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津幡町社会福祉協議会とは

安心して暮らせる
福祉のまちづくり。

組

織

長

中心になり検討を行います。

監事：2 名

評議委員

評議員：19 名

常務理事

●理事会は執行機関として

理事：9 名

副会長

監事：2 名

理事会

会

監事会

●監事会は業務や

●評議員は地域の中から選ばれ、
事業活動の決定を行います。

財務の監査を行います。

事務局長
事務局次長

ボランティアセンター
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総務課

地域福祉課

親子支援センター

社会福祉協議会は、通称「社協」の愛称で親しまれ、

市区町村、都道府県・指定都市および全国段階に設置

安心して暮らせる
津幡町のまちづくりを
目指しているんだね。

され、地域住民、社会福祉関係者等の参加協力を得て、
みんなが安心して暮らせる福祉のまちづくりの実現を

ありがたいね～

目指した活動を行っています。

また、社協は営利を目的としない民間組織として活

動しており、津幡町では昭和 44 年より認可を受け、社
会福祉法人となり現在に至っています。

事業内容
１. 地域福祉活動の拠点づくり事業

８. 町たすけあい金庫の運営

２. 福祉活動推進事業の運営

９. 生活福祉資金の相談

３. ボランティアセンターの運営

１0. 広報活動の推進

５. 心配ごと相談所及び法律相談所の運営

１2. 募金運動の協力

４. 地域ささえあい事業の運営

１1. 福祉団体等の連絡調整と育成支援

６. 親子サロン・子育てサポートセンターの運営
７. 社会福祉大会（福祉まつり）の開催

１3. 福祉センターの管理運営

諸団体事務（社会福祉協議会に事務局のある団体）
福祉団体やボランティアグループの活動支援を行っています。
１. 津幡町民生児童委員協議会

１0. 津幡町いきいきサロン連絡会

３. 津幡町戦没者遺族会

１2. 発達障害児の親の会「クローバー」

２. 津幡町老人クラブ連合会

４. 津幡町身体障害者福祉協議会
５. 津幡町母子寡婦福祉部会

１1. 軍恩連盟津幡協議会

１3. ～流産・死産・新生児死亡等で赤ちゃんを見送った親の会～
小さな天使のママの会＆エンジェルハグ

６. 津幡町ボランティア連絡会

１4. 不登校の親の会「ホットミルク」

８. 津幡町共同募金委員会

１6. 津幡町子育て支援サークルネットワーク＆きまっしママの会

７. 津幡町赤十字奉仕団

９. 日本赤十字社石川県支部津幡町分区

１5. 津幡町障害児・者団体連絡協議会「てんとう虫の会」
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共に支え合うあたたかいまちづくり
～支え合い、誰もが個人として尊重され
その人らしく生き生きと
すこやかに安心して暮らせる津幡町の実現～
「福祉」とは「幸せ」や「豊かさ」を意味する言葉です。ふだんのくらしのしあわせのために、

地域の特徴や今まで育まれてきた助け合いや支え合い（自助・互助・共助・公助）を生かして、
どこに住んでもどんな状態になっても、子どもからお年寄りまで、全ての住民が心豊かに
暮らせる地域づくりのために、地域福祉計画・地域福祉活動計画を進めます。

例えば

買い物弱者の問題

確認

一人暮らしの人の安否
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●地域の福祉拠点づくり
地域を基盤とした実践活動を進めるためには

