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発行にあたって

本紙は、市民の皆様に「大
津市社会福祉協議会」のこ
とを知っていただき、事業へ
の理解と参加、ご協力をい
ただきたく発行いたしました。



社会福祉協議会のこと、ご存知ですか？
地域の「困った」は大津市社協にお任せ下さい
社協職員が大津を駆けめぐります！！

　大津市社協と学区社協は、手を取り合いながら車の両輪のように大津市の地域福祉を一緒に推進していま
す。学区社協は各学区で地域福祉の基盤として活動を推進し、大津市社協は学区社協の後方的な支援をし
ています。
　また、大津市社協は、大津市内の民生委員児童委員（以下、民生委員）の事務局として、見守りや研修
会などの民生委員活動を支援しています。

大津市社協は、学区社協、
民生委員児童委員、社会福祉施設と連携しています！

地域には、孤立やひきこもり、サービス支援拒否など、制度の狭間に埋もれている方々
がたくさんおられます。コミュニティソーシャルワーカー（社協職員）は地域に出向き、困り
ごとを抱えている方々のお話をお聴きし、地域の支え合いや新しいサービスを開発するなど、
本人に寄り添い、地域のみなさまのお力をお借りしながら解決を目指します。

生活支援コーディネーターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることがで
きるよう、高齢者の社会参加と生活を支える仕組みの充実に向け取り組んでいます。地
域に合った「支え合いの仕組み」づくりを推進します。

例えばこんな仕事をしています　　　　　　　　　　　　　　　
◦地域の助け合い活動の情報を集め、他の地域でも活動を立ち上

げやすいようにお手伝いします。
◦地域包括支援センター（あんしん長寿相談所）と連携し、地域や

団体の生活支援・介護予防サービスの情報を広く提供します。

例えばこんな仕事をしています　　　　　　　　　　
◦困りごとを個人だけでなく、地域で一緒に考え、解

決し、地域で支え合えるようにサポートします。
◦ひきこもりの方の相談や、同じ悩みを抱えた仲間とと

もに一歩踏み出すきっかけづくりをお手伝いします。

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）

生活支援コーディネーター

おおつ
ひまりん

大津市社会福祉協議会（大津市社協）

「ひとりの困りごとを地域の
困りごとに」「ひとりぼっちの
いない地域」を目指します。

大津市社協の地域担当職員は日々地域に出
向き、住民の皆さんと話し合いながら「住み
よい地域」「安心して暮らし続けられる地域」
について考えています。
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　学区社会福祉協議会（学区社協）は、住民が主
体となって地域に根ざした福祉のまちづくり活動
に取り組む団体です。
　大津市では小学校区ごとに３６学区社協が、自治
会を始めとする地域のさまざまな団体や地域住
民と協力しあって組織をつくり、「このまち（地域）
に住んでよかった」と思える福祉のまちづくりを進
めています。

1福祉のまちづくり、支え合いの
　活動を地域で取り組みます。

2地域の福祉課題、生活課題を解決するために地域で話
し合い、活動をします。

3地域の横のつながりをつくり、支え合い活動を行います。

4地域住民の福祉意識を高め、地域福祉活動への参加、
協力を促進します。

社会福祉協議会のこと、ご存知ですか？
ご存知ですか？あなたの地域福祉の担い手！

学区社協
6 つの取り組み

支える
学 区ボランティアグ
ループやふれあいサロ
ンの支援など

ふれあう
ふれあいサロン、ふれ
あい給食サービス、敬
老事業、寺子屋プロ
ジェクトなど

募る
会費・賛助会費、共同
募金など

学ぶ
福 祉のまちづくり講
座、地域福祉講座など

知らせる
学区社協広報誌の発
行など

見守る
見守りや声かけ活動、
助け合い活動など

学区
社協

　平成29年からは、大津市内の高齢、障害、児童分野の社会福祉施設が横のつながりを作り地域貢献を目指し、施
設連絡会を設立しました。大津市社協は、事務局として市内の福祉施設の連携や地域貢献をサポートしています。

