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「地域支え合い活動」
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P.２ 「地域支え合い活動」のしくみ作り
のしくみづくり
P.３

燕ささえあいプランの完成
燕ささえあいプラン
介護予防運動各種体験会

燕西地区では毎週水曜日の午前９時～正午
まで、西燕公民館を会場に、地域の集いの場

P.４

平成30年度事業計画・予算

である「ふらっと広場」を開設しています。

P.５

相談日一覧、寄付

お気軽にお立ち寄りください。

P.６

ボランティア・市民活動情報

〒959-0231 燕市吉田日之出町１番１号
ホームページ：http://www.tbm-swc. jp/
☎0256-78-7080（代表） FAX0256-78-7088
E-mail：tubame@tbm-swc. jp

等

●燕 支 所 ☎0256-62-4361
●分水支所 ☎0256-98-6111

この機関紙は、赤い羽根共同募金の助成金を一部活用して発行しています。

誰でも集まることができる集いの

ませんか。

域の支え合い」について考えてみ

燕市のエリア

場の運営など、地域の実情に応じ

・地区支え合い活動推進委員会と
地区支え合い活動相談員との協働
・地区支え合い活動相談員連絡会の開催
・住民や専門職等によるケース会議の開催
・地域のネットワーク会議の開催

～地域の力で課題解決～

しやすさにつながっています。本

委員会では、そこで暮らす住民

※燕市社会福祉協議会に配置

て様々な活動が行われています。

少子高齢化やライフスタイルの
会はこの取り組みをサポートして

同士がたすけあって生活し、誰も

「地域支え合い活動」のしくみづくり
多様化などにより、「お互い様」
や
いますが、主体はあくまでも地域

支え合い、
共に生きる
地域社会をめざして

「向こう三軒両隣」というつなが

本会ではこの取り組みをサポート

づくりを目的に活動しています。

が自分らしい暮らしを送れる地域

「地域の力」
で困りごとを解決

に暮らす住民の皆さまです。

燕市での地域支え合い活動イメージ図

りが弱まってきています。
こうした中で、住民同士の支え
合いに着目し、地域が抱える困り

しながら、地域支え合い活動を全

認知症の方への声かけ体験の様子

共有

地域によって抱える課題は様々

地区支え合い活動相談員

ごとを地域の力で解決する「地域

※地区の公共施設などを拠点に活動

市に広げていきます。
皆さまも「地

民生委員・児童委員

です。委員会では、各地域の課題

相談所」の開設があります。

支援 チーム

支え合い活動」が、市内で取り組

地域支え合い活動は、概ねまち

相談所には、ごみ出しなどの

まちづくり協議会等のエリア

に応じた実践活動に取り組ん

づくり協議会エリアを基準に、そ

生活支援、高齢者世帯の安否

地区支え合い活動推進委員会

まれています。

の地域に暮らす住民で「支え合い

確認・見守りや除雪など、
様々

（おおまがり、さわたり、吉田、分水）

でいます。一例として、ちょ

活動推進委員会」を組織して取り

な相談が寄せられます。これ

地域包括支援センターのエリア

問い合わせ：地域福祉課
☎0256-78-7866

ボランティア

ＮＰＯ

社会福祉
協議会

児童福祉
推進機関
（児 童）

ケアマネジャー
（介護保険）

っとした困りごとを相談でき

組んでいます。現在、市内５カ所

らの困りごとは、登録ボラン

困難ケースなどの対応

公的サービス・
インフォーマルサービス

る身近な窓口「支え合い活動

で委員会が組織されており、その

ティア等に活動を依頼し、解

（住民等）

支援が必要な人

支え合い活動推進委員会

他の地域でも委員会立ち上げに向

決に努めています。相談内容
によっては専門機関につなぐ
その他にも、認知症の理解

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）

サービスの
選択、提供

連携

・訪問相談
・課題把握

・日常的な相談窓口
・ちょっとした困りごとの調整

アウトリーチ

・見守り
・話し相手（訪問）
・外出の付き添い（散歩・買物）
・生活支援（ゴミ出し・電球の取替え等）
・地区の課題を解決するための活動

これからの燕市

相談支援
事業所
（障がい）

連携

けた検討が行われています。
委員会では、その地域の課題に
動を企画・実践しています。取り

を深めるための講座の開催や

こともあります。

組みが進むにつれて、地域におけ

ボランティア活動者の育成、

ついて話し合い、解決のための活

る支え合いの機運が高まり、暮ら

支え合いのしくみ
（高齢者・
