オホーツク相談センター「ふくろう」からのおしらせ
オホーツク相談センター「ふくろう」では、借金など支払いが多くて生活が苦しい、お酒な
どを止められず生活に困っている、ひきこもりの家族がいてお金を無心されたり将来が心配な
ど、生活に関わる困りごとの相談を受けております。
また、生活が苦しくて時間もお金も無いため、子どもの学習に手をかけることが難しい世帯
の子ども達に対しての学習支援を行っております。

学習支援は、学力の向上のみならず、子ども達の居場所づくり、仲間づくりも目的
としております。
自宅へ訪問しての学習や、近くの町民会館を利用して勉強を行います。通信型の支
援もありますので、不明な点はお問い合せ下さい。

「こんなこと相談していいのかな？」というような
ことでも、お気軽にお聞かせください。
相談は無料で、相談を受けたことに関して秘密は守
ります。

電話 0157-25-3110

２０１６年８月号外
発行・編集：社会福祉法人大空町社会福祉協議会

～大空町老人福祉大会と共同開催～
大空町ふれあい広場２０１６
子どもから高齢者、障がいのある方ない方にかかわらず、みんなが集えるイベント「ふ
れあい広場」を今年も開催します。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしております。
と き：平成２８年 ９月１０日（土）午前１０時３０分～午後２時３０分
ところ：すぱーく東藻琴
①イベントの広場 「吹奏楽等演奏」、「遊戯」、「大抽選会」など
②ふれあいの広場 「交流レクリエーション」
③あそびの広場
「子ども縁日コーナー」
④体験の広場
「車いす・白杖等の体験コーナー」
⑤福祉の広場
「福祉に対する相談・啓発コーナー」
⑥ふれあいの店
「町内各ボランティア団体等によるお食事コーナー」
（以下は平成２６年度にすぱーく東藻琴にて開催されたときの様子です）

オホーツク相談センターふくろう/学習センターふくろう

開所時間：月～金（８：４５～１７：３０）
ＮＰＯ法人ワークフェア 〒090-0018 北見市青葉町１６－２３ 水元ビル５Ｆ

「サロンdeひがしもこと」がオープンしました！
７月２７日（水）に東藻琴地区にお
いて、町民のみなさまのふれあい・つ
ながりを深めることを目的に、「サロ
ンdeひがしもこと」がオープンしまし
た。
サロンでは手打ちそば・うどんなど
が３００円にて提供されます。
また、様々なレクリエーションを楽
しむこともできます。
今後は、毎月１回（最終水曜日）の
１１時～３時に東藻琴フロックスにて
開催されます。

社会福祉法人大空町社会福祉協議会
〒099-2324
網走郡大空町女満別西４条４丁目１－６女満別伝承館
電話（0152）75-6021 FAX（0152）75-6022
東藻琴地区事務所
〒099-3293
網走郡大空町東藻琴３６０－１東藻琴総合支所内
電話（0152）63-5105 FAX（0152）66-2423

今年度の社協の取り組みについてご紹介します
（平成２８年度社協事業計画より抜粋）
本会は、地域福祉の推進の中核的な役割を持ち、「誰もが住み慣れた地域で安心して暮
らすことのできる地域」をめざして、様々な地域福祉事業を展開しております。
平成２７年度から実施している第２期大空町地域福祉実践計画に基づき、①ともに支え
合う福祉意識の醸成、②安心できる福祉サービス、③地域福祉の推進体制づくり、④安心
して暮らせる環境づくりの４つの目標を掲げ、事業に取り組んでまいります。
①

ともに支え合う福祉意識の醸成

・まちなかサロン事業
女満別地区において、気のあった仲間たちが
自主的に自然な形で交流できる場を整備・提
供することにより、高齢者等や普段付き合い
のない方々も一緒になり閉じこもり予防やく
らしの困りごとの解決など、地域のつながり
を構築することを目的とします。
運営は「まちなかサロン一休」が行い、女
満別研修会館内の喫茶店スペースを利用し毎
週（月・水・金 １０時～１５時）開催して
います。

