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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！

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！

各学区では、未就園児親子を対象に
「子育てサロン」が開催されています。
開催の詳細については➡Ｐ４

5月12日は
民生委員・児童委員の日です。
5月12日は
民生委員・児童委員の日です。
5月12日は
民生委員・児童委員の日です。

みんなで おさんぽ ♡ おさんぽ

さくらんぼクラブ（三上学区）

バルーンは手作りだよ～ん！
（風呂敷をあつめて民生委員が作りました）

わくわく親子ひろば（野洲学区）

子どもさんは集団生活の練習に、お母さんはママ友作りと
毎月たのしく開催しています。

ぽかぽか広場（祇王学区）

リズム体操はみんなが笑顔になれてとても
人気があります。親子でシェイプアップ！

ルンルンおやこひろば（中主学区）

キャッフィーちゃんに大喜びのきたのっ子のおともだち。
『いっしょに、おはなしできるといいのになぁ！！』

北野っ子ひろば（北野学区）

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。

篠っ子おやこひろば（篠原学区）
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「第2次地域福祉活動計画」の策定に向けては、野洲市社会福祉協議会各部門の代表からなる「地域福
祉活動計画策定プロジェクトチーム」を設置し、それぞれの立場から見える市社協の事業・活動の最前線に
ある「今、ここにある問題」の現実的な解決策を模索し、それを積み上げることを中心に検討を重ねました。
市社協全体の事業・活動を掌握し、そこから見えるそれぞれの部門の課題を共有するとともに、その解
決に向けて各事業・活動の目的も見直す中で、「第2次地域福祉活動計画」を策定し、平成28年度は2年目
を迎えます

誰もが地域福祉の担い手として地域に関心を持ち、支援を必要と
する人に対する理解を深めるとともに、自分の課題として受け止め、
それぞれができることに取り組めるよう、小さい頃からお互いに尊重
し、思いやりの気持ちを育む福祉教育やボランティアなど地域福祉
の担い手づくりをすすめます。

「住み慣れた地域や家庭で安心して暮らしたい」という願いを実現
するために、必要な「住民相互で力を合わせて地域の福祉課題に取
り組める地域の仕組みづくり」に努めます。

増加傾向にあるひとり暮らし高齢者をはじめ、ひとり親家庭、障が
いのある人、介護の支援を必要とする人など、地域には何らかの支
援を必要とする人がおられます。
市社協の活動を通じてこのような人たちの把握

に努めるとともに、関係機関との連携を図り地域
で支えていくネットワークづくりをすすめます。

人と人とのつながりが薄くなってきたことで、子育て中の方や一人
暮らし高齢者・障がいのある方などの中には、近所や地域の中で気
軽に話をしたり、不安や悩みを相談する相手がなく、一人で抱え込ん
でしまい、孤立する人が増加傾向にあります。
そのような状況を踏まえ、支援や援助を必要としている人を把握

し、適切な対応を図るため、相談支援体制の強化に取り組みます。

～ 平成28年度  野洲市   社会福祉協議会 事業 ～
第 2 次 地 域 福 祉 活 動 計 画第 2 次 地 域 福 祉 活 動 計 画

【基本理念】 人がともに支え合い　安心して暮らせるまち

地域福祉を担う

人づくりの推進

小地域での地域
福祉活動の推進

暮らし安心の

ネットワーク

相談支援体制の

強　化

地域福祉を担う

人づくりの推進

小地域での地域
福祉活動の推進

暮らし安心の

ネットワーク

相談支援体制の

強　化

1.　法人運営事業
①役員会等の開催
・正副会長会の開催
・理事会の開催
・評議員会の開催
・監事会の開催
・理事・監事・評議員の研修会の開催
②組織運営の充実強化
・社会福祉法人制度改革への開催
・市役所への職員研修派遣
・職員研修の充実
・個人情報保護への対応
・苦情解決体制の充実
・マイナンバー制度の適正な運用

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地域福祉活動の推進支援
②子ども会育成事業
③ボランティア活動の推進
・ボランティア情報の収集・発信
・ボランティア活動の育成・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
④車いす貸出事業
⑤社会福祉関係団体との協働活動の推進

⑥善意銀行の運営
⑦命のバトン配布事業
⑧遺族援護事業
４.　相談援助事業
①総合相談事業の実施
②障がい者相談支援事業
③生活困窮者支援事業の実施
④地域福祉権利擁護事業の実施
⑤福祉資金・生活福祉資金貸付事業
⑥「滋賀の縁えにし創造実践センター」への活動協力

