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わいわいルームで常願寺川公園へお花見に出かけました。満開に咲き誇る桜に、顔も心もほころびました。
この事業は、簡単なゲームや体操などをしながら過ごしていただき、介護予防や健康維持を目指すもの
です。

毎週火曜日 滑川市民交流プラザにて開催しています。
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平成 30 年度予算概要
滑川市においても少子高齢化の進展とともに、支援を必要とする高齢者も増加しています。
また、引きこもりや社会的な孤立、子どもの貧困といった新たな福祉課題も顕在化しています。
こうした状況を受けて、地域を基盤として課題を抱える方々を支える仕組みとして、団塊の
世代が 75 歳以上となる 2025 年を念頭に、地域包括ケアシステムの構築や、生活困窮者自立支
援制度が始まっています。本会では、昨年度策定した「第３次滑川市地域福祉活動計画」に基
づき、
「手から手へ ぬくもりつなぐ なめりかわ」の基本理念の実現に向けて、身近な地域で
の住民のつながり・支えあいなどの地域ネットワークの強化や、各種制度につなげるなど、こ
れまで以上に共助の層を厚くしていきます。

◇平成 30 年度重点事業◇

（単位：千円）

１．住民主体による「地域で支えあう住民活動」の推進
・ケアネット・福祉見回り隊事業（7,292）

サービス区分間

予備費

当期末資金

拠点区分間

・地区社会福祉協議会との連携強化（600）

積立資産

２．住民の参画と協働によるまちづくり

基金積立

（１）地域福祉活動の推進

債務返済他

・介護予防ふれあいサロン事業（2,180）

その他

・広報誌「ふくし滑川」の発行とホームページ等による
福祉情報の提供（554）

支払利息
負担金

・社会福祉大会の開催（410）

助成金

・ふれあい総合相談センターの運営費（860）

事務費

・ファミリー・サポート・センターの運営費（300）

事業費

法人運営費

・支え合いマップフォローアップセミナー（170）
（２）ボランティア活動の振興と福祉教育の推進
・ボランティアセンター運営費（195） ・災害ボランティアセンター運営実施訓練（90）
・手話奉仕員養成講座（800） ・児童生徒のボランティア体験講座（100） ・ボランティア養成講座（132）
・福祉教育出前講座（64）

・福祉教育ボランティア学習連絡会（100） ・ボランティアの集い開催（86）

・ボランティア保険の加入受付（32） ・除雪支援ボランティアの育成
３．在宅福祉サービスの推進
（１）在宅介護事業の推進
・訪問介護事業（29,159）
・
「富山型デイサービス

・居宅介護支援事業（22,077） ・障害者居宅支援事業（4,810）

あったかホーム」の運営（55,913）

・介護予防日常生活支援総合事業「わいわいルーム」（2,503）
４．個別援助活動の推進
・車椅子送迎用車両の貸出サービス（190） ・日常生活自立支援事業（2,300）
・寝具乾燥丸洗いサービス事業（308）

・生活福祉資金の貸付事業 ※富山県社会福祉協議会と連携

・生活困窮者自立促進支援事業（400）※滑川市福祉介護課・富山県東部自立支援センターと連携
・
「地域食堂たんぽぽ」の運営（363）
５．社会福祉協議会の基盤強化
・第３次滑川市地域福祉活動計画に基づいた事業の推進

・地域福祉活動アドバイザーの設置

・滑川善意銀行への預託の啓発
・赤い羽根共同募金活動の推進と配分金使途の啓発

総額

２１６，９９２千円

日常生活自立支援事業
高齢や障害などにより、自分ひとりで金銭や書類などの管理をすることに不安のある方に、福祉
サービスの利用手続きや日常的な金銭管理のお手伝いをして、できるだけ住み慣れた地域で安心し
て暮らせるようにサポートするのが日常生活自立支援事業です。

