2020年（令和２年）

この広報紙は、皆さまからの会員賛助金や地域ささえあい募金からの配分金などにより発行しています。
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＊ご寄付の報告
＊講座のご案内

に変えます！
「 成年後見制度 」

◦
「認知症の親の財産を
管理するために、
成年後見人が必要と言われた」

または

「 任意後見制度 」

◦
「障がいがあって、契約などの
手続きがよくわからない」

判断能力が不十分な方に代わって、ご本人の意思
を尊重したうえで、財産管理や必要な契約手続き
を行い、ご本人の権利と生活を守る制度です。

◦
「認知症の親が消費者被害
に遭っている」

「 福祉サービス利用

◦
「高齢で足腰が弱く銀行に
行けない」

援助事業 」

◦
「福祉サービスに
不満があるので相談したい」

在宅生活を送っている高齢者・障がい者の方の
福祉サービスに関する相談や、日常的な預貯金
の出し入れ、公共料金などの支払い、郵便物の
確認などのお手伝いをします。

◦
「家に届いた郵便物の
手続きがよくわからない」

「ふくし法律相談」

◦
「相続トラブルで困っている」
◦
「施設に入るのに、
保証人が必要と言われた」

高齢者と障がい者の方を対象に、専門の弁護士
が、日常生活の中で法律に関する相談に応じま
す。毎月第３木曜日の午後に開催しています。
お一人様１件１時間、年１回までご利用いただ
けます。（要予約・費用無料）

◦
「遺言を書いた方がいいのか
悩んでいる」

お気軽にご相談ください

「権利擁護センター」

問合せ・申込
☎（373）5677
（373）5612

緊急小口資金等の特例貸付の申請期間の延長について
新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業支援のための緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付の申請期間が９月末日
まで延長されました。
緊急小口資金の申込は、中央労働金庫および多摩郵便局でも受け付けています。厚生労働省のホームページより様式をダウンロード
して、郵送で申請することも可能です。送付先については、各申込先にご確認ください。

▼

問合せ

総務係

☎（ 3 7 3 ）5 6 2 2

（ 3 7 3 ）5 6 1 2

２ 令和２年７月15日

多摩市社会福祉協議会

令和元年度は、第４次地域福祉活動計画前期計画の最終年度
として、地域住民主体による小地域福祉活動の促進、ボランテ
ィア・地域活動者の発掘・育成などの重点課題に継続的に取り
組みました。

入）

単位：円

会員賛助金・寄付金

6,007,333

補助金

264,761,215

受託金収入
事業収入

58,123,021
他

7,620,713

介護保険事業収入

12,189,610

障害者福祉サービス等事業収入
その他

113,096,667
8,053,542

合

（支

介護保険事業収入
12,189,610円

収入総額

補助金
264,761,215円

4億6,985
6,985万
万2,101円

事業収入 他
7,620,713円
受託金収入
58,123,021円

権利擁護事業を進めるため

高齢者支援事業を進めるため

15,542,966円

36,463,941円

その他
90,798円

障がい者支援事業を進めるため

支出総額

106,810,581円

4億6,224
6,224万
万4,519円
社協の運営のため
230,758,954円
地域での福祉活動のため
72,577,279円

出）

単位：円

社協の運営のため

230,758,954

地域での福祉活動のため

72,577,279

障がい者支援事業を進めるため

106,810,581

高齢者支援事業を進めるため

36,463,941

権利擁護事業を進めるため

15,542,966

その他

469,852,101

計

会員賛助金・寄付金
6,007,333円

障害者福祉サービス等事業収入
113,096,667円

地域福祉推進委員会がカバーする地域を拡大したほか、
「ふ
れあい・いきいきサロン」などの地域の居場所づくりや支え
あい活動への助成を充実させるなど、着実に取り組みを進め
ることができました。また、新たな取り組みとしては、ボラ
ンティア・地域活動者の発掘・育成の一環として「多摩地域
企業・大学等連絡会」や、社会的ニーズに応えるため、
「ひ
きこもり家族会」の立ち上げの支援を行いました。
一方で、令和元年度は前期計画の進捗を踏まえ、後期計画
を策定したところです。近年「地域共生社会の構築」がクロ
ーズアップされ、様々な地域課題を視野に入れた「包括的な
支援体制の整備」や「多様な担い手の地域活動への参画」な
どの動きを踏まえ、将来の社協の役割を見据えながら策定し
ました。
また、近年の度重なる自然災害に対して、多摩市社協では
災害ボランティアセンターの訓練の充実やＢＣＰ（事業継続）
計画の策定を行ってきましたが、今回の感染防止策について
は初めての経験であり、手探りの状態が続いています。
多摩市社協は、地域共生社会の実現に向けた「地域づくり・
まちづくり」を行う一方で、
「生活課題を抱える方々の命と
暮らしを支えるサービス」を実施している機関でもあります。
このため今回の経験を踏まえ、感染症の流行などを含めた緊
急時にも実効性があるよう、現行のＢＣＰ計画を再検証して
いきたいと考えています。
（収

