社協シンボルマーク

平成19年9月１日
No
No 177
173 平成20年５月１日

編集
編集・
・発行
発行

〒520-3015

・平成20年度栗東市社会福祉協議会事業計画 ……２〜３

もくじ

滋賀県栗東市安養寺190

FAX 077-554-6106
栗東市社会福祉協議会 ☎077-554-6105
H P ： http://www.ritto-shakyo.jp/

・平成20年度栗東市社会福祉協議会予算 ………………４

あなたと私をつなぐ
心の福祉

・老人福祉センターご紹介 ………………………………５
・地域のうごき ……………………………………………６
・善意銀行だより・各種相談案内 ………………………７
・ふくしのお知らせ伝言板 ………………………………８

ママさんブラス Peek‑a‑Boo

子どもとともに 元気に活動しています。

平成

１ 基本方針
栗東市社会福祉協議会は、地域福祉の主体として住民や団体・組織の参加と協働により、
る施設運営の充実、学童保育所事業の運営など、幅広い分野の取り組みをすすめてまいりま
す。社会福祉協議会は、社会福祉法第109 条において、
「地域福祉の推進を図ることを目的
とする団体」と明記されているとおり、今後さらに住民ニーズを的確に捉えるために、組織

年度

社会福祉政策の動向に即した事業・活動を展開してきました。今年度は、指定管理制度によ
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体制の充実と小地域における福祉活動の展開と支援をすすめ、誰もが安心して生活できるま
活動を推進し、また活動の支援や住民の困りごとを受け止め、住民の生活課題を把握し、解
決するために必要なサービスを実施します。民間の自主的な福祉活動の中核として、地域福
祉にかかわる生活問題や地域問題等の課題解決を図っていきます。
こうした点をふまえて、栗東市社会福祉協議会は ､ 次の方針を設定します。
（１）地域住民の福祉ニーズを掘り起こし、対応・支援を行ないます。
（２）個人情報保護を重視し、きめ細かな質の高いサービスの提供を目指します。
（３）住民による主体的な活動を支援し、情報収集・提供・相談機能の充実を図ります。
（４）関係機関との連携を十分活かし、介護予防につながる事業を実施します。
（５）環境に配慮し、コスト意識をもって自立した事業経営を行ないます。

基本方針を実現するために、以下のとおり重点目標を実践します。

２ 重点目標
（1）組織管理体制の強化

（6）在宅福祉サービスの推進

（2）地域福祉活動の推進

（7）情報提供・相談機能の充実

（3）当事者組織活動の推進

（8）住民啓発運動の推進

（4）介護予防事業の実施

（9）老人福祉センターの運営充実

（5）介護保険事業の実施

（10）学童保育事業の実施

3 重点目標の具体的推進事業
（1）組織管理体制の強化
社協事業の改革に伴い ､ 組織体制や役員体制をはじめ ､ 体制強化を図ると共に、環境に配慮して
事業を推進する。
○執行体制の強化（理事会 ･ 評議員会・監事会）
○経理管理体制の強化
○人事労務管理の推進
○環境マネジメントシステムの推進
（2）地域福祉活動の推進
社会福祉の課題が住民共通の問題となってきている今日、その地域で生活している住民が ､ 安心
して暮らせるための福祉活動を推進する。
○地域福祉活動計画の検討
○地域振興協議会福祉部会との連携強化
○民生委員児童委員協議会との連携強化

栗東市社会福祉協議会事業計画

ちづくりを目指します。栗東市社会福祉協議会は、住民同士のつながりや安心ネットワーク

○住民懇談会の定期的開催
○小地域福祉活動の推進 ･ 支援
○子育て支援の取り組み
○ボランテイア市民活動支援センターとの協働事業の実施
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（3）当事者組織活動の推進
共通した福祉課題を持つ人々が ､ お互いの助け合いを進めると共に、関係機関への働きかけを通して、その抱える問
題を社会的に克服を目指す当事者自身の自主的な地域福祉活動の展開を援助する。
○介護者（家族）の会活動の支援
○障害者（児）団体活動の支援
○その他当事者性の高い団体に対しての活動支援
（4）介護予防事業の実施
自立した日常生活を営むことができるよう、福祉・保健・医療が相互に連携を図りながら、健康の保持増進をすすめ
るために、介護予防事業を実施する。
○老人福祉センターでの健康・予防指導
○地域でのふれあいサロンの支援
○地域支援事業への協力
（5）介護保険事業、障害者支援の実施
◎居宅介護支援事業
○居宅サービス計画の作成と各サービス提供事業者との調整
○給付管理
○要介護（要支援）認定等の協力 ､ 援助