5.　学童保育所の運営管理

6.　ファミリー・サポート・センター事業

7.　在宅介護支援事業
①ひとり暮らし高齢者の自立生活支援事業
②障害者総合支援法に基づく事業
③障がい者等移動支援事業
④介護保険事業
・居宅介護支援事業
・訪問介護事業

8.　共同募金配分による事業（活動）の実施
・高齢者福祉活動
・児童福祉活動
・住民全般福祉活動
・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

一般会計予算　総額  492,056,000円
■ 収入の部 ■ 支出の部

補助金収入
100,542千円
20.4％

受託金収入
324,518千円

66％

会費収入
13,236千円
2.7％ 寄付金収入

1,000千円
0.2％

貸付事業収入
480千円
0.1％

共同募金配分金収入
6,908千円
1.4％

繰越金他
5,243千円
1.1％

人件費支出
420,358千円
85.4％

事業費支出
29,703千円
6.0％

事務費支出
32,872千円
6.7％

貸付事業支出
480千円
0.1％

助成金支出
8,643千円
1.8％

平成２8年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画平成２8年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画平成２8年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画平成２8年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画

介護保険事業収入
30,840千円
6.3％

障害福祉サービス等
事業収入
9,289千円
1.9％

実
施
事
業
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子育てサロンにご参加ください子育てサロンにご参加ください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 ～

５月12日は、民生委員・児童委員の日です５月12日は、民生委員・児童委員の日です５月12日は、民生委員・児童委員の日です
「 広げよう  地域に根ざした  思いやり 」「 広げよう  地域に根ざした  思いやり 」「 広げよう  地域に根ざした  思いやり 」

民生委員・児童委員の日、活動強化週間

民生委員・児童委員について

民生委員・児童委員とは

事前
申し込みは
不要です！

会場　 コミセンひょうず　または
　　　 コミセンなかさと　他
時間　 10：00～11：00
　　　 開催予定日　５/20㈮・6/28㈫

中主学区  ルンルンおやこひろば 

会場　 文化小劇場　または
　　　 駅前自治会館　他
時間　 10：00～11：00
　　　 開催予定日　５/19㈭・6/16㈭

野洲学区  わくわく親子ひろば 

会場　 コミセンみかみ　他
時間　 10：00～11：30
　　　 開催予定日　6/9㈭・7/14㈭

三上学区  さくらんぼクラブ 

会場　 コミセンきたの
時間　 10：00～11：00
　　　 開催予定日　6/13㈪・7/4㈪

北野学区  きたのっ子ひろば 

会場　 コミセンぎおう
時間　 10：00～11：00
　　　 開催予定日　5/20㈮・6/24㈮

祇王学区  ぽかぽか広場 

会場　 コミセンしのはら
時間　 10：00～11：00
　　　 開催予定日　5/18㈬・7/20㈬

篠原学区  篠っこおやこひろば 

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　 TEL 589-4683　FAX 589-5783

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・児童委員の役割・活動
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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熊本地震災害義援金

平成28年４月14日に発生した熊
本県熊本地方を震源とする最大震
度７の地震により、熊本県益城町を
中心に大きな被害がでております。
この災害で被災された方々を支
援するため、日本赤十字社は「平成
28年熊本地震災害義援金」を受け付
けています。皆さまの
温かいご支援をよろし
くお願いいたします。

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け付け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。

義　援　金　お　礼

社会福祉協議会の窓口にある募金箱に寄付いただいた金員を下記の通り送金しました。

社会福祉法人 日本介助犬協会へ　2,008円
公益財団法人 関西盲導犬協会へ　3,004円

（平成28年3月1日～平成28年4月27日）

◆ 日赤滋賀県支部　野洲市地区受付分
　 平成28年熊本地震災害義援金
　  野洲市中主赤十字奉仕団 様
　  野洲キッドスポーツ少年団 様
　  一般社団法人　野洲市給与所得者の会 様
　  古嶋　秀平 様
　  ソシアル悠 様
　  ※上記以外に匿名の方や募金箱等にもいただいております。
　　　　義援金合計額　　 246,955円
　 東日本大震災義援金
　  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いただいております。

