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手をつなごう 安心と活力がうまれる
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現在 第２次 岐阜市地域福祉活動計画進行中です

岐阜市社会福祉協議会支部長会での支え
合いマップづくり
（平成23年2月21日）

三輪南地区
「太郎丸自治会連合自治会長・民生委員合同会議」
の中で支え合いマップづくりが、行われました。
（平成23年1月15日）
岐阜市地域福祉活動計画推進委員会
において、支え合いマップづくり
（平成23年2月2日）

支え合いマップづくり
が各地域で
行われています。
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表紙の背景は「第2次岐阜市地域福祉活動計画」
（平成22年3月策定）
の表紙で使用しているものです。

◆平成23年度岐阜市社会福祉協議会
事業計画
2〜3ページ
◆平成23年度予算

4ページ

◆東北地方太平洋沖地震等への
被災支援・災害ボランティア情報

5ページ

◆岐阜市社会福祉協議会のご紹介
◆本荘支部の取り組み
◆ボランティア塾受講者募集
◆社協の情報ひろば
◆いきいき社協支部活動

6〜7ページ
8ページ

9ページ
10〜11ページ
12ページ

この広報誌は（財）岐阜社会福祉事業協力会のご協力と共同募金配分金により作成しています。

平成23年度

岐阜市社会 福祉協議会 事業計画

第2次岐阜市地域福祉活動計画を
推進していきます！
本会では、平成21年度に策定した「第2次岐阜市地域福祉活動計画」（H22〜26年度）に基
づき、地域福祉活動を推進していきます。

②牛乳瓶等を利用した個人情報の自己管理

福祉委員を設置し、地域の実情に応じた福祉委員活
動を検討します。民生委員・児童委員と連携し、地域
の福祉問題の発見、福祉情報の伝達を促進し、安心し
て住みよいまちづくりを目指します。
【例えば…】
・福祉委員活動について協議する研修会の開催
・生活・介護支援サポーター養成講座の開催 など

牛乳瓶等を利用した個人情報の自己管理を進めてい
きます。このような取り組みをとおして、災害時や日
常の緊急時に強い地域づくりを目指していきます。
【取り組み内容】
牛乳瓶等の中に「医療情報等を記入した用紙」
を入れ
て、瓶に「お助けマーク」のシールを貼って冷蔵庫の中
に入れてもらう取り組みです。

③支え合いマップづくり

〜支え合いマップづくりを簡単に紹介します♪〜
マップづくりの目的を確認しよう!

支え合い活動の第1歩は、地域を知ることから!
地域の問題・課題の共有化、問題解決のための方策の検討、実践のためのネットワーク・
しくみづくりを図っていく手段の一つとして、「支え合いマップづくり」
に取り組んでみませ
んか?
まずは、何のためにマップづくりに取り組むのか、地域で十分に話し合うことが大切です。

マップづくりを体験してみよう！

地域でマップづくりの目的を確認できたら、実際にマップ
づくりに取り組んでみましょう♪
ただ、いきなり支え合いマップといってもイメージが湧かない…
作り方もよく分からない…そんな地域では、ぜひ「模擬マッ
プづくり」を体験してみてください！ 市社協では、支え合い
マップづくりの出前体験講座
（90分程度）
を行っています！

STEP③

マップづくりをしてみよう！

マップづくり体験をした後は…実際にマップづくりに取り組んでみましょう♪

STEP④

支え合いマップで分かってくること…

○人のつながりや支え合いの様子
○特定のニーズや生活課題
○課題解決の方法や人材 …など
地域を知って、支え合いの活動を考えていきましょう！
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第2次岐阜市地域
福祉活動計画の推進

福祉サービス
利用支援事業の充実

3

在宅福祉サービスの
安定運営

地域福祉推進事業
【社協支部活動の推進】
【地域福祉活動計画関連推進事業】
●ふれあい・いきいきサロン事業
●福祉委員制度の設置事業
●ひとり暮らし高齢者のつどい事業
●災害体験講習会・
「日常緊急時」の連携体制推進事業
●児童と高齢者のふれあい事業
●福祉マップづくり推進事業
●支部広報紙の発行事業
【地域参加促進事業】
●高齢者介護予防教室事業
●勤労者地域デビュー作戦事業
●子育て支援サロン事業
●社会福祉施設の地域交流事業への助成
●ふれあいメール事業
【受託事業】
●福祉委員研修
（活動検討）
事業
●生活・介護支援サポーター養成事業
●地域福祉推進フォーラム等各種研修会の開催
●岐阜市福祉の店運営事業
●金婚祝い贈呈事業
●介護予防事業・家族介護教室事業
【ボランティアセンター事業】
●ボランティア情報紙
「にじ」
の発行 ●各種ボランティア講座の開催 ●ボランティア活動保険の普及

