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ここほっと来場者の皆さん （2018.４.12）

第 ２４ 回 福 祉 標 語最優秀賞

あいさつは 心をつなぐ 橋になる
風連中学校
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小田桐

（平成２９年６月選考当時）

［風連支所］
〒098-0507
名寄市風連町西町 196-1
名寄市役所風連庁舎内
TEL・FAX：01655-3-3777
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E-mail info@nayoro-shakyo.jp

お急ぎの場合や夜間・休日等は
「01654-3-9862」におかけ下さい。
FAX は２４時間送信可能です。
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なよろ社協だより

第３１号

平成３０年度 名寄市社会福祉協議会 事業方針・予算
昨年は、他人事を「我が事」に変えていくよう働きかけ、地域の課題を「丸ごと」受け止めることができる「我が
事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等を盛り込んだ「地域包括ケアシステムの強化のための介
護保険等の一部を改正する法律」が成立されました。これにより、地域住民が主体的に地域課題を把握し解決を試み
る体制づくりや複合化・複雑化した課題に的確に対応するため、世代や分野を超えた他機関との協働・連携による包
括的支援体制の整備がさらに進められていくことになります。
こういった地域の状況において、生活困窮者自立支援事業、成年後見センター運営事業を中心とする地域における
相談機関の中核を担うことのできる相談
支援体制の強化、また従前より実施して
いる町内会ネットワーク事業での身近な
地域のつながりや、多分野・多世代地域
活動拠点・協議体事業での分野・世代を
超えた福祉のまちづくり、また介護保険
事業や市受託事業での在宅福祉サービス
を基に、地域で暮らす高齢者や障がいの
ある方々が住み慣れた地域で自立した生
活を安心して送れるよう、利用者に必要
とされる、より質の高いサービスの提供
平成29年度第１回市民ボランティア講座「市民ボッチャ交流大会」（2017.6.17）
に努めます。

地域に根ざした福祉サービスの展開

平成30年度重点推進項目
身近な地域のつながり、支え合いづくり
住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる地域
をつくるためには、自分の生活に身近な人や機関など
とのつながりや支え合いが不可欠であり、生活により
近い活動である町内会活動や交流・生きがいづくりを
目的としたサロン活動の推進に努めます。
また、名寄市立大学との連携を基にした地域福祉活
動を展開します。

世代・分野を超えた福祉のまちづくり
多分野・多世代地域活動拠点「ここほっと」を中心
とした、分野や世代を超えた様々な事業展開をとおし
て、幅広い地域活動やネットワークの拡大を図るとと
もに、ボランティア活動や福祉教育の推進などを進め
ていきます。
また、生活困窮者自立支援事業や成年後見制度など
をとおして、総合的な相談援助を展開し、市民の生活
の向上や、暮らしやすい地域づくりを展開します。

指定居宅介護支援事業所及び訪問介護事業所（ヘル
パーセンターぬくもり）の機能強化に努め「利用者の
心のケア」、「利用者に寄り添った支援」をモットー
に関係機関や地域福祉事業との連携を図りながら、利
用者に信頼される支援に努めます。
また、より質の高いサービス提供のための職員の資
質向上や災害時における事業所としての体制整備を進
めます。

地域福祉の更なる推進・強化を担える社協組織の確立
平成２９年度からスタートした「第４期名寄市地域
福祉実践計画つながり」の評価の初年度であり、各専
門部会において進捗状況の確認及び適正な評価、その
後の理事会・評議員会においての検討内容を基に、よ
り効果的な事業を推進していきます。
また、事務局組織の強化及び役職員の資質向上を図
り、地域福祉の中核を担うことができ、災害時にもよ
り多くの市民の生活を守ることのできる社協体制の整
備のための「社協職員行動指針」の整備・運用に取り
組みます。

平成３０年度 予算
予算総額

２２６,３５６千円 （平成２９年度予算総額 ２０６，４３６千円）

【収入】
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
長期貸付金回収収入
積立金資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
合
計

