社会福祉法人

大分市社会福祉協議会
「支え合って 共に生きる
みんなが主役のまちづくり」

ふれあいネットワーク

大分市社会福祉協議会の
マスコットキャラクター

「ふくしのピロロちゃん」

社会福祉協議会 って
どんな団体 なの ？
大分市社会福祉協議会は、大分市における社会福祉の推進を図ることを目的に
設立された公共性と民間性を併せ持つ団体です。
令和元年度から令和５年度までの５年間を計画期間とする「第４期大分市地域
福祉計画・第５次地域福祉活動計画」の下、計画の理念である「支え合って
共に生きる

みんなが主役のまちづくり」の実現に向け、市民の皆様をはじめ、

広範な関係機関や団体などと連携しながら活動しています。
また、こうした活動を行うための財源は、皆様からの「会費」「寄附金」「香典
返しにかえての寄附金」「赤い羽根共同募金配分金」などに支えられています。

会員加入のお願い
会費は、大分市社会福祉協議会がめざす「支え合って 共に生きる みんなが

主役のまちづくり」を実現するために必要となる貴重な財源です。社会福祉協
議会と地域の皆様が共に力を合わせて福祉活動を進めるために、会員制度へのご
理解とご協力をお願いします。

一

般

会

費

一世帯当たり 年額

120円

賛

助

会

費

年額 一口

1,000円

（本会役職員、行政関係職員、自治委員、民生委員児童委員 等の個人）

特

別

会

費

（会社、事業所、福祉、医療、保健 等の団体）

年額 一口

5,000円

地域福祉活動 の 推進
住み慣れた地域でお互い支えあい、
いきいきと生活できるまちづくりを推進
していくために、地域住民は、主体的に地域福祉活動に取り組んでいます。
本会は、
このような地域福祉活動を様々な事業を通して支援しています。

校（地）区社会福祉協議会活動への支援
市内には、地域住民で組織された45ヶ所の校
（地）区社会福祉協議会があり、地域特性を
活かした活動を行っています。校（地）区社協の活動を支援することにより、地域福祉活動
を推進しています。
小地域福祉ネットワーク活動事業の推進
校
（地）
区社会福祉協議会の活動計画策定支援
地域福祉推進委員の育成

小地域福祉ネットワーク活動事業 とは？
各校（地）区社協が、地域住民と連携をとりながら、
一人暮らし高齢者、障がい者等とその家族、子育て
中の親子等を地域で見守る支えあい活動です。
校
（地）
区社会福祉協議会 座談会の様子

福祉教育支援事業
小中学校に出向き、
「福祉学習プログラム」を
活用した体験型学習の支援をしています。

福祉学習講座（車いす体験）

大分市地域ふれあいサロン事業（高齢者）の推進
ふれあい・いきいきサロン事業（子育て）の推進
広報紙「おおいた市社協だより」の発行
高齢者生きがい対策事業の助成

ふれあい・いきいきサロン（子育て）の活動風景

※本会の地域福祉活動は、市民の皆様の「会費」
「寄附金」
「香典返しにかえての寄附金」
「赤い羽根共同募金配分金」や大分市からの補助金、受託金により支えられています。

くらしを 支える各種事業
地域の皆様の困りごとや心配ごとの解決に向けた支援を各種事業を通して
行っています。秘密は固く守られますので、
お気軽にご相談ください。

生活困窮者自立相談支援事業

生活福祉資金貸付事業

仕事や暮らしの困りごと、ひきこもりな
どあらゆる相談に応じ、それらの課題解決
に向けた支援を行う事業です。この事業だ
けでは解決困難な内容であれば、他の制度
やサービスの紹介、調整を行います。

低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世
帯に対し、必要な資金の貸付と共に、民生
委員を通じ相談援助を行うことにより、そ
の世帯の経済的自立と生活意欲の助長、加
えて社会参加の促進を図り、安定した生活
が送れるよう支援します。

大分市自立生活支援センター
電 話（097）547-8319
ＦＡＸ（097）547-9583

日常生活自立支援事業

生活福祉資金担当

電 話（097）547-8319
ＦＡＸ（097）547-9583

やすらぎ生活支援事業

認知症高齢者、知的障がい者、精神障が
い者等、判断能力が十分でない方々に対し
て、福祉サービスの利用援助や日常的な金
銭管理等を行い、地域での自立した生活を
支援します。