事業・決算報告

その他
8,053,542円

90,798
合

462,244,519

計

※令和元年度の事業・決算報告詳細は
多摩市社協HP（http://www.tamashakyo.jp/）をご覧ください。

問合せ

▼

令和元年度

総務係

☎（3 7 3 ）5 6 1 1

（ 3 7 3 ）5 6 1 2

社協窓口・各公共施設で配布中！ぜひご活用ください！

通いの場づくりハンドブック

地域で気軽に楽しくつながるこ
とができる居場所を作ってみた
い！そんなみなさんを応援する
ハンドブックです。

多摩市通いの場MAP

多摩市社協が支援する「ふれあい・いきいきサロン」のほか、地域の通い
の場をまとめたものです。各サロンの実施状況など詳細を掲載しています。

ご近所支えあいハンドブック

地域での支えあいや見守りの仕組
みづくりについて手引きを作成し
たものです。

▼▼

発 行：多摩市社会福祉協議会（多摩市第２層生活支援体制整備事業）
問合せ まちづくり推進担当
☎（３７３）５６１６
（３７３）６６２９

令和２年７月15日 ３

～地域の支えあい活動を応援します～

「自治会・住宅管理組合ご近所ふくし応援助成金」申請受付中
▼

対

象

業

活動助成金

設立助成金

区分１

住民主体の継続的な福祉活動

50,000円

50,000円

区分２

福祉に関する取り組みや福祉の啓発活動

20,000円

区分３

地域交流事業

10,000円

申請書類・手引き
多摩ボランティア・市民活動支援センター窓口で配布中
※多摩市社協ＨＰ（http: //www.tamashakyo.jp/）より
ダウンロード可

▼

申請締切：９月30日㈬
※今年度は２次募集を行いません。申請する団体は、期日までにお願いいたします。

多摩市社会福祉協議会職員募集
職

種

職

務

内

容

年

齢

要

件

①正規職員（１名）

地域福祉事業全般及び法人運
営管理・福祉サービス等の各
事業部門に関する業務

 成２年４月２日以降
平
に生まれた方

②ボ ランティアコーディ
ネーター（１名）

ボランティアコーディネート
業務に関すること

65才未満の方

③令和２年度
臨時職員登録者

デイサービス・入浴サービス
での介護、水浴訓練指導補助

65才未満の方

※いずれも資格要件は応募要項参照

▼
▼
▼
▼

▲

総務係

☎（ 3 7 3 ）5 6 1 1

イベントの中止について

ひとり親家庭応援

フードドライブにご協力お願いいたします
家庭で余っている食品をお持ちいただき、それらをフ
ードバンク団体や子ども・誰でも食堂や生活の支援を必
要とする方等へお渡しする「フードドライブ」を行って
います。
皆さまからの食品寄付のご協力をお願いいたします。
●受付できる食品
 お米、パスタ、乾麺、缶詰、
レトルト食品などの常温保存
が可能な食品。
※未開封のもので、賞味期限
が２ヶ月以上あるものに限
ります。
●受付方法 下記の窓口までお持ちください。
◦総務係窓口
多摩市南野3-15-1二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階
平日：午前8時30分～午後5時
◦多摩ボランティア・市民活動支援センター窓口
多摩市関戸4-72 ヴィータ・コミューネ７階
平日：午前9時～午後7時（第1・3月曜日を除く）
土曜日、第1・3日曜日：午前9時～午後5時

問合せ
ボランティア担当 ☎（373）
6611

永山健康ランド 竹取の湯 “無料ご招待”

～日頃の疲れをゆっくり癒して～
◦対象者：多摩市在住のひとり親家庭等の親子
◦有効期間：８月５日㈬～12月31日㈭
◦申込方法：8月5日㈬から11月30日㈪まで多摩市子ども
青少年部子育て支援課窓口にて招待券配布
※ひと家族１回限りとなります

