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珠洲市社協だより
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№
５月12日から１週間は「民生委員・児童委員の日」活動強化週間

「助け合う 心でつなごう 地域の未来」

5⽉12⽇（⽇）ショッピングプラザ シーサイドにて第３地区⺠⽣委員
児童委員協議会（正院・蛸島地区）の皆さんが、⺠⽣委員・児童委員の
ＰＲ活動としてポケットティッシュを配布しました。
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平成30年度

社協の収支決算・事業報告

前期末支払資金残高
889,254円

会費 2,870,500円
寄付金 6,379,674円

その他 15,014,983円

受託金等
16,335,167円

区分間繰入金
34,790,516円

区分間支出
34,790,516円

その他
14,896,990円
当期末支払資金残高
101,413円

積立資産
31,662,473円
固定資産取得費
11,278,400円

積立資産取崩
73,241,583円

収入の部

助成金等
10,090,626円

支出の部

482,817,911 円

482,817,911 円
事務費
28,649,085円

介護保険
333,296,234円

事業費
39,745,582円

人件費
311,602,826円

地域福祉活動推進事業

在宅福祉サービス事業

地区社協活動・各種団体活動支援・ボ
ランティア活動の推進・移送サービス・
福祉バスの運行・ふれあいサロン・見守
り活動等、市民の皆さまのご要望に応え
ています。

365 日体制で在宅要介護・要支援高齢
者へ居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴・
３ヶ所のデイサービスセンター、ぱわふ
るを運営し、きめ細やかなサービス提供
に努めています。

介護保険事業利⽤実績

特別寄付金・共同募金助成金事業
紙おむつ購入助成券の交付や各種福祉
団体の活動等助成事業。助成金の評価を
行うため審査委員会を設置し、公正・中
立な審議、選定に努めています。

福祉サービス利用支援事業
ふれあい福祉相談センター事業の推
進・福祉サービス利用支援事業利用者へ
の生活支援、生活福祉資金貸付事業の周
知・償還指導等、他機関との連携の強化
に努めています。

◆居宅介護⽀援延利⽤者数
居宅介護課
はまなすふれあいセンター
◆訪問介護利⽤回数

4,071 ⼈
2,462 ⼈
1,609 ⼈
14,128 回

◆訪問⼊浴延利⽤者数

329 ⼈

◆デイサービスセンター延利⽤者数 21,171 ⼈
波の花デイサービスセンター 6,142 ⼈
※やまびこデイサービスセンター 4,994 ⼈
みさきデイサービスセンター 10,035 ⼈

介護保険対象外事業利⽤実績
◆地域⽣活⽀援事業（外出介護⽀援）
延利⽤回数
◆配⾷サービス事業延利⽤⾷数

20 回

4,007 ⾷

◆介護予防普及啓発事業（ぱわふる）
延利⽤者数
2,046 ⼈

※平成31年４月より、やまびこデイサービスセンターの名称が波の花デイサービスセンターサテライトに変更となりました。
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令和元年度 社協会員募集と会費
納入にご協力をお願いいたします
市民の皆さまにご協力いただいた社協会費は、地区社会福
祉協議会活動やボランティア活動など市民参加による地域福
祉発展のため欠かすことのできない財源となっております。

●戸別会費 500円
市社協会費
400円
地区社協会費 100円
●企業・団体会費
3,000円
●役員会費
1,000円

〔

会費納入につきましては、地区社協、民生委員、区長会、
納税組合、町内会などを通じご協力をお願いいたしておりま
す。各会に加入されていない方（世帯）は事務局までご連絡

〕

ください。

福祉サービス利用
支援センターから
のお知らせ

福祉サービス利用支援事業が
お手伝いします

福祉サービス利用支援事業では、認知症や知的障害、精神障害によって判断能力に不安
を抱える方々に対し、福祉サービスを利用するための手続きや日常生活のお金の管理など
をお手伝いしています。
事業全般のお問い合わせやパンフレットの送付をご希望される場合は、下記までご連絡
ください。
本事業はこのような場合に利用されています

