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令和元年度 事業計画・予算
基本理念「誰もが安心して暮らし続けることができる地域づくり」

主 要 事 業
地域福祉推進基盤の強化
(1)法人運営事業
働きやすい魅力的な労働環境を整備します。

(2)災害時支援体制の強化
各地区の防災関係者相互の連携研修会を開催します。
地域の災害支援者を育成する災害サポーター養成講
座を開設します。

(3)会員組織強化事業
従来の一般会員と特別会員に加え、企業等が参画い
ただける法人会員を募集し、社協会員組織の強化を
図ります。

(4)赤い羽根共同募金運動推進事業
地域福祉活動の主要財源となる共同募金を、大町市
共同募金委員会と協働して推進します。

お互いさまのまちづくり
(1)地域ふれあい交流事業
地域の交流会で集めた地域のニーズを、住民に周知
しその解決方法について検討します。

(2)住民支え合いマップ事業
マニュアルを活用した支え合いマップの作成や更新
をお手伝いします。

(3)小地域福祉ネットワーク事業
ネットワーク相互の連携と
交流を目的に交流会を開催
します。
小地域福祉ネットワーク交流会
「中条住民自治協議会の取組み」
（Ｈ31.3.28）

(4)ボランティアセンター運営事業
ボランティアセンター運営委員会を開催し、ボランティ
アのニーズをつなぐセンターの機能強化に努めます。

(5)有償ボランティア事業
住民参加型有償在宅サービス「安心くらしのもちも
ちサービス」の協力会員と利用会員をコーディネー
トし、助け合いの活動の輪を広げます。

安心して暮らせるまちづくり
(1)心配ごと相談事業
専門相談員と司法書士による相談窓口を開設します。

(2)福祉輸送サービス事業
単独では公共交通機関の利用がで
きない方のために、福祉車両での
移送サービスを行います。
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(3)日常生活自立支援事業
判断能力が十分でない方が安心して地域で生活でき
るよう、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管
理サービスを提供します。

(4)成年後見支援センター事業
成年後見制度利用に関する相談窓口を開設するとと
もに、必要な方への法人後見の受任を行います。

(5)生活支援員（雪かき支援員）の派遣
(6)金銭管理・財産保全サービス事業
判断能力のある高齢者や障がいのある方の金銭管理
や財産保全など、生活のお手伝いをします。

(7)高齢者福祉活動の推進
①訪問介護事業
訪問介護員（ヘルパー）による家事援助や身体介護の
サービスを提供します。
②訪問入浴事業
入浴設備を搭載した車両を用いて、看護師と介護員
による自宅での入浴サービスを提供します。
③通所介護事業（ひなたぼっこ、こすもす、みさか、みあさ）
各デイサービスセンターで、入浴や食事、機能訓練や
レクリエーション活動を提供します。

(8)障がい福祉活動の推進
①障がい理解促進事業
信州あいサポート企業として、障がい理解促進を目
的とした住民向け講座を開催します。
②障がい者余暇活動支援事業
旅行やスポーツなど
余暇活動の機会を提
供します。

希望の旅（Ｈ30.9.21）

③障がい者就労支援事業
障がい者の就労に関する相談や、企業側への働きか
けをします。
④障害福祉サービス相談支援事業
利用者の状況に応じたサービス利用計画を作成します。
⑤大北圏域障害者相談支援事業（スクラム・ネット）
大北地域在住の障がい者や家族からの相談に幅広く
対応し支援します。
⑥発達障がいサポートマネージャー事業
発達障がい者や家族が安定した生活を送れるよう、
支援体制の整備と充実を図ります。
⑦障がい者地域活動支援センター事業（ハーモニー・ルーム）
趣味や特技を生かした講座型の活動を行い、活力あ
る在宅生活が送れるよう支援します。

⑧障がい者居宅介護事業
障がい者に訪問介護員（ヘルパー）によるサービスを
提供し、自立生活を支援します。
⑨多機能型障害福祉サービス事業(ひまわり・たんぽぽ・すずらん)
利用者に必要な生活上の介護や就労の場を提供し、
社会参加を促進します。

