業
歳末たすけあい事業

9.

その他地域福祉を推進する活動
共同募金運動の推進
（野洲市共同募金委員会の運営）
赤十字事業の推進

総額 504,596,000円

■ 収入の部
繰越金他
10,321千円
2.1％

7.

■ 支出の部
会費収入
11,693千円
2.3％

貸付事業支出
900千円
0.2％

寄附金収入
1,000千円
0.2％

助成金支出
8,405千円
1.7％

事務費支出
36,684千円
7.3％

補助金収入
97,527千円
19.3％

事業費支出
31,828千円
6.3％

受託金収入
354,943千円
70.3％
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人件費支出
426,779千円
84.5％

子育てサロン に ご参加くだ さい
〜 各学区で子育てサロンを開催しています 〜
野洲学区
会場
時間

文化小劇場 または
駅前自治会館 他
10：00〜11：00
開催予定日 ５/17㈭・6/21㈭

北野学区
会場
時間

時間

会場
時間

会場
時間

会場

コミセンみかみ 他
10：00〜11：30
開催予定日 6/14㈭・7/12㈭

時間

 ޜ篠っこおやこひろば ޜ

コミセンしのはら
10：00〜11：00
開催予定日 5/16㈬・7/18㈬

中主学区

 ޜさくらんぼクラブ ޜ

 ޜぽかぽか広場 ޜ

コミセンぎおう
10：00〜11：00
開催予定日 5/18㈮・6/15㈮

篠原学区

 ޜきたのっ子ひろば ޜ

コミセンきたの
10：00〜11：00
開催予定日 6/18㈪・7/2㈪

三上学区
会場

祇王学区

 ޜわくわく親子ひろば ޜ

事前
申し込みは
不要です！

 ޜルンルンおやこひろば ޜ

コミセンひょうず または
コミセンなかさと 他

10：00〜11：00

開催予定日 ５/17㈭・6/26㈫

記載日以降の開催日については、お問い合わせください。
野洲市社会福祉協議会
問い合わせ
TEL 589-4683 FAX 589-5783

５月12日は、民生委員・児童委員の日です
「 支えあう 住みよい社会 地域から 」
民生委員・児童委員の日、活動強化週間
全国民生委員児童委員連合会では、５月12日を「民生委員・児童委員の日」とし、５月12日から18日
までの１週間、民生委員・児童委員の活動を地域のみなさまに知っていただくための「活動強化週間」と
してさまざまな取り組みをおこなっております。

民生委員・児童委員について
民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員の役割・活動

民生委員は、民生委員法により住民の中から選
ばれ、厚生労働大臣が委嘱（民生委員として活動
することを依頼）します。また、児童委員は、児童
福祉法によって民生委員が兼ねており、児童福祉
問題を専門に担当する主任児童委員もいます。

民生委員・児童委員は、常に住民の立場にた
って、安心で暮らしやすい地域社会をつくるため
に活動しています。それぞれの民生委員・児童委
員が担当する地域のなかで、生活上の心配ごとの
相談や、福祉サービスを利用するためのお手伝い
など、様々な活動に取り組んでいます。
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赤十字奉仕団

団員募集

日本赤十字社では毎年創立の月にあたる５月を中心に
「赤十字運動月間」
とし、この月間を中心に全国の皆様に
社員に加入していただくための「赤十字社員増強運動」
を行います。

赤十字の活動資金にご協力お願い致します。
問い合わせ

日本赤十字社滋賀県支部

〒520−0044 大津市京町四丁目３−38
TEL 077−522−6758 ／ FAX 077−523−4502

日本赤十字社滋賀県支部

野洲市地区

〒520-2413 野洲市西河原2400番地
TEL 077−589−4683 ／ FAX 077−589−5783

中央競馬馬主社会福祉財団の補助事業を受けました
当事業所は 一福一心 の理念に基づき、
「安心」できる施設づくり、
「信頼」を寄せられる関係づくり「感謝」しあえる環境づくりを念頭にお
き、日々の支援や活動にあたっています。就労継続支援Ｂ型事業では一般
就労に向けての訓練や福祉的就労の場として、また生活介護事業では日
中活動（軽作業・創作活動・軽スポーツ活動等）の充実を図りながら、一人
ひとりがやりがいや生きがい、自
信をもった生活を送れるよう支援
しています。この度、念願であった

障がい福祉サービス事業所

福祉車両を中央競馬馬主社会福
祉財団の補助事業を受け整備する
事ができました。平成30年2月5日
に納車されたふれあい号（2011）
は、納品時等に活躍しています！

福 祉 施 設 ボ ラ ン テ ィ ア 募 集
特別養護老人ホームとデイサービスセンターで
ボランティアをして下さる方を募集しています。
期日及び時間

週1回から月1回など都合の合う頻度で応談可

内

歌、詩吟、楽器演奏
（大正琴など）
折り紙、習字、生け花、編み物
ハンドマッサージ、お話相手、囲碁、将棋の相手など
レクリエーション、お茶たて、動物セラピー、
花壇作りなど

