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平成27年度 栗東市社会福祉協議会 事業計画

急速な少子高齢化、地域や人間関係の希薄化など
の生活課題と、多様化する社会課題などに対して、
生活支援と支え合い体制の構築など、社会福祉協議
会（以下「社協」という。）として、これらの二―ズ
に適切な対応・支援を行っていく必要があります。
国においては生活困窮者自立支援法が平成27年4
月より施行されることになりました。本会としまして
も、モデル事業として平成26年度には家計相談や学
習支援などの事業に取り組んできましたが、平成27
年度においては本格的な取り組みが必要となります。
また、本年度は介護保険法の改正や子ども・子育
て支援法の施行、社会福祉法人新会計基準の導入な
ど、福祉を取り巻く社会情勢が大きく変わる年度で
あります。
今回の介護保険法改正では、介護予防給付（要支援）
の訪問介護、通所介護を平成29年度末までに地域支
援事業に移行させるとともに、介護予防・生活支援
サービスの拡充をはかることが盛り込まれています。
社協としても住民自身が主体的に参画する地域包括
ケアシステムとして、要支援高齢者の生活を地域で
支える仕組みづくりを進めるものととらえ、新たな
地域支援事業において役割を発揮していかなければ
なりません。
これは、住民との協働による相談・支援体制づく
りや前述した生活困窮者への支援の展開、地域にお
ける総合的な権利擁護体制の構築といった取り組み
ともつながるものであり、トータル的により地域と
の繋がりを強化していく必要があります。
本会では、平成23年度に策定しました「つながろ
う

つなげよう

安心のまち

りっとう」を基本理

念とした「地域福祉活動計画」から、「地域や人を
つなげよう

つながろう」を優先目標に掲げ、取り

組んでいます。また、本年度は計画の見直しを行い、
上記の点（今回の法改正及び施行関連事項）を計画
に盛り込んでいく必要があります。
これに基づいた小地域福祉活動の推進については、
広く住民やボランティアの参画が必要不可欠であり、
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１．基本方針

推進的役割を担っていただく観点から住民やボラン
ティアの主体的な環境づくりと育成が必要であります。
ボランティア市民活動センターを中心としてボラ
ンティアの育成とともに、住民自治活動の支援のた
めの体制づくりや老人福祉センター、介護保険事業、
学童保育所の運営等を通じて、地域福祉の推進にあ
たります。

２．重点目標
（１）生活困窮者自立支援事業の実施
生活困窮者自立支援として生活福祉資金貸付に関
する相談や家計相談事業、学習支援事業、精神障が
い者生活困窮者サロン事業の実施により、生活困窮
者支援や就労支援を行い、生活課題へのトータルサ
ポート的な取り組みを行います。
（２）地域福祉活動の推進

社協は、地域福祉の主体者として住民や団体、組
織の参加と協働により、社会福祉施策の動向に即し
た事業や活動を展開しています。
地域福祉を推進する役割の行政とともに、これを
公・民の両面を持つ社協においても市と共に担って
いることを踏まえて取り組みます。
具体的な活動内容については、地域福祉活動計画
に基づいた地域福祉の実施の在り方の検討と実践を
進めてまいります。
加えて、住民等のボランティア市民活動を活発化
させるため、ボランティア市民活動センターの運営
を通じて、よりよい地域づくりに努めます。
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福祉をすすめるために、各老人福祉センター（やす
らぎの家、ゆうあいの家、なごやかセンター）を学
区単位の有効な拠点として位置づけ、地域福祉活動
センターとしての機能を十分発揮した取り組みを実
施します。
（３）介護予防関連事業の実施
高齢化の進行に
伴い、介護予防の
取り組みはますま
す重要な活動とな
ります。
各老人福祉セン
ターにおいて、利用者の体力増進や介護予防を目的
として、生活指導員や健康運動指導士による介護予
防に役立つ事業、あるいは、ひだまりの家において
生きがいデイサービス事業を積極的に展開してまい
ります。
また、地域福祉担当職員と共に、地域のふれあい
サロンや福祉懇談会、ふれあい出前講座などを通じ
て市民の集う場へ出向く他、老人福祉センターにお
いても介護予防の重要性を啓発して実践につながる
支援をしてまいります。