単位：千円
4,491
4,350
49,005
26,095
10
1,368
350
89,808
21,630
102
375
2,000
11,635
15,137
226,356

【支出】
（1.98％）
（1.92％）
（21.65％）
（11.53％）
（0.004％）
（0.6％）
（0.15％）
（39.68％）
（9.56％）
（0.05％）
（0.17％）
（0.88％）
（5.14％）
（6.69％）

単位：千円

人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出
固定資産取得支出
長期貸付金支出
積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
予備費
合

計

142,377
10,631
30,927
2,200
6,935
590
2,000
540
2,000
12,819
15,137
200
226,356

予算額後方の括弧内は、予算全体に占める割合となっています。端数調整のため合計が100％にならない場合があります。

（62.96％）
（4.7％）
（13.68％）
（0.97％）
（3.07％）
（0.26％）
（0.88％）
（0.24％）
（0.88％）
（5.67％）
（6.69％）
（0.09％）

第３１号

なよろ社協だより

２０１８年５月１日 ③
平成３０年度の社協だより「サ
ポートなよろ」（全６回発行）で
は、「シリーズ『まちのホット情
報』」として、私達の生活を支え
ている「まちの福祉情報」を毎号
お届けします。

名寄社協 多分野・多世代地域活動拠点
名寄市西４条南８丁目 西條名寄店１階

質 問

第１弾の今回は、名寄社協が実施している多分野・
多世代地域活動拠点「ここほっと」です。
いつも「ここほっと」を利用されている方やボラン
ティアとして協力いただいている方などからここほっ
との利用方法などを伺いました。

「ここほっと」はどういった場所ですか？
加藤

質 問

優子 さん

荢毛 清美 さん

（ここほっとボランティア／ファミサポ提供会員）

仕事帰りに立ち寄って休憩するなど
しています。
職員や来場者と交流することで、仕
事の疲れを癒やしたり、生活のチョッ
トした悩みの解消につながってます。

誰もが気軽に足を運び、お茶を飲んだり、会話を
楽しんだり、サークル活動をしたりなど、その人に
合わせて活用いただける場所です。
また、名寄市から受託している「ファミリー・サ
ポート・センター事業（ファミサポ）」の窓口にも
なっています。

質 問

どういった方が来場していますか？
岩崎

質 問

奈津美 さん

質 問

定期的に行われているイベントな
どはありますか？
小野

（ここほっとボランティア／ファミサポ提供会員）

昼食を持参する親子や放課後の小学生、買い物つ
いでに立ち寄
る方など、年
齢や障がいに
関わらず幅広い層の方が来
ており、１日平均３０人
以上の方と交流しています。
ここで出会って仲良くな
って、毎週土曜日に一緒に
昼食を楽しむ方もいます。
（普段の「ここほっと」の様子）

どういった時に利用していますか？

純子 さん

（ここほっとボランティア）

毎月第４土曜日には、市内の障がい
支援事業所が集まった「まちなかマー
ケット」
と言う販
売会を実施しています。
また、「月１（つき
いち）イベント」とし
て、毎月様々なイベン
トも開催しています。
（月１イベントの様子）

「ここほっと」でどのようなことをしていますか？
内山

美穂 さん

（ここほっとボランティア／ファミサポ提供会員）

坂上

武子 さん

（ここほっとボランティア）

子どもが幼稚園に行っている間などに、母親同士の会話を
主に土曜日にボランティア
楽しんだりしています。
として活動しています。
また、ボランティアとして
来場者に飲み物を出したり
来場者と交流をしたり、ファ
会話やゲームを一緒に楽しむ
ミサポの提供会員としてお子さんの預かり
などしています。
などもしていて、「ここほっと」に来るこ
ボランティアとして活動をして、子ども
とで、交流の輪が広がりました。
から高齢者まで様々な方と接することで、
子ども達も来場者の方々との交流を楽し
私達も元気をもらっています。
（「ここほっと」で遊ぶ、加藤さん、
んでいます。
内山さん、岩崎さんの子ども達）