○福祉サービス利用の相談

○金融機関での生活費の出し入れ

○福祉サービス利用のための
手続き

○公共料金等の支払
○年金や福祉手当の受領に必要な
手続き
○計画的な生活費のやりくり

預貯金通帳、年金証書、保険証書、
不動産権利証書、契約書、実印、
銀行印、など
※お預かりした書類等は、銀行の
貸金庫で保管します。

利用料

利用料

１回 1,000 円

月額 500 円

(他に月 300 円の事務費がかかります)

生活支援員さんを募集しています！
滑川市社会福祉協議会では、日常生活自立支援事業を利用される方を一緒にサポートしてくださる
生活支援員を募集しています。
生活支援員の活動とは…
○公共料金等の支払、毎日の生活に必要なお金の出し入れのお手伝い
○年金や福祉手当の受領に必要な手続き支援
○介護サービスの契約・解約の支援や情報提供、相談

など

人と接するのが好きな方、地域で困っている方を手助けしたいと考えている方、生活支援員として活動して
みませんか？

介護予防ふれあいサロン事業
高齢者が住みなれた地域でいきいきと元気に暮らすために、生きがいづくりや、仲間づくりの場として
市内 36 団体のサロンが活動しています。（平成 29 年 5 月現在）
うちの町内でもふれあいサロンやって
みようかな・・・

滑川市社会福祉協議会では、サロンの立
ち上げの相談や、内容の相談を受け付けて

サロンで保険に入りたい。どんな
ものがあるのかな・・・

います。
また、サロンや滑川市内の自治会・ボラン
ティア団体等が福祉に関連する研修・行事
を実施する場合に、サロン道具を貸し出して
います。子どもから高齢者まで楽しめるレク

サロンで使える道具はないかな

リエーション道具を用意しています。
お気軽にお問合せください。

共生型サロン事業
はじめてみませんか、地域での居場所づくり
～地域食堂・子ども食堂の取組み事例から～
3 月 23 日（金）、地域の居場所づくりについて考える研修会を開催しました。民生委員児童委員や
サロンの運営者、地域で活躍しているボランティアの方など、27 名の方が参加しました。
富山国際大学子ども育成学部の村上満教授をコ－ディ
ネーターに迎え、滑川市社会福祉協議会がモデル事業とし
て取り組んでいる「地域食堂たんぽぽの取組みと今後の
可能性」について鼎談し、その後、富山国際大学ＳＳＷ・ＢＢＳ
研究会による「県内子ども食堂の取組み」の発表がありま
した。
また、地域食堂のミニ体験として、参加者全員で一緒に
シチューとパン、ゼリーを食べ、共食についての効果や、食

事を提供する際の注意点について活発に意見を交わ
しました。

貸出物品を紹介します
車いす

車いす移送車

車いすの貸出を行っています。対象は滑

車いすのまま乗ることができる、車いす移

川市にお住まいの方で、利用料は無料で

送車の貸出を行っています。対象は滑川市に

す。貸出期間は１ヶ月以内です。利用を希望

お住まいの方で、運行範囲は富山県内です。

される方は、窓口で物品借用申請書を記入

利用料は無料ですが、ガソリン代等の実費相

してください。

当として、１ｋｍ当たり 20 円をお支払いいただ

利用例 ・旅行など外出先での使用
・介護保険でレンタルするまでの
お試し利用

など

きます。
利用を希望される方は、利用予定日の 2 週
間から 3 日前までに電話等で予約申込みを
行ってください。初めてご利用になる方は、
使い方についての説明がありますので、時間

ご利用をご希望の方、詳細については
滑川市社会福祉協議会までお問い合わせ
ください。

に余裕をもってお申込みください。

滑川市ボランティアセンターからのお知らせ
ボランティア活動保険のご案内
◆ ご加入いただける方
ボランティアセンターに登録されている個人ボランティア、ボランティアグループ・団体
◆ 対象となる活動
「自発的な意志により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」のうち、次の①～③のいずれ
かに該当する活動
①グループの会則に則り、企画、立案された活動であること
②社会福祉協議会に届け出た活動
③社会福祉協議会に委嘱された活動
◆ 補償の対象
①ケガの補償
・ボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガをされた場合
・活動場所と自宅の往復途上の事故
②賠償責任の補償
・ボランティア活動中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりしたこと
により法律上の賠償責任を負わせた場合
◆ 保険料
基本タイプ Ａプラン

