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共に支え合うまち“盛岡”共に支え合うまち“盛岡” 平成29年度 事業計画概要

１．地域福祉活動の推進
　第2期地域福祉活動計画に沿って、住民
が住み慣れた地域で安心・安全に暮らす
ことができるよう、地域福祉活動を支援
し、共に支え合うまちづくりを推進します。

２．ボランティア・市民活動の推進
　ボランティア活動の活性化を図るため、活
動の担い手となる団体、個人、企業等に対し
てボランティア情報を提供し、ボランティア
の人材育成を促進する事業を進めます。

３．福祉サービスの利用支援
　生活福祉資金・助け合い資金の貸付相
談に対応します。また、認知症高齢者の増
加が見込まれる中で、日常生活自立支援
の相談体制を整えるとともに、成年後見
制度の利用促進、法人後見に向けた課題
検討を進めます。

４．介護保険事業サービスの推進
　地域社会で安心して暮らし、社会参加できるよう、地域に密着し
たサービスの展開に努めます。また、医療・介護・予防・住まい・生活
支援が包括的に確保される「住民主体の地域包括ケアシステム」
の構築に向けた取組をおこないます。
 さらに、介護保険事業を円滑に運営するため、各事業所等や地域
との連携を図り、福祉サービスの向上を推進します。

５．東日本大震災被災地の復興支援
　沿岸被災地の復興を支援するため、各復興支援センターと連絡
調整を図りながら、ボランティア団体等と連携して支援活動をおこ
ないます。また、復興支援センターと連携しながら、内陸避難者の
支援活動をおこないます。

６．効果的、効率的な業務執行と職員の育成
　今後見込まれる社会福祉法人への様々な要求に対応できるよ
う、適正な職員体制の明確化と確立をおこないます。
　社協事務事業の全般については職員参加による見直し・改善を
おこない、職員の心身の健康の保持、職場環境の改善を図ります。

７．信頼される組織運営
　社会福祉法人としての公益性・非営利性を確保し地域福祉の向上に資するため、事業運営の透明性の向上を図り、改正社
会福祉法による社会福祉法人制度の改革の趣旨に沿って適切に対応し、住民から信頼される組織の運営を目指します。

平成29年度事業計画の詳細は、当協議会（盛岡市若園町2-2市総合福祉センター内）
窓口、または盛岡市社会福祉協議会ホームページ
（http://www.morioka-shakyo.or.jp/）でご覧になれます。

重  点  項  目

平成29年度 当初予算資金収支グラフ

世帯会費（１世帯２００円）

個人会費（１名５００円）

団体・施設会費（１団体２，０００円）

特別賛助会費（法人・事業所）

　１８，９５０千円

　　１，０４０千円

　　　　４１０千円

　　１，３００千円

※
会費収入の内訳
【２１，７００千円】

収　入 
759,306千円

 

会費収入(※) 
21,700千円 寄附金 

2,900千円

市補助金等 
146,383千円

赤い羽根共同募金助成金 
10,769千円

歳末たすけあい募金助成金 
13,625千円

県社協受託金 
38,875千円

市受託金 
174,826千円

利用料・賃貸料 
7,896千円

助け合い資金償還金 
5,200千円

障がい福祉サービス 
介護保険事業収入 
241,696千円

預金利息・取崩等 
95,436千円

支　出 
千円

 

事務局人件費・事務費 
152,501千円

地域福祉活動事業費 
62,167千円

福祉サービス 
利用支援事業費 
88,018千円

在宅福祉サービス事業費 
18,567千円

東日本大震災被災者支援事業費 
1,612千円

広報活動費 
8,554千円

総合福祉センター 
管理運営費 
44,270千円

障がい福祉サービス 
介護保険事業費 
227,887千円

児童館・学童クラブ管理運営費  
96,339千円

基金運用 
積立金積立 
59,391千円

759,306
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“地域の身近な相談相手”
民生委員・児童委員

“地域の身近な相談相手”
民生委員・児童委員

“地域の身近な相談相手”
民生委員・児童委員

“地域の身近な相談相手”
民生委員・児童委員

民生委員制度創設100周年民生委員制度創設100周年 記念講演会記念講演会

事 業 紹 介事 業 紹 介

福祉もりおか

詳しくは 盛岡市社会福祉協議会（TEL 651-1000）までお問い合わせください。

＊日常生活自立支援事業＊
　認知症、知的障がい、精神障がいなどによ
り、福祉サービスの利用手続き等に不安を抱え
ている方のために、利用援助や代行、各種利
用料金の支払い代行等をおこなっています。

