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2020年度（令和2年度）を迎えて
山県市社会福祉協議会

会 長　丹 羽  英 之
　春風が肌に心地よい季節になって参りました。
市民の皆様には、日頃から山県市社協の活動・事業に深い
ご理解とご協力を賜りまして、心からお礼と感謝を申し上
げます。
　ところで、中国・武漢で発症しました、新型コロナウイ
ルスの感染が日本はもとより世界に拡大し、産業経済を始
め、教育・観光・日常生活等々に深刻な影響を与え、
WHOではパンデミック(ウイルス感染が国境を越えて世
界的に拡大すること。)の状態だと認定しました。市民の
皆様もこれらのウイルス感染症の対応には、最大限の感染
防止対策を行って頂きたいと思います。
　さて、昨年度の諸事業も概ね予定どおり実施できました
のも、私ども社協の地域の福祉活動を皆様に支えていただ
いた賜でございます。
　今日の人口減少が進んでいる中で、年少人口、生産年齢
人口も減少し続けています。また一方、高齢者人口は増加
の一途をたどっており、山県市は今や3人に1人が高齢者
で今後更に高齢化は進み、高齢者世帯・認知症高齢者も増
加しております。
　こうした超高齢社会においては、高齢者の多様化する生
活課題を地域で支える仕組みづくりや地域コミュニティー

の構築が、今、求められております。
　地域における課題も複雑化し、生活・家族形態などの多
様化により、近隣同士の繋がりが希薄化し地域の活動が進
まない現状であり、地域力が弱体化し社会環境が変化する
中で、社会的孤立や経済的な困窮、認知症高齢者等が社会
的に問題化しております。
　私ども山県市社協では、「支え合い　誰もが健やかに安
心してくらせるまち」の理念のもと、地域の福祉活動を積
極的に推進して参ります。
　また、地域が抱える問題・課題を世代や分野を超えて、
繋がり合い、お互いに支え支えられる地域づくりを目指し
て、地域に出向いて、潜在化する地域・個人の課題を見つ
け出し適切な支援へと繋いで参ります。
　更に、介護保険事業におきましては、安定的な経営を基
本に必要最小限の職員で利用者様に寄り添いながら、効率
的な業務運営に積極的に努めて参ります。
　山県市社協は、令和2年度も市民の皆様に、より信頼さ
れる社会福祉法人としての責務を果たせるよう、役職員一
丸となって努力して参りますので、皆様の心あるご支援・
ご協力を頂ますようお願い申し上げます。

会長あいさつ

　本誌題字は市民のみなさまに書いていただ
いた文字です。温かみのある手書きにこだわっ
た題字を、ぜひあなたも載せてみませんか？

【問い合わせ】
山県市社会福祉協議会（電話 52─3010）

題字『やまがた』『ぼらっち』を
書いてみませんか？企業、施設を社協だよりでPRすることができます。

低価格で全市民へ周知できるこの機会をお見逃しなく！

掲載条件…本会の賛助会員であること
掲 載 料…1回につき2,000 円
申込方法…所定の申請書に広告データを添えて本会窓口に

提出してください。
※詳細は本会（電話52-3010）までお問い合わせください。

広告募集

保育園に通う子どもが、朝急に熱をだした！でも仕事は休めない…
そんな時にぜひご利用ください！！

●利用の対象
・病気で集団生活が困難な、生後10か月から小学校6年生まで

の幼児・児童
・保護者が就労などの理由により、家庭で保育が困難な場合
・山県市、岐阜市在住の方

●利用日時
・月曜日〜金曜日（国民の祝日、年末年始を除く）
・8：30〜17：30
　早朝利用（7：30〜）、延長利用（〜19：30）もできます。

●利用料　一人当たり日額2,000円（8：30〜17：30）
※朝食、延長利用の場合は、別途利用料が発生します。
※昼食（希望者のみ）

病児保育おひさま働くお母さんをサポートします！

　「おひさま」は単に病気のお子様
を預かるだけでなく、少しでも安
心して過ごせるようベテラン保育
士が温かく優しい雰囲気で保育し
ています。
　また、病児保育利用中のお子様
の様子をメールでお知らせするこ
ともできます。