住民が地域で自立した生活を送ることができるよう関係機関と連携をとり支援します。
●心配ごと相談・認知症相談 ●ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問事業
●法人後見事業
【受託事業】
●介護相談員派遣事業 ●日常生活自立支援事業
●地域包括支援センター中央北事業 ●生活福祉資金の貸付事業

社協島支部では、福祉委員さんへの研修会に「支え合いマップづくり」を取り入れています！

STEP②

2

福祉サービス利用支援事業

支え合いマップは、その作成過程に様々な人が参画することによって、自分たちの地域
を知る有効なツールになります。地域の問題・課題の共有化、問題解決のための方策の検
討、実践のためのネットワーク・しくみづくりを図っていくことを目的としています。

STEP①

1

平成21年度に策定した「第2次岐阜市地域福祉活動計画」を指針として、社協支部活動を中心とした地域福祉活動を
推進していきます。

▶重点的に取り組みます！
①福祉委員設置・活動の検討

重点目標

目的は
「支え合えるご近所づくり」
！
お互いの顔を見て、信頼し合
うことが「安心」につながります。
マップを使って地域を知っ
て、
「考える道具」
として活用し
よう！

支え合いマップづくりで
聞く質問！
◆住民はどのように
交流しているんだろう？
◆住民の
「たまり場」
は
あるかな？
◆
「心配な人」
はいるの？
◆心配な人に
「関わっている人」
は誰？
◆
「世話焼きさん」
は
いるのかな？

などなど…

在宅福祉サービス事業
独立採算の経営理念のもと、信頼される利用者本位の質の高いサービス提供を実施します。
●訪問介護事業等制度外サービスの実施 ●訪問介護員養成研修2級課程事業
●ねたきり高齢者理容サービス事業
【介護保険事業】
【地域生活支援事業】
●老人居宅介護事業 ●訪問入浴介護事業
●訪問入浴サービス事業 ●移動支援事業
●居宅介護支援事業
【受託事業】
【障害者自立支援事業】
●介護予防支援事業 ●要介護認定訪問調査事務事業
●居宅介護事業

中部学院大学と連携協定調印
平成23年1月21日に本会と中部学院大学及び中部学院大学短期大学部との間で連携
に関する協定書が交わされました。
この協定は、地域福祉の充実と双方の発展のために、互いに連携し協力することを目
的としたものです。
今後、福祉分野における社協の実績と経験や、大学の人的物的資源を活かした連携と協
力が期待されます。
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平成23年度予算