地域の核となる拠点が必要です。それは、地域

福祉推進の基礎組織として、地域住民のくらし

を考える組織です。そんな地域の福祉拠点は、
4 つの機能を備えています。

孤立防止

支える

認知症の人の暮らしを

つの機能

１．集い（憩の場、発見、学び）

２．相談（情報の収集提供、見守り）

３．協議・つなぐ（緊急時のしくみ）

４．生活支援（困りごとの対応、移動手段）

●ふれあい総合相談
相談種別
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相談日・時間

相談員

心配ごと相談

毎週第 2・4．5 水曜日

人権擁護委員

日常的な心配事

心配ごと行政相談

毎週第 1．3 水曜日

行政相談員

行政に関する苦情など

無料法律相談（要予約）

毎月第 1．3 木曜日

金沢弁護士会

離婚、財産、相続など

児童なんでも相談

毎月第 2 火曜日

親子サロンよろずや相談

月～金曜日

生活福祉資金等貸付相談

月～金曜日

社協職員

生活資金等に関すること

ボランティア相談

月～金曜日

ボランティア

ボランティアに関すること

13：30 ～ 15：30
13：30 ～ 15：30
13：30 ～ 15：30
13：30 ～ 15：30
9：00 ～ 16：00
8：30 ～ 17：00
8：30 ～ 17：00

民生児童委員
民生児童委員
県司法書士会

主任児童委員
育児相談員

コーディネーター

内容

児童に関すること
子育てに関すること

ふれあい・いきいきサロン
ワイワイ楽しく、いきいき元気に！
●ふれあい・いきいきサロンとは
高齢者が「閉じこもり」にならないように気軽に出かけ、おしゃべ

りやゲームを楽しむことにより、いきいきと元気に暮らせる地域を目
指しています。また、サロンの運営ボランティアにとっても生きがい
の場となり、サロンを通して住みよい地域づくりを目指します。

●津幡町では

46

サロンは平成 16 年 4 月に初めて設立して以来、10 年が経過しました。平成

26 年 7 月末現在 7 地区で 46 カ所のサロンが開設しています。今後は、全集落（86

カ所

区）でサロンが開設され、町民の皆様が健康で生きがいを持って暮らすことがで
きるよう、社会福祉協議会はサロンの設立に向け支援をいたします。

●社会福祉協議会の支援
●相談…………………………… サロンの立ち上げや運営に関する相談
●研修会・交流会……………… 勉強会や講習会、元気はつらつ大会の開催
●保険…………………………… サロン参加者への傷害や事故（車は除く）に対応

●機材・用具の貸出…………… CD ラジカセ、カラオケ（テレビに接続）じゃんけんペタンコ、
スカットボール、ギムニックボールなど

●ボランティア・講師派遣…… 介護予防メイト、警察、消防、介護職員など
●助成金………………………… サロン立ち上げ費 20,000 円（開設時のみ）
▼ 元気はつらつ大会の様子

▼ サロンの様子
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津幡町

ボランティアセンター

一緒に活動しましょう！
ボランティア活動は、誰もが自分でできることを自分の意志で行う社会活動で

す。ボランティア活動への住民参加を広く呼びかけるとともにその活動を推進す
るためにいろいろな事業や支援を行っています。

ボランティア活動情報の収集と提供
ボランティア活動の紹介や収集活動の報告、各種講座等の案内を社協だよりや町広報誌、掲示板等を利用し情報を

提供しています。

ボランティアに関する相談・登録・斡旋
ボランティア活動をしたい人や、活動をしている人の相談や助言を行ったり、ボランティアを必要としている人の

相談や紹介、斡旋をしています。

各種講座や研修会の開催
ボランティア活動について学びたい人や、活動をしている人に、各種ボランティア講座や研修会を開催しています。

ボランティア活動支援
・ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任などについて、補償するボランティア活動保険の加入手続
きを行っています。

・ボランティア団体が利用できる助成金情報の紹介。
・地域ボランティア交流室は、ボランティア団体が活動するための打ち合わせ等に利用されています。

連絡会等の運営およびボランティア活動普及事業の支援
・災害ボランティアセンター運営

・津幡町ボランティア連絡会の運営

・児童・生徒ボランティア活動普及事業
・ジュニア体験事業支援
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津幡町