＊紙おむつ支給事業＊
　高齢者の方を対象として紙おむつ支給をおこなっています。

【支給の対象となる方】
（下記のすべてに当てはまる方）
・65歳以上でご自宅にお住まい
の方
・6ヶ月以上継続しておむつを使
用している、または、今後6ヵ月以
上継続することが予想される方
・県民税、市民税が非課税の世
帯に属している方　

＊いわておげんき見守りシステム＊
　地域に暮らす高齢者の方がご自宅の電話から自身の健康状況を発信する見守
りシステムです。
【使用できる方】
　盛岡市内にお住まいのひとり暮らし高齢者の方等
※毎日電話をかけて健康状況を発信できる方
【利用料】
　1回あたり通話料金10円（月額300円ほど）
【その他】
　ご家庭で使用している電話機を利用しますので、
新たな機器を取り付ける必要はありません。

＊シルバーメイト事業＊
　ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯などの方を地域の方々の協力で見守りをする
シルバーメイト事業をおこなっています。

【見守りの内容】
①日常の安否確認、見守り活動
　声掛けや訪問、新聞の取り込みなどを
通して見守りをおこないます。

②相談・緊急時等の連絡
　相談ごとなどがあった場合に、関係機
関への橋渡しをおこないます。

地域で見守り地域で見守り

毎日の元気を発信毎日の元気を発信

お
元
気
で
す
か
？

元
気
で
す
よ
。

暮らしの「安心」のお手伝いをします暮らしの「安心」のお手伝いをします

￥ 〒

書類の
手続きが…

お金が…
自分じゃ
行けない…

　民生委員・児童委員は、地域ごとに一人ひとり担当区域が定められてい
る、生活上の困りごとに住民目線で相談に応じてくれる身近な相談相手です。
専門的な相談についても、福祉をはじめとする様々な関係機関と連携してお
り、住民と関係機関との「つなぎ役」として相談支援活動をおこないます。
　また、地域の支え合いの仕組みづくりなどを地域の方々と一緒にすすめ、
安心して住みやすい“まちづくり”を目指しています。
　全国では23万人、盛岡市では591人(うち主任児童委員56人)の民生委員が活
動しています。
　平成29年1月15日号発行の本紙でも紹介しましたが、今年は民生委員制度と
源となる岡山県での「済世顧問制度*」が始まってから100周年となります。
　　
　*済世顧問制度（さいせいこもんせいど）とは、地域の中の生活困窮者
の相談にのる防貧制度のことであり、1917年（大正6年）5月、当時の岡
山県知事 笠井信一 氏が岡山県内の貧困者の実情を調べ、ドイツの救貧委
員制度を参考に作ったもの。

民生委員・児童委員さんは、地域の様々な場所で活躍しています!
【地域住民からの相談対応】
　地域住民からの生活上のさまざまな相談内
容に応じて行政による支援につないだり、適
切な福祉サービスの紹介などをおこない、課
題解決に協力しています。

【子どもたちの安全を守るための活動】
　子どもたちが交通事故や犯罪被害に巻き込
まれないよう、登下校時の子どもたちの見守
りや声かけ、また学校との懇談等をおこな
い、連携をしつつ子どもの健全育成に努めて
います。

【高齢者世帯等の見守り、訪問】
　ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等を定期的に
訪問し、相談にのったり、体調の悪化や犯罪被害
防止等のための見守り役となっています。

【「いきいきサロン」「子育てサロン」の運営・
協力】
　高齢者、また子育て中の親子が地域の中で孤立
することがないよう、居場所づくり、仲間づくり
などを目的とした「サロン」の運営や協力をして
います。

民生委員・児童委員について、詳しくは
盛岡市　地域福祉課（TEL 626-7509）または、
盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　地域福祉係（TEL 651-1000）
までお問い合わせください。

　盛岡市民生児童委員連絡協議会では、民生委員制度100周年を記念して、
記念講演会を開催します。
【日時】5月23日（火）午後1時～午後3時
【場所】盛岡市市民文化ホール（盛岡市盛岡駅西通2-9-1）
【内容】「民生委員活動は『和顔愛語』で」
　　　　講師：前全国民生委員児童委員連合会 会長　堀江正俊 氏
【定員】200人（一般参加受付）
【申込】市民生児童委員連絡協議会事務局TEL 651-1000で先着順に電話受け付け。
　　　　氏名・連絡先を記入のうえ、FAX622-4999でも受け付けます。

日々の暮らしの支えに... 日々の暮らしの支えに... 
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高齢者無料職業紹介所の閉所について高齢者無料職業紹介所の閉所について