平成27年度
拠点区分間繰入金 37,850
その他 954
利息 189
障がい福祉等事業 3,851
老人福祉事業 2,024

介護保険
179,796

なお、介護保険制度の見直しにより、平成27年度
から段階的に地域支援事業に移行することから、要
支援者へのサービスについて検討・具体化し、関連
して老人福祉センターの役割強化を図り、介護予防
給付を実施します。
（４）介護保険事業等の実施
老人福祉センター
等を拠点として、介
護保険事業等（居宅
介護支援事業、訪問
介護事業、通所介護
事業、居宅介護事業、
身体障がい者・児デイサービス事業）を実施します。
特に、高齢者や障がい者とその家族の日常生活の心
配ごとに対応し、各種サービスを有効に利用しても
らうようにするなど、身近なところで気軽に相談で
きる体制を目指します。
できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるよ
う、地域福祉活動や他の関係機関と密接に連携して、
利用者や家族のニーズに応じた質の高い個別支援
サービスを提供してまいります。

栗東市社会福祉協議会

前年度繰越金 3,241
会費 7,606
寄付金 800
補助金

43,712
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また、
「高福祉」
「高参加」の実現を目指して地域

受託金

59,789

収入

助成金 1,950
負担金 5,000

共同募金配分金事業 10,785
貸付事業 1,035
利用者負担軽減額 73
事務費 32,265

事業費

72,143

予算

その他 660
固定資産取得 259
拠点区分間繰入金 37,850

次年度運営準備金 4,136

支出

人件費

414,006

事業

240,350

収入合計

580,162千円

支出合計

580,162千円

（単位：千円）
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第42回
栗東市社会福祉大会へのご参加
ありがとうございました
平成27年2月21日（土）なごやかセンターにて、第42回栗東市社会福祉大会を開催しました。
式典では、日頃の地域福祉活動への感謝の意を表し、社会福祉分野で功績のあった方々への表彰状、感
謝状の贈呈を行いました。
記念講演では、龍谷大学社会学部地域福祉学科

特任教授

岡野英一先生による「進めよう!“助けて”

といえる絆で結ばれたまちづくり」～これ
からの地域福祉の進め方を考えよう～と題
して講演を行いました。また、地域のサロン
等小地域福祉活動団体、福祉関係団体、市内
作業所の活動紹介のパネル展示も行ない、
福祉への理解が深まる大会になりました。


第42回栗東市社会福祉大会被表彰者（順不同、敬称略）
多年にわたり社会福祉事業や福祉の向上にご尽力くださいました方々をご紹介いたします。
社会福祉協議会会長表彰
●社会福祉功労者（表彰状）
長年に亘り、各団体の組織運営と発展に活躍されると共に、社会福祉の高揚に尽力されました。
逸見

郁江（北中小路）

武村

靜文（高野）

松江

真理江（綣）

平松

智恵子（岡）

上田

紀子（上鈎）

長年に亘り、地域福祉活動の推進に尽力されました。
福井

明美（下鈎）

長年に亘り、病床に臥す親族の介護と孝養を続けられ、在宅福祉の向上に尽力されました。
山下

さゆり（荒張）

三浦

ひろみ（観音寺）

●優良福祉団体（表彰状）
長年に亘り、地域におけるまちづくり活動を積極的に実施され、地域福祉の向上に尽力されました。
出庭まちづくり推進委員会（出庭）
●社会福祉事業協助者（感謝状）
栗東市善意銀行に多額の浄財を寄附されました。
中村

均（御園）

有限会社三王都市開発（草津市）

滋賀県共同募金会栗東市共同募金委員会会長表彰
●共同募金協助者（感謝状）
共同募金運動・歳末たすけあい運動に多額の浄財を寄附されました。
一般社団法人日本調教師会関西本部（御園）
栗東市老人クラブ連合会（安養寺）
オイレス工業株式会社（出庭）
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地域福祉活動の活性化をめざして
平成26年度 サロン交流会を開催しました
各地域等で、サロンなどの地域福祉活動に取り組んでおられる皆さんの“情報交換の場”、同じ活動をしている
“仲間との交流の場”として毎年開催しているサロン交流会。
今年は、
《サロンの魅力再発見！》という内容で、社会福祉大会にてご講演いただきました龍谷大学社会学部
地域福祉学科

特任教授

岡野英一先生を迎え、
「一人では生きられない、できることをできる範囲で」と題し、

地域には“サロン＝居場所”が必要とのお話をいただき、その後ワールドカフェ方式(テーマについて各テーブル
で話し合い、次に他のテーブルへ移動して全員が全てのテーマについて意見を述べる方式)にて３つのテーマに
ついて意見交換を行いました。