質 問

ファミリー・サポート・センター事業とはど
ういったものですか？
加藤

優子 さん

子どもの一時的な預かりや送迎など子育てをする
上でのチョットしたサポートを、住民同士で支え合
う活動です。
私も子育てをしながら、空いている時間で活動を
しています。
「ここほっと」でも活動をすることで、子どもと来場者との交
流も生まれています。

④ ２０１８年５月１日

なよろ社協だより
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平成２７年３月に「名寄市みんなを
結ぶ手話条例」が施行されました。
社協だよりでは、上川北部聴覚障害
者協会名寄支部の協力を得て毎号生活
に役立つ手話をご紹介します。
※手話に興味がある、覚えたいという方は
名寄社協までお問い合せ下さい。

やり方・・・左手のひらを上に向け、指先を相手に向けます。
左手のひらを右手の小指側で小刻みにたたきます。

在宅で介護をされている家族の方々を対象に、リフレッシュや普段の生
活で役立つ情報を得ること、参加者同士の交流を深めることを目的に「在
宅介護者の集い」を年４回開催しています。
春の開催となる今回は、５月１９日（土）から
２５日（金）まで実施していますので、ご自身のご
都合に合わせてお気軽にご
参加下さい。
また、在宅で介護をされ
ていない方でも参加いただ
けますので、ご遠慮なくお
越し下さい。

会 場：ここほっと （名寄市西４条南８丁目 西條名寄店１階）
「春季在宅介護者の集いカレンダー」
10:30～12:00
５月
１９日
(土)

ふまねっと運動

50cm四方のマス目を
踏まないようにリズムに合わせて運動します

２０日
(日)

13:00～14:30

ふまねっと運動
講師：名寄市在宅介護者を支える会

14:30～15:00

懇
談

ここほっと寄席
林家 とんでん平 師匠

腰痛予防と介護のポイント

２２日
(火)

カラー筆ペンで絵手紙を描こう

２３日
(水)

成年後見センターの活用方法

２４日
(木)

介護保険制度の仕組み

２５日
(金)

みんなで楽しく「ボッチャ」

介護相談会

色とりどり
のカラー筆ペンで、味わいある絵手紙をつくります

カラー筆ペンで絵手紙を描こう
実施：名寄市社会福祉協議会

みんなで楽しく「ボッチャ」
実施：名寄市社会福祉協議会

実施：名寄市社会福祉協議会

講師：名寄市介護保険係

実施：名寄市社会福祉協議会

会

実施：名寄市社会福祉協議会

講師：名寄市立総合病院 作業療法士

介護相談会
実施：名寄市社会福祉協議会

成年後見センターの活用方法
実施：名寄市社会福祉協議会

普段の生活の疑問や介護の悩み
など参加者の皆さんや社協職員
と情報交換しましょう

２１日
(月)
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２０１８年５月１日 ⑤

平成２９年度賛助会員のご加入ありがとうございました！
（敬省略）

◇賛助会員・個人（順不同）

根木 實、松田 康子、中村 雅光、黒田 英二、川原 夏子、中村 幸尚、中村 辰雄、小池 晴行、池田 幸眞、柿崎 隆弘
佐々木 寛、小川 進、宮下 信子、名取 純子、菅野 正雄、高橋 勝、熊谷 守、木田 繁太郎、猿谷 繁明、先田 紀昭
磯田 久雄、斉藤 晃、蓮宗 孝、関下 冨士夫、宮越 豊美、松崎 義昭、大澤 光、川上 春男、三品 勝之、石田 多喜子
東 恵美子、宮本 幸子、大場 恵子、秋山 秀雄、篠原 博明、木田 信子、工藤 久美子、長谷川 まゆみ、駒田 子上
林 里美、尾潟 鉱一、山上 俊之、松原 寛充、田中 多喜子、馬場 義人、茂木 哲雄、田邊 俊昭、三谷 正治、佐々木 憲一
山中 亜紀、小笠原 志朗、粕谷 玲子、鈴木 咲希、鶴原 真央、神田 あんり、安達 里美、田中 由利子、岩渕 ひとみ
後藤 靖子、中渡 弘美、鈴木 康寛、井上 幸人、奥山 健、中林 かつ枝、安部 英利
◇賛助会員・団体（順不同）