見守り訪問する民生委員 民生委員研修会の様子 施設連絡会の様子

学区社会福祉協議会（学区社協）
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	 ランティアセンター

主な事業
①ボランティアに関する相談・調整
　ボランティアしてほしい人としたい人をつ

なげます

②ボランティア講座
　ボランティア活動に関心のある方を対象に

講座や研修会を開催しています。

③ボランティアグループへの活動支援
　大津市社協に登録しているボランティアグ

ループは約 150 団体あり、交流や運営の
相談援助を行っています。

④ボランティア保険の加入受付
　ボランティア活動による万が一の事故への備

えとして、保険加入をおすすめしています。

ボランティアに出会う講座「出会いのボランティアカフェ」の様子

ボランティア行事用保険 ボランティア活動保険

大津市社協の
お役立ちニュース
大津市社協は、地域のみなさまに参加していただける

事業やボランティア活動を行っています。
あなたもぜひ参加してみませんか？

地域に貢献したい方必見！

ボ

お問い合わせは、「大津市ボランティアセンター」へ

　大津市社協は、ボランティア活動・市民活動を応援するために、ボ
ランティアセンターを設置しています。

ボランティアを
してみたい！など
ボランティアの

ことなら…
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地域から寄せられる
生活支援物資

ピックアップニュース
ひまりんからの

	 	 活支援物資
　大津市社協では、学区社協や地区民生委員児童委員協議
会を通じて、地域住民の方々や企業様から、多く
の生活支援物資をご寄附いただいております。
　いただいた生活支援物資は、さまざまなご相
談をお聴きする中で、緊急的な支援の必要
な方にお渡ししています。
　ひとりの課題を地域で支え合う仕組みを
今後も広げていくため、皆様のご協力をお
願いいたします。

	 		設型災害
ボランティアセンター
　災害に強いまちづくりを目指して、平常時から活動を行
う常設型災害ボランティアセンターを設置しています。平
常時には、災害についての研修を行い、災害時にはボラ
ンティアの受入や調整を行います。

車いす貸出事業
　大津市社協では、様々な団体から
いただいた車いすを無料で最大２か
月間貸出しています。「ケガなどで
一時的に入院する」「お婆ちゃんとの
旅行に使う」「車いす購入までのお試
し」など、ご利用していただけます。

ファミリーサポートセンター
　大津市ファミリーサポートセン
ターは、育児のお手伝いを求める人

（おねがい会員）と育児のお手伝い
ができる人（まかせて会員）が会員と
なって、仕事と育児の両立や地域の
子育てを応援する会員組織です。

無料で車いすを貸出しています

子育て支援のお手伝いのことなら

貸出用の車いす

車いすをご利用
希望の方は、
一度

お電話下さい。

であい
ふれあい
たすけあい

☎ 077-511-3150
　 077-511-3450
 fami@otsu-shakyo.or.jp☎ 077-526-5336

有償でお互いに助けたり助けられたり
する育児の相互援助活動です。
会員になりたい方、お電話下さい。

常設型災害ボランティアセンターでは、
個人・団体のボランティア登録を行って
います。皆様の登録をお待ちしていま
す。（平成3 0年1 2月末 個人5 5名、5団体）

缶詰やレトルト食品など、
保存のきく食品を集めています

災害ボランティア活動の様子

生

常

災害ボランティアセンター運営訓練

ボランティアに関するお問い合わせは
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大津市社協では、暮らしのさまざまな心配ごとやどこに相談したら良いか分からな
い相談などを「ふれあい相談」として受け止めています。相談場所は、大津市社協の
ほか市内７カ所で開設していますので、いつでも気軽にご相談下さい。

大津市社協では大津市からの委託を受けて、「自立相談支援事業」「子どもの学習支
援事業」を実施しています。
この制度は、生活に困窮している方の自立と尊厳を確保し、健康や日常生活をよりよ
く保持する「日常生活自立」、社会的なつながりを回復・維持する「社会生活自立」、経
済状況をよりよく安定させる「経済的自立」のための援助を行うものです。日々の生
活でさまざまな悩みごとや困りごとで不安を抱えている方の相談をお聴きし、一人
ひとりにあった支援を一緒に考えていきます。

大津市社協では、「学校に行きたくない」「仕事が続かない」「子どもの将来が不安」な
ど、子どもから若者の相談窓口を開設しています。内容に応じて必要な支援を行っ
たり、他機関と連携し支援を行います。いつでもご相談下さい。

どこに相談したら
いいか分からない…と
不安を感じて困った方へ

子どもとどう接したら
よいか分からない、
学校に行きたくない…

という方へ

生活に困っている、
仕事がなかなか

続かない…という方へ

月～金曜日９時～１７時（祝休日除く） 大津市にお住まいの子ども・
若者（１５歳～）、ご家族など

☎ ０７７-５２５-５２５０

☎ ０７７-５２6-５316

☎ ０７７-５２6-５754

生活困窮者自立支援事業

子ども若者総合相談窓口

ふれあい相談

まず、困っているこ
とを何でもお話し
下さい。

それぞれに合った
プランを一緒に考
えます。

関係機関と連携し
て、一緒に目標に向
けて取り組みます。

アフターフォローも
いたします。いつで
もご相談下さい。

相談受付 支援
プログラム 支援実施 自立

（目標達成）
1 2 3 4

平成２９年度 相談件数のべ
２,９３８件

平成２９年10月〜平成30年9月のべ
607件

平成２９年度 新規相談件数 404件

受付
時間

専用窓口
電話番号

専用窓口
電話番号

専用窓口
電話番号

対象

お困りですか？
大津市社協へご相談下さい

相談の流れ
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大津市社協では、低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯など、必要な援助を行うことで、経
済的自立や社会参加のきっかけをつくるために、資金貸付相談を行っています。

