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私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

古紙配合率70％再生紙を使用しています

市民と実現しています！ 地域福祉活動計画Ⅳ
中間評価結果報告

平成23年度から26年度までの4年間、みたか社協が市民のみなさんと共に
どのような活動を行っていくかを定めた地域福祉活動計画Ⅳは、前計画の最終評
価を踏まえ策定されました。初年度である23年度分の評価が、地域福祉活動計
画推進評価委員会（委員長：福島喜代子ルーテル学院大学教授）により24年度
に行われましたので、その結果をお伝えしています。
みたか社協ではこれら評価結果を踏まえ、さまざまな状況に応じた社協活動を
展開できるように計画の推進を図ってまいりたいと思います。

中間評価とこれからの取り組み
子育てサロンの拡充と親支援

家族介護者支援

見
守
り
活
動
の
強
化

１．総評
・先駆的な取り組みが多い
・市民に事業などが十分に周知されていない

ニーズに変化のある領域もあるため、計画に掲げられていないことへも取
り組んでいきます。

２．最重点事業の評価
・見守り活動の強化

見守りマップ作成の推進や関連団体との連携が図られている。
災害時要支援者への支援活動にもつながるため、地域での見守り活動の一
層の強化と、地域包括支援センターなどの連携先と情報の共有を図り、地
域の活動を支える基盤作りを進めていきます。

・子育てサロンの拡充と親支援
子育てサロンボランティアの養成や他団体のサロン活動のサポート、ほのぼの
ネットと協力してのサロンの開催など新たな取り組みが行われている。

自主的活動の推進や、ほのぼのネットなどと協力して子育てサロンを開催
し、今後も多くの方が参加できる機会を提供していきます。

・家族介護者支援
男性介護者への取り組みなど、新しいニーズを発掘しそれに応える事業展開が
されている。

孤立しがちな男性介護者へ、必要な情報と語らいの場を提供するため、介
護者が参加しやすい環境作りを進めます。

・災害ボランティアセンター運営
事業 PR などは行ったものの、立ち上げ訓練などには取り組めなかった。

災害についての関心は高く、この機を逃さず取り組んでいきます。

これから

これから

これから

これから

これから

助産師会と社協が共催し、ほのぼのネットの協力を得て開
催された、子育てサロンでの１コマ。
日頃の子育てを少しだけネット員さんが交代してお母さん
もひと息。

介護者談話室からうまれた男性介護者による、「俺たちの料
理教室」。
真剣に勉強しつつ、笑みもこぼれます。

ほのぼのネット員さんが見守りマップを作成しています。
この地図を元に、心配な人を見逃さない地域作りに取り組んで
います。
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お出かけの支援いたします。
　軽自動車のスロープ式車椅子専用福祉車両
（禁煙）です。買い物、通院、お墓参り等お出かけ先や病院
などの予約代行、買い物代行、見守り代行等ご利用者の方
がご乗車されない救援も致します。ご相談ください。
※介護保険、福祉チケット等は適用しておりませんので、ご了承ください。

みたか介護タクシー
電話/FAX：0422－32－1601　増田まで

自筆遺言・遺言公正証書や遺産分割協議書の
相談、作成をサポートします !

自筆遺言・遺言公正証書や遺産分割協議書の
相談、作成をサポートします !

後藤行政書士事務所後藤行政書士事務所

東京都三鷹市下連雀三丁目28番21号　三鷹駅前第2アパート604号

（東京都行政書士会所属　会員番号6225号）

☎0422-48-3515

行政書士　後 藤 尚 武

福祉車両（ウェルキャブ）コーナー
常設展示場

ウェルキャブ車を3日間
無料でお貸しいたします。

〒181-0014  三鷹市野崎3-8-10

カーテラス三鷹店

私 達 は 、 地 域 の 福 祉 活 動 を 応 援 し て い ま す （ 広 告 ）

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

このマークは視覚に障がいをおもちの方
が使う音声コード（SPコード）です。
音声読み上げ装置で音声コードを読みと
ることで、活字情報を音声化します。

音声コードでバリアフリー化 ①

平成25年度の予算をお知らせします
　平成25年度の予算は3月の理事会、評議員会で承認されました。社協の主な事業と予算
を紹介します。

子育て支援の事業に
・学童保育所の運営	 ３億８，３３７万７千円
・子育て応援事業（子育てサロンの開催など）	 ６８万９千円
・ひとり親家庭の交流レクリエーション旅行	 ６８万５千円
・児童福祉団体への助成	 ２０万５千円