・地域型サロン事業への支援
福祉団体や自治会等が実施している「サ
ロン活動」に対し、積極的に支援をしてい
きます。

・出前サロン活動の実施
地域サロン活動の活性化を図るため、実
施希望のある地区において「出前サロン」
を実施します。

大空町共同募金委員会からのお知らせ
昨年みなさまからお寄せいただいた「赤い羽根共同募金」ならびに「歳末たすけあい募
金」が大空町共同募金委員会で協議された後、北海道共同募金会の審査を経て、次のと
おりに助成が決定しました。

平成２７年度赤い羽根共同募金実績額
２，４４６，６１０円
平成２７年度歳末たすけあい募金実績額
９３７，６００円
平成２８年度助成決定額
A配分（全道・広域配分）
３３７，０００円
B配分（市町村配分）
１，８６４，６１０円
事務事業費
２４５，０００円
【大空町関係分】
【B配分（赤い羽根共同募金）助成】
配分先
事業名
給食サービス事業
高齢者交流事業（ふれあい交流会、ふ
れあい昼食会）
ふれあい広場
大空町社会福祉協議会

ボランティア育成事業（つくしの会、たんぽぽ
会、青空会、SORA、秋桜、日赤奉仕団、女満
別高、東藻琴高、おはぎ配りへの助成）

赤い羽根新春事業（正月ｲﾍﾞﾝﾄの協賛）
ふれあいの店事業（イベントへの出店）
くらしの相談事業
福祉啓発事業（社協）
地域交流支援事業（レク道具購入等）
大空町手をつなぐ育成会
育成会事業費
身体障害者福祉協会大空分会 身障協会事業費
大空町寿老人クラブ連合会
寿老連事業費
子ども会育成連絡協議会
子ども会事業費
大空町遺族会
遺族会事業費
合
計

金額（円）
350,000
150,000
262,610
385,000
20,000
30,000
30,000
26,000
91,000
40,000
90,000
300,000
50,000
40,000
1,864,610

・ときめきサロン
社協主催で女満別地区の高齢者を対象とし
て定期的に開催します。

【C配分（歳末たすけあい募金）助成】
配分先

事業名/内訳

金額（円）

お節料理配食事業

・ふれあい交流会
女満別地区に居住する６５歳以上の単身
者および７５歳以上の高齢者夫婦世帯を対
象に閉じこもりを予防し生活にはずみをつ
けていただくために、近隣の観光地等への
見学・食事会を行います。
（平成２７年度）
第１回 北見市方面 ５９名参加
第２回 紋別市方面 ６０名参加

さらに詳しい「大空町社会福祉協議会事業計画」をご覧になりたい方は、当社協ホームペー
ジ(http://www.shakyo.or.jp/hp/137/)をご覧いただくか、お手数ですが当社協までご連
絡ください。

大空町社会福祉協議会

270,000

ふれあい年賀状事業

20,000

高齢者クリスマス会

80,000

障がい者交流事業

40,000

在宅介護者（原則、要介護３以上）１５件

歳末見舞金
（配分済み）
大空町手をつなぐ育成会
ふれあいサロンSORA
身体障害者福祉協会大空分会
JA女性部ポテトの会
JAめまんべつ女性部
合
計

長期療養者（原則、１年以上）
障がい者手帳所持者
療育手帳所持者

１件
２９件
７件

生活に困窮しているひとり親世帯

１０件

知的障がい児（者）新年交流事業
新春世代間交流事業
新春おたのしみ会
高齢者宅ふれあい訪問事業
単身高齢者年末慰問活動

398,000
50,000
20,000
20,000
30,000
50,000
978,000

今年度の社協の取り組みについてご紹介します
（平成２８年度社協事業計画より抜粋）
② 安心できる福祉サービス

・生活費緊急援護資金の貸付業務
町内に在住する低所得者等で日常生活に
困窮する方を対象に行います。
貸付額→１０，０００円（１世帯につき）
３０，０００円（本会会長特認）

・生活福祉資金貸付業務
他の貸付制度が利用できない低所得者世帯や
障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活安定
を図ることを目的とした、北海道社会福祉協議
会の事業です。
貸付を希望される方は当社協が窓口となりま
すので、お住まいの地区の民生委員・児童委員
までご相談ください。
貸付金の種類→総合支援資金、福祉資金、教育
支援資金、不動産担保生活資金

