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▼ 新会長あいさつ

▼ 新理事紹介

▼ 平成27年度

　 　社協事業計画・当初予算

▼ 社協事業紹介

　 小諸市生活就労支援センター

　  「まいさぽ小諸」が開所
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　この度、小諸市社会福祉協議会会長に就任いたしました細
谷信治でございます。小諸市民の皆様には日頃より社会福祉
協議会の諸活動に対し、ご理解とご協力を賜りますことを心
より感謝を申し上げます。

　地域の社会福祉は、「自助・互助・共助・公助」の支えあ
いで成り立っています。
　自助：自分のことを自分ですることや健康管理など自分で行う支えあい
　互助：ボランティア活動による生きがい創りや住民同士の支えあい
　共助：介護保険や生活支援など、社会保険制度による支えあい
　公助：人権擁護や生活保護・高齢者福祉事業・福祉サービスなど、公の支えあい
　社会福祉協議会の役割は、この 4つの支えあいを有機的に結び付け、より機能する活動
にすることではないかと考えております。その実現に向けては小諸市民の皆様との連携と
ご支援が欠かせません。また関係する団体や組織との連携も重要です。引き続き絶大なる
ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。
　本年 4月より地域福祉向上を目指す、 5ヵ年計画の「小諸市地域福祉活動計画」の展開
が始まりました。
コンセプトは
 「あなたのために　わたしのために　～ つながる幸せ　支えあいのまち　こもろ ～」
基本理念は
 「今ある支えあいを大切にし、更なる地域福祉の輪を広げます」
　支えあいの今の姿を見つめ直し、地域での助け合いの輪を広げてゆく活動計画です。
　行動を見える化し、中期計画の具現化に向け取り組んでまいりますので、今後とも市民
の皆様のご支援、ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
 小諸市社会福祉協議会　会長　細谷信治

ごあいさつ

平成27年度　理事紹介

選出母体 氏名

小諸市区長会 松井　元司

小諸市民生児童委員協議会 望月　健一

小諸商工会議所 髙橋　寿夫

小諸市高齢者クラブ連合会 牧野　和人

小諸市内障がい者団体 坂本　嘉弘

小諸市内福祉施設 佐藤　正雄

女性団体連絡協議会 倉内　さよ

選出母体 氏名

市民活動・ボランティア団体 荒木　貴志

小諸市内奉仕団体 髙木　桂三

小諸市民生部 小林　拓美

学識経験者 山田　英治

学識経験者 細谷　信治

学識経験者 若林　豊文

 任期：平成29年 3 月31日まで

（順不同）
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平成27年度　小諸市社会福祉協議会当初予算
 (単位：千円）

事業区分

1　地域福祉協働 2　共同募金配分事業 3　介護保険事業 4　障害者福祉サービス 5 　地域包括支援センター事業

総合計

・法人運営 ・高齢者福祉 ・訪問介護事業 ・居宅支援

・一次予防 ・障害児・者福祉 ・居宅介護支援 ・障害児・者相談支援

・二次予防 ・児童・青少年福祉 ・宅幼老所運営

・小口貸付 ・住民全般福祉

・生活困窮者

・ボランティアセンター運営

・高齢者福祉センター運営

会費収入 10,000 10,000

寄付金収入 575 575

経常経費
 補助金収入

1,200 4,008 5,208

受託金収入 78,747 30 42,585 121,362

事業費収入 1,481 1,481

受取利息
 配当金収入

51 51

介護保険収入 41,786 15,720 57,506

障害者福祉サ
ービス等事業
収入

2,400 11,980 14,380

雑収入 300 310 610

その他の収入 50 50

貸付事業等
 収入

400 400

収入合計 92,754 4,008 44,526 11,980 58,355 211,623

事業費支出 46,877 4,008 20,460 5,311 54,927 131,583

事務費支出 39,801 19,257 5,196 3,428 67,682

助成金支出 6,180 6,180

負担金支出 25 25

その他の支出 200 150 350

貸付事業等
 支出

400 400

支出合計 93,483 4,008 39,867 10,507 58,355 206,220

 詳細については、HPをご覧いただくか社協事務所までお問合せください。

【基本理念】
　地域福祉を推進する団体として、「誰もがその人らし
く安心して暮らすことが出来る地域社会」を地域住民と
協働で創ります。

【基本方針】
　基本理念に基づいて、以下の方針で事業を展開します。
　　 1　住民や地域団体との協働による地域福祉の推進
　　 2　地域ニーズに基づいた事業の展開
 　　 3　住民主体のサービスの実施
　　 4　総合的な相談体制の整備

地域福祉の充実と推進に向け、新年度がスタートしました‼
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小諸市生活就労支援センター　“まいさぽ小諸”

社協事業紹介　～シリーズ⑨～社協事業紹介　～シリーズ⑨～

4 月から生活困窮者への支援窓口ができました

〈相談から支援までの流れ（相談無料・秘密厳守）〉

　仕事や生活に困っていらっしゃる方、まずはご相談ください。相談窓口では一人ひとり
の状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員があなたに寄り添いながら、他の専
門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

1 まずは 相談窓口へ

窓口に配置されている支
援員が応対します。何ら
かの理由で窓口にお越し
いただけない場合はご自
宅にも訪問します。

2 生活の状況を 見つめる

あなたの生活の困りごと
や不安を支援員にお話し
ください。生活の状況と
課題を分析し「自立」に
向けて寄り添いながら支
援を行います。

3 あなただけの
 支援プランを

支援員はあなたの意思を
尊重しながら、自立に向
けた目標や支援内容を一
緒に考え、あなただけの
支援プランを一緒に作り
ます。

4 支援決定・ サービス提供

完成した支援プランは自
治体を交えた関係者の話
し合い（支援調整会議）
により正式に決定され、
その支援プランに基づい
て自立のお手伝いを実施
します。

5 定期的な モニタリング

各種サービスの提供がゴ
ールではありません。あ
なたの状態や支援の提供
状況を支援員が定期的に
確認し、支援プラン通り
にいかない場合は支援プ
ランを再検討します。

6 真に安定した
 生活へ

あなたの困り事が解決さ
れると支援は終了します
が、安定した生活を維持
できているか、一定期間、
支援員によるフォローア
ップがなされます。

●開設時間　月曜～金曜　 8：30～17：15（祝祭日、年末年始等を除きます。）
　　　　　　（相談受付時間　月曜～金曜　 9：00～17：00）
●電　　話　0267－31－5235　　メール：k‒syakyo＠ctknet.ne.jp
　　　　　　電話、メールでのご相談やご家族からのご相談もお受けいたします。
●住　　所　小諸市八幡町 3－ 1－17（小諸市社会福祉協議会 2階）


