
　平成28年４月に発生した熊本地震は、熊本県や大分県に甚大
な被害を及ぼしました。被災されました方々に心よりお見舞い申
し上げます。
　発災後、被災地支援のため全国各地から多くのボランティア
の方々や支援団体等が駆けつける中、大分市社協では、４月21日
から６月３日まで南阿蘇村に職員６名を順次派遣し、災害ボラン
ティアセンターの立ち上げから、被災者から寄せられるニーズの
受付・調査、ボランティア希望者の受付・マッチングなどの運営業
務支援に当たりました。
　被災状況は地域によって様々ですが、震災直後の被災した家
屋内外の後片付けや避難所での生活支援など、多くのボラン
ティアの方々の力によって被災地の復旧支援が支えられました。

　被災者が避難所から応急仮設住宅へ移り始める生活支援期に
移行する段階では、支援のニーズも徐 に々変化し、孤立防止や日常
における関係づくりなど、被災者一人ひとりに寄り添った個別支援
が求められるようになります。
　大分市社会福祉協議会では８月末にも職員３名を派遣し、避難
所で暮らす方 の々「住み慣れた地域で暮らしたいが、今後の生活が
不安だ。」といった声を聞く中で、仮設住宅等での高齢者などの安
心した日常生活を支えるための総合支援体制の構築について、現
地の社協等と協議を重ねてきました。
　こうした機会を通して、大分市社協では、復旧・復興期における社
協の役割及び実務を学ぶことができ、今後、現実に大分市内で大
規模災害が起こった際にボランティアの方 と々ともに迅速かつ的確
な被災者の支援活動ができるよう取り組んでいきます。
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熊本県南阿蘇村へ職員を派遣

　災害発生時のボランティア活動を円滑に進めるための組織で、被災者支援の拠点となります。災害時の支援活動では、
地域住民や様々な関係機関と協力することが重要になるため、平時よりボランティアや地域の方々とのつながりがある地
元社協が設置・運営することが多くなっています。

　災害ボランティアセンターには全国から多くのボランティアの方々が駆けつけてくれます。
大分市社協では、センター運営のためスタッフとして協力していただけるボランティアを募集
しています。みなさまの登録をお待ちしています。

災害ボランティアセンターの運営支援を行いました

ふくしのピロロちゃん

災害ボランティア登録の募集をしています

平成28年熊本地震災害

▲災害ボランティアセンターに集まる被災者のニーズを
　把握し、迅速なボランティア活動に繋げます

▲仮設住宅での生活が進む中で、
　求められる支援は徐々に変化しています
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災害ボランティアセンターとは

〈お問い合わせ先〉  地域福祉課　大分市ボランティアセンター　TEL （097）547-7419
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　高齢者が介護状態になることを予防するため、校区内にお
住まいの60歳以上の方を対象に「転倒予防教室」を実施して
います。前期（５～７月）・後期（９～10月）の全10回の開催
で、自治会や民生委員
児童委員等の団体と協
力するなか、講師を招
いて転倒予防につなが
る体操等を行っていま
す。昨年は約40名の参
加があり、参加者には
大変好評でした。

　自治会長が中心となり、自治会ごとに地域福祉座談会を開催
しています。座談会において出された意見は、校区社協がまとめ、
地域の課題として検討しています。課題の一つであった「地域で
見守りが必要な方への支援方法」については、検討の結果、福
祉委員を設置することと
なりました。現在は、設
置された福祉委員の具
体的な役割を協議してお
り、民生委員・児童委員
と連携した活動が出来る
ことを目指して取り組ん
でいます。

大分市社会福祉協議会では、校（地）区
社会福祉協議会の取組を支援しています。

　佐賀関地域を３地域（佐賀関、大志生木、木佐上）に分けて、
地域に住む小学生や保護者を対象とした児童夏休み工作教室を
開催しています。多くのボランティアさんや育成クラブなどの協力
により、今年度は小学生が３地域合計で約70名が参加しました。