○サービスの実施状況及び課題の把握
○地域高齢者の生活支援

◎訪問介護事業
○サービス提供の体制 ･ サービスの資質向上
○個別援助計画に基づくサービスの提供
○危機管理体制の整備
○生活困窮者に対する減免措置事業の実施
○予防給付事業の実施
○障害者自立支援法に基づく居宅介護の実施
◎通所介護事業（やすらぎ、ゆうあい、なごやか）
○サービス提供の体制 ･ サービスの資質向上
○通所介護計画に基づくサービスの提供
○危機管理体制の整備
○生活困窮者に対する減免措置事業の実施
○予防給付事業の実施
○障害者自立支援法に基づくデイサービス事業の実施（なごやか）
（6）在宅福祉サービスの推進
誰もが住み慣れた地域で暮らすことができるように ､ 一人暮らし老人 ､ 寝たきり老人、認知症老人世帯 ､ 障害者をは
じめとする要援護者に対して在宅福祉サービスを推進する。
○給食サービス事業
○在宅介護用品 ･ 用具の相談及び貸し出し
○在宅介護者のつどい
○生きがいデイサービス事業の実施
（7）情報提供 ･ 相談機能の充実
住民が直面している各種相談事項に適宜応えるため、相談体制と情報提供の充実を図る。
○総合相談事業の運営
○広報紙の発行
○各種情報の収集整理
○地域福祉権利擁護事業の実施
○各種福祉資金貸付事業
○ホームページ情報の充実
（8）住民啓発運動の推進
住民の自主的な参加と協力を得ながら地域福祉活動をすすめるため ､ 必要な情報と幅広い呼びかけを実施し、理解を
求める。
○社会福祉大会の開催
○広報紙の発行（再掲）
○善意銀行事業の推進

○共同募金 ･ 歳末たすけあい運動への協力
○福祉啓発ベンチの設置
○在宅介護用品 ･ 用具の相談及び貸し出し（再掲）
○黄色いハンカチ運動の推進
○葬祭具貸与事業 ( ９月までの実施予定 )

（9）老人福祉センターの運営強化
（住民憩の家、
やすらぎの家、
ゆうあいの家、
なごやかセンター）
老人福祉センター事業
○各種講座 ･ 教室の開催
○生活健康相談指導及び機能回復訓練指導
○レクリェーション行事及びイベント行事の実施（各種大会 ､ 各種まつり等）
○月間行事啓発ビラの発行
○利用者会議の開催
○巡回バスの運行
○各種会合等貸し館業務（宿泊も含む）
○地域行事、サロン等への参加
○介護予防事業の取り組み（転倒予防教室等）
（10）学童保育事業の実施
○放課後に保護者の監護が受けられない小学校に就学している児童に対し、家庭に代わる生活の場を確保し、適切な
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遊びや指導を行い、児童の健全な育成に努める。
９学区学童保育所事業の実施