障がい者等）

地域包括
支援センター
（高 齢）

燕 市

（２）

平成30年６月１日

協働

平成30年６月１日

（３）

第３次燕市地域福祉活動計画
『燕ささえあいプラン』が完成しました！
このたび、誰もが安心して暮らせる支え合いにあふれた地域社
会の実現を目標として、「第３次燕市地域福祉活動計画」が完成
しました。
この計画は、住民や地域の福祉関係者等が相互協力して策定す
る“地域福祉の推進”を目的とした民間の活動・行動計画です。
燕市が進める地域福祉計画（行政計画）と一体的に地域福祉を
推進する計画となっています。
（計画期間

平成30年４月から平成35年３月までの５年間）

今後、社協だよりで本計画の内容についてお伝えしていきます。
活動計画の冊子は、本会法人本部・各支所等で閲覧できる他、本会ホームページからダウン
ロードすることができます。

みんなで楽しく体を動かしませんか？

介護予防運動の体験会や講演会を開催します！
スクエアステップ体験会

レインボー健康体操体験会

①６月19日（火）午後2時～3時30分
燕市老人集会センター
大集会室（大曲4336）
■持ち物：室内用運動靴、飲み物、タオル

■日

②７月６日（金）午後1時30分～3時
燕北多目的武道場（東太田1066－6）
（旧燕工業高等学校）
■持ち物：靴下、飲み物、タオル
※会場の都合により、
運動靴を履いての
参加はできません。

■講 師：
スクエアステップ指導員

時：６月29日（金）
午後１時30分～３時
■会 場：中央公民館 ３階中ホール（水道町1-3-28）
■講 師：レインボー健康体操インストラクター
■持ち物：室内用運動靴、飲み物、タオル

レインボー健康体操普及講演会・体験会
■日
■会
■講

申

し込
時：7月31日（火）
必要！み
午後１時30分～３時30分
場：燕市老人集会センター（大曲4336）
師：関口 陽子 氏
（レインボー健康活動普及協会副理事長）

■持ち物：室内用運動靴、飲み物、タオル
■定 員：70名 (７月２日(月)受付開始）

【申し込み・問い合わせ】地域福祉課

☎0256-78-7866

平成30年６月１日

（４）

平成30年度 事業計画・予算
誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、市民の皆さま、関係機関等の
理解と協力を得ながら、「地域のつながり、支え合い」を大切にした活動を進めていきます。

＜予算概要＞

（単位：千円）

収

勘定科目
会費収入
寄付金収入
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
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入（収益）
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収支計（1）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備補助金収入
施設整備等支出計（4）
固定資産取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の活動収入計（7）
基金積立資金支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
入

事業活動における収支

支
出
収入 支出

施設整備等による収支

収入
支出

その他の活動による収支

前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

＜事業計画概要＞

予算額
11,090
800
93,521
123,862
310
5,651
120
66,052
5,755
115,193
2,700
14
1,275
426,343
307,960
93,377
8,289
7,169
300
4
3,423
320
420,842
5,501
40,000
40,000
43,200
43,200
△ 3,200
513
513
500
701
11,982
13,183
△ 12,670
0
△ 10,369
80,778
70,409

障がいのある方への支援
日中活動の場の提供や、就労支援を行います。
○就労支援センター
就労継続支援Ａ型事業
就労継続支援Ｂ型事業
○障がい者地域生活
支援センターはばたき
地域活動支援センター事業
放課後等デイサービス事業
相談支援事業

地域活動支援センター事業
：余暇活動の支援

地域共生社会の実現に向けた取り組み
地域での困りごとを地域で協
力して解決できるよう、地域の
支え合いをすすめます。
○地域支え合い活動
○サロン活動等、集いの場づくり
○ボランティア・市民活動の活性化
○地域の福祉教育支援
支え合い活動推進委員会で講座を開催