平成28年度
共同募金報告

ご協力ありがとうございました！

つなぎ地区(草刈り機)

まちなかドッグCAN

福祉もりおか

外出のお手伝いをします外出のお手伝いをします
＊おでかけ送迎サービス＊
　一般車輌や公共交通機関の利用が困難な、
体の不自由な方や高齢者の方の通院、病院等で
のリハビリなどへの移動を支援します。運転は、ボ
ランティアさんのご協力によりおこないます。
※必ず介助者(1名）の同乗をお願いします。

＊福祉のまちづくり支援事業＊
　盛岡市内の下記6団体が岩手県共同募金会から助成を受け、円滑な活動をしました！
　この助成事業は、皆様からお預かりした募金を「住民による身近な地域福祉活動」に活用
いただくため、機器・用具の購入経費に対しておこなわれております。

　盛岡市社会福祉協議会高齢者無料職業紹介所を平成29年6月30日をもって
閉所いたします。
　当紹介所は、高齢者の方々の生きがいを高め健康で明るい生活を過ごしてい
ただき、長年培った知識と豊富な経験を活かし就業できるよう、昭和46年10月から
労働大臣の認可を受け、働く場の開拓と職業相談・紹介をおこなってまいりました。
　また、市民のニーズに応えて、日常的な家事などへ人材の派遣をし、求職と求
人の調整をおこないました。
　この間、高齢者専門の再就職支援会社等の普及など、高齢者の就職活動の
充実により、当協議会としての目的は、一定の役割を果たすことができたこととし
て閉所するものです。
　6月中旬まで紹介、斡旋をおこなう予定ではありますが、人材の確保状況等によ
っては、そこまで至らない場合もございますので、予めご了承をお願いいたします。
　何とぞご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
　市民の皆様には、長きにわたりご支援を賜り、誠にありがとうございました。

＊ぷらっとcab貸出＊
　車いすが必要な在宅の方の外出支援を目
的として、車いすに座ったまま乗り降りできる福
祉車両（通称：ぷらっとcab）の貸出を行ってい
ます。
※運転はご親族の方にお願いします。

28年度 赤い羽根共同募金28年度 赤い羽根共同募金

㈱東家
ＡＬＳＯＫ岩手㈱
岩手日野自動車㈱
㈱岩鋳
小田中歯科医院
北日本機械㈱
㈱木津屋本店
㈱三伸鋼機
㈱ＪＯＤホテル夢殿
松栄砂利㈱

昭和石材㈱
㈱ダイトク 
東洋電業㈱
㈱蜂屋
㈱平金商店
㈱広田薬品
㈲フヂクラドライブクラブ
㈱ホテル大観
盛岡信用金庫
（敬称略・50音順）

平成28年度
特別賛助会費
平成28年度
特別賛助会費

平成28年12月7日～平成29年3月31日分平成28年12月7日～平成29年3月31日分

  　　団　　　体　　　名
太田地区福祉推進会
つなぎ地区振興福祉推進協議会
飯岡地区福祉推進会
大慈寺地区福祉推進会
まちなかドッグCAN
レッツスマイル

決 定 額　
158,000円
186,000円
199,000円
197,000円
60,000円
111,000円

　次の法人・事業所様から平成28年度社
協特別賛助会員としてご支援いただきまし
た。ありがとうございました。

　昨年10月1日から12月31日まで、共同募
金運動をおこない、市民の皆様をはじめ、企
業や学校、団体など多くの方々よりご協力を
いただきました。
　ご協力に感謝申し上げ、28年度に集まっ
た金額をご報告いたします。

　　　 内　　　　　　　容
ポータブルワイヤレスアンプ 等
草刈り機 等
プロジェクター 等
ポータブルワイヤレススピーカー 等
屋外活動備品 等
デジタルカメラ 等

「もりおか福祉ブランド」は、盛岡市内・近郊にある障がい者福祉施設でつくられている商品の総
称です。市民の皆さんに購入していただくことが施設利用者の支援になります。

買って、使って支えよう

もりおか福祉ブランド

いきいき牧場 のびやか丸自然の中で

　川目地区の山ふところに、のびやか丸の農業用ハウスが立ち並ん
でいます。この季節、ハウスの中では施設利用の人たちが鉢植えの
花の出荷作業に汗を流しています。昨年のうちから土づくりをし、冬の
あいだ種まき、移植と丹精してきた花々。ベゴニア、マリーゴールド、イ
ンパチェンス…。４月から５月にかけて次 と々出荷されていきます。
　夏から秋にかけてはジャガイモ、タマネギ、トウモロコシの収穫。トウ
モロコシは「おひさまコーン」という甘い品種で、のびやか丸ブランドの
中でも一番の人気商品。さらに、近くのリンゴ農家で収穫補助作業な
どを行った報酬としていただくリンゴでつくったリンゴ果汁（ジュース）
も好評。サンふじ、王林、ジョナゴールドのミックスタイプで、酸味と甘味
のバランス、安定した味わいが魅力（加工は専門工場に委託）。
　こうしたのびやか丸の商品は市内紺屋町の出張所「ぷち丸」や、