平成２７年度大空町社会福祉協議会決算
（収入）

（支出）
項

目

会費
寄付金
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
積立資産取崩収入
長期貸付金回収収入
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
前年度繰越金
合

計

金

額（円）

1,293,500
3,240,268
24,554,049
46,625,872
5,024,680
8,605
116,059
8,799,579
43,000
1,458,993
1,595,589
92,760,194

積立資産の状況
貸借対照表上の科目
積立目的
福祉基金積立預金 地域福祉活動推進
財政調整積立預金 法人運営活動調整
備品等購入積立預金 備品等購入準備

項
目
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金支出
助成金
負担金
支払利息
その他の支出
積立資産支出
長期貸付金支出
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
当年度繰越金
合
計
金

金

額（円）

56,436,652
15,172,515
5,074,117
1,806,175
2,004,200
323,000
0
0
8,989,579
5,000
1,458,993
1,489,963
92,760,194

額（円）
7,777,209
9,619,106
1,689,676

平成２８年度大空町社会福祉協議会予算
・給食サービス事業
７０歳以上の単身者または８０歳以上の高
齢夫婦の方を対象に、配食サービスボラン
ティアの協力の下、声かけ安否確認を兼ね
て実施します。
女満別地区（週３回 月・水・金）
東藻琴地区（週２回 火・金）
利用料金 ３５０円（１食）
＊両地区ともに夕食のみとなります。

③ 地域福祉の推進体制づくり

（収入）

（支出）
項

目

会費
寄付金
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
積立資産取崩収入
長期貸付金回収収入
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
前年度繰越金

金

額（円）

1,310,000
2,400,000
26,955,000
45,135,000
5,068,000
10,000
10,000
127,000
40,000
1,755,000
1,489,000

・ボランティア事業
当社協にてボランティア登録をされた方に対し、保険加入の手続きをを行います。また、
ボランティア実践者の担い手の確保と活動に対して有用感を持ってもらうことを目的に、社
協主催の事業にご協力をいただいたときに「そらっきーポイント」を付与します。
また、各学校の福祉教育への支援（出前講座）や、児童生徒主体の事業への参加啓発を行
い、福祉の心を育みます。
ボランティア登録者の交流研修会を開催します。また、一般町民を対象としたボランティ
ア講演会を開催します。

合

計

84,299,000

項

目

人件費
事業費
事務費
共同募金配分金支出
助成金
負担金
支払利息
その他の支出
固定資産取得支出
積立資産支出
長期貸付金支出
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
予備費
当年度繰越金
合
計

金

額（円）

59,511,000
14,269,000
4,365,000
2,054,000
1,455,000
317,000
5,000
0
100,000
328,000
40,000
1,755,000
100,000
0
84,299,000

さらに詳しい「大空町社会福祉協議会決算報告」
をご覧になりたい方は、当社協ホームページ
(http://www.shakyo.or.jp/hp/137/)をご覧い
ただくか、お手数ですが当社協までご連絡くださ
い。

今年度の社協の取り組みについてご紹介します

今年度の社協の取り組みについてご紹介します

（平成２８年度社協事業計画より抜粋）

（平成２８年度社協事業計画より抜粋）

安心して暮らせる環境づくり

① ともに支え合う福祉意識の醸成

・福祉有償運送サービス事業
要支援・要介護の認定を受けた方または障が
いをお持ちで、公共交通機関の利用が困難な
方を対象に通院移送を行います。なお、区域
は近隣市町（美幌町、網走市、北見市、小清
水町、津別町）となります。
＊発地または着地のいずれかが大空町内であ
る必要があります。また、病院受診する場合
のみご利用いただけます。
利用料金（一例）
（女満別地区）
女満別市街地⇔網走厚生病院
女満別市街地⇔美幌国保病院
女満別市街地⇔女満別中央病院
（東藻琴地区）
東藻琴中央区⇔網走厚生病院
東藻琴中央区⇔美幌国保病院
東藻琴中央区⇔東藻琴診療所

・ふれあい昼食会
東藻琴地区に居住する７０歳以上の単
身者を対象に、フロックスにて月１回、
食事ボランティア「ひまわり」のみな
さまの手作りの昼食をいただき、健康
相談やレクリエーション等を実施しま
す。また、レクリエーションの一環と
してショッピングやバス遠足も実施し
ます。