第３次燕市地域福祉活動計画の実践
住民や関係機関が一体となって活
動を行うための計画に基づき、地域
福祉の推進に取り組みます。
＜４つの柱＞
○既存のつながりを生かす
○新たなつながりをつくる
○お互いさまの地域づくりを進める
○課題の解決力を強化する

第３次計画は今年度から
５年計画で進められます

在宅生活のお手伝い
ケアプランの作成や、ホームヘルパーが高齢者や障が
いのある方の在宅生活を支援します。
○訪問介護事業
○訪問入浴介護事業
○居宅介護・同行援護（障がい者） ○居宅介護支援事業

福祉サービスの利用支援・権利擁護
福祉サービスの利用や地域生活の相談・支援を行いま
す。また、高齢や障がいのため判断能力が低下した方の
権利を守る後見活動等も行います。

施設の管理・運営
所有する施設の運営や、指定管理施設の管理を行
います。
○老人福祉センター
○ふれあい喫茶ぽぽ
○屋内ゲートボール場
○市民交流センター
○老人集会センター
○障がい者地域生活支援センター
○吉田老人センター
ふれあい喫茶ぽぽ

平成30年６月１日

（５）

弁護士による法律相談【無料】

心 配 ご と 相 談 所【無料】

期

※相談時間は1人30分です。
※開始時間は予約の際にお知らせします。
期

６月

８日（金）
29日（金）

７月

【申し込み・問い合わせ】
地域福祉課 ☎0256－78－7866

４日（水）

６日（水）
６月

日

日

13日（水）

10日（火）

20日（水）

30日（月）

27日（水）

７月

11日（水）
18日（水）
25日（水）

【問い合わせ】
地域福祉課 ☎0256－78－7866

善 意 の 窓
●匿名さま 30,000円 ●鳥部敏行さま 10,000円×２回 ●長谷川典子さま 5,000円
●市民の皆さまより 使用済切手、アルミ缶リングプル、ペットボトルキャップ等
以上、５月18日現在

回収した資源は下記のように使われます。
・使用済み切手 → 切手収集家が購入し、そのお金が地域福祉や施設の建設資金、発展途上国の医療援助等、国内外のさまざま
な福祉のために役立てられています。
・アルミ缶、リングプル → アルミニウムはリサイクル性が高く、何度でも同じアルミ缶として生まれ変わります。
また、貴金属廃品回収業者が買い取り、そのお金で車いす等目的に応じたものを購入したり、さま
ざまな福祉に役立てられたりします。
・ペットボトルキャップ → リサイクル会社が購入し、そのお金が発展途上国の医療支援や学習支援等に役立てられています。

↓こちらは、○
特会員様の広告欄です。

0256-78-7080

平成30年６月１日

（６）

コーヒー豆のできる過程を学びながら、美味しいコーヒーのいれ方をプロの指導のもとで体験し
ます。体験会の最後にはボランティア・市民活動センターの案内や地域活動の紹介も行いますので、
興味のある方はぜひご参加ください！

●と

き：①６月12日
（火）

②６月19日（火）

いずれも午後１時30分～３時30分

※①②ともに同じ内容です。
●と こ ろ：市民交流センター１階交流ホール（吉田日之出町）
●講

師：コーヒーロースト吉田店

森井

荘六

氏

●参 加 費：500円（お土産つき）
●定

員：各回10名（定員になり次第締切）

●申し込み：ボランティア・市民活動係（☎0256-78-7867）

ボランティア・市民活動
センターのご紹介

耳より情報

「ボランティア活動や地域活動をしたい」
「一
緒に活動してくれる人を探したい」「もっと活
動が活発になる情報が欲しい」そんな声を聴き、
つなぐのがボランティア・市民活動センターの
役割です。お気軽にお越しください。

ボランティア・市民活動に関する
ＰＲボードを設置しています。

ボランティアや市民活動に関す
る相談や情報提供を行っています。

活動する部屋や備品用のロッカー
の貸出を行っています。
（事前予約制）

【問い合わせ】燕市ボランティア・市民活動センター（燕市社会福祉協議会内）
開所日時：月曜～金曜（祝日を除く） 午前８時30分～午後５時15分
☎0256－78－7867 FAX：0256－78－7088 E-mail：bora-simin@tbm-swc.jp