【問い合わせ】☎23－2030
（ショートステイあさひ同敷地内）
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福祉車両貸出事業のご案内

※注意事項※
● 当日の予約状況によりお受けできない

場合もありますのでご了承ください。
　ご不明な点がございましたら
　社会福祉法人山県市社会福祉協議会
　☎（0581）52－3010まで
　お気軽にお問い合わせください！

【利用対象者及び運転者】
 ● 市内在住の方で車いすを利用している方。
 ● 普通自動車第一種運転免許証取得後3年以上運転経験がある方。

【利用料】
１ｋｍ当たり２０円

【貸出場所及び車両、貸出期間】
 ● 山県市社会福祉協議会本所（受付時間8：30〜17：30）
　山県市岩佐1177－1　　☎（0581）52-3010
　貸出期間：連続4日間まで借りることができます。
 ● 山県市社会福祉協議会高富支所（受付時間9：30〜15：30）
　山県市高木1000－1　　☎（0581）22-6813
　貸出期間：当日の受付時間中に返却ください。
 ● デイサービスセンターほほえみ（受付時間9：30〜15：30）
　山県市谷合1349－1　　☎（0581）56-0056
　貸出期間：当日の受付時間中に返却ください。

山県市社会福祉協議会では、歩行が困難で、車いすを利用されている方でも、
車いすに乗車したまま乗降できる車両の貸出しをおこなっています。

令和２年度より
高富と谷合での

貸出しを始めます！！

借用の流れ

返却の流れ

年度に初めて借りる場合山県市
社会福祉協議会本所にて貸出登
録を行う。（貸出証の発行）

1km当 た り20円 の
利用料を支払う。
※おつりの無いよう
　にお願いします

福祉車両の使用が終
わり次第貸出場所へ
車両を返却する。

お近くの貸出場所に行き福祉車
両を借りる。（貸出証、免許証を
提示してください）

借りたい日の前日
までに貸出場所へ
電話し予約する。

貸出証
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自治会の福祉活動を応援します！
小地域福祉活動助成金

～小地域福祉活動助成金の申請方法～

助成金額　上限１万円
対　　象　● 自治会の区域を対象として行う活動　● 10人以上が参加する活動
　　　　    ● 多世代の地域住民が参加する活動　　● 次の①〜⑤に当てはまる活動

対象活動 活動内容
①交流活動 軽スポーツ大会、映画鑑賞会、高齢者と子どもの交流会
②見守り活動 子どもによる高齢者宅の訪問活動、子どもの登下校の見守り活動
③福祉学習 介護講座、高齢者体験、認知症予防体操
④防災活動 避難訓練、防災マップ作成（DIG）、防災グッズ作成
⑤防犯活動 防犯パトロール、防犯ステッカーの作成

申請時の注意点
● 申請は当年度で1自治会につき1活動までです。
● 前年度と同一の活動番号で申請することはできません。
● 飲食費の助成は、参加者1名につき300円を上限とします。
● 当該年度会費納入率が90％に満たない地区は減額する場合があります。
● 交付額は千円未満を切り捨てた金額にしてください。
● 活動後の申請は認めません。

❶助成金を希望される団体は、活動を行う前に小地域福祉活動助成金申請書を本会会長に提出
してください。（※申請書の様式は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。）

❷申請書に基づき、本会にて協議を行い、助成金の交付額を決定します。
❸本会より助成金交付決定書をお送りいたします。
　（決定がおりない場合には、却下の通知をお送りいたします）
❹活動終了後１カ月以内に、助成金交付申請書と助成金実施報告書を本会に提出してください。
　（領収書と活動の写真を添付してください）
❺提出していただいた後、本会より助成金を振込いたします。