岐阜市社会福祉協議会
一

会

会費収入4.3%
寄附金収入0.6%

収入の部
その他の収入
1.9%
経理区分間
繰入金収入
2.4%

般

前期末支払
資金残高
27.7%

会計単位間
繰入金収入
0.9%

総額

経常経費
補助金収入
16.0%

受取利息
配当金収入
1.1%

社会福祉推進基金
0.6%
ボランティア基金
0.7%

受託金収入5.3%
事業収入0.2%
貸付事業等収入
0.6%
共同募金配分金収入
6.1%
負担金収入4.5%

介護保険収入
18.4%

補助事業等収入
3.4%

支出の部

助成金収入
0.1%

702,542千円

計

当期末支払
資金残高
27.7%

福祉サービス
利用援助事業
2.2%
介護相談員
派遣事業 0.8%
介護予防事業・
家族介護教室
事業 1.7%

法人運営事業
24.4%

総額

702,542千円

共同募金配分金事業
6.2%

老人居宅
介護等事業
19.5%

移動支援事業 1.9%

ふれあいの
まちづくり
事業 6.7%

障害福祉
サービス事業 7.3%

自立支援費等収入6.5%

公

益

事

収入の部

業

特

別

会

計

支出の部
前期末支払
資金残高
28.5%

経理区分間
繰入金収入
0.5%

ボランティア
センター活動
事業 0.3%

受託金収入
22.1%

総額

336,137千円

受取利息
配当金収入
0.1%
補助事業等収入
6.5%

当期末支払
資金残高
28.5%

負担金収入
0.5%

総額

336,137千円
居宅介護
支援事業
33.6%

要介護認定調査
事務事業 7.3%

介護保険収入
41.8%

訪問入浴
サービス事業
13.9%

市民福祉
活動センター
管理事業 4.7%
福祉の店
運営事業 1.7%

地域包括支援センター
中央北事業 10.3%

【一般会計】
●法人運営事業
●ふれあいのまちづくり事業
●移動支援事業
●福祉サービス利用援助事業

●共同募金配分金事業
●老人居宅介護等事業
●介護予防事業・家族介護教室事業
●福祉ボランティア基金

●ボランティアセンター活動事業
●障害福祉サービス
（居宅介護）事業
●介護相談員派遣事業
●社会福祉推進基金

【公益事業特別会計】
●岐阜市民福祉活動センター管理事業
●居宅介護支援事業

●岐阜市福祉の店運営事業
●地域包括支援センター中央北事業

●訪問入浴サービス事業
●要介護認定訪問調査事業

あたたかな心ありがとうございます 。
皆様からの善意のご寄附は、ボランティア活動の推進や、各種福祉事業などに活用させていただきます。
12月21日から3月31日までに、次のとおりご寄附をいただきました。
期間中、1,000円以上の寄附の方のみ掲載しております。（敬省略）
●社会福祉事業へ

20,000円
・KYB労働組合
・岐阜市立岐阜商業高等学校
模擬株式会社 市岐商デパート 20,000円
・財団法人
3,000,000円
岐阜社会福祉事業協力会
・株式会社桜JAPAN
・TECSえんどう 遠藤光二
・廣瀬君子
・匿名
4
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7,200円
5,561円
5,000円
10,000円

●福祉ボランティア基金へ
・匿名
・根津智紀

8,000円
10,000円

模擬株式会社 市岐商
デパート様から、売上
金のご寄付をいただき
ました。

東北地方太平洋沖地震等への
被災支援・災害ボランティア情報
3月11日に発生した
「東北地方太平洋沖地震」
などの被害に対して、市民の皆さまから多くのお問い合わせをいただ
いており、被災地支援に対する思いを感じております。その思いをよりよい形で被災地に伝えていただくために、
本会においても、情報収集・提供に努めています。
また、情報につきましては、本会ホームページへ掲載し、随時更新いたしますので、最新情報をご確認ください。
なお、状況については日々変化しておりますので、最新の情報と相違する場合があります。ご了承下さい。

●義援金の受入口座
中央共同募金会
金 融 機 関
ゆ う ち ょ 銀 行

店

名

口座番号
00170-6-518

名
義
中央共同募金会 東北関東大震災義援金

農 林 中 央 金 庫

本

店

（普）
7250380

社会福祉法人

中央共同募金会

三 井 住 友 銀 行

東京公務部

（普）
0155400

社会福祉法人

中央共同募金会

三 菱 東 京UFJ銀 行

本

店

（普）
0031265

社会福祉法人

中央共同募金会

中央三井信託銀行

本店営業部

（普）
1457460

社会福祉法人

中央共同募金会

り そ な 銀 行

東京公務部

（普）
0036576

社会福祉法人

中央共同募金会

口座番号
0014-8-507

日本赤十字社

災害口
災害義援金口

日本赤十字社
金 融 機 関
ゆ う ち ょ 銀 行

店

名

名
義
東北関東大震災義援金

●災害ボランティアの相談について
岐阜市社会福祉協議会
〈電話〉
255-5511
（平日8:45〜17:30）
岐阜市NPO・ボランティア協働センター
〈電話〉264-0011
（木曜日を除く12:00〜21:00・日曜日は19:00まで）

岐阜市社会福祉協議会ホームページ
http://www.gifushi-shakyo.or.jp

平成22年度
平成22年度
共同募金運動に
ご協力いただき
岐阜市地区総額
ありがとうございました。

日赤社資

募金額

64,396,121円
皆さまからお寄せいただいた募金は、岐阜県共同募
金会を通じて平成23年度に保育園や障害者施設など
で行われる福祉施設の整備や、社会福祉協議会が実施
する地域での福祉活動、ボランティア活動などの事業
に使われます。