(9)子育て支援活動の推進
①子育て応援ネットワーク事業
子育て支援関係者相互連携によりニーズを共有し、
継続した支援体制づくりを推進します。
②育児支援ヘルパー派遣事業
産前産後に心身の不調等で支援を必要とする家庭に
育児支援ヘルパーを派遣します。
③療育支援事業（スクラム・ネット）
障がいのある児童を早期発見し、療育支援を行うこ
とで心身の発達を促進します。

(10)経済的支援活動の推進
①生活困窮者自立支援事業（まいさぽ大町）
継続的な生活支援や就労支援を行い、経済的自立を
促進します。
②家計改善相談支援事業
家計に問題を抱える相談者とともに家計再生プラン
を作成し、自らが家計を作成管理できるよう支援し
ます。
③資金貸付事業（小口資金・生活福祉資金）
低所得者、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、各種
資金の貸付事業を実施します。
④災害見舞金等支給事業
火災及び自然災害の被災世帯に
対し、寝具等の支給や見舞金の
支給を行います。

収
収入総額

支

7億1,081万円

会費・寄付金 643万円

受け継がれるまちづくり
(1)福祉の意識啓発
①福祉情報発信事業
広報紙やホームページ等で、今後求められる地域活
動やボランティア活動を発信します。
②地域福祉意識啓発事業
第３次地域福祉活動計画を広く周知するとともに、
福祉啓発標語の募集や社会福祉大会の開催により、
地域福祉の意識を啓発します。

(2)地域の担い手育成
①福祉教育推進事業
学校や地域・企業等と
連携し、福祉教育を推
進します。
大町北小学校 ボッチャ体験

②生活支援体制整備推進事業
地域社会の変化や制度改正の影響等による生活課題
を調査し、関係者と協議しながら必要な支援体制の
整備を推進します。

(3)地域福祉活動団体の育成
①企業ボランティア育成事業
企業が行うボラン
ティア活動の活性
化を図ります。
第一建設工業株式会社
草刈ボランティア

②地域福祉活動団体育成事業
市内で活動している福祉団体、ボランティア団体が
行う事業に対する助成と活動支援を行います。

予

算

支出総額

補助金（共募含）
3,585万円

7億1,081万円

総合福祉センター指定管理業務 4,762万円

前期末残高 5,962万円
退職移管・返還金
887万円
積立金取崩
4,842万円

繰入金
7,496万円

基金取崩
97万円
その他
3,298万円
就労支援事業
1,145万円

障害福祉サービス
8,945万円

受託金
8,942万円

介護保険収入
2億5,239万円

障がい者
福祉活動
1億3,714万円

法人運営活動
1億9,614万円

高齢者福祉活動
2億5,786万円

共同募金配分金事業
784万円
地域福祉活動
2,898万円
生活支援活動
3,523万円
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子ども服等
リユースコーナー

コアラのぽっけ

「コアラのぽっけ」は、まだ使用できる子ども服などを、これから使いたい子育て家庭にお譲りする「子ど
も服等の無料リユースコーナー」です。どなたでもお気軽にご利用ください。お譲りいただく方も、譲って
いただいた方もみんなが笑顔になれるようなリユースの輪を一緒に広めていきましょう。

利用の流れ
子供服等を
お預かりします。
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男の子・女の子
サイズ別にボランティアさん
が整理してくれています。
◆お持ち帰りの際は、職員に
お声掛けください。
（１回につき５点程度）

セージカード
ユーカリの葉メッ
ください
への記入にご協力

お譲りいただきたい品物
子ども服………新生児服、子ども服（シミや汚れ、毛玉のないもので家庭で洗濯をしていただいたもの）
※直接肌に触れる肌着、下着、靴下は新品未使用品のみお預かりします
マタニティ服…シミや汚れのないもので家庭で洗濯をしていただいたもの
おんぶ紐………付属品等がそろっている品で、シミや汚れがないもの
開設時間

午前８時30分～午後８時30分

会

大町市総合福祉センター １階ホール（大町市大町1129番地）

場

※12月29日～１月３日（年末年始）はお休み
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成年後見無料相談会
判断能力や意思能力が不十分な方が安心して地域で暮らせるよう、財産管理
や身上監護（生活面の配慮や手続き）の支援等の成年後見制度の手続きや後見
制度の利用が考えられる方の相談を法律の専門家や福祉の専門家による相談
会を実施します。
◆日程と場所

