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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！
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野洲市社会福祉協議会は、平成27年４月より事務所を野洲市北部合同庁舎に移転しました。

新規事業として、障がいのある方が地域で安心して自立生活を送っていくため、新たに相談

支援事業を本格的に開始することをはじめ、子育て支援の一環である、こどもの家（学童保育

所）運営の充実を図り、また、生活困窮者支援を含む相談事業など、社協の各部門が一体となっ

て地域の相談支援に取り組み、総合的に対応してまいります。

また、市民の皆様の期待に応えられるよう努力してまいりますのでよろしくお願いします。

新事務所のご案内新事務所のご案内新事務所のご案内新事務所のご案内

組　織　図 （H27.4.1）

福祉企画課 総 務 担 当

地域福祉担当

地権・貸付担当

学童保育担当

ファミサポ担当

居宅介護支援担当

訪問介護担当

障がい者計画相談担当

地域支援課

イオン 魚忠 東消防署出張所
市民サービスセンター

郵便局

滋賀銀行 おうみ冨士農協
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平和堂

★

◆野洲市北部合同庁舎の位置◆

野洲市北部合同庁舎
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 新しい体制で事業を推進します ～ 新しい体制で事業を推進します ～ 新しい体制で事業を推進します ～
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平成27年度

社会福祉協議会は、住民の皆さまや福祉関係者が会員と
なって組織している社会福祉法人です。
社協会員になることにより、一人ひとりが地域福祉活動に
関心を深め、参加していただいているという意味があります。
会費は重要な財源であり、社会福祉事業の推進や地域福祉
の基盤強化のために役立たせていただきます。趣旨・活動を
ご理解、ご賛同のうえ、社協会費のご協力をお願いいたします。

～ 社協会費ご協力のお願い ～

こどもの家（学童保育所）の
運営充実を図ります
こどもの家（学童保育所）の
運営充実を図ります
こどもの家（学童保育所）の
運営充実を図ります

住み慣れた地域での生活を支えるため、
介護支援サービスの提供と社協内の部門
間連携を活かし、地域における生活課題へ
の取り組みを視野に入れて、在宅での介
護を支援するための地域連携をはか

ることに努めます。

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お
よび生活の場を提供し、児童の健全育成
を図ります。

重 点 事 業重 点 事 業

相談支援事業の充実を
　図るため、法人内での
　　　部門間連携を強化します

地域での見守り支援の
仕組みづくりの推進を図ります

相談支援事業の充実を
　図るため、法人内での
　　　部門間連携を強化します

地域での見守り支援の
仕組みづくりの推進を図ります

相談支援事業の充実を
　図るため、法人内での
　　　部門間連携を強化します

地域での見守り支援の
仕組みづくりの推進を図ります

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社協が一体と
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。

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
サロン等を通じて、地域の見守り支援体制
づくりを推進し、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。

地域での暮しを支える
介護支援サービスの提供に
努めます

地域での暮しを支える
介護支援サービスの提供に
努めます

地域での暮しを支える
介護支援サービスの提供に
努めます

～ 平成27年度 野洲市社会福祉協議会は  ～ 平成27年度 野洲市社会福祉協議会は  ～ 平成27年度 野洲市社会福祉協議会は  
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1.　法人運営事業
①役員会等の開催
・会長・副会長会
・理事会
・評議員会
・監事会
・理事・監事・評議員の研修会
②組織運営の充実強化
・市への職員研修派遣
・新会計基準への導入
・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

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、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

実施事業
４.　相談援助事業
①総合相談事業
②障がい者相談支援事業【新規】
③生活困窮者支援事業【新規】
④地域福祉権利擁護事業
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（21ヶ所）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  486,969,000円

会費収入
13,322千円
2.7％ 寄付金収入

1,000千円
0.2％

■ 収入の部 ■ 支出の部

補助金収入
104,602千円
21.5％

受託金収入
314,114千円
64.6％

貸付事業収入
480千円
0.1％

介護保険事業収入
33,264千円
6.8％

繰越金他
7,930千円
1.6％

障害福祉サービス等
事業収入
12,257千円
2.5％

人件費支出
407,725千円
83.8％

事業費支出
21,018千円
4.3％

事務費支出
40,993千円
8.4％

貸付事業支出
480千円
0.1％

助成金支出
8,747千円
1.8％

その他の活動による支出
8,006千円
1.6％

平成２７年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画平成２７年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画平成２７年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画平成２７年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画
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野洲市野洲赤十字奉仕団・中主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。あなたの誠を赤十字奉仕団活動へ。

赤十字奉仕団  団員募集

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

　大正６年（1917年）５月12日、岡山県にて「済世顧問制度設置規程」が公布され、現在の民生委員制
度の源と言われる「済世顧問制度」が誕生しました。このことに由来し全国民生委員児童委員協議会（当
時）は昭和52（1977）年に毎年５月12日を「民生委員・児童委員の日」とし、その日から１週間を「活動
強化週間」と定めました。