　大分市内には45の校（地）区社会福祉協議会があり、地域の特徴を活かした様々な事業に取り組んでいます。
今回は、３校（地）区の活動を紹介します。

校（地）区社協 ニュース

と 　 き 　平成28年１１月８日（火）開会 13：00～（開場 12：00～）
と こ ろ 　ホルトホール大分　大ホール
式典内容 　市長式辞、市社協会長式辞、表彰、来賓祝辞、大会宣言採択
特別講演 　演題：住み慣れた地域でずっと暮らすために

　　　　　　　　　　～地域のつながりづくりからはじまる地域づくり～

　　　　　　講師：松
まつのはな

端　克
かつふみ

文 氏（桃山学院大学　教授）

ほっと vol.1

三佐校区社会福祉協議会
自治会ごとの「地域福祉座談会」を開催

中島校区社会福祉協議会
「転倒予防教室」

佐賀関地区社会福祉協議会
「児童夏休み工作教室」

竹で水鉄砲をつくりました！ ビーズのストラップをつくりました！

「校（地）区社会福祉協議会」って？
　校（地）区社会福祉協議会は、概ね小学校区単位で設
置されている地域住民による自主組織です。自治会、民
生委員・児童委員、公民館、老人クラブ、ＰＴＡ、青少協な
どの団体により構成されています。見守り活動をはじめ、
サロン活動などの地域福祉活動に取り組み、福祉のまち
づくりを推進しています。

手話通訳
要約筆記
あります

第47回 大分市社会福祉大会開催のお知らせ

☆入場無料・事前申込不要・どなたでも参加できます！

〈お問い合わせ先〉
地域福祉課　地域福祉係
TEL （097）547-7418
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　「なかなか仕事が見つからない」「家賃が払えず家を出なければならない」「ずっと働いていないので就職が不安」「収入に比べ
借金が多くある」など、こんな心配はありませんか？
　大分市自立生活支援センターでは、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が寄り添いながら、他の
専門機関と連携して解決に向けた支援を行います。また、「どこに相談していいかわからない」といったご相談には、関係機関と
連携し、適切な支援機関につなぎます。
　電話・来所の他、必要に応じて訪問も行いますので、ひとりで抱えこまずにまずはご相談ください。

所 在 地   大分市金池南一丁目５番１号　ホルトホール大分４階　　　 T E L   （097）547-8319

受 付日時   月～土　９：00～18：00 （第２・４月曜日・祝日・年末年始を除く）

　こんなお悩みありませんか？
　身近に頼れる身寄りがおらず「入院時」や「施設入所時」の事を考えると心配になる、将来「物忘れが出てきたとき」
などに、頼れる人が居なくて不安、もしもの時のことを考えて今の内に備えたいがどうすればいいのか分からない。その
ような方に地域で安心して暮らしていただくことを目的に、大分市社協では「やすらぎ生活支援事業」を実施しています。

離職などにより住居を失った方、ま
た失うおそれの高い方には、就職に
向けた活動をするなどを条件に、一
定期間、規定内の家賃相当額を支
給します。生活の土台となる住居を
整えた上で、就職に向けた支援を
行います。

住居確保給付金の支給

「社会との関わりに不安がある」「他
の人とコミュニケーションがうまくと
れない」など、直ちに就労が困難な
方に６ヶ月から１年の間、プログラ
ムにそって、一般就労に向けた基礎
能力を養いながら就労に向けた支
援や就労機会の提供を行います。

就労準備支援事業

家計状況の根本的な課題を把握し、
相談者が自ら家計を管理できるよう
に、状況に応じた支援計画の作成、
相談 支援、関係 機関へのつなぎ、
必要に応じて貸付のあっせん等を行
い、早期の生活再生を支援します。

家計相談支援事業

※「住居確保給付金の支給」「就労準備支援事業」については、一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