時間はいずれも

午後１時30分～午後３時30分

開催日

開催場所

第３回

６月27日(木)

大町市総合福祉センター
２階 小会議室

第４回

７月25日(木)

白馬村ふれあいセンター
２階 学習室

第５回

８月22日(木)

第６回

９月26日(木)

第７回

10月24日(木)

大町市総合福祉センター
２階 小会議室

開催日

開催場所

第８回

11月28日(木)

池田町総合福祉センター
２階 大会議室

第９回

12月19日(木)

大町市総合福祉センター
２階 小会議室

第10回

１月23日(木)

松川村保健センター
問診室

第11回

２月27日(木)

第12回

３月26日(木)

大町市総合福祉センター
２階 小会議室

講座のご案内

保育サポーター養成講座 受講生募集
保育サポーターは、公民館や体育館、文化会館の行事や講座の時などに、参加者のお子さんを
お預かりする託児ボランティアです。保育・育児についての知識を深め、子どもとふれあう活動
をしてみたい方、どうぞご応募ください。
◆開催日時・場所
日

時

所

第１回

６月19日(水) 9:30～12:00

しらかば保育園（平公民館隣)

第２回

６月24日(月) 9:30～11:30

ちひろ美術館

第３回

７月１日(月) 9:00～12:00

女性未来館ピュア

第４回

実践研修のため日時未定

会場未定

◆内

容

保育の心と子どもの遊び、保育サポーターの活動、幼児安全法講習
絵本の読み聞かせと必要性

ほか

◆参 加 費

無料 ※ただし、保育園給食代250円、講習教材費200円程度の実費負担あり

◆参加資格

資格の有無は問いません

◆定

市内在住の方10人

員

◆申込方法

６月12日(水)までに、女性未来館ピュアへお申込みください。※託児あります。

◆申し込み・問い合わせ
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場

平公民館・女性未来館ピュア

TEL・有線 22-0694

一人で悩むよりまず相談！
お気軽にご相談ください

社協の相談事業

事前予約にご協力ください

☎ 22-1501（大町市）

日々の暮らしの中の大小の悩み事について、解決の糸口を相談者とと
もに見い出していく相談窓口を開設しています。複数の相談員で相談に
応じますので、お気軽にお電話ください。

心配ごと相談・司法書士相談

６月

大北地域心配ごと相談日程
期 日

時 間
13：00～16：00
13：00～15：00
13：00～16：00
13：00～15：00

内 容
心配ごと相談
司法書士相談
心配ごと相談
司法書士相談

担当者
心配ごと相談員
司法書士
心配ごと相談員
司法書士

６月11日(火)
６月25日(火)

13：30～15：30

なんでも相談

６月５日(水)

13：00～15：00

６月３日(月)
６月12日(水)

６月・７月
会 場

問い合わせ

大町市
総合福祉センター

大町市社協
☎22‐1501

心配ごと相談員

やすらぎの郷

池田町社協
☎62‐9544

生活全般相談
行政相談

民生委員
行政相談員

ゆうあい館

松川村社協
☎62‐9000

13：00～16：00

人権相談
心配ごと相談

人権擁護委員

白馬村保健福祉
ふれあいセンター

白馬村社協
☎72‐7230

13：30～16：00

心配ごと相談

司法書士
行政相談員

小谷村役場

小谷村社協
☎82‐2430

13：00～16：00
13：00～15：00
13：00～16：00
13：00～15：00

心配ごと相談
司法書士相談
心配ごと相談
司法書士相談

心配ごと相談員
司法書士
心配ごと相談員
司法書士

大町市
総合福祉センター

大町市社協
☎22‐1501

７月９日(火)
７月23日(火)

13：30～15：30

なんでも相談

心配ごと相談員

やすらぎの郷

池田町社協
☎62‐9544

７月３日(水)

13：00～15：00

生活相談
人権擁護相談

民生委員
人権擁護委員

ゆうあい館

松川村社協
☎62‐9000

７月10日(水)

