
　「社協だより」は共同募金の助成金を
　　受けて発行しています

E-mail：wel.tonami@tonami-shakyo.or.jp

E-mail：shogawa@tonami-shakyo.or.jp

砺波市社会福祉協議会

TEL32－0294

砺波市社会福祉協議会庄川支所

TEL82－3520
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～安心して暮らせる基盤づくりと
防災・防犯・緊急体制の整備  313,428千円～

～ボランティア活動の推進  9,729千円～

～組織の充実と地域福祉意識の醸成  84,749千円～

～相談支援体制の充実と人権の確保  16,259千円～

～地域における絆の強化と
活動の中心となる担い手の育成  37,588千円～

・生活困窮者やひとり親家庭、障がい者など支援が必要
な人への相談支援や課題解決に向けた取り組みの実施

・契約や判断が困難な方々の
権利を守るための権利擁
護の推進と虐待 ･ 差別防
止体制の充実

・市民の皆さんの健康保持や憩いの場、児童の健全育成の
場となる、福祉センターの効果的な運営の実施

・介護の必要な人が、住み慣れた地域で在宅生活を営むた
めのデイサービスセンター・居宅介護支援事業所による
支援の充実

・災害救援ボランティア本部運営訓練の実施や災害時の
本部運営体制の見直しと強化

・「ほっとなみ安心ポケット」
の設置と情報更新の推進、緊
急時の連絡体制強化への取
り組み

・ボランティアポイント制事業の推進と活動活性
化への取り組み

・誰もが取り組みやすいボランティア養成講座や
ボランティアフェスティバルの開催等による
ボランティア活動の普及啓発と新たな活動者の
発掘支援

・ふれあい・いきいきサロンの活動支援や地域での交流の
場の充実、世代間交流の促進支援

・地域で支援が必要な人を支えるケアネット活動やみまも
り配食、長期休みに学童が集える場を提供する子育て支
援や外出支援など、地域における支え合い体制の拡充

・地域福祉コーディネーターや福祉サポーター等、福祉活
動の担い手となる人材育成への取り組み

・地区懇談会での意見等を基にした「第４次地域福祉活動計画」の策定
・各地区の福祉課題解決に向けた活動指針となる「地区福祉プラン」の策定支援
・市内社会福祉法人と協働した各種出前講座の実施と福祉理解の促進
・子ども達の思いやりの心を育む福祉教育やボランティア体験学習への取り組み

【収入内訳】	 社協会費・寄付金	 1.6％
	 補助金・受託金	 39.1％
	 福祉センター等事業収入	 3.3％
	 介護保険収入	 50.2％
	 基金取崩、繰入金等	 5.8％

※令和２年度予算の詳細については砺波市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。

地域福祉活動計画を踏まえ、地区福祉推進協議会の地域の実情にあわせた自主的な
活動を支援するとともに、地域福祉活動の啓発に取り組みます。また、積極的な
福祉教育の推進により、若い世代を中心とした福祉意識の向上を図ります。

あたたかい福祉のまち「となみ」づくり
令和２年度
砺波市社会福祉協議会事業計画・資金収支予算

令和２年度予算
461,753千円

ボランティアがいっぱいの地域づくり人と人とが支えあうあたたかい地域づくり

誰もが相談しやすい地域づくり

いつまでも安心して暮らせる地域づくり

砺波市社会福祉協議会
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サロン活動を
始めるには
どうすればいい
　　かしら

地域住民

自治振興会
地区福祉
推進協議会

一人暮らしの
　お隣が気に
　なるな～

アンテナ役として、
地域の福祉情報を
収集します

地域内の福祉
関係者や、市
の福祉関係機
関との連携を
推進します

重いものが
　持てんが…

初めての
子育て心配…

事務サポート

地域福祉
コーディネーター

民生児童委員

福祉サポーター
社会福祉協議会　砺波市

情報収集
情報共有・
橋渡し

情報提供・
連携支援

情報提供・
連携支援

ケアネットやふれ
あい・いきいきサ
ロンなどの事務手
続きに関するお手
伝いをします
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相談は無料で秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
〔相談専用電話〕市社会福祉会館　☎ 33-5511
　　　　　　　 社協庄川支所　　☎ 82-3520