大分市自立生活支援センター
～困っていることをお聞かせください～

相談無料 秘密厳守

判断能力あり 判断能力低下後

支
援
方
法

（主に緊急時の支援）
・入院時、施設入所時の保証人に準じた支援（※２）
・入院、施設入所中の生活用品の手配
・入院、施設入所中の金銭管理
・入院中の自宅の保全　　など

（後見人としての日常的な支援）
・財産管理
・入院や施設入所契約
・要介護認定に関する手続き
・福祉サービス利用契約　　など

※２ 入院時や施設入所時等の緊急時の際に医療機関・施設等の了解を得て、保証人に準じた支援を行います。
 当法人が保証人となる訳ではありません。

〈お問い合わせ先〉  生活支援課　生活支援係　TEL （097）547-8695

①市内に頼れる身寄りのいない一人暮らしの方
②この事業を理解して契約することができる方
③生活保護受給者でない方
④ 判断能力の低下に備えて本会を後見人とする
　任意後見契約（※１）を結べる方
　以上の全てに該当する方が対象となります。

対象者

　成年後見制度の一つで、しっかりしている間に
判断能力が低下したときのお手伝いをしてくれる
人（後見人）とお手伝いの内容について、予め
公正証書において決めておくものです。

※１ 任意後見制度とは？（参考）

やすらぎ生活支援事業の主な支援内容

やすらぎ生活支援事業（ご案内）
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善意のご寄付をいただき誠にありがとうございます　（平成28年５月～平成28年８月）敬称略

市社協会員会費へのご協力ありがとうございました　（平成28年５月～平成28年８月）敬省略

おおいた市社協だより　第131号
編集と発行 社会福祉法人 大分市社会福祉協議会
〒870-0839 大分市金池南一丁目５番1号ホルトホール大分4階
 TEL （097）547-8154　FAX （097）547-9559
 ホームページ　http://www.oita-syakyo. jp/
 facebook　 https://www.facebook.com/oitasyakyo

　社会福祉協議会は、住民の皆さんが安心して暮らすことが出
来る地域福祉を実現するために、そこで暮らす住民の皆さん、
社会福祉や保健、医療、教育などの関連分野の関係者、地域社
会を形成する他の様々な専門家、団体、機関などによって構成
された公共性と自主性をもった民間組織です。

社協だよりの発行には、社協会費や共同募金の配分金が使われています

かくこどもえん／しらとり子ども園／小中島保育園／大在こども園／佐伯印刷㈱／大分みらい信用金庫府内中央支店／
（社福）碇山会／（社福）報徳会／（社福）雄山会／大分こども病院／（医）啓生会／（医）雄飛会／キッズアカデミー保育園／

杉の木園／大分市老人クラブ連合会／大分市身体障害者福祉協議会連合会／リバーサイド百々園／寒田ひめやま保育園／
大分市管工事協同組合／㈲エヌ・フードサービス／㈲大分エンゼル商事／夢・ひこうせん／（社福）ラポール／㈱清電社／
㈱シーアール／和泉荘／第一博愛寮／風雅の里　上野／㈱ヨーグルトン乳業／つばさ学園／緑が丘こども園／鶴崎保育園／
洗心保育園／森の木／白寿苑／大分県歯科衛生士会／㈱ゴリラ／ゴリラ大分㈱／旦の原保育園／大分県盲人協会／
㈱大信設備機器／泉町保育園／第二博愛寮／（社福）グリーンコープ／天心保育園／清静園／コンチェルト／藤本整形外科医院／
明野 台 保 育園／（ 社 福）若 草 会 ／ 大 分 市医師 会 立アルメイダ 病院 ／ ㈱ 明文 堂印 刷／ウィンド／ 八 風 園／ ㈱ 双 林 社 ／
垣迫胃腸クリニック／新日本消防設備㈱／衛藤病院／寿志の里／小百合ホーム／角栄測量設計㈱／松岡保育園／㈲ハザマ設備／