350 円/1 人

※滑川市ボランティア連絡協議会に加入されている方は、100 円の助成がありますので、250 円と
なります。
◆ 補償期間
平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年３月 31 日まで
※年度途中の加入の場合、加入申込日の翌日から平成 31 年 3 月 31 日まで
行事のあるその日だけを補償するボランティア行事用保険もあります。
詳しいことは滑川市ボランティアセンター（市社会福祉協議会内）までお問い合わせください。

ボランティア お仲間募集
ボランティアセンターでは、ボランティアグループの結成や立ち上げのお手伝いをしています。
ひとりで活動している方も、同じ思いをお持ちの方と一緒に活動してみたいと思ったら、ぜひご相談くだ
さい。
◎一緒に施設等で音楽活動をしませんか？
ギターやピアノ等を弾ける方を募集しています。
◎子育て支援グループを結成しませんか？
子どもが好きな方を募集しています。
お問い合わせ・お申し込みは、滑川市ボランティアセンターまで

☎ ４７５-７０００

滑川善意銀行だより
皆様の心あたたまる貴重な善意、誠にありがとうございます。
平成 29 年 12 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日までに預託された方々のご芳名は下記のとおりです。
(順不同・敬称略)

金員預託（寄付）

※金額については希望者のみ掲載しています。

故

中村 正一

（野町）

故 中川 登美枝 （上島）

故

水野 利之

（堀江）

故 軍記 正司

（四ツ屋）

故

川村 仁美

（杉本）

佐藤 良昭

（宮窪新）

故

稲場 スズエ

（曲渕）

故 高田 勝喜

故

細川 ます美

（大島）

故 井黒 千恵子 （晒屋）

故

大和 勇

（中村）

故 魚躬 ヱミ子 （田中新町）

故

稲場 仁一

（四ツ屋）

故 上田 須美代 （大窪）

故

蜷川 キミ

（高月町）

故 神田 ミサ子 （本江）

故

二川 園枝

（菰原）

故 中川 すみ子 （常盤町二区）

故

西野 すみ子

（清水町二区）

故 岡田 壽美子 （笠木）

故

石原 華子

（栗山）

地域食堂たんぽぽ

故

村中 清信

（追分）

じんでんや

故

氷見 與一

（清水町）

ガールスカウト富山県第 33 団

故

森田 志美夫

（中川原）

愛のともしび箱（市内 16 ヶ所） 63,389 円

故

三浦 トミ子

（安田）

匿名

（沖田新下島）

9件

一般預託 37 件 合計

1,622,159 円

1 件 合計

14,000 円

指定預託

100,000 円

750,571 円

物品預託（寄付）

故

中西 道子

（上小泉）

手縫い雑巾 70 枚

北野 茂松

（堀江）

玉ねぎ、じゃがいも 1 箱（地域食堂たんぽぽへ寄付）

森田 志美夫

（中川原）

電動ベッド

農事組合法人水土里

玉ねぎ 1 箱（地域食堂たんぽぽへ寄付）

匿名

たび 18 足

匿名

こども用品（洋服、帽子等）

滑川善意銀行は、金額の大小を問わず皆様方のあたたかい善意に基づく金銭や物品等のご
寄付（預託）を、各種福祉事業の推進やボランティア活動の振興に役立たせていただきます。
滑川善意銀行の窓口は、滑川市社会福祉協議会（市役所東別館２階）と市役所福祉介護課
で取り扱っております。

この広報は一部共同募金の助成金により発行されています