Ｋさん（50 代

⼥性） 躁うつ病

【相談に至る経緯】
Ｋさんは躁うつ病で、精神科病院に入院していました。入院前は、日用品等を大量に購入してしまう
ことがあり、収入に見合った支出ができていない状態でした。現在は症状も安定してきたため、退院す
ることになり、退院後はグループホームで生活することになりました。Ｋさんの母は自宅で生活してい
ますが、高齢なこともあり、金銭管理の支援をすることが難しくなっていました。Ｋさんが生活するグ
ループホームでは金銭管理することはできなかったので、担当の相談支援専門員が本事業を紹介したと
ころ、Ｋさんから利用を検討したいとの意向があり、本事業の相談につながりました。
【このような支援を行います】
社会福祉協議会（以下、社協）の担当職員はＫさんを訪問し、本事業の説明をしたところ、「一人で
お金の管理をすると、どれだけ使っていいのか分からなくなり、不安があるので、相談できる人がいる
と安心です」と、利用の希望がありました。
本事業契約後は、社協で通帳を預かり、社協の生活支援員が生活費を１ヶ月に１回、Ｋさんの元に届
けています。また、訪問した際に、１ヶ月に使ったお金の振り返りをすることで、今後の金銭管理が上
手くいくよう、Ｋさんの自立に向けた支援を行っています。
※本事例は実際の事例を元に再構成しています。
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地区社協では、みなさんの身近な地域

あなた の まち の
地区社協

で、区長会や民生・児童委員の方を中心
に、地域の特性を生かした様々なふれあ
い・支えあい・助け合い活動をおこなっ
ています。

みなさんは、ご自身が住んでいる地域の
“地区社協”をご存知ですか？

今回は、地区社会福祉協議会総会で地域ご
との活動内容について紹介します。
直地区

宝立地区

上戸地区

飯田地区

見守る側も見守られ
る側も高齢。お互いさ
まの気持ちで支え合い
活動したい。

見守りマップ作成時
での地域の情報を共有す
るため、自主防災組織と
地区社協で協定書
を締結したい。

他の団体と連携して
助け合い活動に積極的
に取り組みたい。

見守りマップ作成を
行い、支え合いネット
ワーク作りと情報の
共有を行いたい。

正院地区

蛸島地区

三崎地区

高齢者見守り活動や
世帯訪問を中心とした
活動を行い、地域のつな
がりを強化していく。

住んで良かったと思える
蛸島地区にみんなで
取り組みたい。今年度は
防災の講座を予定して
います。

世代間交流を通して
「さんにょもん」など
の伝承継承にも
取り組みたい。

大谷地区
日置地区
市の防災訓練の時に
は、取りこぼしの
ない避難の実施を
行いたい。

キャッチフレーズ
“一日に一人、声かける町”
住民の方々と触れ合う
機会を作り、お互いが
支え合い励まし合う
まちづくりをしたい。

若山地区
世代間交流・子ども
育成支援活動を通し
て、地域を継承して
いきたい。

今年度も各地区社会福祉協議会は「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」のため
地域福祉活動を推進していきます。地域の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

ボランティアセンターからのお知らせ

“2019”
中・高生１日

サマーボランティア
体験者募集!!

期間

7⽉22⽇（⽉）〜8⽉23⽇（⾦）

場所

市内保育所、市内デイサービスセンター、
市内高齢者・障がい者福祉施設

内容

保育活動の補助・作業活動の補助
着脱補助 その他
夏休みを有効に活用し、福祉に対して
興味・関心を持ちませんか ?
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市民の皆さまの善意によって、ご寄付いただいた
寄付金の活用についてご紹介いたします。
紙おむつ購入
助成券交付事業

