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シニアライフ講座の開催
　朝日地区福祉連絡協議会では、高齢者の生きがい教室
として４つのシニアライフ講座を開催しています。
　民謡体操教室は、安田城月見の宴等の行事に参加して
民謡体操踊りを披露しています。絵手紙教室は、四季の
果物や花を題材にして、色鮮やかな絵手紙を作成してい
ます。料理教室は高齢者に適した塩分やカロリーを考慮
して美味しい料理を作り、楽しく会食しています。園芸
教室は、時季の花の寄せ植えと家庭菜園の指導をうけて
います。４つとも大変好評です。どなたでも参加できま
すので、皆様のご参加をお待ちしています。

朝日地区：人口１，４９８人、４６５世帯、高齢化率２９．６４％
（平成２５年３月末現在）

朝日地区福祉連絡協議会

八人町地域福祉ニーズに関する住民意識調査
　八人町地区では、今年度新たに福祉ニーズに関するア
ンケート調査と、命のバトン事業ネットワークをスター
トすることに決めました。
　最初に、インターネットにより全国で行われている福
祉ニーズアンケート調査の内容を参考にして、７月初め
に調査内容を決定しました。満１８歳以上の住民１５０人を対
象に、性別や年齢を考慮して無作為に抽出し、７月１８日
～８月１２日に実施しました。回収率は８１％でした。調査
結果は現在とりまとめています。

八人町地区:人口１，７０８人、８４５世帯、高齢化率３２．４９％
（平成２５年３月末現在）

検討会での話し
合いの様子

八人町地区社会福祉協議会
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「じぶんの町を良くするしくみ「じぶんの町を良くするしくみ」」
赤い羽根共同募金は、高齢者、障害者、子どもたちなどへの、

地域の福祉活動を支援する募金です。
災害時には「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、

被災地支援にも役立っています。
誰もが住みやすく安心した街づくりを実現するために、

みなさまの温かいご理解とご協力を心からお願いします。
運動期間　１０月１日～１２月３１日

平成２５年度　富山市の目標額

52，106，000円（一般募金）

共同募金の仕組み
　共同募金は、地域ごとの使い道や集める額を事前に定めて、募金を募る仕組みです。これを「計画募金」と呼
び「助成計画」を明確にしています。また「助成計画」があるからこそ、１世帯当たりの目安額などを定めて募
金を集めることができます。

※災害に備えて共同募金を積み立てています。

　大規模な災害に備えて募金額の一部を「災害等準備金」として積み立てています。大規模災害が起こったときに、
災害ボランティア活動を支援するなど、被災地を応援するために使われています。

［共同募金のスケジュール］

４月　福祉施設・団体・社会福祉協議会などから助成申請を受付

５月　申請内容の調査・検討

６月　助成案の承認・助成計画策定・目標額決定

１０～１２月　募金運動実施

５月　福祉施設・団体・社会福祉協議会などへ助成
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　地域でお寄せいただいた募金の６０～７０％は、富山市の福祉活動に使われています。
　その他は、富山県全域での活動に使われています。

　昨年、みなさまから寄せられた心温まる募金の内、２８，５１４千円が富山市内の民間社会福祉施設や各種団体に助
成され、福祉団体活動や市内８０地区社会福祉協議会の地域福祉活動に現在も活用中です。

赤い羽根共同募金は、地域の福祉活動のために有効に使われていま赤い羽根共同募金は、地域の福祉活動のために有効に使われていますす赤い羽根共同募金は、地域の福祉活動のために有効に使われていま赤い羽根共同募金は、地域の福祉活動のために有効に使われていますす

