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本誌はホームページでもご覧になれます

ちびっこミニ遊園地に遊びに来てね！
～ キッズフェスティバルを開催します ～

市内各地区の子育てサロンスタッフの皆さんが工夫を凝らした、さまざまな遊びのコーナーを設けます。
日時：平成２９年７月５日（水）　午前１０時 ～１２時
場所：八戸市総合福祉会館（八戸市根城８－８－１５５）
対象：就学前の乳幼児とその保護者
　　　・車でお越しの方は、総合福祉会館専用駐車場をご利用下さい。
　　　・無料麦茶コーナー・おむつ交換・授乳ができる休憩所もあります。
共　催：八戸市子育てサロンネットワーク推進委員会・社会福祉法人八戸市社会福祉協議会　　
協　力：NPO法人はちのへ未来ネット
問合せ：八戸市社会福祉協議会　　TEL  47-2940   FAX  47-1881 



（福）八戸市社会福祉協議会　平成２９年度事業計画

平成２９年度予算書

1福祉教育の推進
　①ボランティア推進校事業　②福祉体験学習などの出前講座
　③福祉体験学習サポーターの養成
2ボランティア活動への参加促進
　①ボランティア活動情報の発信　②ボランティアコーディネート機能の強化
　③各種ボランティア講座の開催
　④ボランティア団体等のネットワークづくり
　⑤企業の社会貢献活動の支援
　⑥シニアはつらつポイント事業
3市民活動への参加促進
　①市民活動サポートセンター
　②八戸圏域連携中枢都市圏連携事業

平成28年度から平成32年度までの５ヶ年間を計画期間として策定した、「第３期地域福祉活動計画」に基づき、
地域、関係機関、各種団体等と連携して、小地域における地域福祉活動の推進、ボランティア活動の推進、生活困窮
者への支援等に取り組みます。

誰もが安心して　生き活きと　住み慣れた地域で暮らせるまちづくり
～育てよう「思いやりの心」・つなげよう「人との絆」～

誰もが安心して　生き活きと　住み慣れた地域で暮らせるまちづくり
～育てよう「思いやりの心」・つなげよう「人との絆」～基本理念

福祉ニーズを持つ方の自立した生活を支援できるよう相談支援体制づ
くりに努めます。また、災害時のボランティアの体制づくりやネットワーク
づくりを進めます。

安心して暮らせる地域づくり3

1住民同士の支え合いの促進
　①ほのぼのコミュニティ 21 推進事業
　②高齢者生きがいと健康づくり推進事業
　③子育てサロン事業　④ファミリーサポートセンター
2地域での自立支援体制の充実
　①生活自立相談支援センター
　②たすけあい資金、生活福祉資金の貸付相談
　③フードバンク　④ふれあい相談所　⑤障がい者への就労支援事業等
　⑥福祉安心電話サービス事業　⑦福祉団体との連携と育成
3権利擁護の推進
　①日常生活自立支援事業（あっぷるハート）
　②成年後見センター　③後見監督業務
4災害時の支援体制の充実
　①災害ボランティアコーディネーターの育成とネットワークづくり
   ②災害ボランティアセンターの定期的訓練
　③災害ボランティアの啓発活動
　④災害ボランティアネットワーク八戸との連携
5福祉サービスの充実
　①児童館の管理運営　②老人福祉センター南郷の管理運営
　③介護保険サービスの実施　④福祉サービス第三者評価事業
　⑤福祉人材の育成

地域の福祉課題の解決に向けて、地域住民が活動の主体となり、地域
の実情に合わせた柔軟な取り組みができるよう、主体となる地区社会福
祉協議会への支援を行います。

みんなで支え合う地域づくり1

1地区社会福祉協議会活動への支援
3活動の担い手への支援と養成

2福祉ニーズの把握

地域福祉推進の基盤づくりのために、組織体制・財源基
盤の強化を図るとともに、職員の資質向上、広報活動の充
実に努めます。また、市民に対して、より効果的な情報提供
や啓発活動に努め、社協の理解者・支援者の拡大を図ります。

地域福祉活動の基盤づくり4

1財政基盤の強化
　①会員の拡大　②共同募金活動の充実　③基金の運用
2指定管理施設の運営
　①八戸市総合福祉会館　②八戸市児童館15館
　③八戸市市民活動サポートセンター
　④八戸市立老人福祉センター南郷・南郷デイサービスセンター
3職員の資質向上
4広報活動
　①広報誌の発行（年4回）　②ホームページ、フェイスブックの運用
　③八戸市社会福祉大会の開催