乳幼児紙おむつ購入
助成券交付事業

月 1,200 円の

月 2,000 円の

輪島人権擁護委員
協議会珠洲部会
活動事業

輪島鳳珠珠洲保護区
保護司会珠洲・能登
地区活動事業

小・中・高
ボランティア
協力校活動事業

購入券を助成

購入券を助成

年間 40,000 円

年間 40,000 円

発券者年間約 300名

発券者年間約50名

を助成

を助成

640,000 円
12 小中高校へ助成

珠洲市遺族会
連合会活動事業

地区青年福祉員
活動事業

ふれあい・いきいき
サロン事業

AED設置事業
（パトカー配備）

珠洲市民生委員児童
委員協議会活動事業

年間 10,000 円

593,200 円
10 地区へ助成

524,000 円
10 団体へ助成

年間リース料

54,432 円

年間 200,000 円

ボランティア
センター事業

珠洲市老人
クラブ連合会

家族介護者
交流事業

を助成

移送サービス事業

140,000 円

350,000 円

年間 50,000 円
を助成

善意をありがとうございます

を助成

100,000 円

平成31年３月18日～令和元年６月14日受付
各福祉事業に役立てて欲しいと次のとおりご寄附がありました。

みなさまからの寄付金は、 地域福祉の向上を目的に社協が推進する社会福祉事業に有効に活用させていただいております。

＜寄付金＞
庄田 一雄（長橋町） 50,000円
久保 道子（飯田町） 70,000円
浦野 政行（三崎町） 50,000円
橋元 信勝（宝立町） 100,000円
匿 名
50,000円
桝田 一郎（飯田町） 100,000円
松木 キヨ（三崎町） 100,000円
米谷 恵子（蛸島町） 100,000円
船本
修（宝立町） 100,000円
田 視信（狼煙町） 100,000円
小野 誠一（野々江町）100,000円
柳沢 昭利（飯田町） 100,000円
角居 雅一（正院町） 100,000円
㈱ 大 丸 （野々江町） 3,500円

＜プルタブ＞
竹中 和子（正院町）
3.0㎏
新池 幸一（三崎町）
2.6㎏
㈲ライフサポート（輪島市） 0.2㎏
蔵元
實（飯田町）
1.6㎏
波の花デイサービスセンター（大谷町）
4.0㎏
浜野 邦子（正院町）
0.6㎏
井下すみ子（真浦町）
3.0㎏
㈱平蔵建設（上戸町）
1.0㎏
山田 長吉（若山町）
0.4㎏
㈲めだか交通（正院町）
0.7㎏
岡田 礼子（上戸町）
1.8㎏
中谷 行定（宝立町）
3.0㎏
㈱プロモート（上戸町）
2.8㎏

匿 名 ７件
9.7㎏
＜ハガキ・使用済切手など＞
新池 幸一（三崎町）
匿 名 ２件
㈲重政損害保険（馬緤町）
㈲ライフサポート（輪島市）
大坪久美子（狼煙町）
波の花デイサービスセンター（大谷町）
＜その他＞
匿 名
紙おむつ
角居 雅一（正院町）
紙おむつ
珠洲市婦人団体協議会（飯田町）
タオル
《寄附受納順・敬称略》
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ふれあい福祉相談

相談 は 無料 で、
秘密 は 厳守 いたします。
（時間内での電話相談も可能です。）

心配ごと相談

無料法律相談

介護相談

●開催日 : 毎月２日・12日
22日
●時 間 : 午前９時～12時

●開催日 : 毎月第３金曜日
●時 間 : 午後１時30分～
４時00分

介護や福祉サービスに関す
ることなどお気軽にご相談
ください。365日対応。

どんな小さなことでも民生
委員・調停協会委員・人権
擁護委員・行政相談員が相
談に応じます。

財産・相続・土地境界・離
婚など法律に関して弁護士
が相談に応じます。
※要予約

●時

発行日
編 集
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令和元年７月１日
社会福祉法人 珠洲市社会福祉協議会事務局
〒927-1214 珠洲市飯田町5-9 健康増進センター内
TEL （0768） 82-7751
FAX （0768） 82-8280
URL http://www.suzushi-syakyo.or.jp/
E-mail s.shakyo172051@lime.ocn.ne.jp
Facebook https://www.facebook.com/suzusyakyo/

●電

間 : 午前８時30分～
午後５時30分
話 : 82-7752

たくさんのいいね !
をお待ちしてます。