55,544,845円
皆さまのあたたかい
ご支援に支えられ、
赤十字活動を
展開することができました。
心から感謝いたします。
皆さまからお寄せいただきました社資は、日本赤十
字社岐阜県支部を通じて、国際活動や災害救護活動等
の充実に役立てられます。
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社会福祉協議会 支部活動
─ いきいき社協支部活動 ─
社協支部は、「誰もが住み慣れた地域で家
族や友人、地域の人々とともに、心豊かに健
康的でいきいきとした生活ができる福祉のま
ちづくり」の実現のために、市社協と一緒に
なって地域福祉に取り組む組織です。
人と人との交流が希薄になったといわれて
いますが、地域で開催される社会福祉協議会
支部の事業に参加して、普段の生活に「いき
いき」
をひとつ加えてみませんか？

岐阜市社会福祉協議会は

「安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現を目指しています
岐阜市社会福祉協議会は市内に4つの拠点を設置し、
地域の特性に合わせた事業を展開しています。ぜひご活用下さい。

ボランティアセンターは、ボランティア活
動を行う人・必要とする人の応援団です。
ボランティア活動に関
する相談・情報提供

社協事務局
（本所）
2階・中央センター1階
●
●

社会福祉法人
岐阜市社会福祉協議会
中央センター

長良橋通り

金華橋通り

忠節橋通り

岐阜西通り

ボランティアに関する
各種講座の開催
（今号9ページをご覧下さい。）

至 大縄場大橋

市役所

岐阜市福祉
健康センター

岐阜市都通2丁目2番地
岐阜市民福祉活動センター内 1階・2階
社協事務局 岐阜市ボランティアセンター／TEL：255-5511・FAX：255-5512
岐阜地区福祉サービス利用支援センター／TEL：252-6661
中央センター／TEL：255-5010・FAX：255-5011

☆活動中の怪我や事故が
増加しています。 安心し
てボランティア活動をして
いただくためにぜひ、ご
加入下さい。
（今号10ペー
ジをご覧下さい。）

介護予防教室（京町支部）

岐阜地区福祉サービス
利用支援センター

時

毎週火曜日（祝日を除く）
午前10時から正午

電

話

253-0294

●福祉に関する相談

長良

至 鏡島大橋

岐阜環状線

長良公園

長良高校

岐阜市長良東2丁目140番地
岐阜市北市民健康センター内 1階
TEL：295-1185・FAX：296-7128
公共交通機関 岐阜バス
松籟加納線
（E18、E19、N43）
「長良医療センター口」
下車
おぶさ墨俣線
（N41、W65)
「長良堀田」
下車 北へ800m

日

時

電

話

南部センター

スーパー

岐阜市柳津町下佐波1丁目8番地
社協柳津支所・柳津センター(同一番号）
TEL：279-1800・FAX：279-1898
公共交通機関 岐阜バス
茜部三田洞線（E70、E71、N61、N62)「下佐波」下車
西へ50m

日

幼稚園

至 羽島

岐阜市茜部菱野1丁目75番地2
岐阜市南市民健康センター内 2階
TEL：277-8680・FAX：277-8681
公共交通機関 岐阜バス
加納南線
（E13、E12、K35）
「南市民健康センター前」
下車
茜部三田洞線
（E70、E71、N61、N62）
「城南病院前」
下車
西へ500m