①「サロンがあったから、○○○○○」
サロンがあった おかげ の話、
サロンの良いところの発見！！
★地域のつながりづくりができた★
◦普段出会えない人と出会え、近所での会話が増えてきた。
◦スタッフ同士でも知り合いが増えて、つながりができた。
★地域の情報を共有し、課題解決へつながる★
◦雑談の中から様々な地域の情報を得ることができ、安否確認を兼ねてゆ
うあい訪問活動へつながる。
◦会話を楽しめる居場所になっている。

②「サロンに必要で大切にしたいことは」
サロンの
「ここまですべき」
という基準について考えよう
★毎月何かしなくてもいい★
◦たまには、簡単な茶話会でもいいのではないのでしょうか。
◦参加者から企画の提案をもらう。
◦経験がある人などたくさんの人から知恵を雑談の中から拾う。
★余裕をもって頑張りすぎない★
◦それぞれができることをやる。
◦ボランティアだけでなく、自治会にも手伝ってもらう。

③「サロンにしかないものは？」
デイサービスや好きな人との交流等…にはないサロンのいいところは
★地域のつながりが深まり、世代間交流ができる★
◦シニアサロン、子どもや幼児サロンの交流会が大きなサロンに発展している。
◦サロン開催前には、随時オリジナルかわら版を発行し地域へお知らせを
している。
★大切な居場所★
◦普段着でいける気さくな場所。
◦何の何処にも属さない場所として参加できる。

『サロン交流会があり、新しいサロンのかたち、発見、気づきがあった！』
『参加者さんの 楽しかった の言葉が、皆さんの笑顔 が励みになる』
今回の交流会でも、各テーマについて活発な意見をいただき、小地域福祉活動の一層の活性化に向けての皆さ
んの熱い思いが伝わってきました。
これからも社会福祉協議会は、地域で福祉活動をされている皆さまとともに、地域の課題や悩みを解決に向け
て一緒に考え、支援してまいります。お悩みや要望など皆さまのお声をお聞かせください。
栗 東 ふくし
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協

民生委員児童委員だより

区民児

学
治田東

ふれあい

3年目を迎える“お誕生日おめでとう訪問”

80歳の誕生日を手作り作品でお祝い！
！
～一人暮らし高齢者の安否確認と支援の推進～
県民の４人に１人が高齢者という超高齢化が進行する中、治田東学区もご他聞にもれず高
齢化率が約19パーセントと高く、一人暮らし高齢者や高齢者世帯の実態を把握することが喫
緊の課題となっています。
そこで、当学区民児協では、各委員担当区域での高齢者世帯の実態把握や見守りと支援を
推進するため、平成25年度からその年に満80歳以上の誕生日を迎える一人暮らし高齢者を対
象に、
「お誕生日おめでとう訪問」を実施しています。

壁飾りのお渡し

メモばさみスタンドのお渡し

この「お誕生日おめでとう訪問」の特徴は、民生委員が丹精こめて作り上げたプレゼント
品にあります。１年目は32人に「ビーズの飾り花」
、２年目は41人に「割り箸と爪楊枝をア
レンジした壁飾り」を贈り、３年目の今年は41人に間伐材に和紙人形を飾った「119番通報
のメモばさみスタンド」をプレゼントすることにしています。
こうした訪問活動は、80歳を超えた一人暮らし高齢者に行っており、訪問先では手作りプ
レゼント品をヒントにして高齢者の方が作られた豪華なビーズ花を見せてもらったり、楽し
かった昔話や日々の暮らし、また趣味の話を伺ったりと、逆に民生委員が元気をもらうこと
もあり、支援と交流の輪が着実に育ちつつあります。

ビーズの飾り花

プレゼント品の作成

広げよう 地域に根ざした 思いやり
6
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栗東

あ ん な こと こ ん な こと

中沢こどものつどいスペシャル
～シイタケの植菌体験～

２月28日に中沢にある菌
（くさびら）神社で中沢自治会の子どもた
ち20名が、シイタケの植菌体験をされました。今回は菌神社の役員さ
んの指導のもと、神社でのお参りの仕方、菌神社のいわれを学んだ後
作業が始まりました。ドリルで穴を開けた木に、木づちでシイタケの
菌を打ち込む作業がにぎやかに進められました。
「シイタケは少し苦手だけど、自分が作ったものは食べてみる」と話
している子もいました。
今回の体験は、地元にある神社に足を運び世代間の交流を通じて、たくさんの事を学べる機会とな
りました。２年後の収穫が楽しみです。