【問い合わせ】　山県市社会福祉協議会　（☎52－3010）

◦世界心道教高富教会
　………………… 30,000円
◦匿名…………… 29,490円
◦匿名…………… 20,000円
◦美山小学校…… 19,812円

◦伊自良北小学校 … 11,160円
◦井上清彦……… バスタオル
◦匿名……… オムツ・シーツ
◦匿名……… タオル・バスタオル
◦匿名………………… オムツ
◦山県市商工会女性部 … タオル一式

福祉機器リサイクル登録状況 地域のみなさまから本会へご寄付をいただきましたので、ご紹
介いたします。みなさまからの寄付は、地域福祉事業等に活用
させていただきます。〈敬称略〉

▲ 美山小学校 ▲ 山県市商工会女性部

あたたかいお気持ちありがとうございます♥ ♥

【譲ってください】
電動ベッド、車いす、杖、ベビーカー、チャ
イルドシート等の不要になった福祉機器
を随時募集しています。
お譲りいただける方は、山県市社会福祉協
議会（電話52-3010）までご連絡ください。

【譲ります】
•シルバーカー 1台　•チャイルドシート 1台
•バウンサー 1台　　•シルバーカー 1台
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★ふれあいサロンとはなに？
　地域の公民館で、高齢者の生きがいづくりや社会参加、健
康作り、閉じこもり防止を目的に開催するもので、茶話会や
レクリエーションなど内容はさまざまです。定期的に活動し、

「楽しく、気軽に、仲間づくり」ができる場所です。

★どんな活動をするの？
　「こうしなくてはいけない」という決まりはありません。
参加者で無理なく楽しくできる内容を参加者で考えましょう。

★開催回数は？
　ふれあいサロンには、閉じこもり防止や仲間づくりの目的が
ありますので、無理のないペースで、定期的に開催することが
望ましいです。月に1回程度開催しているところが多いです。

【 活 動 例 】
茶話会、健康体操、歌、脳トレーニング、
簡単なゲーム、簡単なおやつづくりなど。

 地域福祉活動活性化事業助成金

【問い合わせ】山県市社会福祉協議会　☎52－3010

地域の輪を広げた活動を支援します！

 対象団体
・地区まめネット協議会　　　・地区福祉まちづくり推進員協議会
・市内全域に活動の拠点を置く、自治会を含む２以上の団体により構成された団体

身近なところで、気軽に集える場所づくりをしてみませんか？

ふれあいサロンを作ろう♪

活動内容・対象経費 助成限度額
１．自主研修の実施

20,000円
　申請団体の活動活性化のために研修会や役員会等を実施する。
２．地域交流活動の実施 20〜40名30,000円

41〜50名40,000円
51名以上50,000円

　子どもから高齢者までの多世代交流を実施する。
　※参加人数が20名に満たない場合は助成の対象としない。
３．買い物支援の実施　

50,000円
　交通手段がない等で買い物が困難な方を対象に月1回以上実施する。
４．配食サービスの実施

50,000円
　高齢者世帯等対象の配食サービスを年２回以上実施する。

５．防災活動の実施
20,000円

　避難訓練や図上訓練（DIG）、防災グッズ作成等に関する活動

❶立ち上げに向けての相談をお受けします　❷万が一に備え、保険加入の手続きができます
❸備品の貸出しをおこないます　　　　　　❹出前講座などをおこないます
❺活動助成金を交付します　　　　　　　　❻ふれあいサロン交流会を年に1回おこないます

申請書を本会へ提出（認められた場合、申請者へ交付決定通知を発送）
⇒【活動】⇒当該年度3月31日までに報告書を本会へ提出

申請・交付の
流れ

 山県市
社会福祉協議会では

このようなお手伝いを
しています！
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　デイサービスほほえみは美山北部、谷合にあります。
　デイサービス職員一同、「地域に根差したデイサービス」
を目指して、高齢者の方々が長く住み慣れた地域で暮ら
していけるようにお手伝いしていきたいと考えています。
　ぜひ一度、見にいらしてください。