② 安心できる福祉サービス
往 復 ４，０００円
往 復 ２，８００円
往 復
５２０円
往 復 ５，９２０円
往 復 ４，３６０円
往 復
５２０円

ファミリーサポートセンター援助会員講習会が開催されました！
６月２７日（月）東藻琴幼稚園、６月３０日（木）女満別研修会館において、援助会員講習
会を開催いたしました。
東藻琴幼稚園での実習、女満別研修会館で乳幼児の事故防止などの講義を受け、新たに女満
別地区２名、東藻琴地区２名の援助会員が誕生いたしました。
それに伴い、利用会員も募集いたします。
保育施設等の利用開始前、または利用終了後に子どもを預かる、保護者の急な外出の際に子
どもを預かる、臨時的に就労される際に子どもを預かるなどのサポートをいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。

・くらしの法律・なんでも相談
新たな支え合いの仕組みとして定期的
に開催します。
法的な困りごと、日常生活・健康・福祉
相談、専門的な個人相談までどんなこと
でも幅広く対応します。
毎月第３木曜日に女満別老人福祉セン
ターにて開催します。
奇数月は弁護士相談となっており、偶
数月はくらしのなんでも相談となってお
り昼食会もあわせて実施しています。

・日常生活自立支援事業
町内に在住している高齢者または知的障
がい又は精神障がいのある方で、判断能
力が十分でないと判断された方を対象に、
福祉サービスの利用手続きや生活費の管
理、年金証書などの大切な書類の預かり
をお手伝いしています。

・ファミリーサポート事業
この事業は子育ての手助けがほしい方
が利用会員となり、子育ての手助けがで
きる方が援助会員になって地域の中で助
け合っていくことを目的としています。
仕事の都合で保育所の送りや迎えに行
けない、用事で出かけなければならない、
たまには子育てのリフレッシュがしたい
など、一時的にお子さんの養育ができな
いとき、ご家族にかわって援助会員がお
子さんをお預かりします。

・サービスを直接提供するのは、町
内に登録されている「生活支援員」
です。
・１回（１時間程度）の利用で、利
用料金１，２００円と生活支援員の
交通費実費（３００円）がかかりま
す。

次のような方が会員として登録できま
す
利用会員（子育ての援助を受けたい
方）⇒町内在住で生後6ヶ月～小学3年
生までの子どもを育てている方
援助会員（子育ての援助を行いたい
方）⇒町内在住で、20歳以上の心身と
もに健康な方
両方会員（子育ての援助を受けたい・
行いたい方）

社会福祉法人

●
職

大空町社会福祉協議会

職員（社会福祉士） 募 集

種

募集人員

福祉活動専門員（社会福祉士）
１

名

資格要件

社会福祉士の資格を有する方

就業場所

大空町社会福祉協議会（大空町女満別西４条４丁目１番６号

就業内容

・午前 8 時４５分～午後５時３０分まで（休憩時間
・土、日、祝日、年末年始休暇、有給休暇有り

賃

・大空町社会福祉協議会職員給与規程による支給
（職歴経験等により、一定の基準で加算されます）

金

伝承館内）

正午から午後１時）

採用年月日 平成２８年１０月１日（勤務可能な方は、その時点から採用あり）
手当・保険等

・諸規程の定めにより、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険加入
・扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、期末・勤勉手当等支給

受験手続

網走公共職業安定所で紹介状を受け取り、資格を証明する書類（社会福
祉士登録証写し）、職務経歴を証明する書類、履歴書を添えて大空町社会
福祉協議会に提出してください。（郵送可）

試験方法

申込期日

作文試験及び面接試験を行います。（400 字詰め 2 枚）
（試験実施日は、後日、申込者に別途通知します。）
平成２８年８月１０日（水）～平成 2８年９月６日（火）まで（必着）

【申込み・お問い合わせ先】
〒 099-2324
大空町女満別西４条４丁目 1 番 6 号（女満別伝承館内）
社会福祉法人 大空町社会福祉協議会
担当者 事務局長
高 橋 まで
電 話 ０１５２－７５－６０２１