体調不良の方はご遠慮ください。
マスクの着用をお願いいたします。

福祉総合相談日程

相 談 内 容 市社会福祉会館の開催日 庄川支所の開催日

法 律 相 談
〔弁護士〕

＊市内にお住まいで、
初回の方を優先に
受付させていただ
きます。

  5月13日（水）
  6月  3日（水）

           午後1時～4時

5月20日（水）
午後1時30分
　　　　～4時

※予約（☎ 32‐0294）が必要です。

生活福祉資金・ケアネット・ボランティア・
日常生活自立支援事業に関する相談は随時受付しています

前田外雄（東別所）　社会福祉のために １０,０００円

㈱宮木建設 １０５,３３１円
㈱三喜有新富店社員会 １０,０００円
ユニー㈱アピタ砺波店 日用品１０５点
畑　昭子  手縫い雑巾１００枚
匿名  タオル１６枚
匿名  布マスク１７枚

大人気のバルーンアートを学び、いきいきサロンや放課後児童クラブ、
地域でのボランティア活動に活かしてみませんか？　　　　　　　　　

【日時・内容】　　
第1回　7月		8日（水）「バルーンアートの練習①」
第2回　7月15日（水）「バルーンアートの練習②」
第3回　7月22日（水）「バルーンアートの練習③」
第4回　7月29日（水）「活動体験と振り返り」
※時間は第1～4回全て、午後1時30分～午後3時30分
【講　 師】　藤井　惠子　先生
【場　 所】　庄川農村環境改善センター（庄川町青島 385）

市内21地区の福祉の
アンテナ役の地域福祉
コーディネーターの皆
さんを紹介します。
（敬称略）

出町　　　宮本　隆志
庄下　　　埜村　豊壽
中野　　　横山　昭芳　
五鹿屋　　髙島　伸之
東野尻　　表　とし美
鷹栖　　　長井　孝志
若林　　　野原　英子
林　　　　松島　由美子
高波　　　白江　秋広　
油田　　　松岡　祥子　
南般若　　野村　喜美子
柳瀬　　　中島　昭治
太田　　　金子　章子
般若　　　黒田　利博
東般若　　島　　清貴
栴檀野　　荒川　美佐子
栴檀山　　満保　幸美
東山見　　吉田　眞利子
青島　　　脊戸　滿
雄神　　　泉野　康子
種田　　　前野　和美

　3 月 23 日、㈱宮木建設
より、105,331 円をご寄付
いただきました。毎年、職
場等で出た鉄くずや古紙
を集め換金した収益金及
び寄付金をご寄付くださ
り、今 回 で 7 回目、総 額
706,394 円となりました。

バルーンアートでレクリエーションボランティア養成講座

【受講料】　500 円（空気入れポンプ代）
【持ち物】　飲み物
【申込締切】　6 月 25 日（木）まで
【申込先】　庄川ボランティアセンター

　（市社会福祉協議会庄川支所☎ 82-3520）
　へお申込みください。
※新型コロナウイルスの影響により
　講座が延期や中止になる場合があ
　ります。

●地域福祉コーディネーターさんをご紹介します●

3月15日～4月14日（敬称略）

善意の窓口

写真中央　宮木一夫会長
写真右　　米林拓也社長

砺 波 善 意 銀 行

社会福祉事業振興基金

役割 1

役割２

役割３
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～となブロ「ゆ―りっぷの部屋」をご存知ですか～

　砺波市社会福祉協議会では、砺波市の団体やグループ
でつくるブログ「となブロ」で、砺波市社会福祉協議会
ブログ「ゆ―りっぷの部屋」を開設しています。広報で
は伝えきれない情報の発信を目指し、楽しい講座や福祉
センターでのイベント等の情報を掲載しています。ぜひ
チェックしてみてください。

　砺波市社会福祉協議
会ホームページトップ
画面にある「となブロ」
のアイコンからブログ
の一覧に入れます。

Webアドレス  https://www.city.tonami.toyama.jp/blog/group/shakyo/index.jsp

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受け、
５月6日（水）まで 休館とさせていただきます。
※5月7日（木）は通常の休館日となります。

また、５月に予定していた各センターでの行事は、
すべて中止とさせていただきます。
ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
※出町いきがいセンターは５月６日（水）まで休館となります。

●お問合せ●

庄東センター、苗加苑、北部苑、麦秋苑
からのお知らせ

新型コロナウイルスに
よる行事の中止・変更
も掲載しています