13：00～15：00

法律相談

弁護士

白馬村保健福祉
ふれあいセンター

白馬村社協
☎72‐7230

６月10日(月)
６月24日(月)

７月

７月８日(月)
７月22日(月)

長野県・大町市生活就労支援センター
「まいさぽ大町」
生活や就労でお困りの方の相談窓口を開設
しています。
開設日程

月～金曜日（土・日曜日、祝日を除く）
８：30～17：30

大町市社協「法人会員」にご協力お願いいたします
昨年度より、社協の会員に「法人会員」を新設しました。
社協が目指す「誰もが安心して暮らし続けることができる
地域づくり」の実現に向け、企業や事業所等の法人の皆さん
にもご支援いただき地域福祉を推進します。
●法人会費
●納入方法

１口5,000円
ご賛同いただける企業、事業所は、当会までご一報ください。

法人会員にご協力ありがとうございました

日常生活自立支援事業
障がいや高齢により、ご自身で判断することが難
しく、日常生活や財産管理でお困りの方。社協が
金銭管理を含めた日常生活のお手伝いをします。
相談日

月～金曜日（土・日曜日、祝日を除く）
８：30～17：30

はつ花 様（大町2653-20)

ふれあいの窓

H31.3.31まで受け付け分

善意の寄附をありがとうございます

【現金】大町ソフトボール連盟…45,600円、匿名…10,000円
【物品】第90回大北地区中央メーデー実行委員会
……………缶詰、インスタント麺他85点
横澤正宏 ……ロックミシン１台、電動ミシン１台
【使用済切手等】匿名多数 敬称略 ３月16日～５月15日受け付け分
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参加団体募集！

一緒に盛り上げよう！「市民ふれあい広場」
障がいのある人もない人、子どもからお年寄りまで、全
ての人が集まって交流する「市民ふれあい広場」に参加し
ませんか。多くの団体のご応募をお待ちしています。

会場内ふれあいステージで発表いただける団体も募集します。
■応募締切

６月21日（金）まで

■問い合わせ 実行委員会事務局（市社協内）
℡ 22－1501
※応募者多数の場合は、参加内容等を考慮し選考させていただきます。

10月12日(土) 開催
会場：市文化会館前広場ほか

参加者大募集！

やまびこまつりを一緒に楽しみませんか
「お互いさまのまちづくり」を目指す社協では、
『大町市社協連』として
一緒にやまびこまつりに参加いただける皆さんを募集します。
「踊ってみ
たいけど、一人で参加はできないし…」
「昔はよく踊ったけど最近参加して

８月３日(土)
開催予定

いないなぁ」という皆さん、社協と一緒に大町の夏を楽しみませんか。
■募集締切 ７月19日(金) 随時受付ます
■参 加 費 お一人100円（保険料として）
■申込方法 大町市総合福祉センター(社協事務局)窓口へ参加費を
持参いただきお申し込みください。
※付き添いが必要な場合は、付添の方も一緒にお申し込みください。

■問い合わせ 大町市社会福祉協議会 ℡ 22-1501

信州・大町 山の子村キャンプ支援のお願い
2011年の原発事故後、福島の子どもたちは未だに安心して遊びまわれる環境とはいえません。夏
休みの間わずかな時間ではありますが、被爆の心配の少ない大町の自然の中で思いっきり過ごし
てもらえるような、保養プログラムを計画しました。みなさんのご協力をお願いします。
■キャンプ日時 ８月15日(木)～21日(水）
■支援してほしいこと ・当日の食事づくり ・野菜や米等食材の寄付
・山の子村キャンプ場の整備（６月～８月に草刈や掃除をします）
■問い合わせ先 信州・大町 山の子村キャンプ実行委員会事務局 ℡ 090-2153-8886（担当：山内）

「社協

おおまち」へのご意見、ご希望、投稿など皆さんの声をお寄せください。
〒398－0002 大町市大町1129 大町市総合福祉センター内
編集・発行：社会福祉法人 大町市社会福祉協議会 地域福祉係 TEL22－1501 FAX22-7071
URL http://www.omachishakyo.org/
E-mail soｕmukikaku@omachishakyo.org
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