（敬省略）

新光電気（株）、（株）トヨタレンタリース旭川名寄店、旭川トヨペット（株）名寄店、道北信興商事（株）、（株）西條名寄店
ネッツトヨタ旭川（株）なよろ店、グランドホテル藤花、（株）こころ保険名寄、（有）村上自動車工業、北星信用金庫、（有）喜多印刷所
（有）フレッシュケアいわた、北昭産業（株）、北昭産業（株）給油所、花秀、宮崎靴スポーツ店、稲場写真館、名寄給食センター
（株）喜信堂、（株）エフエムなよろ、たに内科クリニック、名寄中央整形外科、（株）名文堂、上川北部地域人材開発センター運営協会
（有）靴スポーツのすま、（株）ダスキン滝沢、名寄駅前郵便局、（株）木賀商店、医療法人臨生会、（株）松前、吉川印刷（株）
藤田産業（株）、北海丸油（株）名寄営業所、サンベリーむらおか、クロスオート、（株）キートス、（有）アクシス、（株）北方印刷所
（有）システムマシンよしおか、（有）小谷自動車整備工場、JA道北なよろ、上川北部森林組合、中館建設（株）、（株）谷井鉄工所
（株）近藤組名寄支店、（株）カンリ、（有）川原観光、田中板金工業、（株）とみなが、川原クレーン（株）
石谷商事（株）風連支店、（有）高橋商店、（有）大高運送、ファッションハウスたかぎ、新井田商店
（株）小田桐商店、米沢製麺所、美音福、（有）山崎石油店、（株）山崎機工、箭原電器
（株）もち米の里ふうれん特産館、今藤浅太郎商店、谷精米所、（有）庄司電気、（有）藤井はなや
（有）風連モータース、（有）大野塗装店、（株）名寄新聞社

● ヘルパー募集！！
職

必要な資格等 ： 初任者研修終了者

種 ： ホームヘルパー

雇用形態 ： パート

（ホームヘルパー２級以上）

給

料 ： 時給 1,150円～

普通自動車免許

手

当 ： 資格手当
業務手当

3,000円（介護福祉士）

そ

の

他 ： 詳細については名寄市社会福祉協
議会までお問い合わせ下さい。

７０円／１時間

業務内容 ： 訪問介護

※応募希望の方はハローワークから「紹介状」の交

勤務体系 ： 不定休（シフトによる勤務）

付を受けて下さい。

愛情銀行は、昭和４４年に市民の皆さんの愛情を善意として積み立て、社会福祉事業に活用することを
目的に開始されました。現在は、会葬礼状としてご利用いただいている「福祉はがき」をはじめ、チャリ
ティ映画会の益金、金銭や物品寄付を、福祉団体の福祉器具購入助成など市内の地域福祉・在宅福祉事業
に有効に活用させていただいています。
◇愛情銀行寄託［福祉はがき］
月

寄付金額

２

３００，０００円

（平成３０年２月１日～平成３０年３月３１日）
件数

月

１３

３

寄付金額
１７０，０００円

寄付金額

件数
８

◇愛情銀行寄託［一般寄付］
平成３０年２月から３月の間には一般寄付はございませんでした。

合 計

４７０，０００円

件数
２１

名寄市社会福祉協議会
名寄市成年後見センター
〒096-0011
名寄市西１条南１２丁目 名寄市総合福祉センター内
TEL:01654-3-9862 ／ FAX:01654-3-9949
E-mail:chiiki@nayoro-shakyo.jp