（単位：円）配分施設・団体の金額（平成２４年度事業）

７０，０００福祉講演会１施設身体障害者福祉施設

４００，０００保育の出前講座、リーダー研修会など３団体児 童 福 祉 関 係 団 体

３７０，０００寡婦学級、母子寡婦ふれあい教室など１団体母 子 福 祉 関 係 団 体

７６７，０００地域交流推進事業、練成会、機能訓練事業など７団体身体障害者福祉関係団体

５００，０００自立促進活動、交流会など１団体知的障害者福祉関係団体

７０，０００医療相談会、機能訓練事業など２団体保 健 福 祉 関 係 団 体

１８０，０００更生保護事業など２団体更 生 保 護 関 係 団 体

４００，０００部会活動研修事業１団体生 活 援 護 関 係 団 体

２５，７５７，０００

４，６８７，０００広報活動事業

１団体市 社 会 福 祉 協 議 会

５６６，０００ふれあいサロン普及事業

１３，７２０，０００地域福祉活動活性化事業

３，２６２，０００ふれあいフェスタ開催事業

５５０，０００ボランティア啓発事業

１４７，０００福祉用具サポート事業

９５０，０００ささえあいネットワーク活動事業

１，８７５，０００お買物バス「あいネット号」事業

２８，５１４，０００　　合　　　計　　（１９施設・団体）

福祉団体活動や市内８０地区社会福祉協議会の地域福祉活動に活用されています。

共同募金会は、税制上、寄附に対する『優遇措置の対象団体』となっています。
法人の寄附　株式会社などの法人の寄附は、法人税法により「全額損金参入」することができます。
個人の寄附　【所得税】に係る寄附金控除額は、税額控除・所得税額のどちらかを選択できます。
　　　　　　　Ａ：税額控除｛寄附金額（年間所得の４０％を限度とする額）－２千円｝×４０％
　　　　　　　　※上記の合計額は、所得税額２５％を限度とする額
　　　　　　　Ｂ：所得税額　寄附金額（年間所得の４０％を限度とする額）－２千円
　　　　　　【住民税】に係る寄附金控除額は
　　　　　　　　寄附金額（年間所得の３０％を限度とする額）－２千円×１０／１００

福祉推進員の設置 ふれあいサロン（子育てサロン）の開催
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富山市ボランティアセンター
http://www.toyamacity-vc.jp/

ボランティア交流会を行います
　富山市ボランティアセンターには主に福祉分野で活動しているボラ
ンティア団体や個人の方が多数登録されています。
　お互いが集い、情報交換・交流する場づくりが求められています。
　当センターではボランティア活動に関する意見交換、情報交換、活
動事例等を通じて富山市内で活動するボランティアの交流などを目的
とした『富山市ボランティア交流会』を開催します。
　多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
日　　時　１１月１６日㈯　午後１時～４時３０分
場　　所　富山市総合社会福祉センター　大ホール（今泉８３－１）
内　　容　活動発表（活動が活発なグループから活動の概要を発表い

ただきます）
　　　　　情報交換
参 加 費　無料
参加方法　事前の申し込みが必要です
　　　　　お問い合わせは緯４２２－２４５６まで
参 加 者　１）富山市ボランティアセンターに登録されている個人・

団体
　　　　　２）これからボランティア活動やＮＰＯ活動を始めようと

されている方

ボランティア活動♡始めてみませんか？
　ボランティア活動とは自分の意志で自発的に他人や社会のために、自らの労力を提供する行為です。活動分野
は福祉、保健、医療、環境、教育、文化、災害援助、国際交流など多岐にわたっています。
　難しく考えないで自分がしたいことや自分ができることを気軽に始めてみませんか。

ボランティアセンターへの登ボランティアセンターへの登録録ボランティアセンターへの登ボランティアセンターへの登録録
　富山市ボランティアセンターでは、ボランティアの登録を受け付け、活動に関する情報提供や研修会の開催、
活動先の紹介などさまざまな支援を行っています。
　登録には、グループ登録と個人登録があります。

１．ボランティア情報（毎月発行）の提供
２．講演会や研修会・講座など、ボランティアに関する情報提供
３．助成金情報の提供
４．活動場所の提供
５．ホームページ上などでボランティアグループの活動を紹介
６．ボランティア活動保険掛金の一部補助（※公費等で補助、助成を受けている場合などは対象外）
７．ボランティア活動に関する各種相談など
※登録できるグループ・個人
　富山市内で活動するか富山市内に活動拠点を置くボランティアグループ・個人の方です。

登録されたグループ・個人には次のような支援を行います登録されたグループ・個人には次のような支援を行います。。

昨年度開催の様子
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安心して暮らすためのお手伝い

とやま福祉後見サポートセンタとやま福祉後見サポートセンターー
成年後見制度について

成年後見制度って
どんな制度？

認知症、知的や精神の障害などの理由で判断能力が不十分な人の「権利」や「財産」
を法律的に保護し支援する制度で、２つのしくみがあります。

Ａさん

法定後見制度
申立人（本人・配偶者・四親等内の親族。親族の申立人がいない場合は
市町村長）が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が成年後見人等（Ａ
さんを助ける人）を決める制度です。

