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子どもたちに思いを届ける
おにぎりプロジェクト
近江八幡市社会福祉協議会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休校になっている子どもたちの
不安を少しでもやわらげることを目的に、日ごろから子どもたちと顔の見える関係のできている、市内の子
ども食堂実施団体に協力を呼びかけ、春休み期間中の３回おにぎり弁当を届ける取り組みを実施しました。
ホテルニューオウミ様からおかずを、フードバンクびわ湖様からはお菓子やジュースを提供いただき、各
子ども食堂のスタッフがふんわりおいしいおにぎり弁当を作ってくださいました。お弁当は、各子ども食堂
で日頃から顔の見える家庭へ訪問し、子どもたちに手渡しされました。「学校に行けなくて寂しい気持ちだっ
たけど元気をもらった」と声をいただきました。子どもたちに思いを届けたい活動の輪は、広がっています（P2）
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子どもたちに思いを届ける

おにぎりプロジェクト（近江八幡市社協事業）

子ども食堂を通じ、
延べ129名の子どもたちにお弁当を届けました

おかず（ホテルニューオウミ様）
ジュース・菓子（フードバンクびわ湖様）
おにぎり・ごはんは、寄付米で子ども
支援をされている地域のみなさんと一
緒に用意しました

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、多くの子
ども食堂が中止をしている
中、お弁当や食材を届けた
り、一人親家庭の支援を実
施計画される食堂があり、
3/13子ども食堂連絡会を
開催し、市内の子ども支援
に関する内容を情報共有し、
できることを話し合いまし
た。また、活動のために社
協に寄付をいただいた食材
を持ち帰り、支援に活用し
ていただきました。

近江八幡の子ども食堂

むさっ子食堂
①運営委員会
②学校の長期休暇
③武佐コミセン

ほのちゃん食堂
①社会福祉法人ほのぼの会
②毎月第3土曜11：00 〜
③法人内多目的スペー
ス有楽庵（上田町）

はちまん子ども食堂
①八幡学区社協
②学校の長期休暇
③八幡コミセン

かんちゃんの小さな家
①かんちゃんの小さな家
②毎月1回10：30 〜
③かんちゃんの小さな家
（安土町常楽寺）ほか

武佐学区社協では、
「さくらプロジェ
クト」と題して子どもたちや高齢者
にお弁当を手渡しされました。

きりっ子食堂

スエばあちゃん食堂

①運営委員会
②学校の長期休暇
③桐原コミセン、
桐原東小

①スエばあちゃん食堂
②毎月第2土曜17：00 〜
③正明寺門徒会館
（末広町）

みんなの食堂「おほりばた」

子ども食堂「蜜柑の木」

①NPO法人ねこ塾
②毎月第1日曜12：00 〜
③おほりばた
（孫平治町）

①不登校親の会・
近江八幡蜜柑の木
②毎月第2木曜10：00 〜
③ひまわり館

※現在は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、多くは休止しています。

①実施主体

②開催時期

③開催場所

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業でお悩みのみなさまへ
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
滋賀県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸し付け等を行う生活福祉資金貸付
制度を実施しています。本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸し付け対象の世帯を低所得世
帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
具体的なお問い合わせや貸付の相談は、近江八幡市社会福祉協議会までご連絡ください。
近江八幡市にお住いの方の相談窓口 近江八幡市社会福祉協議会 電話 0748‑32‑6111（平日 8：30 〜 17：15）
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター 電話 0120‑46‑1999（土・日・祝日含む 9：00 〜 21：00）
ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748‑32‑1781 2
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〜令和２年度

近江八幡市社会福祉協議会

事業計画・予算〜

無関心をなくし、だれ一人見逃さない、
響きあえる地域へ
排除と孤立をほっとかない思いやりの育つまちづくり

地域における支えあいの見える化をすすめ、支えあいの意識を高めます。
地域共生社会の実現に向けて、支えあう福祉の心を育んでいくために、福祉教育推進のあり方を検討
します。
多くの方が福祉活動に参加するきっかけをボランティアセンターでつくります。
【地域福祉活動啓発リポーターの取り組み、福祉教育推進委員会の開催など】

共感し、共有しあえる居場所づくり
身近な顔の見える範囲における地域の居場所づくりの推進および、みんなが福祉活動に参加する地域
づくりを推進します。
【子ども食堂の推進、ふれあいカフェ、くらしづらさを抱えた方の中間的な居場所づくりなど】

見守りと支えあいのつながりのあるまちづくり〜自分のまちを信じて「助けて」と言える地域〜
身近な地域において、困った時にお互いに支えあいのできる関係づくりをすすめます。
困りごとを地域で受け止め、必要な支援につながるようサポートできる地域力の強化を図ります。
学区地区社協と連携し、災害時にも活きる日頃の地域福祉活動の推進を図ります。
【見守り支えあい活動の推進、学区助けあいサポートセンターの推進、学区（地区）社協活動の推進、
地域福祉リーダー養成研修、災害ボランティアセンター体制づくりなど】

市社会福祉協議会の基盤強化
困りごとがあれば社協に相談していただける、身近な相談窓口の充実を図ります。
くらしづらさを抱える人（生活困窮者等）に寄り添い、必要な支援ができるよう取り組みます。
【心配ごと相談、生活困窮世帯食糧支援、就労準備支援事業など】