障がい者のための事業に
・身体障がい者のレクリエーション旅行	 ８１万４千円
・障がい者ヘルパーの派遣	 １，２９２万２千円
・ガイドヘルパーの派遣	 ４７４万８千円
・視覚障がい者の読み書き支援	 １８万円
・障がい者福祉団体への助成	 ８０万円

高齢者のための事業に
・介護者の交流	 ２９９万５千円
・介護予防講座の開催	 ６３万６千円
・歩く運動奨励事業	 ６万８千円
・権利擁護センターの運営	 ２，８２３万６千円
・老人福祉センターの管理運営	 １，００２万６千円

ボランティアに関する事業に
・ボランティアセンターの運営	 ７６８万７千円
・ほのぼのネット事業	 	４６４万９千円
・電話訪問事業	 ４０万１千円
・災害ボランティアセンター	 １０万５千円

低所得者 ･罹災者のための事業に
・生活福祉資金の貸付	 ７８１万８千円
・住宅支援給付事業	 ４００万円
・罹災者への支援	 ７万円

①自主財源等 ②補助・委託料 収入（①＋②） 支出
一般会計 87,903,000 550,441,000 638,344,000 617,019,000

法人運営事業 45,608,000 137,881,000 183,489,000 160,987,000
地域福祉事業 11,782,000 8,391,000 20,173,000 20,173,000
在宅福祉事業 53,000 420,000 473,000 473,000
ボランティア事業 10,753,000 272,000 11,025,000 11,025,000
放課後児童健全育成事業 0 386,145,000 386,145,000 383,377,000
助成事業 5,857,000 960,000 6,817,000 6,816,000
生活福祉資金貸付事業 0 7,872,000 7,872,000 7,818,000
障がい者自立支援事業 13,850,000 0 13,850,000 17,850,000
低所得者・離職者対策事業 0 8,500,000 8,500,000 8,500,000

公益事業特別会計 56,803,000 62,580,000 119,383,000 136,178,000
居宅介護支援事業 56,126,000 0 56,126,000 73,126,000
介護支援事業 1,000 12,721,000 12,722,000 12,722,000
公益事業 676,000 49,859,000 50,535,000 50,330,000

貸付事業特別会計 8,865,000 0 8,865,000 22,000,000
歳末たすけあい特別会計 6,880,000 0 6,880,000 6,880,000
収益事業特別会計 610,000 0 610,000 610,000

■平成２5年度予算のあらまし（経常活動資金収支）� 単位 / 円

　平成２５年度は75の事業に取
り組みます。事業の実施にあたっ
ては、市民の皆さまからいただい
た会費や寄附金などを大切に使
わせていただいております。

総務係　℡0422－46－1108問

「安心して老いを迎えるためのミニ勉強会
～介護保険とお金の管理～」開催のお知らせ

茶道教室会員募集

東日本大震災義援金を受付けています

 参　加　市内在住・在勤の60才以上の方（老人福祉センターの利用登録が必
要となります）　初心者経験者問わず大歓迎です！

 日　時　毎月第２・第３火曜日　午後１時～４時
 会　場　福祉会館３階和室
 会　費　月1,000円

総務係　℡0422－46－1108問

　東日本大震災発災以降、多くの市民・団体・企業の皆さまから
義援金をお預かりし、日本赤十字社へ送金させていただきまし
た。みたか社協でお預かりした義援金の総額は、平成25年3月
25日現在で5,800万689円となっています。多大なご支援に
感謝申し上げます。
　義援金の受付は、平成26年3月31日ま
でとなっておりますので、今後もご協力を
お願いします。

◎義援金受付
三鷹市社会福祉協議会　地域福祉係（三鷹市野崎1-1-1
　三鷹市福祉会館2階）
※三鷹市役所1階受付と三鷹市福祉会館1階には募金箱
も設置されています（午前9時から午後4時30分で、平成
26年3月27日（木）まで設置予定）。