毎週月曜日から金曜日
午前9時から午後5時
（祝日を除く）
253-0294

●家庭での困りごとや心配ごとなど
日

時

毎週木曜日（祝日を除く）
午後1時から4時

場

所

市役所2階市民相談室

電

話

市役所265-4141
※基本的には来所相談です

●日常生活自立支援事業に関する相談

●福祉事業に関すること

●要介護認定訪問調査に関すること

●訪問介護事業に関すること

●訪問入浴介護事業に関すること※1

●居宅介護支援事業に関すること
2011 No.131

●認知症高齢者の介護に関する相談

国道21号

各センターの主な業務

6

福祉に関するご相談に応じています。

日本赤十字社
岐阜県支部

北部センター 医療センター

ボランティア活動者の情報交換・
仲間づくり、市民への啓発のた
めに、「子ども・3世代交流フェス
ティバル」を毎年開催しています。

各種相談

北部センター
至 高富

☆福祉体験サポーターと共に
出前講座を実施しています。
（今号9ページをご覧下さい。）

焼肉屋

岐阜南警察署

やないづ
もえぎの里

岐阜 南濃線

佐波保育所

岐阜市社会福祉事業団

至 笠松

柳津
小学校

墨俣線

主要地方道

福祉サービス利用援助
日常的金銭管理サービス
書類等預かりサービス

県道笠松

スーパー

桜ヶ丘
公園
岐阜市保健所
中市民健康センター

南部センター
至 県庁

岐阜市社協柳津支所
柳津センター
境川

●利用できるサービス

電機工事会社

社協柳津支所・柳津センター

至 流通団地

岐阜地区福祉サービス利用支援センターで
は、
日常生活自立支援事業を実施しています。
高齢者や障がい者の中には、「福祉サービ
スを利用したいけれど、手続きの仕方がわか
らない」
「大切な書類の保管場所を忘れてし
まう」
ことが考えられます。こうした方々が、
住みなれた地域の中で安心して暮らせるよ
う、支援します。

公共交通機関 岐阜バス
鏡島・市橋線（K15、K16） 真正大縄場線（085、080、075）
「福祉センター保健所前」下車
岐阜高富線（G51、G30）「鍵屋」下車 北へ300m

〒

岐阜市
福祉活動センター

岐阜駅

社協は、岐阜市保健所・岐阜市中市
民健康センターの東側に桜ヶ丘公園
があり、その北側に隣接した、
「コミュ
ニティタウン本郷」という8階建ての
建物の中にあります。
この建物は、3〜8階が「本郷ハイツ
（市営住宅）」、1〜2階が「岐阜市民福
祉活動センター」になっており、この
中の2階に社協事務局、1階に中央セ
ンターがあります。

福祉教育の推進

ボランティア活動保険
の啓発・普及
本郷町

ふれあい・
いきいきサロン
（岩野田北支部）

ボランティア情 報 紙
「にじ」の発行

至 西野町

カレー屋

J R東海道本線

岐阜市
ボランティアセンター

※1…訪問入浴介護事業は中央センターにご連絡下さい。

日

時

電

話

毎週月曜日から金曜日
（祝日を除く）
午前9時から午後5時
252-6661

2011 No.131
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福祉コミュニティ構築推進支援事業

社協支部の 活動を 紹介します！
本会では、岐阜県社会福祉協議会（岐阜県）並びに岐阜市
から「福祉コミュニティ構築推進支援事業」の助成を受け、
福祉委員活動についての検討や福祉マップづくり、災害や
日常の緊急時に対する地域の取り組みを推進しています。
昨年度は、本荘地区、島地区、鷺山地区の３地区が指定を
受け、社協支部を中心に各種事業に取り組んできました。
今号から３号に渡って、それぞれの地区の社協支部での
取り組みを紹介していきます。第１弾は、社協本荘支部の
活動です！

１

Vol.

本荘支部

福祉コミュニティ構築推進支援事業とは

市町村社協が行う地域での支え合いによる制度外
サービスの整備・充実のための取り組みを支援する
事業
【活動内容（例示）】
・見守りネットワーク活動
・要支援者マップづくり
・ふれあいサロン
・助け合い（生活支援）活動
・災害時要援護者支援対策 など

重点：災害時要援護者支援対策

災害時や日常の緊急時に対応できるよう、近隣住民同士で「誰が」
「どのように」支援していくのかについて、
地域の実情を踏まえた体制づくりを目指して、各種事業を実施しました。

本荘支部

井上いほり 支部長

〜 平常時の
「きずな」が緊急時の「きずな線」
に！〜

本荘支部では、ふれあい・いきいきサロンや福祉マップ
づくりに取り組んでいくことで、地域の「きずな線」を強化
していこうと考えています。
子育てから介護まで、安心して支え合える地域づくりを
目指して、本荘という住みなれた地で、安心して暮らして
いただけることを願って、社協支部活動を進めていきます。

取組②

地域でのふれあい活動の推進！

「地域の方がより集まりやすい場所に！」と、地域にあ
る福祉施設、神社、喫茶店の協力をいただきながら、小
地域で集える場所を探し、サロ
ン活動を進めてきました。放送
機器やスクリーンを活用して、
より楽しめるふれあい活動を目
指しています。

取組① 福祉マップ作成ワークショップの開催！
県域統合型GISを活用して、福祉マップを作ってい
きました。福祉マップづくりのワークショップは、地
域の地形的特徴を知る場であると同時に、地域の情報
を話し合う場にもなっています。福祉マップの作成を
通じて
「お互いさまの関係づくり」
を進めています。