令和２年度

寄付金収入
1,000 千円 0.3％

市民のみなさんからの
会費収入
7,504 千円 2.7％

障害福祉
サービス等
事業収入
18,886 千円
6.7％

その他の収入
2,174 千円 0.7％

収

予算

市・県社協等からの
補助金・受託金
72,354 千円 25.6％

入

会費や補助金を財源
とした助成事業等
5,206 千円 1.8％

その他
17,571 千円
6.2％

生活支援活動事業
（相談援助）
15,113 千円 5.3％
障害福祉サービス等事業
15,872 千円 5.6％

介護サービス事業収入
181,106 千円 64.0％

総合福祉センター
管理事業
4,770 千円 1.7％

支

出

法人運営事業、
善意銀行等自主事業
26,602 千円 9.4％

収入合計／ 283,024 千円

支出合計／

介護保険
サービス事業
162,614 千円
57.5％

地域福祉の推進
35,276 千円
283,024 千円 12.5％

※事業計画は、重点項目のみ記載しています。詳細は近江八幡市社協のHPをご覧ください。

「デイサービスセンターひまわり・きらめきあづち」について

現在、比較的空きがありご利用いただきやすい状況ですので、お問い合わせをお待ちしています。
〜ご利用者様一人ひとりに合った対応を心がけています〜
■連絡先
デイサービスセンターひまわり
（TEL 34‑6905 管理者 井上）
デイサービスセンターきらめきあづち （TEL 46‑7219 管理者 大谷）
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お知らせ

助成金のご案内

見守り支えあいの体制づくりやボランティア活動の活性化などにご活用ください。
共同募金見守り支えあい活動助成

自治会単位の見守り支えあい体制づくりに、３年間を上限
に助成。見守り情報共有のための会議の開催が必須。
○助成額：上限２万円（３年間継続）

共同募金ボランティアグループ助成

共同募金介護予防活動推進事業

新たに週１回以上の介護予防体操を新たに開始する自治会
単位の団体へ助成。
（１回限り）Ｒ2年度にて終了
○いきいき百歳体操に使用する備品の購入
○助成額：1/2以内 上限：２万円

共同募金当事者団体活動助成

市内で活動されるボランティアグループ（市社協ボラン
ティアセンター登録団体）への活動助成。
○助成額：上限３万円

市内で福祉向上のために活動する当事者を中
心とする団体への助成。
○助成額：上限３万円

子ども食堂活動助成

広域居場所づくり活動助成

ボランティアにより子ども食堂に取り組む、
団体への助成。
○助成額：上限５万円

少なくとも学区域でワンコインカフェなどに
取り組む、団体への助成。
○助成額：上限３万円

受付・問い合わせ先：近江八幡市社会福祉協議会 地域福祉課（総合福祉センターひまわり館内）☎0748-31-2677

心配ごと相談所

どこに相談すれば良いのか…。そんな時は、近江八幡市社協へお気軽にご相談ください。
社会福祉協議会では、平日の偶数日 に心配ごと相談を行っています。予約不要。

日時：平日の偶数日 13時〜16時
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ありがとうございました
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令和２年２月16日〜令和２年４月15日

地域福祉等のため、次のとおりご寄付をいただきました。助けあいや地域福祉活動等の支援に大切に活用させていただきます。
（敬称略・順不同）
皆さまのご厚意に厚くお礼申し上げます。

寄付金

岡山幼稚園PTA········································································ 25,553円
藤田 花 ······················································································1,000円
藤田 愛 ························································································· 500円
グリーン近江農業協同組合女性部部長 徳田純子 ·············· 25,000円
パソコンを通じて社会に役立つ会 ········································· 10,000円

寄付物品

月

匿名 ······························ お菓子13個、乾麺８個、調味料１個、その他
大宮神社 ···································································· 白米（30㎏）５袋
匿名 ····························································································· つえ３本
匿名 ························································································ タオル10枚
互近助隊にじのわ ····························································· ぞうきん29枚
匿名 ························································································· マスク８箱
匿名 ····················調味料８個、缶詰１個、飲料７本、米（１㎏）１袋
匿名 ·································ノート４冊、DVD １本、お菓子袋づめ１個
匿名 ···········味付海苔8個、タオル2枚、缶詰20個、タオルセット7箱

匿名 ······················································································米90㎏
匿名 ·················································································ふで箱7個
フードバンクびわ湖 堀 豊·····················································
お菓子22個、ジュース（350㎖）24本×
6ケース、乾パン24個×2ケース
ホテルニューオウミ ················ 消毒液35本、おかず弁当180個

払出

払出金

494,000円：市社協 地域福祉事業運営
100,000円：市社協（安土介護事業所） 事業運営（指定寄付）

払出物品

生活困窮者：米等15件、生活用品4件
子ども食堂等：食材・食品等5件、米1件、消毒液5件
市社協おにぎりプロジェクト事業：米15㎏、おかず弁当180個、お菓子・ジュース
市社協：消毒液

この広報紙は会費と共同募金の助成金で
つくられています
●インキ：環境配慮型インキ
（植物油インキ or ノンVOCインキ）
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷

ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748‑32‑1781 4

