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　　　この講座は、視覚障害者がインターネットを使って生
活の中で必要な情報を得ることができるように支援するＩＴ
ボランティアを養成することを目的に今年度初めて開催しま
した。
　視覚障害者福祉センター高島所長の講義の後、ボランティアグループ「視覚障害者
ITサポートとやま」の皆さんからマウスを使わないパソコンの操作方法やiPhoneの
使い方などを習いました。
　参加者からは「実際に活用している姿を見ることで理解できた。」「視覚障害

のある方との交流を深め、楽しみながら気軽に活動を始めたい。」
などの感想をいただきました。
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みんなで支え合う
安心して生きがいを持って暮らせる
まちづくり　の実現に向けて

平成２９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、地域住民の皆さん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など、さまざまな地域
福祉事業に取り組んできました。
　生活困窮者自立支援事業では、「生活困窮者支援を通じた地域づくり」を理念の一つとして掲げ、平成２７
年度から約３年間にわたり支援を積み重ねてきました。この間、地域において生活困窮者の早期把握や見守
りのためのネットワークを推進するなど、包括的な支援の輪を地域の中に拡充し、地域で孤立せずつながり
が実感できる地域づくりを精力的に進めてきました。
　また、生活支援体制整備事業では、第２層協議体（地域包括支援センター）から挙がってくる地域資源・
地域ニーズを整理し、市全体での生活支援・介護予防の体制づくりに向けて行政との協働で第１層協議体の
運営を行いました。第２層協議体には第１層の生活支援コーディネーターと地区担当職員が参加し、情報共
有・連携・働きかけを行う一方、市全体での資源調査や開発、関係機関とのネットワーク構築など第１層協
議体での生活支援コーディネート機能の役割を果たしました。

●新規事業
　生活支援ボランティア「ささえサン」派遣事業
　　生活の中でのちょっとした困りごとに対してボランティアがお手伝いする事業を始
めました。対象は高齢者や障害者世帯の方です。電球の取り替えや窓掃除など１時間
以内でできる不定期な活動で、利用された方には大変喜ばれました。地域住民の皆さ
んが日常的に行っている見守り活動や福祉団体の活動と連携して行いました。

収支決算 総事業費　６億１千７百万円

収　入 支　出
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平成３０年（２０１８年）８月２０日

　平成２９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。
　助成団体は次のとおりです。
※４月～５月に福祉事業の公募を行い、次の３３事業に総額１，７２１，２８０円を交
付しました。

平成３０年度
社会福祉活動助成金を
交付しました

助成額（円）事業名等申請団体名助成額（円）事業名等申請団体名

１００，０００地域のための憩いの場「クラブハウス」
運営事業

特定非営利活動法人
アンビシャス富山５０，０００地区民児協活動事業富山市民生委員児童委員協議会

５０，０００福祉事業実施用コピー機購入で、即
時対応し各事業の拡大、深耕を図る新庄北社会福祉協議会５０，０００平成３０年度歩行訓練と施設見学富山市身体障害者協会

３０，０００「高齢者相互の福祉活動の進め方について」上飯野新町長寿会３５，０００稲作体験事業奥田北校下社会福祉協議会

７０，０００ハロウィンオーナメントを作ろう！
（ガラス製作体験）富山市母子寡婦福祉連合会５０，０００福祉推進員活動推進事業

（いのちのバトン事業）奥田校下社会福祉協議会

３０，０００視覚障害者も楽しめるウインタースポーツ
～スキー場の雰囲気・雪の感触　雪車滑り体験～富山市視覚障害者協会３５，０００総曲輪地区ふれあいもちつき大会総曲輪地区社会福祉協議会

２８，０００ベビーフェスティバル富山市保健推進員連絡協議会６０，０００サロンコンサート・ほのぼのコンサ
ート富山サンウエーブス

８０，０００地域のシンボル
太田川桜並木の保全事業ふるさと蜷川を語る会２５，０００第８回倉垣校下福祉フェスタ倉垣校下社会福祉協議会

１００，０００友情の旅２０１８富山市児童クラブ連絡協議会５７，２８０婦中とまり木の会婦中とまり木の会

４８，０００認知症教室蜷川校下社会福祉協議会８０，０００親子サークル「かがやきキッズ」かがやきキッズ

４０，０００手と手のふれあい事業特定非営利活動法人
大きな手小さな手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