取組③ 「命のバトン」
活動を展開！
７会場で開催した「ひとり暮らし高齢者の集い」で、担
当の民生委員さんからお一人暮らしの高齢者の方へ救急
医療情報キット「命のバトン」を手渡しました。個人確認
ができるよう、顔写真を配布時に撮
影し、シールにして情報用紙に添付
しています。また、キットの配布に
ついては、医療機
関等の関係機関に
救急隊員さんによって
活用された事例も
も周知しています。
出てきています！

取組④

GIS = 地理情報システム

県域統合型GISの使い方研修を開催!
地域の情報をPCで管理していきます!!
8
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地域活動リーダー人材の育成！

地域での活動を進めてい
くには、活動の核となるリー
ダーの存在は欠かせません。
福祉委員制度の導入を目指
し、その役割や活動につい
ての検討を進めています。

平成23年度ボランティア塾 受講者募集
ボランティア塾では学校とはまた違う仲間たちと、
福祉体験、交流体験、募金活動などのボランティア体
験を中心に講座を開催いたします。是非この機会に、
新たな発見をしてみよう！
お申し込みをお待ちしています。
対 象：市内在住、在学の小学４年生～６年生
定 員：20名程度
参加費：無料
会 場：柳津生涯学習センター
（岐阜市柳津町下佐波1-7） 他
開始日時

内容・場所

6月25日（土）
9：30～11：30

オリエンテーション・福祉講話
（柳津生涯学習センター）

7月28日（木）
9：30～11：30

車いす・アイマスク体験
（柳津生涯学習センター）

8月
（未定）
10：00～12：00
9月17日（土）
9：30～11：30

夏祭りに参加しよう（高齢者介護施設）
自閉症を理解しよう
（市橋コミュニティセンター）

10月15日（土） 手話を学ぼう（聴覚障がい者との交流）
9：30～11：30 （市橋コミュニティセンター）
11月23日（水・祝） 赤い羽根共同募金
10：00～12：00 （柳津ふれあいフェスティバル会場）
12月10日（土） 全体のまとめ
9：30～11：30 （市橋コミュニティセンター）
※日程については、変更する場合があります。

ボランティア塾へのお申し込みは…
電話もしくはＦＡＸにて下記の事項をお伝え下さい。
①氏名 ②住所 ③電話番号 ④年齢 ⑤学校名
岐阜市社会福祉協議会
電話 255-5511
FAX 255-5512

福祉体験サポーター会の活動が表彰されました！
！
福祉体験サポーター会は小・中学校や企業、行政
などから依頼を受け、車いす体験や視覚障がい者体
験、高齢者擬似体験などを岐阜市社会福祉協議会と
協働実施をしています。平成22年度は回数にして51
件の福祉体験を実施しており、ますます精力的に活
動されています。
今回、この福祉体験サポーター会の活動に対して、
岐阜東ロータリークラブ様から社会奉仕功労者とし
て表彰をいただきました。会を代表して、表彰状を
受け取ったボランティアの方は、「福祉体験学習を通
して、障がい者福祉に関心を持ち、人を思いやる心
を養っていただき、それぞれの立場で地域の社会福
祉に積極的に参加していただける人が育っていって
もらえることを願っています。」と挨拶をされました。
福祉体験サポーター会では、福祉体験の依頼を募
集しています。福祉体験の依頼、お問い合わせ等あ
れば岐阜市社会福祉協議会までご連絡をお待ちして
おります。

福祉体験サポーター会
平成15年7～8月にかけて、社協主催の「福祉体験サポーター
養成研修会」修了生が活動の始まり。同年、秋から修了生
20人ほどで活動開始。
社協では、毎年「福祉体験サポーター養成研修会」を開催
し修了された方が、サポーターとして活躍している。現在は、
31人で活動中。
また、市内の小・中・高校などから毎年50件以上の依頼
を受け、メンバーが交替で活動を行っている。
2011 No.131
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＊＊ 岐阜市社会福祉協議会からのお知らせ ＊＊

平成23年度「ボランティア活動保険」の加入手続きを受け付けています
ボランティア活動保険は活動場所への行き帰りを含
め、活動中におこったボランティア自身のケガや、他人
の身体・財物に損害を与えた時に補償される保険です。
ボランティア活動保険の掛金（年額）
Ａプラン …… 280円
Ｂプラン …… 420円
●保険金をお支払いする主な例
①傷害事故
ボランティア活動中の急激・偶然・外来の事故に
よりケガをした場合に保険金をお支払いします。
・清掃ボランティア活動中、転んでケガをした。
・ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあった。