　　　　義援金合計額　　24,925,966円

介助犬・盲導犬の育成への寄付ありがとうございました。介助犬・盲導犬の育成への寄付ありがとうございました。

病気や事故などで手や足に障がいのある方の自立と社会参加を目的に貸与されている介助犬や視

覚に障がいのある方を支える盲導犬は、すべての使用者の社会参加場面に合わせてパブリックトレー

ニング（公共訓練）を行っています。

まず訓練犬になるためには、たくさんの人の愛情だけでなく、数回のワクチン接種や耳洗浄などと

いった健康を保つための費用や入所時に行うレントゲンや眼の検査、血液検査など全身の健康診断の

費用が必要です。本格的な訓練を始めるまでに１頭当たり10万円以上の費用が掛かります。皆さんの

温かい思いが活かされています。

順不同

（平成23年３月からの累計額）

問 い 合 わ せ

日本赤十字社
滋賀県支部 野洲市地区
〒520－2423
野洲市西河原2400番地 （北部合同庁舎２階）

TEL 589－4683 ／ FAX 589ー5783
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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。

平成28年5月１5日

滋賀県野洲市西河原2400番地

E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp http : //www.yasu-syakyo.or.jp

（平成28年2月11日～平成28年4月10日）
《金員の部》 《物品の部》

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。

善 意 銀 行 だ よ り

大畑女子有志 様
五条八八会 様
匿　名
おうみ冨士農業協同組合職員労働組合 様
（一社）ガールスカウト滋賀県連盟第２２団 様
匿　名
さざなみレディース 様

４０，０００円
３，０６０円
１４，５３５円
１０，８９８円
５，０００円
１８，９０６円
４，５２７円

匿　名
（株）ケイロジ 様
匿　名
増井　勝美 様
上田　美由紀 様
大畑サロン 様

袋菓子 ８２袋
ラーメン １４０食

紙パンツ　パッド ３袋
車椅子１台

ベビー布団一式
雑巾　バスタオル

おしらせ版

野洲市介護者家族の会　 事務局  野洲市社会福祉協議会 TEL 589-4683  FAX 589-5783問い合わせ

介護者家族の会  懇談会のお知らせ

※参加費（会費）：１回につき100円

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。

どなたでもお気軽にご参加ください。

５月18日 ㈬

６月15日 ㈬

７月20日 ㈬

野洲市
健康福祉センター
（辻町433-1）

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間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！

野洲市中主赤十字奉仕団・野洲赤
十字奉仕団では団員を募集してい
ます。年齢・性別を問わずどなたで
も入団していただけます。

日本赤十字社
滋賀県支部 野洲市地区
〒520－2423
野洲市西河原2400番地 （北部合同庁舎２階）
TEL 589－4683 ／ FAX 589ー5783

赤十字奉仕団  団員募集

問
い
合
わ
せ

６月７日 ㈫
７月５日 ㈫ 13：30～15：00

期　　日 時　　　間

介護の悩みを気軽に相談できる場、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、みなさんの集いの場として気軽にご参加ください。
認知症の人やその家族が、気軽に外出できる場としてもご利用ください。

※時間内は出入り自由です

場　　  所

問い合わせ先

野洲市健康福祉センター （辻町433‐1）  １階  旧デイサービス室 

野洲市地域包括支援センター　TEL  ５８８－２３３７

カフェ「おこしやす」

職  員  募  集 野洲市社会福祉協議会（西河原2400）
TEL：077-589-4683　FAX：077-589-5783申し込み・問い合わせ

特別な支援が必要な児童の保育業務など
資格/年齢　不問
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～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～
午後6時30分までの内8時間勤務

賃　　金　時給850～900円（年1回昇給あり）
申込締切　平成28年５月17日㈫午後５時15分まで

学童保育所　臨時職員学童保育所　臨時職員
学童保育所の保育業務など付随する業務全般
資格/年齢　年齢不問／放課後児童支援員認定資格、幼稚

園・小・中・高等学校教員免許、保育士資格、社会
福祉士資格、社会福祉主事・社会教育主事・児童
福祉司任用資格のいずれかを取得している者

勤 務 日　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
勤務時間　午前10時～午後7時30分までの内8時間勤務
給 　 与　168,800円～（年１回昇給あり）
申込締切　平成28年５月1７日㈫午後５時15分まで

学童保育所　嘱託職員学童保育所　嘱託職員