地域福祉係　℡0422－46－1108問

ブログ始めました！
　みたか社協では、広報紙やホームページだけでは伝えきれない情報をお伝えするため、
ブログ「三鷹市社会福祉協議会の日記」を始めました。事業のPRや報告、各
種お知らせ、社協の日常の様子など、様々な内容でお届けしておりますの
で、ぜひ一度お越しください。

アドレス：http://mitakashakyo.seesaa.net/
携帯電話、スマートフォンはこちらから！

 日　時　平成25年６月27日（木）　午後2時～
 会　場　大沢原地区公会堂（三鷹市大沢１-12- ６）
 申　込　電話にてお申し込みください。
　　　　 三鷹市大沢地域包括支援センター　℡0422-33-2287　または
　　　　 権利擁護センターみたか　℡0422-46-1203

問
問
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新築から小さなリフォーム、
住み替え等々、何でもご相談下さい。

桂建設株式会社

東京都三鷹市牟礼1-5-15

http://www.katsura-group.com

Tel:0422-45-5730（代）Fax:0422-45-5923（代）

リフォームのカシマリフォームのカシマ
安全で快適な住まいづくりの応援団

三鷹市下連雀2ー14ー43
㈲Ｒ＆Ｍ’カシマ

リフォーム全般承ります。
介護保険も利用できます。受領委任払い可。

お電話お待ちしています。 TEL：0422－26－6022

三鷹店
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 9-3-15

・住宅改修、各種介護用品、福祉用具レンタルの取り扱い
　を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　（日曜日、祝日、年末年始を除く）

TEL：0422-42-6811 FAX：0422-41-2722

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

私 達 は 、 地 域 の 福 祉 活 動 を 応 援 し て い ま す （ 広 告 ）

音声コードを印刷しても視覚障がい者が
その印刷部に音声コードが添付されてい
ることに気づきません。そこで音声コー
ドが添付された印刷物には必ず切り込み
が入れられています。

音声コードでバリアフリー化 ②

みたか社協へのご寄附　�みなさまのこころあたたまるご寄附ありがとうございました。
【平成24年12月７日～平成25年３月31日】（敬称略、順不同）

【一般寄附】
三鷹市ゴルフ連盟……… 94,000円
三鷹フリーマーケット運営委員会 55,000円
三鷹三田会……………… 50,500円
第44回社会教育会館のつどい
陶芸利用団体連絡会 …… 50,100円
釜井　照子……………… 50,000円

カトリック調布教会…… 50,000円
【一円硬貨募金】
株式会社Jマート三鷹店 … 57,819円

【福祉基金】
神竜山井口院…………… 800,000円

　ご寄附いただいた方のうち、5万円以上の方を
掲載させていただいております。なお、ご寄附い
ただいた方全員のお名前は「広報みたか」及び本
会ホームページ（http://www.mitakashakyo.
or.jp/）に掲載させていただいております。

　社会福祉法人への寄附は、所得税法上の寄
附金控除、住民税の税額控除、法人は法人税法
上の損金算入が出来ます。　※確定申告に際
して本会発行の領収書が必要となります。

住宅支援給付事業とは、離職者であって就労能力・意欲ともにある方で、住まいを失っている方
や失うおそれのある方を対象に、安心して就職活動ができるよう、6ヶ月を限度に家賃に充てるた
めの費用を支給する事業です。

地
ち い き ふ く し け ん り よ う ご じ ぎ ょ う

域福祉権利擁護事業のご紹介
○書類がたくさん届くけど、どう整理や手続きしたら良いの？
○1人で銀行に行って手続きをするのが難しい。払戻しに一緒に行って欲しい。
○大切な書類を自宅で保管するのが不安…

権利擁護センターみたかの私達がお手伝いします！
地域福祉権利擁護事業は、ご契約にもとづきご本人の日常生活をお手伝いいたします。
　①福祉サービス利用に関する手続きなど
　②日常的な金銭管理（生活費の払戻しや公共料金・家賃のお支払いなど）
　③大切な書類のお預かり