福祉教育の推進を図り、より多くの人たちにボランティ
ア活動や市民活動のきっかけづくりを提供できるような取
り組みを進めます。

福祉の心を育む人づくり2

（単位：千円）

収　入 支　出
科目 予算額 科目 予算額

会費収入 10,450 人件費支出 282,135
寄付金収入 931 事業費支出 140,664
補助金収入 31,845 事務費支出 9,827
共同募金配分金事業費収入 16,650 貸付事業支出 9,500
助成金収入 379 共同募金配分金事業費支出 11,644
受託金収入 292,072 固定資産取得支出 2,212
貸付金事業収入 9,500 積立資産支出 2
事業収入 2,773
介護保険事業・その他事業収入 71,957
受取利息配当金収入 355
雑収入 803
施設整備等補助金収入 1,110
積立資産取崩収入 1 当期支出額計 455,984

当期収入額計 438,826 予備費 1,000
前期末支払資金残高 46,418 当期末支払資金残高 28,260

収入合計 485,244 支出合計 485,244
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　福祉サービスの利用や日常的な金銭の管理に不
安をもっておられる方を支援してくださる「生活支
援員」を募集しています。
　詳細は、下記までお問合せください。

社協会員を募集しています！

◎お問合わせ・加入のお申し込みは、
　社協（℡４７－２９４０）まで。

○一般会員　年額　２００円（1世帯あたり・町内会を通じてご加入いただいております。）
○団体会員　年額　２‚０００円（1口）
○施設会員　年額　２‚０００円（1口）
○特別会員　個人会員　年額　２‚０００円（1口）
　　　　　　企業会員　年額　５‚０００円（1口）

　八戸市社会福祉協議会は、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指して活動しています。
　地域福祉活動の推進に対し、会費を通じてご協力いただく会員を募集しております。
　いただいた会費は、小地域での福祉活動やボランティアセンターの運営、相談事業、啓発活動などに活用させていた
だきます。

　成年後見センターでは、認知症や知的・精神障がい
などにより、判断能力が十分でない方やその親族など
が安心して暮らすことができるように、生活や財産管
理に関する相談や成年後見制度を利用するための相談
支援を行います。（相談無料）

八戸市成年後見センター（市委託事業）
場所：八戸市根城 8－8－155　総合福祉会館１階
電話：２４－１３２４

生活にお困りの方へ
　八戸市生活自立相談支援センターでは、生活や仕事、
家計のことなど、さまざまな問題で困っている方や不
安を抱えている方の相談を受付けています。
　専門の相談員がお話をお伺いして、問題を一つひと
つ整理し、一人ひとりに合った支援プランを考え、安
定した生活が送れるよう支援します。（相談無料）

八戸市生活自立相談支援センター（市委託事業）
場所：八戸市庁別館９階　
電話：５１－６６５５

●利用できる方　
八戸市にお住いの方、生活保護を受給していない方、
失業などで生活に困っている方

暮らしに安心を
日常生活自立支援事業

このようなことで
お困りではありませんか？

　認知症高齢者、知的障がいや精神障がいがある方
で、判断能力が不十分な方が、地域で安心して暮らせ
るよう、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を
支援します。

あっぷるハートはちのへ（青森県社協委託事業）
場所：八戸市根城 8－8－155 総合福祉会館１階
電話：４４－１１２１

ふれあい相談所
　日常生活の悩み事や法律問題についてのご相談を無
料で受け付けています。
　場　所：八戸市総合福祉会館３階

※法律相談を利用するためには、収入が一定以下であ
るなどの条件を満たすことが必要です。申込みの際
には、収入や家族構成などを伺います。

●なんでも相談

　相談日：毎週水・金曜日（10：00～15：00）
               ※祝日、12/29 ～ 1/3 は休み。
　電　話：０１７８－４４－１１１０（直通）

●法律相談

　相談日：毎週火曜日（13：00～16：00要予約）
　　　　　※祝日、12/29 ～ 1/3 は休み。
　予約電話：法テラス青森 ０５０－３３８３－５５５２
　　　　　  （平日9：00～17：00　土・日・祝日休み）