ほほえみ山県市社協
デイサービスセンター

地域に根差したレクリエーションを行い、利用者様に楽しんでいただいています。

お茶つみ・お茶もみなどの体験もレクリエーションに取り入れています

山県社協のデイサービスやショートステイでボランティアをしませんか？
興味がある方ぜひご連絡ください♪

ボランティア募集！！

● 場　所
• デイサービスセンターやすらぎ
　（岩佐1177－１）
• デイサービスセンターふれあい
　（高木１０００－１）
• デイサービスセンターほほえみ
　（谷合1349－１）
• ショートステイあさひ（高木933）

● 日　時
月〜土曜日　9：00〜16：00の間の可能な時間

（ご希望の時間でかまいません）
※ショートステイあさひ、デイサービスやすらぎは日曜もＯＫ

● 内　容
利用者さんとお話、脳トレの丸付け、洗濯たたみなど

● 問い合わせ　☎５２－２８００　長屋

一般浴槽 特殊浴槽

お茶つみとお茶もみ きゅうりの
キュウちゃんつくり サツマイモ栽培 マッサージ器で

リラックスタイム

ボランティアさんによる
楽しいバルーンアート

ボランティアさんの
楽しいレクリエーション

看護師による
歩行練習

専用の移動式椅子
で浴槽内まで入り、
座ったままの姿勢
で入浴することが
できます。

タオルを使った高齢者向けの介護予防体操

短時間でも
大歓迎！
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令和2年
4月1日発行

山県市ボランティア・
市民活動支援センター
〒501-2259 山県市岩佐1177番地1
TEL（0581）52-3010　FAX（0581）52-2941
メールアドレス　community@y-shakyo.or.jp

NO.157

●団体… 70団体 （1,863名）
●個人… 72名 （令和2年2月29日現在）題字　小森 輝子さん（谷合）

◦古切手、ベルマーク、テレカ、
　書き損じハガキ（受付順・敬称略）

（令和2年2月29日までの受付順）

●　特別養護老人ホーム椿野苑　
●　同朋会在宅介護支援センター　
●　山県市市民環境課
●　世界心道教高富教会
●　山県市まちづくり　●　企業支援課　
●　（株）オンダ製作所　●　Ｓ．Ｎ　
●　ファンシーショップよしだ
●　（株）高富運輸　　　●　匿名5件　　

　山県市社会福祉協議会に登録されたボランティアが社協主催事業所の福祉に関するボランティアをしてい
ただいた場合、ボランティア活動ポイントを付与しています。集められたポイントはギフトカードなどに交
換することができます。

　ボランティア活動場所などもご案内することができますので、興味がある方は、ぜひ山県市社協にお問い
合わせください。【問い合わせ】☎52－3010

ボランティア活動ポイント手帳の申請をしませんか！？

地域福祉事業
● １回　３ポイント　　● １ポイント１００円
● １人１冊ポイント手帳を所有
● 団体で１冊のポイント手帳を所有

介護保険事業（デイサービスやショートステイ）
● １回 １ポイント（レクリエーションボランティア）
　　   ２ポイント（傾聴ボランティア）
● １ポイント１００円　　　● １人１冊ポイント手帳を所有

行事参加者のケガや主催者の損害賠償責任を保証するものです。

※それぞれ延べ人数が２０名以上から加入することができます。
※宿泊を伴う常時専用のプランもあります。

Ａ１　行事 Ａ２　行事 Ａ3　行事

１日1人　28円 １日1人　126円 １日1人　248円

受付窓口
本所（美山老人福祉センター内）
岩佐１１７７－１
高富支所（保健福祉ふれあいセンター内）
高木１０００－１

マイクロバスの運転
ボランティアを募集しています！

令和２年度ボランティア行事保険のご案内

　大型運転免許をお持ちの方、資格を生かしてあいている時間
にボランティアをしてみませんか？
　ご興味がある方ぜひはご連絡ください。

【内　容】
●大型車（トヨタ　コースター　２５名乗り）の運転
●頻度　年に数回　・時間　数時間から１日　
※県外への運転もありますが、いずれも日帰り
★必要資格は、大型免許、中型免許　
※中型運転免許の場合、「８ｔに限る」は対象外となります
★本会の要綱に基づき７５歳以下の方