※高齢・障がいなどにより支援が必要な方で、契約内容を理解し、ご本人が利用を希望していることが条件です。
※利用は有料です。ただし、生活保護世帯には減免制度があります。

「権利擁護センターみたか」の職員がご相談をお受けいたします。事前にお電話を頂くとスムーズです。
受付時間　月曜日から金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

電話：０４２２－４６－１２０３　FAX：０４２２－７１－２０５３　E-mail：kenri-mitaka@mitakashakyo.or.jp

権利擁護センターみたか
へご相談下さい。

相談受付
センター職員が訪問し、
事業の説明を行います。
利用の希望や生活状況
等について確認を行いま
す。

利用調査
必要により、家族や関係
機関との調整も行います。

関係機関との調整
支援内容を検討し、支援
計画を立てます。

支援計画作成
ご本人と三鷹市社会福祉
協議会で契約を結びます。

契約締結
担当の生活支援員が支援
計画に沿って定期的に支
援を行います（有料）。必
要に応じて支援計画の見
直しを行います。

サービスの開始利
用
ま
で
の
流
れ

住宅支援給付事業のご案内

支給対象者（①～⑧を全て満たす方）

支給金額（1ヶ月の上限額）

①　2年以内に離職した65歳未満の方
②　離職前に、自ら労働して得た賃金で、主として世帯の生計を維持していた方
③　就労能力および常用雇用の意欲があり、ハローワークへ求職申し込みを行う方
④　既に住宅を喪失している方、もしくは、現在入居している賃貸住宅を喪失する恐れのある方
⑤　原則として収入のない方。ただし、一時的な収入がある場合は、同居の親族の収入を含め、月の合計額が以下の金額である方
　　単身世帯：13万 8千円　　　2人世帯：17万 2千円　　　3人世帯～：24万 2千円
⑥　本人及び同居親族の預貯金の合計額が次の金額であること。　単身世帯：50万円以下　複数世帯：100万円以下
⑦　雇用施策による給付等及び地方自治体等が実施する類似の給付または貸付を受けていない方（同居の親族も含む）
⑧　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。

単身世帯　５３，７００円　　　複数世帯　６９，８００円
※いずれも管理費・共益費は含みません。

生活支援係　℡0422－46－1108問

楽しい『笑いのスキル』を身につける！

～イベントの空き時間や日常の会話を小噺
の『笑いの時間』にかえてみませんか～

みたかボランティアセンター　　℡0422－76－1271問

�日　程	 7月2日（火）～ 7月30日（火）
	 毎週火曜5回連続講座
�時　間	 午前10時～ 12時
�会　場	 みたかボランティアセンター
（三鷹市上連雀８ー３ー１０：三鷹図書館南側）
�受講料	 無料	
�定　員	 25名（先着順）
�講　師	 高野まゆみ

江戸小噺コミュニケーションファーム
�申　込	 6月17日（月）～ 6月28日（金）

までに電話または直接下記までお
申し込みください。
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音声コードは全国の行政機関の書類や病
院の処方箋、金融機関、企業の情報文書な
どに採用されはじめており、音声コード
導入が促進されています。

音声コードでバリアフリー化 ③

株式会社アッサム在宅医療サービス三鷹営業所

三鷹支店
住　所：三鷹市下連雀 4-17-9
ＴＥＬ：0422-47-3281
E-mail：010＠seibushinkin.jp

営業時間は平日、
　　　　　午前９時～午後５時

消防署

吉祥寺→←武蔵境 南口
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５時まで
  OPEN!

私 達 は 、 地 域 の 福 祉 活 動 を 応 援 し て い ま す （ 広 告 ）

私達は、地域の福祉活動を応援しています（広告）

～井口小学童保育所編～ 総務係　℡0422－46－1108問

井口小学童保育所、学童保育所父母会、井口小地域こどもクラブ（井口フレン
ド）、青少対（青少年対策井口地区委員会）の共催行事として平成24年10月20日
（土）に井口小学校校庭で楽しいおまつりが行われました。
当日は井口小の子どもたちがたくさん集まり大にぎわい。また近隣の保育園、
幼稚園のお友だちも招待し、楽しんでもらいました。

