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大津市社協のホームページから
大津市社協の Facebook と
Twitter をご覧ください。

ピックスト
▶ �大津市社協�新会長�就任のご挨拶
▶ �施設連絡会が発足しました！！
▶ �大津市社協の取組み

大津市社会福祉協議会とは
　大津市社会福祉協議会は、市民・当事者が主体の
福祉のまちづくりを進める民間団体です。
　一人ひとりの困りごとや、地域の困りごとに寄り添
いながら、各種団体や企業、専門機関と連携し課題解
決にむけた個別支援や地域づくりを進めています。

大津市社協 新会長 就任のご挨拶
　皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は大津市社会福祉
協議会にご協力・ご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
　この度、平成29年４月３日より、大津市社会福祉協議会の会長に就任いたしました。
　大津市でも近年、少子高齢化が進み、様々な課題が顕在化してきました。2025年には、
団塊の世代と呼ばれた方々が75歳に達します。また、何らかの困りごとを抱える家庭も増え
てきています。
　こうした中、地域の支えあい・助けあいの大切さが改めて認識されるようになってまいり
ました。

　本会では第５次地域福祉活動計画の基本理念である『一人ひとりを認めあい、支えあう、おおらかなまち“大
津”』に向けて、役職員一同、地域と共に事業の推進に努めてまいります。皆様のご支援とご協力をよろしくお願
い申しあげます。

「どこに相談したらいいか分からない」というような
生活のなかで発生する色々な困りごとに、様々な機関
と連携して対応しました。
地域が抱えている困りごとに対して、地域住民の皆
さんと協力連携して対応してきました。

ボランティアグループの交流事業を実施すること
で、グループ間での交流が深まり、新たなつながりが
生まれました。

相談に来られた方の困りごとを大切にし、オーダー
メイドの支援体制づくりに取り組み、相談者に寄り添
いながら支援を行いました。
また、学区社協主催による地域福祉講座には延べ
１万人を超える地域の方の参加がありました。

大津っ子まつりで市社協認知度に
ついてアンケートを実施し、これからの

広報活動にむけ貴重な意見をいただくことができました。
ふれあいフォトコンクールを開催し、写真を通じて多

くの市民に社協を知っていただく機会となりました。

平成28年度を
振りかえって…
市民一人ひとりが生きる力を高め
あう関係づくり

見える社会福祉協議会を目指しました。

収入の部� （単位：円）
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額

会費収入 11,162,700 負担金収入 5,211,379
寄附金収入 9,967,783 受取利息配当金収入 1,780,649
経常経費補助金収入 151,290,553 その他の収入 1,826,399
受託金収入 95,167,920 基金積立資産取崩収入 818,654
事業収入 5,727,547 前期末支払資金残高 24,498,592

収 入 合 計 307,452,176
支出の部� （単位：円）

勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
人件費支出 177,259,597 支払利息支出 118,899
事業費支出 24,967,632 固定資産取得支出 2,914,604
事務費支出 18,365,733 ファイナンス・リース債務の返済支出 3,730,401
共同募金配分金事業費 13,904,659 基金積立資産支出 8,447,719
分担金支出 323,000 積立資産支出 500,000
助成金支出 20,033,802 その他の活動による支出 6,792,860
負担金支出 306,670 当期末支払資金残高 29,786,600

支 出 合 計 307,452,176

＊ 平成28年度 決算報告 ＊

会費
100円

市社協の企画事業費

市内36学区
社協の育成や
研修会費用

運営費
42円

事業費
30円

学区社協
関連事業費

28円

　大津市社会福祉協議会は、大津市からの補助金や共同募金
の他に、市民の皆様からいただいた“会費（100円）”を、社協
運営費や学区社協の支援をはじめ、様々な事業に活用してい
ます。

ご協力ありがとうございます!!

市社協の運営費
（人件費を除く）

市民のニーズを  
広く受けとめ  
対応しました。

●１

●３

●２

ひまわりプロジェクト
が始まりました！！

創立65周年の記念すべき今年度、
本会広報誌の名前にもなっている
「ひまわり」をテーマに、新たなキャ
ラクターやキャッチコピーなどを検
討しています。

今後の動きについては
広報やHPにてご報告します

平成29年7月15日
社会福祉法人 大津市浜大津四丁目1－1 明日都浜大津5階

「ひまわり」は赤い羽根共同募金の助成金を活用し発行しています。

151151NO.NO.
NO.NO.151151

会長 竹内 俊彦

　平成29年４月18日に、大津市社会福祉協議会施設連絡会が発足しました。
　施設連絡会は市内の福祉施設が連携し、
分野を越えた横のつながりを作り、地域に
おける公益的な事業を行なうことで、地域
の複雑なニーズに対応することを目指して
います。
　今後は、保健福祉７ブロックごとの連絡
会や会員共通の研修会を検討しています。

施設連絡会が発足しました！！

施設連絡会　役員の皆さん
（前列中央　前阪 良憲 会長）

地域ごとに分かれて情報交換

市民が創る組織との協働関係を
深めました。 ●４



日本地域福祉学会
『地域福祉
優秀実践賞』
を受賞しました。

大津市社協のこれからの５年 ～第５次地域福祉活動計画から～
平成29年度4月スタート！

場 所 日 程 時 間
大津市社会福祉協議会

☎525-5250
月～金

（祝日を除く） 9：00～17：00

場 所 日 程
（祝日・年末年始除く） 時 間

和邇公民館 第1・3水曜日

13：30～15：30
予約不要

アルプラザ堅田3F 第1・3火曜日
坂本市民センター 第1・3水曜日
逢坂市民センター 第2・4水曜日
晴嵐市民センター 第1・3金曜日
南郷市民センター 第1・3月曜日
アルプラザ瀬田4F
（きらきら広場内） 第2・4火曜日