平成20年度 栗東市社会福祉協議会予算
一
収入
会費収入

552,806 千円

般

会

計

（単位千円）

10,166

補助金収入

自立支援費等収入

37,007

195,399

事業収入
68,078

1,700

支出

利用料収入

4,274

雑収入

受託金収入

寄附金収入

7,085

共同募金配分金収入

552,806 千円

介護保険収入

9,400

153,344

利息 67
会計単位間繰入金収入 25

665

経理区分間
繰入金収入
57,767
前年度繰越金
7,829

（単位千円）
事務費

人件費

退職共済預け金
積立預金積立

35,144

331,959

事業費

93,788

貸付事業費等

1,000

助成金

8,030

13,754
10,967

経理区分間
繰入金
57,767
備品取得

397

経理区分ごとの支出内訳
支出合計

552,806 千円

（単位千円）

退職共済積立金
13,754

在宅介護支援センター事業
210
身体障害者
デイサービス事業
10,922

学童保育所事業
133,442

心配ごと相談事業
398

法人運営事業
85,154

老人福祉センター
住民憩の家事業
26,372

居宅介護事業
7,526

老人福祉センター
やすらぎの家事業
23,346

通所介護事業
なごやか
46,684

通所介護事業
ゆうあい
50,783

共同募金配分金事業
9,567
善意銀行事業
1,701
小口福祉資金貸付事業
2,868

老人福祉センター
ゆうあいの家事業
26,695

通所介護事業
やすらぎ
40,353

公 益 事 業 会 計

訪問介護事業
23,910

老人福祉センター
居宅介護支援事業所
ひだまりの家
なごやか事業
なごやか
生きがいデイサービス事業
5,855
24,422
18,844

葬祭具貸与事業

151

（単位千円）
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老人福祉センターをご存知ですか？
みなさまのご利用をお待ちしております

老人福祉センターでは・・・
高齢者の生きがい活動を実施します。
介護予防事業を実施します。
地域福祉活動の拠点としての老人福祉センターを目指します！
地域住民の交流の場としてセンターのお部屋をご利用ください！
ご利用方法
★個人利用★

栗東市内 60 歳以上 ･ 小学生以下の個人利用は無料
栗東市内 60 歳未満の個人利用は 1 回 100 円
栗東市外の個人利用は 1 回 300 円
利用時間：午前８時 45 分〜午後４時

★団体利用★

使用の２ヵ月前から前日までに使用許可申請書（各セ
ンターに設置）を提出してください。
（有料の場合あり）
利用時間：午前 8 時 45 分〜午後 4 時、夜間・宿泊
（５名以上）利用もできます。
マイクロバスにて送迎（20名以上）も致します。

★休 館 日★ 月曜日、第３日曜日、祝祭日、年末年始
＊月曜日が祝日の場合、翌火曜日が休館日となります。

なごやかセンター

安養寺190番地

電話5546109

住民憩の家

六地蔵316

電話5533536

ゆうあいの家

小柿11010

電話5541004

やすらぎの家

出庭7001

電話5540606

部屋の利用方法や空き状況等
詳細は各センターへお気軽に
お問合せください。

このたび、共同募金配分金でパソコンを
購入させていただきました。
本会事業活動等に活用させていただきま
す。ありがとうございます。

共同募金運動にご協力ありがとうございました。
（前号追加分） 治田小学校
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様

手原自治会が主催となって、平成 18 年 12 月より「手原ふれあいサロン」がスタートしました。
毎月定例で第二木曜日に手原赤坂会館を拠点に開催し、毎回 50 名前後の参加があります。以前から、
夏祭りや元旦祭、運動会など地域住民全体が集まる行事はあ
りましたが、住民が気軽に参加、集える手原赤坂会館の開放
を目的として、高齢者の居場所づくりと会館での「集い・交流・
ふれあい」を呼びかけています。
４月のサロンは「わがまち（地域）の歴史・観光にふれて」
と題して草津宿から石部宿までの東海道を散策するように、
その街道沿いの生活の様子や名所を市観光振興室山口室長よ
りお話いただきました。手原の街道沿いには国登録文化財の民家があるのですが、名所旧跡など新た
な発見もあり、京都や大津へ行くよりも、身近な地域を探索するのもいいもんだなぁと、自分たちの
地域の魅力を再発見する機会となりました。
お話の後は、花見だんごとお茶をいただきながら、参加者同
士、話に花が咲いていました。手原は高齢化率だけを見ると、
比較的若年層の多い地域ではあるのですが、人口急増による市
街化形成で、新旧住民の日常的なふれあいが少ない地域に思い
ますので、今後はもっと幅広い世代の地域住民の参加を呼びか
けていこうと思っています。