場

容

所

問い合わせ

〒520−2413 滋賀県野洲市吉地1130番地
TEL 077−589−8101 ／ FAX 077−589−8102
e-mail：fureai@joy.email.ne.jp
HP：http://www.fureai-yasu.com

義 援 金 お 礼

(平成30年3月1日〜平成30年4月30日)

野洲市社会福祉協議会で受け付けております義援金に
ついて、皆さまからの温かいご協力をいただきありがとう
ございます。
引き続き義援金の受付を行っておりますのでご協力を
よろしくお願いいたします。
日赤滋賀県支部

野洲市地区受付分

平成30年 熊本地震災害義援金
野洲市中主赤十字奉仕団 様
※上記以外に匿名の方や募金箱等にもご協力をいただいております。

義援金合計額

悠紀の里・デイセンターさくら
（野洲市南桜2131番地1）

1,609,174円

東日本大震災義援金

悠紀の里
（担当：塚本）電話：077-587-4111
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※匿名の方や募金箱等ご協力をいただいております。

義援金合計額

25,028,609円

おしらせ 版
善 意 銀 行 だ よ り
《金員の部》

（平成30年３月10日〜平成30年４月25日）

《物品の部》

283,456円
5,000円
100，
０００円
100，
０００円
１１，
057円
20，
000円

株式会社大生産業 様
かざぐるま
匿名
匿名
桜会 様
大畑女子有志

シャワーチェアー、扇風機、他
白米６袋、
ジュース
折り紙、色紙、他
カップラーメン
お菓子１０箱
衣類一式

匿名
匿名
匿名
匿名
奥野彰男 様
匿名

温かい思いやりありがとうございました。有効に使わせていただきます。

介護者家族の会 懇談会のお知らせ
介護者仲間がつどい、介護ってどういうこと？
認知症ってどういうことなの？など、共に語り合いませんか！
日頃の介護で しんどい 思いを持っておられる方々と、共に語
り合い、経験と知識を深めながら、介護が 気軽に できることを
願って定期的に懇談会を開催しています。

期

野洲市介護者家族の会

場

５月16日 ㈬

所

野洲市
健康福祉センター

６月20日 ㈬

（辻町433‑1）

７月18日 ㈬

どなたでもお気軽にご参加ください。
問い合わせ

日

時

間

13：30
〜
15：00

※参加費（会費）
：１回につき100円

事務局 野洲市社会福祉協議会

TEL 589‑4683 FAX 589‑5783

介護カフェおこしやす開催中〜 !!
介護の悩みを気軽に相談できる場、認知症や介護に関
する情報交換、同じ悩みを持つ人との交流の場など皆さん
の集いの場として気軽に参加下さい。認知症の人や、家族
が気軽に外出できる場としてもご利用下さい。
対

象

参加費

期

７月３日 ㈫
８月７日 ㈫

臨時職員

所

野洲市
健康福祉センター
1階 旧デイサービス室

９月４日 ㈫

TEL 077−588−2337

野 洲 市 社 会 福祉 協 議 会
学童保育所

場

６月５日 ㈫

どなたでも ＊予約不要
無料 ＊飲み物やお菓子（各100円程度）の実費負担有り

問い合わせ 野洲市地域包括支援センター

日

（辻町433‑1）

時

間

13：30
〜
15：00

職員募集
学童保育所 アルバイト

特別な支援が必要な児童の保育業務など

子どもたちの成長と安全を見守っていくお仕事です

資格/年齢 不問
就業場所 野洲市内の学童保育所
勤 務 日 月曜日〜金曜日（祝日、年末年始を除く）
勤務時間 午後２時３０分から午後６時３０分までの４
時間勤務
但し、春･夏･冬休み等の学校休業期間中
(土･日･祝日、年末年始を除く)は、午前８時
３０分から午後６時３０分までの内８時間勤務
賃
金 時給９５０〜１，
０００円（年１回昇給あり）
本会の規程により通勤手当、有給休暇、
雇用保険への加入あり

資格/年齢 不問（大学生可）
勤 務 日 月曜日〜金曜日（週3日以上）
※応相談
勤務時間 午後２時３０分から午後６時３０分までの４
時間勤務 ※応相談
春･夏･冬休み等の学校休業期間中は、午
前8時30分〜午後6時30分までの内４〜
８時間勤務
賃
金 時給９００〜９５０円
就業場所 野洲市内の学童保育所

申込み・問い合わせ

野洲市社会福祉協議会（西河原2400）

電話：077‑589‑4683

FAX：077‑589‑5783

滋賀県野洲市西河原2400番地
E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp
平成30年5月１5日

http : //www.yasu-syakyo.or.jp

この広報誌は、一部赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。
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