市内に頼れる身寄りがない方に対し、入
院時、施設入所時、物忘れが出た時等に必要
なお手伝いをすることで、地域で安心して
暮らしていくことができるよう支援します。

あんしんサポートセンター大分

やすらぎ生活支援事業担当

大分市成年後見センター事業

障がい者生活支援事業

認知症や知的障がい、精神障がいなどに
より判断能力が十分でない方々が自身の権
利や財産を守り、自分らしく安心して暮ら
していくことができるよう支援します。

在宅で暮らす障がいのある方と、その家
族の方の地域活動を支えるため、各関係機
関と連携をとりながら、障がい者の自立生
活を支援します。

電 話（097）547-7774
ＦＡＸ（097）547-7773

大分市障がい者相談支援センターさざんか

電 話（097）547-8320
ＦＡＸ（097）547-7773

音楽指導員派遣事業
福祉、医療、保健施設に入所（入園）し
ている方々や地域で生活している方々に、
音楽を通じて心身の健康の保持、増進やふ
れあい交流を促進し、もって地域における
福祉活動の活性化を図ることを支援します。

音楽福祉支援センター
電 話（097）547-8695
ＦＡＸ（097）547-9583

電 話（097）547-7196
ＦＡＸ（097）547-7773

電 話（097）576-8887
ＦＡＸ（097）576-7554

下記事務所においても相談の受付を行って
います。

佐賀関事務所（活き活きプラザ潮騒）
電 話（097）575-3456
ＦＡＸ（097）575-1155

野津原事務所（多世代交流プラザ）
電 話（097）588-1151
ＦＡＸ（097）588-5111

ボランティア活動 の 推進
身近な地域や学校、企業など様々な場面でボ
ランティア活動に参加する人々が増加し、多様な
広がりを見せています。
大分市ボランティアセンターでは、各種事業を
通して、
ボランティア活動をしている人、
これから
したい人、
してもらいたい人を支援しています。

ボランティア活動支援
ボランティア相談及び登録促進
ボランティア活動助成
ボランティア活動保険等加入促進
大分市ボランティア連絡協議会支援

ボランティアの育成
朗読ボランティア養成講座
点訳ボランティア養成講座
施設ボランティア体験事業
（夏のボランティア体験月間含む）

災害時支援事業
災害ボランティア登録促進
災害ボランティア養成講座
災害ボランティアセンター設置・運営訓練

その他
災害ボランティア養成講座

車いす貸出
ボランティアだより発行

在宅の高齢者 や 障がい者 のための
福祉サービス事業
事業運営に当たっては、
「高齢者や障がい者等個人の人権を尊重し、笑顔と思いや
りの心で、地域に信頼される安心安全な在宅福祉サービスの提供」を基本にしています。
こうしたサービスを通して、地域の福祉サービス水準の向上につながる公共性の高い
経営に努めています。

介護保険事業
居宅介護支援事業

大分市介護保険サービスセンターさざんか
ケアマネジャーが、要介護と認定された高齢者の相談に
応じ、ケアプランを作成し、適切な福祉サービスを効果的
かつ効率的に提供できるようお手伝いします。
訪問介護事業
〈介護予防訪問介護事業〉

大分市ホームヘルパーステーションさざんか
介護を要する高齢者のお宅へホームヘルパーが訪問して、
入浴、排泄、食事等の身体介護や、食事の支度、掃除、洗濯等
の生活援助等日常生活のお世話をします。

通所介護事業
〈介護予防通所介護事業〉

大分市老人デイサービスセンターさざんか
高齢者の心身機能の維持向上を目的に、日帰りで、入浴
や食事、機能訓練等のサービスを提供し、ご家族の介護負
担の軽減をお手伝いします（自宅まで送り迎えします）。

障害者総合支援事業
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

大分市障害者等
ホームヘルパーステーションさざんか
介護を要する障がい者のお宅へホームヘル
パーが訪問して、入浴、排泄、食事等の身体介護
や、食事の支度、掃除、洗濯等の家事援助、生活
等に関する相談及び助言並びに移動の介護等
のサービスを提供します。

相談支援事業所さざんか駅南
障害福祉サービス等を申請した障がい者の
お宅へ相談支援専門員が訪問し、サービス等
利用計画の作成やその見直しを行い、障がい
者の抱える課題や適切なサービス利用に向け
て、きめ細やかな支援をします。