善意銀行だより

みなさまのお気持ち

ありがとうございます

平成27年2月17日～平成27年4月10日（順不同・敬称略）

〈金銭〉
一般社会福祉事業寄附
◦野尻グラウンドゴルフ同好会
10,000円
ホールインワン賞積立金寄附として
◦栗東市事業所人権教育推進協議会
8,034円
大宝西ふれあい解放文化祭模擬店収益の一部として
◦滋賀県済生会看護専門学校
14,400円
学校祭フリーマーケット収益として
◦㈱去住想
10,000円

記事：ゆうあいの家職員H 取材

古切手、ペットボトルキャップ等
ありがとうございました。
◦コミュニティセンター治田西 ◦北浦サロン
◦キャロット ◦栗東市シルバー人材センター
◦清水ヶ丘自治会 ◦三燦クラブ ◦石橋英洋
◦JR東海 ◦新生テクノス㈱ ◦トヨタ部品滋賀共販㈱
◦藤末良子 ◦金勝小学校 ◦大隅孝徳 ◦辻井又一
◦中村シナ ◦呉羽テック㈱ ◦南井保昭 ◦中竹商事
◦淡海荘 ◦中沢サロン ◦上籔美子 ◦井野内四十三
◦Ｃurvesアルプラザ栗東 ◦守山ダイハツ販売㈱
◦川端豊子 ◦竹之内次郎 ◦八千代産業㈱
◦片山自治会 ◦片岡泰彦 ◦北田三男 ◦谷口朝子
◦栗東総合産業㈱ ◦林自治会 ◦三坂邦彦
◦伊勢村弘子 ◦コミュニティセンター葉山東
◦佐々木忠男 ◦㈱ランテック

古切手、ペットボトルキャップ等をお預かりしています。広報にてご紹介を希望される方は、お手数ですがご持参、ご郵
送の際にご一報ください。
（お知らせいただいた方のみ掲載しております。
）

共同募金実績額の訂正とお詫び
栗東ふくし３月１日号にて掲載いたしました平成26年度共同募金運動の募金実績額につきまして、誤りがありま
したのでここにお詫び申し上げますとともに、訂正をさせていただきます。
【正】 募金総額
８，
４８５，
８７０円
【誤】 募金総額
8,217,515円
赤い羽根共同募金
５，
５５９，
０１６円
赤い羽根共同募金
5,429,801円 ➡
歳末たすけあい募金 ２，
９２６，
８５４円
歳末たすけあい募金 2,787,714円

須田司法書士事務所
お問い合わせ 電話 077-599-3150

無料相談（30分間）も受付けております!!
〒520-3047 滋賀県栗東市手原四丁目8番14号

相続・遺言でお悩みの方、
借金でお困りの方、その
他暮らしの様々な問題も
お気軽にご相談ください。

国道1号線

SUDA solicitor office

手原駅

須田司法書士事務所

上鈎北

手原

広告欄 有料広告掲載のお申し込みは総務課（電話 077-554-6125）まで
栗 東 ふくし
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ふくしのお知らせ伝言板

第32回 栗東市心身障がい児・者レクリエーション・
スポーツ大会 参加者およびボランティア募集

ペットボトルキャップリサイクルにご協力ください！
！
環境保護を推進します！
★通常はプラスチックごみとして破棄されるペットボトルキャップ
は分別、
洗浄、
破砕してチップ化することにより、
モップの一部な
どプラスチック製品として再生化することができます。
障がいのある方の就労を支援します！
★当会に集まりましたペットボトルキャップは、授産施設や共同作
業所など障がいのある方が働く場での就労支援に役立たせて
いただいております。ご協力いただける方は、社協事務局なら
びに市内各老人福祉センターまでご持参ください。

日
場
内

時…6月20日
（土） 10:00～15:30
所…栗東市民体育館
容…車いす競争、パン食い競争、綱引きなど、各作
業所のパネル展示
対
象…どなたでも
申込締切…5月25日
（月）
参 加 費…200円/1人※昼食が必要な場合は別途実費
（ボランティアは無料）
お問い合わせ…栗東市心身障がい児･者スポーツ大会実
行委員会事務局
（栗東市ボランティア市民活動センター内）
電話：077-553-0056
FAX：077-553-5268

