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福祉の講師派遣事業

　福祉への理解や関心を深めてもらうことを目的に、市内の小・中学
校や地区社協等からの依頼により、障害者団体やボランティア団体、
社協職員が講師を担い、講座を行うものです。平成２８年度は６７回、２，９７１
人を対象に行いました。

平成２８年度実績
８高齢者理解に関すること

テ
ー
マ

２２障害者理解に関すること
（手話、点字、盲導犬）

９福祉の制度に関すること
２８市社協事業に関すること

６７合計（件数）

この広報紙は共同募金の助成金と社会福祉協議会会費により発行しています。

小学生が高齢者小学生が高齢者のの
大変さを実感大変さを実感！！
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平成２８年度　富山市社会福祉協議会　事業報告および収支決算

事業報告
　本会では、住民同士が互いに助け合い、支え合って
住み慣れた地域で安心して生活できる地域づくりを進
めるため「地域ぐるみ福祉活動推進事業」、「ふれあい
ケアネット融合型事業」や地区担当職員が積極的に地
域に出向き、地域住民とともに小地域での福祉活動を
進めるための体制の拡充に努めました。

●新規事業
　「生活支援体制整備事業」
　　日常生活での支援が必要な高齢者が、住み慣れた
地域で生きがいを持って生活するために必要な支援
や介護予防サービスの提供体制の充実・強化の方策
について、協議・検討を進めました。
　「緊急支援事業」
　　生活困窮者等の日常生活の継続及び生命の維持を
図るため、緊急的かつ一時的に食料等の確保が困難
な方に対し、所定の食糧品及び寄附された食糧品等
の提供を行いました。

●重点施策
　「住民相互のささえあい活動の推進」
　「地域でつながる場づくりの推進」
　「相談支援体制づくりの推進」　 　ほか
　　地域福祉活動計画の重点施策にそって、福祉社会
の実現に向けさまざまな事業に取り組みました。

収支決算 総事業費 ７億３千７百万総事業費　７億３千７百万円円

氏　名役職名
野尻　昭一会 長
山口　吉弘副 会 長
山村　敏博副 会 長
泉　　廣明副 会 長
髙城　　繁専務理事
野口　久樹理 事
松岡　　徹理 事
齋加　武志理 事
宮崎　周二理 事
岩井　広行理 事
関野　孝俊理 事
奥田　恭介監 事
藤井　宗利監 事

　社会福祉法人制度を大きく改革する法案が、平成２８年３月３１日に成立、
公布され、これを受けた改正社会福祉法が平成２９年４月１日から施行さ
れています。
　今回の社会福祉法人制度の改革は、「経営組織のガバナンスの強化」、
「事業運営の透明性の向上」、「財務規律の強化」、「地域における公益的
な取組」をポイントに行われました。これにより、定款の変更及び所轄
庁へ認可申請等に対応してまいりました。
　また、この改革を受けて平成２９年６月２６日に定時評議員会を開催し、
新役員の改選を行い、同日招集した理事会において会長、副会長及び専
務理事が決まりましたので次の通りお知らせいたします。
　これからも、本会の運営にご協力いただきますようお願いします。

社会福祉法人制度改革に伴う新役員が決まりました
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九州北部豪雨災害義援金募集！（共同募金からのお知らせ）
　福岡県・大分県では、豪雨により、甚大な被害が発生しました。共同募金会では、被災された
方々を支援するため、義援金の募集を行っています。ぜひ、皆さまのあたたかいご支援をお願い
いたします。

【お問い合わせ・受付は、市社協本所・支所まで】⇒４ページの連絡先一覧をごらんください。

　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２９年５月～６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）愛と誠銀行　報告
金 銭 預 託
○個人

（愛　宕）島田　　豊（愛　宕）大井山　弘（岩　瀬）馬場　道弘（清水町）山口　康弘
（水橋中部）上田　　勝（愛　宕）藤田　浩之（岩　瀬）今　美那子（岩　瀬）大森　茂弘
（岩　瀬）誠道　功晃（草　島）大石　　毅（新　保）中坪　清慎（岩　瀬）横江マサ子
（奥　田）荻田　　勇（保　内）水上　研二（古　里）山下　伸二（音　川）谷　　　保

（杉　原）大釜　昭三
○団体
越中八尾ロータリークラブ（八尾）　 ㈱富山不動産（五番町）
物 品 預 託
○個人

１ 名匿　名（山　室）今田　貴士
○団体
ＲＫＫ法輪クラブ岩瀬支部（愛宕）　ＲＫＫ法輪クラブ新庄支部（愛宕）　㈱サムライ・ロック・オーケストラ（東京都）
【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。

善意のひろば

　平成２８年度富山市愛と誠銀行に「社会福祉事業へ」と寄せられた寄附金
は、各種団体の福祉活動を支援するために活用させていただきます。
　助成団体は次の通りです。
※４月～５月に福祉事業の公募を行い、次の２９事業に総額１，４９２，０００円を
交付いたしました。

平成29年度
社会福祉活動助成金を
交付しました

助成額（円）対象事業助成団体助成額（円）対象事業助成団体

５８，０００レールマウンテンバイク
「Gattn Go」／学ぼう「神岡鉱山」富山市視覚障害者協会３５，０００ふれあいもちつき大会（世代間交流）総曲輪地区社会福祉協議会