施設利用 の ご案内
大分市活き活きプラザ潮騒、大分市多世代交流プラザの両施設は、本会が
大分市から指定管理者の指定を受け、施設の運営を行っています。

大分市活き活きプラザ潮騒 の利用について
大分市活き活きプラザ潮騒は、高齢者等の健康の増進や生きがいづくりなど、福祉に
関する市民の自主的な活動の場として利用していただいています。
【住

所】大分市大字佐賀関869-4
TEL (097)575-3456 FAX (097)575-1155

【開館時間】月〜土曜日の午前９時から午後５時まで（※）
【休 館 日】日曜日、国民の休日
年末年始（12月28日から１月４日）
※上記にかかわらず、事前の予約で平日の午後５時から午後９時までと、
日曜、祝日の午前９時から午後５時までの間はご利用になれます。

大分市多世代交流プラザの利用について
大分市多世代交流プラザは、世代間の交流、高齢者等の健康の増進や生きがいづくりを
図るとともに、福祉に関する市民の自主的な活動の場として利用していただいています。
【住

所】大分市大字野津原800 野津原市民センター２Ｆ
TEL (097)588-1151 FAX (097)588-5111

【開館時間】月〜土曜日の午前９時から午後５時まで（※）
【休 館 日】日曜日、国民の休日
年末年始（12月28日から１月４日）
※上記にかかわらず、事前の予約で平日の午後５時から午後９時までと、
日曜、祝日の午前９時から午後５時までの間はご利用になれます。

※詳しい利用方法については、各施設へお問い合わせください。

大分市社会福祉協議会に
関する情報を発信しています！！
大分市社協公式ホームページ

ht t p:// w w w.o i t a - sya k yo.j p

大分市社協公式facebookページ

ht t ps:// w w w.face b o o k.co m/o i t a sya k yo

大分市社会福祉協議会 の 組織
総

務

課

庶

務

係

佐賀関事務所
野津原事務所

評議員会
（40名）
議決機関

地域福祉課

各種委員会
・福祉サービス等
改善向上委員会

生活支援課

事務局

（18名）
執行機関

会
長
副 会 長
常務理事

在宅福祉サービス課

各 部 会
・老人部会
・保育部会

事

（３名）
監査機関

管

理

係

大分市ホームヘルパーステーションさざんか
大分市ホームヘルパーステーションさざんか佐賀関事務所
大分市老人デイサービスセンターさざんか
大分市介護保険サービスセンターさざんか
大分市介護保険サービスセンターさざんか駅南事業所
大分市介護保険サービスセンターさざんか佐賀関事業所
大分市介護保険サービスセンターさざんか野津原事業所
相談支援事業所さざんか駅南

・地域組織部会
・民生児童委員部会

監

生活支援係

大分市障がい者相談支援センターさざんか
城東地域包括支援センター
佐賀関・神崎地域包括支援センター
大分市自立生活支援センター
あんしんサポートセンター大分
やすらぎ生活支援事業
音楽福祉支援センター
生活福祉資金貸付事業
大分市成年後見センター