◦協 賛：プレゴ社会貢献基金
◦主 催：ジョイパックアミューズメント株式会社
◦後 援：多摩市社会福祉協議会

永山健康ランド 竹取の湯
☎（3 3 7 ) 1 1 2 6 までお問い合わせください

～私たちも地域福祉を応援しています～

♥問合せ 総務係
☎（ 3 7 3 ）5 6 1 1

高圧洗浄機
使用
エアコンの
分解清掃+防カビ剤
11,000円～
節電効果～カビ、臭い、埃
お掃除！
おそうじ
～！
お任せ下
さい！

キッチンや
レンジフードの
分解清掃
油汚れ
(換気扇）

トイレ
お風呂

目の不自由な方へふくしだより
を音訳した CD
（ふくしだよりデ
イジー版）を無料で
送付しています。

コロナ！に負けるな！～ !!
作業前後には消毒してます

クリーニング・清掃の事なら

おそうじ５５８４
お申し込みは お早めに～！

東京都多摩市関戸2丁目35-8

☎0 4 2 - 3 3 8 - 5 5 8 4

   多摩市社協メルマガ配信

（毎月15日）
活動の情報を一元化して、福祉情報を
わかりやすくお届けするために、メル
マガを配信しています。配信を希望さ
れる方は、entry@tamashakyo.jp に、
空メールを送信してください。携帯、
スマートフォンの方はQRコードをご
利用ください。
問合せ

▼

ふくしだより
デイジー版の
お 知 ら せ

（373）
6629

▲

毎年10月に開催してお
りました「福祉フェスタ」
は、新型コロナウイルス感
染予防のため、今年度は中
止させていただきます。

（ 3 7 3 ）5 6 1 2

～食でささえようみんなの笑顔～

▲

採用日
①10月１日以降
②８月１日以降
③即時
募集要項配布場所
◦総務係窓口 多摩市南野3-15-1 二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階
◦多摩ボランティア・市民活動支援センター窓口
多摩市関戸4-72 ヴィータ・コミューネ７階
※多摩市社協ＨＰ（http: //www.tamashakyo.jp/）よりダウンロード可
応募方法
所定の履歴書を下記に持参 ※②③は郵送も可
〒206-0032 多摩市南野3-15-1
二幸産業・NSP健幸福祉プラザ７階
多摩市社会福祉協議会 総務係 宛
締 切
①７月31日㈮ ②③随時

問合せ

事

※上記金額は上限額です。また、事業区分により交付条件が異なります。
詳細は、手引きをご確認ください。

▼

問合せ まちづくり推進担当
☎（３７３）５６１６
☎
（３７３）５６１６
（３７３）６６２９

交付対象事業および助成額

▼

自治会・住宅管理組合が行う福祉活動に対し、
助成金を交付しています。令和元年度は合計 63 団
体に助成金を交付し、地域での福祉活動活性化に
役立てられました。
近年、高齢化や単身世帯の増加が進んでいるこ
とから、身近な地域での「見守り等の支えあいの
仕組みづくり」を進めるための助成として、
「ご近
所ふくし応援助成金」を実施しています。この助
成金は、多摩市社協会員賛助金と、毎年 12 月に行
われている「地域ささえあい募金（歳末たすけあ
い運動）」で集められた募金を財源としています。

総務係

☎（３７３）
５６１１
（３７３）
５６１２

4 令和２年７月 15 日

あたたかいお気持ち～ご寄付の報告～

フェイスシールドの
寄付をいただきました

★多摩市内の地域福祉の推進（福祉のまちづくり）に役立たせていただきます★
相澤 良夫
マジックエコー
伊野 弘明
匿名

愛の箱

パルテノン多摩（落合２丁目）
東屋酒店（連光寺６丁目）※閉店されました
青木屋（諏訪５丁目）
㈱麻生徽章（落合６丁目）

物
品
寄
付

総務係

合計

▶問合せ

（373）5611
（373）5612

講座のご案内
NPO・ボランティア・
市民活動個別相談会

順不同・敬称略 （単位：円）

一般寄付

（令和２年４月１日～５月31日）

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている市内の団体への支援とし
て、東京多摩ロータリークラブ様と多
摩青年会議所様から、フェイスシール
ド計 300 個をご寄付いただきました。
ありがとうございました。
市内の社会福祉法人などにおいて活
用させていただきます。

※寄付金のご協力のお願い

30,000
3,000
50,000
10,000

多摩市社会福祉協議会では、随
時寄付金を受け付けております。

217
972
8,670
9,207

寄付金は、福祉のまちづくり
のための財源として活用させて
いただきます。
社会福祉法人である社会福祉

学校法人常陽学園 東京医療学院大学
マスク1,000枚
村井 安成
マスク500枚
㈱ACE
手作りマスク550枚
マイニチWOW'ON
お菓子多数
東洋機器製造㈱
マスク400枚
多摩青年会議所
フェイスシールド150枚
東京多摩ロータリークラブ
フェイスシールド150枚
渡辺 寿美枝
手作りマスク210枚
匿名（２件）
手作りマスク219枚
匿名
お菓子詰め合わせ200セット