５０，０００役員研修会富山市身体障害者福祉協議
会５０，０００保育実技研修・保育研究部会・講演会富山市保育連盟

１００，０００UDキャスト講習上映会特定非営利活動法人
アメニティ　トータルマネジメント　とやま５０，０００富山市戦没・戦災死者追悼式富山市遺族会

５０，０００いのちのバトン事業大広田校下社会福祉協議会２５，０００子育てサークル
“ハッピーベアーの会”熊野校下社会福祉協議会

１００，０００地域で子育て
－劇団風の子九州　矢野ひとみさんを招いて－富山子ども劇場２４，０００性的マイノリティ（LGBT）当事者

交流会と啓発事業レインボーハート富山

３０，０００地区座談会富山市聾唖福祉協会２０，０００音楽療法教室藤ノ木校下社会福祉協議会

４０，０００良書をすすめる会　公開講演会　親子
の読書支援、子育てをテーマとした講演良書をすすめる会７５，０００「サロンあおば」グラウンド・ゴルフサロンあおば

１，７２１，２８０計３９，０００研修会（成年後見制度勉強会、グルー
プホーム・施設見学会、新春研修会）富山市手をつなぐ育成会

　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３０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

（岩　瀬）犬島荘一郎（岩　瀬）井城小三郎（安野屋）林　　敏和（清水町）山口　康弘
（萩　浦）西宮　　正（萩　浦）保科　雅之（四　方）布目美知子（四　方）長岡　正次
（草　島）新田　洋子（新　保）塚田　　博（愛　宕）武内美智子（愛　宕）三井恵美子
（奥　田）荻田　　勇（音　川）山﨑　幸夫（音　川）清水　幸作（桜　谷）島倉　初美
（朝　日）正 因 利 夫（朝　日）石橋　清孝（野　積）水上　　昇（上　滝）中山　邦男

匿 名 ３ 名
○団体
高園町２区町内会（豊田）　 アステラスファーマテック㈱富山技術センター（奥田北）
越中八尾ロータリークラブ（八尾）　 野積地区社会福祉協議会（野積）
物 品 預 託
○個人
匿 名 ２ 名
○団体
富山市母子寡婦福祉連合会（堀川）　 ㈱サムライ・ロック・オーケストラ（東京都）　 匿名１団体
【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
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煙問合せ先煙
市社会福祉協議会　地域福祉係
TEL　４２２－３４００／FAX　４２２－２６８４

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

　地域で支え合う移動支援・外出支援
活動を学ぶ研修会です。
●日時：１０月２９日㈪　１３：００～１７：００
●場所：市総合社会福祉センター（今泉８３－１）

講師：NPO法人かながわ福祉移動サービスネットワーク
対象：市内在住の方で地域の福祉関係者や関心のある方。
定員：約１００名
申込：電話かFAXで　氏名、住所、電話番号　をご連

絡ください。

移動・外出支援を
考える研修会

無料 !!

【６月号のお詫びと訂正について】
２０１８年６月号（VOL．６２）２ページ『ボランティアサポーター』名簿に一部誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

堀川南　（誤）南田泰弘　　（正）日南田泰弘

●職　種／事務職
●採用数／１名
●採用予定日／平成３１年４月１日

市社会福祉協議会本所・支所の事務局で配布し
ます。
ホームページからダウンロードすることもでき
ます。

受験案内・申込書

平成３０年１０月１３日㈯
市総合社会福祉センター３階（今泉８３－１）

第１次試験日・場所

受験資格
昭和６３年４月２日から平成９年４月１日までに
生まれた方で、社会福祉士もしくは精神保健福
祉士の資格を有する方。または平成３１年実施の
当該国家試験に合格見込みの方。

申込方法
９月２０日㈭（必着）までに郵送（簡易書留）ま
たは直接、受験申込書と必要書類を市社会福祉
協議会本所事務局（〒９３９－８６４０今泉８３－１）へ。
問合せ：市社会福祉協議会福祉総務課総務係
　　　　TEL　４２２－３４００

 
　職
員
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平成
３１年度

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１１日㈫、１０月の相談日は９日㈫です。

相談日については都合により変更になる場合があります。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




