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　東部校下社会福祉協議会では、地域で歩く取組み
を広めるために、「歩こう大作戦」を実施しています。
　ふるさとづくり推進協議会や体育協会と協力して、
住民のウォーキングコースのマッピングや調査を行
い「とうぶウォーキングマップ」づくりに取組んで
います。寝たきりや要介護状態の予防のために誰で
も取組みやすいウォーキングに着眼し、自分の体力
に合わせてマイペースで楽しんでいただくことが出
来ます。

『ふれあい・支えあい・助けあい
安心して暮らせるまちづくり』

東部校下：人口８，４１６人、３，９６１世帯、高齢化率３１．１７％
（平成２７年３月末現在）

この広報紙は共同募金の助成金と社会福祉協議会会費などにより発行されています。

 

　平成２６年４月、「未来型のまちづくり」を目指
し高齢者施設と保育施設が同じ敷地に併設され
た「多世代交流施設」が新庄校下に開園されま
した。新庄校下社会福祉協議会では、視察交流
研修会として施設を訪問させて頂き、人と人と
の触れ合い・支えあいの場を見学することがで
きました。
　今後、児童育成をはじめ、地域の活性化に役
立て、共に協力していこうと考えています。

『世代間交流、
コミュニティの場の一つとして』

新庄校下：人口１１，８３５人、５，０８２世帯、高齢化率２６．２２％
（平成２７年３月末現在）
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「だれもが住み慣れた地域で、安心して生きがいを持っ「だれもが住み慣れた地域で、安心して生きがいを持ってて
生活できる福祉のまちづくり」の実現に向け生活できる福祉のまちづくり」の実現に向けてて

平成２６年度　富山市社会福祉協議会の決算　　総事業費　６億７千３百万円

事 業 報 告
　富山市社会福祉協議会では、住民が抱える多様な生活課題や福祉ニーズに対し、早期に発見し迅速に対応でき
るような住民主体のささえあいが展開される体制づくりとして「ふれあいケアネット融合型事業」の拡充や、「お
買物バス事業」に取り組みました。「福祉後見サポート事業」では、判断能力が十分ではない高齢者や障害者の
権利を守り、生活の安定と利益の保護を図るため、成年後見制度の相談窓口の設置や市民後見人の養成講座の開
催などにも取り組みました。また、市民目線でボランティア関連事業や地域のボランティア活動に対する課題を
提起していただくために「ボランティアセンター市民モニター事業」を実施し、ボランティア事業の内容改善に
努めました。この他、「地域で主体的に活動できる人づくり」、「地域のささえあいネットワークづくり」、「福祉
情報の収集と提供」、「市社会福祉協議会の機能強化」を重点施策とした地域福祉活動計画にそって、福祉社会の
実現に向けてさまざまな事業に取り組みました。

前号に引き続き、地域福祉活動計画（平成２７年度～平成３１年度までの５か年）の基本目標や重点事業についてご紹介いたします。

　住民自らが主体となって地域の福祉課題を解決していくために、地区社協の活動を支援するとともに、自
治振興会や民生委員児童委員協議会、地域包括支援センター、NPO法人など地域の様々な団体、介護保険
や障害者自立支援サービス事業所などの専門サービス機関、保健所、保健福祉センター、医療機関とのネッ
トワークづくりに努めます。
重点施策（１）　地域でつながる場づくりを進めます。
　内　容　●地区社協支援・地域福祉懇談会の開催
　　　　　　住民の一人ひとりが地域福祉の担い手として、地域で支援の必要な人たちの生活課題を発見し、

共通認識を持つ仕組みをつくり、その解決や支援に向けた取り組みを自主的に企画・実施する
場づくりを推進します。

　　　　　○その他　地区担当の推進、地域リーダー研修会の開催など
重点施策（２）　地域で支えあう仕組みづくりを進めます。
　内　容　●地域ぐるみ福祉活動の推進
　　　　　　高齢者介護・医療を取り巻く社会の状況が大きく変化していく中で、地区社協が中心となって

他組織との連携事業・活動調整を地域ぐるみで行い、要介護高齢者とその家族を支えることが
できる「地域づくり」を推進します。

　　　　　○その他　ふれあいサロンの普及、社会福祉活動助成金、おらっちゃ雪かき隊など

次号（８月号）は、「③安心して暮らせるまちづくり」を紹介します。

基本目標②住民参加による地域づくり
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　赤い羽根共同募金運動では、ご家庭にお願いした戸別募金をはじめ、街頭募金、学校募金などで、多くの皆様か
らたくさんの善意をいただきありがとうございました。寄せられた募金は、富山県共同募金会を通じて５月に福祉
団体等に助成されました。
　また、地域歳末たすけあい募金は、高齢者や障害者等、地域で支援を必要とされる方々への見舞金や地域交流事
業などに助成されました。

平成２６年度「共同募金運動」の結果を報告します

寄せられた募金の内訳

戸別募金 　　　　　　　 ８，４６２，７１１円
法人募金 　　　　　　　 ２，１１５，０６０円
イベント募金 　　　　　　　 ９２，６７９円
その他 　　　　　　　　　　 １２，５６４円

歳末たすけあい募金　10，683，014円
寄せられた募金の内訳

戸別募金 　　　　　　　 ４５，１７８，６５５円
街頭募金 　　　　　　　　　 ８５，２２６円
法人募金 　　　　　　　　 ７６３，０００円
職域募金 　　　　　　　 １，８６１，５５０円
学校募金 　　　　　　　 １，１６６，６７０円
イベント募金 　　　　　　　 ９５，８４５円
個人募金 　　　　　　　　　 ２，０００円
その他 　　　　　　　　 １，９８９，９８８円