いきいき牧場関係施設、それに産直「てんぐの里106」などで販売しているほか、
盛岡市役所などで出張販売もしています。
　のびやか丸に近年、新しい仕事が増えました。「養生ゴムシートの洗浄」という
作業。新築住宅の内装工事中に床を傷めないように敷くゴムシートを再生利用
するための洗浄作業です。ほかではあまりみかけないニュービジネス。
　「どの作業もひと手間ふた手間かかる作業ですが、手間をかけられるところが
福祉施設のいいところでもあるので、そこを大事にしていきたと思っています」と
利用者を見守る羽柴健さん（生活支援員）は話しています。

社会福祉法人 いきいき牧場　のびやか丸
盛岡市川目第６地割93-４　TEL 019- 666-2322

ニュービジネスのマットクリーニング

花を育てる

赤い羽根募金･･･････30,265,426円
歳末たすけあい募金･･14,061,029円



電話お願い手帳をいただきました

　いつも「福祉もりおか」をご覧いただきありがとうございます。
　さて、毎年5月12日は「民生委員・児童委員の日」とされています。本紙2面でも触れています
が、今年は民生委員制度が創設されて100年という大きな節目の年です。盛岡市では1926
年(大正15)から、地域の身近な相談相手として民生委員の皆さんは活動していただいており、
社会福祉協議会でおこなう共同募金運動や様々な調査等にも、沢山のご協力をいただいて
おります。ありがとうございます。
　「福祉もりおか」では、これからも民生委員・児童委員の皆さんの活動の周知などを含めた
様 な々情報を発信していきたいと思います。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。(こ)　

社会福祉協議会の相談窓口
＜盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内　TEL ６５１-１０００＞

《高齢者無料職業紹介所》（予約不要）
高齢者無料職業紹介所は平成29年6月30日で閉所いたします。
求　　職：働く能力を持ち、意欲のある高齢の方に職業を紹介します。
　　　　　登録できる方：おおむね65歳以上の方
求人内容：病院の付添いや家事の手伝い、草取り、庭木の手入れなど、人材を派遣します。
　　　　　派遣は有料となります。料金は仕事の内容により異なります。
相 談 日：月～金曜日　午前8時30分～午後5時
　　　　　 （国民の祝日及び国民の休日、並びに年末年始を除きます）
《心配ごと相談所》（予約不要） 盛岡市総合福祉センター
　市民のみなさんが抱える日常的な生活の悩み、家族問題など様々な相談をお聴きし、解決へ
のアドバイスをします。
相 談 日：月～金曜日　午前10時～午後4時
　　　　　 （国民の祝日及び国民の休日、並びに年末年始を除きます）
《心配ごと相談》（予約不要）盛岡市役所都南総合支所
　司法書士による、人権、相続等に関わる相談を行います。
相 談 日：平成29年6月16日（金） 午前10時～午後4時
　　　　　　　　　 7月21日（金） 午前10時～午後4時
場　　所：盛岡市役所都南総合支所（津志田14-37-2）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000
《人権・生活相談》（予約不要）盛岡市玉山総合福祉センター
　人権擁護委員による人権、生活に関する相談を行います。
相 談 日：平成29年6月14日（水） 午前10時～午後3時
　　　　　　　　　 7月12日（水） 午前10時～午後3時
場　　所：盛岡市玉山総合福祉センター（渋民字泉田360）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所　TEL 683-2743

●一般寄付
　社会福祉のために
　　西青山二丁目老人クラブさつき会　会長　及川靖紀・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　江戸千家岩手不白会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
　　船田東自治会　会長　佐々木勉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,096円
　　清水寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120,000円
　　盛岡民踊研究会　及川礼子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57,749円
　　盛岡市グラウンド・ゴルフ協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,000円
　　都南混声合唱団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　花の会　代表　伊藤リツ子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,309円
　　都南公民館利用団体協議会　会長　佐々木傳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　福祉ﾁｬﾘﾃｨ愛の募金箱「舞踊と演歌の祭典」実行委員会
　　実行委員長　川村徳夫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
　　株式会社　オリテック２１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106,250円
　　城南小学校卒業対策委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,730円
　高齢者福祉のために
　　吉田悠馬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,226円
　総合福祉センター補修準備積立金として
　　ＮＰＯ法人うれし野こども図書室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　盛岡市保育所協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299,100円
　　盛岡地区更生保護女性の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
●物品寄付
　高齢者福祉のために
　　松川賢子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ひな人形
　　曹洞宗第一教区寺族会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タオルケット、シーツ等153点
　　引地不二子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車イス1台