地域ささえあい事業

お互い様の声をつなぎます！
この事業は、だれもが住み慣れた地域で安心して豊かに暮ら

せるよう、生活に手助けが必要な方を地域全体で支えあってい
くことが大切と考え、おたがいさま活動を支援する事業です。

相互援助活動

「生活の手助けをしてほしい」
「生活の手助けをしたい」

お互い様の声を

と思っている方が会員となり、お互いの合意で助け合い活動をおこないます。 つなぎます！

会員の構成
社会福祉協議会が拠点で、コーディネーターが

利用会員と協力会員の相互援助活動をつなぎます。

◆利用会員・・・・・・本町に住所を有している方

◆協力会員・・・・・・地域ささえあい養成講座修了者
援助の内容

受

●話し相手

午前９時～午後４時

●家事援助
●付き添い

付

【休業 】 土曜日、日曜日および国民の祝日（12 月 29 日～翌年 1 月 3 日）
など

料
活動の流れ
１、会員登録

２、利用申し込み

金

●利用会員、協力会員ともに年会費 1,000 円（保険料事務費）がかかります。
（有料）
●利用会員は、協力会員に支払う利用料金が 1 時間 600 円かかります。
＊また、1 時間を超える場合は、30 分毎に 300 円かかります。

３、協力会員への連絡
４、打ち合わせ
５、援助活動

６、活動費の支払い
７、報告書の提出

「ささえあい」は、ボランティアさんが手

助けする、ご近所的な助け合い事業です。
プロの仕事ではありませんが、養成講座を

受けた方が責任を持って活動しています。
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福祉サービス利用支援事業
‘‘高齢者‘‘ や ‘‘障害のある方‘‘の日常生活を支援します。
サービスを利用できる方

1
２

次に該当し、判断力が十分でない方が対象です。
１．もの忘れのある高齢者（認知症）
２．知的障害のある方
３．精神に障害のある方

認知症高齢者については、診断の有無に関係な
く対象になります。

３

知的障害のある方、精神に障害のある方について
は、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳をお持ち
でない方も対象になります。

４

左記 １ に該当する方は、在宅の方だけはなく、
病院や施設に入っている方も対象になります。

３

日常生活に必要な手続きのお手伝い

４

福祉サービスの利用のお手伝い

サービスの内容

1
２

日常的なお金の管理のお手伝い
１．毎日の生活に必要なお金の出し入れ
２．医療費、電話料、税金などの支払い
３．年金や福祉手当の受け取り

大切な書類などのお預かり
１．年金証書、不動産権利証、
保険証書など大切な書類
２．預金通帳や実印

＊これらの書類等は、盗難や火災から守るため、金融機関の貸
金庫を利用して保管します。

１．住民票の届出や印鑑登録などの行政手続き
２．住宅改造、住居の賃貸に関する契約の手続き
３．商品購入に関する簡易な苦情処理制度の利用手続き
１．サービス提供事業者を選択するために、
事業者の名称やサービス内容などの情報の提供
２．ホームヘルパーの派遣やデイサービスなどの
利用申し込みや契約のお手伝い
３．福祉サービスへの不満などを
担当窓口へ申し出るためのお手伝い

申し込み方法

ま ず は、 町 社 会 福 祉 協
議会にお電話ください。

専門の担当職員がお宅を
訪問し、詳しく事情をお
伺いします。

サービスの利用が必要
な 場 合 に は、 支 援 計 画
を作ります。

支援計画や契約内容が
決 ま れ ば、 ご 本 人 と 社
会福祉協議会が契約を
結びます。

契約通りに、町社会福祉
協議会に配置される生活
支援員がサービスを始め
ます。

サービスの利用料

1

専門員による相談から契約までは無料ですが、
契約後の生活支援員によるサービスの提供は、
利用料が必要です。
１．各サービス料金は、
1 回 1 時間まで 1350 円です。
２．1 時間を超える場合、
30 分ごとに 325 円かかります。