６０，０００医療講演会・相談会公益社団法人日本リウマチ友の会
富山支部富山市分会２４，０００けん玉教室（世代間交流）藤ノ木校下社会福祉協議会

３９，０００研修会（成年後見制度勉強会
グループホーム見学会等）富山市手をつなぐ育成会３５，０００子育て支援サークル熊野校下社会福祉協議会

４２，０００ベビーフェスティバル
（子育て支援・赤ちゃんの健康づくり）富山市保健推進員連絡協議会４４，０００稲作体験事業奥田北校下社会福祉協議会

３２，０００LGBT（性的少数者）
当事者交流お茶会事業レインボーハート富山５０，０００買い物お出かけ支援サービス浜黒崎校下社会福祉協議会

７８，０００子育て支援親子サークルかがやきキッズ３５，０００介護予防ふれあいフェスタ八幡校下社会福祉協議会

５１，０００認知症カフェ事業婦中とまり木の会５０，０００命のバトン事業神明地区社会福祉協議会

２１，０００痛みを抱える患者と家族のための茶話会線維筋痛症北陸患者会
虹の架橋３５，０００第７回倉垣校下福祉フェスタ（世代間交流）倉垣校下社会福祉協議会

４０，０００良書をすすめる会講演会良書をすすめる会３５，０００第５回やすうち地区福祉フォーラム保内地区社会福祉協議会

４０，０００手と手のふれあい事業（障害者交流事業）NPO法人大きな手小さな手３０，０００地区座談会富山市聾唖福祉協会

８８，０００わいわい・ほのぼのコンサート
（障害者交流事業）富山サンウェーブス７０，０００富山市戦没・戦災死者追悼式富山市遺族会

８０，０００子どもの夢大人の人生体験懇談会
（世代間交流・体験事業）ふるさと蜷川を語る会５０，０００地区民児協活動事業（研修会・講演会）富山市民生委員児童委員協議会

７０，０００保育実技研修・研究部会講演会富山市保育連盟９０，０００親子ふれあい陶芸教室富山市母子寡婦福祉連合会

７０，０００役員研修会富山市身体障害者福祉協議会７０，０００育成指導者研修会富山市児童クラブ連絡協議会

１，４９２，０００計７０，０００平成２９年度歩行訓練（機能訓練事業）富山市身体障害者協会
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会　場日　時内　　容イベント名

八尾健康福祉
総合センター
（八尾町福島）

９月１６日㈯
１０：００～１４：００

福祉団体の紹介、福祉用
具の展示、飲食、くじ引
きなど

やつお
ふれあい
フェスティバル

グランドプラザ
（総曲輪）

９月３０日㈯
１０：００～１４：３０

福祉団体の紹介、ステー
ジショー（チアリーディ
ングなど）、飲食、手作り
おもちゃ、クイズラリー
など

富山市民
ふれあい
広場

上滝
中央商店街

１０月７日㈯
１１：００～１４：３０

射的、バルーンアート、
綿菓子作り、手話体験な
ど

大山
ふれあい開運
まつり

西保健
福祉センター
（婦中町羽根）

１０月２１日㈯
１０：００～１４：００

福祉ゾーンめぐり、飲食、
ダンスパフォーマンスな
ど

ふれあい広場
in婦中

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
（山田中核型地区センター内）

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

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。（無料・秘密厳守）

婦　中八　尾大　山大沢野水　橋北　部呉　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

第２、４金曜日
１３：３０～１５：３０

第１、３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
１３：３０～１６：００
予約制（開催日の

前日９：３０～）

法
　
　
律

☆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。

☆専門家による成年後見相談
　　　　　………認知症・知的障害・精神障害などにより、物事を判断する能力が十分でない方や、そのおそれのある方の権利や財産の問題に対して専門

家が相談を受け、助言いたします。
　　　　　　　　９月の相談日は１４日㈭、１０月の相談日は１２日㈭です。

詳しい日程は、富山市広報とやま毎月２０日号に掲載しています。

心配ごと相談所のご案内

煙詳細についてはホームページをご覧ください。
http://www.toyamacity-shakyo.jp/

煙お申し込み・お問い合わせ先
市ボランティアセンター　

〒９３９－８６４０　今泉８３－１／TEL　４２２－２４５６
FAX　４２２－２６８４

みんな、
きてね！

イイ ベベ ンン
トト福福 祉祉

「傾聴のコツ」を身に付けて、
ボランティア活動をはじめてみませんか？

日　時：９月２７日㈬　１０：００～１６：００
　　　　　　２８日㈭　１３：００～１６：００
場　所：市総合社会福祉センター
　　　　（今泉）

講　師： 村  上 　
むら かみ

 満 さん（富山国際大学子ども育成学部教授）
みつる

対　象：市内に在住または勤務する方
定　員：４０人（応募多数の場合抽選）
申　込：電話かFAXまたはハガキで
　　　　　①講座名　②郵便番号　③住所
　　　　　④氏名　⑤年齢　⑥電話番号
　　　　を下記までお知らせください。

傾聴 傾  聴 ボランティア養成講ボランティア養成講座座
けい ちょけい ちょうう

無料