盛岡市社会福祉協議会の事業活動資金として次
の方々からご寄付をいただきました。
ご協力に感謝し、ご報告申し上げます。
平成28年12月17日～平成29年4月19日現在
（敬称略）

ま ご こ ろ 掲　　示　　板　（6～7月）
第43回　盛岡市老人スポーツ大会

市民福祉茶会の割引券を配布しています

　市内より集結した全12チームが、徒競走や
ボール送りなどの競技をおこない、優勝を目指
します。
日　時：7月12日（水）
場　所：岩手県営運動公園陸上競技場
　　　　（みたけ1-10-1）

　盛岡市社会福祉協議会では盛岡茶道協会と共催で
福祉茶会を開催しています。
日　　時：6月4日（日）午後1時～
　　　　　7月2日（日）午後1時～
場　　所：杜陵老人福祉センター(南大通1-7-5)

　また、盛岡市在住の70歳以上の方へ割
引券を配布しています。割引券をお持ち
の方は通常900円のところ、500円で入場できます。

申し込み：盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）（※お1人様1枚まで）

シニアビリヤード教室　参加者募集

おでかけ送迎サービス運転ボランティア募集

ホームヘルパー募集

　ビリヤードでちょっぴり健康してみませんか？
主　  催：岩手県ビリヤード協会
日　  時：6月15日から毎週木曜日　午後4時～午後6時（月4回）
場　  所：ビリヤードバディーズクラブ　盛岡市青山3丁目27-10
対　  象：60歳以上の方、初心者の方
参 加 費：1ヶ月2,500円（道具賃料も含む）
申し込み：ビリヤードバディーズクラブ　
　　　  　TEL・FAX 643-3339
　　　  　（午後2時～午後10時まで)
申込期限：6月8日（木）

ヘルパーさん!あつまれ̶!!「ヘルパーサロン」開催
　盛岡市社会福祉協議会では、ホームヘルパー向けのサロンを開催します。
　同じヘルパー同士おしゃべりしながら、わからないことを聞いてみたり、体
験してみたり…。気軽に参加しませんか?
日　　時：第１回　6月14日（水）
　　　　　第２回　7月12日（水）
　　　　　午後6時～午後8時45分まで
場　　所：盛岡市総合福祉センター
対　　象：ヘルパーの資格取得者で未経験の方
　　　　　ヘルパー業務に従事している方
　　　　　ヘルパーの仕事に興味のある方
申し込み：盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）
　　　　　TEL 651-1000　FAX 622-4999

募　集　案　内

　今年も(株)NTT東日本岩手支店様より3月3日（耳の
日）に合わせて、「電話お願い手帳」をいただきまし
た。
　この手帳は耳や言葉の不自由な方が外出先等で近くに
いる方に電話をかけていただくお願いをするためのもの
です。
　どちらも障がい者団体、盛岡市社会福祉協議会の窓口
で配布しています。

　歩行困難な高齢者や障がいをお持ちの方を病院
等へ送迎するリフト付車輌の運転にご協力いただ
けるボランティアを募集します。
車　　両：トヨタハイエース、ニッサンセレナ、
　　　　　ダイハツアトレー
時　　間：平日の午前9時から12時30分、または
　　　　　午後1時から午後4時
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会在宅福祉課
　　　　　TEL651-1000　

　盛岡市社会福祉協議会では、ホームヘルパーを募集しています。
（未経験者可、勤務時間等については要相談）
必要資格：ホームヘルパー2級以上、介護職員初任者研修修了者または介護
　　　　　福祉士資格等
雇用形態：非常勤（時給：平日1,200円～、日・祝日1,500円～）
勤 務 地：①盛岡駅西口ヘルパーステーション（盛岡駅西通1丁目2-2）
　　　　　②月が丘ヘルパーステーション（月が丘3丁目7-5）
　　　　　※上記、①または②に所属のうえ、ご利用者様宅での活動となります。
問い合わせ：①盛岡駅西口ヘルパーステーション　TEL 653-3013
　　　　　②月が丘ヘルパーステーション TEL 645-5125

編

集

後

記