赤い羽根共同募金　51，142，934円

金 銭 預 託
○個人

（草　島）毛利　仁志（草　島）中田美和子（岩　瀬）酒井　　勉（清水町）山口　康弘
（萩　浦）紋川美智子（草　島）草野　勝造（五番町）舟崎　重義（四　方）鈴木　保弘
（上　滝）村上　幸雄（仁　歩）河西きく枝（八　幡）矢後　澄子（草　島）住田　久夫
（堀川南）内山　麗子（堀川南）高柳　秋子（広　田）砂田　　寛（新　保）福﨑　　崇
（福　沢）畔田　博文（愛　宕）谷為　玲子（新　保）森　　　崇（愛　宕）下村栄知子
５　名匿　名　　（奥　田）荻田　　勇（倉　垣）中谷千恵子（宮　川）柞山　　明

○団体
妙傳寺仏教婦人会（月　岡）　 富山市立呉羽小学校ボランティア委員会（呉　羽）　 ユニー㈱アピタ富山店（蜷　川）
ユニー㈱アピタ富山東店（広　田）　 ユニー㈱ピアゴ富山西町店（五番町）　 得法寺仏教婦人会（月　岡）　 一川明宏会
細入老人福祉ボランティア（細　入）
物 品 預 託
○個人
今田　貴士（山　室）
○団体
日立グループ「親切会」（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。

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
域福祉活動に活用したり、社会福祉施設や団体にお渡ししたりするなど、社会福祉活動の向
上に大きく貢献しています。
　平成２７年３月～４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

株式会社　北陸銀行　職員組合　様
　平成２７年５月１５日㈮、株式会社　北陸銀行　職員組合様（富山市堤
町通り１－２－２６）が来訪されました。社内で開催された行事で募金
活動を行ない、「福祉事業のお役に立てて頂ければうれしいです。」と
赤い羽根共同募金に４０，０００円を寄附されました。

赤い羽根共同募金へのご寄附　ありがとうございます！

寄附される職員組合の方々梢左 
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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

　富山市社会福祉協議会のボランティアセンターでは、福祉への理解と関心を深め、「思いやりの心」
や「ともに生きていく心」を育むことを目的に、富山市内の小中学校などに講師を派遣する「福祉の
講師派遣事業」を実施しています。

　☆対象：富山市内の小学校・中学校・高校・支援学校等や地区社協、企業等です。
　☆講師：障害者団体やボランティア団体、社協職員などから派遣します。
　　　　　１回の講座は約１時間です。
　☆費用：講師派遣に関わる謝礼・交通費は富山市社会福祉協議会が負担します。
　　　　　消耗品や賃借料などは依頼者で負担していただきます。
　☆問い合わせ、申し込み先：富山市ボランティアセンター　　☎　４２２－２４５６　　FAX　４２２－２６８４
　〔講座内容の例〕
　　・高齢者疑似体験⇒高齢者疑似体験グッズによる体験学習
　　・障害者の理解⇒「盲導犬ユーザーとして」、「全盲プロピアニストピアノ演奏」等
　　・手話ってなに？
　　・点字ってなに？等

富山市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
（http://www.toyamacity-shakyo.jp/）

福祉の講師を派遣します福祉の講師を派遣します

生活上の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。（無料・秘密厳守）

心配ごと相談所のご案内
婦　中八　尾大　山大沢野水　橋北部水橋呉　羽中　央
西保健

福祉センター
（婦中町羽根）
緯４６９－０７７５

八尾健康福祉
総合センター
（八尾町福島）
緯４５４－２３９０

大山地域市民
センター（上滝）

緯４８３－４１１１

大沢野健康
福祉センター
（春日）
緯４６７－１２９４

水橋西部公民館
（水橋辻ケ堂）

緯４７８－１１３１

岩瀬公民館
（岩瀬御蔵町）

緯４３７－９７１５

呉羽会館
（呉羽）

緯４３６－５１７１

総合社会福祉
センター（今泉）

緯４２２－３４１４

場
所
・
申
込

第１、３月曜日
１３：３０～１５：３０

第１、４水曜日
１３：３０～１５：３０

毎週金曜日
１３：３０～１５：３０

毎週木曜日
１３：３０～１５：３０

第３木曜日
９：３０～１５：３０

第２木曜日
９：３０～１５：３０

第１木曜日
９：３０～１５：３０

毎週月・水・金曜日
９：３０～１５：３０

心
配
ご
と

第２水曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第１火曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第４月曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第３木曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第２木曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

第１木曜日
１３：３０～１５：３０

予約制

毎週金曜日
１３：００～１５：３０
予約（開催日の
前日９：３０～１５：００）

法
　
　
律

 詳しい日程は、富山市広報毎月２０日号に掲載しています。
☆心配ごと相談…日常生活上のあらゆる問題（家族、生計、財産、離婚、高齢者福祉等）に対して助言を行います。民生委員児童委員等が相談員となって

いますが、相談者のプライバシーは必ず守りますので、安心してご相談ください。
☆法律相談………法律に関する相談（財産、相続、家族、法律等）に、弁護士が対応いたします。

『総合相談窓口』を開設しました。　＊＊＊あなたの生活の自立を応援します＊＊＊
　さまざまな生活課題や悩みなどの相談に応じる「総合相談窓口」を５月２６
日に開設しました。
　経済的な問題だけではなく、家族の問題（介護やひきこもり）、本人の健
康の問題、仕事に就きたくても就けないなどの問題を抱えている方、生活困
窮から脱却したいと思っている方は、お気軽にご相談ください！
　◆相 談 日：月～金曜日
　◆相談時間：午前８時３０分～午後５時１５分
　◆開設場所：富山市総合社会福祉センター１階（☎４２２－３４１４）