日頃の心配ごとをお聴きします。どんなことでもお気軽にご相談ください。

●秘密厳守・無料●

総合ふれあい相談

第33回 ふれあいフォトコンクール

作 品 募 集 中

応募部門・作品規格
●一般部門
　A4（297mm×210mm）以上
●子育て部門
　 ２Ｌ（178mm×127mm）から
　 キャビネサイズ  

（180mm×130mm）まで
応募方法
・応募部門�・撮影方法�・撮影日�・撮影場所
・作品題名（フリガナ）�・住所
・氏名（フリガナ）�・年齢�・職業・電話番号
　以上の項目を記入した用紙を作品裏面に貼
付け、本会まで郵送または持参してください。

テーマ
ふれあい入賞作品には

賞金･記念品があります

入賞作品は
カレンダーに
なります

応募票はホームページよりダウンロードできます

皆さまからの支援物資が
役立っています

｢今日、明
日食べる

ものがな
い｣

大津市ファミリーサポートセンター登録説明会
　大津市全体を「子育てにやさしい街にしませんか？」
ファミサポでは誰でもが会員となることができ、有償ボ
ランティアでの子育て支援を行っています。
下記日程で説明会を行いますので、ぜひご参加下さい。

月　日 曜日 時　間 場　所
 7/19 水 14時�～�15時

いずれも
明日都浜大津
５階中会議室

 9/26 火 10時�～�11時
11/17 金 14時�～�15時
 1/17 水 10時�～�11時

◇主な内容　�DVD上映→�大津市ファミサポの現状→�� �
登録説明→�個々に受付

◇申し込み　随時・当日可（上記以外も随時登録可）� �
問 ファミリーサポートセンター　☎ 511ｰ3150

　大津市社協は、平成29年6月
3日に開催されました日本地域
福祉学会　第31回大会におき
まして、地域福祉に関する優れ
た実践を行う団体に贈られる第
14回『地域福祉優秀実践賞』
を受賞いたしました。
　日頃から地域で活動されてい
る皆様のご支援、ご協力に、あら
ためて感謝申し上げます。

ありがとう  
ございます！

ありがとうございました
（敬称略・単位：円）（平成29年3月1日～平成29年5月31日）

善
意
銀
行

3�月10日 21,000� 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津
3�月10日 10,820� 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津
3�月22日 50,000� 大津市ボランティア 手づくりグループ
3�月24日 160,132� ピアゴ一里山店
3�月27日 10,000� 大津友の会
3�月27日 3,020� 北川氏、青井氏を送る会
3�月28日 30,000� 光吉歯科医院　光吉　平
3�月30日 30,000� 匿名
4�月10日 14,960� 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津
4�月12日 40,868� 故永田英行を偲ぶ会
4�月26日 4,000� シンシア　関西地区センター
4�月28日 100,000� 株式会社　高栄ホーム
5�月�8�日 30,000 鳥居　静夫
5�月10日 11,280 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津

物
品
寄
付

3�月�8�日 ぞうきん 130枚 上田上ふたば会
3�月23日 車いす ３台 大津市グラウンド・ゴルフ協会
3�月29日 車いす ２台 公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会 青年部会
5�月10日 子ども服 ２袋 谷垣裕子

｢もう何日
も食べて

いない｣

要介護認定者  9,775人→15,823人
ひとり親世帯  3,427世帯→4,126世帯
生活保護世帯  8.2‰→12.3‰
※‰（パーミル）とは1000分の１を１とする単位です。

くらしの中の悩みごと

この10年間の変化（H18→H27）

ボランティアや市民活動
への期待

など、緊急時の支援としてお渡ししています。
今度とも、よろしくお願いします。

「ひまわり賞」を新設しました！
ひまわりが被写体に登場する写真が
対象となります。

応募締切

８/31（木）
必着！！

❶多様なネットワークの力で市民のニーズを広く受け止め解決する体制づくり！

❷ 一人ひとりが生きる力を高めあい支え合える地域コミュニティづくり！

❸ 新しい参加とつながりを生み出すしくみづくり！

子育て

介護

家族 教育

障がい

仕事
身近な場所で、気軽になんでも相談
できる総合相談窓口の体制を整備します

生活困窮者自立支援事業を通して
地域のネットワークを広げます

ボランティアセンターはさまざまな人・団体の
出会い・つながりをサポートします

困りごとはその場で受け止める
  行政  

  福祉施設  
  専門職    法律関係  

  医療関係  
  NPO    民生児童委員  

社 協
例
え
ば

例
え
ば

例
え
ば

自立相談
支援

ボランティアを
必要とする団体

活動に興味・
関心のある市民

社会貢献
したい市民

支援を必要と
する市民や地域

就 労
支 援 子どもの

学習支援

地域のつながりの希薄化

子どもの貧困

少子高齢化

ボランティア
センター

大津市ボランティアセンターでは、
「出会い」「ふれあい」「学びあい」をとおして、
あなたのボランティア活動を応援しています!!

ボランティアをした
い人の応援や、して
ほしい人の相談を
行っています。

ボランティアグルー
プどうしの交流会や
活動のサポートを
行っています。

ボランティア講座や
福祉学習・体験を
行っています

出会い

学びあいふれあい

傾聴ボランティアの養成

子どもの学習支援

表彰を受ける大津市社協 桐畑 顧問

高齢者施設で朗読活動

問 大津市ボランティアセンター  ☎525−9316