（社福）新樹会／㈱全日警大分支社／白水長久苑／小野米穀店／㈱千代田／㈲山村モータース／かなや小児科／㈱松田興業／
日本暖房鉄工㈱／博愛会地域総合支援センター／㈱エンゼル白衣／山手皮膚科病院／大分市歯科医師会／㈱サニクリーン九州／
アルメイダメモリアルホーム／（社福）樫の木／大分エージェンシー㈱／㈲光永鮮魚／緑風苑／ワタキューセイモア㈱大分営業所／
小野高速印刷㈱／大分市ボランティア連絡協議会／㈱トヨタレンタリース大分／（医）田中耳鼻科／（社福）仁愛会／和光保育園／
八風・マーヤの園／八風・be ／（財）西日本産業衛生会／㈱夢追い人／（医）山内循環器クリニック／（医）創寿会／玉光苑／
鶴崎同光園／稙田保育園／城東保育園／坂ノ市こども園／しきどこども園／㈱大分電設／大分中央商事㈲／（社福）大翔会／
悠々舎／丸果大分大同青果㈱／ハーモニーの森／平岡㈱／（社福）おおいたすみれ会／津田皮膚科クリニック／上野愛光保育園／
ゆめっこ保 育 園 ／ 大 分 市 青 少 年 健 全 育 成 連 絡 協 議 会 ／アイリスおおい た ／ ㈱ タツミ電 業 社 ／ かるが も保 育 園 ／
ブンゴヤヘルス・ケア／㈱若竹園／帆秋病院／大分郡市医師会／㈲秀栄社／（医）よしどめ内科・神経内科クリニック／
ＮＰＯ法人銀河鉄道／東舞鶴保育園／㈱電操技研／㈲たけのこ保育園／ゆりかごこども園／南大分保育園／（社福）さくら保育園／
庄の原苑／大分商工会議所／㈱佐伯建設／ソレイユ／仁医会病院／（社福）永生会／協栄工業㈱／穂燈舎／西産工業㈱／
やまびこ広場／㈱トキハ物流サービス／㈱環境整備産業／（医）山下循環器科内科／㈱大分白屋／ヤマウチ調理食品㈱／
極東印刷紙工㈱／大分市医師会／ひまわりの家／㈱しげやす／大分市地域婦人団体連合会／㈱高千穂工業／（社福）新友会／
タイセイエンター㈱／（医）きさらぎ会／㈲四季／東九興産㈱／㈱栄工社／梅高建設㈱／㈱太田旗店／平倉建設㈱

●香典返し寄付
 ・大分地区 83 件　・鶴崎地区 40 件　・大在地区 16 件　　・坂ノ市地区 21 件
 ・大南地区 20 件　・稙田地区 34 件　・佐賀関地区 16 件　・野津原地区 11 件

●高額寄付（香典返し・篤志）
 藤田幸三（白木）／大分歌謡スクール／池元忠美（古国府）／佐藤公明さんを偲ぶ会／
 大塚富造（角子原）／内田伶子（大道町）／加島和典（上宗方）

　企業や団体、個人等から寄付された車いすを、一時的に必要とされる
大分市民の皆様に貸し出しをしています。
　「旅行に行きたいので１週間借りたい」「足を骨折したので３ヶ月借りたい」
などの理由で、多くの方に利用していただいています。

◆対 象 者　大分市に住所を有し、自宅療養で歩行困難な方
◆貸出期間　６ヶ月以内
◆使 用 料　消毒維持管理費として200円／回
◆種 類　自走式・介助式（数に限りがあります）
※申込みの際は印鑑・身分証明書( 運転免許証等)をご持参ください。
※入院や入所施設内の利用には貸し出しできません。

〈お問い合わせ先〉  地域福祉課　大分市ボランティアセンター　TEL （097）547-7419

自走式 介助式

●篤志寄付
 ボランティア豊府／宮﨑恵子（森町）

車いすを貸出しています

市民の皆様をはじめ、企業や団体等多くの方々からいただく会費は、地域福祉を推進するための事業に活用しています。
平成28年５月から平成28年８月までに5,000円以上の会費を納入された特別会員をご紹介します。
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