　民生委員児童委員は、地域の中で相談や支援を行うボランティアです。市内の民生委員児童委員、主
任児童委員114名は、人と人との絆を深め知り合い、支えあうまちづくりを目指しています。
　毎日の生活の中で、一人で悩んでいませんか。悩んでいる本人はもちろん、「あの方このごろ様子が
心配だなあ」と感じている方も、気軽に民生委員児童委
員に声をかけてください。
　民生委員児童委員には、守秘義務があり、相談内容や
秘密が他にもれることはありません。

野洲市民生委員 児童委員協議会事務局
　　　　　　　　 　（野洲市社会福祉協議会内）

TEL 589-4683  FAX 589-5783

★お問い合せ★

サロン担い手交流会を開催いたします！サロン担い手交流会を開催いたします！サロン担い手交流会を開催いたします！
簡単な作品作りの紹介と情報交換を行います。

時  間 ９：30～11：30（９：15 受付）

右記表示

対  象 高齢者サロンを実施されている方、
サロンに関心のある方

定  員

会場等

30名（各サロン  上限３名まで）
定員になり次第締切ります

野洲市社会福祉協議会
TEL：589-4683 FAX：589-5783

申込･問合せ

開催日 会　 　場 申込締切

6月15日㈪

6月16日㈫

6月17日㈬

6月19日㈮

6月22日㈪

6月25日㈭

6月26日㈮

6月10日㈬

6月10日㈬

6月10日㈬

6月10日㈬

6月17日㈬

6月17日㈬

6月17日㈬

コミセンぎおう

コミセンきたの

コミセンしのはら

コミセンひょうず

コミセンなかさと

コミセンやす

コミセンみかみ

赤十字の活動資金にご協力お願い致します。

日本赤十字社
滋賀県支部野洲市地区事務局
〒520-2423 野洲市西河原2400番地（社会福祉協議会内）

TEL 589-4683　FAX 589-5783

お
問
合
せ

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。

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。
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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27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

おしらせ版

（平成27年2月11日～平成27年４月10日）

《物品の部》

《金員の部》

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。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。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

山上　美智代 様

三上小学校ＰＴＡ 様
株式会社 ケイロジ 様
匿　名
笑ｃｏっ娘クラブ 様

布団セット、毛布、
肌掛け布団 他

生活用品
ラーメン　150食

衣類
手延べたで麺（100個）

渡部　洋子 様
小南エコライフ推進委員会 様
匿　名
大篠原婦人会 様
株式会社 大生産業 様
匿　名
おうみ冨士農業協同組合職員労働組合 様
野洲市ふじの木サロン 様
大篠原東町婦人会 様
ガールスカウト第22団 様
大篠原街道町婦人会 様
匿　名

5,000円
2,300円
1,000円
50,132円
253,456円
23,890円
24,200円
1,096円
1,866円
5,000円
41,515円
1,000円

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お問合せ

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
※5月20日については、総会終了後、懇談会を行います。

日頃の介護で“しんどい”思いを持っておられる
方々と、ともに語り合い、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20日 ㈬

６月 2日 ㈫

６月17日 ㈬

７月 7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

東日本大震災義援金お礼

野洲市社会福祉協議会で受付けております義
援金について、皆さまからのあたたかいご協力
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。

デイサービスセンターあやめの里は、平成26年度 
日本財団 福祉車両助成金を受け「車いす対応車両」
を整備し、これを記念してお披露目式をいたしま
した。
カラフルな車が市内各在所を走りますのでどう
ぞ宜しくお願いします。

◆日赤滋賀県支部  野洲市地区受付分

（平成27年2月1日～平成27年3月31日受付分）

24,810,774円義援金合計額

森田　由昭 様

を日日本本本本財財財財団団団 福福福福祉祉祉祉車車車車両両両両助助助助成成成成金金金をををを本本財団 福 両助日日日日 財団 福祉 助成金金を日日本本本本財財団 福福祉祉車車両助助成金を成金を福 成金金日 福 を福祉 両助 金を団 車両本財団 福祉車両助成金を本財 金金金を財財財 福祉祉祉祉 両福祉日本 福福祉祉 成 を車車両両助助日 福福 助助助助財団団
受受受受けけけけままままししししたたたた。。

日本財団 福祉車両助成金を
受けました。

社会福祉法人 野洲慈恵会
デイサービスセンターあやめの里

森田　多賀子 様

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、
ともに語り合いませんか？

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、
ともに語り合いませんか？

お気軽にご応募下さい。
お気軽にご応募下さい。

内　容 ベッドで過ごされている利用者のシーツ交換、
まくらやクッションカバーの交換

連絡先 TEL：077-587-1144（担当者  水流さん）
びわこ学園医療福祉センター野洲（野洲北桜978-2）

ボランティアを
　募集しています!!
ボランティアを
　募集しています!!
ボランティアを
　募集しています!!

つ　る