・ボランティア
センター運営委員会

理 事 会

地域福祉係

大分市ボランティアセンター

・施設部会
・老人福祉施設部会
・心身障害児者部会
・母子福祉部会

大分市社会福祉協議会の事業
地域福祉活動推進事業

ボランティアセンター事業

在宅福祉サービス事業
（介護保険事業）

小地域福祉ネットワーク活動事業

ボランティア啓発事業

大分市地域ふれあいサロン事業（高齢者）

ボランティア育成事業

訪問介護事業（介護予防訪問介護事業）

ふれあい・いきいきサロン事業（子育て）

ボランティア相談事業

通所介護事業（介護予防通所介護事業）

高齢者生きがい対策事業の助成

ボランティア活動支援事業

居宅介護支援事業

地域福祉推進委員研修
大分市社会福祉大会の開催
福祉副読本「ふくしの心」作成

災害時支援事業
車いすの貸出

相談事業

（障害者総合支援事業）
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
相談支援事業

広報誌「おおいた市社協だより」の発行

生活困窮者自立相談支援事業

音楽指導員派遣事業

障がい者生活支援事業

福祉教育支援事業

日常生活自立支援事業

生活支援ホームヘルプサービス事業

やすらぎ生活支援事業

生きがい対応デイサービス事業

生活福祉資金貸付事業

要介護認定調査

城東地域包括支援センター

ひとり親家庭等日常生活支援事業

佐賀関・神崎地域包括支援センター

生活支援デイサービス事業

社会福祉団体への
活動支援、助成
指定管理事業
大分市活き活きプラザ潮騒
大分市多世代交流プラザ

大分市成年後見センター事業
成年後見制度に関する相談及び利用支援
成年後見制度の普及・啓発
市民後見人の育成
法人後見の受注

（受託事業）

地域生活支援事業

（自主事業）
自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業

大分市社会福祉協議会

大分市金池南１丁目５番１号

代 表
総務課 庶務係
地域福祉課 地域福祉係
大分市ボランティアセンター
生活支援課 生活支援係
大分市成年後見センター

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

(097)547-8154
(097)547-8154
(097)547-7418
(097)547-7419
(097)547-8319
(097)547-7774

在宅福祉サービスセンター

J:COM ホルトホール大分４Ｆ

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

(097)547-9559
(097)547-9559
(097)547-9559
(097)547-9559
(097)547-9583
(097)547-7773

大分市金池南１丁目８番16号

在宅福祉サービス課 管理係
大分市老人デイサービスセンターさざんか
大分市介護保険サービスセンターさざんか駅南事業所
相談支援事業所さざんか駅南

TEL
TEL
TEL
TEL

(097)543-7171
(097)543-7171
(097)543-7181
(097)513-7997

大分市ホームヘルパーステーションさざんか

FAX
FAX
FAX
FAX

(097)543-7187
(097)543-7187
(097)543-7187
(097)543-7187

大分市長浜町２丁目９番12号

TEL (097)543-7173

FAX (097)537-2323

大分市障がい者相談支援センターさざんか

大分市王子新町5-1

TEL (097)576-8887

大分市社会福祉協議会佐賀関事務所
大分市活き活きプラザ潮騒
大分市ホームヘルパーステーションさざんか佐賀関事業所

大分市大字佐賀関869-4

TEL (097)575-3456（事務所） TEL (097)575-1133（ヘルパー）

大分市社会福祉協議会野津原事務所
大分市多世代交流プラザ
大分市介護保険サービスセンター野津原事業所

〕〔

大分銀行

）（

医療法人関愛会
佐賀関病院
フェリー
消防署
乗り場

トンネル

至明野

滝尾橋

日豊本線

至白木・臼杵

大分市社会福祉協議会野津原事務所
大 分 市 多 世 代 交 流 プ ラ ザ 野津原市民センター２F
七瀬川

大分駅

10号

217

医療法人関愛会
居宅介護支援事業所「ひまわり」

大分市ホーム ヘ ル パ ー
ステーション さ ざ ん か

〕〔

大分駅前バス停

長浜
小学校

警察署

号

県庁

オアシス
ひろば21

至鶴崎

舞鶴橋

至大分市

消防署

197号

FAX (097)588-5111

大分市社会福祉協議会佐賀関事務所
大分市活き活きプラザ潮騒
大 分 市 ホ ー ム ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン さ ざ ん か 佐 賀関 事 業 所

大分市障がい者相談支援センターさざんか
市役所

FAX (097)575-1155

大分市大字野津原800 野津原市民センター２Ｆ

TEL (097)588-1151（事務所） TEL (097)588-5070（介護保険）

至別府

FAX (097)576-7554

東部小

J:COM ホルトホール大分４F

在宅福祉サービスセンター

交通の
ご案内

■
■
■
■
■
■

〕〔

大分市社会福祉協議会

中央
公民館

野津原郵便局

〕〔

442号

大分市社会福祉協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・大分駅上野の森口から徒歩３分
在宅福祉サービスセンター ・・・・・・・・・・・・・・・・大分駅上野の森口から徒歩５分
大分市ホームヘルパーステーションさざんか ・・・・・・・バス停「舞鶴町」下車、徒歩５分
大分市障がい者相談支援センター ・・・・・・・・・バス停「県立図書館前」下車、徒歩３分
大分市社会福祉協議会 佐賀関事務所 ・・・・・・・・・・・・バス停「金山」下車、徒歩１分
大分市社会福祉協議会 野津原事務所 ・・・・・・・・・・・バス停「野津原」下車、徒歩１分

このしおりに関するお問い合わせは、事務局へお気軽にどうぞ！！
大分市社協ホームページアドレス

http://www.oita-syakyo.jp
令和元年９月作成