②賠償事故
ボランティア活動中の偶然な事故により他人にケ
ガをさせたり、他人の物を壊したことにより法律上
の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いし
ます。
・家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花び
んを落とした。
・自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って
他人にケガをさせた。
その他、ボランティアグループなどが主催者となる
行事開催中に参加者がケガをしたり主催者が賠償責任
を負った場合に補償するボランティア行事用保険もあ
ります。
ボランティア活動保険の加入・申請方法などの詳細
につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

生活福祉資金
（総合支援資金）貸付のご案内
貸付の対象

資金種類・貸付限度額

失業等により日常生活全般に困難を抱え、生活の立
て直しのために継続的な相談支援（就労支援、家計指導
等）と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行
うことにより自立が見込まれる世帯で次のいずれの条
件にも該当する場合。

●生活支援費
（生活再建までの間に必要な生活費用）
・貸付限度額 2 人以上 月額20万円
単身世帯 月額15万円
・貸 付 期 間 6か月以内

・低所得世帯で、失業等により生活に困窮し、日常生
活の維持が困難となっていること
・生計中心者が離職の日から原則として2年を超えて
いないこと
・借入申込者の本人確認が可能であること
・住居が有ること又は住宅手当緊急特別措置事業におけ
る住宅手当の申請を行い、住宅の確保が確実に見込ま
れること
・貸付後の継続的な支援を受けることに同意できること
・貸付及び支援を行うことにより、自立した生活を営
めることが見込まれ、償還が見込まれること
・失業等給付、生活保護、年金等他の公的給付または
公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うこ
とができないこと
・外国人の場合は、将来とも永住する確実な見込みが
あること
（特別永住者・永住者・定住者・日本人の配
偶者等・永住者の配偶者等）
・世帯に属するものが暴力団員でないこと

●住宅入居費
（敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用）
※ただし、原則として当該入居予定住宅の賃料につ
いて国で定める住宅手当緊急特別措置事業におけ
る住宅手当の申請を行っている場合に限る。
・貸付限度額 40万円
●一時生活再建費（生活を再建するために一時的に必要
かつ日常生活費で賄うことが困難である費用）
例 転居が必要な場合の転居費用、家具什器費など
・貸付限度額 60万円

償還期限
据置期間経過後原則10年以内

連帯保証人と貸付利子
・原則として借受人と別世帯に属する連帯保証人が
1名必要。
・連帯保証人を立てる場合は貸付利子は無利子。
・連帯保証人が得られない場合は、貸付利子は年
1.5％。
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頭 すっきり 体 しゃっきり

各種介護予防教室のご案内

高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、健康でいきいきとした老後の生活が送れるよう、各種介護予防
教室を開催します。

③認知症予防教室

●時 間 午後1時30分～3時
●日程・内容

●時 間
●テーマ
●日程

5 月11日（水）

ストレッチング・体力測定

5 月18日（水）

運動と体力

5 月25日（水）

ストレッチング

6 月 1 日（水）

有酸素運動

6 月15日（水）

ウォーキング

6 月22日（水）

筋力トレーニング

6 月29日（水）

トレーニングの基礎原則

7 月 6 日（水）

ストレッチング・体力測定

●場

所

岐阜市社会福祉協議会（都通2-2）

②家族介護教室
●時 間 午後1時30分～3時
●日程・内容
6 月23日（木）

認知症の気づき方・接し方

7 月14日（木）

福祉用具を安全に使うために

8 月18日（木）

介護者のストレス対応方法について

●場

所

岐阜市社会福祉協議会（都通2-2）

①～④のお申し込みについて

月曜日コース 金曜日コース

①運動指導教室 全８回コース

●場

午前10時～11時30分
頭すっきり、忘れん脳

① 5 月23日
（月）

② 6 月20日
（月）

③ 7 月11日（月）

④8月8日
（月）

⑤ 9 月12日
（月）

⑥10月17日（月）

⑦11月14日
（月）

⑧12月19日
（月）

⑨ 1 月16日（月）

② 6 月17日
（金）

③ 7 月22日（金）

④ 8 月26日
（金）

⑤ 9 月16日
（金）

⑥11月25日（金）

⑦12月16日
（金）

⑧ 1 月20日
（金）

⑨ 2 月10日（金）

⑩2月6日
（月）
① 5 月20日
（金）

⑩ 3 月16日
（金）

所

岐阜市社会福祉協議会（都通2-2）
各回内容は違います。

④介護予防教室
●時 間 午後1時30分～3時
●日程・内容
6月3日
（金） 園芸健康法「寄せ植えを楽しみましょう」
※6月7日
（火） リンパマッサージで心も体も若返り
7 月15日
（金） フラダンスで楽しく足腰元気に