判断できない、
または不十分…

今は元気だけど、
将来が心配…

任意後見制度
あらかじめ、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を、Ｂさん本人
が富山公証人合同役場で公正証書にしておく制度です。Ｂさん

移送について　車いすのまま乗車できる車両で移送します。運転手は、
車両の乗降時のみ介助します。

利用対象者　◎富山市内に在宅でお住まいのおおむね６５歳以上の方で、
要介護１以上または身体障害者手帳１・２級、療育手
帳Ａをお持ちの方

　　　　　　　◎日常的に車いすを利用している方
　　　　　　　◎公共の交通機関等を利用することが困難な方
　　　　　　　　（※中山間地にお住まいで、上記の項目に準じる方）
　　　　　　　◎乗車中、医療措置の必要のない方
利 用 料　片道１回６００円（６０分以内）　３０分超過ごとに３００円加算
　　　　　　　※有料駐車場等は利用者負担となります。
利 用 回 数　週４回まで（片道を１回とします。）
運行日・時間　月曜日～土曜日　午前９時～午後４時３０分（年末年始・祝日を除く）
登録について　事前に市長寿福祉課または各総合行政センターへ登録をしてください。
申込について　直通電話におかけください。緯４２２－６６６２
　　　　　　　※利用希望日の１ヶ月前から予約できます。

高齢者移送サービス高齢者移送サービス　利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

●成年後見制度の普及・啓発
　制度について広くお知らせするほか、市民の方の依頼
に応じて出前講座を行います。

●市民後見人の養成、市民後見人バンクの運営
　市民の方を対象に市民後見人の養成・研修を行い、終
了後希望者は市民後見人バンクに登録し、法人後見履行
補助者として活動していただきます。

●成年後見制度に関する相談
　制度の利用に関する相談を行います。
　詳しくは　富山市社会福祉協議会「とやま福祉後見サ
ポートセンター」　 緯４２２‐３４００

●法人後見の受任
　成年後見人等が見つからない場合で、家庭裁判所から
依頼があった際に、必要に応じて富山市社会福祉協議会
が後見業務を受任します。

とやま福祉後見サポートセンターがお手伝いできることとやま福祉後見サポートセンターがお手伝いできること
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　福祉イベント「ふれあいフェスタ」は、世代間交流
や障害を持つ人たちとの交流、地域の社会福祉団体の
活動への理解、そして福祉活動やボランティア活動の
普及・啓発を図ることを目的に、毎年開催しています。

第３２回富山市民ふれあい広場　●富山地域
開催日：９月７日㈯　　場所：グランドプラザ

　今年は会場をグランドプラザに移したことで、よ
り多くの方々が足を運んでくださり、楽しい交流の
場となりました。
　ステージショーの和太鼓パフォーマンスで華やか
に始まり、会場ではボランティア団体の活動紹介や
体験のほか、作業所や福祉団体によるたこ焼きやカ
レーライス、パンなどの飲食販売、リサイクル品や
オリジナル品の販売などが行われ、たくさんの方で
にぎわいました。 迫力のステージショー

夢や愛を叫ぶ！大声コンテスト ボランティアセンター活動紹介 きときと君＆ハーティちゃん登場！ご来場ありがとうございました

やつおふれあいフェスティバル
●八尾地域
開催日：９月２１日㈯
場　所：八尾健康福祉総合センター

すこやか♥ふれ愛フェア
●大沢野地域 
開催日：１０月６日㈰
場　所：ウインデイ前芝生広場＆大沢野健康福祉センター

　『ひと　まち　元気　
やつお』をテーマに、地
区社協をはじめ２９団体が
参加し、秋晴れの中、訪
れた多くの方でにぎわい
ました。

　炊き出し実演や認知症予防啓発コーナ
ー、ノルディックウォーキング体験、大
声コンテストの他、八尾小・杉原中学校
によるボランティア活動発表、吹奏楽演
奏があり、住民が福祉について楽しみな
がら理解を深めました。

大山ふれあい開運まつり
●大山地域

　街かどサロン「よってかれ家」
周辺を中心に開催され大いににぎ
わいました。社協大山支所コーナ
ーでは、赤い羽根募金、射的、バ
ルーンアート、手話などで和やか
に交流が図られました。