8

２

書類などの預かりサービスを利用される場合は、
貸金庫の利用料が必要です。

３
４

生活保護を受けている方の利用料は、貸金庫の利
用料を除いて無料です。
住民税非課税の方には、利用料を一部免除できる
場合がありますので、ご相談ください。

各種貸付金事業
津幡町たすけあい金庫

低所得世帯に対し、緊急事態を援護する資金です。

対象

津幡町に 3 か月以上住居を有する方で、生活保護の適用を受けている者、
および一般の方で援護の必要を認める者

貸付限度額

5 万円以内

連帯保証人

本町住民で町民税の納税義務者

貸付者

津幡町社会福祉協議会

石川県生活福祉資金

世帯の自立のための資金です。

1．他からの借入が困難な収入の少ない世帯
2．身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方のいる世帯
3．日常生活上介護を要する 65 歳以上の高齢者のいる世帯
4．現住所での居住期間が 6 カ月以上の世帯（単身者は１年）

対象

＊各世帯ごとに所得制限があります。

資金種類

更生資金・修学資金・住宅資金・福祉資金・療養介護資金・災害援護資金
（資金によって限度額は異なります）

連帯保証人

65 歳未満で原則県内にお住まいの方（借入申込者と別世帯の方）

貸付者

石川県社会福祉協議会

総合支援資金

次の要件のすべてに該当する場合に貸付対象となります。

対象

1．生計中心者の失業により、生計の維持が困難となった世帯
2．生計中心者が就労することが可能な状態にあり、求職活動等を行っていること
3．生計中心者が就労することにより、世帯の自立が見込めること
4．生計中心者の失業の日から 2 年を超えていないこと
5．生計中心者が雇用保険等の公的資金の受給資格がないこと

貸付限度額

月額 20 万円（単身世帯は 10 万円）

連帯保証人

原則県内にお住まいの方（借入申込者と別世帯の方）

貸付者

石川県社会福祉協議会

長期生活支援資金
対象

土地・建物を所有し、将来にわたりその住居に住み続ける意思のある高齢者のみで低所得世帯
（土地評価額 1 千万円以上）

貸付限度額

土地の評価額の概ね 7 割

貸付者

石川県社会福祉協議会

緊急小口資金
貸付限度額
貸付者

低所得世帯に対し、一時的な理由により、資金が必要な方が対象となります。
10 万円以内
石川県社会福祉協議会

＊詳しくは、津幡町社会福祉協議会までお問い合わせください。
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行ってみよ♪

子育てたまり場

親子サロンって？

親子サロン

～みんな大事！遊びにおいでよ♪～

大人と一緒ならフリータイム（9：00 ～ 16：00）で利用できる屋内遊戯場です。

いろんなイベントや相談なども行っています。地域の皆さんの大きなパワーに支え
られながら活動しています。

遊び場の提供

よろずや相談

フロアは広々走
り回れるよ。夏
はクール、冬は
ホットシェアし
に来てね！

そっと声をかけ
て下さい。秘密
厳守です。

イベントの開催

３世代交流

毎月開催の「わ
いわいお茶会」
の様子。１人で
来ても大丈夫！
みんなでワイワ
イお茶タイム♪

各世代が交流す
ることで地域の
子育てネット
ワークが広がる
事を目的として
います。

育児情報の提供

子育て支援者（団体）の育成

雑誌や育児書は
もちろん、いろ
いろな情報を
ゲットしよう！

子育てに関する
様々な研修会や
講演会を開催し
ています。

ホームページ
の運営
イベント情報な
どもチェックし
て ね。「 親 子 サ
ロン」で検索！
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お休み / 火・土・日・祝日・年末年始