●場

所

岐阜市社会福祉協議会（都通2-2）
※ケアハウスささゆり（北山1-15-25）

●対 象
おおむね65歳以上の高齢者及び家族
（1回のみの参加が可能です。運動指導教室はできるだけ全回出席できる方）
●お申し込み方法
おおむね開催日の1週間前までに、電話またはFAXで・住所
●お申し込み先

岐阜市社会福祉協議会 中央センター

・氏名

電話

・生年月日

255－5010

FAX

・電話番号をお伝え下さい。
255－5011

ホームヘルパー・ガイドヘルパーを募集しています
●登録できる方
・訪問介護員養成研修2級課程を修了された方、又は
介護福祉士の資格がある方
・ガイドヘルパーの講習を修了された方
（ただし、外
出時の介護のみ）
・1週間に2日以上、1日2時間以上活動可能な方
※土・日曜日に活動できる方大歓迎

●ガイドヘルパーの活動内容
・外出及び余暇活動等の社会参加のための外出支援
●ご用意いただくもの
・顔写真2枚（2.5cm×2.5cm）
・印鑑
・養成研修修了証

●ホームヘルパーの活動内容
・身体介護
（食事・入浴・排泄介助等）
・生活援助
（掃除・洗濯・調理等）

訪問入浴サービス事業における看護師も募集しています。
（週2日程度勤務できる方 未経験者可）

●問い合わせ先
在宅福祉サービスグループ

TEL 255-5511
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岐阜市社会福祉協議会では、岐阜市内50地区（おおむね小学校区）に地域住民の
みなさんで組織される社協支部を設置し、地域福祉事業を進めています。

芥見支部

ふれあい・いきいきサロン

開 催 日 ／ 各公民館

年1〜5回

開催場所 ／ 長山公民館

芥見支部では、9会場の公民館で年間を通じて16回サロンを開
催しています。保健師、地域包括支援センター、警察、近隣の病
院や福祉施設、食生活改善推進協議会、日赤奉仕団、筋トレサポー
ター、社協等の関係者が交互にテーマ別でお話をしています。
近隣のデイサービスの職員の指導のもと、ストレッチングや新聞棒を使った体操で
体をほぐし、その後、日赤奉仕団の方による、三角巾の使い方講習会を受けました。

長良西支部 いきいきサロン長良西
開 催 日 ／ 毎月第3水曜日
開催場所 ／ 長良西公民館
三味線の伴奏で季節の歌や「我ら人生60から」を合唱すると元
気になれます。小物作りや筋トレなどの行事は色々で、お開きは
「浦島太郎」で肩たたきをして終わります。
8・4・2・1と数を間違えないように肩たたきして、三味線の伴奏に合
わせて浦島太郎を歌います。
ちょっと間違えたときの笑顔が可愛いです。

長森北支部 長森北いきいきサロン
開 催 日 ／ 毎月第3日曜日
開催場所 ／ ハイツ長森
聴いておしゃべりして何かを発見、毎月会場を持ち回りで開催
している、ふれあいサロン「日曜喫茶」です。コーヒーとパンをい
ただきながら、おしゃべりの時間を楽しんでいます。
すき焼きゲームで盛り上がり、わいわいがやがや
会話も弾み、誰もが主役です。

加納西支部 健康井戸端会議
開 催 日 ／ 毎月第1火曜日
開催場所 ／ 加納西公民館
健康相談日と同じ日に開催しています。地域の各団体役員さん
が月ごとに担当され、ゲーム・手芸・運動・踊りなど誰もが楽し
く参加できるサロンです。
昨年末は、白いタオルで今年の干支である、ウサギを作りました。
ちょっとした工夫で、いろんな表情のウサギができました。
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アドレス http://www.gifushi-shakyo.or.jp

E メール office@gifushi-shakyo.or.jp