　２７回目を迎え、多くのボランティアの協力の下、にぎやか
に開催しました。
　ステージでは大沢野中学校吹奏楽部や大沢野ちゅうおう保
育園の園児による鼓隊演奏で会場が大
変盛り上がりました。また、各福祉団
体・福祉施設等の模擬店や活動紹介、
こども祭りコーナーなどを設け、福祉
についての理解を深めました。

開催日：１０月１２日㈯　　場　所：上滝中央商店街
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ありがとうございました。
　愛と誠銀行は、みなさまから寄せられた善意のお金や品物を、地区社協などで行
われる地域福祉活動で活用したり、社会福祉施設や団体にお渡ししたりするなど、
社会福祉活動に大きく貢献しています。平成２５年６月～８月までに預託いただいた
方は次のとおりです。（敬称略・順不同）

善意のひろば
愛と誠銀行報告

金 銭 預 託

○個人

（野　積）西田　清範（萩　浦）越本　陽三（草　島）直江ヒサ子（清水町）山口　康弘

（野　積）岩倉　伸一（岩　瀬）織田　龍夫（神　明）若林　孝明（草　島）濱崎　　仁

（古　里）清水　　隆（岩　瀬）永田　博樹（愛　宕）八十島和子（岩　瀬）兜山　貴永

（速　星）埜田ちゑ子（岩　瀬）黒崎　良一（新　保）野上　忠一（草　島）土田　國男

（五　福）坪島　宏紀（草　島）石井　次康（草　島）前川　悦子（草　島）島田　節子

（婦中熊野）梅本　良男（新　保）角　　憲一（呉　羽）浦田　清一（草　島）臼田　裕伸

（朝　日）坂林　憲義（草　島）中村　辰夫（草　島）五十嵐孝雄（萩　浦）坂本　浩二

（上　滝）寺島　正則（愛　宕）武脇　敏隆（萩　浦）澤田　文子（新　庄）林　　和美

４名匿　名（大　庄）石動　邦子（福　沢）宮越　久枝（萩　浦）古本　幹彦

○団体

水橋西部食生活改善推進員一同（水橋西部）　  ステンメタルワーク三沢（水橋中部）　  餃子の王将（堀川）

柳町小三一会柳町小学校昭和３１年３月卒業同期会（柳町）　  大山観光開発株式会社（大山）

広田校下婦人会ボランティア（広田）

豊凜化粧品㈱（愛知県豊橋市）　 三菱ふそう労働組合本社支部（神奈川県川崎市）　 　匿名１団体

今田　貴士（山室）　 桑原　喜昭（上滝）　 匿名　２名○個人物 品 預 託

越中八尾ロータリークラブ（保内）　 北陸銀行呉羽支店（呉羽）○団体

ＲＫＫ法輪クラブ（愛宕）

【税制上の優遇措置】
　富山市社会福祉協議会は、税額控除対象法人としての証明を受けており、本会への寄附金は確定申告によって、所得税の寄附
金控除（又は税額控除）及び市・県民税の寄附金税額控除の双方の適用が受けられます。

● ● ● ● ● ● 皆様からの温かいご支援・ご協力をお待ちしています。● ● ● ● ● ●

★☆「九重荘」から感謝のメッセージが届きました！

（山口　康弘様からご寄附をいただいた預託を、軽費老人ホーム「九重荘」に毎月届けています）

　山口康弘様には、愛と誠銀行を通じて、長年にわたり軽費老人ホーム九重荘
に毎月、ご寄附を頂き大変感謝しております。
　当施設は開設して３９年を経過しましたが、たくさんの高齢者の生活の場とし
て利用され、地域に必要不可欠な施設となっています。
　ご寄附いただいたお金は、大型テレビ、カラオケセットなどの備品や、利用
者へのプレゼント、クラブ活動の教材などの経費に充てさせていただいており
ます。

　行事やクラブ活動などを通じて、利用者は笑顔があふれ、生き生きとした生活を送っています。
　今後とも、山口様のご趣旨に沿って、利用者が生きがいのある生活を送ることができるように職員一同、より
一層努めてまいります。
　最後に、山口様の今後ますますのご活躍とご健勝を心からお祈り申し上げます。
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大沢野
支所