日常の生活の中で、判断能力に不安がある方や福祉サービスの利用の仕方が分からない方
を対象に、さまざまな手続きの支援や金銭管理・貴重品のお預かりを通して、その方の権利
を守る事業です。

金銭面で困っている…
という方へ

日常の金銭管理で
困っている…という方へ

◦総合支援資金… 生活の立て直しのための生活費など。

◦福祉資金… 転宅、罹災、疾病の療養や技能習得、生業を営むために必要な経費。

◦教育支援資金… 高校、大学、専修学校等に就学するために必要な経費。

◦不動産担保型生活資金（高齢者世帯）… 一定の居住用不動産を担保とした貸付。

◦緊急小口資金… 緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった世帯への少額の
資金貸付。

※貸付には要件があります。お気軽にご相談下さい！！

福祉サービス利用援助
◦福祉サービスの利用や行政手続きの支援、
　年金や福祉手当などの受領に関する手続を支援します。
日常の金銭管理
◦生活費等の管理や公共料金等の支払いを支援します。
書類預かり
◦依頼に応じて大切な書類をお預かりします。（年金証書、通帳、印鑑等）
※この事業はご本人と大津市社協とが契約を行い、利用いただく事業です。

☎ ０７７-５２6-５754

☎ ０７７-５２6-５753

生活福祉資金貸付事業

地域福祉権利擁護事業

貸
付
の
流
れ

貸
付
の
種
類

具体的な支援

対象となる方

ご相談 お申込み 貸付調査 貸付審査 ご契約 貸付金交付
貸付決定

不決定

「認知症高齢者」 「知的障害者」 「精神障害者」

平成２９年度 相談件数のべ 1,206件

平成２９年度 新規相談件数 177件

専用窓口
電話番号

専用窓口
電話番号
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広
報

賛 助 会 費
大津市社協では、賛助会員制度を設け、社協の
応援団になっていただける方を募集していま
す。個人、団体、企業の皆様に加入いただき、そ
の会費を大津市社協の事業に活用しています。
ぜひ、大津市社協の応援団になって下さい。

ご 寄 附
本紙で紹介してきた大津市社協の事業や学区社協
の活動は市民の皆様や企業からのご支援が大きな
支えとなっています。
大津市社協では、金額の大小問わず、ご寄附を受付
しております。どうぞお気持ちをお寄せ下さい。
また、赤い羽根共同募金や歳末たすけあい募金の
協力もお願いいたします。

自然保護のため、この広報紙は再生紙および石油系成分の
少ない植物油性インキを使用しています。

社会福祉法人

大津市社会福祉協議会
〒520-0047
大津市浜大津4丁目1-1　明日都浜大津5階
☎ （077）525-9316（代表）
　 （077）521-0207
 info@otsu-shakyo.or.jp http://otsu-shakyo.or.jp

大津市社協 検 索

ぜひ、あなたも大津市社協を
応援して下さい 〜ご 寄 附・賛 助 会 員 〜

本紙でご紹介した、ボランティア（学区や地域での活動もあります）やファミリーサポートセンターのまかせて会
員、生活支援物資の提供など、幅広く大津市の地域福祉に協力いただける方をお待ちしています。「何かしたい！」
と思った時には、大津市社協へご相談下さい。

　人と人、社会、地域とのつながりを大切にしあうまちづくりを目指して、毎年ふ
れあいフォトコンクールを開催しています。このコンクールのテーマは「ふれあ
い」となっており、人と人、動物とのふれあいが感じられる写真や子育ての中で
ふれあいが感じられる写真を募集しています。

個　人
2,000円（1口）

団　体
3,000円（1口）

法　人
5,000円（1口）

「何かしたい！」「大津市の福祉に協力したい」と思ったら…

※ご寄附・賛助会費には、税法上の優遇措置が適用されます。
　詳しくはお問い合わせ下さい。

ふれあいフォトコンクール
作品募集中!!

　    テーマ◦「 ふれあい 」
　応募方法◦お名前、ご住所、電話番号、作品名を作品の裏に貼付し応募して下さい
作品の企画◦一般部門…A4以上　子育て部門…2Lからキャビネまで
 　  ※子育て部門のみメール応募可　メールの場合JPEG 1MB程度推奨　info@otsu-shakyo.or.jp
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国道 161号線

至石山

大津市社協

立体駐車場
至堅田

N

至京都

図書館
至坂本

大津港 琵琶湖競艇場

浜大津
バスターミナル

必ず右折のこと
京阪びわ湖浜大津駅

（明日都 5階）