子供に
知的障がいがあり、
親が亡くなった後が

心配だ。

一人暮らしの親が
訪問販売で必要の
ないものを買わされて

いるようだ。

失業して家賃が
支払えない 仕事がなかなか

みつからない



番地石材店
墓石加工販売専門店

八戸市根城４丁目１８ ━ ９
電話　２２ - ５７３４

〒031-0071　八戸市沼館一丁目18-37
TEL 0 1 7 8 - 4 3 - 9 9 1 1

社会福祉法人 八戸市社会福祉協議会
八戸市根城８－８－155　八戸市総合福祉会館１階
TEL：0178－47－2940　　 FAX：0178－47－1881

mail：office@hachinohe-shakyo.or.jp　　URL：http//www.hachinohe-shakyo.or.jp
発行：年４回（６月・９月・12月・３月）

編集 ・ 発行

〒039-1165　青森県八戸市石堂2-11-21
TEL 0178-38-9306　FAX 0178-38-9307
E-mail　m.satou@nippon-insurance.co.jp

ボランティア活動に興味があるけど、仲間作りはどうしたらいいの？
「市民活動」って何？「ＮＰＯ」と「ＮＰＯ法人」はどうちがうの？
ビギナー編・ステップアップ編ともに、やさしく学べる講座です。
ボランティアや市民活動に興味がある方のご参加をお待ちしています！

インフォメーション

　障がい者の雇用について理解し、障がいのある人の就労
を地域や職場でサポートする人材を育成することを目的と
した講座を開催します。関心のある方は下記までお申込み
ください。

　八戸市社会福祉協議会では、次の皆様から
ご寄付をいただきました。
・㈱ユニバース 様
・八戸市鷗盟大学学生ご一同 様
・戸大建設工業㈱ 様
・大道優子 様　・川口留美子 様　・馬渡幸和 様
（なお、この寄付は平成29年2月１日～平成29年4月30日までの分です。）

ありがとうございました！

　夏休みに、友達同士や親子で点字に
チャレンジしてみませんか？
●期　日：7 月 25 日（火）～ 26 日（水）
●時　間：10 時～ 12 時
●場　所：総合福祉会館
●対　象：小学 4 年生から一般の方（親子での参加も可）
●内　容：アイマスク体験、点字の基礎について
　　　　　簡単な点訳体験
●お申し込み・お問合わせ：
　八戸市社会福祉協議会　電話 47－2940

点字体験講座 障がい者就労サポーター養成講座

八戸市社会福祉協議会を応援します

やさしく学べる　ボランティア＆市民活動講座

●期　日：平成 29 年 6 月 22 日（木）・23 日（金）・27 日（火）
●時   間：昼の部 13 時 30 分 ～ 15 時／夜の部 18 時 30 分 ～ 20 時
●内   容：22日（木）→ ビギナー編①「始めてみませんか？ ボランティア活動！」
　　　　　23日（金）→ ビギナー編②「市民活動・ＮＰＯのいろは！」
　　　　　27日（火）→ ステップアップ編「資金調達…こんな方法もある！ ～クラウドファンディングとは～」
●定   員：各回 15 名 ( 定員になり次第、締め切りとさせていただきます )
●会   場：八戸市総合福祉会館 3 階　ふれあいセンターわいぐ 交流サロン
●お申し込み・お問合わせ：八戸市市民活動サポートセンター　ふれあいセンターわいぐ　　電話　73－3311

●日程・内容
・6月21日（水）18時30分～20時〔障がいの特性と接し方〕
・6月28日（水）18時30分～20時〔障がい者福祉の制度〕
・7月  5日（水）18時30分～20時〔障がい者雇用の法律と制度〕
・7月  9日（日）  9時30分～15時〔精神障がい者の理解・企業見学〕
・7月12日（水）18時30分～20時〔障がい者の就労支援〕
・7月19日（水）10時30分～12時〔就労支援事業所見学〕
●場　所：総合福祉会館ほか
●対　象：一般市民・学生・企業や福祉施設の従業員など
※関心のある講座のみの受講可能です。

●お申し込み・お問合わせ：
　八戸市社会福祉協議会　電話 47－29402940

日（水）

社会福祉法人 八 陽 会
特別養護老人ホーム　修光園

特別養護老人ホーム　修光園サテライト

〒031-0012　青森県八戸市大字十日市字黒坂 35
　　　　　　　TEL　0178-96-4895   FAX　0178-96-3957   

〒031-0011　青森県八戸市大字田向字松ヶ崎 8-1
　　　　　　　TEL　0178-20-8415   FAX　0178-96-3655   