【問い合わせ】　☎５２－３０１０

ありがとうハート
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再生紙を使用しています。 この印刷物は地球に優しい植物油を使
用したインキで印刷されています。8

● ● 看 護 師・介 護 職 募 集  ● ●

いきいきつどいクラブ実施カレンダー （火・水・木・金）

常勤看護師（ショートステイ）
月　給：	245,000円～
	 　※ショートステイ勤務手当、
	 　特殊勤務手当、年末年始勤務手当あり

夜勤専門介助員（ショートステイ）
賃　金：	ヘルパー２級・
	 介護職員初任者研修修了	 …… 21,040円～
	 介護福祉士	 …………………… 23,440円～
※休日加算、交通費支給あり

常勤介助員（デイサービス、ショートステイ）
月　給：	ヘルパー２級・
	 介護職員初任者研修修了	 ……159,000円～
	 介護福祉士	 ……………………166,000円～
※処遇改善手当含む
※ショートステイ勤務手当、特殊勤務手当、年末年始勤務手当あり

パート介助員（デイサービス、ショートステイ）
時　給：	無資格	 ………………… 900円〜
	 ヘルパー2級・
	 介護職員初任者研修修了	… 940円〜
	 介護福祉士	 ………… 1,090円〜
※時間外・休日加算、交通費支給あり

ホームヘルパー
時　給：	ヘルパー2級・
	 介護職員初任者研修修了	… 1,110円〜
	 介護福祉士	 ………… 1,240円〜
※時間外・休日・移動等加算、車賃借料支給あり

問い合わせ先		 	52-2800（担当：飯尾）

　いきいきつどいクラブでは、輪投げ、階段の上り下り、ボール体操などにいっぱいチャレンジしてマメー（ク
ラブ内で使える通貨）を集めます。マメーはカラオケやお出かけツアーの参加等に利用することができます。
　いきいきつどいクラブ（美山老人福祉センター内）は、市内在住の60歳以上の方ならどなたでも利用するこ
とができます。無料送迎バス（美山、桜尾、大桑地域）も運行していますので、お気軽にご来館ください。

開　館  火・水・木・金曜　10:00～15:00 （祝日、年末年始除く）
利用料  200円／1日　　 内　容  喫茶、健康体操、買い物など

【問い合わせ】 52─3010
※初めて送迎バスを利用される場合は、停留所の確認のためご連絡ください。

有休がとりやすい
各種助成制度あり
病児保育施設あり

夜勤は安心の2人対応

※新型コロナウイルスの影響で、3月までは休止しておりますが、状況次第で休止期間が延期になる場合がありますので、ご了承ください。

ベテランも
若手も大活躍

まずはお電話
ください！

4月 5月…いきいきつどいクラブ実施日

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7
健康講座

8
健康講座

9
健康講座

10
健康講座

11

12 13 14 15
体操・調理

16
調理

17
お出かけ

18

19 20 21
体操

22
お出かけ

23
お出かけ

24
調理

25

26 27 28
お出かけ

29
昭和の日

30

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3
建国
記念日

4
みどりの日

5
こどもの日

6
振替休日

7 8 9

10 11 12
読み聞かせ

13
体操

14 15 16

17 18 19 20 21
体操

22 23

24 25 26 27 28 29 30

31


	山県市社協だより20-2月号[01]
	山県市社協だより20-2月号[02]
	山県市社協だより20-2月号[03]
	山県市社協だより20-2月号[04]
	山県市社協だより20-2月号[05]
	山県市社協だより20-2月号[06]
	山県市社協だより20-2月号[07]
	山県市社協だより20-2月号[08]