ママさんブラス
一般楽団に入ろうと思ったけれど、子どもがいるとなかなか思うように練習等に参加できない・・・
そんな時、ママさんブラスの存在を知り、近隣で活動しているグループを探してみたけれどもない。
そこで、インターネットを通じて「地域にはいろいろ楽団があるけど夜の練習だったり、イベントと
かで忙しかったり、コンクールとかで気軽にいけなかったり。だから昼間週１度ぐらい集まって楽し
く合奏しませんか？」と呼びかけたところ、同じ思いを持った仲間が17名も集まり、2006 年 7 月に
活動をスタートしたママさんブラスバンドです。
現在は育児中のお母さんや仕事の都合をつけて練習に参加する
人など 30 名の仲間が子どもと一緒に音楽を楽しむことをコンセプ
トに活動中です。
日頃の練習は「中学の時にブラバンに入っていて、ずっと吹きた
かった」という方など、学生時代に愛用していた楽器をかかえ、子
どもとともに練習場所に集合。演奏中でも子どもが泣いたら、楽器
を置いて子どものもとに走ります。また、様々な決まりごとをそれ
ぞれが守り、一人に一つ役割を持ち、お互い協力しながら活動をすすめておられます。
昨年はクリスマス会を開催し、子どもたちもピアニカや鈴などで合奏に参加し、大成功に終わった
とのことです。また、コミュニティーセンター大宝東で開催されたふれあいフェスタにも参加し、日
頃の成果を発表したそうです。今年 4 月からは、目標を設定するためにも、依頼演奏をボランティア
で受けていくとのことです。活動内容等はホームページ等でも紹介され、今後はチラシなどの作成も
検討中で、Peek-a-Boo の活動をより多くの方に知ってもらいたいと願っておられます。
問 い 合 わ せ mamabra@bzsama.com（携帯電話から問い合わせできます）
ホームページ http://peekaboo.cute.bz/
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《物品》

平成 20 年 2 月 20 日〜 4 月 15 日

◆髙田美津江 ……野菜（大根、かぶら、水菜、白菜）
◆奥村寿孝 ……………………………ビデオデッキ

善意銀行だより
あたたかい善意をありがとうございました
（敬称略）

《金銭》
◆栗東中学校 ２−丸マート… １４，
１００円
起業体験学習２−丸マート売上げ金を
◆匿名………………………… １００，
０００円
夫の一周忌をおえて
◆小泉美羊子……………………… ３，０００円
ボランティア活動謝礼を
１１９円
◆ヤマザキショップ（お客様一同）…… １，
０１０円
◆栗東市住民憩の家 善意の箱 … １６，
◆辻婦人会……………………… ８２，
１１３円
◆綣東ミセスクラブ……………… ２，
０５１円
◆ボランティアふぁみりー
小野崎かね…………………… ４５，
０００円
以上社会福祉事業寄付金として
◆朋三会……………………… １００，
０００円
ゴルフコンペ参加者チャリティを
パレット・ミル、むつみ園へ指定寄附
◆治田西グラウンドゴルフクラブ …５ ０，０００円

◇葉山学童保育所へ
◆崎山達雄………………………… 電子ピアノ
◇治田学童保育所へ
◆葉山学童保育所保護者会 ……… 冷凍庫、電子ピアノ
◇葉山学童保育所へ

古切手、ベルマーク、使用済みテレフォン
カード

ありがとうございました。

・進幸金属興業（株）
・三好 菊江
・金勝学区民生委員一同
・アキスチール㈱滋賀支店
・（社）栗東市シルバー人材センター
・大隅 徳恒
・ヤマザキショップ栗東店
・栗東市家庭障害福祉課
・田畑 紀代子
・コミュニティー金勝
・サンキコンサルタンツ（株）
・久門 きよみ ・原田 美穂子
・市役所総務課
・コミュニティセンター大宝西
・鹿野 正子
※ ◆は預託者、◇は払い出し先

あつめるボランティア活動
使用済み切手やテレカ、
プリペードカード、
書き損じ（未使用）はがき、
ロータスクーポン、
外国コイン、アルミ缶の収集など、身近なところからボランティア活動をはじめませんか。
社会福祉協議会では、使用済切手、プリペードカード、ペットボトルキャップ等の回収の
拠点としてみなさまのボランティア活動を支援しています。

♥ペットボトルキャップ
ペットボトル以外にも様々なキャップがありますが、素材の違うものも多いため、ペットボトルのみの回収に
ご協力ください。

♥使用済みテレカ・プリペードカードについて
業者から国内、国外（主にヨーロッパ）のマニアに売られ、その代金が様々な目的に活用されます。花、動物、
風景、アイドルなどの写真や絵柄が美しいものに人気があります。
プリペードカードはオレンジカード、メトロカード、ハイウエイカードなど絵柄の美しいもので、パチンコ店
のパッキーカード、ゴルフ場のゴルフカード、病院等のテレビカード、クリーニング店のクリーニングカードな
どは不可です。また、折れ曲がったり、汚れているものも不可です。