おまつりには子どもたちだけではなく、保護者のみなさんも大はりきりで参加
してくれました。また井口フレンドや青少対の方々の大きな力も重なり、遊びか
ら最後の食事までたっぷり楽しむことができ、子どもたちの表情は生き生きとし
ていました。
今後も地域の子どもたちや、諸団体の方々とのつながりを大切にしていきたい

と思います。

学童保育所とは、保護者の就労等の
ため、放課後に保育の必要な小学校１
年生から３年生までの児童が主に遊び
を通して生活するところです。

学童保育所と地域との交流

みんなあつまれ！井口ふれあいひろば

第２４回小中学生ボランティア体験学習ご報告 地域福祉ファシリテーター養成講座
～福祉のまちづくりを協働して推進する人になろう～

地域のつながりが生んだ

『子どもたちの笑顔』

『こびとづかん』の小人を
釣ってます。何人釣れたか
な？

ポケモンをゲットするゲー
ム。ボールがまっすぐ転が
りますように…

学童のゲー
ムコーナー

引いたカードの絵と箱の中か
ら取り出したキャラクターが
合えば大当たり！

アートバルーン
では、なにができ
るのかな？

焼きそば作りに精が出ます。
参加した子どもたちの為にた
くさんの量を作っていました。

ブーメラン作り
に励んでいます

機械から飛んで
くる球は、意外と
早い！

わたあめは長蛇の
列。自分で作ること
もできました。

遊びのひと時を楽しんだ後は、お待ち
かねのお食事タイム。
子どもたちには、無料で豚汁・ふかし芋・
焼きそばが配られました。校庭にシート
を広げうれしそうに食べていました。

に励んでいます

遊びのひと時を楽しんだ後は、お待ち
かねのお食事タイム。
子どもたちには、無料で豚汁・ふかし芋・
焼きそばが配られました。校庭にシート

学童父母会
・井口フレ

ンド・

青少対コー
ナー

小中学生の皆さんが障がいやボランティア活動に関心を持ってもらうこ
とを目的に、３月２７日に三鷹市福祉会館にて行いました。

当日は１７名の参加があり、NPO 法人みたか街かど自立センターのメ
ンバーの方々と一緒に三つのグループに分かれ、カレー作りやレクリエー
ションを行い交流しました。

夏休みには　　　　　　　　　　　　　　　　　を行います！
たくさんの施設や団体でボランティアを体験するチャンスです。詳細は

６月頃にボランティアセンターのホームページ等で発表！皆様の参加をお
待ちしています。

夏体験ボランティア

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

チーズたっぷり濃厚カ
レーやピーマンの苦みが
効いた大人のカレー、チョ
コレートを隠し味にしたカ
レーと工夫たっぷりです！

　地域の福祉課題を学び、「自分にできること」見つける実践講座です。
ルーテル学院大学の先生が地域福祉やボランティアのことをわかりやす
く教えます。
 開催日　７月４日（木）～１月１６日（木）【全７回＋グループ学習】
 時　間　午後１時１０分～４時２０分
 会　場　ルーテル学院大学（三鷹市大沢 3-10-20）
 受講料　無料
 対　象　三鷹市在住・在勤のボランティア活動、市民活動等をしている方、
 　　　　これから始めたい方
 定　員　１５名（定員を超えた場合は抽選）
 内　容　本会ホームページをご覧ください。
 申込み　６月１４日（金）までに下記へお申込みください。

地域福祉係　℡0422－46－1108問

＠みたかボランティアセンター（上連雀）
【内容】機関紙「ボランティアミニミニ広場」の配達
【日時】毎月２０日頃～月末の都合のよい時間
【場所】①新川2～6丁目辺り60部
　　　 ②北野3～4丁目辺り45部
　　　 ③大沢4丁目辺り30部

＠介護老人保健施設三鷹中央リハケアセンター（下連雀）
【内容】①入所者様のシーツ交換（職員も付きます）
　　　  ②おやつ時に飲み物の提供や片付けの補助

【日時】①水・土曜日　午前9時～11時
　　　  　月～金曜日　午前11時～11時30分
　　　  　　　　　　　午後1時30分～2時30分
　　　  ②第２または第３日曜日　午後2時～4時30分

【その他】交通費あり

ボランティア募集