http://oyakosaron.boo.jp

他の子育て支援団体とのコラボレーションにより、
著名な先生方を講師としてお呼びしたりしています。

津幡町

子育てサポートセンター

子育てサポートセンターって何？

～助け合おうよ！～

子育てを地域社会全体で支え合っていくことが大切だと考え、子どもを持つすべて

の方が安心して子育てできる環境を目指し、育児の援助を受けたい利用会員と育児の
援助を行いたいサポート会員とを紹介し、相互援助活動をサポートする事業です。

「人見知りして、ぐずる時が
あるんですけど、そんな時
は背中をトントンすると落ち
着くかもしれません」
「はい、わかりました

」

教えて！サポートセンターのしくみ

１ 受付（親子サロンにて）

２ 選択（サポート会員を選びます）

サポーター
Ａさん

３日前までに。電話でも OK です。

６ お迎え

３ 面接（打ち合わせ）

サポーター
Ｂさん

利用者が保育ママを選択できま
す。
（サロンでファイルを見てね）

利 用 者 と 保 育 マ マ で 行 い ま す。
子どもの様子などを話します。

５ お預かり中

４ お引渡し（当日）
打ち合わせた
時 間・ 場 所 で
行われます。

料金お支払い。

これまでの活動内容
●保育園・学校への送り迎え
●ママのリフレッシュのため
●職安・病院通いのため
●早番・遅番のため

子育てたまり場

ご利用のご案内

＊利用料金の支払いは当事者間で行います。

●申込日時 月曜～金曜日 9：00 ～ 16：00
●対象児

生後２か月～小学生４年生までの児童、又はサポートセンターが認めた児童

●利用料金 【 平日 】8：00 ～ 19：00 は 600 円 /H
【土日祝日】8：00 ～ 19：00 は 700 円 /H

（年末年始 12/29 ～ 1/3 とお盆 8/13 ～ 8/15 は土日祝日扱いとなります）

●年会費

親子サロン

左記以外 700 円 /H
左記以外 800 円 /H

利用会員・サポート会員

場

所

600 円

津幡町福祉センター 2 階

お休み

火・土・日・祝日・年末年始

開

9：00 ～ 16：00

設

連絡先

tel.288-6276

http://oyakosaron.boo.jp

fax.288-6748

E-mail：oyakosaron@po4.nsk.ne.jp
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共同募金
共同募金とは
共同募金は社会福祉法により設置された共同募金会という民間団体

の活動によって行われています。寄付金は主に地域のまちづくりのた
めに使われています。

津幡町では、共同募金事業の公平さと透明さを図るため、平成 25

年から一般企業委員や一般公募委員を含む「津幡町共同募金委員会」
を設立しました。幅広い町民や団体の参加を呼びかけると共に、適切
な募金助成事業を目指しています。

共同募金の種類

共同募金は以下の 2 つに分けられます。

●一般募金（赤い羽根募金）
●歳末たすけあい募金

期間
配分

赤い羽根

歳末たすけあい

３ヶ月

1 ヶ月

町内の社会福祉団体や
ボランティアへ

擁護を必要としている
方々への年末慰問金

（10 月 1 日～ 12 月 31 日） （12 月 1 日～ 12 月 31 日）

アクセス
マップ

TSUBATA

SYAKYOU

津幡町社会福祉協議会
はーち

ゃ

ん

津幡町社会福祉協議会
マスコットキャラクター
" はーちゃん”

〒 929-0393

石川県河北郡津幡町字加賀爪二３番地

（津幡町福祉センター内）

tel. 076-288-6276
fax. 076-288-6748

●事務局（ボランティアセンター）
http://tsubatashakyo.main.jp
E-mail:shakyo@po4.nsk.ne.jp

●親子サロン

http://oyakosaron.boo.jp
E-mail:oyakosaron@po4.nsk.ne.jp

津幡町

役場隣

● JR 金沢駅から車で 20 分
● JR 津幡駅から車で 5 分
●北陸自動車道金沢東 IC から車で 10 分
●北陸自動車道森本 IC から車で 10 分
●小松空港から車で 45 分