お問い合わせ：栗東市社会福祉協議会
住所：栗東市安養寺１９０番地
電話：077-554-6105 FAX：077-554-6106

栗東市社会福祉協議会職員募集！ ～長期勤務いただける方、大歓迎！～
◦デイサービス介護職員募集<月額(嘱託）
雇用>
〔勤務地〕
通所介護事業所なごやか
〔資 格〕
介 護職員初任者研修修了者（見込み可）、ホームヘル
パー2級以上
〔勤 務〕
8:30〜17:15＊時間外勤務有
〔給 与〕
178,100円/月
〔休 日〕
週休2日（日曜日含む）、祝日、年末年始
◦デイサービス登録介護職員募集<時間給雇用>
〔勤務地〕
市内3か所ある通所介護事業所のいずれか
〔資 格〕
介 護職員初任者研修修了者（見込み可）、ホームヘル
パー2級以上
〔勤 務〕
8:15〜17:15（勤務日及び時間応相談）
〔給 与〕
1,000円/時間
◦デイサービス調理職員募集<時間給雇用>
〔勤務地〕
通所介護事業所ゆうあい
〔勤 務〕
毎週木曜日（祝日を除く）9:30〜15:30（勤務時間 応相談）
〔給 与〕
830円/時間
応募／まずはお電話ください。

各

◦学童保育所指導員職員募集<月額(嘱託)雇用>
［勤務地］
栗東市内学童保育所のいずれか
［資 格］
児童福祉施設最低基準第３８条の要件を満たす者
普通自動車運転免許所持者
［勤 務］
10：15～19：00 月曜日～土曜日(シフトによる週５日勤務)
土曜日、
長期休暇時は７
：
３０～１９
：
００の間の８時間
［給 与］
178,100円/月
◦学童保育所指導員職員募集<時間給雇用>
①非常勤 ②アルバイト
［勤務地］
栗東市内学童保育所のいずれか
［勤 務］
１３
：
００～１８
：
００ 月曜日～土曜日
①週４日以上勤務 ②1日以上勤務
土曜日、
長期休暇時は７
：
３０～１９
：
００の間の８時間
［給 与］
①830円～850円/時間 ②800円～825円/時間

栗東市社会福祉協議会

種

相

談

住所：栗東市安養寺１９０番地

の

案

内

相談員

心配ごと相談

学識経験者

5月11日
（月）
・5月20日
（水）
6月10日
（水）
・6月22日
（月）
7月10日
（金）
・7月21日
（火）

～生活にお困りの方へ
の生活再建支援～

司法書士

5月 8 日
（金）
6月12日
（金）
7月10日
（金）

随時受付

司法書士相談
（要予約）

司法書士

税金相談
（要予約）

5月20日
（水）
6月22日
（月）
7月21日
（火）

5月1日
（金）
〜5月19日
（火）
6月1日
（月）
〜6月19日
（金）
7月1日
（水）
〜7月17日
（金）

税理士

法律相談
（要予約）

弁護士

（要予約）

★
★
・
・
・
・
・

日付

ご

電話：
０７７-５５４-６１２５

相談

家計相談

8

◦デイサービス看護職員募集<時間給雇用>
〔勤務地〕
通所介護事業所なごやか 〔資 格〕
看護師
〔勤 務〕
8:30〜17：15(勤務回数・時間応相談）
〔給 与〕
１，
６００円/時間

5月13日
（水）
7月 8 日
（水）

5月14日
（木）
・5月28日
（木）
6月11日
（木）
・6月25日
（木）
7月 9 日
（木）
・7月23日
（木）

予約受付期間

相談時間

予約不要

９：00〜12：00
９：00〜12：00

（各60分間 先着3名）

5月1日
（金）
〜5月12日
（火）
7月1日
（水）
〜7月 7 日
（火）
５月１日
（金）～
６月１日
（月）～
７月１日
（水）～

９：00 ～ 12：00

(各30分間 先着６名)

10：00 ～ 12：00
(各30分間 先着４名)

９：30 ～ 12：00

(各30分間 先着５名)

場所：総合福祉保健センター
（なごやかセンター）
栗東市安養寺190番地
上記要予約の相談は社会福祉協議会
（電話 554–6105）
までお問い合わせください。平日8時30分から予約受付開始。
住民のみなさまの日常生活上の悩みごとや困りごとなどのご相談に応じます。
（いずれの相談も無料です。）
家計相談では、借金問題、家計管理、その他暮らしの中でのお金に関する困りごとなどのご相談を受けております。
司法書士相談では、相続問題、不動産登記、
その他名義変更などのご相談を受けております。
税金相談では、所得税、相続税、贈与税、経営、
その他確定申告に関するご相談などを受けております。
法律相談・司法書士相談では一つの相談ごとに対しての継続利用および、同じ方の複数回のご利用はお断りします。
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●インキ：大豆油インキを含む植物油インキ
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷
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