得税等の控除を受けることが出
来ます。
住民の皆さま、
企業・事業所等の
皆さまのご協力を
ぜひお願いいたし

112,066

４月１日～５月31日

ます。

112,066

2020年度累計（令和２年４月１日～５月31日）

寄付金に関するお問い合わせ・寄付の受付

協議会への寄付は、法人税・所

総務係

（373）5611

（373）5612

日時・場所

対象・定員・費用

内容・備考

申込・問合せ

日時 ８月 12 日㈬または９月９

対象 既に活動している NPO 法

内容 NPO 設立・運営に関する

開催日１週間前までにヴィー

日㈬①午前 10 時～②午前 11 時

人やNPO団体、ボランティア団

相談、会計などに関する相談な

タ・コミューネ７階窓口または

～（各50分）

体、これから団体の設立を予定

ど

電話・FAX

場所 ヴィータ・コミューネ７階

している方など

相談員：内藤

（多摩ボランティア・市民活動
支援センター）

純氏

★ボランティア担当

定員 ①②各１組（申込先着順） （公認会計士・税理士・CFP）

（３７３）６６１１

費用 無料

（３７３）６６２９

詳細は多摩ボラセンHP
（http://www.tamavc.jp/）
に掲載

はじめてのボランティア
ポイント説明会

日時 ８月13日㈭または９月10

対象 65 才以上で、多摩市介護

内容 ボランティアポイントの

開催日より１ヶ月前から２日前

日㈭午後２時から１時間程度

保険第１号被保険者の方

概要説明と登録のご案内

までにヴィータ・コミューネ７

定員 10人（申込先着順）

持ち物 筆記用具、介護保険被保

階窓口または電話・FAX

費用 無料

険者証

★ボランティア担当

場所 ヴィータ・コミューネ７階
（にゃんともTAMAる
（多摩ボランティア・市民活動
ボランティアポイント）

支援センター）

親なきあと個別相談

詳細は多摩市HP
（http://www.city.tama.lg.jp/0000003049.html）
に掲載

日時 ８月19日㈬または９月23

対象 多摩市に住所を有する障

内容 障がいのある子の親なき

日㈬①午後１時～②午後２時～

がいのある方とご家族

あとの生活、制度や福祉サービ

定員 ①②各家族（申込先着順）

スなどの相談に応じます。

費用 無料

相談員：渡部

（各45分程度）
場所 二幸産業・ NSP 健幸福祉

（行政書士）

プラザ内

聞こえと補聴器の相
談会
障がい者パソコン教室

（木曜年賀状コース）

伸氏

日時 ９月 26 日㈯午前 10 時 30 分

対象 多摩市に住所を有する耳

内容 聴力測定（20分）
、相談・

～午後３時30分（うち１時間程度） が聞こえにくい方とご家族など

補聴器の簡単な調整（40分）

（３７３）６６１１
（３７３）６６２９

二幸産業・NSP健幸福祉プラザ
３階窓口または電話
★地域活動支援センターあんど
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

場所 二幸産業・ NSP 健幸福祉

定員 ８人（申込先着順）

※手話通訳・要約筆記有

プラザ内

費用 無料

相談員：言語聴覚士

日時 10月１日～22日（木曜日

対象 多摩市に住所を有する 18

内容 ワードで作る年賀状

９月２日㈬までに二幸産業・

・全４回）午後１時30分～３時

才以上で障がいのある方（視覚

持ち物 筆記用具

NSP 健幸福祉プラザ３階窓口ま

30分

障がいの方は除く）

たは電話・ FAX

場所 二幸産業・ NSP 健幸福祉

定員 ４人（抽選）

★地域活動支援センターあんど

プラザ内

費用 500円（テキスト代）

（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

障がい者体操教室
後期（ 月～３月）

10

日時 10月１日～２月18日（木

対象 多摩市に住所を有する 18

内容 ボールやタオルを使用し

曜日・全10回）

才以上で障がいのある方

た体操

午前10時～11時30分

定員 15人（抽選）

持ち物 上履き、水分補給のため

場所 二幸産業・ NSP 健幸福祉

費用 無料

の飲み物

プラザ３階

親 子 体 操 教 室

NSP 健幸福祉プラザ３階窓口ま

多目的フロア

日時 10月３日～２月20日（土

対象 多摩市に住所を有する心

内容 親子で道具を使用した遊

曜日・全10回）午前10時～11

身の発達が気になる３才～小学

びながらの運動

時30分

校３年生のお子さんと保護者

持ち物 上履き、水分補給のため

場所 二幸産業・ NSP 健幸福祉

※障害者手帳の有無は問わない

の飲み物

プラザ３階

定員 15組（抽選）

多目的フロア

９月９日㈬までに二幸産業・
たは電話・ FAX
★地域活動支援センターあんど
（３５６）０３０７
（３５６）１１５５

費用 無料

●新 型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、掲載しているイベント等をやむなく中止もしくは延期させていただく場合があります。
決まり次第、ホームページやメルマガにてお知らせいたしますので、ご確認のうえご参加いただきますようお願いいたします。