〒９３９‐２２２４　富山市春日９６番地１
（大沢野健康福祉センター内）

緯４６７－１２９４　FAX４６８－３５６３

八尾
支所

〒９３９‐２３７６　富山市八尾町福島２００番地
（八尾健康福祉総合センター内）

緯４５４－２３９０　FAX４５４－２３５６

山田
支所

〒９３０‐２１９８　富山市山田湯７８０番地
（山田総合行政センター内）

緯４５７－２１１３　FAX４５７－２２５９

大山
支所

〒９３０‐１３１２　富山市上滝５２３番地１
（大山地域市民センター内）

緯４８３－４１１１　FAX４８３－４１５５

婦中
支所

〒９３９‐２６０３　富山市婦中町羽根１１０５番地７
（西保健福祉センター内）

緯４６９－０７７５　FAX４６９－０７７９

細入
支所

〒９３９‐２１８４　富山市楡原１１２８番地
（細入総合福祉センター内）

緯４８５－９００８　FAX４８５－９２００

〒９３９‐８６４０　富山市今泉８３番地１
（富山市総合社会福祉センター内）

緯４２２－３４００　FAX４９１－２４３３
 　 　富山市社会福祉協議会社会福祉

法 人

富山市ボランティアセンター 緯４２２－２４５６　FAX４２２－２６８４

本所

Ｑ：前回「社協（しゃきょう）」のこと教えてもらったけど…
　　じゃ「地区社協」って一緒なが？
Ａ：住民の皆さんが、生活している地区の課題を把握し、問題解決に向けて自発的に
取り組む団体です。富山市社協と協力し、活動しています。

　　“一人ひとりが安心して暮らすことができる住みよい福祉のまちづくり”のため
市内には、８０地区社協が設置されており、多くは小学校区を単位としています。
　　各地区社協の活動状況は、富山市社協のホームページをご覧ください。

ふくしの　　　　コーナー　　これちゃなんのこと～？

生活上のあらゆる心配ごとの相談に応じています。お気軽にご相談ください。
相談所は８ケ所あり、いずれも無料・秘密厳守です。
富山市民の方であれば、住んでいる地域にかかわらず、どこの相談所でも利用できます。

心配ごと相談所のご案内

【法律相談】
弁護士が相談に応じます。

予約が必要です。相談時間は３０分間です

【一般相談】
相談員が相談に応じます
予約はいりません

平成２５年１１月～平成２６年１月の相談日

時　間相　談　日時　間相　談　日場　　所（住所）相談所名
１３：００～１５：３０
（開催前日の９：３０
から電話にて予約）

１１／１・８・１５・２２・２９
１２／６・１３・２０
１／１０・１７・２４・３１

９：３０～１５：３０

毎週月～金曜日
（ただし、祝休日は除く）

総合社会福祉センター（今泉）
緯４２２－３４００中　　央

１３：３０～１５：３０
（電話にて予約）

１１／７　１２／５　１／２３１１／７　１２／５　１／２３呉羽会館（呉羽）
緯４３６－５１７１呉羽地区

１１／１４　１２／１２　１／９１１／１４　１２／１２　１／９岩瀬公民館（岩瀬御蔵町）
緯４３７－９７１５北部地区

１１／２１　１２／１９　１／１６１１／２１　１２／１９　１／１６水橋西部公民館（水橋辻ケ堂）
緯４７８－１１３１水橋地区

１１／２５　１２／１６　１／２７

１３：３０～１６：００

１１／７・１４・２１・２８
大沢野健康福祉センター（春日）

緯４６７－１２９４大沢野支所 １２／５・１２・１９・２６
１／９・１６・２３・３０

１１／５　１２／３　１／１４
１１／１・８・１５・２２・２９

大山地域市民センター（上滝）
緯４８３－４１１１大山支所 １２／６・１３・２０・２７

１／１０・１７・２４・３１

１１／１３　１２／１１　１／１５１１／６・２６　１２／４・２５
１／８・２２

八尾健康福祉総合センター
（八尾町福島）
緯４５４－２３９０

八尾支所

１１／１１・１８　１２／２・１６
１／６・２０

西保健福祉センター
（婦中町羽根）
緯４６９－０７７５

婦中支所

　皆様のこころ温まるいい話を１２０文字以内でお寄せ下さい。（ハガキ又はファクス）
　この紙面で随時紹介させていただきます。（送付先は下記 本所 広報担当まで） ○さ 

障害者の方が、障害者用駐車場に車を止めようとされていた時、その駐車スペースにパイロンが立っていました。
そこを通りかかった人がさりげなくパイロンを持ち上げて横に動かされました。わたしの心が温かくなりました。

樺樺樺樺樺樺●●●●●●●●あ っ た か コ ー ナ ー