各
相 談

心配ごと相談
税金相談（要予約）

相 談 員

種

相

談

の

ご

案

内

日 付

時 間

学識経験者・弁護士

５月１２日（月）・６月１０日（火）・７月１０日（木）

９：００〜１２：００

学 識 経 験 者

５月２０日（火）・６月２０日（金）・７月２２日（火）

９：００〜１２：００

税

５月１４日（水）・６月１１日（水）・７月 ９ 日（水）

１０：００〜１２：００

理

士

【予約開始日】
法律相談（要予約）

弁

護

士

５月２２日（木）・・・５月１日（木）
６月２６日（木）・・・６月２日（月）

場 所

総合福祉保健センター
なごやかセンター

９：３０〜１２：００

７月２４日（木）・・・７月１日（火）
＊ 上記相談の予約は社会福祉協議会（電話 ５５４−６１０５）までお問合せください。
＊ 住民のみなさまの日常生活上の悩みごとなどのご相談に応じます。
＊ 法律相談の予約は相談日のある月の１日の８：３０より予約を受け付けます。

＊ 法律相談では、解決が難しい法律問題について、弁護士が相談に応じ、問題解決に向けての助言をします。

今後の方向性について助言をする相談ですので、一つの問題に対しての継続利用はご遠慮下さい。
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ふくしのお知らせ伝言板
本会葬祭具貸与事業
終了のお知らせ

葬祭具が老朽化し、補修が困難な状態であり、ニーズの変
化による利用の減少により、平成20年９月末をもちまして、
葬祭具の貸与事業を終了する予定をしております。
みなさまのご理解をよろしくお願い申し上げます。

平成20年度子育て支援助成金の
申請を受付けます！
〜赤い羽根共同募金の助成で実施します〜
市内における子育て支援の推進を目的に、
子育て支援に取り組む団体、ボランティアグ
ループに対して助成金を交付します。

栗東市手話入門講座受講生募集
手話を学んでみませんか。本年度は入門
講座を実施します。
日

時…６月３日（火）〜10月 21 日（火）
※ 8 月 12 日（火）は休講
毎週火曜日 19：00〜21：00 全 20 回
場 所…中央公民館
対 象…市内に在住・在勤・在学している高
校生以上の人

（助成額）30‚000円 以内
（申請受付期間）
平成 20 年 5 月１日（木）〜５月30 日（金）
詳細については社会福祉協議会までお問合
わせください。
（問合わせ）
栗東市社会福祉協議会
電話5546105

手話学習経験のない人、手話サークルなど
での活動経験がおおむね１年未満の人
全講座を履修できる人
定 員…30人（申込多数の場合は抽選）
受講料…無料 ※ただし教材費は自己負担
【申込み・お問い合わせ先】
栗東市役所 家庭・障害福祉課
電話 551−0113
FAX 553−3678
〆切り…５月15日（木）

子ども未来基金助成事業の募集
子どもを健やかに育む環境づくりを促進するため、県民や民間
団体等の子育て支援活動に対し、必要な経費を助成しています。
●対象事業／県内において実施される子どもに関わる非営利の支
援事業で、事業費総額が 10 万円以上のもの
●対象者／県内に事務所または活動拠点を有し、子育て支援活動
を行う民間のグループまたは団体
●助成金額／１件あたり 10 万〜 50 万円以内
●募集期間／ 4 月 1 日 ( 火 ) 〜 5 月 30 日 ( 金 )
●申請方法／主たる活動拠点が所在する市町の社会福祉協議会へ所定の様式により申請して
ください。
募集要項、助成申請書 ( 様式 ) はホームページからダウンロードできるほか、各市町社会
福祉協議会でも配布しています。
【問合せ先】滋賀県社会福祉協議会 地域福祉部 福祉企画担当
〒 525-0072 草津市笠山七丁目 8-138
TEL 077-567-3920 FAX 077-567-3923 HP http://www.shigashakyo.jp/

★ふくしのお知らせ伝言板の記事を募集しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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